
                    － 中津市議会の議会改革の取り組み経過 － 

 

 

平成 ６年 ５月 

        ◎なかつ市議会だより創刊 

 

平成 ８年１２月 

        ◎ケーブルテレビによる一般質問の放映開始 

 

平成 ９年 ６月 

        ◎市立小幡記念図書館において一般質問のビデオテープ貸出開始 

     １２月 

        ◎市立小幡記念図書館及び市内公民館に会議録の配付開始 

 

平成１３年 ６月 

        ◎議員定数削減決定 

         （２８人から２６人に：平成１５年の一般選挙から適用） 

 

平成１４年 ３月 

        ◎政治倫理条例制定 

      ４月 

        ◎一般質問及び議案質疑の一問一答方式の導入決定 

         （議場に質問席の設置） 

      ７月 

        ◎法的根拠のあるものを除き、議員が市の付属機関の委員に就任しないこと 

         の申し合わせ 

 

平成１６年 ８月 

        ◎本会議における質問に対し、「検討・調査」等と答弁した事項に対する取 

         り組み状況報告を義務づけ 

         （次年度の第２回定例会に一覧表配付） 

 

平成１７年 ３月 

        ◎合併後の旧町村庁舎（４支所）への議会中継の配信開始 

      ５月 

        ◎中津市議会ホームページ作成 

      ６月 

        ◎合併後の旧町村庁舎等での移動常任委員会開催 

 

 



平成１７年１０月 

◎行財政改革調査特別委員会設置 

                ①市の行財政改革の取り組みへの調査、チェック 

          （平成１９年２月まで１０回開催） 

         ②市議会みずから行財政改革へ取り組む 

     １２月 

        ◎行財政改革調査特別委員会中間報告 

         ①政務調査費の平成１８年度分凍結（平成１８年４月より） 

                 ②議会出席手当の廃止（平成１８年１月より） 

                 ③委員会旅費の見直し、削減（平成１８年４月より） 

                  （議会運営委員会の行政視察を当分の間凍結、議会広報特別委員会の行政

視察を廃止） 

                 ④会議録検索システムの導入 

          ホームページ掲載と会議録印刷配付の廃止による費用削減 

                  （平成１８年４月より） 

                 

平成１９年 ５月 

        ◎改選後の初臨時議会において行財政改革調査特別委員会設置 

      ６月 

        ◎政務調査費を当分の間凍結 

               ◎議会・行財政改革調査特別委員会設置 

                  ①議会改革と活性化 

         ②市の行財政改革の取り組みへの調査、チェック 

     １２月 

        ◎議会・行財政改革調査特別委員会中間報告 

         ①常任委員会を１日２委員会開催とする 

          （従来１日４委員会開催していたものを１日２委員会ずつ開催） 

         ②議会事務局の充実 

                  ③全員協議会の開催要望 

                  ④議会広報の充実 

                  ⑤本会議傍聴人への資料配布及び説明 

 

平成２０年 ３月 

        ◎市民意見交換会（議会・行財政改革調査特別委員会）の試験的実施を決定 

      ４月 

        ◎常任委員会１日２委員会開催を平成２１年３月定例会から実施することに 

         決定 

        ◎代表質問を平成２１年９月定例会から毎年１回実施することに決定 

 

 



平成２１年 １月 

        ◎第１回市民意見交換会（議会・行財政改革調査特別委員会）を試験的に実 

         施 

      ３月 

                ◎常任委員会１日２委員会開催を実施 

                  ・１日目 総務消防委員会（第１・第２委員会室） 

                           文教経済委員会（４階研修室） 

                  ・２日目 施設委員会（第１・第２委員会室） 

                           厚生委員会（４階研修室） 

      ６月 

        ◎議会・行財政改革調査特別委員会最終報告（調査終了宣告） 

            ９月 

        ◎代表質問を実施（５会派が質問） 

         ・正式会派：親和会、翔政会、緑水会、前進、平和・市民の会（質問順） 

                ◎議事日程の改革 

                 （議案質疑を一般質問より先に実施し、会期の途中に採決を実施） 

          １１月 

        ◎議長交際費をホームページにて公開（平成２１年４月以降） 

 

平成２２年 １月 

        ◎議員定数に関する検討委員会を設置 

        ◎虚礼廃止（議員の式典等の出席者に対する礼状の廃止）を決定 

      ３月 

        ◎議員定数に関する検討委員会報告（全６回、審査終了） 

◎第１回定例会にて議員定数を３０名から２名減の２８名で可決（次の一般         

選挙から施行） 

      ４月 

        ◎常任委員会行政視察研修を凍結し、政務調査費で行政視察研修を実施 

        ◎議会運営委員会行政視察研修の凍結 

      １０月 

◎平成２３年度分の常任委員会行政視察研修の凍結決定 

                ◎平成２３年度分の議会運営委員会行政視察研修の凍結決定 

          １１月 

                ◎反問権の付与（議員の質問等の内容の確認をする場合に限る） 

 

