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C i t y

A s s e m b l y

ごあいさつ

議

長

新家 良和

副議長

山村 惠美子

令和２年４月12日の改選に
伴い、若い、フレッシュな顔ぶ
れの６名を含む新しい議会体制
がスタートしました。
５月15日の臨時会で、議長、
副議長に就任いたしましたので
ご挨拶申し上げます。
市民の誰もが幸せで笑顔あふ
れるまちづくりのための重責と
使命の重大さを改めて痛感し、
身の引き締まる思いであります。
また、同時に新しい三次づく
りのために行政と一体となり取
り組める喜びも感じているとこ
ろでもあります。
今世界中で新型コロナウイル
ス感染症が猛威を奮い、多くの
方、地域が苦しみ、企業活動も
停滞が続いています。
議会としても、行政とともに
新たな感染抑止に努め、医療従
事者・介護従事者など関係する
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方のご労苦に報いる施策や地元
企業への追加支援、子どもたち
の学習フォローなど、スピード
感を持って取り組んでいきたい
と考えています。
一方、我々の議会活動は、単
なる執行部の追認機関に終わる
ことなく、三次市議会基本条例
に基づいた、議会改革の取組を
中心に二元代表制の一翼を担う
立場をしっかりと堅持し、信頼
関係の中でも緊張関係を保ちな
がら、是々非々の立場で対応し
てまいります。
また、これからの市議会のあ
り方を考える中で、議員定数の
削減と報酬の見直しについても
検討をスタートします。
これからも皆さまのご指導、
ご鞭撻を賜りますよう、心から
お願い申し上げまして、ごあい
さつといたします。

総
務
常任委員会
（８人）

後列左から

中原 秀樹（公明党）、横光 春市（真正会）、伊藤 芳則（無所属）、藤岡 一弘（明日への風）

前列左から

小田 伸次（ともえ）、委員長：大森 俊和（会派未来）、副委員長：齊木 亨（真正会）、山村 惠美子（清友会）

所 管

総務部、経営企画部、地域振興部、危機管理監、支所、会計課、議会事務局、選挙管理委員
会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の委員会に属しない事項

教育民生
常任委員会
（８人）

後列左から

徳岡 真紀（明日への風）、増田 誠宏（明日への風）、新田 真一（会派未来）、藤井 憲一郎（ともえ）

前列左から

弓掛 元（ともえ）、委員長：鈴木 深由希（真正会）、副委員長：黒木 靖治（公明党）、宍戸 稔（清友会）

所 管

市民部、福祉保健部、子育て支援部、市民病院部及び教育委員会の所管に属する事項
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産業建設
常任委員会
（７人）

後列左から

前列左から

山田 真一郎（明日への風）、月橋 寿文（ともえ）、掛田 勝彦（明日への風）

竹原 孝剛（会派未来）、委員長：保実 治（清友会）、副委員長：杉原 利明（真正会）、重信 好範（無所属）

令和２年

日（金）に開催しました。議長及

第１回臨時会

第１回臨時会の本会議を５月

傷病手当金の支給等に関する改正。

染するなどした被保険者等に係る

医療に関する条例  全員一致
新型コロナウイルス感染症に感

◆国民健康保険条例・後期高齢者

び減額対象の所得基準を拡大する。

基礎課税額等に係る課税限度額及

◆国民健康保険税条例 全
 員一致
主な内容は、国民健康保険税の

句の整理をするもの。

課税制度の拡大、引用条項及び字

制度の創設及び固定資産の使用者

必要事項を申告することができる

場合に、現所有者に賦課徴収上の

更等、登記名義人が死亡している

係る扶養控除申告書記載事項の変

全員一致
◆税条例等 
主な内容は、単身児童扶養者に

【一部改正された条例】

全員一致

皇治郎（十日市東）

日まで）

（任期は４年間）
竹原 孝剛（議会選出）

升本

求めることについて 全
 員一致
美知子（十日市町）

（任期は４年間）
◆三次市監査委員の選任の同意を


藤井

◆三次市教育委員会委員の任命の
同意を求めることについて

【その他の議案】

を国の標準割合と同様にすること。

全員一致
◆介護保険条例 
保険料の基準額に対する保険料率

用条項の整理をするもの。

画税の課税特例を定めた文言、引

◆都市計画税条例  全員一致
市街化区域農地に課する都市計

措置を拡充する。

者を対象とした固定資産税の特例

延長、設備投資に関わる中小企業

び副議長の選挙、常任委員の選任のほか次のことが決まりました。
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（任期は令和６年４月
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全員一致
◆税条例 
一定の基準を満たす場合軽自動

