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地方議会改革に対する提案 

～～議会が変われば、社会が変わる～～ 

＜第１章＞  はじめに 

 国民の意思による歴史的な“政権交代”が実現して、脱官僚・政治主導の流れが加速

されてきたようです。住民に一番身近な基礎的自治体を重視した「分権改革の推進」も

現実的になりつつあり、国民の期待も膨らんできています。 

 自治（住民が幸せに暮らせる地域社会を築くこと）実現の為、唯一の議決機関である

「議会」の役割は益々重要になる時代が到来しました。 

 執行機関のチェック機能強化はもとより、行財政改革（行政刷新、無駄の排除）にも

一歩踏み込んだ対応が切望されています。 

 

埼玉県内に住み東京都内に通勤する「埼玉都民」と呼ばれる人々は約９０万人に達し

（２００５年国勢調査によれば、県外に通勤する１５歳以上の就業者は１００万人を超え、中でも東京都

内に通勤する人は９割に上る）、埼玉県人口の１３％近くを占めている。彼らは地元への愛着

や自治体施策に関心が低いと言われているが、日経新聞が行った埼玉都民１,０００人

を対象にした生活意識アンケートでその実態が明らかになりました。 

「現在住んでいる自治体の首長や議会の選挙や施策に関心があるか」との問いに対し、

「とても関心がある」「やや関心がある」と答えた人は辛うじて半数を超えた程度で、

「あまり関心がない」「全く関心がない」が３割近くに上り、投票についても３割以上

が「ほとんど行かない」「全く行かない」としています。これに対し、国政選挙や国の

施策では「とても関心がある」「やや関心がある」は７割を超え、投票でも「ほとんど

行かない」「全く行かない」は２割弱に留まるのです。 

このように、国政を左右するイベントには関わりたいという意識があっても、地元へ

の愛着は希薄であり、地方政治への関心が薄い「お任せ民主主義」が蔓延している実態

が垣間見えます。この傾向は特に埼玉都民に限ったことでなく、埼玉県全体そして全国

的に流行っている困った病気なのです。 

 

一方、全国の自治体は大変厳しい財政環境にありますが、新しい時代を切り拓こうと

各地で様々な改革・取り組みが始まっています。 

国と地方との関係を見直す地方分権改革、平成大合併、道州制あるいはボトムアップ

による地域ブロック制移行への準備など、「明治維新」「戦後改革」に次ぐ「第３の改革」

が進行中であり、これらは、私たちの身近にある地方政府を主体に「地域で考え、地域

で行う」地域主権型国家への生まれ変わりを意味しています。 

 この背景には、明治維新以来１４０年に及ぶ中央集権体制が、ここに来て、その歴史

的使命を果たし限界に達した感があり、強固な官僚制など様々な弊害が顕在化し、地域

に密着した住民のための効率的な地方行政が行えなくなっている姿があります。 
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このため、自治体自身が改革を進めなければなりませんが、課題は山積しています。 

 

大きな問題の１つは地方議会の改革です。唯一の決定機関である地方議会が機能不全

ならば、地方分権改革も上手くいく筈がありません。例え道州制のような広域自治体が

誕生しても「基礎自治体は市区町村」であることを肝に銘じておく必要があります。 

何故、いま地方議会の改革が必要なのでしょうか？ 

★地域主権の進展において、自己決定・自己責任の自治体運営が見込まれる 

★既に、今でも自治体の運営状況により、住民生活に大きな影響が発生している 

★自治体の行財政改革が遅れており、財政破綻・後年への負担増リスクが想定される 

★選択・集中の時代を迎え、住民の利益調整が難しく、住民の代表である議会の役割が

益々大きくなる等が背景にあります。 

地域の舵取りを担う地方議会には、住民との関係、首長との関係などを明らかにしな

がら自治を実現する大きな役割があるのです。日本の自治制度は、住民・議会・首長の

３者が相互に抑制均衡と緊張を保てるように工夫されたもので、その上で夫々が確りと

連係することで望ましい政策が立案されます。この３者の関係が正しく機能することが

重要なポイントです。しかしながら、現実は中々その通りには捗っていません。 

一例を挙げれば、昨今、議会が安易な妥協によるオール与党的ムードで、権限の強い

首長に擦り寄る傾向が目立ち、二元代表制（※）の利点が全く活かされていないのです。

こんなことでは、首長・執行機関の活動を監視・是正するという本来議会が持っている

機能が有効に発揮される訳がありません。 

 

２０００年の分権改革により、地方議会の権限が飛躍的に拡大しています。即ち、 

機関委任事務制度がなくなった事により、法的には中央と自治体が対等な関係に変わり、

地方議会は政治の「脇役」から一気に「主役」に躍り出たのです。それなのに、議員が

相変わらず地域の世話役・口利き行為や、地元への利益誘導に終始していたのでは困り

ます。もっと政策の立案・審議に時間を割き地方政治の質を高めていくべきです。また、

市民への情報公開を徹底した上で、議員個人ではなく組織としての議会報告を励行し、

市民の意見や批判を聴くと共に、議会自らが争点を提起し市民参画を求める役割も期待

されています。地方議会は市民参加の場であり、議員も会派の決定ではなく、議員個人

の意思と良心に従って採決し、賛否とその理由を公開すべきです。 

 

このように、多くの期待を担うべき地方議会の役割を明確にするには「議会基本条例」

の制定が早道と、全国の自治体で条例制定作業が加速していますが、あまり市民の声を

聞かずに急いで作るのも問題です。不十分・不満足な内容でも、いったん制定した条例

を手直しするのは容易なことではないからです。議会が首長に対抗する権限を強化した

だけの条例も散見されますが、議会改革の目的は「議会と住民の関係強化によって議会
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を活性化し、住民が幸福に暮らすことができるように」することです。住民の不参加は、

結果的に議会の力を弱め、自治の力を推進できません。 

 

我々は、選挙で「地方議員」を選んでいるが、選ばれた議員がどんな活動をしている

のか殆んど分かりません。私たちも地方議会のことを自らが学ぶ必要がありそうです。

先ずは地元の「議会」を傍聴される事を提案します。最近はインターネット中継を実施

している自治体も出てきたが、議会の臨場感を肌に触れることも必要です。傍聴する事

で議会や行政が抱える問題点も見えてきます。住民が参画できる開かれた議会、建設的

議論の議場を実現していくには、私たちも実態を知ることから行動を起こすことが大切

です。 

 

我々住民も、自らが参画し、議会改革、議会活性化に向け、改革の後押しをする時期

が到来したのです。即ち、政治を住民の手に取り戻すということで、自分たちの地域は

自分たちで守り発展させていく考えです。議会改革の差が行政サービスの格差に繋がる

可能性も高く、停滞している議会を黙って見過ごす訳には参りません。 

既に各地で市民が小さな波を起こし始めています。皆で大きな市民 Wave（ウェーブ）

に拡大して、議会活動を手助けしたいものです。 

※議会とは：国民の意思を代表する者として、選挙で選ばれた議員の合議により、国や地方公共団体の

法律や条例を決めるなど、団体としての意思決定を行うための機関。国においては国会、

地方公共団体においては都道府県議会・市区町村議会がある。 

  二元代表制：長と議員を共に住民が直接選挙で選ぶことを言う。長と議会が共に住民を代表し、相互

の抑制と均衡により、緊張関係を保ちながら、議会が長と対等の機関として方針を議決し

執行を監視し、政策提案を通して議会が政策形成の場となること。 

首長とは：知事や市区町村長を指す。また、執行機関とは県や市区町村の職員側を指します。 

 

＜第２章＞ いま、地方議会の何が問題なのか 

１．議会、議員の場合 

（１）住民との協働が不十分 

   議員本来の任務は、広く住民の意思を汲み取って行政に反映させることですが、

現状は、議員は個別に住民のニーズや注文は受けてはいるが、住民の“全体像”

を知らないという例が多いようです。残念ながら、住民との「協働」を意識して

行動している議員は少数に留まります。 

（２）首長・執行機関への監視機能が弱い 

   住民監査請求などを除いて、首長を牽制し、監視することができるのは議会しか 

いないのに、首長が提案する議案に対し、大半の議会は「異議なし」で終わって 

おり、首長の“同意機関・追認機関”になり下がっている議会が多い。執行機関 
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が提出した議案がそのまま通るのであれば議会は不要です。 

