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地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体のののの議会改革議会改革議会改革議会改革にににに対対対対するするするする提案提案提案提案    

～～～～～～～～～～～～市民市民市民市民のののの議会議会議会議会をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！！！！～～～～～～～～～～～～    

＜＜＜＜第第第第１１１１章章章章＞＞＞＞        はじめにはじめにはじめにはじめに    

いしん埼玉市民の会では、２００９年度「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）」を取り纏め、会員の皆様へお送りさせて頂きましたが、今年度も

第２弾を発行する運びとなりました。 

 

◎２０１０年度の提案ポイントは“議会改革議会改革議会改革議会改革のののの成否成否成否成否はははは、、、、我我我我々々々々市民市民市民市民にありにありにありにあり”です。 

 

議会改革は議員が行うものであり、我々市民には関係ないと考えている方々が大半を

占めていると思われますが、果たしてそうなのでしょうか？ 

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たと確信しています。 

 

一方、首長をトップに据えた執行機関（市役所など）は、政策立案過程の節目で市民参

加を募り、条例や施策に民意を反映する傾向が顕著になってきました。 

しかし、条例や施策は、議会の議決や承認がなければ成立せず、そこには執行機関主導

の市民参加とは異なる民意の存在があります。それは選挙を経て選出された議員による議

会が考える民意です。この２つの民意の調整が必要なのです。 

つまり、議会への市民参加は特別なことではなく、実は議会議会議会議会にににに市民市民市民市民がががが参加参加参加参加することはすることはすることはすることは当当当当

たりたりたりたり前前前前のことのことのことのことなのです。以下に述べるように、市民参加は自治の仕組みとして既に取り入

れられている訳であり、正々堂々と参加をすれば良いことになります。 

 

◇◇◇◇国会議員は全国民を代表します（＝白紙委任）が、地方議員は市民の代表ではありま

せん。市民市民市民市民はははは議員議員議員議員にににに白紙委任白紙委任白紙委任白紙委任しているわけではしているわけではしているわけではしているわけではないないないないのです。 

ところが、任期中は白紙委任されたと勘違いしている議員が多いのは困ったことです。

市民は議会を解散させることも、議員を辞職させることも可能で、これは国政にはない

制度です。 

 

◇◇◇◇議会は、議決機関であると同時に、「議事議事議事議事（（（（会合会合会合会合してしてしてして相談相談相談相談することすることすることすること））））機関機関機関機関」としての

機能も有することは憲法９３条で明示されています。しかし、議員も市民もこの点をあ

まり認識していなかったように思われます。首長・議会とも、市民市民市民市民とととと対話対話対話対話＝＝＝＝議事議事議事議事＝＝＝＝市民市民市民市民

参加参加参加参加したうえでしたうえでしたうえでしたうえで意思決定意思決定意思決定意思決定されるべきされるべきされるべきされるべきなのです。地方自治の土台は直接民主制であるとも

言われている所以です。 

議会議会議会議会とのとのとのとの対話対話対話対話はははは、、、、正式正式正式正式のののの場場場場（（（（議場議場議場議場などなどなどなど））））でででで、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人ではなくではなくではなくではなく組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての議会議会議会議会（（（（いいいい
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わばわばわばわば議会議会議会議会チームチームチームチーム））））とととと、、、、不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの市民市民市民市民とのとのとのとの間間間間でででで行行行行われることがわれることがわれることがわれることが望望望望ましいましいましいましいのです。 

こうして、議会本来の役割である多様な民意の汲み上げが可能となるわけです。 

これまでに述べた制度・仕組みを背景に、その気にさえなれば、市民は対話を通じて（市

民参加）“開かれた議会”“議会の見える化”の実現に直接寄与することが出来るのです。 

 

◇◇◇◇我々が納めた税金の使い道を議事し決議する議会が活性化することは、我々の日常生

活の向上に直結するのだという意味で、議会改革は我々市民に大いに関係あるものだと

いえましょう。前回の提案では、我々市民も、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と述べました。議会改革の差が行政サービス

の格差に繋がる可能性は極めて高く、停滞している議会を黙って見過ごす訳には参りま

せん。我々市民はもう一歩前に踏み出して行動する必要がありそうです。 

全国各地では市民が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、真の議会改革を達成したいものです。 

 

＜＜＜＜第第第第２２２２章章章章＞＞＞＞        市民参加市民参加市民参加市民参加をををを期待期待期待期待するするするする動動動動ききききがががが高高高高まるまるまるまる    

