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変化する社会に向き合う

　三次市では平成 22 年に三次市議会基本条例が制定
されました。昨年は三次市議会基本条例について全議
員で研修会を行いました。私たちの会派は、新人議員や
若手議員で構成されていることもあり、議会全般につい
てまだまだ学ぶべきことが多いと痛感しています。
　21 世紀になり、時代の局面が大きく変わっていく中で、 
従来とは違った視点で地域を創っていく必要性があると
思います。そのためにはどのような議会が必要なのか、
議会がどうあれば良いのかを考えていくことが、若手、
新人議員も含め一人ひとりの議員に求められているので
はないでしょうか。
　平成の大合併から 20 年が迫ってきています。人口減
少や高齢化が進む中で、どのような地域を創っていくの
か、大事なときにきています。市民の皆さん同士が、また、
議会が皆さんとともに議論をしていく場を作る必要性を
感じています。

議論することを大切にしていく議会へ　

　私たちの所属している三次市議会のことも紹介します。
議会の仕事として議論を尽くすということが大事だと思
います。今までもいろんな場面で討議をしてきましたが、
今年度の 9 月定例会の予算決算常任委員会では、新し
い試みとして議員間で自由討議が導入されました。当然、
異なる意見が出ますが、意見を出し合うことで論点を整
理し、案件に対する理解をより深めていく効果を感じるこ
とができました。その他、決算審査について審査の質を
高めることも目的の一つでした。このように、議員間の
自由討議を行い、決算は認定されました。
　討議を行うためには事業等の目的を理解し、事前の実
態把握、そして自分の考えを整理しておかなければなり
ません。そうした準備を含めて大切な取組であることを
実感しています。

　私たち明日への風は、会派の中で互いの価値観や考
えを尊重しながらも、様々な課題について 4 人でしっか
りと議論をしてきました。議会改革を進めるためにこれか
らも議論を大切にしていきたいと考えます。

（掛田勝彦）

議会に新しい風を吹かせ、
議会を変える



各常任委員会の活動

　今年 6 月定例会において、議員定数等の調査
研究を行うため、市議会議員 10 名で構成する議
員定数等調査委員会を議長の諮問により設置しま
した。この委員会では、現在 24 人の三次市議会
における議員定数について、相応しい定数などの
調査研究を行います。
　会派「明日への風」からは、2 名の議員がこ

の議員定数等調査委員会に出席しています。会派
の中でも、人口減少や少子高齢化などの社会情
勢の変化による地域経済の停滞、公共施設の維
持や社会保障などの経費増加による自治体財政
の不安、多様化する民意の市政への反映や集約
など将来の三次のまちづくりや三次市議会のすが
たについて議論を交わし、考えてまいります。

議員定数等調査特別委員会を設置

 平成 16 年（合併時） 定数特例により議員定数 38 名
議員定数の変化 平成 20 年（合併後の三次市での初めての選挙） 議員定数 26 名

平成 26 年（議員発議による定数削減） 議員定数 24 名

　6月定例会では、機能別消防団員
を増員することをはじめとする議案
6 件について審査をしました。審査
の中では、機能別消防団員の主な水
防活動での役割を広く市民に周知す
ることや地域防災力の向上の必要性
を求める意見がだされました。

　9 月定例会では、三次市の過疎地
域における発展計画の策定など議
案 7 件について審査をしました。審
査の中では、持続可能な社会の構
築に向けての取組みの必要性など
多くの意見がだされました。
 （藤岡一弘）

常任委員会とは、議会に常に置かれている委員会で、条例な
どの議案、請願、陳情の審査などを行います。三次市議会に
は 5つの常任委員会が置かれ、任期は 2年です。

総務
常任委員会

総務、財政、税務、企画やほかの委
員会に属さないものの調査・審査を
行います。

　6 月定例会の委員会の議案審査
では、「損害賠償の額を定めること
について」を審査し、所管事務調査
では、広島県水道広域連携の進捗
状況ほか 3 件の調査を行いました。
　また、9 月定例会の委員会につい

ては、三次市観光戦略（案）をはじ
め所管事務調査の中で、令和 3 年
8 月大雨の被害状況の現地視察に
行きました。現地視察を積極的に行
うのも産業建設常任委員会の特徴
です。 （掛田勝彦）

