
議 会 改 革 検 討 委 員 会 日 程（第６回） 

平成２８年３月１８日（金） 

午後１時 ６０１会議室 

１ 検討課題の協議 

 (1) 会期の見直し 

 (2) 常任委員会の所管局の見直し 

 (3) 特別委員会の設置 

２ その他 
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都市名
（議員定数）

大都市行財政制度調査特別委員
会

将来にわたり安定した税財政制度を確立す
るため、大都市における税財源の拡充及び
税財政制度の諸問題について調査するとと
もに、時代の変化に伴う新たな行政課題に
的確に対応するため、行財政改革に関する
基本的事項について調査することを目的と
する。

経済雇用対策・新幹線等調査特
別委員会

本市の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、景気
雇用対策及び産業振興策について調査する
とともに、北海道新幹線札幌延伸の早期実
現及び市内交通に関する必要な事項を調査
することを目的とする。

災害・雪対策調査特別委員会 災害に強い安全な都市づくりを強化すると
ともに、快適な冬の都市環境を整備するた
めに、次の事項について調査することを目
的とする。
(1)  大規模地震等に対応した災害対策
(2)  雪対策

東西線・まちづくり促進調査特
別委員会

地下鉄東西線の利用促進を図るとともに、
基幹交通の整備による沿線地域のまちづく
りを促進し、あわせて総合交通体系の確立
を図ることを目的とする。

地域経済活性化調査特別委員会 地域資源を活用した交流人口の拡大など、
都市の魅力や活力を高めることにより、地
域経済の活性化を図ることを目的とする。

エネルギー政策調査特別委員会 低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネ
ルギーの導入を図るとともに、既存エネル
ギーを含む総合的なエネルギー政策の推進
を図ることを目的とする。

防災・減災推進調査特別委員会 東日本大震災の経験をもとに、仙台市地域
防災計画に基づく地域の防災・減災力の強
化に向けた取り組みを推進していくことを
目的とする。

次世代育成調査特別委員会 次代の社会を担う子どもたちが、豊かな人
間性と能力をはぐくみ、健やかに育つこと
のできる地域社会の形成に資することを目
的とする。

選挙管理委員会の不適切事務等
に関する調査特別委員会

青葉区選挙管理員会において不適切な事務
処理が行われた問題等について、事実関係
の把握と再発防止を図るとともに、市政全
体における適正な職務執行の確保を図るこ
とにより、市民の信頼を回復することを目
的とする。

政治倫理特別委員会 政治倫理確立に向けた調査研究、政治倫理
基準の違反審査

大都市行財政制度特別委員会 大都市にふさわしい行財政制度確立のため
の調査研究、地方分権改革推進のための調
査研究

議会改革推進特別委員会 議会改革推進のための調査研究

地下鉄7号線延伸事業化特別委員
会

地下鉄7号線の延伸事業化に関する調査研究

見沼田圃将来ビジョン特別委員
会

見沼田圃の将来ビジョンに関する調査

適正な発注制度及び人員配置に
関する調査特別委員会

適正な発注制度及び人員配置に関する調査
研究

決算・行政評価特別委員会 平成25年度決算審査及び行政評価のための
調査研究

議案：平成25年
度決算議案
請願・陳情：無

特別委員会の名称 目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

さいたま
市

(60人)

無

札幌市
(68人)

無

運用により、議案及び請
願・陳情は調査特別委員
会に付託しないこととし
ている。

仙台市
(55人)

無 無

無

○政令指定都市における特別委員会の設置状況〔議案、請願・陳情の付託について〕（平成26年度）
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都市名
（議員定数）

大都市制度・防災危機対策調査
特別委員会

大都市の実態に対応した行財政制度の確立
及び地方分権の推進に関する事項について
調査するとともに、防災・危機対策に関す
る事項に係る諸問題について調査するこ
と。

