
議 員 協 議 会  

 

令和４年 10月 11日 

委 員 会 室 

 

１  開  会  

 

 

２  理事者報告  

 ⑴  「西脇多可新人高校駅伝競走大会」中止の報告について  

 ⑵  マイナンバーカードの取得状況について  

⑶  議場等を新型コロナウイルスワクチン集団接種会場の一部とし

て使用することについて  

 

 

３  議会運営委員長の報告  

 

 

４  議会基本条例検証結果報告書について  

 

 

５  各委員会からの報告  

 ⑴  文教民生常任委員会  

 ⑵  総務産業常任委員会  

 ⑶  広報広聴特別委員会協議会  

 

 

６  各組合議会等からの報告  

 ⑴  播磨内陸医務事業組合議会  

 ⑵  都市計画審議会  

 

 

７  議員研修報告  

  藤原秀樹議員、森脇久夫議員  

  「自治体予算を考える」（ＪＩＡＭ研修）  

 

 

８  その他  
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令和４年10月11日 

 

 議 員 各 位 

 

                                議会運営委員長   

 

   令和４年９月27日議会運営委員会の概要について（報告） 

 

 去る９月27日に開催しました議会運営委員会の内容につきまして、下記のとおり概要をまと

めましたので、御確認くださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 協議事項 

  ア 第92回定例会の日程等について 

   （ア） 日程 

     11月22日（火）午前９時30分から 議会運営委員会 

       28日（月）午前９時30分から 議案説明会 

       30日（水）午前９時30分から 議員協議会 

            午前10時00分から 本会議（第１日） 

≪本会議終了後、資料請求打合せ≫ 

     12月１日（木）正午       議案質疑通告締切 

       ６日（火）午前10時00分から 本会議（第２日） 

       ７日（水）午前９時30分から 文教民生常任委員会 

       ８日（木）午前９時30分から 総務産業常任委員会 

       ９日（金）午前９時30分から 予算常任委員会 

       12日（月）         委員会予備日 

       13日（火）正午       一般質問通告締切 

       14日（水）正午       討論通告締切 

       （一般質問の通告数等により、午後１時30分から議会運営委員会を開催） 

     19日（月）午前９時30分から 議員協議会 

            午前10時00分から 本会議（第３日） 

       20日（火）午前10時00分から 本会議（第４日） 

       21日（水）         予備日 

       22日（木）午前９時30分から 議会運営委員会 

   （イ） 会期 

     11月30日（水）から12月21日（水）までの22日間 

   （ウ） 地場産業議会について 

    ・議場の装飾について 

     ➡ 地場産業開発機構の古谷播州織相談員に助言を仰ぎ、準備を進める予定 
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    ・播州毛鉤の服飾について 

     ➡ 服飾品づくり…11月８日（火）午後１時から 委員会室で開催 

       理事者への対応…服飾の要請をする。 

 

 ⑵ 第91回９月定例会の反省等について 

  ア 「委員会、本会議の閉会のあいさつについて」 

   〇 委員会の閉会のあいさつ「本日の委員会を通じて出された意見等について、充分留

意願いますよう申し添え、閉会といたします。」に対し、本会議の閉会あいさつ「議

案審議の過程で出ました意見等について、今後の市政運営において、十分ご配慮いた

だきますようお願い申し上げます。」であり、委員会の方に統一した方がよいのでは

ないか。 

   ➡ 卑屈による発言ではなく、統一する必要はない。 

     （※今後、「言葉狩り」はやめていただくよう新人議員から議長へ依頼あり。） 

  イ 「決算特別委員会の運営について」 

   〇 理事者の待機時間を考慮し、出先機関の審査時間を事前に決定しておいてはどうか。 

   ➡ ３月の予算委員会に向け、理事者と議会、お互いの時間が無駄になることがないよ

う、運営方法を研究する。 

  ウ 「緊急質疑について」 

   〇 常任委員会の「その他」で質疑を行う場合の手続を再度確認 

     申し送り事項「４ 常任委員会 ⑹ 委員会の質疑」 

       

      ・各常任委員会の「その他」で質疑を行う場合、当該委員会の３日前までに委員

長へその内容を通告する。 

      ・ただし、緊急を要する質疑の場合、当該委員会の当日午前９時までに委員長へ

その内容を通告する。 

      ・「その他」質疑は、特に市民生活に影響があると想定される事項について議論

する場であり、学習する場ではない。 

 

   ➡ ・当該委員会の３日前までに委員長への通告がなく、当日の午前９時までに委員長

への申出がない場合は、「通告なし」として委員会を運営する。 

     ・緊急性の是非は、委員長が判断する。 

  エ 「議会基本条例検証結果報告書について」 

    別紙のとおり 

  オ 「人事院勧告による報酬条例の取扱いについて」 

   〇 特別職の報酬条例を従来の市長・教育長・議員を一括して改正する方法から議員の

報酬条例は単独で改正する方法に変更してはどうか。 

   ➡ 従来どおり、一括して改正を行うことに決定 

 

 ⑶ その他 

  ア 「議会報告会について」 
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   ・開催日程期間について 

➡ 第１土曜日を含めることに決定 

   ・パワーポイント資料の配布の要否について 

    ➡ 今後、広報広聴特別委員会で協議することに決定 

  イ 「（仮称）議会ＤＸ調査小委員会の設置について」 

   〇 新人議員から、「議会ＤＸに取り組む必要があるのではないか」との提案があった

と議長から報告あり 

    ➡ 小委員会の設置は時期尚早であるが、議会ＤＸに取り組むことにより、議会活動

にどのように生かされるのか、議員活動がいかに便利になるのか等、それぞれが研

究していくとことに決定 

  ウ 「災害義援金の在り方について」 

    ➡ 何らかの基準を設ける方向で、今後協議予定 
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令和３年度の「西脇市議会基本条例 目的達成度評価」を 16人の議員全員で実施した結

