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日時 １０月２７日（土）午後７時～
会場 射水市本庁舎 5階 全員協議会室

１ 議長挨拶

高橋 議長
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射水市議会の議会改革について
平成２０年 議長交際費の公開（４半期ごと、区分別のみ）

平成２０年 ４月 政務調査費の個人支給

平成２１年 政務調査費の議員別支出先・支出内容（20年度分）をHPで公開

平成２１年１１月 議員定数の削減（３５人⇒２６人）

平成２５年 議長交際費の公開（４半期ごと、１件ずつ）

平成２５年１１月 議員定数の削減（２６人⇒２２人）

平成２７年 ９月 議員別賛否をHPで公開

平成２８年 ３月 インターネット中継開始

平成２８年１１月 議決システムの導入

政務活動費の交付に関する条例の全部改正（後払い等）

平成２８年１２月 一般質問において「一問一答」「分割質問・分割答弁」方式導入

平成２９年 政務活動費の収支報告書・領収書（２８年度分）をHPで公開

平成２９年 ４月 政務活動費の後払い（精算払い）を開始

平成２９年 ６月 議案・委員会報告事項等、議会資料をHPで公開

平成２９年 ９月 議会基本条例制定

射水市ＨＰ 議長交際費

議長交際費



3

射水市ＨＰ 政務活動費

政務活動費

平成２８年１１月臨時会における
政務活動費見直しの概要

１ 領収書のインターネット公開
これまでは、支出内容の一覧表を公開していたが、領収書を

含めた収支報告書を公開することになった。

２ 支払い方法を「前払い」から「精算払い」に変更
（平成２９年度から）
これまでは、4月と10月に「前払い」で支給されていたが、

29年度からは、四半期ごとの「精算払い」になった。

３ 議長に、議員に対する収支報告書の修正要求権を
付与
収支報告書に疑義がある場合、議長が議員に対し、聞き取りや

調査を行い、不適切な支出の場合は、議員に修正を求めることが

できる。
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射水市ＨＰ インターネット中継（録画）

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ中継(録画)

射水市ＨＰ 議案書・関連資料

クリック

議案書・関連資料
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２ 報告会の進行に関する説明

島 広報委員長

３ 司会・進行

吉野 議会運営委員長
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４ 議会の概要

堀 予算特別委員長

射水市議会について

議員定数

射水市議会の議員定数は条例により２２名としています。
現在の議員の任期は２０１７年１１月２７日から４年間となっていま

す。（～２０２１年１１月２６日）

議長と副議長

議長・副議長は、議員の中から議員による選挙で選ばれます。
議長は、議会活動全般の取りまとめ役です。議場の秩序を保った

り、順序よく会議を進めたり、議会の事務を処理する等の仕事をし

ます。また、市議会を代表して様々な会議や行事に出席します。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたときや出張などで不在のと

きには、議長の代理を務めます。
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定例会と臨時会
定例会は、条例で回数が定められています。射水市は、６月、９月、
１２月、３月 の年４回開催します。
臨時会は、次の定例会までの間に、議会の議決が必要になったと
きに開催します。

本会議
本会議は、議案などを審議し、議会の意思を決定する最も重要な
会議です。全議員で構成する議会の会議のことをいい、議案に対
する質疑や市政に対する質問などを行います。
年４回（６月、９月、１２月、３月）開催する定例会の場合、本会議は
その会期中に質問の数により４日間、もしくは５日間開催します。
通常、第１日目は市長から提案された議案の提案理由説明、第２
日目と第３日目、もしくは４日目（質問者が多い場合に設定）は議
案に対する質疑や市政全般についての質問と答弁、最終日は議
案等に対する討論（賛成・反対）と採決を行います。

射水市議会について
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５ 各委員会報告

総務文教常任委員会報告
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旧新湊庁舎跡地利活用事業

これまでの経過

●２０１７（平成２９）年度
整備手法をＰＰＰとし、公募型プロポーザルで整備する事業

者を募集し、大和リースグループを優先交渉権者と決定

●２０１８（平成３０）年度

●２０１４（平成２６）年度
新湊庁舎跡地の利活用方針
民間活力の導入を視野に公共交通の結節点として、観光機能

も備えた公共交通ターミナル及び複合交流施設の整備を図る。

庁舎跡地の隣接地で宿泊施設進出の動き
があることなど、状況の変化も踏まえ、
賑わいの創出に向けた施設機能や配置等を
変更

公共交通ターミナル
公園

公共交通ターミナル
宿泊施設

複合交流施設
市、射水商工会議所

射水ＣＡＴＶ

・変更前（大和リースグループの当初提案）

施設計画
１ 複合交流施設（公共のみ）

商工会議所、射水ケーブルは敷地内で別に整備
２ 公共交通ターミナル
３ 公園（宿泊施設進出までの暫定利用）

・変更後（下線部が変更点）
施設計画
１ 複合交流施設
（商工会議所、射水ケーブルを含めた一体的整備）
２ 公共交通ターミナル
３ 宿泊施設

整備イメージ
旧新湊庁舎跡地

旧新湊庁舎跡地

射水
商工
会議所

射水
CATV

複合交流
施設
市

旧新湊庁舎跡地利活用事業
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旧新湊庁舎跡地利活用事業
・変更前図面（大和リースグループの当初提案）

