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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

（１０）危機管理対策本部

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

（１０）危機管理対策本部

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）

⑤平成28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）



⑥平成29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）

⑦平成30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）

⑧令和元年度版

・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）

⑨令和2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16回 平成28年3月25日

（１）議会の情報化について

○第17回 平成28年6月3日

（１）亀山市議会タブレット端末の使用に係る申し合わせの一部改

正について

○第18回 平成28年10月21日

（１）議会改革の取り組みの報告について

○第19回 平成28年11月8日
（１）反問権の取り扱いについて

（２）代表質問について

○第20回 平成29年5月19日
（１）請願者による請願の趣旨説明について

○第21回 平成29年10 月17日

（１）議会改革の取り組みの報告について

○第22回 平成30年2月20日

（１）新たな議決項目の必要性について

○第23回 平成30年5月18日

（１）長期欠席者への対応について

○第24回 平成30年8 月17日

（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

○第25回 平成30年10 月10日

（１）議会改革の取り組みの報告について

○第26回 令和元年5 月20日

（１）通年議会について

○第27回 令和元年10月23日

（１）議会改革の取り組みの報告について

○第28回 令和2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

○第３５回検討部会 平成27年11月25日

（１）検討課題スケジュールについて

（２）議会の情報化について

（３）長期欠席者への対応について

○第３６回検討部会 平成28年1月22日

（１）通年議会について

（２）議会からの審議会委員への派遣の取り扱いについて

（３）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

（４）長期欠席者への対応について

（５）議会の情報化について



○第３７回検討部会 平成28年2月15日

（１）議会の情報化について

○第３８回検討部会 平成28年3月11日

（１）議会の情報化について

（２）反問権の取り扱いについて

（３）公聴会制度及び参考人制度について

請願者の説明機会について

○第３９回検討部会 平成28年4月11日

（１）反問権の取り扱いについて

（２）代表質問について

（３）質問者の制限について

○第４０回検討部会 平成28年5月25日

（１）反問権の取り扱いについて

（２）代表質問について

（３）議会の情報化について

○第４１回検討部会 平成28年7月12日

（１）代表質問について

（２）公聴会制度及び参考人制度について

請願者の説明機会について

○第４２回検討部会 平成28年8月9日

（１）請願者の説明機会について

（２）議会の情報化について



○第４３回検討部会 平成28年10月12日

（１）議会の情報化について

（２）公聴会制度及び参考人制度について

請願者の説明機会について

（３）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

（４）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

（５）公開内容の検討について

（６）議会改革白書２０１６について

（７）タブレット端末に係るアプリケーションソフトの追加申請につ

いて

（８）情報化についての意見交換

○第４４回検討部会 平成29年1月25日

（１）公聴会制度及び参考人制度について
請願者の説明機会について

（２）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（３）長期欠席者への対応について
（４）議会報告会の開催について
（５）タブレット端末に係るアプリケーションソフトの追加申請につい

て

○第４５回検討部会 平成29年2月21日
（１）公聴会制度及び参考人制度について

請願者の説明機会について
（２）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（３）長期欠席者への対応について

○第４６回検討部会 平成29年4月11日

（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（２）長期欠席者への対応について

○第４７回検討部会 平成29年5月9日
（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（２）長期欠席者への対応について



○第４８回検討部会 平成29年7月18日
（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（２）長期欠席者への対応について
（３）新たな議決項目の必要性について

○第４９回検討部会 平成29年10月４日

（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（２）長期欠席者への対応について

（３）新たな議決項目の必要性について

（４）議会改革白書２０１７について

○第50回検討部会 平成30年1月17日

（１）新たな議決項目の必要性について

（２）長期欠席者への対応について

○第51回検討部会 平成30年2月14日
（１）新たな議決項目の必要性について
（２）長期欠席者への対応について

（３）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

○第52回検討部会 平成30年4月17日

（１）長期欠席者への対応について

（２）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

○第53回検討部会 平成30年7月24日

（１）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について
（２）平成２６年１１月以降の議会改革の取り組みの総括について

○第54回検討部会 平成30年11月12日

（１）正副部会長の互選

○第55回検討部会 平成31年2月6日
（１）議会報告会の開催について
（２）監視及び評価をどのように行っていくのか（通年議会について）

（３）新たな議決項目の必要性について検討（議会の議決事件）
（４）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

（議長、常任委員会委員の任期について）



○第56回検討部会 平成31年4月10日
（１） 機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について

（議長、常任委員会委員の任期について）

（２）監視及び評価をどのように行っていくのか（通年議会について）

○第57回検討部会 令和元年5月10日
（１）監視及び評価をどのように行っていくのか（通年議会について）

（２）議会改革推進会議規程の一部改正について

○第58回検討部会 令和元年8月20日
（１）監視及び評価をどのように行っていくのか（通年議会について）

（２）議会改革推進会議規程の一部改正について

○第59回検討部会 令和元年10月11日
（１）監視及び評価をどのように行っていくのか（通年議会について）

（２）議会報告会の開催について

○第60回検討部会 令和元年11月21日
（１）議会基本条例の制定の経緯について
（２）議会改革推進会議及び検討部会の位置づけについて
（３）議会改革の取り組みについて

○第61回検討部会 令和2年1月21日
（１）検討課題について
（２）スケジュールについて

○第62回検討部会 令和2年2月17日
（１）議会提出議案への市長等の意見表明について
（２）議会の情報化について
（３）子ども議会の実施について
（４）所管事務調査結果の報告について
（５）本条例の目的達成の検証をどのように行っていくのか、内部・外部

の検証の在り方について



○第63回検討部会 令和2年10月12日
（１）広聴広報機能の充実（議会報告会）について
（２）機能が十分に発揮できる議会及び委員会のあり方について（議

長及び常任委員会委員の任期について）
（３）議会の情報化について
（４）所管事務調査の報告について
（５）子ども議会の実施について
（６）公聴会制度について
（７）議会提出議案への市長等の意見表明について
（８）新たな議決項目の必要性について
（９）議会事務局の機能強化について
（10）議員の政治倫理への対応について
（11）本条例の目的達成の検証をどのように行っていくのか、内部・外

部の検証の在り方について



○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27年11月5日

平成２７年第１回臨時会について
・平成２７年第１回臨時会の日程等について
・質疑順序について
・臨時会の進行について
・寄附受納に関する報告案件について

○平成27年11月20日

平成２７年１２月定例会について
・平成２７年１２月定例会の日程等について
・議案の委員会付託について
・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27年12月8日
（１）請願書の取り扱いについて
（２）会議規則の一部改正について

○平成27年12月18日
（１）会議規則の一部改正について
（２）年金積立金の安全かつ確実な運用等を求める意見書の提出

について

（３）平成２８年３月定例会の日程（案）について



○平成28年2月19日

平成２８年３月定例会について

・ 平成２８年３月定例会の日程等について

・議案の委員会付託について

・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

・陳情書の取り扱いについて

○平成28年2月26日

（１）亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

（２） 陳情書の取り扱いについて

○平成28年3月25日

（１）追加議案について

（２）議案の表決について

（３）平成２８年６月定例会の日程（案）について

○平成28年5月27日

平成２８年６月定例会について

・平成２８年６月定例会の日程等について

・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

・反問権について

・行政視察について

○平成28年6月13日

（１）陳情書の取り扱いについて

○平成28年6月24日

（１）追加議案について

（２）平成２８年９月定例会の日程（案）について

（３）行政視察について



○平成28年8月19日
平成２８年９月定例会について
・平成２８年９月定例会の日程等について
・議案の委員会付託について
・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
・代表質疑について

○平成28年9月7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28年9月26日
（１）意見書に関する委員会提出議案について
（２）議事の進行について
（３）平成２８年第１回臨時会及び平成２８年１２月定例会の日程

（案）について

（４）代表質問について

○平成28年11月4日

平成２８年第１回臨時会について
・平成２８年第１回臨時会の日程等について
・質疑順序について
・臨時会の進行について
・代表質問について

・反問権について

○平成28年11月18日

平成２８年１２月定例会について
・平成２８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
・請願書の取り扱いについて



○平成28年12月8日
（１）市長の定例会中の委員会（一般質問）への出席について

○平成28年12月12日
（１）市長の定例会中の委員会（一般質問）への出席について

○平成28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）閉会中の継続調査について
（４）議員の辞職について
（５）会議の進行について
（６）平成２９年第１回臨時会及び３月定例会の日程（案）について

○平成28年12月19日
（１）議会運営委員会委員の辞任について
（２）予算決算委員会副委員長の互選の結果について
（３）委員会条例の一部改正について

○平成29年2月10日

平成２９年第１回臨時会について
・平成２９年第１回臨時会の日程等について
・質疑順序について
・議席の一部変更及び指定について
・委員会条例の一部改正について
・選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の選挙について

・臨時会の進行について

○平成29年2月20日

平成２９年３月定例会について
・平成２９年３月定例会の日程等について
・代表質問について
・第２次総合計画の議案に関する集中質疑について

・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について



○平成29年3月10日
（１） 一般質問に対する関連質問について

（２）常任委員会における一般質問への市長の出席について
（３）予算決算委員会の日程追加について

○平成29年3月27日
（１）特別委員会の設置について
（２）平成２９年６月定例会の日程（案）について

○平成29年4月27日
（１）請願者による請願の趣旨説明について
（２）行政視察のテーマについて

○平成29年5 月26日

平成２９年６月定例会について
・平成２９年６月定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・一般質問の通告について
・補正予算に関する予算決算委員会について
・行政視察について

○平成29年6月12日
（１）請願の取り扱いについて

○平成29年6月23日
（１）国民健康保険都道府県単位化に係る意見書の提出について
（２）農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書の提出につ

いて
（３）平成２９年９月定例会の日程（案）について
（４）行政視察について

○平成29年8 月18 日

平成２９年９月定例会について
・平成２９年９月定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・代表質疑の質疑時間について
・予算決算委員会について
・陳情の取り扱いについて
・所管事務調査の報告について



○平成29年8月25日
（１）追加議案について

（２）一般質問の通告について
（３）委員長報告等について

○平成29年9月5日
（１）請願書の取り扱いについて

○平成29年9月11日
（１）意見書の提出について

○平成29年9月25日
（１）追加議案について
（２）意見書の提出について
（３）決議について

（４）平成２９年第２回臨時会及び１２月定例会の日程（案）について

○平成29年11月6日

平成２９年第２回臨時会について
・平成２９年第２回臨時会の日程等について
・質疑順序について
・臨時会の進行について
・通告の締め切り時刻について

○平成29年11月24日

平成２９年１２月定例会について
・平成２９年１２月定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・組織・機構改革に係る議案の集中質疑について
・予算決算委員会について

