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　「台風５号（８月７日）による災害の
…　復旧に関する補正予算」　　　可決



　今回の一般会計補正予算は、平成29年８月７日の台風５号により被災した農林業施設や道路施設な
どの災害復旧に係る経費として、災害復旧費5,010万円を計上するものです。
　この議案については、予算決算委員会に付託し、同委員会で設置した総務分科会及び産業建設分科会
で慎重に審査を行い、本会議において、原案のとおり全会一致で可決しました。

被害状況（安坂山町坂本地内）被害状況（林道安楽越線）

可決
全会一致で

議案第84号　 平成29年一般会計補正予算（第５号）
について

台風５号による農林業施設などの災害復旧費5,010万円を計上した

　議長及び副議長の選挙、議会運営委員会委員及び常任委員会委員の選任を行いました。
　また、市長からは、一般会計補正予算、専決処分した事件の承認、及び議会の議員から選任する監
査委員の選任同意についての３議案が提案され、慎重に審議しました。
　そして、採決の結果、それぞれ可決・承認・同意しました。
　なお、議長には西川憲行議員、副議長には岡本公秀議員が就任し、監査委員には中﨑孝彦議員が
選任されました。

各分科会での主な質疑・意見
総務分科会
●�災害復旧事業の財源を前年度繰越金
ではなく、財政調整基金としたのは
なぜか
●前年度繰越金はいくらあるのか
●�財源にはまず前年度繰越金を充て、
不足する分に財政調整基金を充てる
べきである

産業建設分科会
●�災害復旧事業補助金には、限度額等
の補助基準はあるのか。また、市と
して査定を行っているのか
●�林道安楽越線の復旧工事の予算 600
万円を、現時点で全額翌年度に繰り
越すのはなぜか

予算決算委員会における審査

平成29年第２回臨時会は、11月13日と14日の２日間の会期で開催しました。
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平成 29 年 第２回臨時会のあらまし

　議案の詳細は、ホームページに掲載していますのでご覧ください。

※議案第84号、議案第85号は、中村嘉孝前議長は採決に加わっていません。
　�議案第86号は、西川憲行議長は採決に加わっていません。また、中﨑孝彦議員は除斥し、採決に加わっていま
せん。

議案
番号 件名と主な内容 議決結果

84 平成29年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 可決 全員賛成

85

専決処分した事件の承認について
　平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙に係る執行経費について、
平成29年度亀山市一般会計補正予算（第４号）を地方自治法第179条第1項
の規定により専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し
承認を求める。

承認 全員賛成

86
亀山市監査委員の選任同意について
　議会議員の中から選任する監査委員として、中﨑孝彦議員を選任した
く、地方自治法第196条第１項の規定により議会の同意を求める。

同意
賛：16
除：１

平成29年 第２回臨時会に提案された議案 と 議決結果

議
案
質
疑

議 案 質 疑
宮崎　勝郎＜緑風会＞

議案第84号　平成29年
度亀山市一般会計補正予
算（第５号）について
〇�第14款　災害復旧費、第１項　災害復
旧費、第１目　現年発生農林水産業施設
災害復旧費及び第２目　現年発生公共土
木施設災害復旧費について
・補正の内容について
・災害復旧費の財源について

Q �　８月７日の台風５号による被害状況を尋ね
る。
A �　農業災害では、14カ所の農地と44カ所の農
業用施設において、農道、田、畦畔の法面崩
落や用排水路の損傷、土砂流入等があったほ
か、林道災害では、林道安楽越線の路肩法面
が崩落した。また、道路災害では、法面崩壊
や土砂の流出、倒木等の処理等27件、河川災

害では、護岸法面崩壊や流木等８件の被害が
あり、今回の補正により被災箇所の復旧に努
める。

Q �　今回の補正予算の財源は、財政調整基金から
の繰り入れであるが、早急に災害復旧工事を行
うため、なぜ予備費を使わなかったのか。
A �　当初予算において使途を限定しない予備費
を計上し、軽微な補正についてはこれをもっ
て対処することとしているが、できるだけ議
会の審議を得るという大原則のもと、市民生
活に支障がある場合については、予備費を活
用して運用を図ることとしている。
　�　今回の農業災害については、この臨時会で
災害復旧費の補正予算が可決されれば、来年
の作付までには復旧できるものと考えてい
る。
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議会の新しい体制が決まりました

