
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 23 年度年度年度年度 

稚内市議会議会運営委員会 

平成 23 年 11 月 14 日～18 日 

 

議会運営委員会行政視察報告書 

 

所沢市議会 本会議場 



議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会    行政視察行政視察行政視察行政視察参加者参加者参加者参加者名簿名簿名簿名簿    

    

    

○○○○    議会運営委員会委議会運営委員会委議会運営委員会委議会運営委員会委員員員員    

委 員委 員委 員委 員 長長長長        松松松松    本本本本    勝勝勝勝    利利利利    

副委員長副委員長副委員長副委員長        鈴鈴鈴鈴    木木木木    茂茂茂茂    行行行行    

委委委委        員員員員        藤藤藤藤    谷谷谷谷    良良良良    幸幸幸幸    

委委委委        員員員員        渋渋渋渋    谷谷谷谷    正正正正    敏敏敏敏    

委委委委        員員員員        佐佐佐佐    藤藤藤藤    ゆかりゆかりゆかりゆかり    

    

○○○○    議議議議        長長長長        岡岡岡岡    本本本本    雄雄雄雄    輔輔輔輔    

    

○○○○    同行参与同行参与同行参与同行参与    政策経営室政策経営室政策経営室政策経営室    政策経営グループ政策経営グループ政策経営グループ政策経営グループ    

主査主査主査主査            高高高高    師師師師    伸伸伸伸    恵恵恵恵    

    

○○○○    事務局事務局事務局事務局随行随行随行随行（議長随行）（議長随行）（議長随行）（議長随行）    議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局    庶務課庶務課庶務課庶務課    

課長課長課長課長        中中中中    村村村村            功功功功    

    

○○○○    事務局随行事務局随行事務局随行事務局随行            議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局    庶務課庶務課庶務課庶務課    議会グループ議会グループ議会グループ議会グループ    

主査主査主査主査        山山山山    川川川川        忠忠忠忠    行行行行    

        



 

 

 

今回の行政視察先の選定に当たっては、議会改革先進都市を中心に選定しています。 

本市議会の議会改革も劇的な変化はないにしろ、少しずつ確実に改革を行ってきていま

す。しかし、議会改革も「これで終了」ということはく、日々変わる情勢を見極めつつ、

本市議会にあった議会改革を積極的に推進していかなければなりません。 

 

視察へ行くに当たり、どこの市議会へも「標準的な議会運営」と「特徴的な議会改革」

を視察、本市議会との違いを知り、今後の議会運営・議会改革に生かすようにするもので

す。 

 

 

１．伊勢市議会 

 今まさに議会改革特別委員会を設置して議会改革を進めている最中であるため、議会

改革の手法や内容などを目的に選定しています。 

 

 

２．鳥羽市議会 

 議会改革はもちろん、その中でもソーシャルメディアの有効利用を積極的に進めてい 

る市議会で、「twitter」「Google カレンダー」「USTREAM」など、少ない経費で議会広報を

進めていることに注目して選定しています。 

 

 

３．所沢市議会 

インターネットで「議会改革ランキング」と検索すると、必ず上位に顔を出している

のが所沢市議会であります。そのトップクラスの議会改革とはどういうものなのか、手

法や考え方などを学ぶために選定しています。 

 

        



三重三重三重三重県県県県伊勢伊勢伊勢伊勢市市市市議会議会議会議会 

 

市の概要 

平成 17 年 11 月 1 日に伊勢市・二見町・小俣町・御薗村が合併し「伊勢市」 

人口 132,463 人・面積 208.53K ㎡ 

 

伊勢市は三重県の中東部、伊勢平野の南端部に位置し、北は伊勢湾に面し、中央には

県最大の河川である宮川や五十鈴川、勢田川が流れ、東から南にかけては朝熊ヶ岳、神

路山、前山、鷲嶺が連なり、西には大仏山丘陵が広がっている。 

 

 

【調査事項】 議会運営について議会運営について議会運営について議会運営について 

  １．議会運営委員会 

○ 委員定数は 9 人（任期は 1 年）。 

○ 委員の選出方法は、各交渉会派

（3 人以上）の所属議員数に比例

案分し、各交渉会派 1 人以上を

選出することとして、各派代表者

会議で協議、調整 

○ 無所属の取り扱いについては、出

席を求めず、事務局が資料等を添

えて口頭で協議結果のみを知ら

せている 

 