・陳情の取り扱いについて
○平成29年12月11日
（１）陳情の取り扱いについて



○平成29年12月22日
（１）追加議案について

（２）閉会中の継続調査について
（３）平成３０年３月定例会の日程（案）について

○平成30年2月16日

平成３０年３月定例会について
・平成３０年３月定例会の日程等について
・議案の委員会付託について
・代表質問について

・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について

・議会関係条例の改正について
・本会議・委員会で配布を省略している資料について

○平成30年2月23日
（１）代表質問に対する関連質問について
（２）陳情の取り扱いについて

○平成30年3月27日
（１）追加議案について
（２）議会関係条例の改正について

（３）議員提出議案について
（４）除斥に係る本会議の議事進行について

（４）平成３０年６月定例会の日程（案）について

○平成30年5月18日

（１）閉会日の開議時刻について

（２）行政視察の日程・テーマについて



○平成30年5月25日
（１）閉会日の開議時刻について
○平成30年5月25日

平成３０年６月定例会について
・平成３０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員の選挙について

・行政視察について
○平成30年6月12日
（１）陳情の取り扱いについて

○平成30年6月25日
（１）委員会提出議案について
（２）三重県後期高齢者医療広域連合議員の選挙について

（３）平成３０年９月定例会の日程（案）について
（４）行政視察について

○平成30年7月20日
（１）行政視察について

○平成30年8月17日

平成３０年９月定例会について
・平成３０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
・陳情書の取り扱いについて
・所管事務調査の報告について
・議長あいさつについて

・行政視察報告について

○平成30年9月3日

・台風21号接近に伴う本会議の対応について

・請願書の取り扱いについて



○平成30年9月25日

・追加議案について

・意見書に関する委員会提出議案について

・平成３０年第１回臨時会の日程（案）及び１２月定例会の日程（案）
について

・亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の報告について

〇平成30年11月12日

・提出議案について

・鈴鹿亀山地区広域連合議会議員の選挙について

〇平成30年11月22日

・平成30年12月亀山市議会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

・陳情の取り扱いについて

〇平成30年12月20日

・追加議案について

・決議について

・閉会中の継続調査について

・平成31年3月定例会の日程（案）について

〇平成3１年2月18日

・平成31年3月定例会の日程等について

〇平成3１年2月25日

・議会運営委員会委員の指名について

〇平成3１年3月7日

・3月11日の本会議における弔意表明について



○平成31年3月18日
・執行部の発言取り消しについて

〇平成31年3月20日
・追加議案について

〇平成31年3月25日
・追加議案について
・議員提出議案について
・平成31年6月定例会の日程（案）について

〇令和元年5月24日
・令和元年6月亀山市議会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
・陳情の取り扱いについて
・議会傍聴規則等の見直しについて
・行政視察について

〇令和元年5月31日
・追加議案について
・陳情の取扱いについて
・議会傍聴規則等の改正について

〇令和元年6月13日
・陳情の取り扱いについて

〇令和元年6月25日
・追加議案について
・委員会提出議案について
・令和元年9月定例会の日程（案）について
・行政視察について

〇令和元年8月23日
・令和元年9月亀山市議会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
・行政視察報告について



○令和元年9月4日
・議案の訂正（議案第64号）について
・請願書の取り扱いについて
・市長の常任委員会等への出席について

〇令和元年9月26日
・意見書に関する委員会提出議案について
・令和元年第1回臨時会・12月定例会の日程（案）及び役員改選に
伴う会議日程について

○令和元年11月1日

・令和元年第１回亀山市議会臨時会の日程等について

・質疑順序について
○令和元年11月8日
・委員会提出議案について
・臨時会の進行について

○令和元年11月22日
・令和元年１２月亀山市議会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
・陳情の取り扱いについて

○令和元年11月28日
・追加議案について

○令和元年12月19日
・追加議案について

・閉会中の継続調査について

・令和2年3月定例会の日程（案）について
○令和2年2月20日
・令和2年3月亀山市議会定例会の日程等について
・代表質問について
・質疑・質問順序について
・予算決算委員会について



○令和2年3月9日
・令和２年３月定例会の日程変更について
・市の新型コロナウイルス感染症対策について
・3月11日の議場における弔意表明について

〇令和2年3月25日
・追加議案について
・議員提出議案について
・令和２年６月定例会の日程（案）について

○令和2年4月13日
・令和2年第1回臨時会について
・各種会議の開催について

○令和2年4月27日
・令和２年第１回臨時会の日程変更について
・臨時会及び６月定例会における新型コロナウイルス感染症対策
について

〇令和2年5月1日
・令和２年第１回亀山市議会臨時会の日程等について
・質疑及び討論について
・臨時会の進行について

〇令和2年5月22日
・令和2年6月亀山市議会定例会の日程等について
・質疑・質問順序について
・先議について
・議員提出議案について
・開会日の進行順序について

〇令和2年6月8日
・令和２年6月定例会常任委員会の一般質問について
・追加議案と定例会の日程変更（案）について

〇令和2年6月16日
・令和2年度亀山市一般会計補正予算（第4号）について
・令和2年9月定例会の日程（案）について



○令和2年8月20日
・令和2年9月亀山市議会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

○令和2年9月7日
・請願書の取り扱いについて
・意見書の提出について

○令和2年9月18日
・追加議案について
・定例会の日程変更（案）について

○令和2年9月24日
・追加議案について
・意見書に関する委員会提出議案及び議員提出議案について
・令和２年第２回臨時会・１２月定例会の日程（案）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27年11月27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）所管事務調査について
（４）常任委員会の年間スケジュールについて

○平成28年11月25日
（１）所管事務調査について
（２）常任委員会の年間スケジュールについて
（３）委員長報告、分科会長報告のあり方について
（４）第２次総合計画への関与について
（５）議決を要しない計画等への議会の意見反映について

○平成28年12月19日
（１）第２次総合計画への意見について

○平成29年2月6日
（１）各種計画に対する議会意見の公表について

○平成29年3月10日
（１）市長の定例会中の委員会（一般質問）への出席について

○平成29年11月24 日
（１）所管事務調査について
（２）常任委員会の年間スケジュールについて
（３）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

○平成29年12月22 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

○平成30年11月29 日
（１）所管事務調査について
（２）常任委員会の年間スケジュールについて
（３）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

○令和元年10月3 日
（１）常任委員会の所管について



○令和元年11月21日
（１）所管事務調査について

（２）常任委員会の年間スケジュールについて

（３）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

（４）関係団体（市民）との意見交換会について

○令和2年4月20日
（１）所管事務調査の今後の進め方について

（２）所管事務事業概要説明及び管内視察について

○令和2年8月3日
（１）所管事務調査の報告及び報告書の公表について



○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3月25日（理事会）
放棄した私債権の報告について

○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
（１）平成２６年度各会計補正予算の分担について
（２）平成２５年度各会計決算の審査について



○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分担について
（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年度各会計補正予算の審査について



○平成27年3月25日

（１）平成２６年度一般会計補正予算の審査について

○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年度一般会計補正予算の分担について

○平成27年6月29日

（１）平成２７年度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27年12月19日

（１）平成２７年度各会計補正予算の分担について

○平成27年12月18日

（１）平成２７年度各会計補正予算の審査について

○平成28年1月15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

（２）予算決算委員会（予算審査）の方法について



○平成28年2月19日（協議会）

（１）平成２８年度当初予算について

（２）亀山市総合計画審議会の検討状況の報告について

○平成28年3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２８年度各会計予算の審査について

○平成28年3月22日・23日

（１） 平成２８年度各会計予算の審査について

（２）平成２７年度各会計補正予算の審査について

○平成28年3月23日（理事会）

（１）附帯意見について

○平成28年5月11日（理事会）

（１）第２次総合計画への関わり方について

○平成28年5月23日（協議会）

（１）総合計画審議会の報告について

（２）今後のスケジュールについて

○平成28年6月3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28年6月13日

（１）平成２８年度一般会計補正予算の分担について

○平成28年6月13日（理事会）
（１）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年6月20日（理事会）

