
第９ ８回南あわじ市議会臨時会議事 日程 （第 １号）

令和 ２年 １１ １１ ９日 （木）午前１ ０時間議

第１　　 会議録署名議員の指名

第２　　 会期の決定

第３　　 諸般の報告

第４　　 委員会調を報告

第５　　 議席の変更について

第６　　 議案第６ ４号～議案第 ６６ 倚（ ３件一括上程）



議 長 報 七
口

令和 ２年 １１ 大１ １９ 日　 臨　時会

第９ ７回臨時会を令和 ２年 １　０１　２　８　日に現会しま したが、 その後の議会‾反び議長の
活動状況について次の とお り報告いたします。

（令和２ 年度）

１１１ ３日　　 氛庫県畜を氈儖会 （議長、 産業厚生常　　 大化体育館
任委員日丿席）
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会派代表者会議

南あわじ市戦役者追悼式（ｊＥ Ｍｌｊ議長ｍ
席）

南あわじ市・ 枡｜本市小中学校組合議会

全国離島振興市Ｆ村議会議長会臨時総
会（議長ｍ席）

松帆銅鐸一般ぬ回記念式典
務夕教常任委員長ｍ席）

議会運営委員会

委員会ま

福良逖［う匹民館

議場

議長室

［議長、 総　　 ］五青館

南あわじ市総合防災ＪＩＩ練（をａ員ｍ
席）

議員協議会

会派代表者会議

委員会室

な日］中学校

議員協議会ま

委員会室



令和２年１１月１９日

市 長 守 本 憲 弘

副 市 長 馬 部 総 一 郎

教 育 長 浅 井 伸 行

総 務 企 画 部 長 兼 総 務 課 長
兼 総 務 課 秘 書 室 長

木 田 博 仁

総 務 企 画 部 付 部 長
（ 企 画 担 当 ） 兼
市 長 特 別 補 佐

勝 見 哲

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席する者の職氏名



南あ わじ市議会

議長　熊日］習丿　様

令ｊＦ口 ２年 １　１１　１　９日

議会宙、報霍、聴常任委員会　　丿

委員長　 ｊヒ　条　靈、　津　孚

委員 会調 を報 告書

第８ ８回南あわじ市議会ち牋会において議会ぶ報笛、聴常任委員のき任が行われてぷ

後、 Ｍ会中に開催された所管事務調をの経過‾）ｋび結果を会議規則第 １０ ８条の規定によ

り、 加紙のと おり 報告いた しま す。



調　　査

１　 調ま事件

（１ ）議会ぶ報誌に関する事項

（２ ）議会報告会に関する事項

（３ ）議会ホームページに関する事項

（４ ）議会ラ イブ配信、録画配俗に関する事項

（５ ）その他議会宙、報監聴低動に関する事項

概　　要

２　 調をの経過

令１口元年１　１１　２　１　日、 第８ ８回南あ わじ市議会臨 時会 にお いて議会皀報定、聴常任

委員 の選任が行わ れ、 な後 、現会中 の所管事務調を申 し出 の承認を 受け 、８ 回に わた

り委員会 を開催し た。

また 、特色あ る旬、ち 藐み等を行っ てい る関Ｗ回体へ の管 夕１ヽ調を等 を検討し てい たが、

新型 コロ ナウイルス感染症拡大防止のた め自 粛した。

（１ ）調をのためＭ会中に回催 した委員会

令和 ２年　 １１ ９日 ・１ ６日 、２ Ｊ］ １８ 日、 ４１ １４ 日、 ７ｊｊ６ 日・ １７日

１０ １６ 日・ １５日

３　 調をの結果

（１ ）ま報活動

○議会広報誌の発行

定例会等の報告と して 「議会だ より 」を第６ ４号から 第６ ７号まで計４ 回発行し、

これまでの研修で学んだこ とを活か し作成し た。

①　 誰も が読みやすいデザイン とな るよ う、 特集ペー ジを 工夫 した。

第６ ４号では 、議会報告会 を掲載し 、写真のＥ置等を 工夫 し現場の 雰回気が

出る よう にし た。 また 、ア ンケ ート 結果 にピ クト グラ ムを使用 し見やす くなる

よう に工夫した。

第６ ５そでは 、令 豕］ ２年度肖 初予算を ゆ年 に続 き家牡簿 に加 えて 掲載 した。

なお、よ り見やす くするた め、 レイ アウ トを シンプルにした。