２．代表・一般質問 

○ 定例会ごとの質問者の人数制限はない 

○ 質問時間は答弁を含めて一人 60 分間 

○ 回数制限はない 

○ 質問順序については、最終的に議会運営委員会で決定するが、おおむね通告順。

ただし、交渉会派であれば、通告のときに会派代表として通告すると個人の質

疑より先に行うことができる 

○ 質問通告時期については、定例会開会 1 週間前から開会日の翌々日の正午まで 

○ 質問内容の確認については、所管課が確認 

 

３．本会議での質問形式 

○ 対面方式を採用しており、議員と執行機関とがそれぞれ相手方に向かって発言

することで、互いの表情を確認できるなど、互いの緊張感を維持でき、議論の

活発化が期待できる 



○ 一問一答方式を導入している。（1 回目は質問すべてを発言、再質問から一問一

答）このメリットとしては、論点が明確になり、質問者・答弁者のやりとりが

活発になる。また、質問者・答弁者ともに、発言を明確・簡潔にしようと心が

けるようになった 

 

４．議案の審査方法 

○ 当初予算…予算特別委員会を設置して付託（13 名） 

○ 補正予算…一般会計は、所管の常任委員会に分割付託 

○ 条例等 …所管の常任委員会に付託 

○ 決算  …決算特別委員会を設置して付託（13 名） 

 

５．政務調査費 

○ 交付額 …一人当たり月額 3 万円 

○ 交付対象…会派 

○ 交付時期…4 月（年 1 回） 

○ 領収書 …添付 

 

６．行政視察 

○ 毎年度予算計上しているが、必要がなければ行っていない。（1 人 7 万円） 

 

７．議員定数 

○ 条例定数 …28 人（自治法上の上限値 34 人） 

○ 議員 1 人当たりの人口…約 4,700 人（132,382÷28 人） 

○ 直近の改正…平成 20 年 9 月改正（平成 21 年 11 月一般選挙から適用） 

34 人 → 28 人 

 

【調査事項】 議会改革の取り組み議会改革の取り組み議会改革の取り組み議会改革の取り組みについてについてについてについて 

 

議会改革を行うに当たり、伊勢市議

会としてどのような議会運営委員会を

目指すのか、あるべき姿の大まかなイ

メージを描き、大項目を決定してきた 

「市民に信頼される議会」「市民に信頼される議会」「市民に信頼される議会」「市民に信頼される議会」    

「市民に親しまれる議会」「市民に親しまれる議会」「市民に親しまれる議会」「市民に親しまれる議会」    

「「「「政策形成機能、執行機関の監視機関政策形成機能、執行機関の監視機関政策形成機能、執行機関の監視機関政策形成機能、執行機関の監視機関

としての機能、意見調整機能といったとしての機能、意見調整機能といったとしての機能、意見調整機能といったとしての機能、意見調整機能といった

議会に求められる機能の充実・強化」議会に求められる機能の充実・強化」議会に求められる機能の充実・強化」議会に求められる機能の充実・強化」    

「市民参加を推進する議会」「市民参加を推進する議会」「市民参加を推進する議会」「市民参加を推進する議会」    

「市民に開かれた議会」「市民に開かれた議会」「市民に開かれた議会」「市民に開かれた議会」    



この 5 本の大項目を柱に平成 22 年 7 月に議会改革特別委員会を設置し、スタートした。

当初から議会基本条例をつくることが目的ではなく、議員間で議論して、市民に必要とさ

れる議会をつくるため、改革先行ということで進めてきた。 

各会派から 113 項目の具体的な検討項目がだされたが、52 項目に絞り込み議論を進め、

現在も進行中である。 

 

・常任委員会 

所管事務の調査を積極的に行っていくことに決定。また、請願にかかる意見書につ

いて、所管の常任委員会で案を作成し提出する方法に変更している 

 

・対面方式の実施 

平成 23 年 3 月定例会から実施。質問席は、議員席の一部（最前列の中央）を活用。 

1 回目は、質問席から、再質問以降は待機席で発言 

 