（１）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年6月24日（理事会）

（１）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年6月24日

（１）平成２８年度一般会計補正予算の審査について

（２）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年8月26日
（１）総合計画審議会の報告について



○平成28年8月26日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行及び提出資料の確認につ

いて

（２）予算決算委員会（決算審査）の方法について

（３）第２次総合計画への関わり方について

○平成28年9月7日

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行及び提出資料の確認につ

いて

（２）予算決算委員会（決算審査）の方法について

（３）第２次総合計画への関わり方について

○平成28年9月20日・21日

（１）平成２７年度各会計決算の審査について

（２）平成２８年度各会計補正予算の審査について

○平成28年9月21日（理事会）

（１）附帯意見について

○平成28年9月26日（理事会）

（１）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年9月26日（協議会）

（１）第２次総合計画に対する意見について

○平成28年12月6日

（１）平成２８年度各会計補正予算の分担について

（２）第２次総合計画について

（１）平成２８年度各会計補正予算の審査について

○平成28年12月19日

（１）副委員長の互選について



○平成29年1月13日（理事会）

（１）当初予算説明会説明順序（案）について

（２）当初予算説明会提出資料（予定）について

（３）予算決算委員会（３日間）の進行について

○平成29年1月18日（理事会）

（１）第２次総合計画に対する意見の集約について

○平成29年1月20日（協議会）

（１）第２次総合計画に対する意見の集約について

（２）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29年2月20日（協議会）

（１）平成２９年度当初予算について

○平成29年3月6日（理事会）

（１）亀山駅周辺整備事業に関する集中質疑について

○平成29年3月9日

（１）平成２８年度各会計補正予算の分担について

（２）平成２９年度各会計予算の審査について

○平成29年3月21日・22日・23日・24日

（１）総合計画の集中審査について

（２）平成２８年度各会計補正予算の審査について

（３）平成２９年度各会計予算の審査について

（４）亀山駅周辺整備事業に関する集中審査について

○平成29年3月24日（理事会）

（１）委員会の進行について

○平成29年3月24日（理事会）

（１）附帯意見について



○平成29年6月2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29年6月12日

（１）平成２９年度一般会計補正予算の分担について

○平成29年6月23日

（１）平成２９年度一般会計補正予算の審査について

○平成29年8月18日（理事会）

（１）亀山駅周辺整備事業について

○平成29年8月18日（協議会）

（１）亀山駅周辺整備事業について

○平成29年8月25日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行について

（２）提出資料について

○平成29年9月6日

（１）平成２９年度各会計補正予算の分担について

（２）平成２８年度各会計決算の審査について

○平成29年9月19日・20日

（１）平成２８年度各会計決算の審査について

（２）平成２９年度各会計補正予算の審査について

○平成29年9月20日（理事会）

（１） 附帯意見について

○平成29年1１月13日

（１）平成２９年度各会計補正予算の分担について

○平成29年1１月13日

（１）平成２９年度各会計補正予算の審査について



○平成29年12月11日

（１）平成２９年度各会計補正予算の分担について

○平成29年12月22日

（１）平成２９年度各会計補正予算の審査について

○平成30年1月16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

（２）歳入の審査について

○平成30年1月19日（協議会）

（１）歳入の審査について

（２）当初予算説明会における資料及び説明順序等について

（３）当初予算の審査について

○平成30年2月16日（協議会）

（１）平成３０年度当初予算について

○平成30年3月7日（理事会）

（１）亀山駅周辺整備事業に関する資料請求について

○平成30年3月9日

（１）平成２９年度各会計補正予算の分担について

（２）平成３０年度各会計予算の審査について

○平成30年3月22日・23日

（１）平成２９年度各会計補正予算の審査について

（２）平成３０年度各会計予算の審査について

○平成30年3月23日（理事会）

（１）委員会の進行について

○平成30年3月23日（理事会）

（１）附帯意見について



○平成30年4月20日（協議会）

（１）提出資料の説明（亀山市行政評価システムの改定）について

○平成30年6月2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30年6月12日

（１）平成３０年度一般会計補正予算等の分担について

○平成30年6月25日

（１）平成３０年度一般会計補正予算等の審査について

○平成30年8月24日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行について

（２）提出資料について

○平成30年9月6日

（１）平成３０年度一般会計補正予算の審査について

（２）全体審査について

○平成30年9月18日・19日

（１）平成２９年度各会計決算の審査について

（２）平成３０年度各会計補正予算の審査について

○平成30年11月12日

（１）正副委員長の互選について

○平成30年11月13日

（１）平成３０年度一般会計補正予算の分担について

○平成30年11月13日

（１）平成３０年度一般会計補正予算の審査について



○平成30年12月10日

（１）平成３０年度各会計補正予算の分担について

○平成30年12月20日（理事会）

（１）委員会の進行について

○平成30年12月20日

（１）平成３０年度各会計補正予算の審査について

○平成31年1月18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31年1月18日（協議会）

（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31年2月18日（協議会）

（１）平成３１年度当初予算について

○平成31年3月8日

（１）平成３０年度各会計補正予算の分担について

（２）平成３１年度各会計予算の審査について

○平成31年3月18日・19日・20日

（１）平成３０年度各会計補正予算の審査について

（２）平成３１年度各会計予算の審査について

○平成31年3月20日（理事会）

（１）附帯意見について

○平成31年3月26日

（１）平成３０年度一般会計補正予算の分担について

○平成31年3月26日

（１）平成３０年度一般会計補正予算の審査について



○令和元年5月31日

（１）繰越計算書及び放棄した私債権の報告について

○令和元年6月13日

（１）令和元年度各会計補正予算の分担について

○令和元年6月25日

（１）令和元年度各会計補正予算の審査について

○令和元年8月20日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行について

○令和元年8月20日（協議会）

（１）第３次亀山市行財政改革大綱の中間案について

○令和元年8月30日（理事会）

（１）第３次亀山市行財政改革大綱の中間案に対する意見について

（２）分科会長報告について

○令和元年8月30日
（１）決算審査結果の報告について
（２）健全化判断比率及び資金不足比率の報告について
（３）一般会計継続費精算報告について

○令和元年9月11日

（１）令和元年度一般会計補正予算の審査について

（２）全体審査について

（３）第３次亀山市行財政改革大綱の中間案に対する意見について

○令和元年9月24日・25日

（１）平成３０年度各会計決算の審査について

（２）令和元年度各会計補正予算の審査について

○令和元年9月25日（理事会）

（１）附帯意見について

○令和元年11月12日

（１）正副委員長の互選について



○令和元年12月9日

（１）令和元年度各会計補正予算の分担について

○令和元年12月19日

（１）令和元年度各会計補正予算の審査について

○令和元年12月19日（協議会）

（１）第３次亀山市行財政改革大綱（最終案）について

（２）今後のスケジュールについて

○令和2年1月15日（理事会）
（１）当初予算説明会説明順序（案）について
（２）当初予算説明会提出資料（予定）について
（３）予算決算委員会の進行等（案）について
（４）第３次亀山市行財政改革大綱の最終案に対する意見について

○令和2年1月20日（協議会）

（１）当初予算説明会の進行及び提出資料について

（２）当初予算の審査について

（３）第３次亀山市行財政改革大綱の最終案に対する意見（案）につ

いて
○令和2年2月19日（協議会）

（１）令和２年度当初予算について
○令和2年2月27日（協議会）

（１）第３次亀山市行財政改革大綱 行財政改革前期実施計画につ

いて

○令和2年3月11日

（１）令和元年度各会計補正予算の分担について
（２）令和２年度各会計予算の審査について

○令和2年3月23日・24日

（１）令和元年度各会計補正予算の審査について

（２）令和２年度各会計予算の審査について

○令和2年3月24日（理事会）

（１）意見について



○令和2年4月15日（理事会）

（１）第１回臨時会における補正予算の審査について
○令和2年4月20日（協議会）
（１）第１回臨時会における補正予算の審査について

○令和2年5月7日
（１）令和2年度各会計補正予算の審査について

○令和2年5月29日
（１）令和2年度各会計補正予算の審査について

○令和2年5月29日

（１）繰越計算書及び放棄した私債権の報告について
○令和2年6月8日
（１）令和2年度各会計補正予算の分担について

（２）追加議案の審査について
○令和2年6月18日
（１）令和2年度各会計補正予算の審査について

○令和2年8月27日（理事会）

（１）予算決算委員会（決算審査）の進行等について
（２）提出資料について
（３）第２次総合計画「後期基本計画」への関わり方について

○令和2年8月27日

（１）決算審査結果の報告について
（２）健全化判断比率及び各会計資金不足比率の報告について

○令和2年8月27日（協議会）
（１）第２次総合計画「後期基本計画0」の策定スケジュール等について

○令和2年9月8日
（１）令和2年度各会計補正予算の分担について
（２）全体審査について

（３）第２次亀山市総合計画「後期基本計画」への関わり方について
○令和2年9月17・18日
（１）令和元年度各会計決算の審査について

（２）令和2年度各会計補正予算の審査について
○令和2年9月23日
（１）補正予算の審査について

○令和2年9月23日
（１）議案の審査について



○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11月20日

（１）委員会の活動内容とスケジュールについて

（２）議会だより第５５号について

（３）第１回臨時会・１２月定例会議会報告番組について

○平成27年12月8日

（１）議会だより第５５号の表紙写真及び紙面について

○平成27年12月24日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５６号について



○平成28年1月12日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５６号について

○平成28年1月20日
（１）議会だより第５６号の表紙写真及び紙面について

○平成28年3月30日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５７号について

○平成28年4月4日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５７号について

○平成28年6月29日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５８号について

○平成28年7月5日

（１）議会報告番組について
（２）議会だより第５８号の表紙写真及び紙面について

○平成28年7月11日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５８号について

○平成28年9月29日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５９号について

○平成28年10月4日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５９号の表紙写真及び紙面について



○平成28年10月11日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第５９号について

○平成28年11月2４日

（１）委員会の活動概要について

（２）議会だより第６０号について

（３）第１回臨時会・１２月定例会議会報告番組について

○平成28年11月25日

（１）議会だより第６０号の表紙写真について

○平成28年12月8日

（１）議会だより第６０号について

（２）議会だよりの表紙写真について

○平成28年12月21日

（１）議会報告番組について

○平成28年12月27日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６０号について

○平成29年1月10日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６０号について

○平成29年3月31日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６１号について



○平成29年4月4日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６１号について

○平成29年4月１０日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６１号について

○平成29年6月28日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６２号について

○平成29年7月3日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６２号について

○平成29年7月10日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６２号について

○平成29年9月28日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６３号について

○平成29年10月3日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６３号について

○平成29年10月10日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６３号について



○平成29年11月20日

（１）委員会の活動概要について

（２）議会だより第６４号について

（３）第２回臨時会・１２月定例会議会報告番組について

（４）臨時会のケーブルテレビでの放映について

○平成29年12月1日

（１）議会だより第６４号について

○平成29年12月27日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６５号について

○平成30年1月9日

（１）議会報告番組について

○平成30年1月15日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６５号について

○平成30年3月30日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６６号について

○平成30年4月3日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６６号について

○平成30年4月9日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６６号について



○平成30年6月29日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６７号について

（３）市民アンケートについて

○平成30年7月3日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６７号について

○平成30年7月9日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６７号について

（３）行政視察について

○平成30年7月19日

（１）市民アンケートについて

○平成30年10月1日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第６８号について

（３）視察報告について

○平成30年10月2日

（１）議会報告番組について

○平成30年10月9日

（１）議会報告番組について



○平成30年11月27日

（１）議会だより第６９号について

（２）第１回臨時会・１２月定例会の議会報告番組について

○平成30年12月27日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７０号について

○平成31年1月8日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７０号について

○平成31年1月15日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７０号について

○平成31年3月29日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７１号について

○平成31年4月2日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７１号について

○平成31年4月8日

（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７１号について



○令和元年6月28日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７２号について

○令和元年7月1日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７２号について

○令和元年7月8日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７２号について

○令和元年10月2日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７３号について

○令和元年10月7日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７３号について

○令和元年10月11日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７３号について

（３）市民アンケートの結果の検証について

○令和元年11月29日
（１）議会だより第７４号について

（２）第１回臨時会・１２月定例会の議会報告番組について

○令和元年12月26日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７５号について



○令和2年1月14日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７４号について

○令和2年4月2日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７６号について
（３）今後のスケジュールについて
（４）市ホームページのリニューアルについて

○令和2年4月6日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７６号について

（３）議会ホームページの変更について

○令和2年6月25日
（１）議会報告番組について

（２）議会だより第７７号について
（３）今後のスケジュールについて

○令和2年6月30日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７７号について

○令和2年7月7日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７７号について

○令和2年9月30日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７８号について
（３）今後のスケジュールについて

○令和2年10月5日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７８号について

○令和2年10月12日
（１）議会報告番組について
（２）議会だより第７８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

○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）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10月20日

（１）市長報告

・平成２８年度 行政経営の重点方針について

・平成２８年度 予算編成方針について

・平成２８年度 人事行政方針について

・第２次亀山市行財政改革大綱 行財政改革前期実施計画

について

・亀山市事務事業点検制度『ザ・点検～亀山モデル～』につ

いて

（２）協議事項

・亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

○平成27年11月10日

（１）正副議長の被推薦者からの所信表明について

（２）臨時会の日程について

（３）亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対する意見

（案）について

○平成27年11月13日

（１）議員選出 の 監査委員について



○平成27年12月9日

（１）会議規則の一部改正について

○平成28年1月20日

（１）市長報告

・住山町地内排水路に係る訴訟の状況について

・平成２７年火災・救急の状況について

・『伊勢の国 亀山探訪』 in 三重テラスについて

・平成２７年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会

について

○平成28年2月19日

（１）市長報告

・平成２７年国勢調査 三重県結果速報について

・亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について

・国民宿舎関ロッジ跡地活用に向けた今後の進め方について

○平成28年4月18日

（１）市長報告

・ 「２０１６年ジュニア・サミットｉｎ三重」の県内分散型交流・体験

行事について

・市内における民間試験施設の建設計画について

・市内工業団地の造成工事について

・平成２８年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会

について

○平成28年5月23日

（１）市長報告

・亀山市地域まちづくり協議会の設立について

・平成２８年度水防訓練について

（２）協議事項

・旧国民宿舎関ロッジ施設利用の事業者提案募集について



○平成28年7月19日
（１）市長報告
・社会福祉法人柊会（ひいらぎかい）への土地売却について

○平成28年8月19日
（１）市長報告
・平成２８年度亀山市総合防災訓練について
・鈴鹿・亀山境界付近の救急相互応援「おもいやり救急（愛称）」
について

○平成28年10月21日
（１）市長報告
・旧国民宿舎関ロッジ施設利用の現状について

・マニフェストレポートについて
（２）議長報告
・北勢５市議会懇話会
・全国市議会議長会研究フォーラム

（３）議員報告
・都市計画審議会

○平成28年11月8日
（１）正副議長の被推薦者からの所信表明について
（２）臨時会の進行について

○平成28年11月11日
（１）議員選出監査委員について

○平成28年11月18日
（１）市長報告
・平成２９年度行政経営の重点方針について
・平成２９年度予算編成方針について
・平成２９年度人事行政方針について
・住山町地内排水路に係る訴訟の状況について
（２）議長報告
・第１３回国と地方の協議の場等に関する特別委員会
（３）議員報告
・三泗鈴亀農業共済事務組合議会定例会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会