果と前年度との比較を次表に示す。これは、議会基本条例の各条文に関する評価項目につ

いて、各議員が５段階で評価した結果の平均値を示している。 

 

令和３年度 西脇市議会基本条例検証結果報告書 

                           

西脇市議会 議会運営委員会委員長 寺北建樹 

            副委員長 高瀬 洋 

令和４年 10月 11日 

       

＜目標達成度評価と前年度との比較＞ 
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前年度と比較して 0.3以上下がった評価項目の内、特に改善が必要と思われる次の６つ

の項目について、各議員に改善策をヒアリングした。 

 ・第２条 設問６  平易な言葉で説明責任を果たせたか？ 

 ・第４条 設問13  議案審査は充実し、その機能を十分に発揮できたか？ 

 ・第９条 設問26  市長等と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価は

行ったか？ 

 ・第９条 設問27  一問一答方式での質疑質問で、論点や争点を明確にしたか？ 

  ・第15条  設問34  市民の意向を反映するため、意見を聴取する機会の確保に努めたか？ 

 ・第26条  設問56  議員と市長等との関係の透明性を図ったか？ 

 

 ヒアリングした結果と議会としての対応策を次に示す。 

 

設問６ 平易な言葉で説明責任を果たせたか？     

・質問時や理事者の説明に市民に分かりやすいように専門用語、横文字、行政的言い回し

を極力やめる。 

・始めは議会の言葉など戸惑いがあったが一般的に分かる様に説明ができていると思う。 

・専門用語を使う場合でも、市民の方が理解できるような言葉を使うように心がける。ま

た、英語の単語を使用する際は、解かりやすく、和訳を交え伝えるように心がける。 

・議員として10か月。最初の頃は議会用語が解らないものもあったので、一般質問等では

議会用語の後に補足説明文を入れていこうと思う。 

・議会用語、行政用語に私自身がまだ慣れていないため、自分の分からない言葉はまずそ

のまま使わず、普段使う言葉に置き換えるように努める。またアルファベットの略称や

外国語の使用は極力避ける。 

・あまりにも簡単な表現言葉を使いすぎると、目的が外れることがある。（専門用語に解

説をつけて説明する。）例えば協議費を町内会費として使い道の説明 

・議案説明では「早口で、最低限のことだけを説明されている」のが現状と感じている。

そのため説明責任がある執行部にもう少し丁寧な対応を求めることも必要と考えるが、

それ以前に、議員一人一人が議案配布の段階で読み込みを行い、議案の要件、効果・目

的などを質疑の中でつまびらかにすることが求められていると考える。 

・必要とする情報を、わかりやすい表現で正確に伝えることに努める。あいまいな表現、

まわりくどい表現は相手に伝わらない。カタカナ語は言い換えに努める。 

・世代によってその言葉が平易なのか、そうでないのかを考慮・意識しながら、普段から

平易な言葉を心掛け習慣にするしかない。 

・市民と馴染みの少ない行政用語は、極力使わないように議員各自が努力する。雑誌等で

新しく使われだした横文字については、解説をつけて使用するようにすること。議会だ

よりについては、編集段階で十分留意する。 
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・１ 平易な言葉の基準は、中学生が理解できる程度といわれる。では、そのようにすれ

ばよい。 

２ 常用漢字かどうか。 

３ 横文字の使用をできるだけ少なく、日本語で通じるものは日本語で。 

・個人的には分かりやすい言葉で話すように心がけているが、議会全体で見ると横文字が

増えたりして分かりにくいのではないか。一人ひとりが心がけるようにする。 

・例えば、市の事業を平易な言葉で説明するということは、事業が何のために行われるの

か（目的）と事業内容そして予算など事業そのものを調査して自分で理解していなけれ

ば、自分の言葉で説明できない。「平易な言葉で説明する」には、まず自分で、会派で

充分調査することである。 

・議会用語・行政用語を一般用語にできるだけ置き換える。置き換え一覧表を作ってみた

らどうだろう？あとはやさしい日本語講座を受けてみるのも手か。 

・内容について正確に理解する努力と他者に正確に理解してもらおうとする努力・気持ち

に尽きる。独りよがりを排除すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問 13 議案審査は充実し、その機能を十分に発揮できたか？ 

・議員間討議を充実させる。理事者からの説明は説明で討議を重要化する。 

・委員会では、予算書など膨大であるので会派として振り分けて出来ていると思う。 

・議案審議での委員会討議の中で、審議を深める。 

・常任委員会の委員長の進め方で行っているので機能は発揮できている。 

・議案説明会での質疑内容については、委員会審査時も質疑で扱うことで市民からも見え

るようにするなど、議案説明会と委員会審査の両方を活用しての充実を図る。 

・調査に時間が要するため不十分な部分がある。 

・現在の議案審査は、執行部との議論を中心に行われているが、むしろ執行部からの説明

を受けた後の議員間討議を充実させることで、議案の修正なども可能となり、政策の質

を上げることが可能と考える。 

・議案について執行部の事前説明を受けることは、議案審査の充実には不可欠である。自

己の能力を高める不断の研鑽に努めることが必要である。 

【対応策】 

・各議員の心掛けが大切 

・各議員の判断で平易でない言葉を使った方が相手に正確に伝わると判断した場合には、注意書

（説明）を加える。 

・本会議後の議会運営委員会の反省会で一般質問や各常任委員会等で各議員が使った言葉につ

いて、平易な言葉が使われていたか確認する場を設ける。議会報告会等も同様とする。 
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・相手と意見を戦わせ合う「ディべート」はできるが、対話で互いの違いを認め合う「ダ