旧新湊庁舎跡地利活用事業
・変更後図面
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今後のスケジュール

●２０１８（平成３０）年度
公共交通ターミナル 基本設計、実施設計
複合交流施設 基本設計

●２０１９（平成３１）年度
公共交通ターミナル 建設工事
複合交流施設 実施設計、建設工事

●２０２０（平成３２）年度
公共交通ターミナル 建設工事
複合交流施設 建設工事

公共交通ターミナル及び複合交流施設 一部供用開始

旧新湊庁舎跡地利活用事業

民生病院常任委員会

議会報告

平成30年10月27日
射水市庁舎 全員協議会室
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人生100年時代超高齢社会人口減少

社会保障関係費の増大

医療費

国民健康保険給付費

後期高齢者医療費・介護保険給付費
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生活習慣を起因とする
透析患者の一人当たり医療費（平成28年度）

糖尿病性腎症Ⅱ型糖尿病 22人

一人年間 559万円

では どうするか？

予 防
生活習慣病の発症や重症化を

予防する対策が最重要課題
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・取組1 ：特定健診受診率向上

受診率（H28）45％

・取組2：メタボリックシンドローム対策

特定保健指導実施率27.7％（H28）

・取組3：糖尿病等重症化予防の取り組み強化
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射水市国民健康保険

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画）

第３期特定健康診査等実施計画

【平成30 ～35 年度（2018～23 ）】

６月定例会 民生病院常任委員会の報告事項で当局より説明

本会議の代表質問や委員会で各委員より質問提言

・対象があくまで国保被保険者 射水市では市民の20.5％に過ぎない

残り79.5％の市民をどうするのか（協会けんぽ、組合健保等）

やがては国保、後期高齢者医療、介護保険へ

・生活習慣病は幼少期から対策しなくては意味がない

特定健診（４０才～７４才）の対象外である

若年層の生活習慣病予備軍への対策をせよ

・レセプト等の徹底的なデータ分析と有効活用を！
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平成30年５月１４日～１６日

民生病院常任委員会行政視察

[兵庫県] 尼崎市、明石市 [岡山県] 総社市

ヘルスアップ尼崎戦略事業 と
「未来いまカラダポイント」について
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毎回の各常任委員会の行政視察では

各自勉強したことを持ち帰り

議会での質疑や新たな政策提言等

射水市政に役立てています

とやま呉西圏域ポイントサービス事業の開始（１０/１～）

2つ以上の取り組みにより100ポイント以上を取得した場合、
6市の特産品がもらえる抽選に応募できる

①個人の健康行動（体重・血圧測定、運動実施など）記録

②とやま呉西圏域健康ポータルサイト「からだナビ」の利用

③健康イベント（6市で指定する健康教室・講座）への参加

④がん検診・特定健康診査など、各種検診（健診）の受診
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医療費
社会保障関係費の抑制

副次的目的

全市民の健康寿命の延伸

射水市民の幸せ

産業建設常任委員会報告

射水市における
ふるさと納税について

平成30年10月27日
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ふるさと納税とは

①子育て支援に関する事業
②高齢者支援に関する事業
③人口増・交流に関する事業

④教育・文化に関する事業
⑤健康に関する事業

⑥観光に関する事業

⑦環境に関する事業
⑧産業振興に関する事業
⑨都市整備に関する事業
⑩前各号に掲げるもののほか、
目的達成のために市長が必要と認める事業
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ふるさと納税寄附金額実績

寄附件数 寄附額（円） 備考
H20年度 33 2,605,000
H21年度 20 300,000
H22年度 24 1,320,000
H23年度 18 1,280,000
H24年度 29 12,405,000
H25年度 291 19,487,500
H26年度 1,701 38,688,864
H27年度 4,419 76,824,500
H28年度 9,357 183,251,000
H29年度 4,213 88,876,000
H30年度 723 12,115,200 9/30現在

平成30年5月
佐賀県小城市を行政視察

平成26年度寄附金額5億1196万2000円

→全国8位
平成28年度寄附金額15億7722万7000円
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① 返礼品は地元特産品を幅広く多数採用