○平成29年1月20日

（１）市長報告
・井田川地区北コミュニティセンター及び城東地区コミュニティセン
ターの耐震診断結果及び今後の対応について

・庁舎内のたばこの自動販売機について
・平成２８年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会
について

（２）議員報告
・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会

○平成29年2月6日

（１）新議員あいさつ

（２）市長あいさつ

（３）議長報告

・三重県市議会議長会総会

（４）議員報告

・三泗鈴亀農業共済事務組合議会定例会

○平成29年2月20日

（１）市長報告
・亀山市人口ビジョン及び亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略
の見直しについて

・旧国民宿舎関ロッジ施設利用に係る契約予定事業者について
・城東地区コミュニティセンター代替施設の確保について
（２）３月定例会における代表質問及び総合計画に関する議案の

集中質疑について



○平成29年4月21日

（１）市長報告
・クールビズの実施について
・「お伊勢さん菓子博２０１７（第２７回全国菓子大博覧会・三重）」
亀山市ＰＲデーについて

・平成２９年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会
について

（２）議長報告
・北勢５市市長・正副議長懇談会
・第１００回東海市議会議長会定期総会
（３）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会
・総務委員会行政視察

（４）全員協議会規程の一部改正について

○平成29年5月19日

（１）市長報告
・旧国民宿舎関ロッジ施設の賃貸借契約の締結について
・住民税特別徴収額通知における個人番号の取扱いについて
・平成２９年度水防訓練について

○平成29年6月23日

（１）協議事項

・国民健康保険都道府県単位化に係る意見書（案）について

○平成29年7月20日

（１）市長報告
・第７６回国民体育大会亀山市準備委員会の設立について
・国天然記念物ネコギギに関する生息域外保全事業への着手及び学
校法人鈴鹿享栄学園との飼育協定の締結について

（２）議長報告
・第９３回全国市議会議長会定期総会
・第１５４回三重県市議会議長会定期総会
（３）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会
・亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の中間報告



○平成29年8月21日

（１）市長報告
・台風５号における本市の対応について
・平成２９年度亀山市総合防災訓練について
（２）協議事項
・乗合タクシー制度の導入について
（３）議長報告
・北勢５市議会懇話会
（４）議員報告
・教育民生委員会行政視察

・産業建設委員会行政視察

○平成29年10月17日

（１）市長報告
・平成３０年度行政経営の重点方針について
・平成３０年度予算編成方針について
・平成３０年度人事行政方針について
・亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間について
（２）協議事項
・乗合タクシー制度の変更点について
（３）議長報告
・北勢５市議会懇話会
（４）議員報告
・都市計画審議会

・議会運営委員会行政視察

○平成29年10月27日
（１）台風２１号に伴う被害状況の報告について

○平成29年11月13日
（１）正副議長の被推薦者からの所信表明について

（２）臨時会の進行について



○平成29年11月14日

（１）議員選出の監査委員について
○平成29年11月20日

（１）協議事項
・平成３０年度組織・機構の再編について

○平成30年1月19日

（１）市長報告
・亀山市桜まつり（亀山城桜まつり及び観音山春まつり）の休止に
ついて

・平成２９年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会
について

（２）議長報告
・全国市議会議長会研究フォーラム
（３）議員報告
・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会・臨時会

○平成30年2月20日

（１）市長報告
・平成３０年度組織・機構の再編に伴う庁舎配置の変更について
（２）議長報告
・三重県市議会議長会総会
（３）協議事項
・委員会条例の改正について

○平成30年4月20日

（１）市長報告
・鈴鹿川等源流域である誇りと責任を明らかにする条例（仮称）の
制定に向けて

・平成３０年度亀山市水防訓練について
・平成３０年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会
について

（２）議長報告
・北勢５市市長・正副議長懇談会
・第１０１回東海市議会議長会定期総会
（３）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会



○平成30年5月18日

（１）市長報告

・一般国道２５号の通行止めについて

○平成30年7月20日

（１）市長報告
・平成３０年７月豪雨の被災地に対する支援について
・本市の公共施設のブロック塀について
・亀山市乗合タクシーの愛称及びシンボルマークの決定について
（２）議長報告
・西日本豪雨に伴う災害見舞金について
・第１５６回三重県市議会議長会定期総会
・第９４回全国市議会議長会定期総会
（３）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会
・教育民生委員会行政視察
・総務委員会行政視察
・産業建設委員会行政視察

○平成30年8月17日
（１）市長報告
・野村証券㈱津支店ショーウィンドウを活用したシティプロモーショ
ンについて

・亀山市乗合タクシー特定目的地停留所及び地域停留所につい
て

・平成３０年度亀山市総合防災訓練について
・住山町地内排水路に係る訴訟の状況について

（２）議員報告
・議会運営委員会行政視察

○平成30年9月5日
（１）協議事項
・三重県議会の選挙区における「一票の格差」の是正を求める要
望書の提出について



○平成30年9月5日
（１）市長報告
・台風２４号に伴う災害対策状況等について

（２）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会
・広聴広報委員会行政視察

○平成30年10月10日

（１）市長報告
・台風２４号に伴う災害対策状況等について
（２）議員報告
・都市計画審議会
・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会
・広聴広報委員会行政視察

○平成30年11月12日

（１）議会選出監査委員について
○平成30年11月13日

（１）市長報告
・平成３１年度 行政経営の重点方針について
・平成３１年度 予算編成方針について
・平成３１年度 人事行政方針について

○平成30年11月21日
（１）市長報告
・鈴鹿農業協同組合に対する市有地の貸付等について
・企業誘致の近況について

○平成30年12月21日

（１）市長報告
・亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境等を守り継ぐ条例（仮称）の制定
に向けた取組みについて

（２）議員報告
・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会
・都市計画審議会

○平成31年1月18日

（１）市長報告
・市内における麻しん（はしか）患者の発生と感染予防について
・平成３０年第２回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会について



○平成31年2月20日

（１）市長報告
・市道野村布気線供用開始に伴うゴルフセンター亀山への営業禁止仮処分
命令申立事件の和解について
・公共施設等の受動喫煙防止対策について

（２）議長報告
・北勢５市議会懇話会（１／１８：いなべ市）
・三重県市議会議長会総会（１／２９：名張市）

○平成31年4月19日

（１）市長報告
・新市まちづくり計画の変更（案）及びパブリックコメントの実施について
・住山町地内排水路に係る訴訟の経過及び経緯について
・平成３１年度亀山市水防訓練について
・平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会について

（２）議長報告
・第１０２回東海市議会議長会定期総会（４／１１：津市）
・北勢５市市長・正副議長懇談会（４／１２：四日市市）

（３）議員報告
・鈴鹿亀山地区広域連合議会（３／２８ 定例会）
・都市計画審議会（４／１２）

○令和元年5月20日

（１）市長報告
・鈴鹿農業協同組合との土地貸付・借受について
・本庁舎等の受動喫煙防止対策について
・乗合タクシーの利用状況について

○令和元7月22日

（１）市長報告
・亀山市林業総合センター火災被害に係る損害賠償請求事件について
・ＪＲ加太駅舎について
・平成３１年度亀山市水防訓練について
・亀山市・鈴鹿市によるはしご車の共同整備に係る連携協約の締結
について

（２）議長報告
・第１５８回三重県市議会議長会定期総会（５/２７ 松阪市）
・第９５回全国市議会議長会定期総会（６/１１ 東京都）

（３）議員報告
・都市計画審議会（５/２７）

・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会（７/５）



○令和元年8月20日

（１）市長報告

・国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の一体化について

・豚コレラへの対応状況について

（２）議員報告

・総務委員会行政視察
・教育民生委員会行政視察
・産業建設委員会行政視察
・広聴広報委員会行政視察
・都市計画審議会（８／９）

○令和元年9月27日

（１）市長報告

・公立病院等の再編に係る厚生労働省の発表について

○令和元年10月23日

（１）市長報告

・令和２年度行政経営の重点方針について

・令和２年度予算編成方針について

・令和２年度人事行政方針について

・証明書等コンビニ交付事業の開始に伴う日曜窓口の見直しについて

・予備費の充用について

（２）議員報告

・議会運営委員会行政視察（７／２３～２４）

・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会（１０／１７）

（３）協議事項

・常任委員会の所管事項の変更について

○令和元年11月8日

（１）副議長の被推薦者からの所信表明について

○令和元年11月12日

（１）議会選出監査委員について

○令和元年11月12日

（１）市長報告

・医療センター敷地内での事故について

・太森町地内での住宅火災について



○令和元年12月19日

（１）政策条例の立案について

・（仮称）子どもの権利に関する条例について

○令和2年1月20日

（１）市長報告

・亀山市業務継続計画の策定について

・令和元年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会について

（２）議長報告

・北勢５市議会懇話会（１１／２１ 桑名市）

（３）議員報告

・都市計画審議会（１１／２０）

・鈴鹿亀山地区広域連合議会臨時会（１２／２４）

（４）政策条例の立案について

・（仮称）子どもの権利に関する条例について

○令和2年2月20日

（１）市長報告

・身体障がい者等に対する軽自動車税（種別割・環境性能割）の減免制度

拡充について

・浜岡地域原子力災害広域避難に関する本市の対応について

・令和２年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会について

（２）議長報告

・三重県市議会議長会総会（１／２２ 鳥羽市）

○令和2年4月15日

（１）新型コロナウイルス感染症対策について

○令和2年4月20日

（１）市長報告

・新型コロナウイルス感染症への対応について

・７５歳以上の高齢者のタクシー料金助成事業及び乗合タクシー制度につ

いて

・クールビズの実施について

（２）議長報告

・北勢５市の市長・正副議長懇談会（４／１０：鈴鹿市）【中止】

・第１０３回東海市議会議長会定期総会（４／１６：岐阜市）【書面会議】



（３）議員報告

・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会（３／２７）

○令和2年7月20日

（１）市長報告

・新型コロナウイルス感染症対策について

・井田川北コミュニティ隣接地の取得について

（２）議長報告

・第１６０回三重県市議会議長会定期総会（５／２５：尾鷲市）【書面会議】

・第９６回全国市議会議長会定期総会 （５／２７：東京都）【書面会議】

（３）議員報告

・鈴鹿亀山地区広域連合議会定例会（７/３）

○令和2年8月20日

（１）市長報告

・ 新型コロナウイルス感染症対策について

・ 市有財産（旧サカエ建設）の売払いについて

（２）協議事項

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地

方税財源の確保を求める意見書（案）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

○平成27年10月28日

（１）亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に対する今後の関わ

り方について

○平成27年11月6日

（１）亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）に対する意見

について

○令和2年1月8日

（１）政策条例の立案について

○令和2年3月13日

（１）子どもの権利に関する条例の検討について

（２）今後の進め方について





月 日 内 容

平成24年10月19日
【議員定数条例の制定】
平成25年第１回臨時会において、議員提出議案として提案することを
確認。

平成25年2月19日
【各種審議会等への議員派遣】
各種審議会等への議員派遣は行わないものとする。

平成25年8月20日

【最優先の検討課題について】
①予算決算委員会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掲載
③議案に対する賛否状況のホームページへの公開
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