（３）政策形成の影響力が弱い 

   政策立案機能の弱体が指摘されているが、埼玉大学が行った意識調査で、「市の

政策形成に議会の影響力があるか」とたずねたところ、さいたま市議の２２％が

「あまり」「ほとんど」影響力がないと答えています。 

（４）議員同士の議論が行われていない 

   議員同士が自由に議論する光景は、ほとんど見られない。本来、所属する会派や 

政党の拘束があってはならない立場の議員なのだから、執行機関との質疑応答 

だけではなく、特に委員会では議員間の徹底した討議があってしかるべきです。 

（５）議会（一般質問）における質疑応答のセレモニー化 

   あらかじめ質問事項につき執行機関に対し、文書でその要旨を通告する制度の為、 

議会での質疑等のやりとりに緊張感を欠き、セレモニー化しています。 

（６）委員会審議が形式化している 

   本来、真剣勝負で、議員（委員）と執行機関との間で議案内容などにつき忌憚の 

ない質疑応答がなされるべきであるが、その部分は他の場所で調整され、委員会 

では形だけのやりとりで終始している議会が多い。 

（７）首長側に反問権が認められていない 

   首長側は、議員の質問に答えるだけで、自分のほうから議員に質問しない（でき 

ない）議会がほとんどである。一方通行では十分な審議とはなりません。 

（８）顧客のいない議会 

   議場（劇場）で議員（役者）が政策の討論を見せ、争点・論点を住民（観衆）に

伝えると共に、決定のプロセスを明らかにして納得を得る必要があります。 

   いい観衆がいないから、いい議会が育たないのか、議会が面白くないから観衆が

集まらないのか。悪循環に陥っているのが現状の姿です。 

（９）情報提供、情報公開、透明性、説明責任の不徹底 

   本会議における議案審議の動画中継、録画放送（テレビ）、会議録の全面公開、 

議案内容および議員・会派別の議案に対する賛否の公開、議案関連資料の公開 

（傍聴者及びホームページ）などの取り組みも不十分な現状です。そして各種 

委員会の公開・採決の公表なども進んでいません。 

万病に効く特効薬と言われる「透明性」が欠けている訳だが、説明責任も果たし 

ていません。 

（10）議会ホームページが「上から目線」になっている 

   インターネットを利用したホームページは、有力な情報手段なのだが、「作って 

やっているんですよ」的な空気が感じられるものも少なくない。そういう議会に 

限って、情報内容も形式的な予定や報告事項の羅列で中身も貧弱です。 

「住民の皆さん、ぜひこれを知ってください、読んでください。」という姿勢と 
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内容が見られない。何のための情報提供なのかも良く考えて欲しいものです。 

★議案（内容と処理過程）を軸にした分かり易い活動報告 

★実質審議の場である、委員会の議事内容を分かり易く知らせる努力 

★議会で配布される議案関連資料の情報提供 

（11）二元代表制が機能していない・・・“首長与党”の存在 

   二元代表制においては、制度的には与野党関係は発生しない筈。「議会と首長側 

相互の抑制と緊張関係」が機能していないのです。共に住民から選挙で選ばれた 

同士の二本柱であるのだが、一本柱になってしまえば善政を競うことは不可能と 

なります。 

（12）議会事務局機能が弱い 

  議員の政策立案を補助する調査機能としての陣容は極めて弱い。又、身分が執行 

機関からの出向で、比較的に短期間で異動することが多いため、実務能力を磨く 

余裕もない。議会側に立った意識を堅持するのも難しい。 

一部の議員が参加する親睦ゴルフ大会・野球大会などのお世話を、事務局職員が 

行うケースも散見されるが、悪しき慣習は即刻廃止すべきでしょう。 

（13）議会が行政機関として認識されていない・・・先の都議選で“議会は敗北” 

  ２００９年総選挙直前に行われた東京都議選は、まさに「国政争点選挙」と化し、 

内閣不信任投票化した有権者は、都政そっちのけで自民VS民主の選択だけに走 

った。都政の機関としての議会は無視され認知されなかったのは、議会の役割が 

住民に見えていないことに起因します。 

（14）議員の不勉強、知識不足 

   議員が本来わきまえておくべき役割に関する知識や、広く住民の意向を捉える 

   努力、首長の業務執行に関する監視能力（裁量権の濫用であるかどうかを見抜く 

理論武装の裏付けある見識）等に関する不勉強、無知な議員が多い。 

（15）議会には「権限がない」「人事権がない」「金がない」 

   首長の権限に比べて、議会の権限はいずれも圧倒的に劣勢である。最大の武器で

ある「議決権」を有効に活用していないのは残念。 

（16）議決機関としての責任を負わない（負おうとしない） 

議会としての総意を決することなく、首長と執行機関にのみに責任を負わせて、

不都合なことは首長と執行機関の責任に転化している。 

（17）個人的・地域限定的な視点が強い 

個々の議員は、特定団体や地域代表的な立場での発言や行動が強くなり、全体を

見回して行動することが乏しい。 

 

２．住民の場合 

（１）議会に関心が薄い 
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   「自分達（の日常生活）には関係ない」「（議会があっても）住民にメリット 

がない」の声にどう対応するか。 

「ダメな議員がいるのは、そんな人を選ぶ有権者がいるからだ」と、よく言われ

ます。かなり的を射ていると思います。言い方を変えると、私たち住民が選挙で

議員を選んでいるわけですから、その議員と私達も同レベルではないか、という

ことです（立派な立候補者が少ないという要因もありますが）。 

つまり、住民自らがよい方向に変わらなければ（向上しなければ）、良質の議員 

は育たない、という事になります。その意味で、住民が議会に無関心であるのは、

決して良いことではないのです。    

（２）首長・役所に頼りすぎる 

   議会が積極的に住民の意思を汲み取る努力をしない限り、住民は首長、役所に  

   頼らざるをえないのは当然である。首長の権限が大きいこともその傾向を助長      

しています。 

（３）陳情や要望は、個人的なものが多い 

議会が“組織”として住民全体のニーズを把握する行動をとらないケースが多く、

住民や議員も、個人的・地域限定的な問題解決だけに動くことになってしまう。 

これでは、「真のまちづくり」の実現が期待できません。 

（４）議会の傍聴者が少な過ぎる 

   議会活動そのものに興味と関心がない住民が多く、傍聴する人は極めて少ない。 

   一般質問に登壇する議員の支持者（後援会など）は、当該議員の質問が済めば 

サッサと帰ってしまう。傍聴の意義を改めて考え直す必要があります。 

（５）住民は、「茹でガエル」状態になっているのを、気付いていない 

   鍋に水を入れ、そこにカエルを入れて徐々に温めてゆくと、カエルは居心地が  

良くなって飛び出そうとせず、最後には茹であがって死んでしまう。環境が徐々 

に変化しているときには、往々にしてその変化に気付かないし、気付いた時には 

すでに手遅れになってしまうことが多く、得てして致命傷になることへの警鐘 

です。あの、夕張市の財政破綻時のように、住民が「財政状況など知らなかった」 

では済まされないのです。 

 

３．首長、執行機関の場合 

（１）議会に対し、圧倒的に強すぎる・・・“強首長” 

   首長は強い行政権を持ち、行政過程の決定、執行に責任を持ち、政治的リーダー

でもあります。住民の意向を幅広く把握しやすい環境にもあります。これと対照

的に議会の影は薄く議長は議会招集権さえ持っていません。予算の提出権、議会

の議決に対する再議（拒否）権、専決処分、首長不信任に対しての議会解散権等、

首長は強大な権限を持っています。 
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（２）議会への根回しが横行し、緊張感が不足 

   議案を議会でスムーズに議決させることを重視するあまり、住民の目の届かない 

ところで、執行機関と議会との関係強化、つまり「行き過ぎた事前調整」が図ら 

れてしまいます。この結果、緊迫した議論が闘わされる場面が少ない。 

（３）行きすぎた首長専決処分 

  首長が「議会を招集するヒマがない」という理由で、本来議会が議決すべき事件 

（議案等）を、首長が議会に代わって意思決定するパターンの専決処分が圧倒的 

に多い。しかも、事後（次の議会）に議会に報告し、議会不承認となっても専決 

処分の効果は有効とされています。しかし、臨時議会を招集すれば事足りるし、 

事後に議会が不承認とした専決処分は、現時点では法的に無効であるとの解釈が 

有力になっています。 

（４）裁量権の濫用が起こりやすい 

   強い権限を持つ首長は、特定の団体等と癒着し、補助金の不正な支出を議会に認 

めさせることがあります。得てしてこのような場合、議会が鈍感（勉強不足）、 

無知で、あるいは故意に首長に同調して、その提案を認めてしまうことがある。 

住民は「蚊帳の外」で、税金の不正使用をチェックできず見逃すことに繋がって 

います。 

（５）財政の透明性が低い 

   財政状況は、タイムリーに議会や住民に分かり易く説明するものです。 

財政の透明性を高めて無駄な事業や効果の低い施策はないか、不断に見直すこと

が欠かせません。 

 

＜第３章＞  先進自治体の改革事例 
 「全国自治体議会運営に関する実態調査２００９」によれば、５３．９％の議会が改革

に取り組んでおり、その内、議会改革基本条例は８３議会（２００９年１２月２３日現在）

で成立していることが確認されています。 
 議会基本条例を制定し、積極的に議会改革に取り組んでいる、全国の先進自治体の事例

について紹介します。 
１． 北海道・栗山町（人口：約１４,０００人、議員数：１３人） 

栗山町議会は２００６年５月に全国で初めて議会基本条例を制定した、議会改革

の先駆者です。制定後、現在も日本全国から議会改革、議会基本条例について視察

団が多数訪れています。 
前栗山町議会事務局長の中尾 修氏は、「議会基本条例は市民に約束した議会版

マニフェスト」だと仰っています。 
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条例の根幹にあるのは「徹底した情報の公開と住民参加」で、条例制定の１年前

