
◆定例会の流れ

日程         会              議

  1 招集日・本会議（提案理由説明）

  2 休会（議案等調査）

  3 継続本会議（一般質問・個人）※1

  4 継続本会議（一般質問・個人）

  5 継続本会議（一般質問・個人）

　6
継続本会議（議案等に対する総括質疑）※2

予算決算委員会

  7
予算決算委員会を除く常任委員会

予算決算委員会分科会

  8
予算決算委員会を除く常任委員会

予算決算委員会分科会

  9 休会（事務整理）

 10 予算決算委員会

 11 休会（事務整理）

 12 最終継続本会議(委員会審査報告～表決)

  ※1　12月定例会のみ一般質問の初日に代表質問

　　　を行う。

  ※2　2月定例会においては、総括質疑は2日間と

　　   なる。
　

　上記が定例会の日程であるが、これに土曜、日曜

が入るため、実際は15～16日間くらいの日程をとる

のが例である。

  なお、2月定例会は、当初予算審議のために委員

会審査に日数を要することから、20日間を超える会

期となる。

◆臨時会

  臨時会は、議案等の委員会付託を行わず、通常、

会期は１日間としているが、議案等の内容により、

委員会付託をする場合がある。

 (1) 通告

  質問者は、定例会招集日の 7日前の午後3時ま

でに題名と具体的な質問項目を議長に通告する。

 (2) 質問形態

  代表質問（12 月定例会のみ）と個人質問（2

月・6月・9月・12月）がある。

 (3) 質問順序

代表質問、個人質問の順に行うが、代表質問は

所属議員数の多い会派から行い、個人質問は会派

の輪番制となっている。

 (4) 質問時間

 代表質問は答弁を除き一人 25分以内で発言回

数 5回以内、個人質問は答弁を除き一人 20分以

内で発言回数 5回以内と制限を設けている。 な

お、質問件数の制限は設けていない。

 (5) 発言方法

 1 回目は登壇して発言し、2回目以降は自席で

発言する。（関連質問は認めていない）

 (1) 通告

 質疑者は、招集日・本会議終了後から同日午後

3時までに質疑件名を議長に通告する。

 (2) 質疑順序

 届出順による。

 (3) 質疑件数及び時間

 質疑件数は一人3件以内、質疑時間は答弁を除

き一人 15分以内とし、発言回数の制限は設けて

いない。

 (4) 発言方法

 すべて自席で行う。

◆定例会別質問者･質疑者数（平成 29年）

区　　分 一般質問者数 質疑者数

2月定例会 25人 15人

6月定例会 25人  6人

9月定例会 23人  6人

12月定例会 25人  9人

合　　計 98人 36人
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◆平成29年 1月 1日～12月 31日

区　分 会　　期
会議

日数
会議時間

市長提出議案等 議員提出議案等

可

決

修正

可決

否

決

継続

審査

認

定

承

認

同

意

可

決

否

決

計

2月定例会 2/23～3/21 27日間 7日 36時間21分 36 36

6月定例会 6/8～6/23 16日間 6日 28時間     8 21

9月定例会 9/7～9/27 21日間 6日 26時間44分 25 1 14 3 1 1 46

12月定例会 12/7～12/22 16日間 6日 33時間58分 55 1 3 44

計 80日間 25日 125時間3分 124 1 1 14 4 15 1 157

8月臨時会 8/18 1日間 1日 3時間54分 1 1

計 1日間 1日 3時間54分 2 3 5

合　計 81日間 26日 128時間57分 123 1 1 14 4 18 1 162

◆平成29年 1月 1日～12月 31日

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

2月定例会

議案第１号 平成29年度会津若松市一般会計予算 原案可決

議案第２号 平成29年度会津若松市水道事業会計予算 原案可決

議案第３号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計予算 原案可決

議案第４号 平成29年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計予算 原案可決

議案第５号 平成29年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計予算 原案可決

議案第６号 平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計予算 原案可決

議案第７号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計予算 原案可決

議案第８号 平成29年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計予算 原案可決

議案第９号 平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計予算 原案可決

議案第10号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計予算 原案可決

議案第11号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計予算 原案可決

議案第12号 平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計予算 原案可決

議案第13号 平成29年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計予算 原案可決

議案第14号 平成29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決

議案第15号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算（第６号） 原案可決

議案第16号 平成28年度会津若松市水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第17号 平成28年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 原案可決

議案第18号 平成28年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第19号 平成28年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第20号 平成28年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第21号 平成28年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決
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議案第22号 平成28年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第23号 平成28年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第24号 平成28年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第25号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例 原案可決

議案第26号 会津若松市ふるさと寄附金基金条例 原案可決

議案第27号 会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営

に関する条例等の一部を改正する条例

原案可決

議案第28号 会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第29号 会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第30号 会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第31号 会津若松市子ども未来基金条例 原案可決

議案第32号 会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第33号 会津若松市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第34号 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第35号 字の区域の変更について 可決

