
第2回臨時会
発行：裾野市議会
令和４年11月25日
No.149

○正副議長就任あいさつ・臨時会が開かれました…　２ページ
○常任委員会委員の紹介………………………………　３ページ
○バスに乗ろう会提言…………………………………　４ページ

　　　　 勝又 豊　　浅田 基行　 木村 典由　 杉山 茂規  　小林 浩文　  土屋 主久

大橋 勝彦  　佐野 利安 　勝又 利裕　    小林 俊  　二ノ宮 善明　則武 優貴   　増田 祐二

　    三富 美代子  内藤 法子　     井出 悟　      中村 純也   　賀茂 博美 　岡本 和枝  

議会だより すその

副議長 議長



2 議会だより すその（No.149）令和４年 11月 25 日発行

　この度、裾野市議会議員の改選に伴い、10 月 19 日
の臨時議会にて、市議会正副議長に就任いたしました。
職務の重責に身の引き締まる思いでおります。
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、歴
史的な物価上昇により、私たちの生活は大きく変貌し
ております。また社会経済への強い影響は、裾野市の
財政をより逼迫させるものと危惧される状況となって
おります。
　この厳しい状況下の市政運営に対し、行政チェック
機能を担う市議会の役割は大きく重要で、市民福祉向
上のためのさまざまな課題解決に向けて真摯に取り組
み、安全で安心できる生活を確保できる地方分権時代
の地域づくりに全力を尽くしてまいります。

　併せて、議員一人ひとりの資質向上や議会改革によって、議会機能の更なる強化を図り、皆様との情報
交換の機会を通じて、身近で開かれた、信頼される市議会となるよう努めてまいります。
　今後とも、より良い地域づくりのため、市議会に対し皆様のご協力、ご参画を賜りますようお願い申し
上げます。

新議長に中村純也議員、副議長に井出悟議員

新 議長
中村　純也

新 副議長
井出　悟

○選第３号　議長選挙
　議長選挙は地方自治法の規定に
基づき投票が行われ、中村純也議
員（３期）が当選しました。

○選第４号　副議長選挙
　副議長選挙は地方自治法の規定
に基づき指名推選で行われ、井出
悟議員（３期）が当選しました。

○常任委員の選任
　常任委員の指名が行われ、それ
ぞれの委員が決定しました。（３
頁参照）

○議会運営委員の選任
　議会運営委員の指名が行われ、
それぞれの委員が決定しました。

（３頁参照）

○選第５号　駿東地区交通災害共
済組合議会議員選挙

　駿東地区交通災害共済組合議会
議員選挙は、地方自治法の規定に
基づき指名推選で行われ、中村純
也議員が当選しました。

○選第６号　裾野市長泉町衛生施
設組合議会議員選挙

　裾野市長泉町衛生施設組合議会
議員選挙は、地方自治法の規定に
基づき指名推選で行われ、小林俊
議員（７期）、中村純也議員（３期）、
勝又利裕議員（２期）、増田祐二
議員（２期）、小林浩文議員（１期）
の５人がそれぞれ当選しました。

○選第７号　富士山南東消防組合
議会議員選挙

　富士山南東消防組合議会議員選
挙は、地方自治法の規定に基づき
指名推選で行われ、二ノ宮善明議
員（４期）、井出悟議員（３期）、
大橋勝彦議員（１期）の３人がそ
れぞれ当選しました。

○第74号議案　監査委員の選任
　監査委員の選任については、市
長から提案理由の説明が行われた
後、採決に入り、佐野利安議員（４
期 ） の 選 任
に 同 意 し ま
した。

令和４年第２回  臨時会が開かれました。
　令和４年第２回臨時会が 10 月 19 日（水）に開かれました。
　この臨時会は、市議会議員選挙後に行われる初議会です。
　本会議では正副議長選挙、常任委員の選任、議会運営委員の選任、一部事務組合議会議員選挙、
議会選出の監査委員の選任などが行われました。
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各委員会委員の紹介

　市長戦略部、総務部、環境市民部（水道事業、
下水道事業と簡易水道事業に係るものを除く）、
出納課、監査委員、議会事務局の所管に属する
事項、他の常任委員会の所管に属しない事項の
調査などを行います。

