
名古屋市会
市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく会会会会市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく会会会会

なぜダメなの？議会からの情報発
信！

平成２２年８月２１日（土）午後3時～

名古屋市公館

名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例についてについてについてについて

名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例

平成平成平成平成22年年年年3月施行月施行月施行月施行



議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの理念理念理念理念①①①①

市民参加市民参加市民参加市民参加をををを促進促進促進促進しししし
市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを把握把握把握把握

請願請願請願請願････陳情審査陳情審査陳情審査陳情審査にににに
おけるおけるおけるおける口頭陳情口頭陳情口頭陳情口頭陳情

市民議会演説市民議会演説市民議会演説市民議会演説
制度制度制度制度のののの実施実施実施実施

公聴会公聴会公聴会公聴会・・・・参考人参考人参考人参考人
のののの制度制度制度制度のののの活用活用活用活用

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの
開催開催開催開催

議会活動議会活動議会活動議会活動にににに反映反映反映反映

議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの理念理念理念理念②②②②

ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト
（（（（ホームページホームページホームページホームページ））））

市会市会市会市会だよりだよりだよりだより

インターネットインターネットインターネットインターネット
中継中継中継中継広報広報広報広報のののの充実充実充実充実

議会活動議会活動議会活動議会活動にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに公開公開公開公開



議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの開催開催開催開催

市内市内市内市内１６１６１６１６区区区区をををを対象対象対象対象にににに衆議院衆議院衆議院衆議院のののの
選挙区選挙区選挙区選挙区ごとにごとにごとにごとに５５５５会場会場会場会場でででで実施実施実施実施

４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金）））） 西区西区西区西区
４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））熱田区熱田区熱田区熱田区・・・・天白区天白区天白区天白区
４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））中村区中村区中村区中村区・・・・守山区守山区守山区守山区

西区役所講堂西区役所講堂西区役所講堂西区役所講堂でのでのでのでの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会（（（（4月月月月16日日日日））））



議会とし
てもっと
もっと

「発信」
すべき

これから
も議会の
たびに報
告会を開
いてほし

い

報告会
はもっと
回数を

増やして
ほしい

今後と
も各区
で開催
してくだ

さい

定期的
に行っ

て
ください

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でのでのでのでの市民意見市民意見市民意見市民意見

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの開催開催開催開催
をををを望望望望むむむむ声声声声はははは、、、、８６８６８６８６件件件件

ありましたありましたありましたありました
議会広報議会広報議会広報議会広報にににに

力力力力をいれてほをいれてほをいれてほをいれてほ
しいというしいというしいというしいという意意意意
見見見見はははは、、、、１４１４１４１４件件件件



議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの理念実現理念実現理念実現理念実現のためのためのためのため
のののの予算要求予算要求予算要求予算要求（（（（6月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算））））

議会活動の広報

議会審議機能の強化

傍聴環境の整備

８１，９４４千円

８，０６０千円

１，０００千円

予算要求予算要求予算要求予算要求にににに対対対対するするするする市長市長市長市長のののの考考考考ええええ①①①①

市会だよりの毎月発行

回数回数回数回数をふやすことはをふやすことはをふやすことはをふやすことは、、、、
必要性必要性必要性必要性、、、、費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果
のののの面面面面でででで疑問疑問疑問疑問があるがあるがあるがある

議会報告会の開催

政党政党政党政党、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人がががが
行行行行うべきものとうべきものとうべきものとうべきものと考考考考ええええ
ているているているている

議会活動の広報については



予算要求予算要求予算要求予算要求にににに対対対対するするするする市長市長市長市長のののの考考考考ええええ②②②②

市民意見を聴いて、議
会で検討してください

議会活動の広報については、
予算を認めませんでした

議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの理念実現理念実現理念実現理念実現のたのたのたのた
めのめのめのめの予算要求予算要求予算要求予算要求（（（（９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算））））

