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わたしたちの暮らしに大切な、市の仕事や
かね つか かた き だいひょうしゃ えら

お金の使い方を決めるために、代表者を選

はな あ

んで、話し合いをします。
しぎかいぎいん しちょう たいとう たちば きょうりょく

市議会議員と市長は、対等な立場で協力し
す

あって、住みやすいまちをつくるために
どりょく

努力しています。

市議会議員って？

しぎかいぎいん ねん おこな せんきょ えら しみん

市議会議員は、４年ごとに行われる選挙で選ばれる市民の
だいひょう ひと

代表となる人たちです。

さいいじょう せんきょ とうひょう

１８歳以上になれば、選挙で投票ができます。
さいいじょう しぎかいぎいん しちょう せんきょ りっこうほ

２５歳以上になれば、市議会議員や市長の選挙に立候補で

きます。

わたしたちも

１８歳になったら

しぎかい

しぎかいぎいん



議員の人数と任期は？

にのへし ぎいん にん き せんきょ えら

二戸市の議員は、１８人と決まっています。選挙で選ばれた
ぎいん かつどう きかん ねんかん

あと、議員として活動できる期間は４年間です。
げんざい ぎいん れいわ ねん がつ にち にんき

現在の議員は令和５年７月３0日までの任期となります。

市議会の代表者はだあれ？

し しやくしょ だいひょうしゃ しちょう おな しぎかい

市（市役所）の代表者は、「市長」です。それと同じように、市議会
だいひょうしゃ ぎちょう

にも代表者として「議長」がいます。
ぎちょう ぎいん かな せんきょ えら

「議長」は、議員の中から選挙で選ばれます。
ぎちょう ぎかい はな あ しかいしんこうやく ねが

議長は、議会の話し合いの司会進行役をしたり、みんなからのお願い
せいがん ちんじょう う と しぎかい だいひょう しごと

（請願・陳情）を受け取ったりするなど、市議会の代表としての仕事をしています。

市議会の役割は？

しぎかい やくわり しみん いけん かんが

市議会の役割は、市民にかわって、みんなの意見や考えをまとめて、まちづくりなどにいかしていく
つぎ

ことです。おもに次のようなことをしています。
し き じょうれい き

● 市の決まり（条例）を決めること
し しごと かね つか よさん き

● 市の仕事やお金をどのように使うか（予算）を決めること
し かね ただ つか し しごと ただ

● 市のお金が正しく使われているか、市の仕事が正しく

おこ しら いけん い

行われているか調べたり、意見を言ったりすること
くに いわてけん いけん だ

● 国や岩手県などに、「こうしてほしい」という意見を出すこと

やくわり

ぎいん にんずう にんき

しぎかい だいひょうしゃ

しぎかい



会議の進め方は？
かいぎ すす かた

ほんかいぎ しちょう しごと ぎいんぜんいん まえ ていあん ぎいん しちょう

１．本会議 市長は「こういう仕事をしたい」と議員全員の前で提案します。議員は市長からの
ていあん し しごと しつもん

提案や市の仕事について質問します。

いいんかい しちょう ていあん ぎいん しょうにんずう わ こま はな あ

２．委員会 市長からの提案について、議員が少人数に分かれて、さらに細かく話し合います。
はな あ けっか ほんかいぎ ほうこく

そして、話し合いの結果を本会議で報告します。

ほんかいぎ ぎいんぜんいん あつ いいんかい ほうこく き いけん だ さんせい はんたい

３．本会議 議員全員が集まって委員会からの報告を聞き、意見を出しあってから、賛成か反対
たすうけつ き ほんかいぎ ぎかい さいしゅうてき いけん けってい

かを多数決で決めます。この本会議で、議会としての最終的な意見を決定します。

にのへし じょうにんいいんかい

〈二戸市の３つの常任委員会〉
そうむじょうにんいいんかい

● 総務常任委員会
しょうらい けいかく ざいせい ぜいきん ぜんたいてき

将来の計画、財政、税金などの全体的なこと

ぶんきょうふくしじょうにんいいんかい

● 文教福祉常任委員会
ふくし きょういく こそだ ほけん いりょう

福祉、教育、子育て、保険、医療などのこと

さんぎょうけんせつじょうにんいいんかい

● 産業建設常任委員会
さんぎょうしんこう どうろ かせん すいどう げすいどう

産業振興、道路、河川、水道、下水道などのこと

市へのお願いがあるときは？
ねが

○○○を

つくりたいと
おも
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提案

×××に
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が・・

しつもん

質問

し

しやくしょ しごと ねが ぶんしょ しぎかい だ

だれでも市役所の仕事などでお願いがあるときは、文書にして市議会に出すことができます。

ねが ぎいん つう ちょくせつしぎかい

こうしてほしいというお願いがあれば、議員を通じて直接市議会に
いけん い せいがん い

意見を言うことができます。これを「請願」と言います。
ぎいん つう ねが

また、議員を通じなくても、こうしてほしいというお願いがあれば
ちょくせつしぎかい いけん い ちんじょう

直接市議会に意見を言うことができます、これを「陳情」といいます。

しぎかい はな あ みと くら しやくしょ どりょく

市議会で話し合って認められたものは、より暮らしやすいまちになるように市役所は努力します。

せいがん

ちんじょう



くわしく知りたいときは？
し

ぼうちょう

● 傍聴
いっぱん ひと ほんかいぎ ようす み き

一般の人が、本会議の様子を見たり聞いたりできます。

かいぎろく

● 会議録
かいぎ きろく としょかん しぎかい

会議の記録です。図書館や市議会の
よ

ホームページなどで読むことができます。

しぎかい

● にのへ市議会だより
ねん かい いえ くば

１年に４回、みんなの家に配っています。

ぎかいちゅうけい

● インターネット議会中継
ほんかいぎ えいぞう かこ ほんかいぎ ようす み

本会議のライブ映像や、過去の本会議の様子を見ることができます。

二戸市議会ってどんなところ？
にのへしぎかい
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議会事務局

住所：028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47

TEL：0195-23-1685

FAX：0195-23-1633

議会Ｑ＆Ａ
ぎかい

しぎかいぎいん いぜん しごと

Ｑ．市議会議員になると、以前の仕事はやめなければ

ならないのですか？
ほうりつ きんし しょくぎょう しゅうぎいん さんぎいんぎいん

Ａ．法律で禁止されている職業（衆議院・参議院議員、
けんぎかいぎいん ぎょうせいしょくいん いがい ひつよう

県議会議員、行政職員など）以外なら、やめる必要

はありません。

ぎちょう ふくぎちょう き かた

Ｑ．議長と副議長の決め方は？
せんきょご はじ ぎかい せんきょ ぎちょう ふくぎちょう

Ａ．選挙後、初めての議会で、選挙で議長と副議長を
えら

選びます。

ぎいん きゅうか

Ｑ．議員に休暇はありますか？
ぎいん きゅうかせいど ぎかい かいぎ し ぎょうじ しゅっせき ちいきじゅうみん ようぼう

Ａ．議員には休暇制度はありません。議会の会議や市の行事などに出席するほか、地域住民の要望
なま こえ き たいせつ しごと ぎかい いがい ちょうさかつどう じかん やす

や生の声を聞くことも大切な仕事です。議会以外での調査活動もあり、「２４時間休みなし」
い

と言うこともできます。

本ページに関するお問い合わせ先
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