産業建設
常任委員会

産業振興部、建設部、水道局及び農
業委員会に属する事項に携わります。

　6 月定例会の委員会審査では、
「奥田元宋・小由女美術館設置及
び管理条例の一部を改正する条例
案」のほか 3 件の条例を審査し、「新
型コロナウイルス感染症対策」につ
いて所管事務調査を行いました。
　9 月議会では、「三次市放課後児
童クラブ設置及び管理条例及び三
次市こども集会所設置及び管理条例

の一部を改正する等の条例等 3 件
の条例を審査し、所管事務調査として

「三次版学校 ICT 活用事業」につ
いて調査し、その他、閉会中の継続
審査で「コミュニティスクールの導入」
について、また、8 月、10 月の 2 回
に渡り、6 組の障害者団体との意見
交換会を行い、積極的な委員会活動
に取り組んでいます。 （徳岡真紀）

教育民生
常任委員会

市民部、福祉保健部、子育て支援部、
市民病院部および、教育委員会に属
する事項に携わります。



　今回は 4 つのテーマで一般質問をしました。昨
年の 6 月定例会で、最初に行った質問が三次市の
財政についてでした。自治体の事業は予算が関係
しており、財政について無関心ではいられないと
思っています。特定目的基金を活用した自治体財
政の運営をはじめ、複雑化、多様化する地域の福
祉課題について、また、協同労働を活用した地域
づくりや三次市空き家対策について行いました。
質問のほとんどが住民の皆さんとの話の中で課題
意識をもった内容でした。
　住民の皆さんを取り巻く環境もずいぶん変化し
てきています。これからも住民の声をひろいあげ
て、一般質問で市政を問いながら、問題提起や政
策提言をさせていただきます。

掛 田 勝 彦 藤 岡 一 弘

【1】三次市インターンシップ制度の導入提案
　近年企業へのインターンシップに参加している学
生が増えています。三次への就職に興味のある学
生への宣伝はどのように実施しているのか質問しま
した。さらに、人口減少対策として効果が考えられ
る学生と、三次市内の企業との「つながり」をつ
くる、三次市インターンシップ制度を新たに設立す
ることを提案しました。
【2】�ICTによる有害鳥獣捕獲モデル事業の今後の

展開を問う
　三次市では令和 2 年度から ICT を活用した集落
ぐるみの有害鳥獣捕獲モデル事業に取組んでいま
す。今後、この事業を発展させるための考えを質問
しました。

　6 月、9 月定例会の一般質問で、世界的に喫緊
の課題である気候変動対策について質問しまし
た。特に、国内でも多くの自治体が取り組みを始
めている「ゼロカーボンシティ宣言」を提案し、私
自身も「ストップ気候危機 ! 自治体議員による気
候非常事態共同宣言」に賛同し、自らも啓発と暮
らしの中での実践を進めています。
　また、学校給食への有機農産物の導入について
提案し、三次市の里山の環境保全と、子どもたち
への食育の推進を問いました。現在、有機農業を
行う農家さんと有機認証システムの勉強会を定期
的に行っており、引き続き提案を続けていきたいと
考えています。

徳 岡 真 紀増 田 誠 宏

　9 月定例会一般質問は、①市役所土日窓口業務
の廃止による利便性の低下、②マイナンバーカー
ドによる電子申請の今後や保険証利用の準備状
況、③少子化対策、④ため池ハザードマップや内
水対策についての 4 つのテーマで質問しました。
　少子化対策については、結婚新生活支援事業
を導入し若い世代への結婚資金の応援を少子
化や定住過疎対策の双方の観点から提案しまし
た。また、男性の育児休業取得を市民への啓発
や市内中小企業への支援により促進し、夫婦の
子育てと仕事の両立を応援することによって、出
生数の向上につなげていく必要性について質問
しました。

三次市議会の様子をインターネット配信でご覧いただけます。
http://www.miyoshi-city.hiroshima.stream.jfit.co.jp/

議会活動報告 �6月定例会、9月定例会での一般質問の内容や、常任委員会での
取り組みなど、各自が取り組んでいることをお伝えします。



会派の活動 ～会派研修会～ 4月▶ 9月

研修会参加
「地方議会特別セミナー in 尾道」
自治体議会研究所主催の研修会「議員
の資質向上と政務活動費活用策」に会派
4 人で参加しました。
議会の役割とは？という基礎的研修から始ま
り、政策立案能力などの議員力を強化し資
質向上をすること、議会改革の方向性、政
務活動費を巡る問題点や適正な運用につ
いて、具体的な事例を学びました。
自治体議会や議員の在り方について、再認
識させられる研修でした。議員としての資
質向上のため、政務活動費を適正かつ有
効に活用し、会派としても積極的に研修等
を実施していきます。

