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第1回 臨時会の概要

議長・副議長のあいさつ

　平成30年第１回臨時会は、５月

25日に招集されました。

　副議長選挙、常任委員会・議会運

営委員会・特別委員会委員の選任等

を行いました。その他、区長から提

出された議案２件を議決、区長から

提案された議会選出の監査委員２名

の選任にそれぞれ同意し、同日閉会

しました。 ※採決時は、議長（自由民主党議員団）を除きます。　　　　　　　　　 ○ ：賛成　×：反対　▲ ：棄権退場

旅館業法等の一部改正に伴

い、宿泊者の衛生に必要な措

置等の基準等を改める

東京都北区旅館業法施行条

例の一部を改正する条例

旅館業法の一部改正に伴い、

手数料の額の区分を改める

東京都北区手数料条例の一

部を改正する条例

やまだ　加奈子議員
東京都北区監査委員選任の

同意について

上川　晃議員
東京都北区監査委員選任の

同意について
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35万人を超えました。地域のきずなづくりをはじめ、子育

て施策や高齢者施策の充実、地域防災力の向上など、重要課

題への積極的な取り組みがますます重要となっています。

　区議会といたしましては、複雑化・多様化する諸課題に迅

速かつ的確に対応するため、区民の皆様のご意見・ご要望を

しっかりと受け止め、これまでよりも効率的な議会運営を目

指し、区と力を合わせて課題解決に積極的に取り組んでまい

ります。

　引き続き、二元代表制の一翼として、区民の皆様に信頼さ

れる議会運営に努め、「一人ひとりが輝き、夢と希望が持て

る北区」の実現に向け、全力を尽くしてまいる所存です。

　今後とも、区民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心

からお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

　このたびの臨時会において副議長を新たに選出

し、新体制で議会運営をスタートすることになりま

した。その責任の重さを改めて痛感し、使命の大き

さに決意を新たにするとともに、身の引き締まる思

いです。

　近年、地方自治体が主体性をもって、それぞれの

地域のニーズに柔軟に対応するための仕組みづくり

が活発化しています。

　全国的に人口減少が進んでいる中、北区において

は子育て支援等の推進により、今年５月に人口が

※北区議会では、５月１日から節電対策の一環としてクールビズ（軽装）の取り組みを行っています。区民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

左：
えの もと

榎本 はじめ 議長　　右：
いな がき

稲垣 
ひろし

浩 副議長
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くぎかいだより

○区議会議員は区民の代弁者です

【議会を構成する議員】

　議会は区民の直接選挙によって選ばれた議員
で構成されています。議会は区民を代表する機
関であり、区民の意思を区政に反映させる重要
な役割を担っています。

【任期及び定数】

　現在の北区議会議員の任期は、平成27年5月
1日から平成31年4月30日までの４年間です。
　議員の定数は、条例により40人となってい
ます。
※現在、２人欠員があり、議員数は38人です。

○議長は議会の代表・進行役です

【議長・副議長の選出方法】

　議会は、議員の中から選挙で議長と副議長を
選びます。任期はいずれも議員の任期ですが、
議会の許可を得て辞職することができます。

【議長の仕事】

　議長は、議会のリーダーとして会議の運営や
秩序の維持に努め、議会に関する事務処理を指
揮し、対外的に議会を代表します。
　副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張な
どで不在の場合、代わりに議長の職務を行いま
す。

○議会には本会議と委員会があります

【本会議と委員会】

　議会の最終的な意思決定（議決）は、本会議

で行われますが、この本会議の予備審査機関と
して委員会が設けられています。
　このような委員会制度をとるのは、本会議で
すべての問題を議論するよりも、部門（所管）
ごとに分かれて専門的に審査を行った方が能率
的で、より深い議論ができるからです。