イアログ」には程遠いと感じる。自身が絶対に正しいといった主義主張に頑なに硬直す

るのではなく、相手の話を聞き、時には間違いを素直に認め、修正する柔軟性が必要で

ある。 

・議案審査を行う前に、議員各自が議案を熟読し、改正内容、制定の意図等を把握した上

で、委員会審査に臨むこと。 

・正直、どのように審査すれば十分な機能を発揮できていると言えるのかが分からない。

議案なり事業が何を目指しており、そのためには出された内容で十分なのかの審査と議

論は必要なのだろう。 

・委員会での議案審査は以前に比べると活発になってきているように思うが、事前の調査、

予習をしっかりしておくことが必要である。 

・議案審査は、議案の中身が何の目的で作られ、具体的な事業内容、そして予算など議案

の内容を徹底して調べなければ、議案審査は充実しない。議案審査充実のためには、ま

ず自分で、そして会派等で充分調査して委員会等に臨む事である。 

・議案に対して議員だけで事前討議してみる。そうすると疑問点や課題が見えてくる。時

間があればシミュレーションで議案の説明員役を務めてみるのも手か。また決算などは

１ヶ月位前から調査を始め、予算時の課題などを検証する（検証ポイントを見出す）作

業を始める。決算審査を強化すれば自ずと予算審査は充実するはず。 

・理事者への質疑は、内容についての賛否ではなく、趣旨・目的を正確に理解するための

ものである。その上に立って委員間で議論することを共通理解としなければならない。

経験年数による差は出てくると思うが、早急に差を埋める努力が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問26 市長等と常に緊張ある関係を保持し事務の執行の監視及び評価は行ったか？ 

・緊張ある関係は保持できていると思う。 

・個人的にも議会的のも緊張感を持って出来ている。 

・今後も市長（理事者側）との２元代表制を保持して、より良い市政運営に努める。 

・一定の緊張感は保たれている。 

・事務事業評価及び決算審査にける質疑で論点を明確化させ、監視及び評価を充実させる。 

・やはり自分で対象者と前もって連絡を取り、議員同士で極力前調べはしておくべきであ

【対応策】 

・議案審査で次のような取組を促す。 

 ―各議案について十分な事前の調査を実施する。（新人議員も多いので会派等での勉強会の実施

等、情報共有も積極的に行う。） 

―理事者に質問して終わりではなく、議員間討議の場を多く持てるよう各委員長に求める。 
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る。 

・市長等と緊張関係を保持する一つとして、一般質問に関する「調整」に幅を持たせ、市

長などと政策論議ができる環境を作ること。事務評価については、自己評価ではなく議

会独自の調査も行っており、一定の評価はできると考えるが、さらなる充実を図ってい

ることで改善されると考える。 

・議会が担う役割、果たすべき使命を常に意識することに努める。 

・市長等の追認機関だと言われないためにも、常に是々非々の立場で市民の皆さんにとっ

てどうなのかを考え、しっかりと議会としての意見を形成する。 

・市民生活に注視しながら、議員活動をしっかりと行い、市民目線で一般質問、議案審査

を行うこと。議員それぞれの活動そのものを向上させる必要がある。 

・緊張ある関係とは、の判断基準は難しいが、議員は何をする立場なのかは守っているつ 

もり。 

・議会としてそうあるべきであり、出来ていると感じている。 

・市長との緊張ある関係とは何かの議論が必要である。事務の執行の評価は常任委員会で

実施しているので、それを充実すればよいと考える。 

・与党気取りや市長の提灯持ちをやめる。自分に自信が無いから市長や行政を頼るのだろ

うとは思うが。 

・二元代表制のもと、市民の代表として執行部に対峙しなければならない。賛成するにし

ても、反対するにしても、市民目線に立った修正を常に意識しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

設問27 一問一答方式での質疑質問で、論点や争点を明確にしたか？ 

・各議員が質問のやり方などの研修を受け議員の質を向上させていく。理事者側へもある

程度同じ範囲内の切り返しには答えるようにする。 

・一問一答式で質問しているが議論が出来ていないと思う。 

・今後もさらに勉強し、一般質問の理事者との議論を深め、市政運営に貢献出来るように

します。 

・論点や争点を明確に出来ていないところもあるので、経験を積んで、論点や争点を明確

にしたいと思う。 

・通り一遍の質問・答弁で終わるのでなく、１つの課題について再質問を繰り返すなどし

て論議の深堀を目指す。 

【対応策】 

・この課題に対しては、各議員が意識しながら議員活動を行っている。 

・具体的にこういう所は良くないのではないかという事象があれば、その課題を議会運営委員

会に上げてもらい、対応策を考える。 
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・質問を前に前に持って行く段階で、要点の押しが足らない、あるいは質問が不明瞭な場