・反問権 

議員から質問があって、それに対する答弁を執行機関側がきちんと答弁をする。そ

の上で当該質問の内容に関して執行機関側が反問することを確認している。 

このため、議員側も勉強して、行政側から何を言われても答えられるように準備し

て質問をするようにしている。 

 

・議員間の自由討議 

常任委員会等の機能を強化するため、議員間で議論をつくすように、実施すること

に決定。常任委員会から取り入れ、実施状況等を踏まえて、今後他に広げていくのか

検討することになっている 

 

・一般質問等の発言通告のあり方 

質問通告の記載内容については、何を聞きたいのかが明確にわかるように具体的に

書くことを確認。記載例を議会運営委員会で作成・決定して運用している。 

質問の通告後、執行機関の職員と質問者との間で質問・答弁・再質問まで調整して、

伊勢市議会伊勢市議会伊勢市議会伊勢市議会    本会議場本会議場本会議場本会議場    対面方式の質問席対面方式の質問席対面方式の質問席対面方式の質問席    



シナリオを読み合うようなことはなくし、通告内容の趣旨を確認するのみで、それ以

上のことは行わないことを確認。ただし、議員側も再質問をするための細かい質問は

しないように確認している。 

 

・施策に対するチェック機能強化 

主要な事業に関して、毎年度 10 月から 11 月に、常任委員会別に、執行機関から事

業の進捗状況や予算の執行状況等について報告してもらうことに決定。事業対象は各

常任委員会にて決定する 

 

現在は、半分程度まで進んでいるが、全部の改革が終わった段階で議会基本条例が出来

上がるものと考えているとのことであった。 

 

＜委員会からの質問と答え＞ 

質問質問質問質問 代表・一般質問の発言順番は通告順となっているが、先を争うように提出されな

いのか、代表質問は会派の順とならないのか 

答え 代表・一般質問ともに通告順となっている 

    

質問質問質問質問 一般質問を予算・決算特別委員会の後にやっているのか 

答え 他市でやっているのを聞いたが、最終的にはやっていない 

    

質問質問質問質問 議場の質問に対する答弁者はだれが行っているのか 

答え 最初の質問は市長・教育長等が行うが、再質問については部長がほとんど行って

いる 

 

質問質問質問質問 常任委員会開催はどのくらいのペースでやられているのか 

答え 決めた回数をやっているわけではない。必要に応じて開催している 

    

質問質問質問質問 予算の執行状況のチェックにはどのくらいの日数をかけているのか 

答え 今年度からやることに決まったので、状況を見ながら進めていく 

    

質問質問質問質問 所管事項の予算全体となると相当なボリュームになるが、どのくらいを予測して

いるのか 

答え 所管事項の予算の中でも特に重要な案件に絞り込むので、何日になるのかわから

ない状態である 

    

質問質問質問質問 通告書の内容はどのくらいのボリュームか 

答え 一つの項目に対して聞きたいことを箇条書きにしてあらわす程度 

    

質問質問質問質問 反問権が発動された場合の事務局のバックアップ体制というのはできているのか 

答え 人員が少なく非常に厳しい状況である。事務局体制の強化はこれから話し合うこ



とになっている。 

    

質問質問質問質問 常任委員会での政策提言はやられているのか 

答え 現在進めているところである 

    

質問質問質問質問 正副議長や常任委員会委員の任期が申し合わせで 1 年ということだが、いつから

やっているのか 

答え 1 年制はかなり前からやっている。合併等で議員が新しくなってからは再任等は

ない 

    

質問質問質問質問 委員会の行政視察旅費は少ないが、稚内市などへ来てもらう場合にはどうするの

か 

答え 会派視察と常任委員会の視察があり、会派視察で対応できると思っている。基本

は 2 泊 3 日で視察を行っている 

    

質問質問質問質問 議員が自ら説明してもらうのが初めてだが、議会改革特別委員会ができたためそ

のような対応になったのか 

答え 前からやっている。議員同士のほうがいろいろな話ができると思っている 

    

質問質問質問質問 議会改革特別委員会の傍聴はゆるしているのか 

答え 新聞社も 1～2 回入ったが、来なくなった。市民は来たことはない。 

    