平成25年10月21日

【議会改革白書2013】
亀山市議会基本条例制定後の議会改革の取り組みをまとめた「議会改革
白書2013」の内容等を確認する。

平成25年11月28日

【議会改革白書2013】
①議会改革白書2013の抜粋版を平成25年12月1日からホームページで公
開

②議会改革白書2013をデータ化したCDの取り扱いとして、データのコピー
は不可とする。

平成26年9月19日

【議員定数１８名での運営について：議会運営委員会のあり方】
議会運営委員会の定数は６人、また、委員の選出方法については、会派按
分方式から会派人数固定方式へ改めることとする。ただし、会派人数固定
方式で２人会派の扱いについての議論が必要となることから、１１月に新た
に会派が出揃った時点で代表者会議において議論することとする。

【議会基本条例の一部改正について：議長、委員長の責務】
議長、委員長の責務を明確にするため、議会基本条例にそれぞれの責務
を規定することとした。

【委員会条例の一部改正について：議長の委員就任】
議長の責務を議会基本条例に規定し、明確にすることから、議長は常任委
員にならないことを委員会条例に規定することとする。

【議員定数１８名での運営について：委員会運営のあり方】
委員会の数は現行とおり３委員会とし、委員の定数は、総務委員会は８人
から６人、教育民生委員会は７人から６人、産業建設委員会は７人から５人
へ削減し、この定数で運用後、支障があれば改めてその時点で協議を行う
こととする。また、予算決算委員会は２１人から１７人に改正する。



月 日 内 容

平成26年10月8日

【議会改革白書2014】
1年間の議会改革の取り組みをまとめた「議会改革白書2014」の内容等を
確認する。

平成27年5月22日

【委員会のインターネット配信について】
①議場のカメラシステム及び委員会室のマイクシステムを更新、委員会室
のカメラシステムを新設し、平成２７年９月定例会から稼動させることとし
た。

②委員会の審査方法については、一括審査から議案ごとの審査に改める
こととした。

③平成２７年６月定例会から委員会室のレイアウトを変更することとした。
④平成２７年９月定例会から総務、教育民生、産業建設常任委員会のイン
ターネット配信を平成２７年９月定例会から行うこととした。

【議会基本条例における議決事件について】
平成２９年度からの第２次総合計画を策定することから、基本構想及び基
本計画の議決の根拠について、基本構想は、執行部の総合計画条例に、
基本計画は従来どおり議会基本条例にそれぞれ位置づけることとした。

平成27年8月20日

【委員会の運営方法について】
常任委員会のインターネットライブ配信は、請願審査までとすることを決定
した。

【議会だよりのリニューアル】
５月１６日発行第５２号議会だよりをもって全体構成のリニューアルを完了
とする。ただし、今後も継続的に改善を行っていくこととした。

【公開内容の検討について】
政務活動費の収支報告書と会計帳簿と合わせて、領収書についても平成
２７年度分から議会図書室での閲覧及びホームページで公開することとし
た。

【議会基本条例の改正に伴う逐条解説の改正について】
総合計画の議決事件については、基本構想は総合計画条例で、基本計画
については議会基本条例において明記し、それに伴う逐条解説について改
訂した。

平成27年10月20日

【議会改革白書2015】
1年間の議会改革の取り組みをまとめた「議会改革白書2015」の内容等を
確認する。



月 日 内 容

平成28年3月25日

【議会の情報化について】
タブレット端末を運用するに当たり、亀山市議会のタブレット端末に関する
要綱及び亀山市議会のタブレット端末に係る申し合わせを決定した。

平成28年6月3日
【議会の情報化について】
会議でのキーボードの使用を認めるため、亀山市議会のタブレット端末に
係る申し合わせの一部改正を決定した。

平成28年10月21日

【議会の情報化について】
定例会及び委員会の配布資料のうち、ペーパレス化することが可能な資
料を抽出し、１２月定例会からペーパレス化することを確認する。

【議決を要しない計画等への意見反映について】
議決を要しない各種計画の中間案については、計画体系のうち、基本目
標、基本施策、基本施策の方向性について説明を受け、関与することを
確認する。

【公開内容の検討について】
政務活動費の視察報告書及び研修報告書については、資料等も含め、
平成２８年度分から議会図書室で閲覧可能とすることとする。

【議会改革白書2016】
1年間の議会改革の取り組みをまとめた「議会改革白書2016」の内容等を
確認する。

平成29年5月19日

【請願者の趣旨説明制度について】
亀山市議会参考人招致の手続に関する要綱、亀山市参考人招致の手続
に関する申し合わせ、亀山市議会委員会における請願者の趣旨説明に関
する申し合わせを整備し、６月定例会から、請願者の趣旨説明制度の運
用を開始することとした。
≪概要≫
①請願は、議案質疑の前日までを提出期限とする。
②請願者趣旨説明を希望する場合、又は委員会から請願者に趣旨説明
を求める場合、付託先の委員会において、取り扱いを決定する。

③委員会で趣旨説明の場を設ける決定があった場合、議長から請願者
に委員会への出席を要請する。

④趣旨説明は代表者１人が請願審査の冒頭に５分以内で行う。



月 日 内 容

平成30年2月20日

【議決事件の追加】
「都市マスタープラン」を議決事件に追加するため、３月定例会で議会

運営委員会の委員会提出議案として議会基本条例の一部改正を提案す

ることとした。(３月２７日可決）

平成30年5月18日

【長期欠席者への対応】
長期欠席者への対応として、 「亀山市議会の議員の議員報酬及び費用
弁償等に関する条例の特例に関する条例の制定について」を６月定例会
に議会運営委員会の委員会提出議案として提案することとした。なお、施
行日は公布の日とすることとした。(６月２６日可決）

平成30年8月17日

【正副議長の任期】
正副議長の任期については申し合わせで議長は２年、副議長は１年とし、
委員の任期については、現行どおり条例で１年とすることを決定した。



月 日 内 容

平成24年1月20日

【総合計画後期基本計画の審査方法】
議会の議決事件として追加した基本計画の審査については、予算決算委
員会を設置し、審査を行うことを確認し、議会運営委員会にて詳細な審査
をすることとする。
【議員定数について】
議員定数条例の制定についての議論は検討部会では行わないこととする。

平成24年8月30日

【重要な政策の定義】
市が提案する重要な政策については次のとおりとする。
①「重要な政策」とは、基本計画における「政策」と「施策」とする。
②「事業」については、予算や決算時での議論とすることが妥当

平成25年2月18日
【各種審議会等への議員派遣】
各種審議会等への議員派遣は行わないものとする。

平成25年8月19日

【最優先の検討課題について】
①予算決算委員会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掲載
③議案に対する賛否状況のホームページへの公開
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

平成26年5月1日

【政策検討会議（仮称）の設置】
重要な政策、議員提出議案、政策提言等を議論する場の設置については、
各会派の意向は設置に前向きであるため、会派代表者会議に検討を委ね
ることを確認。

【議決を要しない計画等への議会の意見反映】
パブリックコメントを実施する各種計画について、委員会として関与すること
を確認し、正副委員長会議において協議し、各委員会の中で年間計画を立
てることとする。

【審議会への派遣廃止後の審議内容の把握、関連団体との議論の場の設
置】
予算書、決算書が議会に提出される「シルバー人材センター」「地域社会振
興会」「社会福祉協議会」「土地開発公社」と懇談の場の要請がある「農業
再生協議会」「農業振興地域整備促進協議会」については、委員会で関与
することを確認。また「国保運営協議会」「行政改革推進委員会」について
は、会派で協議することとする。

【議員定数１８名での運営について：議会運営委員会のあり方】
議会運営委員会の定数と委員の選出方法について、議会運営委員会に議
論を委ねることを確認。



月 日 内 容

平成26年5月29日

【政務活動費の会計帳簿の公開】
政務活動費の収支報告書に合わせて会計帳簿を公開することを了
承し、会派代表者会議へ検討を委ねることを確認。

【議会における協働の定義について】
「市民、議会及び執行機関の３者が目的意識を共有し、まちづくりと
いう共通の目標に向かって取り組むため、それぞれの役割・特性を
発揮すること」を議会における協働の定義とすることを確認。

平成26年7月2日

【議会の情報化】
会派室、委員会室において無線LAN環境の構築を行ったことに伴い、
議会資料の電子化、パソコンやタブレット端末の持ち込みについて、
事務局にてタブレット端末を購入し、活用シーンについて検討するこ
とを確認。

【市民アンケート】
市民の意見を徴するために実施する市民アンケート案について了
承。

平成26年7月25日

【議員定数１８名での運営について：委員会運営のあり方】

各会派の意見を確認した結果、それぞれの意見があったため、代
表者会議に検討を委ねることとした。
【議会基本条例の一部改正について：議長、委員長の責務】

議長、委員長の責務を明確にするため、議会基本条例にそれぞれ
の責務を規定することを確認し、会派代表会議へ委ねることとした。

平成26年8月21日

【委員会条例の一部改正について：議長の委員就任】

議長の責務を議会基本条例に規定し、明確にすることから、議長は
常任委員にならないことを規定することを確認し、会派代表者会議
へ委ねることとした。

【議会基本条例逐条解説の改訂】

議会基本条例制定以降、改正をしているため、逐条解説を見直し、
改訂版を作成。

【議会要覧の改訂】

過去の代表者会議や議会運営委員会等で決定した事項を洗い出し、
申し合わせ事項等をまとめ、改訂を行った。



月 日 内 容

平成27年2月18日

【委員会の運営方法】

常任委員会における議案の審査は、議案ごとに説明を受け、質疑すること
を確認する。

平成27年4月28日

【政策検討会議（仮称）の設置について】

政策検討会議の設置については、新たな組織をも設けるのではなく、
全員協議会を活用することを確認する。

平成27年6月5日

【公開内容の検討について】

政務活動費の収支報告書と会計帳簿と合わせて、領収書についても
平成２７年度分から議会図書室での閲覧及びホームページで公開す
ることを確認する。

平成27年8月18日

【議決を要しない計画等への議会の意見反映について】
国民健康保険運営協議会の取り扱いについては所管である教育民
生委員会において、行政改革推進委員会の取扱いについては、全
ての所管に関わるため、予算決算意委員会においてそれぞれ方向
性を決定してもらうことを確認する。