から住民と直接対話する「議会報告会」を実施してきたことが大きな要因になって

います。この報告会は町民の知る権利に応え議会の説明責任を果たす機会となり、

住民参加のまちづくりを目指す中で、情報を共有することで町政への関心を高めて

もらう意味があります。報告会の実施により「議員の資質向上につながったこと」

「住民より建設的な意見が増えたこと」が成果として挙げられています。 
町民主権を基礎として、町民に開かれた議会を目指し、住民参加を積極的に取り

入れていくために、「議会は、議員・町長・職員・住民の交流と自由な討論の広場

である」と位置づけました。   
栗山町の議会基本条例は、陳情や請願、議会報告会、傍聴などすべての面におい

て住民参加を求めると宣言しています。議会基本条例には住民参加という事を明確

に担保することが重要であるが、条例を永続的に担保するため「議会モニター制度」

「議会サポーター制度」等も導入しており、これからも議会から住民に議会改革を

仕掛けていくなど常に進化させることで、住民参画型「栗山町議会」の地位は揺る

ぎないようです。町議会議長の橋場利勝氏によれば“地方議会の責任は着実に増し

ています。地域特性の発揮、住民との民主的な関係性の構築と同時に、栗山町議会

基本条例の特徴は、分権に対応したところにあります。小さな自治体だから可能な

のだと揶揄する人もいるが、規模の大小ではなく、いま必要なのは「改革の志」で

ある”と仰っています。 

 
２． 京都府・京丹後市（人口：約６２,０００人、議員数：２４人） 

２００４年４月に６町の対等合併により誕生した京丹後市は、議員数を９４人から

３０人へ大幅に削減しました。同時に新議会発足時から３８ヶ所の公共的施設で議会

のテレビ生中継を実施、２００５年３月議会からはインターネットによるライブ中継、

録画配信も開始しました。 
同年９月に１４人を委員とする「議会改革特別委員会」を立上げ、議会改革の検討

課題を整理しました。この課題を検討するための具体的な取組として、全国的な議会

改革の状況や課題について全議員が見識を深めると共に、その認識を共有するため、

講師を招き、議会基本条例や市民参加等についての研修を行いました。さらに委員会

の研修として議会改革のフォーラムに参加したことで、当時、議会基本条例を策定中

だった三重県議会と栗山町議会の現場の空気に触れることができました。 
また、研修と並行して、市民の議会に対する意識・意向を把握し、議会改革に反映

することを目的に「京丹後市議会に関するアンケート調査」を実施しました。本アン
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ケートにより、議会は議員が思う以上に市民から遠い存在と感じられている事が明確

になりました。アンケートの集計結果を取りまとめた報告書は、市議会だよりへ掲載

し公開しました。さらに「議会改革について意見を聴く会（懇談会）」を７会場で実施

し、議会に対する率直な意見を市民から直接聴くことで、議会が市民の中に出向く事

への高い評価と期待に繋がりました。この意見を聴く会とアンケートが、のちの議会

改革の議論を大きく方向付けています。 
条例案として纏める中で、一問一答、委員会での自由討議等、すでに実施している

ことも多く全体的にスムーズに進みました。しかし、執行機関等より、議会報告会、

反問権、議決事項については異論が出されました。粘り強く議論を重ねるなかで理解

を得ることができ、２００７年１２月議会で全員賛成により条例は可決されました。 
市民が安心して生活できる豊かな町づくりを目指し、本条例を道具として活用し、

工夫しながら着実に一歩一歩進んでいくことが最も大切だと考えている議会です。 
 

３．福島県・会津若松市（人口：１２８,０００人、議員数：２９人） 
   市議会議長の田澤豊彦氏は、市議会ホームページ上の挨拶で、「市議会がその責務を

果たしていくためには、開かれた議会づくりの推進、市民との活発な意見交換など、

議会の自己改革が必要であると認識して、会津若松市議会及び議員が活動していくに

あたっての、基本事項を定めた議会基本条例及び議員政治倫理条例を制定しました。

条例は２００８年６月に制定したばかりですが、市議会の新たなスタートとして・・・」、

と述べています。 
   そもそも、議会改革の始まりは、１９９８年以降の財政悪化、これに追随した議会

の反省からであると云っています。二元代表制における議会の活性化は、政策は市民

と共につくるとして、市議会に広報・広聴委員会を設置しています。 
   また、議会と行政当局の関係は「すり合わせ」ではなく、「修正」（好くないところ

を直して正しくすること）を求めています。２００８年度からは誰が、何処で、どの

ように決定したか、キチンとしたルールが必要との観点から、５月には「予算」、１１

月には「決算」をテーマに市民と意見交換を行っています。このように市民との意見

交換会を「政策形成サイクル」の起点として位置づけているのが大きな特徴です。 
   即ち、毎年度２回、全市議が５班に分かれて１５会場へ出向いて、議会活動を報告

するとともに市民の意見や提言を聞きます。その中から、議会内に新しく設けられた

広報・広聴委員会が分野別に整理して、課題は継続して開かれる議員の政策討論会の

分科会や、全体会に持ち込まれ検討します。議論の結果や施策の効果は、再び市民と

の意見交換会で報告されサイクルが一巡。さらに意見を吸収して、議論を循環させて

います。 
一方、２００９年５月の市議会では、正副議長選のさい、各候補が公約を発表する

「所信表明会」を本会議で初めて実施しています。これは、一般選挙の立会演説会の
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ような形で、とかく根回しや慣例が重視される地方議会の役員人事を改革しようとす

る試みで、演説を巡る議員の質疑も公開され、傍聴席には熱心な市民が集まり好評で

した。傍聴者からは、自分も議会改革に参加しているような気分になれるので、もっ

と多くの市民に見て欲しいとの感想があったようです。一般的に、議長ポストは名誉

職として、当選回数や会派間の力学によって不透明に決まるケースが多い中、会津若

松市議会の試みは、誠に羨ましい限りです。  
議会改革のトップランナーと言われる会津若松市議会は、福島大学の依頼を受け、

昨年１１月、１２月の２回、市議を講師役として派遣しています。「公共政策論」の授

業で市議２人が、学生を前に議会改革の取り組みと議会から見た市政の政策課題を説

明、意見交換も行っています。大学教授らを講師に呼ぶ側の議会が、逆に大学の授業

に招かれているのには驚きです。 
 

４．徳島県・小松島市（人口：約４２,０００人、議員数：１８人） 
   ２００８年０６月に議会改革特別委員会の設置以来、議会基本条例制定、議員政治

倫理の制定に向けて議論、２００９年０３月定例会において議会基本条例を制定しま

した。 
議会基本条例では、「市民参加」「市民との協働によるまちづくり」をもっとも重要な

項目として捉え、その前提条件となる「情報公開」や「議会の説明責任の推進」「議員

による議会報告会の開催」や「議会の透明性の確保」についても規定しています。 
このことから公民館単位を基本とした１２ヶ所の会場にて、５月と１１月にそれぞれ

６カ所で議会報告会を開催することにしました。 
   市議会議長の出口憲二郎氏によれば①議員が新人に交代する人数が増えると改革が

進む。②全員参加の予算委員会を設置（京丹後市議会、笠岡市議会、河内長野市議会

を参考）。決算（公営企業会計も含む）のチェックは、議会の最大の仕事であり翌年の

予算に反映する。③議会報告会開催のチラシは新聞折り込みを活用。説明は短く質問

時間を長くとり、たとえ意見が違ってもキチンと説明することで市民との距離が縮ま

った。議員の間でもやり始めると「遣り甲斐」「手応えを感じる」との声を聴いた。 
  ④マスコミに取り上げられ視察が増え、視察者との意見交換会を都度実施、感謝され

ている。⑤議会便りは事務局任せにせずに議員が作成（編集委員会を１０回ほど開催）、

掲載する質問・答弁の原稿は質問した議員に原稿（要旨）を書かせる。・・・等です。 
   お話の内容から、議会改革は、全員で取り組むことが大切（同一意識になることが

大事、首に縄をつけてでも連れてくる）。尻込みする議員もいるが、やってみることで

安心感が生まれ自信にもつながる。議会が議会報告会をできない筈がない。要は先ず

動こう、これなくして何もできない、ということです。 
議長自ら先頭に立って議会改革に邁進した熱意が伝わってきます。 
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５．埼玉県・鶴ヶ島市（人口：約７０,０００人、議員数：１８人） 
   議会基本条例は２００９年３月に制定され、埼玉県内では３番目となります。議会