監査委員とは
　市の行政が公正で合理的かつ効率的に運営されることを確保するため、地方
公共団体に必置される独任制の執行機関です。
　地方自治法に定められた権限に基づき、それぞれ独立して市の財務に関する
事務の執行、事業の経営管理及び行政事務について、監査等を実施しています。

副議長　岡本　公秀議長　西川　憲行

議会選出監査委員
中﨑　孝彦

議会運営委員会は、議会を円滑に運営するために設置している委員会です。議会運営委員会

尾崎　邦洋　森　美和子
伊藤�彦太郎　福沢�美由紀　櫻井　清蔵　中村　嘉孝

���（副委員長）　　�（委員長）��　

所管する主な事項
●議会の運営に関すること
●�議会関係条例、会議規則等の制定及び
改廃に関すること

●�意見書及び決議案の取り扱いに関す
ること

●請願及び陳情の取り扱いに関すること
●議長の諮問に関すること

新しい委員会等のメンバーを紹介します

 就任のごあいさつ
　このたび、議員各位のご推挙により、議長並びに副議長に就任
いたしました。市議会の代表としまして、その重責を感じつつ、これ
から１年間それぞれの職務に邁進していく覚悟でございます。
　さて、本市では、平成29年度から第２次亀山市総合計画がスター
トしたところですが、亀山駅前再開発や新庁舎建設などをはじめと
する、市の発展を大きく左右する事業などが盛り込まれており、市
の将来にとって大変重要な過渡期に直面しています。
　このような状況の中において、二元代表制の一翼を担う地方議会の役割はより一層重要になってきてお
ります。市民全体の代表である議会としての使命は、亀山市の未来と市民のための議論を、多角的な視点か
ら十分かつ活発に行い、よりよい市政につながる政策提言をしていくことです。
　そのために、議会は、市長との距離を一定に保ち、本市の将来をしっかり見据え、その政策や事業が本当に
市民に必要であるのかを見極めていくことが重要です。さらに、行政への監視機関としてのチェック機能を
しっかりと果たし、市民の皆様の声が反映され、より関心をもっていただける、わかりやすい市政を目指し、
今後も取り組んでいく姿勢が必要です。
　市議会では、これまで、議会基本条例に基づき議会改革に取り組み、その議会活動については、市議会だよ
りや議会報告番組等を通じて、積極的に情報発信をしてまいりました。しかしながら、その内容が市民の皆
様に十分に伝わっていないのが現状です。そうしたことからも今後は、議会活動をより身近に感じていただ
けるような努力を行うとともに、皆様からのご意見を拝聴し、皆様に必要とされる議会の実現を目指し、活
動してまいりたいと考えております。
　市民の皆様におきましては、市議会活動へ厳しい目を向けていただくとともに、ご理解、ご協力を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

議　長　西川　憲行　
副議長　岡本　公秀　
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岡本　公秀　前田　耕一
小坂　直親　今岡　翔平　鈴木　達夫　櫻井　清蔵

　（副委員長）　　（委員長）　　

髙島　　真　福沢�美由紀
中村　嘉孝　森　美和子　尾崎　邦洋　前田　　稔

（副委員長）　　（委員長）　

宮崎　勝郎　　服部　孝規　　中﨑　孝彦
新　　秀隆　　伊藤�彦太郎　
（副委員長）　　���（委員長）��　

　常任委員会には、総務委員会、教育民生委員会、産業建設委員会、予算決算委
員会の４つの委員会があります。
　それぞれ所管する市の事務に関する調査を行い、議案等を審査しています。