議案第36号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算（第７号） 原案可決

意見書案第１号 ＪＲ只見線の早期全線復旧について 原案可決

意見書案第２号 東京電力福島第二原子力発電所の廃炉について 原案可決

意見書案第３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効について 原案可決

意見書案第４号 （仮称）テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）の創設を行わないことを求める意見書

について

原案可決

6月定例会

議案第37号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第38号 会津若松市税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第39号 会津若松市復興産業集積区域における市税の課税免除に関する条例の一部を改正

する条例
原案可決

議案第40号 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第41号 会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第42号 財産の取得について 可決

議案第43号 財産の取得について 可決

議案第44号 財産の取得について 可決

意見書案第５号 被災児童生徒就学支援等事業交付金による就学支援事業の継続及び被災した児

童・生徒への十分な就学支援について

原案可決

承認第１号 農業委員会委員の任命について 同意

8月臨時会

承認第２号
平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第１号）の先決処分につ

いて
承認

9月定例会

議案第45号 会津若松市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第46号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第47号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第48号 平成29年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第49号 平成29年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決
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議案第50号 平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第51号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第52号 平成29年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第53号 平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第54号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第55号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第56号 平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第57号 平成29年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第58号 平成29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第59号 会津若松市印鑑条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第60号 会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第61号 会津若松市市営住宅条例 原案可決

議案第62号 市道の認定について 可決

議案第63号 市道の変更について 可決

議案第64号 平成28年度会津若松市水道事業剰余金の処分について 可決

議案第65号 議員の派遣について 可決

議案第66号 議員の派遣について 可決

議案第67号 議員の派遣について 可決

議案第68号 議員の派遣について 可決

議案第69号 議員の派遣について 可決

承認第３号 平成28年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第４号 平成28年度会津若松市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第５号 平成28年度会津若松市湊町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第６号 平成 28年度会津若松市西田面簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
認定

承認第７号 平成28年度会津若松市観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第８号 平成28年度会津若松市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第９号 平成28年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第10号 平成 28年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

認定

承認第11号 平成28年度会津若松市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第12号 平成28年度会津若松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第13号 平成28年度会津若松市個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第14号 平成 28年度会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて
認定

承認第15号 平成28年度会津若松市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

承認第16号 平成28年度会津若松市水道事業会計決算の認定について 認定

承認第17号 教育委員会委員の任命について 同意

意見書案第６号 地方財政の充実・強化について 原案可決

意見書案第７号 「全国森林環境税」の創設について 原案可決

意見書案第８号 核兵器禁止条約への調印について 原案可決

12月定例会

議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算（第４号） 原案可決
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議案第71号 平成 29年度会津若松市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第72号 平成 29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第73号 平成 29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第74号 平成 29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第75号 平成 29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第76号 平成 29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第77号 平成 29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第78号 平成 29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第79号 平成 29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第80号 会津若松市職員の退職管理に関する条例 原案可決

議案第81号 会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例
原案可決

議案第83号 会津若松市児童館条例の一部を改正する条例 継続審査

原案可決

議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例 原案可決

議案第85号 会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第86号 会津若松市地方広域市町村圏整備組合規約の変更について 可決

議案第87号 会津若松市行仁コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第88号 会津若松市日新コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第89号 会津若松市城北コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第90号 会津若松市城西コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第91号 会津若松市松長コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第92号 会津若松市真宮コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第93号 会津若松市鶴城コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第94号 会津若松市城南コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第95号 会津若松市謹教コミュニティセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第96号 会津若松市片柳デイサービスセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第97号 会津若松市北会津デイサービスセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第98号 会津若松市天神ふれあいセンターの指定管理者の指定について 可決

議案第99号 会津若松市北会津保健センターの指定管理者の指定について 可決

議案第100号 会津若松市文化センターの指定管理者の指定について 可決

議案第101号 會津風雅堂の指定管理者の指定について 可決

議案第102号 会津能楽堂の指定管理者の指定について 可決

議案第103号 会津若松市御薬園の指定管理者の指定について 可決

議案第104号 会津若松市市民スポーツ施設の指定管理者の指定について 可決

議案第105号 会津若松市コミュニティプールの指定管理者の指定について 可決

議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定について 可決

議案第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定について 可決

議案第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定について 可決

議案第109号 会津若松市勤労青少年ホームの指定管理者の指定について 可決

議案第110号 会津町方伝承館の指定管理者の指定について 可決
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議案第111号 都市公園の指定管理者の指定について 可決

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決結果

議案第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算（第５号） 原案可決

議案第113号 平成 29年度会津若松市水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決

議案第114号 平成 29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第115号 平成 29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第116号 平成 29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第117号 平成 29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第118号 平成 29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第119号 平成 29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第120号 平成 29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第121号 平成 29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 原案可決

議案第122号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

議案第123号
特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に

関する条例の一部を改正する条例
原案可決

議案第124号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

承認第18号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算（第３号）の専決処分について 承認

意見書案第９号 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続について 原案可決

意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について 原案可決

意見書案第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについて 原案可決

意見書案第12号 憲法第９条を変更しないことについて 原案可決
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