
日向市議会

第1回 議会報告会

平成26年11月



議会報告会の目的
日向市議会は

１ 市民に開かれた議会をめざし

２ 積極的な情報公開と説明責任を果たすべく

３ 各地域に出向き

４ 市政や議会に対する意見・要望を聴く

ことを目的に開催いたします。
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本日の会次第

1 開会
2 挨拶
3 挨拶 (開催地域区長代表)
4  議員自己紹介
5  市議会報告
６ 質疑応答

７ 閉会
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本日の報告内容

1 議会の仕組みと役割

2 ９月議会 各委員会報告

3 平成２５年度決算報告

3



議会の仕組みと役割

４



(有権者)
市 民

請願
陳情 本会議公開 行政サービス
選挙 委員会公開 選挙

広報

条例・予算など提案
市議会 (二元代表制) 市 長

(議決機関) 議決・調査・検査 (執行機関)

構成:議員22名



議会の仕組みと役割
1 二元代表制とは?
市長も、議員も市民から、個々の直接選
挙で選ばれることです。

市長は、市民生活に深く関わる仕事（市
政の運営）をしています。施策方針の決定
は市民にとって重要なことですが、だから
と言って市民全員が集まって話し合うこと
は困難です。そこで、直接選挙によって市
民の声を市政に反映させる為、市民の代
表者（議員）を選びます。
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議会の仕組みと役割

2 議決機関と執行機関
市長はまちづくりの計画や予算案を議会に

提案します。それを受けて

議会は、本会議や、委員会で慎重に審議し、

議決します。 (議決機関)
市長は、議決を受けて、予算を使って各計画

を執行します。 (執行機関)
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議会の仕組みと役割
3 議会の仕事
① 市民生活に重要な決まりや予算に関係することなどは、
議会の議決が必要です。

② 市役所の仕事や、税金が公正かつ効率的に行われて
いるかチェックします。

③ 本会議や一般質問、各委員会審査で市行政の公正・公
平・効率性をチェックします。

④ その他、請願・陳情の受理や意見書等提出、副市長・教
育委員・監査委員などの選任にも関与します。

７



議会の仕組みと役割
４ 市議会の運営 (議会の招集権は市長)
定例会 毎年 ３月・６月・９月・１２月に開かれる

会議。

臨時会 必要に応じて開かれる会議

常任委員会 日向市議会には現在3つの常任委員会
があります。

★ 総務政策常任委員会

★ 文教福祉環境常任委員会

★ 産業建設水道常任委員会

特別委員会 必要に応じて設置されます。
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９月定例議会報告
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総務政策常任委員会
（９月定例会報告）
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□報告１件
報告第８号 専決処分の承認について
平成26年度日向市一般会計補正予算（第２号）
中 総務政策委員会付託部分

□補正予算１件
議案第103号 平成26年度日向市一般会計補正
予算（第3号） 中 総務政策委員会付託
部分の、計２件。

２件ともに、全員一致で承認・可決

総務政策常任委員会
に付託された案件
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□専決処分
「ふるさと日向市応援寄付金」増額補正
歳入：１億1,７６０万円補正して、総額１億５千万円
歳出：6,060万円補正（報償費等）

※寄付金のほぼ半額を、地場産品で贈呈
※８月末現在、5,029件、総額8,626万5千円

□９月補正予算
・広島土砂災害を踏まえた避難発令のタイミングを確認。
「指示遅れにだけは、絶対にならいように対応」と。

・自治会が自主的に行う避難路整備助成の充実
原材料支給だけでなく、高齢化等で作業ができず整備が進
まないケースに対応するため、避難経路等の工事の発注から
管理までを自治会に行ってもらう費用について助成する新たな
補助制度を設ける。

審査の概要
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□継続審査中の請願等
◆請願第13号 字名の変更に関する請願書

審査結果：継続審査

◆陳情第20号 市有地の賃借料軽減に係る陳情
審査結果：不採択

□９月議会上程の請願等
◆請願第14号 「特定秘密の保護に関する法律の廃止
を求める意見書」採択に関する請願 審査結果：不採択

◆請願第15号 「適正な法曹人口のための法曹養成制
度の抜本的見直しを求める意見書」採択に関する請
願書 審査結果：継続審査

◆陳情第23号 日向市議会のインターネット中継の導
入に関する陳情書 審査結果：趣旨採択

請願等の審査及び結果
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文教福祉環境常任委員会
（９月定例会報告）
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文教福祉環境常任委員会に付託
された案件
◆条例５件
議案第96号 保育事業に関する条例
議案第98号 放課後児童クラブに関する条例
議案第100号 寡婦医療費助成に関する条例 等