第６ ６号では 、新なコ ロナ ウイ ルス 感染症筧策に 関す る要隻書 のｌ大］ 容な どを

掲載 し、 議会の垢動を分か りやすく 身近に感 じられる よう にした。



②　表紙について は、 観光佑所 ・伝統フりこイヒ を掲載し、南あわ じ市の魅力を伝えた。

第６ ６そについて は、 新型 コロ ナウ イルス感染症のぞ響に より 社業 して いた ／ｊヽ

学校‾觜間時のを校の様子を伝えた。

③　一鼈質問のページをよ り見やすくするため、 各議員の質問項目 を一覧＝表にまと

め、 掲載 した。

④　 第６ ５号 より 、新やコ ロナ ウイ ルス 感染症拡大防止の ため 市民イン タビ ュー

を自 粛したが、新たに市民 と交流する場 として写真の募集を開始した。 第６６

号よ り、 完、募の あっ た写真を 「市民ギ ャラ リー」と して掲載 した。

これから も「議会を身近にする 」ために、これまでの研修で学んだこと を活かし

より 市民目線にをつこ とを重点に広報詰づく りに取り祖んでいきたい。

⊆）定例会の傍聴アナ ウンス

定例会のイ葱聴者増加 を目 的に、見 える 議会恬動の一葆と して 、防泉玩政無線を恬

示し傍聴の呼びかけを行っ た。 定例会全般の 日程案内 と一般質問の案内 に分けて、

１２ ｙｘ 、３ １定例会前に各８ 回放きし た。　６１ 、９ １定例会 につ いて は、 新型 コロ

ナウイルス感染症の影響も あり 、傍聴アナウンスを中止した。

ＯＹｏｕＴｕｂｅ での動画配信

①ＹｏｕＴｕｂｅ での 一般質問 の動画髱信に つい て、 今年度も 市の ホー ムページに

ＹｏｕＴｕｂｅの ＵＲＬ、 議会 だよ りに ＱＲ コー ドを 掲載 し、 年戛 で延べ２ ，２ ９８ 回の

再生回数を記録した。

②ＹｏｕＴｕｂｅ での本会議・ 委員会の ライ ブ髱信につい て、 令和 ２年 Ｌ目 より 、議会

をよ り身近にする 、見 える 議会活動の一環と して 、Ｙ６ｕＴｕｂｅ での本会議・ 委員会

のライブ配信を開始した。 令和 ２年 １大ｊか ら延べ２ ，２ ３１ 回の再生回数を記録

した。

（２ ）ま聴活動

意見交換会、 子ど も議会‾瓦び議会報告会は 、、 新型 コロ ナウ イルス感染症拡大 防止

のた め自 粛した。

なお 、議会報告会 につ いて は、 来年度開催に ［ａ］け 、よ り市民の方に興味 を持 ち参

加していただける よう 開催方法、報告ｌちｊ容等について継続 して検討していき たい。



南あ わじ市議会

議長　熊　 日ＥＩ 司　様

令和 ２年 １１ １１ ９日

議会運営委員会

委員 長　 篆　 口　博

委員 会調 を報 告書

第８ ８回南あわじ市議会臨時会 において議会運営委員の選任が行われて Ｊジ、後

囑催 された所掌事務調をの経過 ‾反び結果を 会議規則 第１ ０８ 条の規定 によ り、

別紙のと おり 報告いた しま す。



調　　査 概　　要

１　 調査事件

（１ ）議会ミ営に関する事項

（２ ）議会の会議規則 、委員会 に関する 条例等に 関す る事項

（３ ）議長の諮問に関する事項

２　 調をの経過

令加元年 １１ 大］ ２１ 日、 第８ ８回南あわじ市議会癨毀会において議会ミ営委員

の自任が行われ、 ＪＪＪ、 後、 所掌事務調を申しｍの承認を受け、 １７ 回にわた り委員

会を開催 し、 議会丿営に関する諸戮社について調ミを を行った。

また 、簗を事項に つい て先ま事Ｍ等 を調をす るた め管 夕｜ヽ調をを 計画 して いた が、

新をコロ ナウイルス感染拡大防止のため 自粛 した。

（１ ）調をのためＭ会中に開催 した委員会

令和元年　 １　１１　２　２日 、１ ２Ｊ］２ ３日

令和 ２年　 １Ｊ１　２　２　日、 ２１ １２ 日、 ３Ｊ１　２　３　日・ ３１ 日、 ４１ ９日

５１ １９ 日・ ２９ 日、 ６Ｊミｊ ２６ 日、 ７Ｊ］１ ５日 、８ １４日

９１　２　５　日、 １０ Ｊｊ １６ 日、 １１ １１ ２日
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３　 調査の結果