ホームページによれば、議会は「もっと身近な議会へ もっと確かな議会へ」をスロ

ーガンに、開かれた議会、市民参加の議会を目指し、議会改革に取り組んでいます。

これまでにも①議員定数を２４人から１８人に削減。②一問一答方式の試行③各議員

の賛否結果の公表。④議会報告会の開催など、（条例制定に先立つ）議会改革を行って

きました。議会基本条例は、市議会の最高規範ともいえる条例であり、議会と議員の

活動原則や市民参加を推進中です。議会基本条例を制定することで、議会での議論を

活発にし、開かれた議会づくりを推進し、市民の意見を集約し、真に、市民の負託に

こたえ得る議会を目指しています。・・・とあります。 
   ところで鶴ヶ島市議会改革の背景となったもの、それは北海道・栗山町の議会改革

が誕生したことで、議会のあり方に対する問題意識が明確化したこと、さらに保守系

無所属の最大会派が本気になったからと言われています。 
   市議会議員の山中基充氏は①２００８年６月議会から、写真撮影、録音、ビデオの

撮影が申請により許可された。②議会報告会は１年前から実施（自民党３期生が中心）、

恐らく埼玉県内では最初の筈。因みに第１回は２８０人の市民が参加し、アンケート

をとった結果では市民の評判は上々であった。第２回は、質問は事前に市民に質問書

を書いて貰うことにして、議事進行もキチンと伝え改善を図った。と、仰っています。 
  前掲のスローガンにもあるように、そこには、本来、市民の声とは、選挙で選ばれた

議員で構成する合議制の議会の声であるという強いプライド、自負心があります。 
   今後とも、市民の負託に、真に応え得る議会を目指して鶴ヶ島市議会は、取り組み

を続けていくとの強いメッセージが発信されています。 
 
６．福島県・会津美里町（人口：約２３,０００人、議員数：１８人） 
   ３町村が合併した福島県会津美里町、同町議会は２００６年「行財政改革推進特別

委員会」を設けて「ハコモノ」施設などの事業にストップをかける等５９項目に及ぶ

行財政改革推進に関する提言書を纏めた。福島大学とも連携し、議員間の自由討議、

議会報告会の実施など、急速に議会改革が進んでいる議会です。 
   同議会は２００７年１月町長と教育長に「平成１９年度重点事業に関する申し入れ」

と題する提言書を提出“会津美里町が生き残るため”不透明な事業の凍結などを望ん

だのです。これを受け執行部では、議会側の提言を受け入れる形で修正した予算案を

提出したが、議員が率先して事業の凍結を示した点に時代の変化を感じます。 
   鈴木 巖議長はインタビューに答え「当初は旧町村の意識が強かったが、今は１つ

の輪になってきた」「皆が自分の出身地区のことではなく、町全体のことを考えて提言

するので、執行部も我々の要望に応えてくれる」「福島大学との連携にて、議員同士が

勉強しなくてはいけないという意識が高まってきた」「議会活動をもっと PRし、町民
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の皆さんに知って貰うことが最も大事だと思う。政策論争ができる議員が増えれば、

住民の関心も高まる。そのためには自由討議がなければいけない」と述べています。 
 
７．埼玉県・所沢市（人口：約３４１,０００人、議員数：３６人） 
   ２００９年２月に条例制定した（埼玉県内では、ときがわ町に次いで２番目）、

所沢市は、埼玉県内における議会改革のトップランナーと言えそうです。 
   特徴は議会基本条例の前文に色濃く表れています。 
  “市議会は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関であり、

地方自治法第９６条第１項に規定する議決事件に留まらず、法律に反しない限り、

議決すべき事件を定める権限等を有する” 
   つまり「議会は必置、首長は必置ではない」「書いてないことはできないのでは

なく、書いていないことはできる」と言う考え方です。 
  条例案原案を議員自らが作成・条例案に基づき議論、議会内でも活発に議論、条例

策定過程での市民参加、専門家の活用、策定過程の明確化なども特色として挙げら

れます。 
   議会基本条例制定特別委員会の委員長を務めた、桑畠健也議員は「議会報告会」

について次のように述べています。 
  “市長は支持者でない市民も含めて全ての市民から意見を聞いている。二元代表制

をいうなら、議会も議員も特定の支持者にだけ対応していてはいけない。すべての

公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない（憲法第１５条）。” 
   条例の制定により議会が進化しつつある所沢市議会に注目したいものです。 
 
   先進自治体の議会改革事例を紹介したが、要は、議会改革基本条例は、「やるんだ」

という強い覚悟が必要で、「できる」よりも「やらなければならない」との議長及び議

員自らの決断と行動が大切ではないかと考えます。 
 

＜第４章＞ 地方議会改革への提案 

地方議会改革に対して以下の４項目を提案させていただきます。なお、詳細は各項目

で述べます。 

１．議会基本条例の制定 

２．議会と住民の協働 

３．議会運営の改善策 

４．議会・議員のパワーアップ 

１．議会基本条例の制定 

  議会基本条例とは、議会改革を継続的に発展させることを目的として、地方議会の

在り方に関する基本的な事項を定めた条例です。 
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  では、この項目をトップに据えた理由は何でしょうか。それは、通常この条例の中

に、議会改革の重要な具体策が豊富に含まれているからです。しかも単なる理想論

ではなく、「宣言書」あるいは「マニフェスト」に近いものと言えます。その意味

でこの条例は、「・・・できる」規定より、「・・・せねばならない」「・・・する」

という覚悟の規定であることが望ましいのです。 

  一方、具体策がない議会基本条例は有名無実化したものと言えます。 

  以下、先進自治体の議会基本条例に盛りこまれている項目などから、主たるものに

絞って列挙します。 

（１）議会報告会の開催 

   年に１～４回、全議員が数人単位の班に分かれて、全ての地域に出向き、詳細な

議会報告をすると同時に、住民と自由に意見を交換して、議会活動に反映させる

ものです。議員は自分の地元には行かない班編成なので“八百長”がない仕組み

であるのが特徴です。住民は投票していない（支持していない）議員にも意見を

言う権利もあります。 

住民と議会の間に健全な緊張関係が構築され、住民の執行機関への要望が議会へ

の建設的意見へと互いを進化させます。そして、議員はしっかり勉強しなければ

ならないので、議員のモチベーション高揚にも繋がります。 

会津若松市議会では、この議会報告会を「市民との意見交換会」と呼んでいます。 

住民との意見交換をとくに重視する思いを、この名称自体に込めているからです。 

そして、飯田市議会では、全体会に加え分科会方式も導入して、会議の質を向上 

させています。 

＊議会報告会のルーツは、宮城県・本吉町（現、気仙沼市）にあります。基本は議会と住民の共催

であり、１０年前に既に地方自治の基本が住民にあることを議会側から示していたのです。 

（２）全ての会議は公開 

本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会等、全ての会議

を原則公開とする。（住民が納得できる理由があれば非公開も可） 

各種委員会などが行う視察の「視察報告書」も当然ながら公開すべきです。 

なお、傍聴者への資料配布も配慮して欲しいものです。 

全ての会議の採決も公表、住民はインターネットでの動画・録画記録の配信にも

期待を寄せています。 

（３）議員同士の自由闊達な討議 

 議案や住民提案（請願など）を審議する場合、執行機関の出席は最小限にとどめ、

議員相互間の論議を十分尽くして合意形成に努める。 

（４）議員の質問に対する首長・執行機関からの反問を認める 

 首長など執行機関側は、単なる「説明員」であってはならない。議員に対し質疑・ 

反問することにより、実質審議を深めることができる。実施している議会は今の 
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ところ５％程度と少ないのは残念。 

（５）一問一答方式の質疑応答 

   実施している議会は５１．１％（２００９年調査）まで増えたが、これにより、 

行政上の論点および争点が明確となり、傍聴する住民にも分かりやすくなるだけ 

でなく、より審議を深めることが可能になります。 

質問席を首長側に向き合う位置（議席側）にすればより効果が大きくなる。 

（６）首長提案の重要政策に関する論点情報の形成 

首長提案の重要政策（まちづくり基本方針・総合計画など）に関する論点情報を

形成し公開する。政策の公正・透明性を確保して、提出される政策の信頼性を高

めることが目的で、次の項目が考えられる。 

   ★政策の発生源 

   ★検討した他の政策の内容 

   ★他の自治体の類似する政策との比較検討 

   ★総合計画等における根拠または位置付け 

   ★関係ある法令及び条例等 

   ★政策の実施にかかわる財源措置 

   ★将来にわたる政策のコスト計算 

（７）議員から首長への文書質問 

   議員は会期中または休会中においても、議長を経由して首長等に対し、文書質問 

ができるようにする。首長等からの回答も公文書によるものとする。 

（８）首長が設けた審議会には参加しない 

首長の諮問機関となる審議会には、議員が委員として参加することは止めて、 

二元代表制の原則を徹底する。 

必要に応じ、議会として議会独自の審議会等の機関を設置できるようにする。 

 

◎ 最後に大切な点を一つ。それは、この議会基本条例の「制定過程そのものが改革

だ」ということです。一部の議員と議会事務局で作るのではなく、議会基本条例

制定特別委員会に公募市民を加える事や、住民との懇談会、公聴会、パブリック

コメント等、広く住民の意見を聴取しながら、住民と共同作業を積み重ねること

自体が、議会活動の本旨である“住民との協働”を可能にするからです。 

「住民との新しい関係」「首長との新しい関係」「議員間の新しい関係」を築いて

いくのが議会基本条例で、条例制定はあくまでスタートラインです。 

 