◆補正予算３件
議案第103号 平成26年度日向市一般会計補正

予算(第3号）
議案第105号 市営城山墓園特別会計補正予算 等
合計８件
審査結果 条例・補正予算とも原案可決
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補正予算（９月）での主な事業

（１）生活困窮者自立支援モデル事業
※ 日向市生活支援・相談センターの設置（２６年１２月）

（２）軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
※ 対象者は県内で23名程度。市内では1名程度。

（３）認定こども園整備事業
※ 県の「安心こども基金」を活用した施設整備事業

（４）その他の事業として・・・
※ 水痘ワクチン接種 26年10月1日から定期接種
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その他の報告として
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（１）新共同調理場建設事業の経過
※ ○調理規模は6500食

○旧東郷町の調理場は、
新年度以降は休止。

その後の建物・設備等の活用については、
現在検討中。

○ 27年2月～3月に試運転開始し、
新年度に備える。



産業建設水道常任委員会
（９月定例会報告）

議案１０２号 財産の取得 全員一致可決

内容 旧日向法務総合庁舎を取得し、改築を行い

情報サービス産業の誘致施設とする。

土地は国が無償譲渡。建物を取得

取得費用は 79,704,000円(税込)
改築費用は、23,000,000円
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平成25年度決算報告
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平成２５年度決算報告
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１．自治体の財政制度について
（地方交付税制度）

普通交付税の仕組み概要

基準財政需要額 １２０億８,８８０万５千円

基準財政収入額
５７億６,７３８万２千円

普通交付税額は財源不足額
＝基準財政収入額－基準財政需要額

普通交付税額（財源不足額）
７０億１,３１９万１千円



平成２５年度決算報告
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２．平成25年度決算の概要

歳入総額
306億３,６１２万８千円

実質収支
７億６,９０２万4千円

歳出総額
298億３,415万８千円

繰越金
等

・ 歳入では、国の緊急経済対策に伴う「地域の元気臨時交付金」等国庫支出金の大
幅増で、対前年度比、２３億6,504万６千円の増。
・ 地方税は、売上げ減少等で法人税割りの減はあったが、市税全体では、固定資産
税が家屋、償却資産の伸びに伴い増加したことなどから1,0％の増。
・ 歳出では、職員給与一律引き下げ等による人件費、交際費の減等で義務的経費
は減ったが、国の緊急経済対策に伴う投資的経費の大幅増や積立金の増などで25
億5,236万円の増。



平成２５年度決算報告
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３．財政の健全性について

指 標 22年度 23年度 24年度 25年度

財政力指数 0.476 0.46 0.47 0.48

経常収支比率 90.8
（99.2）

89.5
（95.8）

90.5
（97.1）

88.0
（94.6）

公債費比率 15.0 15.1 15.2 14.0

公債費負担比率 18.8 20.0 20.8 19.3

実質赤字比率 ー ー ー ー

連結実質赤字比率 ー ー ー ー

実質公債費比率 15.2 14.8 14.2 13.5

将来負担比率 123.6 113.9 103.7 90.4



平成２５年度決算報告
4．委員会報告より

総務政策常任委員会

文教福祉環境常任委員会

産業建設水道常任委員会

□付記意見 １．救命救急体制の整備に万全を！
２．「新しい地域コミュニティ組織制度モデル事業」は地域が自立運営できる事業の展開を！
３．職員研修は、その成果を関係職員にフィードバックし共有できるようシステム整備を！

審査結果；原案の通り「認定」

□付記意見
１．税務課収納業務に係るマンパワーの充実を！
２．新しい共同調理場は、地産地消の推進をはじめ、地元に愛される施設をめざされたい。

□付記意見 １．上下水道設備は、防災、減災の事業推進に努められたい。
２．関係機関一体となって、販売戦略も含めた「へべす」の振興対策に取り組まれたい。
３．観光客の利便性確保のため、牧水生家へのトイレ設置について早急に対応されたい。

審査結果；原案の通り「認定」

審査結果；原案の通り「認定」
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産業建設水道常任委員会
９月議会

日向特産 「へべす」の販路拡大に向けて
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産業建設水道常任委員会

決算認定議会

牧水生家付近へのトイレ設置
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11月28日（金）～12月19日（金）

ぜひ、傍聴にお越しください。

12月定例会のご案内

※予定
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ご静聴、
有り難うございました。

平成26年11月 日向市議会
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