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市会だよりとは､市会の諸活動を広く周知することにより､議会への理解と関心を高める
ことを目的に発行しています｡より分かりやすい紙面づくりを目指すため､平成22年6月号
の市会だよりから､議員で構成する編集委員会を設置しました｡
また､議会の活動に関する情報を積極的に公開･発信するため､平成23年度から市会
だよりの毎月発行化に向け､予算要求をして参りました｡しかし残念ながら､河村市長から
『回数をふやすことは､必要性､費用対効果の面で疑問がある』として､毎月発行化は認めら
れませんでしたので､平成26年度も現時点では年7回の発行を予定しています｡
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　本会議や委員会での議論の様子は、名古屋市ウェブサイト（市会情報）http://www.city.nagoya.jp/shikai/にて
録画中継をしています。ぜひご視聴ください。
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トピックス

正副議長から新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。平成27年の年頭にあたり、市民の皆様に
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年10月、明るく省エネルギーの白色光源を可能にした効率的な青色発光

ダイオード（LED）の発明に対し、赤﨑勇教授、天野浩教授、中村修二教授の3氏
がノーベル物理学賞を受賞されました。受賞理由となった研究が名古屋で行わ
れ、また名古屋の大学に在籍されている赤﨑・天野両教授が受賞されたことは、
「ものづくり名古屋」を象徴する出来事と言えるかと思います。
さて、平成39年にはリニア中央新幹線（東京－名古屋間）の開業が予定されて
おります。これにより、今後、人々の交流が活発になることが予測されますが、
この地域の持続的な発展につなげるため、リニア開業の効果を最大限に活用でき
るまちづくりを進める必要があります。
また、南海トラフ巨大地震等に対する不安が高まるこの地域では、「防災・減災
力を備えた強靭な都市圏の形成」が求められ、巨大地震に耐える強い圏域の形成
や名古屋都心の防災性の向上に取り組む必要があります。
さらに、今後、少子化・高齢化が進むことで生産年齢人口が減少し、医療・福祉
サービスなどの需要が増加することが懸念されることから、社会の支え手を増や
し、支援を必要とする人を支えていく必要があります。
これら3つの事項は、いずれも昨年10月に本市会で可決し、策定した「名古屋市

総合計画2018」において重点課題に位置づけられております。
名古屋市会としましても、本計画の着実な実施を求め、議会のチェック機能をし

っかりと果たしながら、市民の視点による政策立案・政策提言を行い、市民の生命
と財産を守り、この地域の活力と元気を一層高めるとともに、子どもたちの輝く
未来の創造に向けて全力を傾けてまいる所存であります。
本年が皆様にとりまして幸多い年となりますよう、心から祈念申し上げまして、
新年のごあいさつとさせていただきます。

名古屋市会議長
うかい春美
（中村区選出）

名古屋市会副議長
三輪芳裕
（天白区選出）

名古屋市会ってどんなところ？

市会は、選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民自治のかなめです。 まずは議員を初め市会の構成について見てみましょう。

■議員
名古屋市会（名古屋市では、慣例により議会のことを市会と呼んでいます。）

の議員の定数は75人です。議員は、区ごとに選挙によって選ばれ、任期は4年
です。
議員は、市会の会議に出て予算や条例を決めるための話し合いをしたり、

市民の意見や要望を聞くこと、また、市の仕事について調べることなどを仕事に
しています。
また、議員は本会議・委員会の活動を行うほか、年間を通して、政務活動（会派
が行う調査研究、研修、広聴広報、住民相談、要請陳情、各種会議への参加等市
政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させ
る活動その他住民福祉の増進を図るために必要な
活動をいいます。）などを行っています。