（１ ）議会Ｓ営に関する事項

毎ＪＩ定例的 に委員会 を開催し 、本会議八び委員会の 日程調整並びに議会丿自Ｅ営

についての協議を行っ た。 その 中で、議会の活動のあ り方等について課題点を

取り 上げ、『［Ｖ微で効率的なミ営を回 るため調を研究を行っ た。

また 、議会日 程に おい て、 新型 コロ ナウ イルス感染症 によ り議会開催が危ぶ

まれ る状況と なる ｊ］‘能性を想定 し、 議会 とし ての意思決定であ る議決を 早める

対応 を行 った。委員会では説獸員の入れ替え制を 導入 し、 ３密 を避 ける 対策を

講じた。

さら に、 ペーパー レス会議の導入に 『；ｉ』 けて、タ ブレ ット等がきＪ≡目 でき る環境

ををえる ため 、令加２ 年２ １に会議無線 ＬＡ Ｎ環境を Ｓ化 した。今後も 、ペー

パーレス会議の本格導入に自］ けて協議を重ねていく。



（２ ）議会の会議規則、Ｓ員会に関する条例等に関する事項

平成 ２４ 年９ １に南あ わじ市議会ＪＩ本条例制定 され、こ の条例にぷづ き、開

かれた議会を 目指 し、 議会の在 り方や活性化に取 り組んできた。こ の条例の目

的が達成 されてい るか どう かを見直 し、 今後 の議会改革へ と発展さ せる ため、

令加 ２年 １　Ｊｊ から 南あ わじ 市議会ＪＩ本条Ｍ の検証に 取り 組ん だ。　５Ｅ３１」紙の検証結

果の とお り、 目的達成 に『自』 けて今後 の取組を 検討する とな った事項 につ いて は、

目的達成に［ｆｉ］け、今後、 改善策に旬、ち組んでいく。

（３ ）議長の諮問に関する事項

令和 ２年 ｌｊ 、第 ２回議会防災ＪＩＩ練において見えてきた課題を受け、南あわ

じ市議会業務継続計画 （Ｂ ＣＰ）の一部改ｊＥを行った。

令和 ２年 １１　３　１　日、 議会 ＢＣ Ｐを より 実行性の ある もの にす るた め議会防

薑］啄修会を 鶚催 し、 本市牝機管ミ部た機管ミ課長よ り「南海 トラ フ地震・ 津波

と市の災害対策」 をテーマ とし研修を受けた。

｀令 皋］ ２年 １１ Ｊｊ １５ 日に 開催 された南あわ じ市総合防災 回｜ ｜練 中におい て、第

３回 目の議会防皿ＩＩ練を実施 し、 議会薑。害筒策支援会議の 開催 ＪＩＩ練‾反び被害状

況等の集約訓練を行っ た。 今後 も、 議会の防災意識を高め、常に本市議会の実

態に 孤］ したＪ・目が でき るよ う、 防災 回｜ ｜練八び議会 ＢＣ Ｐの検証 ・改ｊＥ を行って

いく。

また、南あわ じ市新型 コロ ナウ イルス感染症筒策本部の鼈置を受け、議会Ｘ

售筒策支援本部を設・ し、 ３度にわたり 新型コロ ナウイルス感染症に関する要

望書を市対策本部長（南あわじ市長）へをｍ した。今後も、市対策本部 と連携

して継続的に新型コロ ナウイルス感染拡大防止に取り 祖んでい く。

新型 コロ ナウ イルス感染拡大防止の ため、委員会において説獸員の入れ替え

執を導入 したが、 おしい生活様式を踏ま えた 中、 今後、継縦して入れ替え制を

導入 していく かど うかについて協議 して いく。

議会 の委任に よる 専決処分 につ いて 、現在は専決処分事項 を指定し てい ない

が、 ＦＩ‾χ滑な行政執行の実現のため、今後、 専決処分事項の指定の要否について

協議 して いく。

毎年愾催されている淡路議会議員研修会では、本年は ８大１３ 日に淡路市立サ

ンシヤイ ンホールにて開催され、京都大学大学院経済学研究科兆球環境学堂教

授の諸富徹」弋に よる 「ｗｉｔｈコ ロナ時代の今後の 」き域経済の行方」についての講

演に参加 し、 研修 を受 けた。



議席 の変 更に ついて

南あわじ市議会会議規ｍ第 ３条第３項の規定にぷづき 、議員の議席を次 のとおり 変更
する。

令和２年 １１ １１９日

南あわじ市議会議長　　　熊　 日］ 司

議席 番号 氏　　名 議席 番号 氏　　　名

１　番 １０番

２　番 １１番

３　番 １２番

４　番 １３番

５　番 １４番

６　番 １５番

７　番 １６番

８　番 １７番

９　番 １８番