質問質問質問質問 定数と報酬問題はどこで取り扱っているのか 

答え 議会改革特別委員会のやっていることを市民に見てもらうと、定数や報酬に対し

ても理解が得られると思っている。 

定数と報酬については、その時々の状況によって判断すべきと考えている 

    

質問質問質問質問 議会改革特別委員会ができて 1 年が経過するが、できた当初からうまく運営がで

きていたのか 

答え 平成 17 年に市町村合併が行われ、議会改革検討会を設置したが、軌道に乗らなか

った。それを踏まえ平成 21 年度の選挙後に議会改革特別委員会を設置し現在に至っ

ている。過去を振り返ると苦労はなかった。楽しいほうが多い 

    

質問質問質問質問 議長は会派に所属しているのか 

答え 会派を抜けることはしていない 

    

質問質問質問質問 いろいろなことを決めていくと会議規則や委員会条例の改正が伴うと思うが、改

革が決定するたびに改正しているのか 

答え 必要があれば改正はするが、今のところは改正することがなかった 

    



質問質問質問質問 常任委員会の一問一答というのは自席で行うのか 

答え 常任委員会で他項目にわたって質問してもわかりづらいので、一問一答を取り入

れている。また、議員もわかりづらい質問をする場合があるので、議員のレベルア

ップも考え、正副委員長の指導が大切になると考えている 

    

質問質問質問質問 議長の任期は自治法上 4 年だが、1 年となると辞表を提出することになるが、そ

れを拒んだ議長は過去にいるのか 

答え 過去にはいなかった 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【伊勢市議会 中村議会改革特別委員長の感想】 

議会改革特別委員会は、委員外議員も発言するし、みんなで進めてきた感じがある。 

 

議会基本条例を先に作るのであれば中身がない。まずは中身を作ってから基本条例

を作りたいと考えている 

 

議論してもなかなか進まないことが多い、中身は当たり前のことを議論している。

しかしそのプロセスが非常に大切だ。それをやることによって議員のレベルがあが

ると考えている 



三重三重三重三重県県県県鳥羽鳥羽鳥羽鳥羽市市市市議会議会議会議会  

 

市の概要 

昭和 29 年 11 月 1 日市制施行（1 町 7 村が合併）県下 11 番目の市 

人口 21,858 人（H23.3.31）・面積 107.99K ㎡ 

 鳥羽市は三重県の東端に位置し志摩半島の北半分を市域として、四つの離島を擁し、北

は波静かな伊勢湾を望み、東は太平洋、南を伊勢市に接する。 

温暖な気候・風土に恵まれ、住みよい条件を備え、昨年は約 454 万人の観光客が訪れて

いる。 

 

【調査事項】議会運営について 

１．議会運営委員会 

○ 委員定数は 6 人 

○ 委員の選出方法は、全員協議会で

選出 

○ 無所属の取り扱いについては、会

派制度をしいていない 

 

２．代表・一般質問 

○ 定例会毎の質問者の人数制限はない 

○ 質問時間は答弁を含めて一人 60 分間 

○ 回数制限はない 

○ 質問順序については、通告順 

○ 質問通告時期ついては、議会運営委員会の前日の正午まで 

○ 質問内容の確認については、通告があった場合に事務局で確認 

 

３．本会議での質問形式 

○ 対面方式を採用しており、市長を見ながら質問でき、質問者・答弁者も緊張感

を持ちながら質問・答弁ができる 

○ 一問一答方式を導入している。このメリットとしては、案件に対する疑問点を

一つずつ取り上げ、納得のいくまで質疑、答弁を繰り返すことができる 

 

４．議案の審査方法 

○ 当初予算 … 特別委員会を設置して付託 

○ 補正予算 … 所管の常任委員会に分割付託 

○ 条例等  … 所管の常任委員会に付託 

○ 決算   … 決算特別委員会を設置して付託（議長・監査委員を除く） 

 



５．政務調査費 

○ 交付額  …  一人当たり年額

120,000 円 

○ 交付対象 … 議員 

○ 交付時期 … 5 月～6 月初め

（年 1 回） 

○ 領収書  … 添付 

 