議会活動の広報

市会市会市会市会だよりのだよりのだよりのだよりの
増刊増刊増刊増刊

１３１３１３１３，，，，４０４４０４４０４４０４千円千円千円千円

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの
開催開催開催開催

４４４４，，，，１５０１５０１５０１５０千円千円千円千円



議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを

これからも
開いて
ほしい

議会のたびに
開催してほしい

今後も継続して
開いてほしい

各区で開いて
ほしい

とのとのとのとの市民市民市民市民のののの意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、

定例会終了後定例会終了後定例会終了後定例会終了後にににに開催開催開催開催をををを予定予定予定予定したしたしたした
いといといといと思思思思いますいますいますいます

議会基本条例の趣旨を踏まえ、

政党政党政党政党またはまたはまたはまたは個人個人個人個人でででで行行行行うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく
議会議会議会議会がががが議事機関議事機関議事機関議事機関としてとしてとしてとして開催開催開催開催するするするする

ことにより、その責任を果たす
ものです。



市長市長市長市長ののののパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング
（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度））））

名名名名　　　　　　　　称称称称 経経経経　　　　　　　　費費費費

河村市長河村市長河村市長河村市長のののの本丸御殿本音本丸御殿本音本丸御殿本音本丸御殿本音トークトークトークトーク ８６７８６７８６７８６７千円千円千円千円

木曽川水系連絡導水路事業公開討論会木曽川水系連絡導水路事業公開討論会木曽川水系連絡導水路事業公開討論会木曽川水系連絡導水路事業公開討論会 １１１１，，，，３４６３４６３４６３４６千円千円千円千円

陽子線陽子線陽子線陽子線がんがんがんがん治療施設公開討論会治療施設公開討論会治療施設公開討論会治療施設公開討論会 １１１１，，，，４６５４６５４６５４６５千円千円千円千円

そのそのそのその他他他他（（（（タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングなどなどなどなど３５３５３５３５回回回回）））） ４４４４，，，，６１２６１２６１２６１２千円千円千円千円

合合合合　　　　　　　　計計計計 ８８８８，，，，２９０２９０２９０２９０千円千円千円千円

市会市会市会市会だよりについてはだよりについてはだよりについてはだよりについては、、、、

もっと、情報
発信すべき

広報に尽力
してほしい

広報紙で
市民に知ら
せてほしい

とのとのとのとの市民市民市民市民のののの意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、



従来従来従来従来のののの定例会定例会定例会定例会、、、、臨時会臨時会臨時会臨時会のののの概要報告概要報告概要報告概要報告からからからから

◎◎◎◎議会議会議会議会でででで議論議論議論議論になっているになっているになっているになっているテーマテーマテーマテーマのののの特集特集特集特集
◎◎◎◎各委員会各委員会各委員会各委員会のののの活動活動活動活動・・・・審査状況審査状況審査状況審査状況
◎◎◎◎本会議本会議本会議本会議やややや委員会委員会委員会委員会のののの傍聴手続傍聴手続傍聴手続傍聴手続きききき
◎◎◎◎請願請願請願請願・・・・陳情陳情陳情陳情のののの手続手続手続手続きききき など

増刊増刊増刊増刊によりによりによりにより、、、、これまでおこれまでおこれまでおこれまでお伝伝伝伝えできなかっえできなかっえできなかっえできなかっ
たたたた情報情報情報情報をををを発信発信発信発信していきたいしていきたいしていきたいしていきたい

広報広報広報広報なごやとなごやとなごやとなごやと市会市会市会市会だよりのだよりのだよりのだよりの比較比較比較比較

市長が発行する

広報なごや

○予算（平成２２年度）
２１５，４２０千円

○１６ページ
○発行回数

毎月発行 年１２回

議会が発行する

市会だより

○予算（平成２２年度）
４０，１６８千円

○４ページ
○発行回数

隔月 年７回



広報関係予算広報関係予算広報関係予算広報関係予算のののの比較比較比較比較
（（（（２２２２２２２２年度予算年度予算年度予算年度予算））））

市長室広報費市長室広報費市長室広報費市長室広報費

４０１４０１４０１４０１，，，，３２８３２８３２８３２８千円千円千円千円 議会広報費議会広報費議会広報費議会広報費

５２５２５２５２，，，，２２２２２２２２２２２２千円千円千円千円

なぜなぜなぜなぜ ダメダメダメダメなのなのなのなの？？？？
議会議会議会議会からのからのからのからの情報発信情報発信情報発信情報発信！！！！

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの開催開催開催開催

市会市会市会市会だよりのだよりのだよりのだよりの増刊増刊増刊増刊

私私私私たちたちたちたち議会議会議会議会はははは、、、、必要必要必要必要とととと思思思思いますいますいますいます。。。。



市税収入市税収入市税収入市税収入とととと市債市債市債市債（（（（借金借金借金借金））））のののの推移推移推移推移
（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計ベースベースベースベース）））） 　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

