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市議会の取組
9-1 市議会の取組
1　市議会の取組
震災発生から市議会選挙前まで
�　平成23年3月11日（金）午後2時46分、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生。その日は、予算特
別委員会の最終日で、委員会は午後2時11分に終了。ほとんどの議員が退庁して間もなく、地震が発生した。
2月22日（火）から始まった3月定例会は、残り3日間（14日、15日、17日）の会議日程を残していた。
�　3月12日（土）、自主登庁した議員から、甚大な被害が発生しており市当局の被災者支援を優先させるため、
3月定例会の残りの会議日程を短縮するよう求める意見があり、議長と事務局で検討を開始した。
�　3月13日（日）、主な会派の役員と協議し、14日の常任委員会、15日の特別委員会の中止を決定し、議員及
び市当局に通知をした。
�　3月14日（月）、会派代表者会議を開催し、次の事項について合意し、議員に通知した。
　　○17日の予算特別委員長の報告は、会派の賛否と採決結果のみとし、質疑内容は省略する。
　　○中止した14日の常任委員会（陳情審査）は、17日の最終日に開催する。
　　○�中止した15日の特別委員会は、今定例会では開催せず、最終日の活動経過の概要報告も実施しない。
　　○�3月末の専決処分の予定について説明を受けるため、例年開催している定例会終了後の議会運営委員

会等は開催せず、当面の専決処分は後日報告で可とする。
　　○災害対策の特別委員会を設置する。委員数は議会運営委員会に準じ11名とする。
　　○17日に議員全員協議会を開催する。
　3月16日（水）、議長と事務局で協議の上、次の事項を決定し、議員及び市当局へ通知した。
　　○本会議等の服装は防災服も認める。
　　○17日の常任委員会での陳情審査に理事者の出席は求めない。
　　○17日の本会議の冒頭で黙とうを行う。
�　3月17日（木）午前9時30分、市当局が撮影した被害状況のスライド上映が行われ、引き続き議員全員協議会
を開催。市長及び担当部長から被害状況の報告を受け、議員から被災者支援等についての意見、要望等を伝
えた。
�　午前10時48分、議会運営委員会を開催し、本会議の議事日程を確認。
�　午前11時11分、3月定例会本会議を開会。議長の発言に続いて黙とうを行い、東北地方太平洋沖地震対策特
別委員会設置を議決。本委員会は、今回の地震による被害を調査し、その対策を図ることを目的とし、各会
派から推薦された議員11名で構成。3月24日に第1回目の委員会を開催し、同日、市川地区など被災地を視察。
その後も4月6日、4月15日と委員会を開催し、市当局から被災者支援策や復旧状況等について報告を受けると
ともに、委員から被災者支援策の周知徹底と早急な取組等についての意見、要望等を伝えた。
�　4月13日（水）、東日本大震災により決壊した八太郎北防波堤の早期復旧について、国等に対し、議長が市
長等とともに要望活動を行った。

市議会議員選挙
�　市議会議員の任期が平成23年5月1日で満了となるため、第17回統一地方選挙として、市議会議員選挙の告
示が4月17日（日）に、投・開票が4月24日（日）に行われた。
�　東日本大震災の被害を受けた地域において、選挙の期日が延期された市町村もあったが、八戸市は予定ど
おり実施された。
�　選挙の結果、現職29人、元職3人、新人4人の36人が当選した。
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市議会議員選挙後
�　5月17日（火）午前9時30分、議員の任期満了に伴い解散となった東北地方太平洋沖地震対策特別委員会の委
員が集まり会議を開催。市当局に対して、委員会は解散したが、今後も議会として震災の復旧復興を支援し
ていくことを伝えた。
�　午前10時、5月臨時会（組織会）を開会し、選挙後の新たな議会組織を決めるため、正副議長選挙、常任委
員会の委員選任等を行うとともに、港湾振興・震災対策特別委員会設置を議決した。
�　港湾振興・震災対策特別委員会は、八戸港の港湾施設並びに貿易振興の充実を図ることを目的に、これま
で設置していた港湾振興対策特別委員会に、東日本大震災で被災した港湾や水産業の復興促進を組み入れた
特別委員会で、6月24日に第1回目の委員会を開催し、7月11日に八戸港の被災状況の現地視察を行った。そ
の後も定例会ごとに委員会を開催し、八戸港の復旧状況等について報告を受け、協議を行った。
�　また、毎月開催（定例会のある月を除く）している総務・経済・民生・建設の4つの常任委員会の協議会に
おいても、それぞれ所管する震災関連の案件について報告を受け、協議を行った。
�　東日本大震災により被災した八太郎北防波堤の早期復旧等のため、5月20日、6月27日、7月19日、7月20日
に、国等に対し、議長が市長等とともに要望活動を行った。
�　平成23年6月定例会、9月定例会、12月定例会、平成24年1月臨時会、3月定例会において、市長から提出の
あった東日本大震災の復旧復興に係る補正予算、条例改正等の議案については、所管の常任委員会に付託の
うえ審査し、全て原案のとおり可決した。