平成27年11月25日

【長期欠席者について】

長期欠席の中で、議員が出産のために欠席する規定について、先行
して会議規則の一部改正を行うことを確認する。

平成28年1月22日

【通年議会について】

通年議会の検討については、㈱ぎょうせいより説明を受けた後、協議
した結果、必要と判断する時期が来た時に再度議論することを確認し
た。

平成28年5月25日

【反問権の取り扱いについて】

反問権の取り扱いについては、取り扱いの検討を議会運営委員会に
委ねることとした。

平成28年7月12日

【代表質問について】

代表質問については、３つのパターンの方向性を示し、議会運営委
員会へ委ねることとした。



月 日 内 容

平成28年10月12日

【議会の情報化について】
定例会及び委員会の配布資料のうち、ペーパレス化することが可能な
資料を抽出し、１２月定例会からペーパレス化することを確認する。

【議決を要しない計画等への意見反映について】
議決を要しない各種計画の中間案については、計画体系のうち、基本
目標、基本施策、基本施策の方向性について説明を受け、関与するこ
とを確認する。

【公開内容の検討について】
政務活動費の視察報告書及び研修報告書については、資料等も含め、
平成２８年度分から議会図書室で閲覧可能とすることとする。



月 日 内 容

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】
決算特別委員会について、委員会室でインターネットによる録画配信を
行うこととする。

平成22年8月12日

【定例会議案質疑の質疑時間の試行】
①９月定例会から質疑時間の１人当たりの持ち時間を試行的に答弁を
含め３０分とし、会派内で質疑をしない議員がいる場合は１人につき５
分追加でき、４０分を限度とする。

②３人以上の会派の決算に係る代表質疑は、答弁を含め５０分とする。
【論点、争点の整備】
発言通告書の要旨欄は、要点をわかりやすく記載する。
【反問権】
反問の時間は別枠として取り扱う。

平成22年8月26日

【反問権】
議長又は委員長に対する反問の許可の求め方についての次第書を決定。
【決算特別委員会のインターネット録画配信】
配信方法は、議員別で編集するものとする。

平成22年9月14日

【決算特別委員会のインターネット録画配信】
①決算特別委員会は、インターネット配信を行うことから、対面方式で行う

こととする。
②配信する範囲について、審査前の執行部の説明については、説明者別

に編集はせず、ひとまとめにして配信するものとする。
【追加議案の質疑】
①追加議案の質疑時間は、答弁を含め２０分とする。
②通告は、午後１時までとする。

平成22年9月14日
【追加議案の質疑】
追加議案の質疑時間は、答弁を含め２０分とする。

平成22年11月30日
【委員会提出議案】
委員会提出議案は委員会で全会一致を原則とする。



月 日 内 容

平成23年2月18日

【討論の通告】
①討論の通告書は、議案名及び反対または賛成のいずれかを記載し、閉
会日の午前中に事務局へ提出するものとする。

②先議がある場合は、付託の常任委員会終了後、本会議の再開までとす
る。

【予算に関する代表質疑】
３人以上の会派の予算に係る代表質疑時間は、答弁を含めて５０分とする。
【次期定例会の日程】
閉会日に議会運営委員会を開催し、次期定例会の日程案を決定する。

平成23年3月25日

【追加議案の通告】
①追加議案に対する通告書は、閉会日の会議開催前の１時３０分までに
通常の質疑の通告書式で提出する。

【閉会日の議会運営委員会の開催】
①追加議案がある場合は、通告のことを考慮し、午前１１時開会とする。
②追加議案がない場合は、午後1時開会とする。

平成23年6月2日

【人事案件の事前説明】
人事案件の議案は、事前（一般質問の最終日の本会議終了後）に市長
が 会派代表者会議で説明を行う。
【一般質問の予備日】
６月定例会から、一般質問の予備日を設けることとする。また、予備日
を使う場合は、聞き取り日の午前９時から議会運営委員会を開催する。
【エコスタイル】
議場ではノーネクタイ、上着・議員バッチは着用とする。委員会では、他人
に対し、不快感を与えない服装とし、上着、ネクタイ、議員バッチは未着用
を可とする。

平成23年6月9日

【一般質問の質問時間の試行】
①６月定例会から質問時間の１人当たりの持ち時間を試行的に答弁を
含め４５分とし、会派内で質疑をしない議員がいる場合は１人につき５
分追加でき、６０分を限度とする。

②回数制限は撤廃する。
【関連質問の質問時間】
質問時間は答弁を含めて２０分とし、回数制限は撤廃する。

平成23年6月30日 【討論の通告】
委員会付託された場合の討論の通告は、委員会終了後とする。



月 日 内 容

平成23年8月25日

【議案質疑の質疑時間】
試行期間であった質疑時間について、１人当たりの持ち時間を答弁を含
め３０分とし、会派内で質疑をしない議員がいる場合は１人につき５分追
加でき、４０分を限度とすること、及び２人会派を除く代表質疑は、答弁を
含め５０分とすることを決定事項とする。
【パネルの使用】
①パネルを使用する場合は、使用日の２日前までに原稿（データでも可）
を事務局へ持参する。

②原稿の拡大は、最大90cm×60cmのサイズまでで、カラー、白、黒いず
れでも対応し、パネルの貼り付への貼り付け作業は事務局が行う。

③パネルを使用する場合は、その写し（Ａ４版）を事務局がコピーし、開会
前に議員、理事者、傍聴者に配布する。

④使用するパネルは会派または個人で準備する。

平成23年9月13日
【決算特別委員会の通告】
委員会当日の午前９時までに通告書を提出する。

平成24年1月30日

【予算決算常任委員会の設置】
平成２４年３月定例会より、議長を除く議員２１名で構成する予算決算常
任委員会を設置することを決定。また、予算決算常任委員会の審査フ

ロー
（案）と予算決算常任委員会内規（案）について確認。

平成24年2月17日
【後期基本計画の基本構想と後期基本計画の策定に関する議案の審査】
その他の議案とは別に１日質疑日を設定することとする。

平成24年3月7日

【請願の紹介議員】
正副委員長は、所管する事項についての紹介議員にはならないものとす

る。

平成24年5月22日

【一般質問の質問時間】
試行期間であった一般質問の時間について、１人当たりの持ち時間を答
弁を含め４５分とし、会派内で質疑をしない議員がいる場合は１人につき
５分追加でき、６０分を限度とすること、回数制限を撤廃することを決定事
項とする。

平成24年5月31日

【採決】
討論された議案は、議案ごとに起立により採決を行い、その他の議案等

に
ついては、全てを一括して起立により採決を行うこととする。起立しない場
合は反対とみなすこととする。
また、討論までは行わないが、反対の議案がある場合には、閉会日の正
午までに議長に申し出る。



月 日 内 容

平成24年6月19日

【災害時の本会議の運営】
警報発令に伴う本会議の運営については、災害対策本部が設置され、警
戒態制となった場合は、暫時休憩ではなく延会することとする。

平成24年9月11日
【決算の附属書類の報告】
決算関係の議会への報告については、採決の対象から外す。

平成24年12月21日

【意見書を求める請願について】
①委員会で全会一致で採択した場合は、「委員会提出議案」として意見書を
提案する。

②委員会で賛成者多数で採択した場合は、「議員提出議案」として意見書を
提案する。

【補正予算の予算決算委員会における全体審査】
６月と１２月の予算決算委員会の補正予算にかかる全体審査は、閉会日の
１０時から行うものとする。

平成25年5月20日

【発言通告】
次の３点を再確認。
・通告書は詳細に記入すること。
・通告していないことは質問しないこと。
・会派内で重複質疑は調整すること。

平成25年8月22日

【請願の議事日程、採決の方法】
①平成２５年９月定例会から請願ごとに議事日程を上げることとする。
②採決時には、混乱を避けるため、請願名を読み上げ、採決する。
【追加議案の質疑順序】
追加議案の質疑の順序は、当初の議案質疑の会派ローテーションで行う
ものとする。
【玄関ロビーでの予算決算委員会の放映】
平成２５年９月定例会から予算決算委員会の様子を玄関ロビーで生放送
するものとする。

平成25年9月9日

【本会議での討論の範囲と時間】
①討論者の範囲
・議長、監査委員は本会議での討論はしないこととする。
・議案の発議者となった議員は、その議案に対して討論することはできない。
②討論の時間
・議案１件に対して５分程度とし、複数議案の討論を行う場合は、１０分程度
とする。

平成25年9月12日

【請願の採決時の委員長の意思表示】
採決の結果、委員長以外の全委員が採択することに賛成であっても、委員
長が反対の意思表示をすれば、全会一致ではなく、賛成者多数として扱い、
賛同した議員により「議員提出議案」として意見書を提出することになる。



月 日 内 容

平成26年3月27日

【追加議案に対する討論の通告】

追加議案に対する討論の通告について、質疑終了後５分間の休憩をとり、
その間に、通告書を提出することとする。

平成26年5月21日

【専決処分の提案】

地方自治法第１７９条に係る専決処分については、これまで地方自治法
第１８０条に係る専決処分と同じように、議案ではなく報告として提案され
ていたが、承認という議決行為があることから、平成２６年６月定例会より
議案として提案された。

平成26年5月29日

【報告案件の説明について】

放棄した私債権の報告については、開会日の本会議終了後に予算決算
委員会を開催し、それぞれ担当部から説明を受けることが決定された。

平成26年7月18日

【議会運営委員会委員の定数】
議会運営委員会委員の定数は６名とし、９月定例会において条例改正を
行うことを確認。
【議会運営委員会委員の選出方法】
委員の選出方法については、会派人数固定方式とし、改選後、会派構成
が決まり次第、２人会派の取り扱いについて代表者会議において協議し、
選出方法を決定することを確認。

平成26年8月21日

【討論の有無の確認】

討論の通告締め切りは、申し合わせにより、閉会日の１２時までとなって
いるが、今後は、念のため、１２時に各会派に事務局が確認する。
【追加議案に対する討論の通告】

追加議案に対する討論の通告について、質疑があった場合は従来どおり、
質疑終了後５分間の休憩をとることとするが、質疑がなかった場合は、一
般的に討論もないと判断されることから、討論の通告はなしとし、休憩をと
らずに議事を進めることとする。