６．行政視察 

○ 年 1 回、1 人当たり 5 万円（常任委員会・議会運営委員会） 

 

７．議員定数 

○ 条例定数 … 14 人 

○ 議員 1 人当たりの人口…約 1,550 人 

○ 直近の改正… 平成 23 年 3 月改正（平成 23 年の一般選挙から適用） 

16 人 → 14 人 

 

【調査事項】 議会改革の取り組み議会改革の取り組み議会改革の取り組み議会改革の取り組みについてについてについてについて 

鳥羽市の議会基本条例は平成

21 年 5 月の正副議長就任あいさ

つの中で策定を宣言している。 

その後、議員全員で構成する策

定委員会を設置、また、委員会の

下審査機関として会派から 1 名

の選出による策定幹事会を設置

している。 

進め方としては、策定幹事会で

もんだものを委員会で、全員で審

査するという方法をとり、委員会

が 20 回、幹事会が 13 回、2 年間

かけてつくってきた。 

具体的な委員会の中身として、1 回目、2 回目の委員会では、「議会基本条例や議会改革

とは何か」ということを皆で共有しようということで、『地方議会改革 実践のポイント

100』という参考書を議員全員で購入し、最新の議会改革は何が行われているのか 1 ペー

ジ毎に読み合わせをしていった。 

さらに、先進地の議会基本条例を見比べて、鳥羽市議会の基本条例はどういうものがい

いのか議論をして進めてきた。 

 

 



鳥羽市議会は、議会基本条例ができる 2 年前から議会報告会・意見交換会を開き市民の

意見等を聞いている。1 回目の報告会のときにアンケートをとり、今の市議会は市民から

どのように判断されているのか、現状を知るために行った。また、報告会では様々な意見

が寄せられるので、一部は議会広報に載せ、全部を議会ホームページに掲載している。 

 

議会報告会は市内 34 ヶ所で行い、議員は 3 班に分け行っている。離島もあるので宿泊

して行う場所もある。 

 

 

① ケーブルテレビによる議会の放送開

始、質問に一問一答方式を採用 

② 予算・決算は議員全員で行う特別委

員会を設置して審査 

③ 議員自ら議会広報誌を編集、事務局

は誤字脱字を直す程度、写真も議員

が持ってきたものを掲載 

④ 議長交際費をホームページで公開 

⑤ 正副議長選挙の立候補制の実施 

全員協議会で立候補者の所信表明を聞き、本会議で選挙を行う 

⑥ 会派制をとらないことを申し合わせ 

⑦ 政務調査費をホームページで公開 

⑧ 各議員の表決結果を議会ホームページや議会広報に掲載 

⑨ 議長・委員長・常任委員の任期を 1 年から 2 年に変更 

専門性の知識を確保する目的 

⑩ 法で規定したものを除く執行機関の各種審議会等への委員就任の辞退 

⑪ ソーシャルメディア、「ツイッター・グーグルカレンダー・ユーストリーム」の導入 

今までの議会広報などとも活用しながら、あらゆる手段で議会の活動を市民に知ら

せている。第 6 回マニフェスト大賞で、優秀コミュニケーション賞を受賞している 

 