【委員長・副委員長の選出方法】

　委員会において委員長と副委員長を委員から
互選します。任期はいずれも委員の任期により
ます。

【委員長の仕事】

　委員長は、委員会を招集するとともに、委員
会の議事の進行や整理を行います。委員長が不
在の場合には、副委員長が代わりに委員長の職
務を行います。

○定例会は年４回開かれます

【定例会と臨時会】

　北区議会には、条例により年４回（２月、６

月、９月、11月）開かれる「定例会」と必要
に応じて開かれる「臨時会」があります。

【議会の招集】

　議会の定例会、臨時会は区長が招集しますが、
議会運営委員会の議決を経て議長から招集請求

があったとき、又は議員定数の４分の１以上

（北区議会においては10人以上）の議員から

招集請求があったときは、区長は臨時会を招集

しなければなりません。

【会期】

　議会が活動する期間を「会期」といいます。
会期の長さは、会期のはじめに議会の議決で決
めます。原則として、会期中に本会議や委員会
活動などを行います。

【議会の開会】

　議会は、「開会」によって活動が始まります。
開会は議長が宣告します。また、その日ごとの
会議の開会・閉会も、議長の宣告により行われ
ます。
　開会のためには、原則として議員定数の半数

以上の議員（北区議会においては20人以上）
が出席していることが必要です。

○議会事務の窓口が区議会事務局です

【区議会事務局】

　北区議会は、区民の声にお応えするために十
分な活動ができるよう事務局を置いています。
　職員は議長が任命し、本会議・委員会運営の
準備や、請願・陳情の受付など、区民の窓口に
なっています。また、会議録や「くぎかいだよ
り」の作成なども行っています。

○政治倫理について

【議員の責務・倫理基準】

　北区議会は、議員の責務や政治倫理基準等を
条例で定め、政治倫理の確立と向上に努めてい
ます。
　また、政治倫理に関する事項を審査するため、
政治倫理審査会を設置しています。

○区民の要望は請願や陳情として提出できます

【請願・陳情の提出方法】

 請願・陳情は、議会に対して文書で施策の実
現を要望する制度です。請願・陳情ともに形式
は同じですが、請願書には紹介議員の署名が必
要です。
　請願・陳情の提出先（あて名）は区議会議長
とし、区議会事務局へ提出します。受付は常時
行っていますが、定例会の会期中の委員会で審
査するためには、事務の手続き上、会期の初日

の４日前（区役所が休みの日を除く）までに提

出する必要があります。

【請願・陳情の審査方法】

　請願・陳情は審査し、その内容に議会として
賛成できるものは「採択」、賛成できないもの
は「不採択」とします。引き続き審査すべきと
判断した場合には、「継続審査」とします。な
お、審議等の扱いは請願と陳情は同様です。
　採択された請願・陳情のうち区で取り組むべ
きものは、議長から区長や、教育委員会をはじ
めとする行政委員会などの執行機関へ送付しま
す。執行機関は、その後の取り組み状況につい
て議会へ報告することになっています。また、
請願・陳情の提出者には、その審査結果を通知
しています。
　なお、請願・陳情の提出者の住所や氏名など
は、公表されます。

○議会を傍聴することができます

【会議の公開】

　議会では区民に身近な問題を審議しています。
区民が議会における審議状況を知ることができ
るように、本会議や委員会を原則公開していま
すので、これらの会議を「傍聴」することがで
きます。

【傍聴の方法】

　本会議は、区役所第一庁舎４階の区議会事務

局で傍聴券の交付を受けてから、６階の傍聴席
で傍聴できます。委員会は、区役所第一庁舎４階
の委員会室で傍聴簿に記入の上、傍聴できます。
　傍聴の定員は、本会議場が70人、第一委員
会室が20人、第二委員会室が30人で、先着順
となります。手話通訳派遣も行っています。詳
しくはホームページをご覧ください。