当初予算当初予算当初予算当初予算 最終予算最終予算最終予算最終予算

　　　　　　　　市市市市　　　　　　　　　　　　税税税税 5,165 5,163 5,000 4,935 4,769 4,734 4,753 4,772

減減減減　　　　税税税税　　　　前前前前 ― ― ― ― 4,930 4,950 4,970 4,989

１０１０１０１０％％％％減税額減税額減税額減税額 ― ― ― ― △ 161 △ 216 △ 217 △ 217

― ― 278 ― 482 397 425 525

　　　　　　　　市市市市　　　　　　　　　　　　債債債債（（（（借金額借金額借金額借金額）））） 822 973 1,025 1,258 1,233 1,087 1,067 1,057

　　　　　　　　赤赤赤赤　　　　　　　　字字字字　　　　　　　　市市市市　　　　　　　　債債債債
　（　（　（　（臨時財政対策債等臨時財政対策債等臨時財政対策債等臨時財政対策債等）））） 241 216 330 370 450 450 430 420

（（（（うちうちうちうち　　　　減税減税減税減税をををを含含含含んだんだんだんだ収支不足収支不足収支不足収支不足
にににに対対対対してしてしてして発行発行発行発行したしたしたした赤字市債赤字市債赤字市債赤字市債）））） （―） （―） （―） （―） （130） （130） （110） （110）

18,148 18,018 17,995 18,228 18,587 18,769 18,763 18,609

811 802 800 807 823 831 831 824

２５２５２５２５年度年度年度年度
見通見通見通見通しししし

　　　　　　　　収収収収　　　　支支支支　　　　不不不不　　　　足足足足

　　　　　　　　市債現在高市債現在高市債現在高市債現在高（（（（借金残高借金残高借金残高借金残高））））

２０２０２０２０年度年度年度年度
決算決算決算決算

２１２１２１２１年度年度年度年度 ２２２２２２２２年度年度年度年度
予算予算予算予算

２３２３２３２３年度年度年度年度
見通見通見通見通しししし

　 　 　 　 市民一人当市民一人当市民一人当市民一人当たりのたりのたりのたりの借金額借金額借金額借金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

区区区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分 １９１９１９１９年度年度年度年度
決算決算決算決算

２４２４２４２４年度年度年度年度
見通見通見通見通しししし

一般会計一般会計一般会計一般会計のののの市債市債市債市債（（（（借金借金借金借金））））のののの状況状況状況状況
（（（（単位億円単位億円単位億円単位億円））））

19 ,00919 ,00919 ,00919 ,009

18 ,75718 ,75718 ,75718 ,757

18 ,39618 ,39618 ,39618 ,396

18 ,14818 ,14818 ,14818 ,148
18 ,01818 ,01818 ,01818 ,018

18 ,22818 ,22818 ,22818 ,228

18 ,58718 ,58718 ,58718 ,587

17,400

17,600

17,800

18,000

18,200

18,400

18,600

18,800

19,000

19,200

16161616年度年度年度年度 17171717年度年度年度年度 18181818年度年度年度年度 19191919年度年度年度年度 20202020年度年度年度年度 21212121年度年度年度年度 22222222年度年度年度年度

市民一人あたりの市債残高は、２１年度で、

８０万７千円です。



一般会計一般会計一般会計一般会計のののの収支不足額収支不足額収支不足額収支不足額

収支不足額収支不足額収支不足額収支不足額（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））

393393393393 417417417417
512512512512
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平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度(億円億円億円億円)