総 務 委 員 会

　健康福祉部、教育委員会の所管に属する事項、
その他委員会で決定した事項の調査などを行い
ます。

厚生文教委員会

副委員長
勝又 豊

委員長
増田 祐二

委員
大橋 勝彦

委員
中村 純也

委員
佐野 利安

委員
賀茂 博美

　予算決算委員会は、予算及び決算に関する事項の調査
を行います。定数は 19 人（全議員）です。予算決算委員会

　環境市民部（水道事業、下水道事業と簡易水
道事業に係るものに限る）、産業振興部、建設
部の所管に属する事項、その他委員会で決定し
た事項の調査などを行います。

産業建設委員会

副委員長
杉山 茂規

委員長
土屋 主久

委員
小林 浩文

委員
木村 典由

委員
小林 俊

委員
二ノ宮 善明

　議会運営委員会は、定例会、臨時会の運営（日
程案、議員提出議案などの取扱い）、請願、意
見書、陳情、決議案の取扱い、議長からの諮問
事項などを協議します。

議会運営委員会

委員　勝又 豊
委員

土屋 主久
委員

勝又 利裕

委員　浅田 基行

副委員長　三富 美代子 委員長　賀茂 博美

委員
木村 典由

委員
杉山 茂規

副委員長
浅田 基行

委員長
勝又 利裕

委員
内藤 法子委員

三富 美代子
委員

則武 優貴

委員
岡本 和枝

委員
井出 悟



　各常任委員会から選出された編集委員です。
議会だよりは年４回発行します。皆様のご意見
をお待ちしています。

広 報 広 聴 委 員 会

副委員長
杉山 茂規

委員長
木村 典由

委員
大橋 勝彦

委員
浅田 基行

委員
勝又 豊

委員
則武 優貴

市役所５階の議会事務局へお越しください。
受付簿に、住所と氏名をご記入いただくだけで傍聴できま
す。審議や他の傍聴者の妨げにならない範囲で、会議開始後
の入場や途中退席をすることもできます。
９月定例会の傍聴者は、70人でした。
市役所１階ロビーのモニターでも、本会議の様子をご覧いた
だけます。
令和４年12月定例会日程（案） ※予定は変更する可能性があります。

傍聴にお越しください

議員有志の懇話会が市長に提言

11月28日 月 本会議 10：00 ～

11月30日 水
本会議 10：00 ～

予算決算委員会 本会議終了後

12月１日 木 予算決算委員会（総務分科会）
総務委員会 9：00 ～

12月２日 金 予算決算委員会（産業建設分科会）
産業建設委員会 9：00 ～

12月5日 月 予算決算委員会（厚生文教分科会）
厚生文教委員会 9：00 ～

12月６日 火

本会議（一般質問） 10：00 ～
12月７日 水
12月８日 木

12月９日 金
予算決算委員会 本会議終了後

12月13日 火 本会議 10：00 ～
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バス利用促進に関する懇話会「バスに乗ろう会」が市内運行バスの利活用に関するアイデア等を取りまとめ、市長
に提言しました。

裾野市の公共交通活性化に向けたバス利用促進
に関する提言（概要）
１　多様な輸送手段（福祉輸送、スクールバスなど）それぞれの
　　特徴を把握し、適材適所に配置することが望ましい
２　駅やバス停までの距離が遠い交通弱者を救う即戦力となるタ
　　クシーの機能強化策の検討を公共交通活性化協議会で早期に
　　実施することが望ましい
３　利用者の利便性向上のため「様々な輸送事業者同士」「輸送事
　　業者と商店や観光関係者」の連携・協議ができる場の創出が
　　望ましい
４　住民や地域の関係者（企業や学校等）、交通事業者が一緒に路
　　線をデザインできるような機会の創出が望ましい
５　将来を担う若年層を対象にした、公共交通の仕組みを学ぶ機
　　会や、積極的に利用する機会などの創出・拡大が望ましい
６　市内自動車免許教習所やバス・タクシー事業者等と連携し、
　　公共交通の要となる運転者の確保・育成の仕組みを構築する
　　ことが望ましい
７　裾野市各部局は各分野における公共交通の利用ニーズや利用
　　促進に向けたアイデア収集や各団体との連携に努め、積極的
　　かつ横断的な役割を担うことが望ましい

裾野市議会 検索議会を
チェック！！

議会だよりすそのでは、誰もが「見やすく、読みやすい」ように細かい部分に配慮したＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォントを使用
しています。
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