○議会広報について

【本会議等の日程】

「区議会開催のお知らせ」を区の掲示板や地
域振興室などに掲示しています。

【議会活動の状況】

　議会活動の状況をお知らせする「くぎかいだ

より」や本会議・委員会などの「会議録」・「区

議会年報」を発行しています。
※「くぎかいだより」は、目の不自由な方のた
めの点字版、テープ版及びデイジー版（声のく

ぎかいだより）を発行しています。希望される
方は、区議会事務局(03－3908－9948)までお
申し出ください。

【会議録・会議資料の閲覧場所】

◎会議録（本会議及び予算・決算特別委員会）

　・区議会事務局（区役所第一庁舎４階）
　・中央、赤羽、滝野川図書館
◎委員会記録・各種会議資料等

　・区議会事務局
※議会データ検索システム

（https://www.powerfinder-asp.net/kitakugikai/）
でも同様に閲覧できます。
※議会データ検索システムのＱＲコード

【議会放映】

◎J：COM東京北（J：COMチャンネル）

　定例会の代表質問を録画放映しています。放
送日時は「くぎかいだより」やホームページな
どでお知らせします。
◎ホームページ

　定例会の代表質問及び個人質問を録画配信し
ています。また、臨時会は、全日程を配信して
います。

区議会のしくみは

区民が議会に参加するには

締切日

祝　日

会期初日

○○に関する請願（陳情）書

要旨

理由

※紹介議員

（署名または記名押印）

請願（陳情）者（代表者）

住所

氏名　　　　　　　　　　㊞

電話番号

年　月　日

東京都北区議会議長　殿

（記入例）

※陳情の場合、紹介議員は必要ありません。
※区外に住所を有する個人又は団体から提出された陳情
は、所管委員会に付託せず、参考送付する取扱いとし
ています。そのため、所管委員会での審査は行いません。
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○議会の意思は本会議の議決で確定します

【議案の審議の流れ】

　議会で審議し、議決する原案を「議案」とい
います。

●本会議　

  本会議は、議員全員が集まる最も重要な会議
です。本会議では、提出者より議案の説明を受
け、質疑のあと、それぞれの議案を委員会に付

託します。
　各委員会に付託した議案の審査報告を待って
本会議では賛成や反対の討論が行われ、議決さ
れます。
●委員会

　委員会では、委員は議題について自由に質疑

し、意見を述べることができます。必要に応じ
て、区長やその他の区職員の出席を議長を通じ
て求めることができます。また、委員会から議
案を提出することもできます。　
　審査が終了した時は、委員長は審査報告書を
作成して議長に提出します。
※議会又は委員会が必要と認めたときは、公聴

会を開いたり、参考人を呼ぶこともできます。

○議会で重要な議案を議決します

【議決】

　議会が区長や議員から提出された議案などを
審議して、それに対する意思を決めることを
「議決」といいます。
　議決には、予算や条例など区の団体意思を決
めるものと、意見書・決議など議会の機関意思
を決めるものとがあります。
　条例の制定や改正、予算や決算、区が結ぶ一
定額以上の契約や財産の取得など、区の仕事で
重要なことがらを、議会で議決します。

【議会と区長】

　議会は、区民生活に関わる重要な事項を決め
ています。一方、区長は、議会で決められたこ
とに基づき、実際の区の仕事を進めています。
　議員も区長も、ともに区民の直接選挙により
選ばれ、それぞれ独立した権限を持っています。
そして相互に協力してよりよい豊かな区政を行
うよう努力しています。

【区政のチェック機能】

　議会日程以外でも、日常的に区政が正しく運
営されているかどうかを調査したり、事務の内
容を検査することも議会の大切な仕事のひとつ
です。監査委員に監査を求め、実情を調べても
らうこともあります。本会議で「一般質問」を
行ったり、また委員会で報告を受けて質問や提
案をして、区政をチェックしています。

【任命・選任の同意、選挙】

　区長が、区の重要な役職（副区長、監査委員、

教育委員会委員）に就く人を決める際に、議会
として同意するかどうかを決めます。
　また、区民の中から区の選挙管理委員を議会
の選挙で選びます。

○議案は公平に、慎重に審議されます

【会議の諸原則】

　本会議や委員会においては、議事を円滑に進
めるための重要なルールがあります。
◎公開の原則

　会議の傍聴や会議録の閲覧ができます。
◎定足数の原則

　会議を開くには、定数の半数以上の議員の出
席が必要です。
◎過半数議決の原則

　議決するには、出席議員の過半数の賛成が必
要です。
◎一事不再議の原則

　一度議決したら、その会期中に同じ案件につ
いては再度議決することはできません。
◎会期不継続の原則

　各会期は独立しており、議決に至らなかった
議案は、その会期が終われば消滅します。
◎発言自由の原則

　議員は、会議で自由に発言する権利を持って
います。

○議会は審議能力の向上に努めています

【議員の派遣】

  議会は、審査や調査に必要があるときは、議
員を派遣することができます。

【委員会の調査活動】

　委員会は、審査や調査に必要があるときは、

委員を派遣することができます。また、国や都
の職員や専門家を招いて、説明会や勉強会を開
くこともできます。

【住民意見の把握】

　議員は区民の代表として、区民の意見を聞い
たり、相談に応じたりして、区に対する要望を
把握することに努めています。
  また、区民が議会に提出する請願の紹介議員

となることがあります。

【議員の調査研究活動】

　議員は、議会日程以外でも、日常的に区役所
の仕事を把握し、区民の意見を聞くことで、区
政の問題点や課題を見つけて新しい施策を提案
するなど、区政に関する調査活動や研究活動を
行っています。

