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亀山市議会改革推進会議



はじめに

亀山市議会では、議会及び議員の活動についての基本理念を明確に掲げ、開かれた

議会、及び常に改革を推進する議会を実現するため、平成２２年８月に亀山市議会基本

条例を施行いたしました。

議会基本条例の前文では、市長と議員がともに選挙で選ばれ、市民の負託を負う二

元代表制の下、議員で構成する議会は議事機関として、市長は執行機関として、それぞ

れその特性を活かしながら競い合い、協力し合いながら、亀山市の活力ある発展、また

市民の豊かさの向上を目指して取り組むことを定めております。そして、平成23年8月に

は、議会改革の道を閉ざすことなく、継続的に推進するため、議員全員で構成する議会

改革推進会議、及びその補助機関として検討部会を設置し、様々な改革を進めてきてお

ります。

これまで、検討部会では、平成２２年９月に議長に提出いたしました「議会のあり方等

検討特別委員会」の答申に基づき、今後の検討課題を順次協議してまいりました。主な

成果としましては、予算決算常任委員会の設置、市長の提案する重要な政策の定義に

ついての整理、市の各種審議会等に基本的に議員を派遣しないことの３点を決定した

ところです。

また、平成２５年度からは、マネジメントサイクルの視点により、議会基本条例の条項

ごとに新たに課題を抽出し、課題ごとにカルテを作成し、それぞれ検討に着手すべき時

期を決め、検討経過を積み上げて整理をしていくこととしました。

さらに、議会が行う調査研究や議会基本条例の改正等を行うにあたり、これらに関す

る調査、また、専門的助言を得るため、コンサルタントに運営支援の業務を委託し、事

務の効率化にも努めてきております。

一方、広報面では、議会定例会のダイジェスト版として、議会報告番組「こんにちは

市議会です！」を作成、ケーブルテレビやインターネットで放送を開始したほか、ホー

ムページについても積極的な公開に努め、情報量も充実させてきております。そして、

現在ホームページのリニューアルに向けた検討も始めたところでございます。

このような中、今後は市民参加と広聴機能の更なる充実に向けて取り組んで行く必

要があり、広く市民の声を聞くための議会報告会や市民アンケートの実施手法等の検

討も進めていかなければなりません。

このたび、「亀山市議会・議会改革白書２０１３」を作成し、議会基本条例制定以降

の議会改革の取り組み内容を整理いたしました。

今後も議会改革にさらに努力し、議員の責務として自らの資質の向上に努めると

ともに、議会機能の強化を図り、市民を代表する議事機関である事を自覚し、市民に

信頼され、身近な議会となるよう、「見える議会」を推進してまいります。

平成２５年１０月

亀山市議会改革推進会議

会長 櫻 井 清 蔵



１ 各会議・委員会の活動報告

（１）議会改革推進会議

（２）議会改革推進会議検討部会

（３）議会運営委員会

（４）代表者会議

（５）正副委員長会議

（６）予算決算委員会

（７）広聴広報委員会

（８）全員協議会

（９）政策検討部会

２ 各会議・委員会での決定内容

（１）議会改革推進会議

（２）議会改革推進会議検討部会

（３）議会運営委員会

（４）代表者会議

（５）正副委員長会議

（６）予算決算委員会

（７）広聴広報委員会

（８）全員協議会

（９）政策検討部会

３ 政策提言への取り組み

（１）所管事務調査

４ 広聴広報の取り組み

（１）議会だよりの掲載内容について

（２）議会映像等インターネット配信アクセス件数について

（３）亀山市議会に関する市民意識調査

・亀山市議会に関する市民意識調査の内容

・亀山市議会に関する市民意識調査報告書



５ 議会事務局の取り組み

（１）議会事務局の使命・目標

（２）主な議会事務局の取り組み

６ 参考資料

（１）亀山市議会例規関係

（２）議会のあり方等特別委員会答申書

（３）亀山市議会基本条例に伴う検討課題

① 平成23・24年度版

・検討課題カルテ（完了分）

②平成25年度版

・亀山市議会基本条例に伴う検討課題

・検討課題カルテ（完了分）

・検討課題カルテ

③平成26年度版

・検討課題スケジュール一覧

・検討課題カルテ（完了分）

・検討課題カルテ（着手中）

・検討課題カルテ（未着手）

④平成２７年度版

・検討課題スケジュール一覧

・検討課題カルテ（完了分）

・検討課題カルテ（着手中）

・検討課題カルテ（未着手）

（４）議員定数・報酬に関する調査資料

（５）議会活動調査資料

（６）議会の情報化に関するアンケート

・議会の情報化に関するアンケートの内容

・アンケート結果



（７）視察説明資料一式（抜粋分）

（８）視察来市一覧

※この白書は、亀山市議会基本条例制定後の議会改革の記録をまとめたもので、

毎年１０月に１年分の活動報告を追記し、更新していきます。





○第１回 平成23年 8月19日
議会改革推進会議の設置

○第２回 平成23年11月11日

検討部会員の変更について

○第３回 平成24年10月19日

議員定数について

○第４回 平成24年12月 4日

（１）検討部会員の選任について

（２）検討部会における協議結果について

○第５回 平成25年１月 21日

（１）検討部会員の選任について

（２）各種審議会等への議員の派遣について

（３）検討部会における協議経過及び執行部から派遣について

の意見書に対する議会として回答した内容の報告

○第６回 平成25年2月19日

（１）地方自治法の改正に伴う条例等の一部改正について

①委員会条例の一部改正

②会議規則の一部改正

③政務調査費の交付に関する条例の一部改正

④議会基本条例の一部改正

⑤広聴広報委員会規程の制定

○第７回 平成25年8月20日

（１）検討部会の部会員について

（２）議会基本条例に伴う最優先に取り組む課題について

（３）議会改革推進会議規程の一部改正について