合がある。 

・個人で研鑽すべき課題と考える。例えば、一般質問で事前の「調整」を行わないと、論

点や争点を明確するには、今以上に困難になると想像されるが、それを乗り越えるため

の研鑽が必要と考える。 

・質問と答弁の分かりにくい（噛み合わない）場合もあり、論点や争点を明確にするため、 

自己の能力を高める不断の研鑽に努めることが必要である。また、答弁の効果を確認す

る行動が必要である。 

・行き当たりばったりではなく、しっかりと論点や争点をまとめるためには、客観的事実

に基づき、それ相応の時間をかけて準備することが必要である。質問内容が的確で、本

当に市民の目線であるか。（自分で努力するしかない。） 

・自分の一般質問を振り返ると、提案型の質問を行いたいと考えているが、まだまだ不十

分であると認識している。論点を明確にした質問が行えるように、議員力を高める必要

がある。 

・自分の考える目指すべき方向や重要性についての回答が自分の思いと違っていれば、ど

れが正しいのではなく、議論すればよいと思っており、そのうえでの回答に対し、その

回答について再質問するように心がけているが、シナリオどおり感はある。回答は１回

目だけにし、再質問からはアドリブもありかな。 

・自分自身出来ていないと低い評価をしている。議会として見ても、本来の一問一答の体

裁を学ぶ必要があるのではないか。 

・「質疑質問で、論点や争点を明確にしたか」については、議員は自分の一般質問は論点

や争点を明確にしたと思っている、と感じる。しかし、他人が見れば論点そのものがな

い質問もある。これの対応策は、定例会終了後にそれぞれの質問を全議員が評価するこ

とである。それでなければ、自己満足で終わってしまう。 

・「３回何故？を続ければ真理にたどり着く」とはよく言ってもので、１回だけ何故を聞

いたところで、論点や争点にたどり着くのは至難。もっといえば、論点や争点を明確に

しようとしている質問は少ない。要望ばかり。要望は質問ではない。 

・ほぼすべての質問項目を最初から提示しての一問一答はないと思う。大きく提示した中

で、質疑とともに深めていくものと考えるのでもう一度原点に返ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

【対応策】 

・各議員、通告⇒ヒアリング⇒一般質問の進め方は、それぞれのやり方がある。そのやり方を

尊重しながら、論点や争点を明確にしていく方法を検討する。 

・悪い例を上げて議論すると個人攻撃のようになるので、良い例で勉強してみる。 
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設問34 市民の意向を反映するため、意見を聴取する機会の確保に努めたか？ 

・議会報告会を一定の時期に集中的な時期ではなく、議会と語ろう会で月に３自治会ぐら

いで１年間通じて行い常時各委員会で検討し市民の意向や意見を議会に反映する。 

・コロナ禍ではあるが議会報告、議会だよりなどで出来ていると思う。 

・請願者、また、個人的に市民相談の機会の充実を図り、内容を確認し一般質問に繋げ、

市民生活の向上に努める。 

・議会報告会、オンライン会議等で努めている。 

・議会報告会、課題懇談会、オンライン広聴会等で市民の方からの意見聴取の場を設けて

いるが、地区役員等が参加者の中心となっているため、夜間での会合等への参加が難し

い方等への機会提供のため昼間開催やもっとオンライン広聴会等の開催を検討する。 

・普段雑談程度でも意見を聞くことには努めている。それに加えて具体的に問題となる場 

所と相手が望んでいる改善策。こちらも具体例を出してもらうよう聞き出すことが必要。 

・３月には、全国でも初めてのオンライン広聴会を行ったが、参加者は一人にとどまった。 

しかし、オンライン広聴会は、自宅にいながら気軽に参加できるなど、今後の伸びしろ

も多いと考えられ、若い世代の参加も期待できるので、オンライン広聴会の周知、充実

を図る中で、市民の意向を反映できると考える。また、ラインを活用した議会目安箱

（ネーミングは検討余地あり）の設置や政策モニター制度の導入により、広く市民の意

向を反映できる仕組み作りが可能と考える。 

・市民と意見交換をする議会報告会、（任意）団体との課題懇談会、陳情審査等により意

見を聴取する機会を確保している。任意団体の課題懇談会は、団体の情報を明確にすべ

きではないか。 

・コロナ禍で意見交換会等の機会が減っているので、オンラインを有効活用する習慣を身

に着ける。今後、ウイズコロナ下においては、オンラインでの交流やコミュニケーショ

ンは必要不可欠になる。 

・コロナウイルス感染症のため、２年間議会と語ろう会が開催できなかったが、今度定期

的に開催でき、課題懇談会も開催できると考える。 

・市民の意向聴取の機会確保は、議会報告会や課題懇談会、議会だよりモニターなどを実

施している。確保には努めていると思っている。 

・「議会と語ろう会」「課題懇談会」「オンライン会議」をはじめ新たに「議会だよりモニ

ター」を設置し、市民の意見を聞く場を持つように議会としては努めている。改善とい

うよりこれまでの事業の充実を図る。 

・基本的には、議会と語ろう会が意見を聴取する機会ととらえており、この二年間はコロ

ナ禍で開催が出来なかった。「語ろう会」を再開できる時期に再開すれば課題は解決で

きる。 

・相手が言ってくるのを待っていないで、こちらから積極的にアプローチしていくことが

大切。特に議会と語ろう会は基本的に高齢男性しか参加しないので、若い人や女性がい
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る場所をピンポイントでアプローチしていけば良いのではないか（ＪＣ、消防団、ＰＴ

Ａ、子育てサークルなど）。 

・議会としては努力したと思うが、個々の議員の市民との交わりは十分には目に見えない。

担当課窓口への直接の要望は活発に行われているのかもしれないが、委員会や本会議で 

の場でこそ反映する努力が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問56 議員と市長等との関係の透明性を図ったか？ 

