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※写真は2018年５月に撮影したものを使用しております。

　昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が２年続き、これまでに経験した事がない大変な年となりました。
伊勢崎クラブは最大会派としての責任と自覚を持ち、開かれた議会を目指し活動をしています。全ての市民の皆様
が、夢と希望を持ち、安心して安全に暮らせる元気なまちを実現するため、ご意見、ご要望をお聞かせください。
結びにお一人お一人の市民の皆様が健やかに過ごされ幸多き年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

伊勢崎クラブ会長　原田和行

伊勢崎クラブ会員

新 年 の 挨 拶

いせさきの明日へ私たちは提言しますいせさきの明日へ私たちは提言します
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１月 ５日（火） 会派定例会
１月10日（日） 伊勢崎市成人式
１月11日（月） 伊勢崎クラブニュース発行
１月17日（日） 伊勢崎市長選挙・伊勢崎市議会議

員補欠選挙
１月21日（木） 会派定例会
２月 １日（月） 会派定例会
２月10日（水） 予算説明会・会派定例会、議会改

革調査特別委員会
２月16日（火） 議会運営委員会、会派定例会
２月22日（月） 会派定例会、本会議、タブレット

端末導入検討会
２月25日（木） 予算勉強会
２月26日（金） 会派定例会、本会議
３月 ３日（水） 会派定例会、本会議
３月 ４日（木） 会派定例会、一般質問
３月 ５日（金） 会派定例会、一般質問（続）
３月 ９日（火） 会派定例会、予算特別委員会
３月10日（水） 会派定例会、予算特別委員会
３月11日（木） 総務委員会
３月15日（月） 文教福祉委員会
３月16日（火） 経済市民委員会、世界遺産活用調

査特別委員会
３月17日（水） 建設水道委員会
３月18日（木） 議会運営委員会、会派定例会、タ

ブレット端末導入検討会
３月19日（金） 幹線道路整備調査特別委員会
３月23日（火） 会派定例会、本会議最終日、議会

改革調査特別委員会
３月25日（木） タブレット端末導入検討会
３月28日（日） 伊勢崎クラブニュース発行
４月 １日（木） 会派定例会
４月 ９日（金） タブレット端末導入検討会
４月15日（木） 会派定例会
４月16日（金） 防災研修（平成クラブ）、議会改革

調査特別委員会
４月22日（木） 伊勢崎クラブ総会

４月28日（水） タブレット端末導入検討会
５月 ７日（金） 会派定例会
５月11日（火） 議会改革調査特別委員会
５月14日（金） 議会運営委員会、会派定例会
５月19日（水） 会派定例会、議員協議会
５月21日（金） 会派定例会、臨時本会議
５月28日（金） 新型コロナワクチン接種聴取、会派

定例会、議会改革調査特別委員会
６月 ４日（金） 議会運営委員会、会派定例会
６月11日（金） 会派定例会、本会議
６月14日（月） 会派定例会、一般質問
６月15日（火） 会派定例会、一般質問（続）
６月17日（木） 総務委員会、議会改革調査特別委

員会
６月18日（金） 文教福祉委員会
６月21日（月） 経済市民委員会
６月22日（火） 建設水道委員会
６月23日（水） 議会運営委員会、会派定例会、タ

ブレット端末導入検討会

６月28日（月）
会派定例会、本会議最終日、世界
遺産活用調査特別委員会、少子高
齢化対策特別委員会

６月30日（水） 経済市民委員会
７月 ６日（火） 議会改革調査特別委員会
７月 ７日（水） タブレット端末導入検討会
７月 ９日（金） 会派定例会、政調会
７月14日（水） 政調会（広報会打ち合わせ）
７月20日（火） 会派定例会、オートレース場視察
７月21日（水） タブレット端末導入検討会
７月30日（金） 会派定例会、政調会（広報会打ち

合わせ）
８月 ８日（日） 伊勢崎クラブニュース発行
８月17日（火） 会派定例会、議会改革調査特別委

員会
８月20日（金） 群馬県市議会議長会議員研修会

（オンライン）
８月23日（月） 議会運営委員会、会派定例会
 ８月30日（月） 会派定例会、本会議、政調会、決算勉強会

 ９月 ２日（木） 会派定例会、本会議
 ９月 ３日（金） 会派定例会、一般質問
 ９月 ６日（月） 会派定例会、一般質問（続）
 ９月 ８日（水） 会派定例会、決算特別委員会
 ９月 ９日（木） 会派定例会、決算特別委員会
 ９月13日（月） 会派定例会、本会議
 ９月15日（水） 総務委員会
 ９月16日（木） 文教福祉委員会
 ９月17日（金） 経済市民委員会
 ９月21日（火） 建設水道委員会
 ９月24日（金） 議会運営委員会、会派定例会、都市計画マスタープラン聴取
 ９月27日（月） 市長へ会派予算要望提出