常任委員会

総務委員会

教育民生委員会

産業建設委員会

所管する主な事項
●市の組織に関すること
●財政、行政改革に関すること
●防災、消防に関すること

所管する部署
・企画総務部　・危機管理局
・財務部　　　・出納室
・消防本部　　・選挙管理委員会
・公平委員会　・固定資産評価審査委員会
・監査委員
・他の常任委員会の所管に属さないこと

所管する主な事項
●市民相談、戸籍に関すること
●国民健康保険、国民年金に関すること
●文化・スポーツに関すること
●福祉、医療に関すること
●教育に関すること

所管する部署
・市民文化部　　　　　・文化振興局　
・関支所　　　　　　　・健康福祉部
・子ども総合センター　・医療センター
・教育委員会　

所管する主な事項
●環境保全、廃棄物の処理に関すること
●商工業に関すること
●農業、林業に関すること
●都市計画、道路・河川に関すること
●上下水道に関すること

所管する部署
・環境産業部　・建設部
・上下水道局　・農業委員会
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　委員長　中村　嘉孝　副委員長　今岡　翔平
　委　員　議長を除く全議員

予算決算委員会の様子

　　　　　　新　秀隆　今岡　翔平
中﨑　孝彦　髙島　真　岡本　公秀　福沢�美由紀
　　　　　�（副委員長）�����（委員長）

常任委員会

予算決算委員会

広聴広報委員会

所管する主な事項
●予算・決算に関すること
・�３月定例会では、新年度予算案の審
査を行います。

・�９月定例会では、前年度決算の審査
を行います。

・�補正予算については、各分科会を設
け、審査を行った後、委員会で最終
審査を行います。

●�市の基本構想及び基本構想に基づく
基本計画に係る議案等の審査

髙島　　真　森　美和子　伊藤�彦太郎　中﨑　孝彦
小坂　直親　服部　孝規　前田　耕一　櫻井　清蔵
　　　　��������（副委員長）　���（委員長）��

亀山駅周辺整備事業対策特別委員会

調 査 内 容
●�亀山駅周辺整備事業について、内容
や現状の十分な把握に努めるととも
に、明らかとなった課題・問題点に
ついて調査・検討し、当該事業に対
する議会としての対応について協議
を行います。

所管する主な事項
●�かめやま市議会だよりの発行に関すること
　�定例会・臨時会の内容をまとめた広報紙を年
５回発行しています。
●亀山市議会ホームページに関すること
　�議案、議決結果、会議録、委員会活動などを
ホームページで公開しています。
●�『こんにちは！市議会です』の企画・制作・
監修に関すること
　定例会の内容をダイジェストでお知らせする議会
　�報告番組「こんにちは！市議会です」を年４回放
映しています。（ケーブルテレビ123チャンネルま
たは亀山市議会ホームページでご覧ください。）

　広聴広報委員会は、市議会だよりの発行や議会報告番組「こんにちは！
市議会です」の制作・監修を行うなど、市民の皆さんに議会の情報をお知
らせしています。

広聴広報委員会
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その他の委員会等

会　派　の　構　成

全　員　協　議　会 議会改革推進会議
　議会改革を継続的に推進するため全議員で構
成する議会改革推進会議及びその補助機関であ
る「検討部会」を設置しています。

会長　　西川　憲行（議長）
副会長　岡本　公秀（副議長）

　市長または議長、議員の報告の場として、ま
た、市の基本的な計画の策定や新しい制度の導
入、議員提出議案等についての協議の場として
議員全員で構成する全員協議会及びその補助
機関である「政策検討部会」を設置しています。