車の環境性能割軽減措置を半年間

17

産業振興部、建設部、水道局及び農業委員会の所管に属する事項

所 管

※議長は常任委員会へ所属していません。

みよし

市議会だより

令和２年度
補正額
主な補正内容
《歳入》
・国庫支出金
・繰入金

一般会計予算の補正（第２号）

56億8,416万4千円追加
52億7,430万円
4億 986万4千円

臨時号

422億8,416万4千円

２０２０（令和２）
年６月 日発行

《歳出》
・特別定額給付金
51億7,162万1千円
・三次市子育て応援金
6,570万円
・事業者支援給付金
1億5,000万円
・中小企業経営持続支援事業補助金
5,500万円
・中小企業者金融支援補助金
3,000万円
ほか

令和２年度

特別会計の補正

会計名

補正額

総額

国民健康保険特別会計（第１号）

100万円

55億8,874万4千円
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議会運営委員会 所管：議会運営について協議し、意見調整を図る。
後列左から

発行 三次市議会 三次市十日市中二丁目８番１号
電話（０８２４）６２ ６１７９

－

総 額

藤井 憲一郎・宍戸 稔・大森 俊和・小田 伸次
黒木 靖治・齊木 亨・藤岡 一弘・掛田 勝彦

前列左から 新家 良和・横光 春市
（委員長）・伊藤 芳則
（副委員長）

山村 惠美子

広報広聴常任委員会 所管：議会だよりの編集、議会報告会の企画立案等。
後列左から 中原 秀樹・徳岡 真紀・月橋 寿文・山田 真一郎
前列左から 横光 春市・藤井 憲一郎
（委員長）・新田 真一
（副委員長）

保実 治

備北地区消防組合議会

所管：備北地区消防組合に関する事項。

保実 治・鈴木 深由希・横光 春市・弓掛 元・新田 真一・徳岡 真紀・月橋 寿文・増田 誠宏・中原 秀樹

次期定例会の開会予定日は 6月

あ ｜と ｜が ｜き

編集
広報広聴常任委員会
発行責任者
三次市議会議長

４月、市民に新型コロナウイルス感染症
の不安が拡がるなかで行われた市議会議
員選挙。この度の改選により６名の新人議
員が誕生致しました。５月の初議会におい
て議長・副議長や各委員会の構成も決まり、
広報広聴常任委員会も新たな８名でのス
タートとなりました。
本委員会は、市内全戸に配布される「市
議会だより」の作成のみならず、市議会の
ホームページの拡充や「議会報告・懇談会」
の企画実施、ケーブルテレビの「市議会ト
ピックス」への議員出演調整など、市民と
議会を繋ぐ重責を担うものであります。
コロナ禍によって「人を集める」
「多勢に
出向く」従来の手法を踏襲することが困難
となっている今般、委員一同柔軟な発想で
これまで以上に「情報発信」
「情報収集」に
努めて参ります。
広報広聴常任委員会委員長

藤井

憲一郎

12日（金）

■ ６月議会の傍聴について
議会の本会議は、どなたでも傍聴することができますが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、座席数を減らす等、傍聴を制限する場合
がございますのでご了承ください。
ケーブルテレビでは議会の生放送と当日の夜７時から再放送をします
のでそちらもご利用ください。
また、市議会のホームページにおいて本会議の模様をインターネット
配信しますので、ご利用ください。

■ 無料アプリ「マチイロ」版の議会だよりについて
無料アプリ「マチイロ」を利用して、みよし市議会だよりをご覧いた
だくことができます。
詳しくは市議会ホームページの「みよし市議会だより」のページをご
覧ください。
三次市ホームページ
ht t p: //www. c it y. miyoshi. hiroshima. jp
お問い合わせは

TEL 0824－62－6179
Eメールアドレス

議会事務局へ

FAX 0824－62－6110

gikaijimu@city.miyoshi.hiroshima.jp
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