　■ 市議会の活動日誌（震災後、約1年間）
年　月　日 議　会　の　動　き

平成23年 14:11 ○予算特別委員会終了
3月11日（金） 14:46 ○地震発生・津波襲来（停電により電話・ＦＡＸ不通）
3月12日（土） ○�自主登庁した議員から市当局の災害対応を優先させるため、3月定例会の14日以降の日程の短縮を求

める意見があり、議長と事務局で検討を開始
22:15 ○市庁舎電気復旧

3月13日（日） ○次の事項（3月定例会の残りの日程等）について、主な会派の役員と協議
　・14日の常任委員会�中止
　・15日の特別委員会�中止
　・17日の最終日はできるだけ時間短縮を図る
　・14日に会派代表者会議を開催

○議員及び市当局へ14日、15日の委員会中止を通知
○�市災害対策本部員会議の資料を議員へＦＡＸ送付（以下、本部員会議が開催されるごとに同資料を

送付）
3月14日（月） 10:00 ○会派代表者会議で、次の事項を合意し、議員に通知

　・予算特別委員長の報告は会派の賛否と採決結果のみとする。
　・中止した14日の常任委員会（陳情審査）は、最終日に開催する。
　・�中止した15日の特別委員会は、今定例会では開催せず、最終日の活動経過の概要報告も実施しな

い。
　・�例年開催している定例会終了後の議会運営委員会等は開催せず、当面の専決処分は後日報告で可

とする。
　・災害対策の特別委員会を設置する。委員数は議運に準じる。
　・17日に議員全員協議会を開催する。

3月16日（水） ○議長と事務局で協議の上、以下の事項を決定し、議員及び市当局に通知
　・本会議等の服装は防災服も認める。
　・17日の常任委員会での陳情審査に理事者の出席は求めない。
　・17日の本会議の冒頭で黙とうを行う。
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年　月　日 議　会　の　動　き
3月17日（木） 9:30 ○被害状況のスライド上映

10:00 ○議員全員協議会
　・平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の被害状況について

10:48 ○議会運営委員会
11:11 ○3月定例会　閉会

　・開会直後に黙とう
　・�東北地方太平洋沖地震対策特別委員会設置を議決。本会議休憩中に同委員会を開催し、正副委員

長を互選
3月22日（火） ○統一地方選挙　青森県は通常どおりの実施が決定
3月24日（木） 9:32 ○東北地方太平洋沖地震対策特別委員会（第1回）

　・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の被害の現状と今後の対応について
10:00 ○東北地方太平洋沖地震対策特別委員会　被災地を視察

4月6日（水） 10:02 ○東北地方太平洋沖地震対策特別委員会（第2回）
　・被災者支援策について

4月13日（水） ○東日本大震災により決壊した八太郎北防波堤の早期復旧について国等へ要望
4月15日（金） 13:01 ○東北地方太平洋沖地震対策特別委員会（第3回）

　・被災者支援策等について
4月17日（日） 市議会議員選挙告示
4月24日（日） 市議会議員選挙投・開票
5月17日（火） 9:30 ○前東北地方太平洋沖地震対策特別委員会委員による会議