平成27年5月29日

【報告案件の説明について】

繰越計算書に関する報告については、開会日の本会議終了後に予算決
算委員会を開催し、それぞれ担当部から説明を受けることが決定された。

平成27年8月20日

【緊急質問について】
緊急質問に関する申し合わせが決定された。原則文書通告（申し出）とし、

対象期間は発言通告締め切り後、全議員が質問可能、質問時間は答弁
を含めて３０分とする。



月 日 内 容

平成27年11月5日

【寄附受納について】
１００万円以上の寄附受納については、これまでの慣例により、報告案件
としていたが、今後は現況報告の最後に別紙として掲載することとした。

平成28年2月19日
【代表質疑について】
２人会派の代表質疑について、認めることとし、質疑時間は、暫定的に答
弁を含めて１人４５分とする。

平成28年5月27日
【反問権の取り扱いについて】

反問権の取り扱いについては、議会運営委員会で検証することとし、それ
までは、現行の取り扱いとすることとした。

平成28年9月26日

【代表質問について】

３月・９月定例会の予算・決算の総括について代表質疑を行っているが、
３月定例会については、代表質疑を代表質問に変え、施政方針等に対す
る質問もできることとした。

平成28年11月4日

【代表質問について】
①３月定例会では、施政方針や改選時の市長の所信表明について代
表質問を行うこととする。なお、施政方針等に議案に関する部分が含
まれていても質問は可とする。

②代表質問の質問時間は、４０分＋会派人数×５分以内とする。
③質疑・質問の日程については、代表質問 → 議案質疑 → 一般質

問の順とする。
④代表質問と一般質問の両方を行うことは不可とする。

【代表質疑について】
代表質疑の質疑時間は、４０分＋会派人数×５分以内とする。

【反問権について】
①執行部の反問、及び反問に対する議員の答弁に要する時間は、質疑・
質問には含めないこととする。

②反問の回数制限は設けないこととする。
③反問権を行使できる人の範囲は、部長級までとする。



月 日 内 容

平成28年11月18日

【質疑・質問順序について】
①臨時会における質疑順序は、通告書の提出順とする。
②先議及び追加議案に対する質疑順序は、その定例会における会派に
よるローテーションとする。

平成29年2月20日

【代表質問について】
代表質問に個別の一般質問を含めることも可とする。

【本会議における総合計画に関する議案の質疑について】
①本会議における総合計画に関する議案の質疑時間は３０分＋会派内
で質疑されない議員１人につき５分を加算（最大４０分）とする。

②総合計画集中質疑と議案質疑の両方を行うことを可とする。
③会派で人数制限はなしとする。

平成29年3月10日

【委員会の一般質問への市長の出席について】
（事前に出席を求める場合）
①委員は、委員会における一般質問で市長の答弁を求めたい案件があ
る場合は、本会議の一般質問の最終日までに、委員長に質問のテー
マを伝え市長の出席を求める。

②委員長は、委員からの質問のテーマを議長に伝え、市長の出席を求
める。

③議長は、委員からの質問のテーマを市長に伝え、出席を求める。
（委員会中に出席を求める場合）
①委員長は、委員会中に委員から市長の答弁を求める要望が出された
場合は、委員会に諮る。

②委員会で可決されたら、委員長は暫時休憩を取り、その旨を議長に伝
え、議長から市長に出席を求める。



月 日 内 容

平成29年8月25日

【９月定例会での議長職務及び委員長報告について】

９月定例会の議案質疑（１日目）における副議長による議長職務及び閉
会日における副委員長による委員長報告は、平成２９年９月定例会から
行わないこととする。

平成29年11月6日

【質疑・質問通告の締め切り時間について】
１２月定例会より、質疑・質問通告の締め切り時間を、これまでの午後４
時から午後３時にすることとした。

平成30年2月23日
【代表質問への関連質問】
代表質問への関連質問は認めないこととした。

平成30年5月25日

【閉会日の開会時間等】
６月定例会から、閉会日は午前１０時から本会議を開会することとした。

これにより、これまで閉会日に開催していた予算決算委員会及び議会運
営委員会について、予算決算委員会は閉会日前日の午前１０時（６月、
１２月定例会のみ）から、議会運営委員会は閉会日前日の午前１１時（３
月、９月定例会は閉会日前日の午前１０時）から開催することとし、討論
及び追加議案に対する通告、討論は行わないが反対する議案がある場
合の申し出
の締め切りは閉会日前日の午後３時とした。



月 日 内 容

令和元年5月31日

【議会傍聴規則等の見直しについて】

①「議会傍聴規則」を改正し、議長が必要と認めるときは傍聴の定員を
変更できることとした。

また、傍聴受付簿の記入事項から年齢を削除した。傍聴席への持込
みを禁止する携行品について「銃器や棒」を「凶器」とする等表現を見直
すとともに、傍聴者の遵守事項についても「大声を発する等騒ぎ立てな
いこと」を「静粛にすること」とする等表現を見直し、「フラッシュ光及び
シャッター音を伴う撮影をしないこと」などを加えた。

なお、運用上、これまで映像公開（ケーブルテレビ放送及びインター
ネット配信）している会議のみ写真撮影及び録音を可としていたが、今後
は、傍聴時の遵守事項に写真撮影及び録音の禁止を明記していないこ
とから、原則、公開会議は全て写真撮影及び録音を可とする。

②「委員会の傍聴取扱いに関する内規」を廃止し、会派代表者会議を除
くすべての公開会議に適用する「委員会等の傍聴取扱いに関する内規」
として新規制定した。

内規においては、委員会等の傍聴人の定員を８人とし、会議の招集権
者が必要と認めるときは、定員の増減ができることとした。また、委員会
等では、会議の傍聴券は交付しないこととした。

【議案番号の付し方について】

議案書の議案番号については、議会の文書は暦年とし、３月定例会が
議案第１号となり、１２月定例会まで通し番号としていることから、年の途
中で年号が変わった際も直前の議案番号から継続した通し番号とする。

令和元年6月25日

【代表監査委員による決算審査結果報告について】
９月定例会の予算決算委員会では、冒頭に代表監査委員から「決算

審査結果の報告」を受けていたが、令和元年９月定例会から、開会日の
本会議終了後に予算決算委員会を開催し、報告を受けることとする。
（総合政策部次長による健全化判断比率、及び資金不足比率の報告に
ついても同様とする。）

【質疑、質問通告の締め切り時間について】
令和元年９月定例会から、質疑・質問通告の締め切り時刻を、これま

での午後３時から正午に変更する。



月 日 内 容

令和元年9月4日

【市長・副市長の常任委員会及び議会運営委員会への出席について】

令和元年９月定例会から、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（各分科会を含む））及び議会運営委
員会に市長及び副市長の出席は求めないこととした。

ただし、市長及び副市長の出席が必要な場合は、次の手続により出席
を求めることができるものとした。

【事前に出席を求める場合】
（委員からの要望）

委員は、委員会に市長又は副市長の出席を求める場合は、委員長に、
議案名（議案質疑）やテーマ（一般質問）、案件（議会運営委員会）等を
示して要望する。
※締切：議案質疑は本会議の議案質疑最終日、一般質問は本会議の一

般質問最終日の本会議が終了したら、速やかに委員長に申し出ることと
する。なお、議会運営委員会は執行部からの議案の事前説明日の16時
までとする。
（議長への要請）

委員から要望があった場合、委員長は議長に対し、委員会に市長又は
副市長の出席を求めるよう要請する。
（市長への申し入れ）

委員長から要請があった場合、議長は、市長又は副市長に対し、議案
名やテーマ、案件等を示して、委員会に出席するよう申し入れる。

なお、市長への出席要請に対し、市長が公務で出席できない場合は、副
市長の代理出席を可とする。

【委員会中に出席を求める場合】
（委員からの提案）

委員は、委員会中に市長又は副市長の出席を求める場合は、委員長に
対し、議案名（議案質疑）やテーマ（一般質問）、案件（議会運営委員会）
等を示して提案する。
（委員会の採決）

委員から提案があった場合、委員長は、市長又は副市長に出席を求め
るかどうかについて委員会に諮る。
（市長への申し入れ）

委員会で市長又は副市長の出席を求める決定があった場合、委員長は、
市長又は副市長に対し、議案名（議案質疑）やテーマ（一般質問）、案件
（議会運営委員会）等を示して、委員会に出席するよう申し入れる。

なお、市長への出席要請に対し、市長が公務で出席できない場合は、副
市長の代理出席を可とする。



月 日 内 容

令和2年2月20日

【質疑・質問を行う際の注意事項について】

令和２年３月定例会から、本会議及び予算決算委員会において、発言
通告書に記載した質疑・質問の順序を入れ替える場合は、会議が始ま
るまでに議長又は委員長に申し出ることとし、かつ、質疑・質問の際には、
冒頭に順序を入れ替える旨を述べることとした。
【会議におけるマスクの着用について】

令和２年３月定例会から、各会議において、病気等によりマスクを着用
する場合は、事前に議長又は委員長にマスク着用の旨を申し出ることと
した。また、会議で発言する際は、マスクを外して発言することとした。

令和2年4月13日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
会議の開催について、緊急性のあるもの（危機管理対策本部会議、代
表者会議等）、スケジュールが決まっていて開催する必要があるもの（本
会議、議会運営委員会、広聴広報委員会等）を除き、各会議の招集権
者の判断で会議の延期や中止の検討を行うこととした。

令和2年4月27日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
令和２年第１回臨時会から、次のとおり運用することとした。

・議会の全ての会議はマスク着用とし、議場での発言時もマスク着用の
ままとする。
・委員会室の座席配置は、１人１卓とする。
・議場に空気清浄機を設置する。

・議場の密を避けるため、執行部出席者は、提出議案に関連する部署に
限定する等により職員間の間隔を空けることとし、他の部長級職員は、
理事者控室で待機とする。
・議場の議員席は動かせないことから、議員間に仕切り板を設置する。



月 日 内 容

令和2年5月1日

【新型コロナウイルス感染症対策について】

令和２年第１回臨時会から、室内換気のため空気清浄機の設置に加え、
議場出入口の一部を開放する（理事者出入口・図書室出入口）。

令和2年5月22日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
会議はマスク着用としているが、令和２年６月定例会から、市長の現況
報告や提案理由の説明、議員の質疑・質問などで発言が長時間に及ぶ
場合には、答弁席、質問席の前方にアクリル板も設置していることから、
マスクを外しての発言も可とする。

令和2年6月8日

【新型コロナウイルス感染症対策について】

６月定例会の総務・教育民生・産業建設常任委員会の一般質問は、緊
急性の高い事項についてのみ認めることとし、その判断、進行は委員長
に委ねることとする。

令和2年8月20日

【新型コロナウイルス感染症対策について】

・令和２年９月定例会から、執行部席に仕切り板を設置し、全員出席す
ることとする。

・閉会日における各委員長の所管事務調査の報告については、令和２
年度は先進地視察や市民・団体等との意見交換ができなかったため、
市への提言は行わなかったが、調査を行った現状把握と課題・問題点を
中心に報告することとする。

・本会議、委員会等の傍聴者に対し、傍聴受付時に非接触型体温計に
よる検温に協力を求める。検温の結果３７．５度以上の場合は傍聴を遠
慮していただくこととする。



月 日 内 容

令和2年9月7日

【市の実施機関が執行する事務に関する請願の取扱いについて】※学校
給食の請願の事例

市の実施機関が執行する事務に関する請願について、地方自治法第
１２５条及び会議規則第１３６条の規定により市長その他の関係機関に
送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果
の報告を請求することに決した場合についてはこれを請求することとし
た。また、処理経過及び結果報告の期限は、まずは次期定例会までに
一度状況を確認し、一定の方向性が定まった段階で次の報告を求める
という２段階の手順で進めることとした。

