市議会だより
ゆくはし

■発行日 / 平成 31 年１月１日

新 春 号

No. １４３

田中 建一
岡 淳輔

あけましておめでとうございます。行橋市議会を
代表しまして一言ご挨拶を申し上げます。
希望に満ちた輝かしい平成 年の新春を、皆様ご
健勝にてお迎えのことと、心からお慶び申し上げま
す。
さて本市議会では、昨年９ 月に「議会改革調査特
別委員会」を立ち上げ、これまでに計６ 回の委員会
を 開 催 い た し ま し た。 引 き 続 き、 議 会 の 基 本 理 念、
議員の責務や議会運営の原則、それから議会の透明
性について改めて考えますとともに、真剣かつ真摯
な議論を重ねて参ります。また、議員一人ひとりが
市民のニーズにあった政策を推進し、住民自治の確
立と地方分権時代に即した市政の実現に向けまして
も、併せて取り組んで参る所存でございます。
そのほか、インターネットを活用した本会議の録
画映像の配信や、実際の議場で行う小・中学生を対
象とした「子ども議会」を実施しておりますが、こ
れからも、このような事業を積極的に推進し、より
開かれた議会をめざして参ります。
本年も全議員が一丸となり、市民の皆様が行橋市
に住んで良かったと言える、確かな市政運営の実現
と市勢の発展に尽くして参りますので、更なるご支
援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結 び に あ た り、 行 橋 市 の 今 後 ま す ま す の 発 展 と、
そして何よりも皆様方のご健勝とご多幸を衷心より
祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

平成三十一年 元旦
行橋市議会

議 長
副議長
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基地対策特別委員会

議会運営委員会

ゆくはし市議会だより【2】

平成３１年（２０１９年）１月１日発行

総務委員会

各委員会
の
紹介
【構成議員】

【構成議員】
（後列左から） 二保委員、諫山委員

（後列左から） 豊瀬委員、諫山委員

（前列左から） 藤本委員長、井上副委員長

（前列左から） 澤田委員長、工藤副委員長

【所管事項】
〇基地問題に関する事項

【所管事項】
〇定例会及び臨時会の会期日程 〇議会の運営
〇議会の会議規則、委員会に関する条例等
〇議長の諮問

〇地方創生 〇行政運営 〇防災・減災 〇財政問題

委員会の開催状況および協議事項
平成３０年

覀

【所管事項】

議会改革調査特別委員会
◇第１回

【構成議員】
（後列左から）
小坪委員、二保委員、田中委員、 岡委員
（前列左から）
德永委員、大池委員長、藤本副委員長

〇財産管理 〇入札及び契約 〇消防行政
〇国保行政 〇後期高齢者医療

行橋市議会では、本紙上をも
って、新年のご挨拶とさせて
いただきます。
皆様のご理解とご協力をお願
い申し上げます。

９月２５日

委員長・副委員長の互選、委員会方針協議
※請願書については、継続審査を要求することで
決定しました。

◇第２回

平成３０年１０月

９日

建設経済委員会

文教厚生委員会

請願書の取り扱いについて協議
◇第３回

平成３０年１０月２２日

参考人からの意見聴取

【構成議員】
（後列左から）
小堤委員、井上委員、小原委員、工藤委員、西本委員
（前列左から）
岡委員、德永委員、城戸委員長、村岡副委員長、藤本委員

覀

【調査事項】
〇議員定数及び議会改革に関する事項

※請願書を提出した区長連合会から３名を参考人
として招き、請願の趣旨等を確認しました。

◇第４回

平成３０年１１月１２日

請願書に対する各委員からの意見聴取、審査
◇第５回

平成３０年１１月２１日

請願書に対する各委員からの意見集約
◇第６回

平成３０年１２月

７日

請願書に対する各委員からの最終的な意見の
とりまとめ、採決

平成３０年９月第１１回定例会において行橋市区長連合会から『行橋市議会議員定数削減を求める請願書
（請願事項：議員定数を現行２１名から３名削減し１８名にすること）』が提出され、当委員会にその審査が
付託されました。
審査終了後、委員の意見をとりまとめ、委員会採決を行った結果、本請願については出席委員賛成者なし
で「採択すべきでない」と決しました。
なお、適正な議員定数については市議会議員自らの問題であり、本委員会においてゼロベースで議論を行
うべきであるとの意見で集約されたため、今後も継続して調査・研究および分析を行ったうえで慎重に議論
を重ね、答えを導き出すこととしております。

【構成議員】
（後列左から）
工藤委員、鳥井田委員、諫山委員
（前列左から）
城戸委員、澤田委員長、村岡副委員長
【所管事項】
〇上下水道事業 〇住宅建設事業 〇都市計画事業
〇土木行政 〇農林水産業振興 〇企業誘致
〇商工振興 〇環境及び清掃行政 〇観光行政

【構成議員】
（後列左から）
田中委員、井上委員、瓦川委員、西本委員
（前列左から）
豊瀬委員、小原委員長、小堤副委員長
【所管事項】
〇学校教育 〇生涯教育 〇文化行政 〇介護保険
〇福祉行政 〇健康づくり行政
〇スポーツイベント
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平成３０年議会開催状況
会 期

日数

３月定例会

２月２７日 ～

３月１５日

１７日間

６月定例会

６月

５日 ～

６月２２日

１８日間

９月定例会

９月

４日 ～

９月２７日

２４日間

１２月定例会

１２月

４日 ～ １２月２１日

１８日間

議会の掲示板

◇◇◇ 傍聴してみませんか ◇◇◇
議会では皆さんの生活に直結した重要な問題が審議されています。
市政を身近に知るためにも、議会を傍聴してみてはいかがでしょうか。
◆手続きは簡単です！
本会議開催当日に、市役所７階の傍聴受付で傍聴券の交付を受けて傍聴者席へお進みください。
◆傍聴される方へのお願いです！
議会には傍聴に関してのルール（『行橋市議会傍聴規則』）があります。ルールを守って傍聴さ
れることをお願いします。
また、行橋市議会では、今後の議会運営に役立てるためにアンケート調査を実施しております。
傍聴者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、座席数に限りがございますので、団体での傍聴を希望される場合は、恐れ入りますが事前
に議会事務局へご連絡ください。
※ 議会日程等についてご不明なことがございましたら、議会事務局へお問い合わせください。
行橋市議会事務局 ℡ ２５－９６３３

公職選挙法では、
次のようなことが禁止されています。

◆議員が年賀状や暑中見舞いなどの
あいさつ状を出すこと（自筆の答礼は除く）
◆議員や後援会がお歳暮やお中元を贈ること

市民の皆様のご理解と、
ご協力をお願いします。

◆議員や後援会が寄附をしたり、
有料のあいさつ広告を出すこと
◆市民や団体が議員に寄附などを求めること

市議会だより編集委員会
行橋市議会では、市議会の活動や議案の議決結果などに
ついて、市民の皆様に広く知っていただくために「市議会
だより」を年５回（1 月、2 月、5 月、8 月、11 月）発行
しています。
「市議会だより」の編集につきましては、議長と副議長を
はじめ各委員会の委員長５人で構成された、市議会だより
編集委員会で行っています。
（後方左より）小原文教厚生委員長、
今後も市民の皆様に読みやすく、親しみやすい議会広報
澤田建設経済委員長 / 議会運営委員長、大池総務委員長
（前方左より）田中議長、覀岡副議長
をめざして参ります。