○第8回 平成25年10月21日

（１）議会改革の取り組みのまとめについて

○第９回 平成25年11月28日

（１）検討部会員の選任について

（２）議会改革白書について

○第１０回 平成26年9月19日

（１）議員定数１８名での運営について

○第１１回 平成26年10月8日

（１）議会改革の取り組みの報告について

○第１２回 平成26年11月14日

（１）亀山市議会議会改革推進会議規程の改正について

（２）検討部会員について

○第１３回 平成27年5月22日

（１）委員会の運営方法について

（２）政策検討会議（仮称）の設置について

（３）議会だよりのリニューアルについて

（４）議会の情報化について

（５）第２次総合計画策定に伴う議会基本条例の改正について

○第１４回 平成27年8月20日

（１）請願者の説明機会について

（２）公聴会制度及び参考人制度について

（３）長期欠席者への対応について（議員報酬の考え方）

（４）議会提出議案への市長等の意見表明について
（５）委員会の運営方法について

（６）議会の情報化について

（７）公開内容の検討について
（８）議会基本条例の改正に伴う逐条解説の改訂について

（９）かめやま市議会だよりのリニューアルについて

○第１５回 平成27年10月20日

（１）議会改革の取り組みの報告について



○第１回 平成23年 9月 1日

正・副部会長の互選について

○第２回 平成23年10月28日

検討部会の運営について

○第３回 平成23年11月22日

検討課題及び今後の進め方について

○第４回 平成24年 1月20日

総合計画後期基本計画の審査の方法について

○第５回 平成24年4月20日

（１） 検討課題の取り組みの経緯について

（２）これからの検討課題について

①重要な政策の定義について

②各種計画、答申、意見書等への議会の関与について

③各種審議会等への議員の派遣について

○第６回 平成24年5月25日

重要な政策の定義及び各種審議会等への議員の派遣等に

関して執行部との意見交換会について

○第７回 平成24年8月30日

（１）調査研究運営支援業務のコンサルタントとの委託契約 について

（２）重要な政策の定義について

（３）各種計画策定への議会の関与について

（４）各種審議会等への議員の派遣について



○第８回 平成24年11月2日

（１）各種審議会等への議員の派遣について

（２）各種計画への議会の関与について

（３）議会改革推進会議の会議録の公開について

（４）地方自治法の一部改正に伴う議会基本条例の改正について

○第９回 平成25年1月18日

（１）各種審議会等への議員の派遣について

執行部から派遣についての意見書に対する議会として回答した内

容の報告

（２）議会基本条例の一部改正（案）について

○第１０回 平成25年2月18日

（１） 地方自治法の改正に伴う条例等の一部改正について

①委員会条例の一部改正

②会議規則の一部改正

③政務調査費の交付に関する条例の一部改正

④議会基本条例の一部改正

⑤広聴広報委員会規程の制定

○第１１回 平成25年4月19日

（１）平成22年9月に議長に提出した答申に基づく検討課題

議会基本条例に伴う検討課題について【平成25年3月末版】

（２）平成25年度より新たに取り組む検討課題

議会基本条例に伴う検討課題について【平成25年度版】



○第１２回 平成25年5月31日

（１）平成25年度より新たに取り組む検討課題について

①課題ごとに取り組む時期をランク付け

②検討手法として、課題ごとにカルテを作成

○第１３回 平成25年7月26日

（１）平成25年度より新たに取り組む検討課題の内、平成２５年度中
に着手すべきものの現状分析及び優先順位について

○第１４回 平成25年8月19日

（１）平成25年度に最優先に取り組む検討課題について

①予算決算委員会（当初予算・決算）の映像のロビー放映

②委員会視察報告書のホームページへの公開

③議案に対する議員別賛否状況のホームページへの掲載

④予算内示会の場の検討

⑤議会改革推進会議に1年間の報告の場を設置

○第１５回 平成25年8月20日

正副部会長の互選について

○第１６回 平成25年10月15日

議会改革の取り組みの報告について

○第１７回 平成25年12月26日

完了した検討課題の整理について

・平成２６年１０月までに取り組む検討課題の優先順位とスケ

ジュールについて



○第１８回検討部会 平成26年1月27日

（１）検討課題について

①議会からの審議会委員への派遣の取り扱いについて
②議決を要しない計画等への議会の意見反映はどうするのか

③議会報告会の開催

④常任委員会年間スケジュールについて
（２）新たに追加する検討課題について

①政策の立案及び提言のあり方について

○第１９回検討部会 平成26年2月18日
（１）検討課題に対する意見の集約について

（２）議会報告会の県下１３市の状況について

（３）議員定数１８名での議会運営について
①議会運営委員会の在り方の検討

○第２０回検討部会 平成26年5月1日

（１）検討課題に対する意見の集約結果について
（２）検討課題への取り組みのスケジュールについて

（３）市民アンケートについて

○第２１回検討部会 平成26年5月29日
（１）市民アンケートについて

（２）政務活動費の会計帳簿の公開について

（３）常任委員会の年間スケジュールについて
（４）全員協議会調査結果について

（５）議会基本条例の基本理念の抽出について

（６）議会の情報化について
（７）議会基本条例逐条解説の改訂について

（８）今後の取り組みについて

①議会要覧の確認・見直し
②議長、委員長の責務について



○第２２回検討部会 平成26年7月2日

（１）市民アンケートについて（検討課題32）

（２）議長、委員長の責務について（検討課題22）

（３）議会基本条例逐条解説の改訂について（検討課題37）

（４）議員定数１８名での運営について（委員会運営の在り方の検

討）(検討課題20)