平成２３年 ６月 

                ◎インターネット議会放映開始（ライブ中継、録画中継） 

      ７月 

                ◎議員定数調査会を設置 

 



 ９月 

        ◎「中津市議会改革マニフェスト」を策定 

          １０月 

        ◎議長の役職の見直し 

                 （（財）福澤旧邸保存会、（社）中津市社会福祉協議会の役職辞任） 

     １１月 

        ◎各種団体協議会等代表者との意見交換会を実施 

     １２月 

        ◎本会議では県下で初めてとなる議員間の自由討議を実施 

        ◎なかつ市議会だより編集要領を策定 

 

平成２４年 １月 

◎議会改革の一環として、市議有志による５つの政策研究会が発足 

              【政策研究会】 

           ・しもげ政策研究会     ・６次産業推進研究会 

          ・中心市街地活性化研究会  ・企業誘致及び地域活性化調査研究会 

             ・学びの里づくり研究会  

       ２月 

◎「中津市議会会議規則」の改正を行い、協議又は調整を行うための場に「議 

長の諮問により市政全般の課題に対する調査研究及び議会運営に関し必要な 

専門的事項の調査研究に関する協議」を追加し、議員定数調査研究プロジェ 

クトを設置 

      ３月 

        ◎昨年１２月に続き、２回目の議員間の自由討議を実施し、「学びの里づくりに 

向けた学校教育施設の建て替え計画の策定」について、「決議」として提案し、 

可決 

     １２月 

        ◎３回目の議員間の自由討議を実施 

 

平成２５年 １月 

        ◎２回目の各種団体協議会等代表者との意見交換会を実施 

３月 

        ◎議員定数調査研究プロジェクト報告（全８回、審査終了） 

◎第１回定例会にて議員定数を２８名から２名減の２６名で可決（次の一般 

 選挙から施行） 

◎九州周防灘地域の隣接する議会として、経済、観光、医療を中心に各自治体

の行政全般及び共通する課題について情報と意見の交換を行い、各自治体の

発展繁栄に寄与することを目的とする、「九州周防灘地域議会連携協議会」が

発足（宇佐市、豊後高田市、豊前市、築上町、上毛町、吉富町、中津市の議



長及び副議長で構成） 

      ６月 

        ◎中津市議会災害対策会議設置規程を制定 

      ９月 

        ◎４回目の議員間の自由討議を実施 

        ◎議会改革推進プロジェクトを設置 

         【協議内容】 

・「中津市議会マニフェスト」の具現化 

・「議会基本条例」、「自治基本条例」の必要性についての検討 

・喫緊の課題への対応 

     １０月 

◎議会改革推進プロジェクトより、平成２６年度当初予算に向けた喫緊の課題

について、「議会改革推進に向けた第１次答申」が提出される 

 ・常任委員会の行政視察研修を平成２６年度より実施 

     １１月 

◎議会改革推進プロジェクトより、各種団体との意見交換について、「議会改革

推進に向けた第２次答申」が提出される 

 

平成２６年 １月 

◎議会改革推進プロジェクトより、研修会について、「議会改革推進に向けた第

３次答申」が提出される。 

◎３回目の各種団体協議会等代表者との意見交換会を実施 

      ２月 

◎議会改革推進プロジェクトより、指定管理者の指定のあり方について及び市

議会議員の政治倫理条例の見直しについて、「議会改革推進に向けた第４次答

申」が提出される 

 ３月 

◎議会改革推進プロジェクトより、「開かれた信頼のある議会」の「１、インタ

ーネット配信を始めます。」、「行動する議会」の「１、各種団体との意見交換

会を開催します。」、「創る議会」の「２、積極的な議員間での討議を進めます。」

「３、質問・質疑の充実を図ります。」「４、議事日程の改革を行います。」の

項目について、「議会改革推進に向けた第５次答申」が提出される 

◎５回目の議員間の自由討議を実施（以降当番会派を決め、持ち回りにより毎

定例会実施） 

      ４月 

◎市議有志による２つの政策研究会が新たに発足 

              【政策研究会】 

           ・友好都市交流推進研究会 

          ・コミュニティバス研究会 

◎議員研修会（議員提案条例のプロセスについて）を実施 



      ５月 

◎九州周防灘地域議会連携協議会の第２回議員研修会（通年議会に関する留意

点について）を実施 

      ６月 

◎議会改革推進プロジェクトより、「議会報告会及び意見交換会」の実施につい

て、「議会改革推進に向けた第６次答申」が提出される 

      ７月 

◎議会改革推進プロジェクトより、議員提案条例、常任委員会での自由討議、

予算・決算委員会、議会が議決すべき事件に関する条例への追加、常任委員

会の引き継ぎ書の作成について、「議会改革推進に向けた第７次答申」が提出

される      

      ８月 

◎議会改革推進プロジェクトより、「議会基本条例」の必要性について、「議会

改革推進に向けた第８次答申」が提出される       

     １０月 

◎議会報告会及び意見交換会の実施 

１２月 

◎議会改革推進プロジェクトより、議会報告会及び意見交換会について、「議会

改革推進に向けた第９次答申」が提出される 

◎全員協議会で議会改革推進プロジェクトの最終報告を行う 

 