・議員と市長等との関係は透明性が図れていると思う。 

・議員と市長等との関係は、緊張感を持って透明性を図っている。 

・今後も市長（理事者側）との２元代表制を保持して、より良い市政運営に努める。言葉

遣いに気をつける。 

・透明性は図られている。 

・市長、議員それぞれの立場を理解し、その上で節度を持って対応することで透明性の確

保に努める。 

・庁舎においては、社交辞令としての挨拶から入り、状況によってマイナンバーカードの

必要性を、簡潔に質問などはしている程度である。 

・議会として、議員が個人的に協議した記録などを請求できる制度を確立する中で、透明

性を確保できると考える。 

・議員と市長等が担う役割、果たすべき使命を常に意識することに努めている。 

・２元代表制として切磋琢磨するために、日頃から馴れあいになることなく、行動にメリ

ハリをつけ緊張感を持って接することが必要。 

・議会と市行政が車の両輪として、それぞれの機能・役割を果たしていくことが、市政の

発展、市民の福祉の向上につながることを、議員が再確認すべきだと考える。 

・必要として求める記録や文章は提出されていると思う。前回とのポイント差はあるが質

問の取りようではないか。 

・議員と市長等との関係の透明性を図ったか、については、私個人は透明であると思って

いるが、議会全体では判断が困難であるため③評価とした。透明性がないとはどのよう

なことを指すのか議論が必要。何が問題になり、評価が下がったのかが分からない。こ

【対応策】 

・コロナの関係で令和２年度、３年度とも活動は低調であったが、今後は上向くと予想する。 

・各委員会の課題懇談会の開催も増えてきており、基本は各委員会が主体となり、市民の意見

を聴取する場を設ける。 

・特にテーマはなく、若い人の意見を聴きたいという目的で市民の意見を聴取する場を設ける

場合は、広報広聴が主体となって開催することになるが、参加者を募る方法等は検討が必要 
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のような課題があるから対応策を考えるというのが順序で、点数が下がったからだけで

は対応策を検討できない。 

・口利きがそんなに多いのか？貸し借りの関係性だろうか。執拗に尋ねてくる議員がいる

とは聞いているが。条文は口頭での要望や要請に対するもので、条文を理解せずに回答

している議員もいるのではないかとも思うが、解消のためには、法令通り議員個人には

調査権も検査権もないので、議員個人として職員に接するのを禁止するしかない。しか

し物理的にはムリだろう。 

・確たる証拠はないが、緊張感が伝わってこない。この課題は実現するんだ、といった意

気込みが見えない。 

 

 

 

 

                                     

 

 上記の６つの課題の中で ６、13、27は重点課題 として取り組むものとする。 

 

                                      以上 

【対応策】 

・設問26と同じ。 



 

 

 

 

 

 

議会のことをお知らせします 
みなさんの声を聞かせてください  

日 自 治 会 時 間 場 所 担当班 サポート班 

11 月 ５日（土） 富田町 19：00～ 富田町公民館 ４班 １班 

11 月 ８日（火） 中本町 19：30～ 中本町公民館 １班 ２班 

11 月 ９日（水） 
野村町１区 19：30～ 野村町公民館 １班 ３班 

野村町２区 19：30～ 野村町公民館 ４班 ５班 

11 月 11 日（金） 落方町 19：30～ 落方町公民館 ５班 ４班 

11 月 12 日（土） 

小坂町 10：00～ 小坂町公民館 １班 ２班 

和布町 19：30～ 和布町公民館 ５班 ３班 

黒田庄町大門 19：30～ 大門公会堂 ２班 １班 

11 月 13 日（日） 
上戸田 13：30～ 上戸田集落センター ３班 ４班 

南旭町 19：00～ 南旭町公会堂 ５班 ２班 

11 月 16 日（水） 
上野 19：30～ 隣保館上野会館 ５班 １班 

高松町 19：30～ 高松町公民館 ２班 ３班 

11 月 17 日（木） 比延町 19：30～ 比延町公民館 ３班 ５班 

11 月 18 日（金） 黒田庄町喜多 19：30～ 喜多公民館 １班 ４班 

11 月 19 日（土） 

東本町 19：00～ 東本町公民館 ４班 ― 

明楽寺町 19：30～ 明楽寺町公民館 ２班 ５班 

黒田庄町津万井  19：30～ 津万井公会堂 ３班 １班 

11 月 21 日（月） 上比延町 19：00～ 上比延町公民館 ４班 ２班 

11 月 22 日（火） 下戸田 19：30～ 下戸田公会堂 ２班 ３班 

11 月 23 日（水・祝） 郷瀬町 19：30～ 郷瀬町公民館 ３班 ５班 

日程調整中 北本町     

1部 定例会の内容を報告します 

2部 西脇市が選ばれるまちになるために 

「くらし」「教育」「まちづくり」をテーマに意見交換をします 

1 班：高瀬 洋、藤原桂造、藤原哲也 2 班：村井正信、村岡栄紀、森脇久夫 

3 班：浅田康子、高瀬弘行、杉本佳隆 4 班：坂部武美、吉井敏恭、藤原秀樹 

5 班：東野敏弘、林 晴信、岸本年裕 

主催/西脇市議会  問合せ/西脇市議会事務局 ℡22-311１ 

第 20 回議会報告会 

「議会と語ろう会」 

お待ちしています 

 



                            令和４年 10月 11日 

議員協議会 報告／藤原秀樹 

第 146回播磨内陸医務事業組合定例議会 報告書 

 

●開催日時 令和４年10月５日（水曜日） 14時30分 

●場  所 播磨看護専門学校 講堂 

●出 席 者 東野敏弘、藤原秀樹 他２市１町６名 

 

●日程 

 ・諸般の報告 別紙１ 

 ・認定第１号 令和３年度播磨内陸医務事業組合一般会計決算の認定の件 別紙２ 

  全員認定 

 ・第３号議案 令和４年度播磨内陸医務事業組合一般会計補正予算（第１号） 別紙３ 

  全員賛成 

 

 



詢細 l 資料 1

播磨内陸医務事業組合第 146回 定例議会 諸般の報告

令和 4年 10月 5日

〔報告事項〕

1令和3年度一般会計決算

監査委員による決算審査の実施  令和 4年 8月 10日 (水 )