10:00 ○5月臨時会（組織会）開会（日程：5/17～5/18）
　・港湾振興・震災対策特別委員会設置を議決

5月18日（水） 13:00 ○5月臨時会（組織会）閉会
5月20日（金） 10:02 ○総務・経済・民生・建設協議会

　・八戸市復興計画の策定方針等について
○東日本大震災により決壊した八太郎北防波堤の早期復旧について国へ要望

6月7日（火） 9:33 ○民生協議会
　・八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正（案）の概要等について

10:40 ○議員全員協議会
　・平成24年度八戸市重点事業要望事項について

6月14日（火） 10:00 ○6月定例会　開会（日程：6/14～6/28）
6月24日（金） 10:01 ○港湾振興・震災対策特別委員会

　・東日本大震災により被災した八戸港の復旧等について
6月27日（月） 13:15 ○�東日本大震災により被災した港湾施設の早期復旧及び臨海部の企業に対する国の支援について国等

へ要望
6月28日（火） 10:00 ○6月定例会　閉会
7月11日（月） 10:00 ○港湾振興・震災対策特別委員会　八戸港の被災状況を視察
7月19日（火） ○東日本大震災により被災した八戸港の早期復旧・復興と整備促進等について国等へ要望

　 　 ～

7月20日（水）
7月21日（木） 10:01 ○総務・経済・民生・建設協議会

　・住宅の応急修理制度の期間延長等について
8月19日（金） 10:00 ○総務・経済・民生・建設協議会

　・仮設施設整備事業等について
9月6日（火） 10:00 ○9月定例会　開会（日程：9/6～9/27）
9月21日（水） 10:28 ○民生協議会

　・八戸市災害見舞金（第三次）の支給について
9月22日（木） 10:05 ○港湾振興・震災対策特別委員会

　・八戸港復旧・復興方針等について
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年　月　日 議　会　の　動　き
9月27日（火） 10:01 ○9月定例会　閉会

11:16 ○議員全員協議会
　・八戸市復興計画等について

10月21日（金） 10:00 ○総務・経済・民生・建設協議会
　・宮城県内で被災した政府米の八戸市内での処理等について

11月21日（月） 10:00 ○総務・経済・民生・建設協議会
　・館鼻地区荷捌き所Ａ棟及びＢ棟（増築分）の復旧等について

11月28日（月） 10:00 ○11月臨時会（日程：11/28）
10:49 ○建設協議会

　・県外災害廃棄物の受入方針について
12月6日（火） 10:00 ○12月定例会　開会（日程：12/6～12/20）
12月16日（金） 10:00 ○港湾振興・震災対策特別委員会

　・八戸港の復旧状況等について
12月20日（火） 10:00 ○12月定例会　閉会
平成24年 10:00 ○総務・経済・民生・建設協議会
1月20日（金） 　・災害時における災害情報等の放送に関する協定の締結等について
1月30日（月） 10:00 ○1月臨時会　開会（日程：1/30）
2月21日（火） 10:00 ○総務・経済・民生・建設協議会

　・東日本大震災被災者に係る一部負担金等免除取扱い期間の延長等について
2月28日（火） 10:00 ○3月定例会　開会（日程：2/28～3/23）
3月5日（月） 9:30 ○総務協議会

　・�八戸市東日本大震災復興交付金基金の設置及び管理に関する条例（案）の概要について
3月8日（木） 11:21 ○民生協議会

　・八戸市災害見舞金（第四次）の支給等について
3月19日（月） 10:07 ○経済・建設協議会

　・�八戸市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例（案）の概要等
について

3月21日（水） 9:10 ○総務協議会
　・�市立根城小学校校舎耐震補強改修工事①棟請負の一部変更契約の締結をすることの専決処分等に

ついて
10:03 ○港湾振興・震災対策特別委員会

　・仮設施設整備事業等について
3月23日（金） 10:01 ○3月定例会　閉会

11:22 ○総務・経済・民生・建設協議会
　・平成23年度八戸市一般会計補正予算の専決処分等について