＜委員会からの質問と答え＞ 

質問質問質問質問 報告会で出た意見等はどのように本人に伝えているのか 

答え 議会広報やホームページに掲載しているが、町内会等を通じて連絡するようにして

いる 

質問質問質問質問 報告会に来ている年齢層は 

答え 年齢層は高い方々が来ている。今後の課題として若い世代の意見を取り入れるため

の仕組みを考えていかなければならないと考えている 

質問質問質問質問 ケーブルテレビの費用はいくらぐらいか 

答え 議会放送だけではなく行政のお知らせをするチャンネルを行政で持っている。議会

の放送自体は 1 定例会 15 万円程度だが、行政のチャンネル自体が 1 千万円単位で



かかっている 

質問質問質問質問 会派制をとっていないが、議会運営委員会はどのように進めているのか 

答え 議会運営委員会は 6 名で構成している。経験が大切になってくるので、期数で枠を

決めている。 

質問質問質問質問 会派控室はどうしているのか 

答え 会派控室はない。1 室を全員で使っている。会派の打ち合わせはあいている会議室

で行っている 

質問質問質問質問 会派制がない場合の本会議の表決は、議会運営委員会で、簡易採決や起立採決の確

認をしていないのか 

答え していない。すべて挙手採決となっている 

質問質問質問質問 議会報告会の中で、市民からの質問を受けた場合に、議会として答えるときの回答

は統一性を持たせているのか 

答え 議会報告会実施要項には議員の個々の意見は述べないとなっているが、実際にやる

と議員の意見は出てくる。ある程度の範疇でゆるしている。しかしあまりにも突出

した意見が出てきた場合には班長等が治めに入るようにしている 

質問質問質問質問 動画配信のユーストリームには、見た人からの意見等を書き込めるが、実際の書き

込み具合はどうなっているのか 

答え 過去に市議会とは一切関係のない市職員の実名を挙げて、書き込んできた人がいた

ので、いったんは書き込みをできなくしていた。本格実施の今年 4 月から書き込み

をできるようにした 

質問質問質問質問    インターネット放送にかかる費用は    

答え カメラ等で 5 万円かかっているが、ランニング費用は 0 円 

ツイッターとユーストリームを連携させている 

委員会の放送をしているのは、流山市・鶴ヶ島市・犬山市は委員会までユーストリ

ームで流している 

 

 

 

 

  



埼玉埼玉埼玉埼玉県県県県所沢所沢所沢所沢市市市市議会議会議会議会 

 

市の概要 

昭和 25 年 11 月 3 日市制施行 

人口 338,469 人（H23.6）・面積 71.99K ㎡ 

 埼玉県西部、武蔵野台地に位置し、南部には狭山丘陵が広がっている。狭山丘陵から流

れる東川、柳瀬川は市内東部へ流れ、最終的には荒川に至る。山口貯水池（通称：狭山湖）

は市内にあるが、東京都民用の水源となっている（東京都水道局が管理）。 

 

 

【中村議長あいさつ】 

昨年、「てっぺん応援基金」の勉

強のため、稚内市に訪問している。 

所沢市議会では、議会基本条例を

2009 年 3 月に策定し、議会活動は

活性化されている。しかし、市民の

評価は自分たちが考えているとこ

ろと別なことにあるけれども、議会

不要論というのはさけばれている

現在でありますから、議員・議会の

存在感を示し、市民生活の向上を目

指している。 

議会改革の説明は議員自ら行う

が、それは訪問した市議会の皆さんとお互いに意見交換をし、勉強をしたいということで

行っている。 

 

【調査事項】 議会運営について議会運営について議会運営について議会運営について 

１．議会運営委員会 

○ 委員定数は 12 人 

○ 委員の選出方法は、2 人以上

の会派を対象に、議員 3 人に

1 人の割合で所属議員数に応

じ案分により選出する 

○ 無所属の取り扱いについては、

出席を認めず、協議結果のみ

を知らせる 

２．代表・一般質問 

○ 定例会毎の質問者の人数制限



はない。25 人から 30 人 

○ 質問時間は答弁を含めて一人 60 分間 

○ 回数制限はない 

○ 質問順序については、あらかじめ議会運営委員会に諮り、抽選により順序を決

定している 

○ 質問通告時期ついては、原則として一般質問初日の 4 日前の正午まで 

○ 質問内容の確認については、所管課で確認 

 

３．本会議での質問形式 

○ 対面方式を採用している。（一般質問における初回一括方式の場合は、初回のみ

登壇）市長及び執行部と対面することにより、二元代表制を明確にした質疑応

答が行える 

○ 一問一答方式を導入している。このメリットとしては、迅速かつ簡潔に質問・

答弁ができることにより、議事が円滑になった 

 

４．議案の審査方法 

○ 各常任委員へ付託審査している 

○ 決算は、議会の議決で定める定数で構成する決算特別委員会を設置し、付託審

査している 

 

５．政務調査費 

○ 交付額  … 一人当たり月額 70,000 円 

○ 交付対象 … 議員 

○ 交付時期 … 4 月、10 月（年 2 回） 

○ 領収書  … 義務付けている（1 円から） 

 