2来年度の学生募集

(1)オープンキャンパスの実施

実施 日 8月 3日 (水 )、 8月 4日 (木)10時から12時

参カロ者 高校生 76人、 社会人 11人 、計 87人 保護者の参加は中止

内 容 学校紹介、ミニ講義、交流会等

(2)入 試 (定員 35名 )

・ 推薦。社会人入試  令和 4年 11月 12日 (土 )

(3市 1町居住者のみ)募集人数 推薦・社会人合計で 15名 程度

。一般入試  令和 5年 1月 6日 (金 )～ 7日 (土 )、 令和 5年 3月 4日 (土 )

募集人数 20名 程度

3今年度卒業予定者の進路状況

21社ハた Q17征 3弔1744た 3キ |リタリ
4その他

高等教育の修学支援新制度の授業料等減免認定について

令和4年度  2名

専門実践教育引1練給付制度の支援給付について

令和4年度  6名
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引看鮨2
令和 3年度播磨内陸医務事業組合一般会計決算及び事業概要

【決算状況】

【事業の概要】

1.学生の状況

年度当初は、全校生 105人  (う ち男子 11人)でスター トしましたが、 4人が途

中で退学 しました。 (1学年 1人、 2学年 2人、 3学年 1人 )

また、 3年生 29人 (う ち男子 2人)が卒業 し、看護師国家試験には 29人が受験

(_qtt Q篠 )

卒業生の進路状況は、組合構成市町内の病院に1も 人が就職しました。内訳は、市

立西脇病院 10人、市立加西病院4人、加東市民病院 2人、多可赤十字病院 1人 とな

っています。また、 11人が県内の組合構成市町外の病院等に就職し、 1人が進学し

ました。

令和 4年度の入学生に係る推薦入試、社会人人試及び一般入試を行い、定員を若千

F回る33人 (推薦 10人、社会人 5人、一般 18人)の入学生を確保しました。

2.職員

'鷲

fζ
つ

職員については、組合職員が 9人 (教員 7人、会計年度任用職員 2人)と 、加西市

か らの派遣職員 2人、加東市からの派遣職員 1人、多可町か らの派遣職員 1人の合計

13人で学校運営を行いました。

職員の配置状況

事務課 3人 :

看護課 10人 :

ちハみ

事務局長兼事務課長 1人 (加 西市派遣職員 )、 事務局次長兼副課長

1人 (多可町派遣職員 )、 事務職員 1人 (会計年度任用職員 )

副校長兼看護課長 1人 (加東市派遣職員 )、 専任教員 8人 (組合正

規職員 7人、加西市派遣職員 1人 )、 事務職員 1人 (会計年度任用

職員 )

(単位 :円 )

区   分 令和 3年度 令和 2年度 ルヒ    車交 伸び率 備  考

予算現額 145,720,000 144,683,000 1,037,000 0 7%

歳入決算額 1471293, 130 1471829,023 -535,893 -0 4%

歳出決算額 140,506,871 141,9591221 -1,452,350 ―i O%

差引残額 6,7861259 5,8691802 916,457 15 6%

うち基金繰入額 3,400,000 3,000,000 400,000 13 3%

うち次年度繰越金 31386,259 2,869,802 516,457 18 0%

tじιla 1/_
1/2



【決算の概要】

1.歳 入

歳人決算額は、147,293,13011]で 、前年度に比べ 535,893111の 減額 (増減率△0.4%)と

な りました。

主な歳入は、

・分担金及び負lH金 (市町負担金)91,606,000円 (構成比 62.2%)
。使用料及び手数料 (授業料・入学金・入学考査料)31,201,000円 (構成比 21.2%)

・県補助金 (看護師養成所運営補助金等)13,126,000円 (構成比 8.9%)

・諸収入 (教育充実費・修学資金貸付金元金収入等)8,451,6121Ч (構成比 5.7%)

で、これ らを合わせると、全体の 98.0%と な りました。

前年度の決算額と比べると、市町負担金は、総額で 3,791,000円 の減額 (増減率

△4.0%)と なっています。

教育使用料については、入学金と授業料合わせて前年度に比べ 3,751,000円 の増額

(増減率 14.2%)と な り、県補助金は、524,000円 の増額 (1曽 減率 4.2%)と な りまし

た。

2.歳 出

歳出決算額は 140,506,871円 で、前年度に比べ 1,452,350円 の減額 (増減率△ 1.0%)

とな りました。

歳出の性質別経費は、

。人件費 (議員、委員、職員に係る報 plll。 給 与 。講師謝ネL)69,073,797円 (構成比

49.2%)
。物件費 (需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料 。備品購入費等 20,695,992

円 (構成比 14.7%)

・補助費 (建物保険、車両保険・団体等負担金 。謝金等)41,914,778円 (構成比

29.8%)

・貸付金 (修学資金貸付金)6,700,000円 (構成比 4.8%)
。その他 2,122,304円 (構成比 1.5%)と なりました。

前年度決算額と比較 して増減の大きなもの及びその主な要因は次のとお りです。

《主な増減科 日と要因》

科  目
金 額

lR3年度―R2年度)