少子高齢社会問題調査特別委員
会

少子高齢社会の進展に伴う虐待や孤独死な
どの諸問題と対応策について調査するとと
もに、生活保護などの社会保障のあり方に
ついて調査すること。

新庁舎整備調査特別委員会 市庁舎に求められる機能とあり方を調査す
るとともに、庁舎と敷地の一体的な有効活
用等について調査すること。

議案：無
請願・陳情：有

権限範囲：市庁舎に求め
られる機能とあり方を調
査するとともに、庁舎と
敷地の一体的な有効活用
等について調査すること
を目的とし、関連する議
案（予算・決算を除
く）、請願、陳情の審査
も当委員会で行なう。

大都市行財政制度特別委員会 大都市制度の早期実現を図るとともに、そ
の実態に対応する行財政制度の確立を目的
とし、これを強力に促進すること。

基地対策特別委員会 米軍施設の跡地利用及び早期前面返還の促
進等を図ること。

減災対策推進特別委員会 減災及び防災対策の推進に関すること。

孤立を防ぐ地域づくり特別委員
会

身近なつながりや支え合いにより社会的孤
立を防ぐ地域づくりの推進に関すること。

観光・創造都市・国際戦略特別
委員会

ＭＩＣＥの推進、国際コンテナ戦略港湾の
推進、国際戦略総合特区の推進、文化・芸
術等の大規模集客イベントの開催に関する
こと。

健康づくり・スポーツ推進特別
委員会

運動による介護予防等あらゆる世代の健康
づくり及び大規模スポーツイベント開催や
スポーツ関連施設の整備等スポーツの振興
に関すること。

基地対策特別委員会 基地対策について 議案：無
請願・陳情：有

交通問題特別委員会 公共交通の整備について

水源地域対策特別委員会 水源地域の保全活用等について

防災特別委員会 防災等に関する調査研究について

大都市制度に関する特別委員会 大都市制度に関する調査研究について

議会基本条例に関する特別委員
会

議会基本条例の制定について

広域交流拠点に関する特別委員
会

広域交流拠点に関する調査研究について

大都市制度調査特別委員会 大都市制度、地方分権及び新潟州構想等に
かかわる調査、研究

まちなか、地域再生調査特別委
員会

まちなか活性化、産業・雇用創出にかかわ
る調査、研究

農業活性化調査特別委員会 持続可能な農業確立のため、特にＴＰＰ、
食の安全、ユネスコ創造都市にかかわる調
査、研究

公共交通調査特別委員会 本市が進める生活交通、都心アクセス、基
幹公共交通軸を初めとする都市交通にかか
わる調査、研究

総合計画特別委員会 新潟市総合計画の策定にかかわる調査、研
究

議案：有
請願・陳情：無

千葉市
(54人)

無 無

横浜市
(86人)

無

議案、請願・陳情等の付
託は行わない。
〔市会運営委員会申し合
わせ・確認事項〕

相模原市
(49人)

無

無

特別委員会の名称 目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

新潟市
(56人)

無

無
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都市名
（議員定数）

総合治水及び災害対策調査特別
委員会

巴川総合治水及び都市型浸水対策を含む総
合的な水害対策、市域の海岸保全、並びに
震災対策の調査及び整備策に関すること

中山間地活性化調査特別委員会 中山間地の活性化及び振興策の調査及び整
備策に関すること

産業振興策調査特別委員会 建設・整備中のものを含む高規格道路・港
湾等の沿線・周辺地域における産業振興、
及び企業誘致を含む企業育成・雇用の確保
に関する調査と整備・推進策に関すること

観光・交流事業調査特別委員会 高規格道路・港湾・空港利用による誘客策
や国内・外会議の誘致策、及び市内観光施
設又はこれに類する施設に係る調査及び施
策の推進に関すること

大都市制度調査特別委員会 ・大都市の行政実態に対応した制度の調査
研究について
・地方分権の推進に関する調査研究につい
て
・浜松市総合計画の策定に係る調査研究に
ついて