１ 議会基本条例を制定する自治体が急増    

  議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定するするするする自治自治自治自治体体体体がががが急増急増急増急増しししし、、、、２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日現在日現在日現在日現在でででで、、、、１２８１２８１２８１２８

条例条例条例条例にににに上上上上っていますっていますっていますっています。。。。議会は、その責任において市民参加の手立ての整備を急がねば

ならぬとの自覚が拡がり、議会基本条例を柱にした市民参加が定着しつつあります。 

  つまり、住民に分かり易く明確に市民参加の仕組みを議会基本条例の中で謳う議会

が続々と登場してきたのです。 

 

２ 東京財団モデルの浸透 

  東京財団では、議会と市民の関係強化に重点を置いた必須３項目を定め、「議会基

本条例東京財団モデル」と名付けました。それは「議会報告会」「請願・陳情者の意

見陳述」「議員間の自由討議」であり、最低限この３つを議会基本条例の仕組みとし

て整備することを議会に求めてきたが、拡がりを見せています。 

 

【【【【議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会】】】】    

  議会が、定例議会終了後など定期的に、予算や条例など議決事項や討議結果を市民

に報告することが議会報告会の主たる目的です。議会はその決定を市民に分かり易く

説明することで議決責任を果たしたと言えます。首長提案の議案でも、議会としては

「この内容で決めて良かった」ということを説明する責務があるのです。 

  前半は報告ですが、後半は市民からの質疑を受け、意見交換をすることになります。

議会主催の報告会であるが、開催地域の市民組織（町会・自治会・NPO など）も活用、



3 

 

対面ではない車座方式の導入など知恵を絞ることで、緊張感ある実りある会議が実現

できます。 

【【【【請願請願請願請願・・・・陳情者陳情者陳情者陳情者のののの意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述】】】】    

  請願・陳情者の「意見陳述」は、一部に実施している議会もあるが、市民に浸透し

ているとは言い難く、市民の議会への参加する権利として条例に明記することが重要

です。請願や陳情内容を文章で十分に説明できない市民の存在が想定されますが、意

見陳述では、請願・陳情者の表情や声からも切実さを訴えることが可能となります。 

市民が議会で請願・陳情内容や背景、狙い、真意を口頭で説明することは、提出者

としての満足度を満たすだけでなく、議会が適切な処理を行う上でも大切です。 

 （※請願や陳情は、市民が直接市政に参加できる手段であり権利です。自治体議員が

請願内容に賛意を表し、紹介議員となったものを請願書と言い、陳情書は紹介議員が

不要です。） 

【【【【議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議】】】】    

  議会が自治体の意志決定組織として市民に向き合うため、議員間の自由討議が不可

欠です。相手が執行機関だけに偏った議会審議では、議会の意志決定過程が不明瞭と

なります。議会は議事機関でもあり、自治体の意志決定がどんな議論の過程で結論に

到達したかが本質的な問題です。議員間の熱い自由討議を繰り返すことで議論の質の

向上と議会の政策立案能力が高まる筈です。 

我々市民は、議員間の自由討議に耳を傾けることで、問題の核心に迫ることができ、

執行機関からの情報だけでなく多面的な視点から自治への参加が可能となります。 

 

３ 議会への参画を奨励する規則 

  北海道・福島町議会では、２００９年４月に「福島町議会への参画を奨励する規則」

を施行していますが、その一部を紹介します。 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【第２条】 「傍聴」(以下「参画」という。)とは、前条に規定する基本条例の理念・

原則に基づき、会議においてその議論等を一方的に聴くだけではなく、議長の許可を受

けて討議に参加することを言う。 

 【第３条】 議会は、町民自治を基礎とする町民の代表機関であることから、町民参加

の大事な場としてとらえ、参画者を積極的に受け入れ、その意見等を聴く機会などを設

けなければならない。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

傍らで聴くと書く「傍聴」を、「参画」と読み替え、市民の議会への参画を奨励してい

るのです。 
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４ さいたま市議会の議会改革 

  さいたま市議会は、２０１０年４月から議会基本条例を施行、その後も着実に議会改

革を進めています。 

 ◆２０１０年６月１１日付の埼玉新聞の紙上（全面特集）において“「議会改革」に向け

行動する「さいたま市議会」”と宣言しています。６つの常任委員会が、独自のテーマを

定め調査・研究を行っている紹介と共に、議長が議会の傍聴を呼び掛けています。 

 ◆予算審議の「分かり易い、見える化」に取り組んでいます。２００９年２月定例会の

予算審議はインターネット中継され、家にいながら審議内容が確認できました。全ての

定例会における予算委員会審議の録画配信の検討も進んでいます。 

 ◆「標準市議会傍聴規則」をベースに地方議会は規則を作っています。この中に「児童

及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。但し、議長の許可を得た場合は、この限

りではない」と言う条項があります。さいたま市議会は、この条項を撤廃、気軽に傍聴

できる仕組みに変えました。児童や乳幼児が騒いだら、その時に一時的に退場勧告すれ

ば済む話です。 

 