■議長・副議長
市会には、議員の中から選挙で選ばれた議長と副議長がいます。議長は市会を

代表し、市会が円滑に運営されるように努め、市会のさまざまな事務を整理し、
処理します。副議長は、議長が出席できないときなどは、議長の代わりを務めます。

■会派
市会では、所属する政党や主義・主張を同じくする議員が集まってグループを

つくり、活動しています。

議会運営委員会

常任委員会（６）

特別委員会（６）

本会議

市 会
議長
副議長
議員

会 派

議員はどんなことをしているのですか？ 正副議長の役割は？

会派とは何ですか？

～答えについては  3面  をご覧ください～

問い1 問い2 問い3 問い4 問い5
　現在の本会議場が
出来たのはいつで
しょうか？

　本会議場では本会
議が開かれますが、議
席はどのような形に
配列されているでしょ
うか？

　本会議場には本会
議を傍聴することの
できる傍聴席があり
ますが、何席あるで
しょうか？

　第1回名古屋市会
が開かれたのはいつ
でしょうか？

全国には790市あり
ますが、その中で市議
会のことを「市会」と称
している議会はどれだ
けあるでしょうか？

明治42年
昭和8年
昭和60年

144席
148席
356席

明治元年
明治22年
昭和22年

5市
20市
47市

扇形
円形
馬蹄形（U字形）
ば ていけい

本会議・委員会の活動については2面をご覧ください。
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名古屋市会の本会議・委員会の活動　名古屋市会の本会議・委員会の活動　 名古屋市会名古屋市会 クイズの答えクイズの答え

現在の名古屋市会本会議場は、市役所本庁舎の竣工に合わせて、
昭和8年9月6日に初めて使用され、午後3時10分本会議が開会さ
れました。
なお、「い…明治42年（1909年）」は右の「問い2の答え」にある
とおり、旧市会議事堂が完成した年です。また、「は…昭和60年
（1985年）」は、各委員会室などのある東庁舎の完成した年です。

名古屋市会本会議場は珍しい円形になっています。円滑な議会
運営を目指し、議席を円形にしたと言われています。「い…扇形」は
議席が半円形や準半円形に配列されているもので、国会などで見ら
れるものです。
「は…馬蹄形（U字形）」は議席が馬
の蹄の形のようにU字形に配列されて
いるもので、名古屋市会では各委員会
室の委員席が馬蹄形になっています。

現在の本会議場は
昭和8年に建設され
ましたが、それ以前
の旧市会議事堂の
本会議場は円形で
はなく、扇形をして
いました（右の写真
参照）。
なお、旧市会議事
堂では、明治42年
10月に完成した後、
現在の場所に移転
するまでの約24年
間、市会が開かれて
いました（右の写真
参照）。

　昭和22年（1947年）4月17日、新たに地
方自治法が公布され、同年5月3日に施行さ
れましたが、その後においても、名古屋市を
初め、横浜市、京都市、大阪市、神戸市の旧五
大市の議会では、明治22年に施行された市
制の時代から使用してきた「市会」という呼称
を現在も使用しています。

　本会議場の傍聴席は356席（車いす席6台分を含む）あります。
　なお、「い…144席」は神戸市の本会議場における傍聴席数
（車いす席4台分を含む）、「ろ…148席」は、大阪市の本会議場に
おける傍聴席数（車いす席4台分を含む）で、名古屋市会本会議場の
傍聴席は、20ある政令指定都市の中で、2位の大阪市、3位の神戸
市を大幅に上回り、第1位の席数を誇っています。

　明治21年（1888年）4月、「市
制」が公布され、名古屋は明治22年
10月1日、鳥取・徳島と共に第36番
目の市制を施行しました。
　そして、明治22年11月15日、記
念すべき第1回の名古屋市会が開会
されました。名古屋市会は、平成27
年で126年目を迎えます。
　なお、明治22年10月1日の市制
施行時の人口は、157,496人、市
域の面積は13.34平方キロメート
ルであり、現在の市域の面積である
326.43平方キロメートルの約4%
にすぎませんでした。 明治22年最初の市会招集状