地域活性化特別委員会 ・中心市街地活性化の推進について
・企業誘致等に関する調査研究について
・農林水産業に関する調査研究について
・エネルギーに関する調査研究について

行財政改革特別委員会 ・行政経営計画について
・外郭団体について
・区のあり方について
・資産経営について

危機管理特別委員会 ・災害対策等に係る調査研究について
・新型インフルエンザ等感染症その他新感
染症の対策等に係る調査研究について

新病院建設特別委員会  ・新病院の建設に関する調査研究について

大都市制度・広域連携促進特別
委員会

大都市の実態に対応するよう行財政制度の
拡充強化を図るとともに、地方分権及び広
域連携の促進並びに区役所改革に関する調
査を行い、もって大都市・行財政制度の確
立を期する。

防災・エネルギー対策特別委員
会

地震、大雨等の大規模災害等に備え、防災
及び災害対策の強化、地域防災力の向上等
を図るとともに、地域としてのエネルギー
政策に関する諸施策の推進を図り、もって
災害に強いまちの実現及び安定した市民生
活の確保を期する。

産業・歴史文化・観光戦略特別
委員会

先端分野産業等の重点的に活性化を図る分
野の産業の振興並びに歴史及び文化に根ざ
した都市の魅力の向上及び観光の推進を図
り、もって名古屋の強み及び特性を生かし
た戦略的な取組の推進を期する。

都市活力向上特別委員会 都心部及び市内各地域における特色ある戦
略的なまちづくりに必要な諸施策の推進並
びに各種交通機関（市営に係るものを除
く。）及び堀川の整備を図るとともに、幅
広い国際交流を促進し、もって都市活力の
向上を図り、魅力あるまちづくりを期す
る。

公社対策特別委員会 地方自治法第 221 条第 3 項に規定する法
人のうち、特に公益性の強いもの（以下
「公社等」という。）について、その運営
状況及び事業効果の調査を行い、公社等事
業の推進を期する。

安心・安全なまちづくり対策特
別委員会

地域の安全の確保及び青少年の健全育成に
必要な諸施策の推進を図るとともに、市内
及び市周辺地域における道路交通の安全確
保及び円滑化、食の安全の確保並びに地球
環境の保全対策を図り、もってだれもが安
心で安全に暮らせるまちの実現を期する。

特別委員会の名称 目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

浜松市
(46人)

無 無

名古屋市
(75人)

無

【議案】
委員会関係（事件の付
議）
・事件の委員会付議は、
次の原則的基準による。
(1) 議員提出議案、人事
案件は委員会に付議しな
い。
(2) その他の事件は、常
任委員会に付議する。
〔議会運営上の申し合せ
事項〕

静岡市
(48人)

無 無
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都市名
（議員定数）

京都市
(69人)

なし

無 無

市政改革特別委員会 (1)市政改革プランの進捗状況の検証に関す
ること
(2)市政改革プランにかかる区・局運営方針
の進捗状況の検証に関すること
(3)大阪市改革プロジェクトチームの所掌事
務に関すること
(4)その他市政改革に関すること

大都市・税財政制度特別委員会 (1)地方制度改革に関すること
　1地方分権に関すること
　2地方制度調査会に関すること
　3その他地方制度改革に関すること
(2)市域に関すること
(3)都市間協力に関すること
(4)行政区の区域の変更等に関すること
(5)大都市税源の拡充に関すること
(6)大都市財源の拡充に関すること
(7)大阪にふさわしい大都市制度のあり方に
関すること
(8)その他大都市の制度と機能の改善に関す
ること

環境対策特別委員会 (1)環境保全に関すること
(2)快適環境に関すること
(3)その他環境問題に関すること

交通政策特別委員会 (1)地下鉄事業民営化基本プラン(案)につい
て
(2)バス事業民営化基本プラン(案)について
(3)本市交通政策に関すること
(4)その他交通事業のあり方に関すること