 ９月29日（水）
会派定例会、本会議最終日、地域
経済振興対策特別委員会、幹線道
路整備調査特別委員会

10月 ７日（木） 会派定例会
10月15日（金） 政調会（広報会打ち合わせ）
10月21日（木） 卸売市場・組織機構改正聴取、会派定例会
10月31日（日） 衆議院選挙
11月 ４日（木） 会派定例会、政調会
11月 ７日（日） 伊勢崎クラブニュース発行
11月18日（木） 会派定例会
11月24日（水） 議会運営委員会、会派定例会、政調会（広報会打ち合わせ）
11月30日（火） 会派定例会、本会議、タブレット端末導入検討会
12月 ２日（木） 会派定例会、一般質問
12月 ３日（金） 会派定例会、一般質問（続）
12月 ７日（火） 総務委員会
12月 ８日（水） 文教福祉委員会
12月 ９日（木） 経済市民委員会
12月10日（金） 建設水道委員会
12月13日（月） 議会運営委員会、会派定例会
12月16日（木） 会派定例会、本会議最終日
12月22日（水） 議会運営委員会、会派定例会
12月28日（火） 会派定例会、臨時本会議

　私たちの伊勢崎市は、美しく雄大な赤城山を背に広大な関東平野が広がり、そこには利根川をはじめ幾筋もの川が流れ、大小様々な池
沼が点在しております。恵まれた自然環境の中で古代東国文化の中心地として栄えるなど悠久の歴史と文化を育んできました。
　近世以降は養蚕業や伊勢崎銘仙など織物産業の一大産地となり、今では商工業を中心とした産業都市として、また、群馬県内有数の農
業産出額を誇る農業都市として、調和のとれた発展を続けております。そして、このまちには、全国でも有数の外国籍の住民など多様な
人々が暮らしております。
　伊勢崎市議会は、私たちの住むまちで、全ての市民が健康で文化的な暮らしを営めるよう、孤立や排除を生み出さず、地域社会で共に
支え合うソーシャルインクルージョンの理念に基づき、「チーム議会」として活動します。それにより共生社会の推進及び住民生活の更な
る向上並びに歴史、伝統及び文化の伝承を基とした伊勢崎市の均衡ある発展を目指します。
　大局的な視点を持ちつつ、日々の政策課題と正面から向き合い、市民の負託に全力で応えるという強い決意の下、「議論を尽くす議会」
「休むことのない議会」「誰もが参加できる開かれた議会」「専門性のある議会」を目指して、ここに伊勢崎市議会基本条例を制定します。

　市民福祉向上のため、議員が自由で活発で透明性の高い議論を進めることが求められています。議会基本条例とは議会における最高規範で
あり、議会改革を進めるうえでとても効果的です。なぜなら、議会基本条例に明記した事項は、必ず実施しなくてはならないからです。それ
が条例の持つ重みです。
　本条例案について伊勢崎クラブが中心となり、令和元年６月の議会改革調査特別委員会設置以降、協議が行われてきました。
　今回は３月定例会に提出を予定している基本条例の基本理念である前文を紹介させていただきます。

「議会のペーパーレス化についての取組み」
　議会運営や議員活動の更なる充実を目指し、計９回の検討会を開催し、導入に関する詳細検討及び「（仮称）タブレット端末に関する規程
（案）」について協議を行いました。
　今後、議会運営委員会の諮問により、必要に応じて改めて本検討会を開催し、令和４年度の導入に向け、準備を進めていきます。

伊勢崎市議会基本条例制定へ向けて

令和３年 活動記録

タブレット端末導入検討会

伊勢崎クラブ申出の２つの意見書を
国へ提出しました。【12月16日可決】

子育て世帯への臨時特別給付に
関する要望書  【12月16日提出】

❶ 子育て世帯への速やかな給付と利便性を考慮し、全額現金給
付とすること。

❷ 子育て世帯への支援を主旨とすることから所得制限等は設け
ず、18歳以下の子どもすべてを対象として給付すること。

● 地方財源の安定的確保と充実を求める意見書
● 核兵器廃絶に向けた積極的な取組を行うことを求める意見書

市議会伊勢崎クラブ 〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410　　TEL.0270-24-5111 FAX.0270-21-1100発行
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