（５）議会要覧の見直しについて（検討課題8）

（６）議会基本条例の基本理念の抽出について（検討課題39）

（７）本会議・委員会のライブ中継について（検討課題17）

○第２３回検討部会 平成26年7月25日

（１） 議員定数１８名での運営について1（委員会運営の在り方の

検討） （検討課題20）

（２）議員定数１８名での運営について3（議長、委員長の責務に

ついて）（検討課題22）

（３）市民アンケートについて（検討課題32）

（４）議員定数１８名での運営について4（議長の委員就任に

ついて）（検討課題23）

（５）議会基本条例逐条解説の改訂について（検討課題37）

○第２４回検討部会 平成26年8月21日

（１） 議員定数１８名での運営について（議長の委員就任につい

て） （検討課題23）

（２）議会要覧の見直しについて（検討課題8）

（３）議会基本条例逐条解説の改訂について（検討課題37）

（４）市民アンケートについて（検討課題32）

（５）議会事務局の機能強化について（検討課題38）

（６）検討スケジュールの進捗と新規項目について



○第２５回検討部会 平成26年10月7日

（１）検討課題について

①市民アンケートについて（検討課題32）

②議会要覧の見直しについて（検討課題8）

③議会基本条例逐条解説の改訂について（検討課題37）

④議会の情報化について（検討課題36）

⑤委員会の運営方法について（検討課題40）

⑥かめやま市議会だよりのリニューアルについて（検討課題42）

⑦請願者の説明機会について（検討課題19）

⑧議会提出議案への市長の意見表明について（検討課題25）

（２）検討課題スケジュールについて

（３）議会改革白書について

（４）議会の調査研究運営支援業務委託について

○第２６回検討部会 平成26年11月14日

（１）正副部会長の互選について

○第２７回検討部会 平成27年1月28日

（１）検討課題スケジュールについて

（２）議会報告会の開催について

（３）委員会の運営方法について

（４）政策検討会議（仮称）の設置の検討について

（５）議会の情報化について

○第２８回検討部会 平成27年2月18日

（１）会派からの意見集約について

①議会報告会の開催について

②委員会の運営方法について

③政策検討会議（仮称）の設置の検討について



○第２９回検討部会 平成27年4月14日

（１）議会報告会の開催について

（２）委員会の運営方法について

（３）政策検討会議（仮称）の設置の検討について

（４）議会の情報化について

（５）検討課題一覧・スケジュールについて

○第３０回検討部会 平成27年4月28日

（１）政策検討会議（仮称）の設置の検討について

○第３１回検討部会 平成27年6月5日

（１）政策検討会議（仮称）の設置の検討について

（２）条例の改正の検討（議会の議決事件について）

（３）委員会の運営方法について

（４）議会報告会の開催について

（５）議会の情報化について

（６）公開内容の検討について

○第３２回検討部会 平成27年7月21日

（１）請願者の説明機会について

（２）公聴会制度及び参考人制度について

（３）長期欠席者への対応について（議員報酬の考え方）

（４）議会提出議案への市長等の意見表明について

（５）議会報告会の開催について

（６）議会の情報化について

（７）委員会の運営方法について

（８）議会基本条例の改正に伴う逐条解説の改正について



○第３３回検討部会 平成27年8月18日

（１）議会報告会の開催について

（２）議会の情報化について

（３）委員会の運営方法について

（４）派遣廃止後の各関連団体との議論の場の調整について

（５）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

（６）かめやま市議会だよりのリニューアルについて

○第３４回検討部会 平成27年10月14日

（１）委員会の運営方法について

（２）議会報告会の開催について

（３）議会の情報化について

（４）派遣廃止後の各関連団体との議論の場の調整について

（５）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

（６）請願者の説明機会について

（７）公聴会制度及び参考人制度について

（８）長期欠席者への対応について（議員報酬の考え方）