平成２７年 ６月 

◎議会基本条例策定特別委員会を設置 

◎中津市議会ふるさと創生推進本部を設置 

      ７月 

◎常任委員会ごとに各種団体との意見交換会をワークショップ形式にて実施 

      ８月 

◎中津市議会ふるさと創生推進本部より各種団体との意見交換会を踏まえた 

「ふるさと中津の創生に向けた提言」が答申される 

◎市内５校の高校生との意見交換会をワークショップ形式にて実施 

◎中津市議会ふるさと創生推進本部より高校生との意見交換会を踏まえた 

「ふるさと中津の創生に向けた次代を担う高校生の提言」が答申される 

      ９月 

◎議会基本条例策定に向けての議員研修（「議員のあるべき姿」について）をワ

ークショップ形式にて実施 

     １０月 

◎市議有志による政策研究会が新たに発足 

              【政策研究会】 

           ・ペーパーレス議会政策研究会     

  



平成２８年 ２月 

◎「中津市議会基本条例（素案）」について、パブリックコメントを実施 

◎意見交換会を実施（厚生委員会と「中津市老人クラブ連合会」） 

      ３月 

◎「中津市議会基本条例」を制定 

◎「中津市議会委員会条例」を一部改正し、常任委員会として「広報広聴委員

会」を設置 

◎「中津市議会会議規則」の改正を行い、協議又は調整を行うための場として、

「意見交換会」を追加（市民及び各種団体等との協議）       

      ９月 

◎意見交換会を実施（文教経済委員会と「中津市しもげ商工会」） 

◎意見交換会を実施（文教経済委員会と「中津市ＰＴＡ連合会」） 

     １０月 

◎意見交換会を実施（厚生委員会と「中津市医師会」） 

◎意見交換会を実施（建設農林水産委員会と「大分県農業協同組合北部事業部」） 

     １１月 

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（山国地区・

今津地区） 

◎意見交換会を実施（総務消防委員会と「地域おこし協力隊」） 

◎平成２９年度より、必要に応じて議会運営委員会の視察を行うことを決定           

◎請願者の意見陳述実施要領を作成 

     １２月 

◎「第五次中津市総合計画に盛り込むべき施策（提言書）」を市長に提出 

 

平成２９年 １月 

◎意見交換会を実施（厚生委員会と「認可私立保育園協議会」） 

 ２月 

◎意見交換会を実施（文教経済委員会と「中津市ＰＴＡ連合会」） 

◎意見交換会を実施（厚生委員会と「放課後児童クラブ」） 

      ３月 

◎「議員定数等調査特別委員会」を設置 

      ４月  

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（南部校  

区・北部校区・三光地区・本耶馬渓地区） 

◎意見交換会を実施（総務消防委員会と「中津市消防団幹部」） 

◎意見交換会を実施（建設農林水産委員会と「中津地区ＬＰガス協議会」） 

      ５月 

◎意見交換会を実施（建設農林水産委員会と「大分県電気工事業工業組合中津

支部」） 

◎意見交換会を実施（建設農林水産委員会と「中津市管工事協同組合」「中津市



公共下水道組合」）       

      ７月 

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（豊田校  

区・小楠校区・鶴居校区・耶馬溪地区） 

◎議員研修会（適正な議員定数のあり方について）を実施 

◎意見交換会を実施（厚生委員会と「中津市身体障がい者協議会」） 

      ８月 

◎議員研修会（タブレットから始まるＩＣＴ化と開かれた議会について）を実  

施 

      ９月 

◎議事日程の見直しを行い、平成３０年第１回定例会から、一般質問を議案質

疑、常任委員会及び採決の前に行うことに決定 

１０月  

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（和田校  

区・如水校区・大幡校区・三保校区） 

１２月 

◎平成３０年第１回定例会より、一般質問の受付開始日時を招集告示日の７日

前の午前８時３０分から、通告締切日時を招集告示日の翌日の午後５時、打

ち合わせ終了日時を通告締切日の翌日の午後５時までとすることに決定 

（平成２１年以前の状態に戻す） 

 