検討部会 （補助機関）

部会長　　服部　孝規
副部会長　森　美和子
部会員　　今岡　翔平　　　髙島　 真
　　　　　中村　嘉孝

政治倫理
審査委員会

委員長　　森　美和子
副委員長　服部　孝規
委　員　　中村　嘉孝　　　小坂　直親　　　櫻井　清蔵

鈴鹿亀山地区広域連合議会 亀山市都市計画審議会
議　員　　今岡　翔平
　　　　　森　美和子
　　　　　宮崎　勝郎
　　　　　服部　孝規

委　員　　髙島　　真
　　　　　伊藤 彦太郎
　　　　　服部　孝規

他の議会の議員等 市の審議会委員

勇　　　政
代表者　櫻井　清蔵
　　　　今岡　翔平
　　　　西川　憲行
　　　　伊藤 彦太郎
　　　　前田　　稔

日本共産党
代表者　服部　孝規
　　　　福沢 美由紀

緑　風　会
代表者　小坂　直親
　　　　髙島　　真
　　　　尾崎　邦洋
　　　　宮崎　勝郎

公　明　党
代表者　森　美和子
　　　　新　　秀隆

新　和　会
代表者　 中村　嘉孝
　　　　 中﨑　孝彦
　　　　 岡本　公秀

会派に属さない議員
鈴木　達夫
前田　耕一

？会派とは
　政党に所属する議員
や、市政等に関し同じ
ような考え方や意見
を持つ議員は、自分た
ちの考えを効果的に市
政に反映させるため、
「会派」というグループ
を作って
活動して
います。

政策検討部会 （補助機関）

部会長　　岡本　公秀
副部会長　新　　秀隆
部会員　　今岡　翔平　　　前田　耕一
　　　　　中村　嘉孝　　　服部　孝規
　　　　　小坂　直親
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かめやま市議会だよりは、古紙パルプ配合率80％、白色度80％の再生紙および植物油インキを使用しています。

■問い合わせ先╱三重県亀山市議会事務局　〒519－0195 三重県亀山市本丸町577　☎（0595）84－5059　Eメールアドレス gikai-city.kameyama@ztv.ne.jp

市民の皆様の声が議会・市政に反映され、信頼をいただける議会となるよう努めてまいります。
皆様のご意見をお寄せください。

議会の会議の様子をご覧いただけます。

　　　　　　　　　　視聴方法
会議

インターネット配信 ケーブルテレビ放送
ライブ 録　画 ライブ 録　画

本会議 〇 〇 〇 〇
常任委員会（総務・教育民生・産業
建設・予算決算） 〇 〇 － －

　市議会の定例会・臨時会の本会議、常任委員会（総務委員会、教育民生委員会、産業
建設委員会、予算決算委員会）の様子を（ライブ・録画）で配信しています。
　スマートフォンやタブレット端末でもご覧いただけますので、議案審議・審査の様
子をぜひご覧ください。

  議会の主な動き
  10月

３日　広聴広報委員会
　　　教育民生委員会協議会
４日　亀山駅周辺整備事業対策特別委員会
　　　議会改革推進会議検討部会
５日　埼玉県北本市：視察来庁
　　　（議会改革）
10日　広聴広報委員会
12日　北勢５市議会懇話会
13日　産業建設委員会協議会
　　　静岡県菊川市：視察来庁
　　　（タブレット・ＩＣＴ活用）
17日　全員協議会
　　　議会改革推進会議
19日　福井県小浜市：視察来庁
　　　（議会改革）
23日　大分県別府市：視察来庁
　　　（まちづくり協議会と住民自治）
26日　青森県五所川原市：視察来庁
　　　（議会改革）
27日　産業建設委員会協議会
　　　全員協議会
30日　鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会
31日　栃木県さくら市：視察来庁
　　　（議会改革）

  11月

６日　議会運営委員会
７日　静岡県掛川市：視察来庁
　　　（議会だより）
13日　全員協議会
　　　第２回臨時会
　　　予算決算委員会
　　　産業建設分科会
　　　総務分科会
14日　予算決算委員会
　　　第２回臨時会
15日　全国市議会議長会研究フォーラム
　　　（15 ～16日：兵庫県姫路市）
20日　広聴広報委員会
　　　全員協議会
　　　産業建設委員会協議会
24日　議会運営委員会
　　　正副委員長会議
28日　亀山駅周辺整備事業対策特別委員会
29日　産業建設委員会協議会

表 紙 写 真 か ら
　観音山公園は、鈴鹿国定公園内に位置し、季節
の花・樹木などの自然を楽しむことができます。
　また、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
された関宿からも近く、魅力的な観光スポットに
もなっています。

8 かめやま市議会だより－64