５ 所沢市議会の議会改革 

  ２０１０年４月４日の日経新聞に、全国の市区議会を対象にした「議会の透明性・改

善度」が掲載されています。全国８位（埼玉県内第１位）にランクされた所沢市議会が

着実に改革を進めています。 

 ◆２００９年４月に議会基本条例を施行、今年度から議会報告会が実施され、報告会に

おける市民の意見も集められ検討されています。一問一答方式の導入により傍聴が面白

くなったとの市民の声も数多く寄せられています。 

 ◆３５名の市民が提出した「傍聴者への議案資料の提供を願う請願」も２０１０年７月

１日の本会議で全議員賛成のもとに採択されています。 

 

６ 多摩市議会の議会改革 

  東京都内で初めて「議会基本条例」を制定した多摩市議会は“もっと、よく見えて分

かり易く！”をテーマに実践的改革を進めています。その１つが「市民の発言を認め、

議事録に残すこと」です。第６条（市民からの政策提案等）３項に、「委員長は、委員会

に諮り、必要に応じて、市民の発言を許可することができます。」と明記されています。 

議会として、市民の政策提案を積極的に承る姿勢が見えます。「断片的な話であっても、

政策に作り上げていく」と、議会改革特別委員長は力強く訴えています。 
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７ 議会事務局の新しい役割 

  議会改革のポイントは、議員の「強い志」が重要ですが、議員を支える「議会事務局」

の役割も大切です。議会事務局には「事務局職員の人事」「議会予算」「事務局職員の意

識」の３つの課題があると言われてきましたが、議会基本条例で「議会事務局の機能強

化」「組織体制の整備」など法的根拠を定める議会も出現、議会事務局は市民と議会を繋

ぐ架け橋だとの自覚が芽生えつつあります。住民に開かれた議会を目指して、「情報発信」

「住民情報収集」「住民窓口」の役割を果たそうとの動きです。住民に良質なサービスを

提供しようとする職員が増えることで、市民参加の機会は格段にアップします。 

 

＜＜＜＜第第第第３３３３章章章章＞＞＞＞        市民活動市民活動市民活動市民活動のののの事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介    

首都圏で活動している幾つかの市民団体を紹介致します。それぞれの手法は違っても、

二元代表制に相応しい開かれた議会を実現する目的は同じです。 

 

１１１１    傍聴席傍聴席傍聴席傍聴席（（（（所沢所沢所沢所沢市市市市のののの市民市民市民市民グループグループグループグループ））））    

  “議会が変わってきた”と、所沢市議会を傍聴している市民グループ「傍聴席」のメ

ンバーが実感しています。委員会を傍聴すると参考資料が配布され、審議の合間に意見

を述べることが出来るのです。議会だよりへの賛否一覧表の掲載、傍聴者への資料提供

の徹底も、「傍聴席」の請願により実現したものです。 

  「傍聴席」は、所沢市民大学の受講生で０８年に結成されています。市民大学で地方

自治を学ぶ中、議会に対する疑問が募りました。「議会は市の決め事の全てに関わってい

るのに、何をしているのかが見えない。選挙の時の判断材料も乏しい。」議会傍聴の感想

などを月例会やブログで発表し合ってきました。変化は、議会側の改革姿勢と市民の議

会ウォッチが連動して生まれました。０８年議会基本条例に関する特別委員会が設けら

れたのが発端で、「傍聴席」のメンバーは毎回欠かさず通って耳を傾けました。回を重ね

るにつれ、議員との距離が縮まりお互いに声を掛け合うようになってきました。 

メンバーが公聴会に公述人として参加、市民と議会との意見交換の場を確実に作るよ

うに注文、議会側にも市民との連携を模索する人がいました。特別委員会の委員長は、

ある日審議中に休憩を宣言し、傍聴者に意見を求めたことが、一方通行だった傍聴を双

方向に変えたのです。傍聴規則の改正や傍聴席の改造などに着目、次の行動も開始しつ

つあります。 

  “所沢をいい街にするのは議会が確りしないと駄目だ。市民もソッポを向いたままで

はいけない”「傍聴席」のメンバーは議会との対話に可能性を見いだし、新しい住民自治

の扉を開けようと頑張っています。 
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２２２２    相模原市議会相模原市議会相模原市議会相模原市議会をよくするをよくするをよくするをよくする会会会会    