  ２００８年６月１１日に開催された、「さいたま市議会」定例会本会議において 

“さいたま市議会基本条例制定に関する決議”が採択されました。 

 条例の趣旨、制定に至る背景が的確に表現されていますので、ご参考に供します。 
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  ＜さいたま市議会基本条例制定に関する決議＞ 

 日本国憲法は、第９３条第２項において「地方公共団体の長」と「議会の議員」を

住民が直接選挙することを定め、議会が執行機関と独立・対等の関係に立ち自治体

運営にあたる二元代表制を採っている。平成１２年の地方分権一括法の施行による、

機関委任事務の廃止及び国の関与の見直し等によって、自治体の裁量権が拡大し、

自己決定・自己責任の原則のもと、自主的、自立的な団体自治の道が開かれた。こ

の地方分権の進展に伴い、多様な住民意思を反映し、合議によって自治体の意思・

政策決定を行う「住民の代表機関」である議会の監視・調査機能、独自の政策立案

機能等のさらなる強化が求められている。また、審議の過程や結果についての住民

への情報公開と説明責任の拡大等、議会と住民との関係の再構築が重要な課題とな

っている。真の分権型社会を先導する大都市として、増大する行政課題に迅速かつ

適切に対応するための、独自性、自立性を発揮する議会のあり方について、議会自

らが改革の方向性を示すことは時代の要請と言える。よって、さいたま市議会は、

二元代表性のもと、真に住民の信託に応える、開かれた議会、自立した議会の実現

に向け、議会の基本的な役割とその組織・機能・権限等を定め、議員の職務を明確

にする「さいたま市議会議会基本条例」を、平成２２年２月定例会に制定にするこ

とを目指す。以上、決議する。（平成２１年１２月定例会で可決されました） 

（参考）会津若松市議会は、議会制度検討委員会に公募市民を加えた。 

所沢市議会は、議会基本条例制定特別委員会で、随時休憩を取って傍聴者の意見を聴取。 

尚、議会基本条例についての情報は「議会基本条例を考える会」のホームページから、 

体系的・網羅的に検索できます。 

 

２． 議会と住民の協働 

（１）住民との協働を推進 

  議会は、住民との相互理解と信頼関係が構築される中で初めて役割が発揮できます。 

  相互の「拒絶経験の蓄積」を乗り越える努力が必要となります。 

京丹後市では、住民の議会に対する意識・意向を把握し、議会改革に反映すること 

を目的に、市民アンケートを実施して、後の議会改革の議論を方向付けました。 

議会には、主役である住民との協働を意識した行動が求められます。 

（２）議会活動の見える化 

  積極的に情報提供をして「透明性」を確保することが重要です。「決定過程」を 
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住民に見せることも大切です。 

そのために、「会議の公開」「議会の情報公開」「議案に対する議員の賛否の公表」 

「議会報告会」「インターネット、CATVによる議会中継」「広報紙・ホームページ 

などの活用」「出前委員会」などあらゆる手法を駆使すべきです。 

このうち、「議会の情報公開」については、委員会の審議記録もぜひ公開してほし 

いし、委員会の傍聴席にはそれを貸出してほしい。本会議では委員長報告と評決し 

かなされないし、実質的な審査過程も分からないからです。 

「議会の方から地域に出かけて行く」「住民生活の中に議会が参加」「情報公開制度

の対象に議会も含める」など見える議会活動を推進する必要もあります。 

IT社会の進展に伴い、市民目線での「議会ホームページ」構築も急務です。 

＜議会が果たすべき役割についての、議会（議員）と住民との共通了解＞ 
  住民による議会ウォッチングのレポートは、いきおい、辛口の評価が中心となります。

本会議で一般質問をほとんど行わない議員の評価は当然低くなります。しかし、この

評価に対しては、議員側からの反発も強くあります。とくに、ベテランの「有力議員」

と呼ばれるタイプの議員の間では、相当強い違和感があるようです。 
  なぜか？ 地域の政策課題について、問題解決を実現できる（力量のある）タイプの

ベテラン議員の目から見ると、一般質問をするだけでは実効性に乏しいと映ります。

彼等は、問題を直接行政に持ち込んで、行政の対応として解決してしまった方が早い

ことを熟知しており、実際に実行しているのです。それゆえの違和感なのです。 
  しかし、この状態では、お互い一生懸命に仕事をしているのに、住民（議会ウォッチ

ヤー）と議会（議員）が不幸な“すれ違い”の関係になってしまいます。これを解決

するためには、「議会が果たすべき役割」とは何か、について、住民と議会の間で率直

な意見交換を図り、コミュニケーションを深め、なんとか共通の了解を得るよう努力

するしかありません。この場合、やはり議会側から積極的に働きかけるべきでしょう。

そうすることによって、ベテラン議員が思い描く「ちゃんと仕事をする議員」のあり

方と、一般住民が描くそれとの隔たりが少しずつ縮まってくるのではないでしょうか。 
（３）議会主催の「一般会議」 

  「一般会議」とは、会期中または閉会中を問わず、住民の意思を聴く為の会議です。 

栗山町議会では、自治体全般にわたって議員および住民、首長、職員の４者が自由 

に情報および意見を交換する場を設けて成果を上げています。 

（４）「討論の広場」を実現 

  「自治体事務の立案・決定・執行・評価における論点、争点」を「発見、開示する 

こと」が「議会の第一の使命である」と言われており、論点の開示が重要です。 

栗山町議会基本条例の前文でも「討論の広場」が謳われています。 

（５）住民が興味を示す情報を、議会から発信・・・「議会だより」は読ませる工夫を！ 

★議事録は、住民に見せる為のものであり、分かり易く公開する。 
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★「議会だより」だけでは十分でない情報はホームページなどで補足する。 

例えば、議案や現時点での審議段階、それに関連する資料も参照できるように。 

（未だに「議会だより」を発刊していない自治体もあるようですが言語道断です） 

★茨城県・取手市議会は、会期中Eメールによる議会情報を毎日配信、パソコン・

携帯電話で受信できます。事務局の努力と熱意で、特別な費用もかけずに実施し

ている議会もあるのです。 

★福島県・須賀川市議会では、議会だより編集委員会を常任委員会化、議会だより

から「報告」を排し、「事前に知らせる」内容に徹することにしています。とに

かく、住民に議会を知ってもらう、興味を持ってもらうことに徹している様子が

分かります。その結果、傍聴者も増えているようです。 

★単なる報告事項だけでなく、住民の関心が強い医療や福祉、道路などの具体的な

問題点の検討状況などを整理して「議会だより」などで流すのも一案です。 

★市役所ロビーでの議会動画中継が好評です。お喋りしながら気楽に見られるので

住民が議会に対する関心を持つ誘因になります。 

★最近ブログを活用して情報発信する議員が増えてきましたが、本会議・委員会の

情報だけでなく、各種委員会の視察報告も掲載することが望まれます。 

（６）住民、有識者の声を積極的に吸収する 

★パブリックコメントの常設 

公的な機関が規則などを制定しようとするときに、広く公に（＝パブリック） 

意見・情報・改善案（＝コメント）を求める手続きを議会に常設する。 

なお、求めたパブリックコメントは、実質的に条例などの制定に反映する姿勢と

具体的な適切なる対応が必要です。 

★議会モニター制度 

議会運営や政務調査費等に関し提言を聴取し、民主的な議会を推進する目的で、 

住民にモニターを委嘱。（例：栗山町） 

★議会サポーター制度 

議会および議会事務局の政策形成・立案機能を高め、実施するに至るまでの参考

意見として「議会サポーター制度」を活用する。 

（例：栗山町では大学教授など有識者に依頼） 

★専門的識見の活用 

専門的識見の活用方法については、議会に出席して口述してもらうだけが本旨で

はない。重要議案については、専門家に分析を委嘱、その分析報告を参考にして、
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議案審査を充実させる必要がある。その内容は、議会ホームページなどを通じて