６．行政視察 

○ 常任委員会…年 1 回、1 人当たり 12 万円 

○ 議会運営委員会…年 1 回、一人当たり 5 万 5 千円 

 

７．議員定数 

○ 条例定数 … 36 人 

○ 議員 1 人当たりの人口…約

7,800 人 

○ 直近の改正… 平成 2 年 10

月改正  40 人 → 36 人 

    今後は議会運営委員会に 

おいて検討していく予定 

  



【調査事項】 議会議会議会議会改革改革改革改革についてについてについてについて（議会事業評価）（議会事業評価）（議会事業評価）（議会事業評価） 

所沢市議会の一連の改革は、議会基本条例の制定を通じて行われてきた。 

所沢市議会の判断としては、憲法上、市の定義の中に議会は入るとしている。市の中に

議会が入るか入らないかの判断は、二元代表制をどう考えるかにつながり、入らないとな

ると市議会が市の付属機関的な位置づけになってしまうと考えている。 

 

所沢市の自治基本条例は、最高規範を取り除いている。それは議会基本条例にも最高規

範をうたっていない。最も基本的な規範と直した。 

栗山町議会も視察に来たが、栗山町も自治基本条例をつくるに当たり、議会基本条例の

上に自治基本条例をかぶせようという動きがあったため、所沢市を参考にするため、行政

視察にきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議会基本条例、議会改革、地方分

権というのは世界的な流れである。

ヨーロッパ地方自治憲章というのが

あり、これは「補完性の原理」に基

づいている。ＥＵの参加国は批准し

ている。 

【補完性の原理】 

一番身近な基礎自治体が処理をして、そ

れを処理しきれなかったことを都道府県

が処理をして、都道府県が処理できなかっ

たことを国が処理をする。国が処理できな

かったことをＥＵが処理をする 

・2000 年の地方自治法改正で、憲法に

より近づいた改正が行われた 

所沢市議会が意識しているものは

地方自治法の 96 条である。96 条には

15 項目ありこれが議員の仕事となっ

ていた。 

・2000 年前までは、限定列挙。 

以降は必要的議決事項と名称が変

わっている。最低限やっていくのは 96

条の 15 項目であり、もっとやってく

さいということ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・よく言われることが、「議会基本条

例がなくても十分充実している。」

「会議規則・委員会条例で対応可能

ではないか」とあるが、そんなこと

はないと考えている。 

・市民の権利・義務を決めるのに内

部規則である会議規則等で決めるの

はルール違反と考えている。 

・市民の権利は条例で保障しなけれ

ばならないので、議会基本条例的な

ものは作るべき 

・所沢市議会は議会基本条例をつく

るにあたっては、議会改革条例とい

う形で進めてきた経緯がある。キー

ワードは「書いていないことは何で

もできる」 

・公共の福祉向上のためには、議会

は何をやってもいい（やるなと書い

ているもの以外）それにそって議会

の改革を進めている 

・基本条例を作ってもあまり変わら

ないという議会があるが、「仏作って

魂入れず」で事務局が作って、議員

がなんとなく賛成したということか

らそういうことが発生する 

・一般質問の形式は三つの方法から

選択できる。「一括質問、一括答弁」

「初回一括、再質問から一問一答」

「初回から一問一答」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会力の向上も大きなテーマになっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日の議会改革の最大の特徴は、市民と議

会との双方向の関係をつくっていくというの

が最も大きな課題である 

 

 

 

・事業概要調書（基本条例第 11 条）

を各定例会ごとに作ってもらってい

る。これは予算書がわかりづらいた

め、事業内容を詳細に書いている。他

の自治体ではなかなかやっていない

のではないか。 

・議会の力が強まらなければ本当の

二元代表制は実現しない 

・議会基本条例を作るにあたり、会

派の違いはあるが、議会のあり方は

どうあるべきかを議論してきた、そ

の議論を議員間で共有できている。 

・条例を作ってそれぞれの個別の条

文を実現できたのは、議員間での議

論があったからと思っている。 

・会派の違いではなくて、議員間で

一致できるところを一致させる。お

互いの共通項を探してやっていこ

うとしている。 

・議員は市民の代表なのだから市民

の言うことを聞かなくていいとう

ことに安住をしてきたが、これは間

違っている。 

・議員は完全代表ではない。議員は

リコールされる。市長もリコールが

できる。国会議員はない。 

・市議会議員は 4年間の白紙委任状

をもらっているわけではない。そこ

は議会として、市民の意向を忖度し

ながら議事運営をするよう仕組み

がなっている。だから基本条例に市

民を参加の仕組みを取り入れてい

る。 

・所沢市議会は条例制定過程の市民

参加をやってきた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【【【所沢市議会所沢市議会所沢市議会所沢市議会    考考考考ええええ方方方方】】】】    