大都市制度・広域行政調査特別
委員会

大都市行政の実態に対応する行財政制度、
地方自治制度及び区役所のあり方を含めた
都市制度並びに関西広域連合をはじめとす
る広域行政に関する施策等について調査審
議する

新たな都市活力創出調査特別委
員会

中心市街地の活性化をはじめとする都心地
域のまちづくり及び都心交通のあり方、百
舌鳥・古市古墳群をはじめとする本市の有
する魅力あふれる歴史文化を活かしたまち
づくり、シティプロモーション及び国際交
流都市づくりの推進など新たな都市活力の
創出について調査審議する

安全・安心なまちづくり調査特
別委員会

大規模災害等の危機事象に備え、減災・防
災の推進を図るとともに、安全・安心な市
民生活を確保するための社会基盤も含めた
まちづくりについて調査審議する

次世代育成支援調査特別委員会 子どもたちの学力向上、豊かな人間性を育
むため、家庭や教育にかかる諸課題の解決
を図るとともに、子育てにかかる経済的負
担の軽減や安心して子育てができる環境整
備など次代の社会を担う子ども一人ひとり
を社会全体で支援する取り組みについて調
査審議する

外郭団体に関する特別委員会 地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条
第3項に規定する市の出資法人に関し、その
運営の実態を把握するとともに、事業効果
について調査するため

大都市行財政制度に関する特別
委員会

地方自治の本旨に基づく大都市制度・広域
連携の在り方について調査するとともに、
大都市の実態に即応する税財政制度の確立
を図るために必要な事項について調査する
ため

未来都市創造に関する特別委員
会

三宮周辺・ウォーターフロント地区におけ
る都心の再生や市街地西部地域などの活性
化の原動力となる神戸独自の魅力をいかに
創出するか、またその基盤となる潤いある
都市空間の整備や新たな交通手段を含む総
合交通体系の整備など、人口減少社会も見
据えた新たな時代の神戸のまちづくりに関
する必要な事項について調査するため

神戸市
(69人)

無 無

大阪市
(86人)

無 無

特別委員会の名称 目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

堺市
(52人)

無 無
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都市名
（議員定数）

都市活力・大都市制度調査特別
委員会

1　大都市制度等に関する調査
2　大都市にふさわしい行財政制度のあり方
に関する調査
3　中心市街地活性化・商業振興に関する調
査

ＥＳＤ・低炭素社会調査特別委
員会

1　ESD世界会議に関する調査
2　低炭素社会・再生可能エネルギーに関す
る調査
3　持続発展教育に関する調査

公共施設マネジメント調査特別
委員会

1　市有施設の在り方に関する調査
2　市有財産・施設の管理・活用に関する調
査
3　市有施設の更新に関する調査

市民協働・男女共同参画調査特
別委員会

1　市民協働・市民参画のあり方に関する調
査
2　男女共同参画に関する調査
3　協働のまちづくりに関する調査

大都市税財政対策特別委員会  大都市税財政制度の充実強化について、調
査研究する。

都市機能向上対策特別委員会 1　当面する都市活性化に関する課題につい
て

　旧広島市民球場跡地の活用等
　広島大学本部跡地の有効活用
　広島西飛行場跡地の活用
　広島駅周辺地区の整備

2　公共交通体系づくりについて
以上について、調査研究する。

安心・安全社会づくり対策特別
委員会

1　子ども・子育て支援について
2　高齢者施策推進プランについて
3　災害に強いまちづくりについて
4　特別支援教育について
以上について、調査研究する。

都市政策特別委員会 1　地方分権の推進について
2　行政改革の推進について
3　公共施設の老朽化対策について
4　住宅団地の活性化について
以上について、調査研究する。