一般住民にも公開する。 

★議会独自の審議会設置 

議会のもとに審議会を設置することにより、広く住民の声の集約や専門的な職見

の活用を図るだけでなく、議会・議員の政策能力の向上にも寄与することができ

る。 

★公聴会制度、参考人制度の活用 

各種委員会において、住民の意見を聴く方法として公聴会と参考人制度があるが

公聴会はほとんど活用されていない。しかし、公聴会は「予算その他重要な議案、

陳情など」の審査、と対象を広く規定しているので、たとえば上下水道使用料、

受益者負担金、公害防止、開発基本計画、庁舎の移転、公務員の報酬、議員定数

などについて積極的に使われるべきです。 

※現行法では、公聴会は委員会のみで使われる規定になっている。 

   ★市民３分間議会演説 

   名古屋市議会で検討中です。（河村市長が提唱したもの） 

（７）住民パワーを上手に活用する 

  予算の提出権から議会の解散権に至るまで、首長は強大な行政権を持っています。

その上、首長は、自分の支持者ではない住民も含めて、全ての住民から意見を聞い

ています。ですから、議会側がボンヤリしていたら、住民は間違いなく首長だけを

頼るようになるでしょう。「我々も二元代表制で選ばれているのに・・・」と言う

なら、議会も議員も、特定の支持者にだけ対応していてはいけません。 

  こちらも負けずに、組織をあげて住民の声を吸収し、場合によっては、住民を味方

につけ、議会側の要望を住民の口を通して首長・執行機関側にぶつけてもらうなど、

住民パワーを上手に活用すべきです。活用の上手な“仕掛け”を工夫してください。 

  こうして、首長側と議会側が、お互いに切磋琢磨して、より良い政策・政治を競争

するのです。このなかで住民は、首長側、議会側どちらの活動にも自動的に参画・

協働する形になるのです。 

（８）市議会に広報広聴委員会を設置  

会津若松市議会では、住民に直接説明・報告を行う機能や「広聴」機能を強化する

ため、議員で構成する広報広聴委員会を設置しています。 
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住民との「地区別意見交換会」「分野別意見交換会」の企画立案などを手掛けてい

ます。  

（９）市民も活動を開始しよう！ 

  議会改革は、議員自ら中心になって進めるべきものですが、有権者も、議会の動向

に注目し、改革の努力を後押しすることが望ましい。まずは、議会の傍聴から始め

ましょう。住民が傍聴することは、議員の緊張感を生み出すことになります。それ

こそが、住民側からの「協働」の原点になるものだと思います。 

  議会改革を考えている議員は必ずいる筈ですが、議員一人ひとりがバラバラでは力

になりません。住民が接着剤の役割を果たす行動（傍聴は効果的）も必要なのです。  

（10）議員を応援・監視するよりも、「批評」することで“議員力”がアップ 

  ＜川崎市議会への関心を広げる市民の広場＞の活動から引用します。 

  『優れた議員や議会の能力向上のためには、「優れた部分を的確に見いだし、それ 

を評価してくれる批評者の存在」が不可欠です。「優れた質問を探し出して紹介し

てゆく」事で、優れた質問の条件を探り、効果的な質問展開のパターンを分析する、

つまり「質問評」の勧めです。』 

  質問だけでなく、討議、討論についての批評も期待したいところです。 

 

３．議会運営の改善策 

（１）行政監視機能および百条委員会の充実・・・首長の暴走を防ぐ 

現行法で議会に与えられている、執行機関に対する各種書類・資料の提出請求権、

検閲・検査権、監査請求権を十分に使いこなすこと。 

特に百条委員会（※）の充実と活用が必要です。但し、証人尋問技術の向上や証人

の人権保護も含めた議員研修が不可欠となります。 

※地方自治法第１００条に規定する調査権が与えられた特別委員会。地方自治体の事務に関して疑義

がある場合に、関係者の出頭や証言、関係書類の提出などを求めることができる。 

（２）議決事件の追加 

分かりにくい内容に見えますが、「議決事件」というのは、議会が議決しなければ

ならない事項のことです。地方自治法９６条の規定により、１５項目が、必ず議決

すべき事項とされています。 

例えば、予算の決定、決算の認定、条例の制定・改廃などです。でも、これで十分

とは言えません。と言うのは、仮にどんなに重要な事項であっても、「議決事件」

でなければ、議会での審議の対象にもならないので、議員はもとより住民にもその

内容が知らされず、その意思決定に参画できません。これでは、議会の監視機能を
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発揮させるべき前提を欠くことになってしまいます。ですから、この種の重要事項

については、どうしても「議決事件」に追加する必要があるのです。そして、追加

することは法的に可能なのです。同法９６条第２項により、法定１５項目以外にも、

地方の実情や住民の要望に応じて、条例を設ける事によって議会が自由に議決事件

を追加できることになっています。従って、この条項を活用し、せめて以下の事項

ぐらいは議決事件に追加するべきだと思います。 

  ★基本構想に基づく基本計画・・・市町村の基本構想は、法定議決事件とされて 

いるが、その内容はきわめて抽象的で、具体策は基本計画（議決事件ではない）に 

示されることになっているため、議会や住民は町づくり全体の具体的計画に関与 

することができないのが現状です。ぜひ基本計画も議決事件に追加すべきです。 

  ★個別行政のマスタープラン・・・例えば、高齢者のためのゴールドプラン、都市 

計画のマスタープランなど、住民の生活に密接に関連する重要なものが多くあるが、 

これが条例案とか予算案として議会に出されてこない限り、議会は関与できません。 

これらのプランに住民の意思決定を反映させるためには、議決事件に追加し議会で 

の審議対象にしなければなりません。 

  ★公社の予算、決算、事業計画・・・従来より全国のあちこちで、第３セクターの 

＊＊開発公社とかの赤字が累積し、その穴埋めを市町村が余儀なくされるケースが 

少なからずあります。議会や住民の目が行き届きにくい、こういった公社などに 

ついては、議会がしっかり監視できる体制にしなければなりません。そのために、 

標記の事項については議決事件に追加する必要があります。 

★予算の「目（もく）」・・・これは、自治体の予算書における項目区分の内、一番 

小さい項目のことを指します。例示しましょう。 

  ６款  環境創造費 

    １項  環境総務費 

         １目  環境総務費 

         ２目  地籍調査費  といった具合です。 

  このうち、現在議会審議で議決科目とされているのは、「款（かん）」「項（こう）」

までであり、その下の「目」は単なる説明科目とされています。しかし、具体的な

政策内容を示しているのは「目」ですので、これを議決対象に加えて、議会による

実質的な内容チェックを可能にするべきです。 

（３）予算審議の充実と、修正動議の活用 

  税金の使われ方を決定する予算案に対しては、執行機関との十分な議論を住民に 

公開して行い、仮に増額修正であっても、積極的に修正権を活用すべきです。 

ただ、修正されるくらいなら執行機関側で事前に取り下げをし、修正した上で再び 

提出することも多い。これでは首長提出の議案についてどのような問題があるのか 
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（当初案がどうだったのか）、本会議の傍聴者には分からない。従って、修正動議 

を活用して本会議で十分審議し、その過程が住民に分かりやすいようにすべきです。 

そして、その会議録も公開すべきです。 

  （参考）過去には、予算修正は「首長の発案権を侵害する」とされていたが、１９７７年１０月３日 

の行政課長通達で、修正はOKとなった。 

（４）委員会の活性化 

  本議会が自由闊達な討論の場となるのが理想ですが、本会議に議案が上程される前

段階での委員会で実質的な審議が行われる場面が多いのが現状です。従って、委員

会のあり方、改善策等を考えることも大切です。 

  ★議員全員が参加した「予算決算常任委員会」設置・・・決算の結果をできるだけ

予算に反映させるため、予算と決算を一体的に審議できるように、全員参加型の 

「予算決算常任委員会」を設置する。（例：小松島市議会） 

  ★議会閉会中も委員会活動を認める・・・実質的な審議をすることが委員会本来の

任務であるので、議会審議を充実する観点から、本会議の閉会中でも委員会活動を

認めるべきです。 

  ★委員会審議記録の公開・・・委員会の審議記録の公開をしている議会は稀です。

ぜひ公開してほしい。また傍聴席にはそれを貸出してほしい。本会議では、委員長

報告と評決しかないので、実質的な審査過程がどうだったのかは、委員会の会議録

がないと分からないからです。 

  ★常任委員会の同時開催を避けよう・・・限られた期間の会期内では、往々にして

複数の常任委員会が同時に開催されます。しかし、これでは、住民や委員外の議員

は傍聴希望の委員会に参加できません。 

常任委員会の同時開催を回避する配慮が必要で、通年議会を導入することも一つの

方法です。北海道・福島町議会は、条例により議会の会期を通年としています。 

★福島県・美里町議会、通年特別委員会を導入・・・この委員会の名称は「行財政・

議会活性化調査特別委員会」と言い、委員長の招集でいつでも開会できて、議長を

除く全議員で構成、予算や決算を審議するほか、地震などの災害時に迅速な対応が

取れるようにしたものです。手続が煩雑な通年の本会議よりも、通年特別委員会の

方が機動的と判断し全会一致で可決しています。 

★所管事務調査を活発に・・・ 
  常任委員会や議院運営委員会には、地方自治法で、「議長から付託を受けた議案の審査」

と「所管する自治体の事務の調査」という二つの大きな役割がありますが、これまで

多くの議会では前者の議案の審査が中心に行われ、後者の所管事務調査はあまり行わ

れない状況にありました。しかし、後者は政策立案をその本来の目的としたもの（※）

で、委員会本来の機能や権限が十分に発揮できるものなので、もっと活用されるべき

です。 
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※ 調査の結果を協議して、委員会として行政に提案を行ったり、改善事項を指摘したりする。 
  この調査権を有効に活用するため、例えば、函館市議会では次のような運用ルール