（９）議会提出議案への市長等の意見表明について

（１０）議会改革白書２０１５について



○平成22年8月3日

決算特別委員会のインターネット録画配信について

○平成22年8月12日

（１）定例会の議案質疑の質疑時間について

（２）論点・争点の整備、反問権について

○平成22年8月26日

（１）反問権について

（２）決算特別委員会の録画映像のインターネット配信について

○平成22年9月14日

（１）決算特別委員会の録画映像のインターネット配信方法と配信範

囲について

（２）追加議案、先議の質疑時間について

○平成22年11月30日

委員会提出議案について

○平成22年12月17日

入札制度調査特別委員会の設置について

○平成23年2月18日

（１）討論の通告について

（２）予算に関する代表質疑について

（３）次期定例会の日程について

○平成23年3月25日

（１）追加議案に対する通告について

（２）閉会日の議会運営委員会の開催について



○平成23年6月2日

（１）人事案件の事前説明について

（２）一般質問の予備日について
（３）エコスタイルについて

○平成23年6月9日

一般質問、関連質問の質問時間について

○平成23年6月30日

追加議案、討論の通告について

○平成23年8月25日

（１）質疑時間について

（２）パネルの使用について

○平成23年9月13日

決算特別委員会の通告について

○平成24年1月30日

予算決算常任委員会の設置について

○平成24年2月17日

総合計画後期基本計画の基本構想と後期基本計画の策定に関す

議案の審査について

○平成24年3月7日

請願の紹介議員について

○平成24年5月22日

一般質問の質問時間について

○平成24年5月31日

議案の採決について

○平成24年6月19日

災害時の本会議の運営について

○平成24年9月11日

決算の附属書類等の報告の取り扱いについて



○平成24年12月21日

（１）意見書を求める請願について

（２）補正予算の予算決算委員会における全体審査について

○平成25年5月20日

発言通告について

○平成25年8月22日

（１）請願の議事日程と採決方法について

（２）追加議案の質疑順序について

（３）玄関ロビーでの予算決算委員会の放映について

○平成25年9月9日

本会議での討論者の範囲と時間について

○平成25年9月10日

動議について

○平成25年9月11日

請願の採決時の委員長の意思表示について

○平成25年9月27日

（１）委員会提出議案について

（２）議員提出議案について

（３）平成２５年第２回臨時会の日程案について

（４）平成２５年１２月定例会の日程案について

○平成25年11月1日

平成２５年第２回臨時会について

・平成２５年第２回臨時会の日程等について

・質疑順序について

・臨時会の日程について



○平成25年11月21日
平成２５年１２月定例会について
・平成２５年１２月定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について
・要望書の取り扱いについて
○平成25年12月12日
議長の常任委員会委員の辞任について
○平成25年12月20日
（１）追加議案について
（２）平成２６年３月定例会の日程案について

○平成26年2月20日
（１）議会運営委員会委員の選任について
（２）平成２６年３月定例会について
・平成２６年３月定例会の日程等について
・議案の付託について
・亀山市農業委員会委員の推薦について
・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について
○平成26年3月11日
請願の取り扱いについて
○平成26年3月27日（2回開催）
（１）追加議案について
（２）委員会提出議案について
（３）議員提出議案について
（４）平成２６年６月定例会の日程案について
（５）議員定数１８名における議会運営委員会委員の定数及び委員の

選出について



○平成26年5月21日
平成２６年６月定例会について
・平成２６年６月定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について
・三重県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
・陳情書の取り扱いについて