懲罰特別委員会 藤田　之議員に対する懲罰の動議について
母谷龍典議員に対する処分要求について
山本誠議員に対する処分要求について
山路英男議員に対する処分要求について
中本弘議員に対する処分要求について
元田賢治議員に対する処分要求について
山田春男議員に対する処分要求について
永田雅紀議員に対する処分要求について

北九州市
(61人)

なし

無

【議案】
無　※これまでに付託さ
れたことはない。
【請願・陳情】
先例により請願・陳情
は、特別委員会に付託し
ないこととされている。

特別委員会の名称 目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

岡山市
(52人)

無 無

広島市
(55人)

無 無

6



都市名
（議員定数）

交通対策特別委員会 1. 高速鉄道3号線と沿線のまちづくりに関
する調査
2. 福岡都市圏における公共交通機関に関す
る調査
3. 道路交通の円滑化に関する調査
4. ウォーターフロント開発における交通対
策に関する調査

都市問題等調査特別委員会 1. 福岡空港に関する調査
2. 外郭団体のあり方に関する調査
3. 広域的行政に関する調査
4. 住民自治、地域コミュニティに関する調
査
5. 地方分権の推進に関する調査
6. 防災に関する調査

少子・高齢化対策特別委員会 1. 高齢化対策に関する調査
2. 少子化対策に関する調査

議員定数調査特別委員会 福岡市議会議員の定数及び各選挙区選出議
員数に関する調査

総合的なまちづくり対策に関す
る特別委員会

安全で安心な市民生活を実現するための諸
問題と災害に強いまちづくりや危機管理対
策の強化に関する調査を行うため 無

中心市街地の活性化に関する特
別委員会

中心市街地活性化及びこれに関する事業の
諸問題と対策に関する調査を行うため

議案：無
請願・陳情：有

財政運営のあり方に関する特別
委員会

大都市にふさわしい財政運営の健全化と財
政基盤の強化を図るための諸問題の調査を
行うため

議会活性化特別委員会

議会活性化のための諸改革に関する調査を
行うため

川崎市
(60人)

なし

※特別委員会については、予算特別委員会及び決算特別委員会は含めない。

熊本市
(48人)

無

無

福岡市
(62人)

無

特別委員会に関係ある議
案、請願については従来
どおり関係常任委員会に
付託する。なお、陳情に
ついても関係常任委員会
に送付する。
〔議運申し合わせ事項〕

目的（又は附議案件）
議案、請願
・陳情の付託

議案、請願・陳情の取扱
に関する申し合わせ等

特別委員会の名称
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都市名 常任委員会の名称（定数）
開催
日数