会派勉強会
庄原市新人議員との意見交換会
4 月に行われた庄原市議会議員選挙で初
当選された新人議員 3 人をお招きして、意
見交換会をしました。
同世代であり、ほぼ同時期に自治体議員と
なった者同士、今後も協力し合いながら研
修会や意見交換会などを通して、お互いを
高めあっていきたいと考えています。
意見交換会の後、「投票所はあっち→プロ
ジェクト」用の写真撮影。市民一人ひとり
の力で選挙の風景を作りたいという、投票
率向上のための活動に SNSを通じて参加
しました。

4 月

会派勉強会　みよし風土記の丘
小田幸町の広島県立歴史民俗資料館を
訪問し、館長の田邊英男氏にご説明いただ
きながら、主に屋外施設を見学しました。み
よし風土記の丘にはおよそ 1500 年前の古
墳群「史跡浄楽寺・七ツ塚古墳群」や
400年前の古民家「旧真野家住宅」、復元
した竪穴住居や高床倉庫などがあります。
貴重な文化財や史跡を通じて、古代から
脈々と受け継
がれる三次市
の歴史につい
て、学ぶことが
できました。

5 月

8 月

会派勉強会
「気候変動基礎クラス」受講
広島市にて小野綾子氏を講師に招き、国際
環境 NGO 350Japan「気候変動基礎クラ
ス」を受講しました。気候変動の現状や世
界や日本の政府・企業の動き、何を取り組
む必要があるのか、1日かけてレクチャーし
ていただきました。
クラスの途中で感想を述べる機会をたくさん
設けてあり、それぞれが気候危機について
疑問に思っていること、自分の立場でできる
ことなど真剣に話しました。
地方自治体の議員として、気候変動の影響
を受けるであろう子どもたちに、大きな責任
があることを皆で共有しました。9 月定例議
会において、三次
市の気候変動の
取り組みについて
の一般質問など
に活用しました。

（増田誠宏）

7 月

研修会参加
「自治体決算の基本と実践
～行政評価を活用した決算審査～」
滋賀県の全国市町村国際文化研修所に
行き、関西学院大学教授　稲沢克祐氏の
研修に参加しました。決算の基本的事項
と決算審査について意義や重要性を認識
し、審査のポイントや財政指標による財政
分析、行政評価を活用した決算審査の手
法について学びました。
決算審査の際にどこをチェックしたらよい
か、具体的な自治体事例によって行政への
質問のポイントを学び、9 月定例議会の令
和 2 年度決算審査に活かしました。

体験教室参加「土鈴作り体験」
布野土鈴クラブさんがされている土鈴作り
体験に参加させていただきました。活動を
開始されて 30 年以上になるそうで、毎週
金曜日午前中に布野生産活動センターにて
活動されています。
クラブの皆様に丁寧にやさしく指導いただき
ながら、素焼きされたものにアクリル絵の具に
て色塗りをし、慣れない作業に緊張しながら
細かいところまで土鈴を塗っていきました。
作業の間ではクラブや地域の話などいろい
ろ聞かせていた
だき、短い時間で
はありましたが意
見交換もさせて
いただきました。

サロンや小グループなどの集まりに
お声がけください。４人のメンバー
が議会、市政の報告や、皆さんの声
を伺いに参ります。お気軽にご相談
ください。

令和２年度政務活動費の報告（概要）
　令和 2 年度、会派「明日への風」に
5 月から 3 月までで 165 万円（5 人分）
交付され、約 96 万円支出し、約 69 万
円返納しています。新型コロナウイルス
感染症の影響により、会派の活動に制
約があり、県外の視察が出来なかったこ
とにより市への返納額が多くなっていま

す。支出の主な項目としては、資料購入費
（図書や研修動画の購入費など）や調
査研究費（視察費用・燃料代など）で
あり、適正に執行させて
いただきました。
詳細は市議会ホームペー
ジをご覧ください。

出張報告会
承ります