○平成26年5月29日
（１）請願書の取り扱いについて
（２）陳情書の取り扱いについて

○平成26年6月10日

（１）議長の辞職許可について

（２）請願書の取り扱いについて

○平成26年6月12日

議長の常任委員会委員の辞任について

○平成26年6月20日

（１）追加議案について

（２）議員の辞職について

（３）議会運営委員会委員の選任について

（４）委員会提出議案について

（５）議員提出議案について

（６）平成２６年９月定例会の日程案について

○平成26年7月8日

（１）平成２６年９月定例会の日程案について

（２）議員定数18名での議会運営委員会委員の定数及び選出方

法について

○平成26年7月18日

（１）議員定数18名での議会運営委員会委員の定数及び選出方法

について



○平成26年8月21日

平成２６年９月定例会について

・平成２６年９月定例会の日程等について

・質疑・質問順序について

・予算決算委員会について

・所管事務調査の報告について

・陳情書の取り扱いについて

・要望書の取り扱いについて

・議会基本条例等の一部改正について

・討論について

○平成26年9月9日

請願書の取り扱いについて

○平成26年9月24日

（１）議会基本条例等の一部改正について

（２）意見書に関する委員会提出議案について

（３）平成２６年第１会臨時会の日程案について

（４）平成２６年１２月定例会の日程案について

○平成26年11月21日

平成２６年１２月定例会について

・平成２６年１２月定例会の日程等について

・議案の付託について

・質疑・質問順序について

・補正予算に関する予算決算委員会について

・陳情書の取り扱いについて



○平成26年12月19日

（１）追加議案について

（２）議員提出議案について

（３）平成２７年３月定例会の日程（案）について

○平成27年2月19日

平成２７年３月定例会について

・平成２７年３月定例会の日程等について

・代表質疑について

・質疑・質問順序について

・予算決算委員会について

○平成27年2月26日

（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算（第６号）について

（２）要望書の取り扱いについて

○平成27年3月9日

（１）意見書等の提出について

（２）通告後の質問について

○平成27年3月26日

（１）追加議案について

（２）委員会条例の一部改正について

（３）国民宿舎関ロッジに関する決議について

（４）２０１６年主要国首脳会議の三重県開催を求める決議について

（５）平成２７年６月定例会の日程（案）について

（６）通告後の質問（緊急質問）について

○平成27年5月29日

平成２７年６月定例会について

・平成２７年６月定例会の日程等について

・質疑・質問順序について

・予算決算常任委員会について



○平成27年6月16日

（１）請願書の取り扱いについて

○平成27年6月29日

（１）追加議案について

（２）議会基本条例の一部改正について

（３）会議規則の一部改正について

（４）安全保障法制の見直しを今国会で成立させないよう求める意

見書の提出について

（５）市長に対する問責決議について

（６）平成２７年９月定例会の日程（案）について

○平成27年7月1日

（１）行政視察について

（２）通告後の質問（緊急質問）について

（３）支払い督促による１８０条の専決について

○平成27年8月20日

平成２７年９月定例会について

・平成２７年９月定例会の日程等について

・代表質疑について

・質疑・質問順序について

・予算決算委員会について

・所管事務調査の報告について

・通告後の質問（緊急質問）について

・支払い督促による１８０条の専決について

○平成27年8月27日

（１）支払い督促による１８０条の専決について

○平成27年9月3日

（１）請願書の取り扱いについて

（２）支払い督促による１８０条の専決について



○平成27年9月8日

（１）台風１８号に伴う警報発表時の対応について
○平成27年9月25日

（１）追加議案について

（２）市長専決処分事項の指定についての一部改正について

（３）意見書に関する委員会提出議案について

（４）緊急質問について

（５）平成２７年第１回臨時会の日程（案）について

（６）平成２７年１２月定例会の日程（案）について



○平成22年11月4日

三役の推薦及び選挙の方法について

○平成22年11月11日

（１）三役の選出方法について

（２）組合議会等の議員の任期について

○平成22年11月12日

三役の選出方法について

○平成23年2月10日

（１）政務調査費の取り扱いについて

（２）人事案件の上程等の時期について

（３）会議開催の時間について

○平成23年2月16日

政務調査費の取り扱いについて

○平成23年2月18日

農業委員の推薦の手順について

○平成23年9月13日

議会報告番組「こんにちは！市議会です」の放送について

○平成23年10月17日

議場への国旗掲揚について

○平成23年11月4日

三役の選出に関する申し合わせについて

○平成23年12月14日

（１）議会選挙の開票事務について

（２）広聴広報委員会の設置について



○平成24年6月13日

亀山市行政改革推進委員会への議会からの委員派遣について

○平成24年9月13日

社会福祉協議会への議会からの委員派遣について

○平成24年10月26日

被推薦者の所信表明について

○平成24年11月７日

（１）正副議長の選挙方法について