平成３０年 １月  

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（沖代校  

区・今津校区・山国地区） 

      ２月  

◎議員定数等調査特別委員会による市内各種団体代表者との「議員定数問題等

を考える市民との意見交換会」を実施 

      ３月  

◎第１回定例会にて議員定数を２６名から２名減の２４名で可決（次の一般 

 選挙から施行） 

◎意見交換会を実施（教育建設委員会と「中津市ＰＴＡ連合会」） 

      ５月  

◎意見交換会を実施（厚生環境委員会と「県北福祉施設連絡協議会」） 

      ６月 

◎議会運営委員会より「中津市議会基本条例の検証と推進等に関する報告書」

が提出される 

◎「意見書の提出要領」を作成し、今後の意見書（案）の提出については、別

紙のとおり取り扱うことに決定 

      ７月  

◎意見交換会を実施（教育建設委員会と「大分県電気工事業工業組合中津支部」） 



◎意見交換会を実施（総務企画委員会と「一般社団法人 中津耶馬渓観光協会」） 

◎意見交換会を実施（教育建設委員会と「ＮＰＯ法人中津文化協会」） 

◎意見交換会を実施（教育建設委員会と「中津市水処理組合」） 

８月  

◎意見交換会を実施（産業消防委員会と「中津商工会議所 商業部会・工業部

会」） 

◎意見交換会を実施（産業消防委員会と「中津市消防団、中津市女性消防団」） 

      ９月 

◎来期から、一般質問の持ち時間を質問時間のみ 25分とすることに決定 

◎来期より、常任委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会の任期を１年とし、

３月議会の最終日に改選することに決定 

     １０月  

◎「市民と中津市議会とのつどい」（議会報告及び意見交換）を開催（小楠校  

区・大幡校区・三光地区・耶馬溪地区） 

     １１月  

◎意見交換会を実施（教育建設委員会と「中津市ＰＴＡ連合会」） 

     １２月 

◎「代表質問の実施要項」、「一般質問の実施要項」、「議案質疑の実施要項」を

決定 

 

平成３１年 ２月  

◎「常任委員会の所管事務調査マニュアル」、「常任委員協議会の設置運用マニ

ュアル」を作成 

◎「政策的議員提案条例制定の推進指針」を作成 

      ３月 

◎改元に伴う定例会、臨時会の称呼について、いずれも新元号元年第 1 回から

とすることに決定 

◎改選後の広報公聴委員会を除く常任委員会を改編（４常任委員会→３常任委

員会） 

 

令和 元年 ５月  

◎初議会において、初めてとなる「議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明会

を実施 

７月 

◎改元に伴う定例会、臨時会の称呼について、いずれも新元号元年第 1 回から

とすることに決定 

     ９月  

◎「中津市議会手話通訳等実施要領」を作成 

◎意見交換会を実施（厚生環境委員会と「放課後児童クラブ」） 

◎意見交換会を実施（総務企画消防委員会と「中津市政経済クラブ」） 



    １０月  

◎「市民と中津市議会のつどい」を開催（子育て中パパやママ、各小中学校Ｐ

ＴＡ役員などを対象：１０月２６日、２７日で計４回実施） 

     １１月  

◎意見交換会を実施（教育産業建設委員会と総務企画消防委員会と「一般社団

法人大分県ＬＰガス協会」と「中津地区ＬＰガス協議会」） 

◎意見交換会を実施（教育産業建設委員会と「中津市ＰＴＡ連合会」） 

１２月 

◎市議有志による政策研究会が新たに発足 

              【政策研究会】 

           ・政策研究会 チームしもげ    

        ◎「中津市議会の情報通信機器使用基準」を決定 

        ◎議会運営員会及び全員協議会の傍聴については、原則公開とすることに決定 

 

令和 ２年 ７月 

◎意見交換会を実施（総務企画消防委員会と「中津市飲食業組合」） 

◎意見交換会を実施（厚生環境委員会と「中津市社会福祉協議会」） 

９月 

        ◎ペーパーレス議会の推進のため、タブレット端末の導入 

     １０月 

   ◎意見交換会を実施（厚生環境委員会と「中津市清掃事業協同組合」） 

１２月 

   ◎意見交換会を実施（教育産業建設委員会と「中津南高耶馬溪校・生徒」） 

 

令和 ３年 ２月 

        ◎意見交換会を実施（中津市議会と「中津市飲食業組合」） 

        ◎意見交換会を実施（中津市議会と「中津商店街連合会」） 

６月 

        ◎意見交換会を実施（総務企画消防委員会と「中津市 DX推進監」） 

      ９月 

        ◎意見交換会を実施（厚生環境委員会と「中津市医師会」） 

        ◎意見交換会を実施（教育産業建設委員会と「中津市飲食業組合」） 

    １０月 

        ◎意見交換会を実施（広報広聴委員会と「中津市内５校の高校生」） 

     １１月 

◎意見交換会を実施（教育産業建設委員会と「中津市飲食業組合」） 