増減

の別
主な要因

給 料 △ 3,288、 600円 減 職員 l名減少によるもの

職員手当等 △ 528,920円 減 |・I  I

共済費 △ 536,880円 減 同  L

備品購入費 1,238,079円 由
日

実習ユニット、電子教科書用タブレット 10台

購入等による増加

貸付金 1,600,000円 増 修学資金貸付 6名増加によるもの

2/2
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第3号議案 審議資料

令和 4年度播磨内陸医務事業組合一般会計補正予算 (第 1号)の概要

歳入歳出それぞれ 94千円を減額 し、歳入歳出予算をそれぞれ 149,068千 円とする

【歳 入】

01款 分担金及び負担金 2項 負担金 1目 負担金

1節 市町負担金 △4,703千円

OH款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

1節 繰越金 3,376千 円

。令和 3年度決算剰余金のうち基金繰人額を除いた残額

013款 諸収入 2項 貸付金元利収入 1日 修学資金貸付金元利収入

1節 修学資金貸付金元金収入 1,233千 円

。修学資金返還者の 3名 増による

稔計 6る●ゞ也
｀
お

【歳 出】

03款 衛生費 1項 保健衛生費 1日 看護学校費 △94千円

。 1節 報   plll.… ・会計年度任用職員報ell1 352千 円の増

・ 2節 給   料 ・…・会計年度任用職員採用による 352千円の減

。 7節 報 償 費 …… 会計年度任用職員通勤費用、40千 円の増、及び入学

2次試験作成料等の謝金、HO千円の増

。11節 役 務 費 ・…・ コロナ禍対応のための教材及びレポー ト等のデジタル

化にかかるライセンス料及び年次更新手数料 149千

円硼   デ
考,ζた黄欅クス(1にでグ

・ 12節 委 託 料 …… コロナ禍対応のための教材及びレポー ト等のデジタル

化にかかる初期設定費、

州節備副り讚―・讚 鴛ξ名ユlE像」と薩仁
1,380千円の増

・採血・静注シミュレータ 6台

・20節 貸 付 金 ・…・ 貸与者 9人分の減、2,630千 円の減

■2れ路

L田 0千円(鰊リ

27た 手し

↓

|さん
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2022.10.11議員協議会／坂部 

 

令和４年度第２回西脇市都市計画審議会 

 

１ と  き 令和４年８月31日（水） 午前10時～11時30分 

２ と こ ろ 西脇市役所委員会室 

３ 出 席 者 藤原秀、杉本、高瀬洋、坂部、浅田 他８名 

４ 会長選出 齋藤太紀雄氏再選 委員名簿別紙 

 

５ 議  案  

第１号 東播都市計画ごみ焼却場・ごみ処理場(第２号西脇多可ごみ処理施設)の変更 

   令和４年３月22日からパブリックコメント、５月31日事前審議（７月12日の議員協議会で浅

田議員から報告）、６月16日から住民説明会、８月８日から案の縦覧を経て今回が本審議 

  〇災害時の非常用電源確保、隣地の安全確認などの意見あり 全員賛成で可決 

   今後 造成工事→施設建設工事→令和８年度稼働予定 

 

６ 報告事項 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用促進に関する条例(空家活用

特区条例) 

       ※令和３年度決算で担当課説明のあった事業 

 ⑴ 流通促進   

 

 ⑵ 規制の合理化 

① 市街化調整区域内の空家跡地活用や用途変更を可能とする規制緩和 

 市街化調整区域内の空家について、除却後の更地においても従前と同一用途での新築が
可能となる許可基準を適用します。 

 市街化調整区域内の空家について、カフェやホテル、事務所、社宅等への用途変更が可
能となる許可基準を適用します。 
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② 円滑な通行空間を確保する措置（道路内支障物件の設置制限） 

通行の安全及び居住環境の向上を図るため、特区内に定める「重点整備道路」において、

建築基準法第42条第２項のセットバック部分への通行上支障となる花壇や自動販売機等の設

置を制限します。 

③ 狭あい道路や旗竿敷地でも建替や用途変更を可能とする規制緩和 

特に市街地の整備改善の必要性が高い「重点整備地区」において、床面積が 1,000平方メ

ートル以下の建築物で、その敷地が幅員４メートル以上の道路に接するものについて、必要

となる接道長さを４メートルから２メートルに緩和（建築基準条例の規定を適用除外）しま

す。 

 ⑶ 活用支援 

   空家活用特区総合支援事業 

   ア 空家・二地域居住バンク登録等流通促進支援 

・市町連携団体に対する、空家所有者への流通・活用の働きかけや空家バンクの登録サポ

ート等を行うための費用の補助 

・空家所有者に対する、物件を市町の空家バンクに登録する際又は物件登録後に実施する

登記費用の補助  

イ 空家活用助成（空き家活用支援事業の拡充） 

・空家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために必要な改修工事費の補助

（特区外に比べ補助金額を加算） 

ウ 古民家活用助成（古民家再生促進支援事業の拡充） 

・古民家を地域交流拠点として再生・活用するために必要な改修工事費の補助（特区外に

比べ補助金額を加算） 

エ 空家除却跡地の活用助成（老朽危険空き家除却支援事業の拡充） 

・空家を除却し、跡地を活用するために必要な除却工事費の補助（特区外に比べ補助対象

を拡充） 

オ 空家活用のための建物状況調査助成(ひょうごインスペクション実施支援事業の拡充） 

・建物状況調査に必要な経費の補助（特区外に比べ補助金額を加算） 
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研修受講報告 

令和４年 10月 11日 

Ⅰ．研 修 名 ： 市町村議会議員研修[２日間コース] 

           「自治体予算を考える」 

 

Ⅱ．主 催 者 ： 全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ） 

 

Ⅲ．受講日時 ： 令和４年８月18日（木）、19日（金） 

 

Ⅳ．研修会場 ： 全国市町村国際文化研修所 

           滋賀県大津市唐崎二丁目13番１号 

 

Ⅴ．受講者（報告者） ： 藤原秀樹、森脇久夫（研修参加者は全体で74名） 

 

Ⅵ．研修概要 ： 

１．開講式・オリエンテーション（8/18 12：30～12：50） 

  