（２）正副議長と監査委員の所信表明について

○平成24年12月20日

正副議長の委員会所属について

○平成25年1月30日

（１）補欠選挙による当選議員の議席と所属委員会について

（２）臨時会の中継・録画配信について

（３）政務活動費について

○平成25年7月8日

議会の情報化に関するアンケートについて

○平成25年10月11日

専決処分及び予備費の充当について

○平成25年11月1日

（１）役員改選について

（２）推薦書の提出について

（３）亀山市表彰審議会への議員の派遣について

（４）議会費の補正について



○平成25年11月5日

（１）議長、副議長、監査委員の被推薦者の報告について

（２）各常任委員会委員、議会運営委員会委員等の会派割りについて

○平成25年11月7日

（１）議長・副議長の選挙、監査委員の推薦者について

（２）常任委員会委員・議会運営委員会委員・組合議会等の議員の会
派割りについて

○平成25年11月8日(2回開催）

（１）常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について

（２）議員選出監査委員について

（３）組合議会等の議員の選出について

○平成25年11月21日

（１）表彰審議会への議員派遣について
（２）議長の常任委員会委員の辞任について

（３）議会改革推進会議検討部会員の選出について

（４）議会の新年度予算について

○平成25年12月12日

（１）追加議案について

（２）予算決算委員会理事会の設置について

（３）議員研修会について

○平成26年1月28日

（１）会派の異動について

（２）農業委員の推薦について

○平成26年2月20日

（１）議会運営委員会委員について

（２）農業委員会委員の推薦について

（３）平成２５年度３月補正予算及び平成２６年度当初予算について



○平成26年3月13日

追加議案について

○平成26年4月14日

（１）専決処分について

（２）議会事務局の使命・目標について

○平成26年5月12日

議案の事前説明の取扱いについて

○平成26年5月21日

（１）議案の事前説明について

（２）専決処分について

○平成26年6月7日

議長の辞職願の提出について

○平成26年6月9日

役員選出について

○平成26年6月13日

（１）追加議案について

（２）三重県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

（３）会派の異動について

（４）議会運営委員会委員について

（５）政務活動費のホームページでの公開について

○平成26年6月20日

議員辞職の申し出について

○平成26年7月28日

情報公開請求について



○平成26年8月28日

（１）議員定数１８名での運営について

・議会運営委員会委員の定数について

・議長、委員長の責務について

・議長の委員就任について

・委員会運営の在り方について

（２）政策検討会議（仮称）の設置について

○平成26年11月28日

（１）予算決算委員会理事会の理事の選任について

（２）都市計画審議会委員について

（３）議会の新年度予算について

○平成26年12月11日

（１）追加議案（人事案件）について

（２）情報公開請求について

○平成26年12月19日

（１）学童保育所の充実のため「公設を基本とする」ことを求める

決議（案）について

○平成27年1月13日

（１）専決処分について

（２）代表質疑について

（３）総合計画審議会への委員の派遣について

○平成27年2月5日

（１）専決処分について

（２）国民宿舎関ロッジ指定管理の状況について

（３）市県民税の特別徴収について

（４）代表質疑について



○平成27年3月5日

（１）国民宿舎関ロッジについて

（２）地方自治法の改正に伴う条例等の一部改正について

○平成27年3月12日

（１）追加議案（人事案件）について

○平成27年3月20日

（１）国民宿舎関ロッジに関する申し入れについて

（２） ２０１６年主要国首脳会議の三重県開催を求める決議に関

する協力依頼について

（３）情報公開請求について

○平成27年4月6日

（１）専決処分について

（２）第２次総合計画に係る議決事件について

（３）議会事務局の使命・目標について

○平成27年6月18日

（１）国民宿舎関ロッジについて

○平成27年6月26日

（１）市長に対する問責決議について

（２）情報公開請求について

（３）政務活動費の領収書と手引きの公開について

○平成27年8月17日

（１）専決処分について

○平成27年8月27日

（１）会派の異動について

（２）亀山市国民宿舎関ロッジ在り方検討委員会の会議の公開を

求める申し入れについて



○平成27年9月10日

（１）追加議案（人事案件）について

（２）臨時会の日程（案）について

（３）所管事務概要説明について

（４）関ロッジ在り方検討委員会の会議の公開を求める申し入れ

に対する回答について



○平成22年7月9日

亀山市議会正副委員長会議規程（案）、亀山市議会常任委員会協議

会規程（案）について

○平成22年8月3日

（１）委員会における反問権について

（２）委員会における自由討議について

○平成22年9月2日

自由討議の基本フローについて

○平成24年1月16日

所管事務調査について

○平成25年4月23日

各種審議会等への議員派遣中止に伴う議会の関与について

○平成25年11月28日

所管事務調査について

○平成26年7月18日

（１）議会からの審議会委員への派遣の取り扱いについて