地元生産者にとって商品の宣伝になる

② 季節限定や年間シリーズの有効活用

納税者・寄附者にとって付加価値が高い

③ ホームページ等も含めカタログが充実

ふるさと納税を通じて市の魅力アップ

寄附額増に向けて．．．

合同勉強会の
開催

意見交換
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これからも
市勢発展に向け
尽力致します！

射水市議会港湾振興特別委員会
活動報告

港湾振興特別委員会
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平成２９年コンテナ取扱個数について

平成２９年 平成２８年 対前年増減率

コンテナ
取扱個数

７６，４４５TEU ７０，８７９TEU ７．９％

【３月定例会港湾振興特別委員会】
平成３０年３月８日（木） 全員協議会室

以下の議題等について審議しました。

【６月定例会 港湾振興特別委員会】
平成３０年６月１３日（水）全員協議会室

以下の議題等について審議しました。

現地視察

海王丸パーク展望広場
面積：２６０㎡

標高：１３．２ｍ（イミズ）

（主な設備）

・ゼンマイ式望遠鏡 ２基

（多言語音声案内）

・５ヶ国語案内看板 ３基

・ベンチ ３基
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伏木富山港（新湊地区）国際物流ターミナル

コンテナ取扱量の増加や船舶の大型化に伴い

コンテナヤードを拡張整備（県事業）

⇒迅速で効率的な荷受作業が可能

ターミナル面積 １２．８ｈa

（主な設備）

ガントリークレーン ２基

トランスファークレーン ４基

夜間照明設備 など

【各種行事への出席】

海王丸パーク展望広場共用式典（H30.4.11）
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伏木富山港（新湊地区）国際物流ターミナル

拡張工事竣工記念式典（H30.4.11）

富山新港開港５０周年記念式典（H30.7.11）
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富山新港開港５０周年記念

新湊大橋の“てっぺん”を歩こう！（H30.9.23）

【行政視察】

新潟方面 平成３０年１０月１１日～１２日

視察先

(1) 東北電力東新潟火力発電所

(2) 日本海エルエヌジー株式会社

(3) 新潟市役所及びミズベリング信濃川
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議会改革特別委員会報告

議会改革特別委員会
平成29年9月議会にて議会基本条例制定

議会の憲法とも言われている

議会基本条例に関する事項
①議会報告会（本日実施）
議会から市民への広報活動を行うことで市政に

興味を持ってもらうこと、議会活動に関するご

意見を聞く貴重な機会であると位置づけ、市民

との交流を通して議会の機能を高め、活力ある

市の発展に寄与することを目的としています。
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②請願・陳情の審査
請願・陳情については議会運営委員会において
各委員会に付託するかどうかを決定。
提出者の意見徴収を行うかは各委員会で決める。
その実施方法を定める。

③議員間討議
委員会において議員同士で意見を交わすことで
論点を明確にし、必要な事項を定める。
その実施方法を定める。

④政策討論会
議会が市民の意見を聞き市政に反映できるように
議会から当局へ政策提言を行う。
本日の議会報告会以後その実施方法を定める。

⑤市議会の災害時における行動基準
災害時において議員がどのような行動をするかを
行動計画に明記し、災害時に当局と一体となって
地域の支援活動や情報収集に努める。

議会改革に関すること

①政務活動費支出基準の見直し
視察先での活動費支出基準をさらに厳格化
議員が学ぶ事はもとより、小中学校、市民病院、新湊大橋等
のインフラ整備（最近では小学校へのエアコン整備）

⇒ 各省庁、国会議員へ要望

②議員報酬
市町村合併時の「新市特別職報酬等審議会」の
答申も参考にしながら引き続き協議
答申 月５０万円 現在４２万７千円
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③議員定数
2020年9月（改選1年前）までに協議する。
意見 全国的に見て９万４千人の市で２２人は平均である。

現在21人であることから委員会構成に影響があるか判断

④議会のICT化の推進（タブレット端末の活用）
〇市当局と一体となって導入することが望ましい。
〇導入効果について
ペーパーレス化による印刷費の削減、郵送費の縮減
会議資料の電子化（議案書、予算書、決算書、参考資料等）
情報伝達の即時化
情報共有の強化
職員人件費の削減