・・・・公務員公務員公務員公務員はははは全体全体全体全体のののの奉仕者奉仕者奉仕者奉仕者となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、公務員公務員公務員公務員とはとはとはとは議員議員議員議員もももも含含含含むとむとむとむと考考考考えているえているえているえている。。。。    

・・・・支援者支援者支援者支援者だけのだけのだけのだけの声声声声をををを集集集集めてそれがめてそれがめてそれがめてそれが市民市民市民市民のののの声声声声だというのはなかなかならないだというのはなかなかならないだというのはなかなかならないだというのはなかなかならない。。。。    

・・・・市民参加市民参加市民参加市民参加をををを促促促促すことによってすことによってすことによってすことによって執行部側執行部側執行部側執行部側へのけんへのけんへのけんへのけん制制制制にもなっているにもなっているにもなっているにもなっている    

 

・専門的知見の活用は議会に与えら

れた大きな権利なのに使用はほと

んどされていない。 

・所沢市議会には文書質問がある。

情報公開条例と同じようなもの 

・自由討議の実施 

・議会事業評価は、現議長による提

案で、議会の事業の把握や予算要求

に使っている。執行部の事業評価に

は及ばない。 

・議員の賛否の公表 

・委員会発の提言 

・議会報告会を年 4回 



 

 １．伊勢市議会 

視察の説明には実際に議会改革に携わった議会改革特別委員会の正副委員長と議会運

営委員会委員長に説明をしていただき、議員自ら説明をしていただく機会が少ないので

とても新鮮に感じました。 

議会改革の出だしの 5 項目は、市民に分かりやすく、議論をしていくうえで目指す姿

を現しているので、シンプルで大変わかりやすいと感じたところです。また、その 5 項

目に当てはまる具体的な項目も 52 項目と大変多く、相当な時間をかけて議論をしていま

した。 

本市議会が注目するところは、「対面方式を採用した一般質問の方法」や「反問権の使

用ルール」、「議員間の自由討議」、「施策に対するチェック機能強化」など様々なことが

決められ、それが決められたことは即実行と、スピード感を持って議会改革に当たって

いるのが印象的でした。 

議会改革としては、まだ半分だそうだが、全部終わった時に議会基本条例が完成する

とのことです。逆に基本条例がなくても議会改革はできるというふうにも感じていると

ころです。 

 

２．鳥羽市議会 

鳥羽市議会の議会改革の進め方として、議員全員が議会改革の本を 1 ページごとに読

み合わせをして意思統一を図っていることは、なかなかまねのできないことですばらし

い取り組みと感じたところです。 

また、積極的に議会報告会を開催し、市民から出された意見や要望は後日きちんと本

人に直接ではないにしろ、回答しているところがすごいところと思いました。 

ソーシャルメディア利用した動画配信は、最近の財政難の折、大変参考になる取り組

みで、本市議会も議員全員の同意が得られるのであれば、ぜひ取り組んでいきたいと思

います。 

 

３．所沢市議会 

所沢市議会も伊勢市議会と同じで、議会改革を進めてきた議員 4 名の方に説明をして

いただきました。その中には北海道出身の議員 3 名もおられ、それも 3 名とも道北出身

ということで、親近感を抱きながら説明を聞いていました。 

所沢市議会の法の解釈は本市議会からすと特徴的であり、「法に書いていないことはな

んでもできる」など、いろいろと参考になる部分が多くありました。また、自分たちの

できることは、法の許される範囲の中で最大限に活用しているところも特徴的で、二元

代表制をとことん実践している市議会と感じたところであります。 

 

 

 