（２）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

（３）常任委員会の年間スケジュールについて

○平成26年11月28日

（１）過去の所管事務調査における「提言」に対する検証について

（２）所管事務調査について

（３）常任委員会の年間スケジュールについて

○平成27年3月12日
（１）常任委員会における議案の審査について



○平成24年3月7日

（１）正副委員長の互選について

（２）予算決算委員会内規（案）について

（３）平成２３年度各会計補正予算の分担について

○平成24年3月16日

基本構想の変更及び基本計画の策定の審査について

○平成24年3月21日・22日

（１）平成２４年度各会計予算の審査について

（２）平成２３年度各会計補正予算の審査について

○平成24年6月18日

平成２４年度各会計補正予算の分担について

○平成24年6月27日

平成２４年度各会計補正予算の審査について

○平成24年9月11日

平成２４年度各会計補正予算の分担について

○平成24年9月24日・25日

（１）平成２３度各会計決算の審査について

（２）平成２４年度各会計補正予算の審査について

○平成24年11月9日（3回開催）

（１）平成24年度一般会計補正予算の分担について

（２）平成24年度一般会計補正予算の審査について

（３）正副委員長の互選について

○平成24年12月10日

平成２４年度各会計補正予算の分担について

○平成24年12月20日

平成２４年度各会計補正予算の審査について



○平成25年2月19日（2回開催）
（１）専決事件の承認について（分担）
（２）専決事件の承認について（審査）
○平成25年3月12日
平成２４年度各会計補正予算の分担について
○平成25年3月25日・26日
（１）平成２５年度各会計予算の審査について
（２）平成２４年度各会計補正予算の審査について
○平成25年6月18日
平成２５年度一般会計補正予算の分担について
○平成25年6月28日
平成２５年度一般会計補正予算の審査について
○平成25年9月10日
平成２５年度各会計補正予算の審査について
○平成25年9月24日・25日
（１）平成２４年度各会計決算の審査について
（２）平成２５年度各会計補正予算の審査について
○平成25年11月8日
（１）平成25年度一般会計補正予算の分担について
（２）平成25年度一般会計補正予算の審査について
（３）正副委員長の互選
○平成25年12月9日
平成２５年度各会計補正予算の分担について
○平成25年12月18日
（１）平成２５年度亀山市国民宿舎事業会計決算の審査について
（２）平成２５年度各会計補正予算の審査について
（３）予算決算委員会内規の一部改正について



○平成26年1月20日（理事会）
（１）当初予算説明会について
（２）審査における質疑時間について
（３）附帯意見の調整について

○平成26年2月4日（理事会）
（１）当初予算説明会実施要領（案）について
（２）審査における日程及び質疑時間等について
（３）当初予算説明会における資料及び説明内容について
（４）補正予算における全体審査について
○平成26年2月20日（協議会）
（１）当初予算説明会実施要領（案）について
（２）予算決算委員会における日程及び質疑時間等について
（３）当初予算説明会について

○平成26年3月11日
平成２５年度各会計補正予算の分担について
○平成26年3月24日・25日
（１）平成２６年度各会計予算の審査について
（２）平成２５年度各会計補正予算の審査について
○平成26年3月25日（理事会）
附帯意見について
○平成26年6月10日
平成26年度一般会計補正予算の分担について
○平成26年6月20日
平成26年度一般会計補正予算の審査について
○平成26年9月9日
平成２６年度各会計補正予算の審査について
○平成26年9月18日・19日
（１）平成２５年度各会計決算の審査について
（２）平成２６年度各会計補正予算の審査について
○平成26年9月19日（理事会）
附帯意見について



○平成26年11月13日
（１）正副委員長の互選について
○平成26年11月14日
（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算の分担について
○平成26年11月14日
（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算の審査について
○平成26年12月9日（理事会）
（１）新市まちづくり計画の変更についての審査について
○平成26年12月9日
（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算の分担について
（２）新市まちづくり計画の変更について
○平成26年12月12日
（１）新市まちづくり計画の変更について
○平成26年12月19日
（１）平成２６年度各会計補正予算の審査について
○平成27年2月5日（理事会）
（１）当初予算説明会における資料及び説明順序等について
○平成27年2月19日（協議会）
（１）平成２７年度当初予算について
○平成27年3月10日
（１）平成２６年度各会計補正予算の審査について
（２）平成２７年度各会計予算の審査について
○平成27年3月23日・24日
（１）平成２７年度各会計予算の審査について
（２）平成２６年度亀山市一般会計補正予算について
○平成27年3月25日
（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算について
○平成27年6月5日
（１）繰越計算書及び放棄した私債権の報告について