を定めて実行しています。 
  ・所管事務調査については、その具体的な事項、目的および内容をあらかじめ議長

に通知する。 
  ・所管事務調査の結果については、委員会としての意見を付して本会議で報告して、

具体策につながるようにする。 
  上記の実施により、重要案件を効率的に審査できるようになるほか、所管事務調査

を通じて、委員会としての意思決定が可能になる。これにより、委員会本来の機能

が強化され、その権限を発揮することが出来る。そして、住民に対しても委員会の

役割を明確にすることが出来る。・・・と、その効果を議会ホームページで述べて

います。 
市勢発展に直接結びつく議会活動の一つのツールとして、活用したいものです。 
★会派の在り方を考える・・・実は、委員会に負託される前に、各会派で議案審議

が行われているが、ここでの議論は住民には見えず、決定事項は「会派の縛り」と

なり、委員会での自由な発言を抑えています。議会における自由闊達な討議を阻害

している「会派の在り方」を根本的に見直す必要があります。 
（５）事務事業の評価 

多摩市議会では、議会が独自に事務事業評価を実施しています。具体的に解説する

と、２００７年度の決算審査を、議長と監査委員を除く全議員で構成する決算特別

委員会において行いました。その審査の方法ですが、市の重点事業の中から２９の

事業を選びだし、（例えば「ごみ減量化推進事業」。前年は５０事業）質的な評価

（効率性、公平性、有効性、市民満足度など）と量的な評価（必要性、市民ニーズ

など）について、それぞれ０～４の５段階による点数評価、事業の「現状と今後の

方向性」についてのＡ，Ｂ，Ｃ評価を行い、加えて簡潔なコメントをそれぞれ会派

から出して貰い、一覧表にして、これを次年度の予算編成に連動させるべく、市長、

教育委員長に提出しています。 

もちろん、市当局も事務事業評価はきちんと実施していますが、このように市議会

が独自に評価を実施していることは、大いに参考にすべきだと思います。 

（６）ニッチ（隙間）部分の条例化 

  縦割り行政では見落されてきたニッチな部分についての条例化というのも、議会の

大切な役割です。環境分野についての基本条例を制定しようとする場合などが、 

これに該当するのではないでしょうか。その過程では、住民と十分な意見交換等を

する必要があり、民意反映の恰好な仕事だと思います。 
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（７）議会の開催日数の増加と、定例会の月例化 

 公開されている本会議の場で充実した質疑、討論がなされるためには、十分な会期 

を確保する必要があります。会期を長くすると、対応する職員の負担が増大すると 

の反論がありますが、「その場で即決」というような本会議運営をまずやめて、「明 

日以降、審議する」という弾力的な運営にすれば、配置する職員の数も抑えられ、 

準備時間も節約できます。 

併せて、所属していない常任委員会の傍聴、および委員外議員としての参加なども

認めて、委員会審議の活性化を図るべきです。 

通年議会（※）を導入する自治体も出現しつつあります。北海道白老町議会・福島

町議会、宮城県蔵王町議会、神奈川県開成町議会などでは、開会中に必要な審議が

終われば休会にし、必要に応じて議長の権限で再開できる、速やかな議会活動を実行

中です。 

※ 通年議会は、定例会を年１回として会期日数を長期化した議会運営を行うことです。議会の監視

機能の充実・強化を図り、議会が主導的・機動的に活動できます。 

（８）休日・夜間議会の開催 

  通常、本会議も委員会も平日の昼間に開会されているので、傍聴者は殆ど居ない。 

傍聴者を増やすためには、せめて会期中に１日か２日、本会議一般質問の日を夜間 

か土曜・休日にして欲しい。 

これが定着すれば、サラリーマンや主婦が立候補する道も開け、議会が身近な存在 

になります。 

因みに、ドイツでは、平日は１７時から、土日は９～１７時に開催されています。 

（９）議場の形式を再検討 

  多くの議会では、議員は、首長に対する質問や質疑を行う場合、執行機関席を脊に 

して、同僚議員の方を向いて発言しており、不自然でセレモニーの場である感を 

強めています。 

  双方が相手を互いに見据えて、かみ合った議論を進められるように、執行機関側を 

向いて、議員席の最前列に質問議員の発言席を設けるべきです。 

（10）議長・副議長選挙の改革 

  会津若松市議会では、正副議長選挙で、各候補が公約を発表する「所信表明会」を 

本会議で実施し、これを住民にも公開しています。会派や当選回数などによる選出 

を廃し透明性を確保するためです。 

住民本位の議会運営を実現するには、水面下で事前調整する方法を改めるべきです。 

議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する「議長」「副議長」の役割は 

大きいのです。尚、任期は３年～４年程度が適当です。 

（11）傍聴の改善 
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傍聴とは、「（傍）らで（聴）く」と書きますが、主役である住民の言葉としては

適切とは言えません。 

議会にお誘いし、来て頂ければ喜ぶ姿勢が議会側には求められます。 

「傍聴」を「参観」と改めては如何でしょうか？ 聴くだけでなく、議論の状況を

目で観ることも重要です。 

★傍聴者には、会議で使う資料を提供（あるいは貸与）する。 

必要最小限の資料がなければ、会議を傍聴していても「審議内容」を理解する事 

ができません。 

★傍聴者に発言の機会を設定する議会（議事録にも残す）もある。 

★委員会の傍聴席が少ない議会が大半を占めているのは残念です。 

★託児室を用意している議会もあります。（久喜市議会） 

★伊賀市議会では、一般質問で耳の不自由な人のための手話通訳を導入した。 

★一般質問の日程をポスターで知らせる。 
傍聴者を増やす方法として、多摩市議会では、一般質問の日程をポスターにして 

市内公共施設に貼りだしています。また、北海道栗山町でも、人が集まる場所に、 
一般質問の日程表を議員が手分けして貼っています。工夫とやる気さえあれば 

傍聴者を増やす方法があるということを実感できる例だと思います。 
 

４．議会・議員のパワーアップ 

（１）議員の活性化 

★議会で予算研究会を立ち上げ、首長に「予算教書」を送る・・・よく議員は予算

審議が不得手だ、予算書を読むことが苦手だ、と言います。これを克服するため、

議会（議員）も自ら勉強しながら「もう一つの予算編成」をして、首長に提案して

みたらどうでしょうか。自治体全体の業務を捉え直す機会にもなると思います。 

★議員研修の強化・・・研修方法にはいろいろあり、どこの議会でも実施している

はずですが、実のある研修にする工夫を凝らして欲しい。議員研修のスキルアップ

を図るいくつかのアイディアを紹介します。 

①北海道・福島町議会では「議員研修条例」を制定、その運用指針を示しています。 

因みに、議長への提出が義務付けられている「研修報告書」は公開されています。 

  ②「議員力検定」のすすめ・・・議会政治をはじめ、政治の仕組みを「検定」を通 

じて学んでもらうことを目的に、「有限責任事業組合議員力検定協会」が、議員力 

検定試験を実施しています。小学生から大人まで誰でも受験できますが、特に議員 

には“議会という仕組みを議員として使いこなしてゆく”力を養う意味で、トライ 
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してみることを勧めたい。③研修の講師は、著名人に囚われず、地元の学者、専門 

家を選ぶ。また、専門的知識を持った議員や執行機関の職員を講師にして、相互に 

研修する。④研修テーマは、地方自治、地方行財政、議会制度・運営、地方分権等 

の実務的テーマに絞る。⑤研修の講演終了時に、たっぷり質疑応答の時間を取る。 

講師との討論もよい。また、議員相互で講演に関し意見交換をすれば、研修効果も 

高まる。 

★２－（１０）に掲げた「質問評」のすすめ、も議員力を高める有力な手段となり 

ます。住民（傍聴者）が、議員による優れた質問を的確に見いだし、それらを評価 

してくれるので、議員も“自分磨き”に精が出るようになるというわけです。 

（２）一般質問の合評会 
  一般質問を毎議会、基本的にすべて聴いているのは、同僚議員です。優れたものにも、

酷いものにも、同じ議場の中で数多く接しています。自ずと議員たちの中には、一般

質問についての評価眼が磨かれてくる筈です。このせっかく磨かれた評価眼を活かさ

ない手はありません。これを、ここでは「一般質問の合評会」と呼ぶことにします。 
  その方法ですが、議会日程の中に「一般質問に対する議員同士の自由討議」の時間を

設けて（例えば、一般質問の最終日の最後の時間に設定することが考えられる）、一般

質問の問題点についての議論を議員同士で自由に行うのです。同僚議員からの忌憚の

ない批評や、もう一歩先へ進むためのアドバイスを受けることもあるでしょうし、あ

の追及の仕方は甘い、何を目指して質問していたのか目的をハッキリさせろ、など、

一般質問の鋭さを磨くような方向での議論が展開されることも想像されます。 
  このようにして、一般質問のレベルが向上すれば、自ずと、議案審議のレベルの向上

にもつながることが期待できると思います。 
（３）議会事務局の強化 

  地方分権の時代に入った現在、地方議会には、立法機能と監視機能を十分発揮 

してゆくことが求められています。そのためには、議会事務局の強化は避けて通れ

ません。その強化策に関する留意点を挙げます。 

①職員の執行機関からの「出向」のあり方は、非常に大きい問題です。議会の直接

採用あるいは複数議会の共同採用、現状での増員、執行機関との兼職職員の導入等

の対策が難しいとすれば、せめて「出向は短期で行うべきではない」「実務能力を

高めるための研修を充実する」ことをぜひ実現して欲しい。②議員（とくに小会派

議員）は、議会事務局を味方にして、的確な助言・助力を求めるべきです。 

③議長は、事務局職員の任免権を持っているのだから、他の部署と横並び（悪平等）

で要員の削減を受け入れないこと。④議会事務局員の研修では、長年事務局に在職

し退職した職員から、「生きた議会運営のコツ」、いわば秘伝、教訓を聴くべきです。

短期交代が多くなった現在こそ、こうした研修を通して、先輩の知恵と経験をもっ

と吸収すべきです。 
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強首長に対抗するためには、議会としては住民と緊張ある信頼関係を構築しつつ、