○議員は、条例・意見書などを議会に
　提案できます

【条例の提案】

　区の仕事は法律、条例、規則などに基づいて
行われています。区の条例は区長と議員の双方

が提案する権限を持っています。
　議員が提案する場合、議員定数の12分の１

以上（北区議会においては４人以上）の議員の
賛成が必要です。
　また、委員会からも提案することができます。

【意見書の提案】

  議会は公益に関することについて、国、都な
どの関係行政機関及び国会に意見書を提出する
ことができます。議員及び委員会は、意見書を
議会に提案することができます。

○発言・賛否の意思表明は議員の最も
　大切な権利です

【会議への出席権・発言権・質問権・賛否の意

思表明権】

  会議に出席して発言・質問したり、議題に対
する賛否の意思を表明することは、議員として、
最も基本的で重要な権利です。
　議員は、本会議の一般質問などによって区の
仕事全般について区長などに報告や説明を求め
ることができます。

※（平成 30年 5月 25日現在） ※なお、予算、決算審査のため、別途特別委員会が設置されます。

会
員
委
任
常

務
総
画
企 政策経営部、総務部、危機管理室、会計管理

室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局に
関する事項並びに他の常任委員会の所管に属
しない事項 営

運
会
議

会
員
委 １　議会の運営に関する事項

等例条るす関に会員委、則規議会の会議 　２
に関する事項

３　議長の諮問に関する事項

活
生
民
区

地域振興部、区民部及び生活環境部に関する

事項

会
員
委
別
特

発
開
域
地

１　西ケ原地区まちづくりについて

２　志茂地区まちづくりについて

３　赤羽駅東口地区まちづくりについて

４　赤羽西地区まちづくりについて

５　田端地区土地区画整理事業について
祉
福
康
健

健康福祉部に関する事項

も
ど
子
教
文

教育委員会事務局に関する事項

策
対
災
防

１　地震災害について

２　風水害等について

設
建 まちづくり部及び土木部に関する事項

り
く
づ
ち
ま
条
十

１　十条駅付近立体交差化について

２　十条駅周辺地区再開発について

３　十条地区まちづくりについて

委員会の所管・審査事項

区議会や議員の仕事とは



くぎかいだより

4

新しい議会の構成
議　長　榎本はじめ

副議長　稲垣　浩

議会選出監査委員　やまだ加奈子

　　　　　　　　　上川　晃

常 任 委 員 会 ◎委員長　○副委員長

○本田正則
田端3-4-12-305
090-9240-8066（共）

◎大沢たかし
赤羽西1-5-1-907
3909-1014（自）

土屋さとし
田端3-3-14
3827-7605（公）

青木博子
志茂4-25-3

090-6169-2671（公）

花見たかし
志茂3-21-9
5902-0873（立）

戸枝大幸
田端4-21-14
3824-1717（自）

八巻直人
滝野川2-34-4-201
3917-9827（共）

○宇都宮　章
神谷3-10-8-401
3901-7036（共）

◎古田しのぶ
東十条3-3-1-1106
080-3172-5066（公）

大島　実
堀船2-31-2-903
090-4929-5027（公）

赤江なつ
豊島4-16-34-811
070-6480-7222（立）

永沼かつゆき
志茂2-48-4
3901-7571（自）

小池たくみ
浮間3-1-4-504
5392-4892（自）

福田光一
王子3-9-12

3927-4025（無 ( 新 )）

野々山　研
岩淵町22-31-401
090-2156-3510（共）

○福島宏紀
豊島5-4-1-615

090-1206-6925（共）

◎小田切かずのぶ
中十条 3-20-19
090-2310-9695（公）

上川　晃
赤羽北2-1-1
3907-0505（公）

榎本はじめ
滝野川2-6-11-101
3940-9373（自）

山崎たい子