○平成27年6月16日

（１）平成２７年度各会計補正予算の審査について

○平成27年6月29日

（１）平成２７年度亀山市一般会計補正予算の審査について

○平成27年7月21日（理事会）

（１）関ロッジの報告について

○平成27年8月27日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行及び資料の確認等について

（２）個別質疑の時間と通告について

○平成27年9月8日

（１）平成２７年度各会計補正予算の分担について

（２）平成２６年度各会計決算の審査について

○平成27年9月17日・18日

（１）平成２６年度各会計決算の審査について

（２）平成２７年度各会計補正予算の審査について

○平成27年9月18日（理事会）

（１）附帯意見について



○平成24年8月27日

ホームページへの議案の掲載について

○平成24年10月9日

議会報告番組の放映期間と時間について

○平成25年1月15日

ホームページのリニューアルについて

○平成25年4月18日

（１）議会報告番組の放映期間と時間について

（２）議会報告番組タイトルのリニューアルについて

○平成25年5月28日

（１）議会の情報化に関するアンケートについて

（２）ローカルマニュフェスト推進地方議員連盟総会・サミット

2013研修会への参加依頼について

○平成25年7月8日

議会だよりの校正について

○平成25年8月27日

（１）ホームページのリニューアルについて

（２）議会中継の休憩テロップについて

○平成25年11月1日

ホームページのリニューアルについて

○平成25年12月10日

今後のスケジュールについて

○平成25年12月26日

議会報告番組について



○平成26年1月7日
（１）議会報告番組について
（２）議会だよりについて
○平成26年1月14日
議会報告番組について
○平成26年4月2日
議会報告番組について
○平成26年4月7日
議会報告番組について
○平成26年4月14日
議会報告番組について
○平成26年6月25日
（１）議会報告番組について
（２）9月定例会報告番組の放送について
（３）議会だよりについて
○平成26年6月30日
議会報告番組について
○平成26年7月8日
議会報告番組について
○平成26年9月29日
（１）議会報告番組について
（２）ホームページのリニューアルについて
○平成26年10月7日
（１）議会報告番組について
（２）ホームページのリニューアルについて
（３）定例会会議録の配布について
○平成26年11月21日
（１）委員会の活動内容とスケジュールについて
（２）ホームページのリニューアルについて
（３）議会だよりのリニューアルについて



○平成26年12月25日

（１）議会報告番組について

○平成27年1月13日

（１）議会報告番組について

（２）議会だよりについて

○平成27年1月20日

（１）議会だよりのリニューアルについて

（２）議会報告番組について

○平成27年2月26日

（１）議会だよりのリニューアルについて

（２）議会報告番組の放送時間について

（３）議案と議決結果のホームページへの掲載について

○平成27年3月31日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５２号について

○平成27年4月6日

（１）議会報告番組について

○平成27年4月13日

（１）議会報告番組について

（２）議会だよりのリニューアルについて

○平成27年7月1日

（１）議会報告番組について

○平成27年7月6日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５３号について



○平成27年7月13日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５３号について

○平成27年7月21日

（１）議会だより第５３号の表紙写真について

○平成27年9月30日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５４号について

○平成27年10月5日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５４号について

○平成27年10月13日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５４号について



○平成27年5月22日

（１）市長報告
・国民宿舎関ロッジの状況及び指定管理者との基本協定書の
見直しについて
・亀山市プレミアム付き商品券発行事業について
・平成２７年度亀山市水防訓練について

（２）全員協議会規程の一部改正について

（３）政策検討部会の構成員について

○平成27年6月18日

（１）市長報告

・国民宿舎関ロッジについて

○平成27年7月21日

（１）市長報告

・亀山市事務事業点検制度『ザ・点検 ～ 亀山モデル』につい

て

・平成２７年度第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会臨

時会について

（２）協議事項

・国民宿舎関ロッジの状況について

・亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

・幼保連携型認定こども園の設置について

（３）議長報告

（４）議員報告



○平成27年8月20日

（１）市長報告
・平成２７年８月６日 大雨警報の対応について
・鈴鹿亀山道路の検討状況と今後の予定について

（２）協議事項

・国民宿舎関ロッジに関する状況について

・亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子）に対する意見に

ついて

○平成27年9月10日

（１）協議事項

・支払督促による１８０条の専決について

○平成27年9月24日

（１）協議事項

・国民宿舎関ロッジの今後の在り方について



○平成27年5月22日

（１）政策検討部会の役割について

（２）今後のスケジュールについて

○平成27年7月21日

（１）亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子）について

○平成27年8月12日

（１）亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（骨子）に対する意見

について



２．各会議・委員会での決定内容

（１）議会改革推進会議
（２）議会改革推進会議検討部会
（３）議会運営委員会
（４）代表者会議
（５）正副委員長会議
（６）予算決算委員会
（７）広聴広報委員会



３．政策提言への取り組み

（１）所管事務調査



４．広聴広報の取り組み

（１）かめやま市議会だよりの掲載内容について

（２）議会映像等インターネットアクセス件数について

（３）亀山市議会に関する市民意識調査

・市民意識調査の内容

・市民意識調査報告書



５．議会事務局の取り組み

（１）議会事務局の使命・目標

（２）主な議会事務局の取り組み



（１）亀山市議会例規関係

（２）議会のあり方等検討特別委員会答申書

（３）亀山市議会基本条例に伴う検討課題

①平成23・24年度版

・亀山市議会基本条例に伴う検討課題 （ランク別）

・検討課題カルテ（完了分）

②平成25年度版

・検討課題カルテ （完了分）

・検討課題カルテ

③平成26年度版

・検討課題スケジュール一覧

・検討課題カルテ（完了分）

・検討課題カルテ（着手中）

・検討課題カルテ（未着手）



④平成26年度版

・検討課題スケジュール一覧

・検討課題カルテ（完了分）

・検討課題カルテ（着手中）

・検討課題カルテ（未着手）

（４）議員定数・報酬に関する調査資料

（５）議会活動調査資料

（６）議会の情報化に関するアンケート

・議会の情報化に関するアンケートの内容

・アンケート結果

（７）視察説明資料一式（抜粋分）

（８）視察来市一覧
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