住民から預かっている正義ある議決権を行使する必要があります。夫々の自治体の実

情を踏まえ、目指すべき「議会のあり方」を明確にした展開が急がれます。先ず急ぐ

べき課題は、住民との協働による行政監視機能の強化です。 

 

＜第５章＞ おわりに   

先の都議選で、各局のアナウンサー及び新聞各紙が「与党の自民党は・・・」「与党

の自公は・・・」と繰り返し報道していたのをご存じですか？ 

｛与党｝行政を担当する政党。「行政府に与（くみ）する政党」であることに由来。 

    英語ではGovernment（政府）と称している。 

｛野党｝行政を担当していない政党。「政府から離れた在野の政党」であることに由来。 

    英語ではOpposition（反対党）と称している。 

そもそも与党・野党とは、国会が指名する内閣総理大臣が内閣を組織する、議院内閣

制（一元代表制）を採用している「国政」の場合に生まれるものであり、市議会など二

元代表制の地方議会には発生しない関係なのです。もちろん議員さん達はプロですから

「議員内閣制」「二元代表制」のことは当然ご存じの筈です。 

我々は国会を見慣れているため、地方議会においても与野党間の対立の構図を描いて

しまいがちです。しかしながら、地方議会では多数会派の議員集団が首長を選ぶわけで

はありません。行政を執行する首長と議員を、住民が別々の選挙で選ぶ二元代表制と 

呼ばれる制度になっています。首長と議会の意思が常に一致するとは限らず、それぞれ

独立した機関として協力しつつも緊張関係を保つことになります。首長を支援する立場

としての「与党的」議員集団、反対する立場としての「野党的」議員集団は存在します

が、議会全体としては行政を執行する首長をチェックする大きな責任があります。 

 

しかし、前述の都議選のような現象は、全国各地の議会でも起きているようです。  

例えば市長選にて、“責任与党”を自認する会派の市議が、堂々と現市長の応援演説を

行い、市民もさして抵抗感なくそれに耳を傾ける、という姿です。これは本当は困った

現象なのですが、我々市民が疑似的な議院内閣制の姿に疑問を持たなくなった要因には、

このような議員行動やメディアの正確さを欠く報道があります。 

首長の与党を自認する議員集団が、議会本来の役割を果たさずに首長を支え応援して

いる限り、住民の代表として確りと行政の監視が出来る筈がなく、強力な権限を持つ 

首長に擦り寄った方が得策だ、と考えているだけと思わざるを得ません。 

マスコミや議員が、我が国の「二元代表制」崩壊に加担しているのでは・・・と危惧

しています。 

日本の二元代表制は虚構であり、市長が強い権限を持つ「ストロングメイヤー制
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（Strong Mayor）」に対抗するのは困難なので「立法しない」議会に変身すべきと主張

する識者もおります。二元代表制を諦め、シティマネージャー制などに移行する選択肢

（※）もありそうです。 

※我々は、現行法で対応できる「手の届く現実的な提言」に絞り提案することにしました。地方自治法、

公職選挙法の改正を念頭においた提案は見送ることにしたのです。 

 民主党政策集＜INDEX2009>「分権改革」の中に、「地域のことを地域で決める地域主権を確立するため、

法律等の画一的な縛りを極力撤廃して、シティマネージャー制度の導入、地方議会定数や地方議員の

任期の変更など、地方が独自の判断で自治体や議会の仕組みを決められるようにします。」との記述も

あります。 

 また、この提案では「定数削減」「議員報酬」「費用弁償」等には言及しておりません。そして対象は 

 市区町村を主体としており、都道府県を念頭においていないこともお断りしておきます。 

 

そもそも、議会を無関心にさせた張本人は誰なのでしょうか。住民側にも問題がある

ことは否定しませんが、このような議会を作り出した「議会・議員」「首長・執行機関」

の責任も大きい筈です。これからは、住民が確りと参画出来る議会の実現を目指して、

議会・首長の両者が、善政競争で張り合って欲しいものです。巷では、議会不要論を 

持ち出す人々もおりますが、我々住民は不要論を言い出す前に「議会改革」のMovement

（動き）の後押しを行いたいものです。 

総務省では、町会・自治会、NPO、ボランティア組織、まちづくり団体、地元企業、

商店街等が連携した「多様な主体による、公共サービスの提供を包括的にマネジメント

する」“地域協働体”組織を各地に創設する動きもあるが、議会としても「議会報告会」

などで議員が地域に出向き、直接、議会活動を報告・説明し、情報提供するとともに、

議会活動に対する意見や提言を聴くことがたいへん重要となってきました。 

我々は「地域協働体」にも「議会報告会」にも積極的に参画、真の自治を構築するため

に一歩踏む出す必要があります。 

議会は多人数による合議制の機関として、首長は独任制の機関として、夫々の特性を

活かし住民の意思を行政に的確に反映させるのです。 

 

悪しき慣例が、行政サービスの低下を招いています。予算の大半を占める継続事業の

中には役目を終えた事業が含まれている可能性も高く、全事業をゼロベースでの見直し

（事業仕分け）が必要です。予算を決める「議会」活性化が急務なのです。住民が幸せ

に暮らせる地域社会を築くには「情報公開」「透明化」「市民参画」が必須です。お任せ

民主主義から脱皮、次の世代により良い議会を残すため、我々市民も気持ち良い汗を共

に流しましょう。 

 

議会が変われば（チェンジすれば）、社会（執行機関も住民も）が変わります。 
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これからは、何事につけ国の方針に従う「生活習慣」を止め、自主性の旺盛な自治体

に変身することが重要です。議会も基本的な理念を持ち、議会の顔が見える議会（議員

の顔が見えなくてもよい）に変革すべきなのです。 

地方議会改革の一助になればとの想いで纏めた提案です。忌憚のないご意見をお聞か

せ頂ければ幸いです。 

提案の取り纏めにあたり、数々の文献を参考にして、また、識者からの情報提供やア

ドバイスを頂戴しました。この場を借りて関係者に厚く御礼申し上げます。 
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＜備考＞ 

◆参考文献 

・市民と議員の条例づくり交流会議２００９資料（４月２６日、７月２５日・２６日） 

・議会改革白書（自治体議会改革フォーラム編） ・月刊ガバナンス 

・地域ガバナンスと地方議会（聖学院大学総合研究所 都市経営研究会） 

・滋賀大学NPM研究会 ・地方制度調査会の答申 ・関東弁護士連合会シンポジウム  

◆ワーキンググループ定例（臨時）会議 

２００９年｛１月１０日、２月２日、３月７日、４月１１日、６月１１日、７月１１日 

８月８日、９月１２日、１０月１０日、１０月２２日、１１月２４日｝ 

◆いしん埼玉市民の会“会報”「地方議会コーナー」２００９年２月～毎月掲載 

２００９年２月：議会の傍聴について 

３月：二元代表制と住民参加について 

４月：議会報告会について 

５月：夜間・休日の議会開催について 

６月：地方議会議員の意識改革 

７月：「よい三角関係」って何のこと？ 

８月：市議会に、与野党は存在しない 

９月：議員力検定とは？ 

１０月：政権交代と地方議会・議員のあり方 

１１月：トップランナー 

１２月：なぜ、議会基本条例か 

◆会議・イベント等 

２月 ７日：所沢市議会「議会基本条例」ミニシンポジウム 

３月１１日：市民講演会「市民自治と首長の役割」（福嶋浩彦氏） 

４月１８日：「地域ガバナンスを問う･･･分権、自治、議会を考える」シンポジウム 

２６日：市民と議員の条例づくり交流会議 

６月１９日：「議会基本条例を考える会」設立総会 

７月１３日：和光市議会議員研修会「議会改革の課題と基本条例の意義」 

２５日：市民と議員の条例づくり交流会議（１日目） 

   ２６日：市民と議員の条例づくり交流会議（２日目） 

９月１２日：識者を招いた研修会 

１０月 ９日：さいたま市オープン議会 

３１日：女性市議との対話集会 

＜いしん埼玉市民の会＞ 

２０１０年１月１日 

以下余白 
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