
名古屋市会
議会報告会

平成24年6月2日(土曜日)
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議会報告会とは？
平成22年3月に議決した

「名古屋市議会基本条例」に基づき、

議会活動に関する情報を

積極的に公開するとともに、

市民の皆様のご意見を把握して、

議会活動に市民の意見を反映させるため、

開催するものです。
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現在の名古屋市会の構成①

減税日本ナゴヤ
（22人）

自由民主党
名古屋市会議員団

（19人）

公明党
名古屋市会議員団

（12人）

民主党
名古屋市会議員団

（11人）

減税日本 新政会
（5人）

日本共産党
名古屋市会議員団

（5人）
減税日本クラブ

（1人）

定数
75人
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現在の名古屋市会の構成②
【常任委員会】 担当部門ごとに議論する委員会

総務環境委員会 市長室、総務局、環境局など

財政福祉委員会 財政局、健康福祉局、病院局など

教育子ども委員会 子ども青少年局、教育委員会

土木交通委員会 緑政土木局、交通局

経済水道委員会 市民経済局、上下水道局

都市消防委員会 住宅都市局、消防局
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現在の名古屋市会の構成③
【特別委員会】 テーマを決めて議論する委員会

大都市・行財政制度特別委員会

防災・災害対策特別委員会

環境・エネルギー問題対策特別委員会

都市活力向上特別委員会

公社対策特別委員会

安心・安全なまちづくり対策特別委員会
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名古屋市会の活動①
【定例会・臨時会】23年度

会期
市長提案 議員提案

23年3月定例会 35日間 103件 12件
6月定例会 18日間 11件 10件
7月臨時会 2日間 2件 ―

9月定例会 34日間 33件 9件
11月定例会 20日間 37件 10件
12月臨時会 2日間 1件 ―

24年2月定例会 29日間 94件 12件

合計 140日間 281件 53件

議決した議案数
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名古屋市会の活動②
【委員会】23年度(24年５月臨時会前まで)

常任委員会 特別委員会

総務環境 61日 大都市・行財政制度 8日

財政福祉 61日 防災・災害対策 8日

教育子ども 53日 環境・エネルギー問題対策 6日

土木交通 44日 都市活力向上 8日

経済水道 47日 公社対策 11日

都市消防 52日 安心・安全なまちづくり対策 10日

議会運営委員会 44日
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これまでの議会審議のあらまし
〜市会だよりに基づきご報告

昨年3月の市会議員選挙後の、

議会の審議や主要な政策テーマなどを

市会だよりに基づきご報告します。
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○東日本大震災の発生

○厳しい名古屋市の財政状況

(市民税減税を実施した平成22年度）

○議員報酬について考える

第125号 平成23年5月
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■３月定例会について

○平成23年度一般会計予算を

修正可決しました。

～減税のための「保育料の増額改定」を

取りやめる修正を行いました。

○政令指定都市初！

委員会で議員同士が討議を行う委員間討議

○議員報酬について～全会一致で制定

第126号 平成23年6月
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■６月定例会について

○議員辞職や議員による薬事法違反について

○本市の災害対策や

東日本大震災の復興支援に関する

補正予算(総額６４億円余)が成立しました。

○厳しい名古屋市の財政状況について

○中京都構想について

第127号 平成23年9月
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■９月定例会について
○本市の災害対策や待機児童対策、

児童虐待の防止に関する補正予算が成立しました。

○市長提案の

「市民税減税条例の制定について」は、

慎重に審査を行うため継続審査としました。

○名古屋市の今後の財政収支見通しについて

○市長が行財政改革の一環として

「名古屋市版事業仕分け」を行いました。

第128号 平成23年12月
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■11月定例会について
○市長提案の一律10％減税案と
減税日本提案の７％減税修正案は
いずれも否決されました。

○議会改革への取り組み
○市民税減税の経緯
○請願・陳情について
○平成22年度に実施した市民税減税の概要
○名古屋市の今後の財政収支見通しについて
○市長が行財政改革の一環として
「名古屋市版事業仕分け」を行いました。

臨時号 平成24年1月
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■11月定例会・12月臨時会について
○市長提案の5％減税案は、

強い要望・意見をつけて修正可決しました。

○本市の災害対策や災害復旧に関する

補正予算が成立しました。

○自民党・公明党・民主党提案の

古紙の持ち去り防止に

関する条例が成立しました。

第129号 平成24年2月
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○名古屋市会は

どのような活動をしているのでしょう？

○再議について

～名古屋地方裁判所が

河村市長の訴えを退ける判決

○東日本大震災から1年

～名古屋市会の取り組みについて

○名古屋市会の2月定例会が開会中です。

臨時号 平成24年3月
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2⽉定例会について
平成24年度当初予算などの

市長提出案件と

自民党・公明党・民主党提案の

がん対策推進条例案などの

議員提出議案についての審議、

議長・副議長の選挙が行われました。

第130号 平成24年5月
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2月定例会の主な日程
日にち 内容

2月20日 本会議(市長の提案説明など)

24日 本会議(当初予算に関係のない議案の個人質疑)

2月27日～
3月1日

委員会(当初予算に関係のない議案の審査)

3月2日 本会議(当初予算の代表質問)

5日～7日
本会議(当初予算の個人質問、当初予算に関係の
ない議案の議決)

8日～16日 委員会(当初予算の審査)

11日
議員総会(東日本大震災の犠牲者の追悼と被災地
の復興支援の決議)

16日 本会議

19日 本会議(当初予算の議決、正副議長選挙など)
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2月定例会 終日の3月19日に、