昭和8年当時の本会議場のようす

本会議場傍聴席

委員会室

旧市会議事堂（内部）

旧市会議事堂（正面玄関）

本庁舎正面玄関の議事堂札

現在の本会議場のようす

■定例会・臨時会 ■定例会・臨時会の会期外における委員会の活動

■会議の流れ

　市会には「定例会」と、「臨時会」があり、いずれも市長が招集します。一般
的な「定例会」の流れについては、以下の「会議の流れ」のとおりです。

本会議は定例会や臨時会の期間中だけ行いますが、委員会は定例会や
臨時会の開催されていない期間でも、次のように活発に活動しています。

定期的に開かれる議会のことで、名古
屋市会では年4回（2月、6月、9月、
11月）開催しています。

議案が提案され、提案者が提案議案の内容と提案理由について説明し
ます。提案された議案に対する質疑や、市政全般に関する質問を行った
後、議案をさらに詳しく審査するために、関係の常任委員会に付議します。

本会議で付議された議案について、常任委員会で専門的かつ詳細に
審査します。

各委員会で決まった審査結果を報告した後、議案の賛否について採決
を行います。
なお、平成26年2月定例会から平成26年11月定例会閉会までに、
市長提出案件を158件、議員提出議案を27件議決しました。

議会の円滑な運営のため、市会の運営などについて必要な取
り決めを行います。

市会で扱う問題をいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審
査するため、本会議の予備審査的な組織として、現在6つの常任
委員会が設けられています。議員全員がどれか1つの常任委員
会に所属しています。
●総務環境委員会　●財政福祉委員会　●教育子ども委員会
●土木交通委員会　●経済水道委員会　●都市消防委員会

　市会が特に必要と認めた問題を審査・調査するために設置され
るもので、現在6つの特別委員会が設けられており、議員全員が
どれか1つの特別委員会に所属しています。
●大都市制度・広域連携促進特別委員会 ●防災・エネルギー対策特別委員会
●産業・歴史文化・観光戦略特別委員会 ●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

必要に応じて開かれる議会のことで、名
古屋市会では常任委員会委員等の選任
を行うため、例年5月に開催しています。

定例会 臨時会

１.  本会議

2.  委員会

3.  本会議

議会運営委員会

常任委員会

特別委員会

本会議とは？
議員が全員集まる会議を「本会議」といいます。
本会議は、市民のために市が何をするかを最終的に
決める会議です。本会議は定例会や臨時会の期間
内に行います。

委員会とは？
市にはとても多くの仕事がある
ので、本会議だけでは十分に話し合
いができません。そのため、本会議
で決める前に、仕事を種類ごとにい
くつかの部門に分けて、詳しく調
べ、意見を出すなど、十分話し合い
をします。このように分かれて話し
合うところを「委員会」といいます。

市が新しい仕事を行う場合などには、
市からの詳しい説明や報告を受けて質
問や要望を行い、市の仕事が正しく行わ
れているかチェックしています。

市が新しく施設を作った場合などには、
実際にその場所へ行き、その様子を調査
します。

今後のまちづくりの参考とするため、
見本となるような都市を調査します。

市の仕事にかかわりの深い市民や会社
などと市民の暮らしに関する問題などに
ついて話し合いをしています。

市会に文章で希望を伝える制度の一つである「請願・陳情」につい
て市から意見を聞くなどの審査を行い、必要がある場合には、市長な
どにその実現を求めます。
なお、請願は議員の紹介により提出す

るもので、平成26年は11月定例会閉会
までに33件受け付けました。

国、県や公共性の高い仕事をしている
会社などに対して市民の希望がかなう
ように求めています。

市の仕事のチェック

施設などの調査

先進都市の調査

市民や会社などとの意見交換

請願・陳情の審査

要望活動

問い1の 答え　「　 …昭和8年（1933年）」 問い2の 答え　「　 …円形」

問い3の 答え　「　 …356席」

問い4の 答え　「　 …明治22年（1889年）」

問い5の 答え　「　 …5市」

ばていけい
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知ろう！知ろう！名古屋市会について名古屋市会について もっと