２．講義 「自治体予算を考える」（8/18 13：00～16：30） 

    ＪＩＡＭ客員教授・武庫川女子大学経営学部教授 金﨑 健太郎 氏 

1) 自治体予算の原則 

2) 歳入予算の基礎とそのチェックポイント 

   3) 歳出予算の基礎とそのチェックポイント 

 

３．意見交換会（8/18 16：45～17：30） 

 事前調査のあった参加希望テーマについてグループに分かれて、意見交換等 

  意見交換テーマ 

 ④ 住民への広報：藤原 秀樹 

     ⑥ 歳出の効率化（アウトソーシング、ＩＣＴ利用など）：森脇 久夫 

   ※その他のテーマ（全体で６テーマ） 

 ① 予算審議のあり方 ② 決算審査や事業の評価 ③ 財源確保策  

⑤ 公共施設の老朽化対策 

 

４．講義 「自治体予算を考える」（8/19 9：25～14：10） 

    ＪＩＡＭ客員教授・武庫川女子大学経営学部教授 金﨑 健太郎 氏 

   4) 財政の現状把握～地方公会計の活用～ 

   5) グループ討議発表 

   6) 質疑 

 

 ５．研修アンケート記入・閉講（8/19 14：10～14：25） 
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Ⅶ．参加者所感 ： 

藤原 秀樹 

今回の研修テーマは「自治体予算を考える」で、まず、予算は行政サービスの内容を決めて

おり、現在の納税者に対して行政サービスを行う事が基本で、会計年度独立の原則の為、２か

月の出納閉鎖期間があること、予算の発案権は長にあるが、提出した予算の趣旨を侵さない限

りにおいて修正ができることを学びました。 

予算は地域の課題解決や住民のニーズを反映させ、決算にて課題解決ができているかなどを

しっかり審査しなければならないと思いました。私も決算をしっかり審議し、次年度への予算

に審議に活かしていきたいと思います。 

 グループ討議では石川県能美市、大分県玖珠町、広島県熊野町の各議員と私の４人が一つの

グループとなり、住民への広報をテーマに討議しました。 

西脇市議会では、市内80の自治会に対して議会報告会を開催していると発言すると驚かれて

いました。議会によっては、議会報告をされていないところや以前は実施していたがやめたと

ころ、数回のみ実施されているところなど様々で、議会だよりも発行していない議会もありま

した。また、議会だよりの編集についても、事務局がほとんどしているところや議員自らがし

ているところなどがありました。 

住民への広報活動は繰り返ししっかりと検証しながらしていかなければならないと思いまし

た。 

各議会の状況を聞いていると西脇市議会は住民への広報活動は頑張っている方だと思うが、

あまり住民にはしっかり伝わってないのか、議員への信頼は低いように思います。自分自身も

っとしっかり議員活動を続け、活発に議論や提案をし、広報や課題解決にも頑張ります。 

 

森脇 久夫 

 今回の研修で、自治体予算の原則を学び、予算の意義・種類・ルールや予算編成から成立・

執行までのスケジュールを含めての流れを詳しく知ることができた。 

また、予算審議では歳出における各事業の内容のチェックだけでなく、歳入も含めた予算全

体への視点、健全な財政運営の視点での審議の重要性を理解することができた。 

財政診断は、決算がベースとなっているが、診断は類似団体など他団体との比較で行うとの

ことで、具体的基準がなく、市民の方に説明する場合には類似団体であっても他自治体との比

較ではその妥当性の説明は難しいのではないかと感じた。 

グループ討議で一緒になった長野県上田市、大阪府泉南市、大分県玖珠町の各議員と「歳出

の効率化（アウトソーシング、ＩＣＴ利用など）」をテーマに意見交換したが、西脇市を除く３

自治体では議案など会議資料は貸与されたタブレットへの送付・利用とのことで、紙での配布

は行っていないとのことであった（玖珠町は、昨年度からタブレット導入でまだ紙資料との併

用中）。 

また、玖珠町・大野議長から玖珠町は教育レベルを向上させ、地域から出ていく子どもを減

らす・戻ってきてもらう取り組みとして、町が塾経営を民間に委託しているとの話を伺った。 

全体講義中に講師からタブレット利用議会の確認があったが、 ２/３以上の参加者がタブレ

ット利用に挙手しており、議会でのＩＣＴ利用がかなり進んできていると感じた。 

タブレットを利用されている玖珠町・大野議長に、予算審議では「資料が多くなるためタブ
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レットでの不便はないか」などを尋ねたが、画面に２ページ表示すると小さすぎるがＡ４の１

ページ表示では紙と差がないこと、画面上で資料に専用ペンで追記でき、それが保存できるこ

と、説明箇所については、事務局からの操作で画面が切り替わるようになっており、議員が書

き込みを行っていて説明等が先に進んでもすぐに追いつける、議案等資料は事務局からの送付

でタブレットにデータとして入れられるので議員自身は操作を行う必要ななく、紙ベースの資

料より保存にスペースも不要になった上、タブレットさえ持っていればどこででも議案を含め

各種資料を見ることができるなど便利になったとのことだった。ただ、タブレットが大きく重

い、貸与のため破損しないように注意を要するとの話を聞くことができた。 

講師からは紙からタブレットに置き換えて紙削減の効果だけを求めるのではなく、議会事務

局も含め業務全体の見直しを行っての導入が必要との指摘があった。 

いずれにしても、学校でもＩＣＴ導入を進めており、西脇市議会においても業務の効率化の

ために執行部と一緒になってタブレット等ＩＣＴ導入の可否を含め検討が必要と考える。 

これから決算の審議を行う際には、次年度予算につながるよう今回の研修受講を生かしてい

きたい。 

 

以上 

 

（報告まとめ）藤原 秀樹 

 