財政福祉委員会資料（平成２２年３月１９日）から



減税減税減税減税のののの導入導入導入導入にににに伴伴伴伴うううう経済的影響経済的影響経済的影響経済的影響
三菱三菱三菱三菱UFJリサーチリサーチリサーチリサーチ＆＆＆＆コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティングによるによるによるによる試算結果試算結果試算結果試算結果

成長率 減税を実施しない場合 減税を実施する場合

民間消費（名目） 年平均　０．３０％ 年平均　０．７７％

市内総生産（名目） 年平均　０．１７％ 年平均　０．４７％

企業所得 年平均　０．０９％ 年平均　０．１８％

個人市民税の減収幅 年間１０４～１３８億円が減収

減税減税減税減税によるによるによるによる経済効果経済効果経済効果経済効果はははは確確確確かにかにかにかに見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる。。。。
ただしただしただしただし、、、、減税減税減税減税にににに伴伴伴伴うううう税収税収税収税収のののの減少分減少分減少分減少分をををを補補補補うほどのうほどのうほどのうほどの

経済効果経済効果経済効果経済効果はははは見込見込見込見込まれていないまれていないまれていないまれていない。。。。

減税減税減税減税にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの考考考考ええええ方方方方

23年度以降年度以降年度以降年度以降のののの減税規模減税規模減税規模減税規模はははは217億円億円億円億円
のののの見通見通見通見通しししし、、、、市税収入市税収入市税収入市税収入のののの見込見込見込見込みもみもみもみも不透明不透明不透明不透明

予算編成がより厳しくなり、
市債残高の増加が予想

減税減税減税減税はははは恒久化恒久化恒久化恒久化するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、年度年度年度年度ごとのごとのごとのごとの
市税収入市税収入市税収入市税収入のののの見込見込見込見込みなどみなどみなどみなど総合的総合的総合的総合的にににに判断判断判断判断すべきすべきすべきすべき



河村市長河村市長河村市長河村市長のののの再議再議再議再議についてについてについてについて

中期戦略中期戦略中期戦略中期戦略ビジョンビジョンビジョンビジョン

・2012年度を目標に

した本市の総合計画
・６月定例会で、地域
委員会や減税に関す
る部分を議会が修正
議決

176条条条条4項項項項によるによるによるによる

再議
公開事業審査公開事業審査公開事業審査公開事業審査のののの
実施実施実施実施にににに関関関関するするするする条例条例条例条例

・市が行う事業の見
直しに、議員や市民
も加わって、効果や
効率を検証すること
などを定める。
・議員提案で可決

市長は議会の
権限を超える
ものと判断

市長市長市長市長がががが行行行行おうとしているおうとしているおうとしているおうとしている再議再議再議再議のののの
問題点問題点問題点問題点

市長は、議会の権限を超えるというが、明
確な法律的根拠が示されていない

総合計画の修正は、他の自治体でも行わ
れている

公開事業審査（事業仕分け）は、議員も加
わって実施をされている自治体があるが、
支障があるという自治体はない



議会解散請求議会解散請求議会解散請求議会解散請求のののの流流流流れれれれ

署名活動

期間は１ヶ月
8月下旬～

約３６万５千人
の署名

署名簿の審査・縦覧
（約１か月）

市議・市長・知事の
同日選挙

解散請求
１１月上旬

住民投票
１２月下旬

２月上旬

※※※※新聞情報新聞情報新聞情報新聞情報によるものによるものによるものによるもの

なぜなぜなぜなぜ、、、、今今今今 議会議会議会議会をををを解散解散解散解散するするするする必要必要必要必要がががが
あるのかあるのかあるのかあるのか？？？？

・・・・市政市政市政市政のののの課題課題課題課題
がががが山積山積山積山積

・・・・行政行政行政行政のののの停滞停滞停滞停滞
をををを招招招招くくくく

２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月にににに
はははは、、、、市議選挙市議選挙市議選挙市議選挙
がががが控控控控えているえているえているえている

市長市長市長市長のののの思思思思いいいい
通通通通りになるりになるりになるりになる議議議議
会会会会がががが市民市民市民市民のたのたのたのた
めになるのかめになるのかめになるのかめになるのか