傍 聴

市会ホームページ

インターネット中継

会議録の検索と閲覧

名古屋市会は活発に
活動しています。
これらの活動に関す

る情報については、ここ
に掲げてある方法で知
ることができます。

本会議は、市役所本庁舎の本会議場で行っています。
また、委員会は市役所東庁舎の委員会室で行っています。
本会議や委員会は、下記の手続きで傍聴できます。

本会議・常任委員会・特別委員会は、インターネットで生中継及び
録画中継を行っています。（録画中継については、過去1年分の本会
議・委員会をご視聴できます。）
本会議・委員会予定日時は、
市会ホームページ（市会情報）
に随時掲載しています。市会ホームページでは、市会の日程を見ることができ

るほか、議員名簿や会議の結果等の情報、市会だより
のバックナンバー等についても掲載しています。

会議録の検索と閲覧システム
では、過去の本会議・委員会の会
議録を閲覧できるほか、キーワー
ドを入力して市会での審議・審査
内容が簡単に検索できます。
なお、会議録については市役所
東庁舎1階の市会図書室におい
ても閲覧することができます。

市民の皆様に、市会の情報をできるだけ
分かりやすくお伝えできるような紙面づく
りに取り組んでおります。
本年も、市会だよりをご覧いただきます

よう、どうぞよろしくお願いいたします。
編集委員一同

本会議を傍聴するには 委員会を傍聴するには
①本会議の当日、傍聴受付で傍聴券の交付申請をする。
 ●傍聴受付は、本会議場東側及び市役所本庁舎
　の3階にあります（右下図参照）。
　市役所本庁舎3階の受付は、バリアフリー対
応受付です。
（本会議場東側の受付）
　市役所本庁舎1階の一般傍聴用
階段を3階まで上ってください。
（市役所本庁舎の受付）
　エレベーター等を利用して市役所
本庁舎3階まで上ってください。

②傍聴券を受け取り、入場する。
 ●傍聴席は356席（車いす席は
   6台分）あります。
お問い合わせ
本会議の傍聴に関することは
市会事務局総務課 TEL 972－2083

①委員会の当日、市会事務局議事課で傍聴許可証の交付
　申請をする。
 ●市会事務局議事課は市役所東庁舎の2階に
　あります（右図参照）。

②傍聴許可証を受け取り、入室する。
 ●傍聴席は各委員会室に10席
ずつあります。（議会運営委
員会の傍聴席は7席です。）

お問い合わせ
委員会の傍聴に関することは
市会事務局議事課　
TEL 972－2075

編集後記本会議傍聴と名フィルミニコンサート鑑賞　募集のお知らせ

日　　時 平成27年2月16日（月） 午前10時30分から　　　　　
場　　所 名古屋市会本会議場（市役所本庁舎）
演奏曲目 ハイドン／交響曲第7番『昼』より フィナーレ ほか
応募方法 往復はがきに希望人数（2人まで）・全員の住所・
 氏名・電話番号を記入し、市会事務局総務課
 （〒460-8508）までお送りください。
 （郵便番号と局・課名のみで届きます。）
 1月16日（金）消印有効
お問い合わせ 市会事務局総務課　TEL 972-2083
そ の  他 入場無料。応募者多数の場合は抽選。
 （複数枚の応募は無効となります。）

　名古屋市会は、2月定例会に先立ち、本会議場において名フィルミニコンサートを開催します。
　「本会議傍聴」と「ミニコンサート」を合わせて募集します。
　本会議傍聴のみを希望される方も応募が必要です。

名古屋市会 検索検索

市会ホームページ（市会情報）のトップ画面

本会議のインターネット中継の画面
（イメージ映像です）

こちらから
ご覧になれます

こちらから
ご覧になれます

上記の写真は、この号を編集した平成26年12月5日
現在の編集委員を撮影したものです。