特別委員会の名称（定数）
開催
日数

①総務（12人） ①9日 ①大都市行財政制度調査（22人） ①4日

②財政市民（11人） ②9日
②経済雇用対策・新幹線等調査（22
人）

②1日

③文教（11人） ③10日 ③災害・雪対策調査（23人） ③3日

④厚生（12人） ④10日

⑤建設（11人） ⑤9日

⑥経済（11人） ⑥9日

①総務財政（11人） ①13日
①東西線・まちづくり促進調査（11
人）

①4日

②市民教育（11人） ②12日 ②地域経済活性化調査（11人） ②5日

③健康福祉（11人） ③13日 ③エネルギー政策調査（11人） ③5日

④経済環境（11人） ④11日 ④防災・減災推進調査（11人） ④4日

⑤都市整備建設（11人） ⑤12日 ⑤次世代育成調査（11人） ⑤6日

⑥選挙管理委員会の不適切事務等に関
する調査（13人）

⑥3日

①総合政策（12人） ①15日 ①政治倫理（6人） ①1日

②文教（12人） ②10日 ②大都市行財政制度（11人） ②5日

③市民生活（12人） ③13日 ③議会改革推進（12人） ③6日

④保健福祉（12人） ④13日 ④地下鉄７号線延伸事業化（12人） ④3日

⑤まちづくり（12人） ⑤11日 ⑤見沼田圃将来ビジョン（12人） ⑤2日

⑥適正な発注制度及び人員配置に関す
る調査（12人）

⑥4日

⑦決算・行政評価（20人） ⑦18日

①総務（11人） ①5日
①大都市制度・防災危機対策調査（13
人）

①6日

②保健消防（11人） ②7日 ②少子高齢社会問題調査（13人） ②6日

③環境経済（10人） ③5日 ③新庁舎整備調査（13人） ③9日

④教育未来（11人） ④8日

⑤都市建設（11人） ⑤5日

①政策・総務・財政（11人） ①15日 ①大都市行財政制度（14人） ①8日

②市民・文化観光・消防（11人） ②9日 ②基地対策（15人） ②6日

③経済・港湾（11人） ③7日 ③減災対策推進（14人） ③6日

④こども青少年・教育（11人） ④14日 ④孤立を防ぐ地域づくり（14人） ④5日

⑤健康福祉・病院経営（11人） ⑤8日 ⑤観光・創造都市・国際戦略（14人） ⑤5日

⑥温暖化対策・環境創造・資源循環
（11人）

⑥7日 ⑥健康づくり・スポーツ推進（15人） ⑥5日

⑦建築・都市整備・道路（10人） ⑦9日

⑧水道・交通（10人） ⑧7日

①総務（10人） ①8日 ①基地対策（11人） ①4日

②民生（9人） ②8日 ②交通問題（11人） ②4日

③環境経済（9人） ③7日 ③水源地域対策（12人） ③4日

④建設（10人） ④9日 ④防災（12人） ④4日

⑤文教（10人） ⑤9日 ⑤大都市制度に関する（13人） ⑤5日

⑥議会基本条例に関する（11人） ⑥7日

⑦広域交流拠点に関する（11人） ⑦4日

札幌市

仙台市

相模原市

横浜市

千葉市

さいたま市

○政令指定都市における常任委員会及び特別委員会の開催日数（平成２６年度）
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都市名 常任委員会の名称（定数）
開催
日数