決算特別委員会報告
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決算特別委員会

区 分
歳入総額

Ａ
歳出総額

Ｂ
歳入歳出差引額
Ｃ（Ａ－Ｂ）

一般会計
４１５億
２,６６８万円

３９７億
７,５１１万円

１７億
５,１５７万円

１ 平成２９年度決算の概要

⑴ 会計別決算収支の状況

翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）： １億１,１２５万円

⇒ 実質収支額（Ｃ－Ｄ）は１６億４,０３２万円の黒字

⇒ 実質収支額（ＡーＢ－Ｃ）は、

国民健康保険事業 ： ２億３,３２０万円 の黒字

後期高齢者医療事業 ： ２８万円 の黒字

介護保険事業 ： １億９,０２８万円 の黒字

区分（特別会計）
歳入総額

Ａ
歳出総額

Ｂ
翌年度へ繰り越
すべき財源 Ｃ

国民健康保険事業
９５億
５,０３２万円

９３億
１,７１２万円

０円

後期高齢者医療事業
２１億
１,６１２万円

２１億
１,５８４万円

０円

介護保険事業
９３億
８,２６２万円

９１億
９,２３４万円

０円
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区分（企業会計）
収益的収入額

Ａ
収益的支出額

Ｂ
純 損 益

Ｃ

水道事業
２０億
５,７３７万円

１８億
３,５８０万円

２億
２,１５７万円

下水道事業
３９億

９８８万円
３５億
９,３４１万円

３億
１,６４７万円

病院事業
３３億
２,５１９万円

３７億
８,１０７万円

△４億
５,５８８万円

⑵ 財政健全化指標の推移

区 分
平成

２５年度
平成

２６年度
平成

２７年度
平成

２８年度
平成

２９年度

実質公債費比率
（％）

１４.９ １３.０ １１.８ １０.７ １０.３

将来負担比率
（％）

１２２.１ １０９.０ １０４.７ １０２.６ ９８.５

実質公債費比率：標準財政規模などを基本とした額に対する実質的な公債費に充てられた一般財源の

額の割合（３か年平均値）。早期健全化基準（黄色信号）は２５.０％

将来負担比率 ：標準財政規模などを基本とした額に対する一般会計が将来負担すべき実質的な負債

額の割合。早期健全化基準（黄色信号）は３５０.０％
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６ 議会への事前質問に
対する回答

瀧田 広報委員

事前にお寄せいただいた質問・意見等
番号 質問・意見等 所管委員会

1 経費削減のためコミュニティバスをデマンドタクシーに移行してはどうか 民生病院常任委員会

2 了解を得られる方の固定資産税の支払いを年払いにしてはどうか 総務文教常任委員会

3 市内の社会福祉法人数及び法人の監査方法について 民生病院常任委員会

4 企業の内部留保について 産業建設常任委員会

5 固定資産税の収入見込（企業誘致）について 産業建設常任委員会

6 射水市の高校の定員の推移について 総務文教常任委員会

7 経済紙に活力のある新湊についての記述について 総務文教常任委員会

8 歩道の除草がされていない（東洋ガスメーター七美工場前等） 産業建設常任委員会

9 ライフジャケットの導入・補助について議員提案を 総務文教常任委員会

10 議員報酬は絶対に上げるべきではない 議会改革特別委員会

11 議員定数を２２から１９とし、減らした分は高齢福祉対策の推進へ 議会改革特別委員会

12 政務活動費について、住民との対話ゼロなのに、何故毎月３万５千円（平均）使用するのか 議会改革特別委員会

13 議会報告会について、グループ分けし、年２回実施を 広報委員会

14 議員のなり手不足 議会改革特別委員会

15 大島コミュニティセンターの今後の整備や修繕の計画について 民生病院常任委員会

16
議会改革の討議過程の中間報告（グループ別に住民への説明を）
→住民の意見を集約した上で、全員集会に報告し、討議をする

議会改革特別委員会

17 市の政策に川ゴミ、海ゴミ政策をとりあげてほしい（ラジオ番組を聞いての提言） 民生病院常任委員会

18
「ひきこもり」を正しく理解し、家族に対する支援（税金の免除等）をお願いしたい
支援に繋がる医師を増やし、そのスタッフを育成してほしい

民生病院常任委員会

19 市町村合併後の公共施設の統廃合の計画と進捗度合と完結目度は 総務文教常任委員会

20 射水市民病院の赤字対策は実施されているか 民生病院常任委員会



37

射水市議会 議会報告会事前質問事項

①経費削減のためコミュニティバスをデマンドタクシーに

移行してはどうか（質問No.１）

（民生病院常任委員会）

②射水市の高校の定員の推移について（質問No.６）

（総務文教常任委員会）

③歩道の除草について（東洋ガスメーター七美工場前等）

（質問No.８） （産業建設常任委員会）

④議員提案でのライフジャケットの導入・補助について

（質問No.９） （総務文教常任委員会）

射水市議会 議会報告会事前質問事項

⑤大島コミュニティセンターの今後の整備や修繕の計画
について（質問No.１５）

（民生病院常任委員会）
⑥川ゴミ、海ゴミ政策について（ラジオ番組を聞いて）
（質問No.１７） （民生病院常任委員会）

⑦「ひきこもり」を正しく理解し、家族に対する支援（税金
の免除等）をお願いしたい。支援に繋がる医師を増や
し、そのスタッフを育成してほしい。 （質問No.１８）

（民生病院常任委員会）
⑧市町村合併後の公共施設の統廃合の計画と進捗度合
と完結目途は（質問No.１９）

（総務文教常任委員会）
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７ 質疑・意見交換

８ 閉会の挨拶

不後 副議長