豊島7-19-10

090-2160-1292（共）

斉藤りえ
田端新町 2-24-1-1303
080-3507-5733（無 ( 元 )）

やまだ加奈子
西ケ原3-57-9
5394-1418（自）

○石川小枝
赤羽西1-41-5
3900-0577（立）

◎前田ゆきお
滝野川5-19-1
3916-7995（自）

坂口勝也
豊島5-5-7-1338
090-1408-8120（公）

稲垣　浩
浮間2-10-7
5392-1242（公）

永井朋子
浮間3-1-54-302
080-4429-6338（共）

椿　くにじ
上十条2-20-6
6903-8122（自）

吉岡けいた
神谷1-2-6-701
6915-4095（無 ( 命 )）

野口将人
東十条5-16-10
6454-4881（共）

○名取ひであき
栄町18-5

3919-1271（自）

◎近藤光則
赤羽南2-11-18-B1
090-3809-2373（公）

大畑　修
中十条3-8-9

090-4417-4325（立）

池田博一
赤羽北1-3-1
3907-0669（自）

佐藤ありつね
滝野川1-68-7-1101
3940-8177（無 ( 社 )）

さがらとしこ
赤羽北3-23-17
3905-0970（共）

渡辺かつひろ
中十条1-21-2
3908-1355（自）

宮島　修
滝野川4-30-5

090-3215-9880（公）

企画総務委員会（　）定数
８人 区民生活委員会（　）定数

８人 健康福祉委員会（　　）定数８人
欠員１人 文教子ども委員会（　）定数

８人 建設委員会（　　）定数８人
欠員１人

（ 会派名等の略称 ）　
自＝自由民主党議員団　公＝公明党議員団　共＝日本共産党北区議員団　立＝立憲クラブ　
無 ( 社 ) ＝無会派 ( 社会民主党所属 )　無 ( 新 ) ＝無会派 ( 新社会党所属 )　
無 ( 命 ) ＝無会派 ( 国民の命を守る会所属 )　無 ( 元 ) ＝無会派 ( 日本を元気にする会所属 )
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会　派　一　覧　と　役　職

自由民主党議員団 　

■池田博一 □前田ゆきお

□渡辺かつひろ ☆小池たくみ

△大沢たかし △名取ひであき

◇永沼かつゆき　　　榎本はじめ

　椿　くにじ　　　戸枝大幸

　やまだ加奈子

公明党議員団　

■近藤光則 □坂口勝也

☆◇古田しのぶ △宮島　修

青木博子 稲垣　浩

　大島　実　　　小田切かずのぶ

　上川　晃　　　土屋さとし

日本共産党北区議員団

■山崎たい子 □福島宏紀

☆野口将人 △本田正則

◇宇都宮　章　　さがらとしこ

　永井朋子　　　野々山　研

　八巻直人

立憲クラブ

■大畑　修

□花見たかし

☆◇石川小枝

△赤江なつ

☎：03（3908）9948

FAX：03（3908）0600

■幹事長　□副幹事長　☆政務調査会長　△政務調査副会長　◇議会情報 PR 委員会委員

特　別　委　員　会

◎渡辺かつひろ　　〇坂口勝也

　池田博一　　　　大畑　修

　小池たくみ　　　近藤光則

　永井朋子　　　　名取ひであき

　野口将人　　　　古田しのぶ

　山崎たい子

地域開発特別委員会（　　 ）定数13人
欠員 １人 防災対策特別委員会（　　 ）定数13人

欠員 １人 十条まちづくり特別委員会（    ）定数
14人

◎花見たかし　　○永沼かつゆき　青木博子

　赤江なつ　　　宇都宮　章　榎本はじめ

　上川　晃　　　近藤光則　　名取ひであき

　野々山　研　　福島宏紀　　やまだ加奈子

◎八巻直人 ○土屋さとし　池田博一

　石川小枝　　　稲垣　浩　　大沢たかし

　小池たくみ　　斉藤りえ　　さがらとしこ　　

　永井朋子　　　福田光一　　古田しのぶ

◎戸枝大幸　　○大島　実 　大畑　修　

　小田切かずのぶ　坂口勝也　　佐藤ありつね

　椿　くにじ　　野口将人　　本田正則

　前田ゆきお　　宮島　修　　山崎たい子

　吉岡けいた　　渡辺かつひろ

議会運営委員会（    ）定数
11人