特別委員会の名称（定数）
開催
日数

①総務（14人） ①26日 ①大都市制度調査（13人） ①4日

②文教経済（14人） ②26日 ②まちなか、地域再生調査（13人） ②5日

③市民厚生（14人） ③25日 ③農業活性化調査（14人） ③5日

④環境建設（14人） ④25日 ④公共交通調査（15人） ④7日

⑤総合計画（53人） ⑤32日

①総務（8人） ①5日 ①総合治水及び災害対策調査（11人） ①3日

②生活文化環境（8人） ②6日 ②中山間地活性化調査（11人） ②6日

③厚生（8人） ③5日 ③産業振興策調査（11人） ③9日

④経済消防（8人） ④6日 ④観光・交流事業調査（11人） ④6日

⑤都市建設（8人） ⑤5日

⑥上下水道教育（8人） ⑥6日

①総務（10人） ①14日 ①大都市制度調査(11人) ①4日

②厚生保健（9人） ②13日 ②地域活性化(12人) ②3日

③環境経済（9人） ③14日 ③行財政改革(12人) ③2日

④建設消防（9人） ④14日 ④危機管理（11人） ④2日

⑤市民文教（9人） ⑤17日 ⑤新病院建設（10人） ⑤4日

①総務環境（13人） ①39日 ①大都市制度・広域連携促進（12人） ①7日

②財政福祉（13人） ②44日 ②防災・エネルギー対策（12人） ②7日

③教育子ども（12人） ③36日 ③産業・歴史文化・観光戦略（13人） ③6日

④土木交通（12人） ④33日 ④都市活力向上（13人） ④10日

⑤経済水道（13人） ⑤31日 ⑤公社対策（13人） ⑤10日

⑥都市消防（12人） ⑥39日
⑥安心・安全なまちづくり対策（12
人）

⑥9日

①経済総務（14人） ①20日

②くらし環境（14人） ②22日

③教育福祉（14人） ③19日

④まちづくり（14人） ④28日

⑤交通水道消防（13人） ⑤16日

①財政総務（15人） ①25日 ①市政改革（20人） ①3日

②教育こども（15人） ②22日 ②大都市・税財政制度（20人） ②5日

③民生保健（14人） ③26日 ③環境対策（20人） ③3日

④都市経済（14人） ④17日 ④交通政策（20人） ④1日

⑤建設消防（14人） ⑤17日

⑥交通水道（14人） ⑥21日

①総務財政（9人） ①9日 ①大都市制度・広域行政調査（12人） ①4日

②市民人権（9人） ②8日 ②新たな都市活力創出調査（13人） ②3日

③健康福祉（8人） ③8日
③安全・安心なまちづくり調査（13
人）

③2日

④産業環境（8人） ④8日 ④次世代育成支援調査（13人） ④2日

⑤建設（8人） ⑤8日

⑥文教（9人） ⑥8日

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

堺　市

大阪市

なし
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都市名 常任委員会の名称（定数）
開催
日数

特別委員会の名称（定数）
開催
日数

①総務財政（12人） ①9日 ①外郭団体に関する（15人） ①10日

②文教こども（12人） ②9日 ②大都市行財政制度に関する（15人） ②7日

③福祉環境（11人） ③9日 ③未来都市創造に関する（15人） ③10日

④企業建設（11人） ④8日

⑤産業港湾（12人） ⑤10日

⑥都市防災（11人） ⑥8日

①総務（9人） ①12日 ①都市活力・大都市制度調査(12人) ①4日

②保健福祉（9人） ②14日 ②ＥＳＤ・低炭素社会調査(12人) ②4日

③環境消防水道（9人） ③9日 ③公共施設マネジメント調査(12人) ③3日

④経済（8人） ④8日
④市民協働・男女共同参画調査（12
人）

④3日

⑤建設（9人） ⑤9日

⑥市民文教（8人） ⑥13日

①総務（10人） ①9日 ①大都市税財政対策 (12人) ①3日

②消防上下水道（9人） ②12日 ②都市機能向上対策 (13人) ②5日

③文教（9人） ③9日 ③安心・安全社会づくり対策 (13人) ③3日

④経済観光環境（9人） ④9日 ④都市政策（13人） ④3日

⑤厚生（9人） ⑤9日 ⑤懲罰（14人） ⑤1日

⑥建設（9人） ⑥9日

①総務財政（10人） ①19日

②建築消防（10人） ②19日

③環境建設（10人） ③22日

④保健病院（11人) ④21日

⑤教育水道（10人） ⑤21日

⑥経済港湾（10人) ⑥19日

①第１（13人） ①16日 ①交通対策（21人） ①4日

②第２（13人） ②22日 ②都市問題等調査（21人） ②3日

③第３（12人） ③14日 ③少子・高齢化対策（20人） ③3日

④第４（12人） ④16日 ④議員定数調査（19人） ④6日

⑤第５（12人） ⑤13日

①総務（8人） ①5日
①総合的なまちづくり対策に関する
（12人）

①2日

②企画教育市民（8人） ②4日
②中心市街地の活性化に関する（13
人）

②4日

③福祉子ども（8人） ③4日 ③財政運営のあり方に関する（12人） ③2日

④環境水道（8人） ④4日 ④議会活性化（10人） ④3日

⑤経済（9人） ⑤6日

⑥都市整備（8人） ⑥4日

①総務（13人） ①40日

②市民（12人） ②30日

③健康福祉（12人） ③29日

④まちづくり（12人） ④34日

⑤環境（11人） ⑤23日

岡山市

北九州市

福岡市

熊本市

川崎市

神戸市

広島市

※常任委員会については、予算委員会及び決算委員会は含めない。
※特別委員会については、予算特別委員会及び決算特別委員会は含めない。

なし

なし
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