議長・副議長辞任に伴う

議長・副議長選挙が行われました。

選挙の結果、

議長に中川貴元議員(自民)

副議長に田山宏之議員(減税)

が選出されました。
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▼ 強い要望・意見(附帯決議) ▼
(減税日本、自民党、公明党、民主党提案)

地域委員会のモデル実施の募集地域については、
１区２地域は目標とするのではなく、あくまで募集の
上限として位置づけること。また、あくまでも地域の
自主的な申請に基づく手上げ方式によるとの趣旨を、
学区連絡協議会や区役所を含む本市組織全体にお
いて明確に説明するとともに、制度の周知にあたっ
ては、本庁職員で行うなど、区役所職員の関与は
小限とすること。
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予算額

一般会計 1兆 288億円

特別会計 1兆1,278億円

公営企業会計 4,372億円

合計 2兆5,938億円
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平成２４年度一般会計当初予算の概要

目的別の区分
平成24年度
当初予算額

平成23年度
当初予算額

対前年度
伸率

１市民の福祉と健康 4,198億2千万円 4,186億6千万円 0.3%

２都市の安全と環境 958億7千万円 954億1千万円 0.5%

３市民の教育と文化 761億7千万円 804億2千万円 ▲5.3%

４市街地の整備 1,407億3千万円 1,499億２千万円 ▲6.1%

５市民の経済 974億8千万円 979億3千万円 ▲0.5%

６人権と市民サービス 1,987億1千万円 2,075億7千万円 ▲4.3%

合 計 1兆287億８千万円 1兆499億1千万円 ▲2.0%
(▲211億4千万円)

平成24年度は市民税の5%減税が予定されています。
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3月2日に、平成24年度当初予算はじめ
市政全般に対する各党（5会派）の
代表質問を行いました。

3月5日から7日までの3日間で
延べ25人の議員が
平成24年度当初予算はじめ
市政全般に対する
個人質問を行いました。

当初予算に関係のない議案に対して、
3人の議員が個人質疑を行いました。

個人質問

個人質疑

代表質問
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3月19日の本会議で、

平成24年度一般会計当初予算の採決に先立ち、

日本共産党から

原案反対の立場で討論が行われました。

当初予算には３つの理由により反対する。

5％減税は中止し、福祉と防災のまちづくりを

進めるために予算の組み替えを求める。
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■賛成多数により議決

市長提出案件 ： 22件 議員提出議案 ： 1件

■全会一致により議決

市長提出案件 ： 72件 議員提出議案 ： 11件

◎2月定例会で審議した議案

市長提出案件 ： 94件 議員提出議案 ： 12件
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地域委員会のモデル実施
本市職員の業績評価制度

本市の被災地支援に係る職員派遣

古紙持ち去り防止対策

環境科学調査センター

総務環境委員会
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本市における自殺対策
生活保護の実施に係る

警察官OBの活用

臨時財政対策債の発行額

守山市民病院の民間譲渡

財政福祉委員会
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学校の津波避難ビル指定
子育て支援手当ての廃止

児童虐待防止対策

小・中学校の普通教室の

冷房化に向けた取り組み

教育子ども委員会
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街路灯の省エネルギー化
街路樹や公園等の維持管理費の削減

マナカの付加サービスの充実や

電子マネー事業

交通局における業務継続計画の策定

土木交通委員会
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区役所改革・区長の権限強化
地域における商店街の役割

上下水道局保有資産の有効活用

下水道総合地震対策計画

下水道未整備地域の取り組み状況

経済水道委員会
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多数の者が利用する建築物の

耐震診断助成
市営住宅における高齢者共同居住事業

消防団活動の安全基準

帰宅困難者対策

緊急地震速報の導入

都市消防委員会
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●がん対策推進条例が
全会一致で成立しました。

(自民党・公明党・民主党提案)

がんの克服に向けた

市民総ぐるみによる

がん対策の実施に資するため、

本市のがん対策の

基本となる事項を定めるものです。
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公開事業審査の審査人の委嘱について、

広く市民の意見が反映されるよう配慮することを

定めるものです。

●公開事業審査の実施に関する
条例の一部改正が成立しました。
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名古屋市会からのお知らせ ①
～傍聴しやすい環境整備をはかりました！

本会議の傍聴

申し込みをしやすくしました。

受付で飲料水を提供することとしました。

委員会の傍聴

定員を7人から10人に増やしました。
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名古屋市会からのお知らせ ②
■6月定例会は

6月19日(火)～7月5日(木) の予定です。

本会議・委員会の傍聴にお越しください。

■本会議・委員会の

インターネット中継を実施していますので、
ご覧ください。
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名古屋市会からのお知らせ ③
■２１世紀初の

「子ども議会」を開会します！
○メインテーマ

「大好きな名古屋を

笑顔があふれるまちにしよう

～届け、わたしたちの思い～」

○被災地交流の一環として、

陸前高田市の子どもたちと

メッセージを交換します。

○対象 ： 名古屋市内在住・在学の小学5・6年生
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名古屋市会からのお知らせ ④
■２１世紀初の

「子ども議会」を開会します！

○日程 ： 事前説明会 7月14日(土) 午前10時

事前研修会① 7月20日(金) 午後1時30分

事前研修会② 7月27日(金) 午後１時

本会議 8月19日(日) 午後2時

○募集期間 ：

６月４日（月）～６月２９日（金）必着

８月１９日の
本会議は、
ネット中継を
行います！
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名古屋市会
議会報告会

平成24年6月2日(土曜日)
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