令和2年9月18日

【休会中に会議を開いた場合の残りの休会の効力について】※令和２年
９月２３日の事例
休会の途中で会議を開いた場合の残りの休会日の効力については衆
議院の考え方により、休会は継続し、残りの休会について議会の議決は
しないこととする。



月 日 内 容

平成22年9月2日
【自由討議】
自由討議の基本フローを確認。

平成24年1月16日

【所管事務調査】
①調査スケジュール、テーマの設定、報告書の作成については、共通の
認識のもと取り組んでいくこととする。

②報告書は、各委員会とも統一した様式で作成し、９月定例会の閉会日
に議長へ報告することとする。

③所管事務調査の議長から市長への提言については、法的根拠もない
ことから、回答は求めないこととする。

④提言に対する具体的な施策として予算化された場合には、執行部より
説明を受けることとする。

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】
議員を派遣しないことに決定した６つの委員会等に関与する委員会を決定。
○産業建設委員会・・・亀山市農業再生協議会、農業振興地域整備促進協
議会、土地開発公社

○教育民生委員会・・・国民健康保険運営協議会、社会福祉協議会
○総務委員会・・・亀山市行政改革推進委員会
なお、どのような内容をどのような時期に議論するかは、各委員会で協議し、
決定次第、議長から書面で執行部へ依頼することとする。

平成25年11月28日

【所管事務調査に係る継続調査】
所管事務調査に係る継続調査の申し出については、これまで定例会ごとに
継続調査を本会議で諮ってきたが、調査期間を明記することにより、初回時
のみとする。

平成27年3月12日

【常任委員会における議案の審査について】
議案審査方法については、１議案ごとに説明を受け、質疑、自由討議、討論、
採決を行うことを確認。平成２７年３月定例会の委員会、分科会から実施する
こととする。



月 日 内 容

平成27年11月27日

【議決を要しない計画等への議会の意見反映について】
原則パブリックコメントを実施する計画について、所管の常任委員会において
骨子の段階と最終段階の２回説明を受け、それぞれ委員会から意見を提出
し、執行部から回答を受けることとする。なお、関与する計画について、毎年
提出される各種計画一覧をもとに執行部と協議して決定することとした。

【審議会委員への議員の派遣について】

国民健康保険運営協議会の内容について説明を聞く場については、教育民
生委員会とし、行政改革推進委員会の内容について説明を聞く場について
は、予算決算委員会とすることを決定した。

令和元年11月21日

【所管事務調査における意見交換について】
令和元年１０月の議会改革推進会議において、議会報告会については、現在

各常任委員会が実施している所管事務調査の意見交換会を充実・発展させる
ことで亀山市議会の議会報告会として位置付けることとしたことを受け、今後の
意見交換会の実施手法について次の２点を確認した。
①相手方となる団体等に意見交換ができる場所がある場合は、委員会が出向
いて意見交換会を行うこととする。
②意見交換会は、できるだけ市民に傍聴してもらえるよう、あらかじめ日時等に
ついて周知を図ることとする。

令和2年4月20日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
・令和２年度の所管事務調査は、先進地視察や市民・団体等との意見交換が
実施できないことから、可能な範囲で調査・研究は継続するが、市への提言ま
では行わないこととする。また、所管事務調査に係る委員会の会議は、６月定
例会までは開催しないこととする。６月以降の委員会の開催及び調査・研究の
まとめ方等については、６月定例会中に開催する各委員会の会議において決
定する。
・令和２年５月の所管事務事業概要説明及び管内視察は中止とし、概要説明
書の提出を受けるのみとする。概要説明書の内容に関し質問がある場合、後
日担当部長等の説明を受けるかどうかについては各委員会の判断とする。



月 日 内 容

令和2年8月3日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
令和２年度の所管事務調査は、先進地視察や市民・団体等との意見交換が実
施できず、市への提言まで行わないことから、ホームページにおける報告書の
公表は行わない。



（６）予算決算委員会での決定内容

月 日 内 容

平成25年12月18日
【理事会設置】
予算決算委員会に理事会を設置することとする。

平成26年2月20日
（協議会）

【日程及び質疑時間等】
・審査日程 ２日間
・開会時間 午前９時
・質疑時間 答弁を含めた時間とする。
（総括質疑） １人１５分（２人会派以上）
（個別質疑） １順目 １人２５分

２順目 １人１０～１５分
（１人１０分は確保し、残時間を勘案して時間があれ
ば１５分とする。）

※２順目の条件
１順目の個別質疑で通告した質疑が終了していない場合に限り、
２順目ができることとする。新たな追加質疑はできないこととする。

【補正予算の全体審査】
補正予算については、現状どおり各分科会において審査を行うが、
分科会での質疑によって問題等が明らかになり、全体で審査する必
要性があると分科会で判断した場合、分科会長から予算決算委員長
に申し出て、委員長が理事会に諮り全体で審査するか協議する。

【当初予算説明会】
当初予算説明会実施要領を制定。

平成27年9月8日
【予算決算委員会における質疑について】

質疑は、個別質疑のみとし、質疑時間は答弁を含めて３０分とする。
再度の質疑については、委員長判断により決定することを試行する。

平成28年9月7日

【予算決算委員会における質疑について】

各会派の代表１人が総括質疑（個別質疑を含むことも可）を行う場合
は、答弁を含めて１人４０分とし、個別質疑のみを行う場合は、答弁を
含めて１人３０分とする。総括質疑に個別質疑を含むことも可とする
ため、同じ委員が総括質疑と個別質疑の両方を行うことは不可とす
る。また、２順目の質疑は行わないこととする。以上のことを決定事
項とする。



月 日 内 容

平成29年1月20日

【予算決算委員会おける総合計画に関する議案の質疑について】
①予算決算委員会における総合計画に関する議案の質疑時間は２
０分とする。

②会派で人数制限はなしとする。
③総合計画に関する質疑と当初予算に関する質疑の両方を行うこと
を可とする。

平成30年1月19日

【歳入の審査について】

これまで当初予算・補正予算・決算の審査では、歳入は全て財務部
の所管としていたが、平成３０年３月定例会からは歳入と歳出を一体
的に審査することとし、歳出を所管する部署が歳入に関する説明及
び答弁を行うこととした。

平成31年1月18日

【当初予算説明会の開会時刻について】

当初予算説明会の開会時刻をこれまでの１０時から９時に改めるこ
ととした。

令和元年8月30日
（理事会）

【分科会長報告の内容について】

令和元年９月定例会から、予算決算委員会の補正予算の全体審
査における分科会長報告の内容は、主な質疑答弁を抽出したものと
することとし、他の質疑答弁の内容を補完するため、委員全員に各分
科会の会議録を配付することとした。

令和2年4月20日
（協議会）

【予算決算委員会内規の一部改正について】

令和２年第１回臨時会に提案された新型コロナウイルス感染症対
策に係る補正予算について分科会方式によらず全体審査とするため、
また、今後、市長選挙時の骨格予算に対する政策予算（補正予算）
についても全体審査を可能とするため、予算決算委員会内規第７条
第３項（補正予算は分科会審査により行う）に「委員会が全体審査の
必要があると認めた場合は、この限りでない。」とするただし書を加え
ることとした。



月 日 内 容

平成24年8月27日

【ホームページへの議案の掲載】
議会ホームページの項目「議決事件一覧」を「議案と議決結果」へ変更
し、平成２４年９月定例会から議案の内容を掲載する。

平成25年1月15日

【議会報告番組の放送期間】
通常、放送は2週間だが、市長選挙の告示があるため、告示日前日まで
の放送とする。

平成25年4月8日

【議会報告番組の放送期間】
放送期間は１週間、毎時間００分から１日１８回放送することとなる。
【議会報告番組タイトル映像の変更】
新たな番組タイトル映像を決定。

平成25年7月8日

【アンケート】
議会の情報化に関するアンケートを実施
【議会だよりの校正】
議案質疑、一般質問の原稿校正は各議員に確認してもらうこととする。

平成25年8月27日

【議会中継】
議会中継の１０分間休憩のテロップについては、固定画面で会議再開時
間を表示することとする。

平成25年11月1日
【ホームページのリニューアル】
亀山市議会ホームページのリニューアルの方向性について確認。

平成26年10月7日

【定例会会議録の配布】
平成26年7月24日に市民文化部が実施した各地区コミュニティへの会議
録の取り扱いに係る調査結果を踏まえ、コミュニティの意向を尊重し、平成
26年9月定例会分から、25地区コミュニティのうち、7地区は冊子、4地区
は電子データを配布する。また、14地区については、インターネット環境が
整備されているため不要であるとのことから、配布しないこととする。なお、
冊子、電子データの保存年数は2年とすることを確認。

平成27年2月26日

【議案のホームページへの掲載】
地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告案件について、個
人情報の部分は非公開とする。

平成27年4月13日

【議会だよりのリニューアルについて】
５月１６日発行第５２号議会だより原稿をもって全体構成のリニューアルにつ
いて確認。

平成28年9月29日
【議会だよりの表紙写真について】
議会だよりの表紙写真の公募については、今後行わないことを決定する。



月 日 内 容

平成27年5月22日

【政策検討部会の設置について】
重要な政策等への議論や議員提出議案や政策提言等を議論する場とし
て、全員協議会を活用することが確認され、全員協議会規程の一部を改
正し、協議事項の見直しと、新たに下部組織として政策検討部会を設置
することとした。

平成27年9月10日

【支払督促による１８０条の専決について】
平成24年6月29日議決による市長専決処分の指定事項である「支払督促

に対する異議申立てによる訴訟の提起に関すること」について見直しを行い、
対象とする債権を主な私債権である水道料金と医療センターの使用料・手数
料に限定するとともに、訴訟によって履行を請求する金額を簡易裁判所が裁
判権を有するとされる１４０万円以下に設定するよう変更を行うこととした。

令和2年1月20日

【政策条例の立案について】
議会として政策条例「（仮称）子どもの権利に関する条例」の立案に取り組

むこととした。（政策検討部会で条例案の作成に取り組むこととした。）

令和2年8月20日

【新型コロナウイルス感染症対策について】
議会内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、保健所の聞き取り調
査に対応できるよう、庁内の会派室や図書室、又は担当部署で議員が他の
議員及び事務局職員以外の者と接触した場合の記録を取るため、接触した
場所と接触者の氏名を事務局に報告することとした。



月 日 内 容

令和２年１月８日

【政策条例について】

「（仮称）子どもの権利に関する条例」の立案については、議会として取り組
むことを全員協議会に報告することとした。



３．政策提言への取り組み





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配信 

         アクセス件数について  
 

   

       





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

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）

⑤ 平成28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）

⑥ 平成29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）



⑦ 平成30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）

⑧ 令和元年度版

・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）

⑧ 令和２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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