  居眠りや私語、中身のない質問に腹を据えかねて始めた議会の傍聴が、議員の「通信

簿」という形で結実しました。相模原市の市民グループ「相模原市議会をよくする会」

は、９９年から議会の傍聴を続けています。メンバーが分担して本会議や委員会を傍聴、

年４回の定例会が終わる度に「ザ・ギャラリー（傍聴席）」を発行し議論の中身を紹介し

たり議会運営の問題点を指摘したりしています。 

０３年春の統一地方選直前「相模原市議の通信簿」と題する臨時特集号を発行しまし

た。全議員について、４年前の市議選で掲げた公約実現の取り組みや議場での態度、質

問等を評価し、ランクやコメントを付けました。「発言内容は地元誘導お願い型」などの

人物評も見える仕組みです。住民の反響は大きく「投票の参考にする」という感謝の声

が相次ぎました。議会からは「選挙妨害だ」「訴える」「評価が不公平」など猛反発を受

けましたが、居眠りや私語は激減、質問者名や議案の賛否が公開され成果が上がってい

るようです。０７年の統一地方選前に２回目の通信簿を出し、議員にとってはこの会を

無視できない存在になったことは間違いありません。Ａ代表は、市民が議員の通信簿し

か関心を示さないことが気になっており「議会を変えられるのは有権者の自分達だと知

って欲しい」という想いが募っています。期待ともどかしさを抱えながら、１１年の統

一地方選に向けた３回目の通信簿づくりを進めています。 

 

｛参考｝ 

Ａ代表は、現在の議会は３重苦を抱えていると問題点を指摘しています。 

◆見ざる ：社会の現実を見ない。予算・決算・議案書を見ない 

◆聞かざる：市民の声を聞かない。請願・陳情書に耳を貸さない。 

◆言わざる：行政に言うべきことを言わない。議員同士が議論しない。 

 

３３３３    川崎市議会川崎市議会川崎市議会川崎市議会をををを語語語語るるるる会会会会    

  川崎市議会は０９年政令市の議会で最も早く議会基本条例をつくりましたが、「市民に

開かれた議会」を基本理念に掲げた条例の策定プロセスが、市民に公開されることはあ

りませんでした。そして「議会報告会」「請願・陳情者の意見陳述」「議員間の自由討議」

の義務化が欠落しているニセ条例だったのです。 

  採決で異議を唱えた議員は１人のみ、「議会にその気がないなら私達がやる」とニセ条

例を修正し、議会を変えようと「川崎市議会を語る会」が結成されました。語る会は、

川崎市の全７区に置かれた市民組織「議員と語る会」の集合体で、各区では区民と議員

のフロアミーティングを主催しています。５月中旬の議会運営委員会で、語る会提出の

「説明資料の傍聴者への配布と議会ホームページへの掲載」を求める陳情が審査されま

したが、採択されず継続審査となりました。語る会のＹ代表は、市民の投げ掛けを受け

止めようとしない議会のありのままを伝え、大勢の人に考えて貰いたいと、市民による
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川崎市議会報告の刊行を始めました。定例会の度に、議員が何を質問し、執行機関がど

う答えたかを詳細に分析するのです。来春の統一地方選に向けて「市民による川崎市議

会白書」も発行しました。多摩区の市民が始めた「議員と語る」取り組みは、１５年が

経って「議会と語る」試みへと成長しています。名称の変化が市民意識の進化を物語っ

ていると仙台の地方プレス紙（河北新報）では報じています。 

 

４４４４    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを考考考考えるえるえるえる会会会会（（（（川口市川口市川口市川口市のののの市民団体市民団体市民団体市民団体））））    

  川口市議会の各会派や議会事務局と意見交換会を実施している市民団体が、「議会基本

条例を考える会」です。０９年に設立された市民団体のルーツは、川口市自治基本条例

です。自治基本条例策定委員会が立ち上がる前に、「自治基本条例を考える会」を結成、

この時のメンバーや傍聴者が中核を担っています。 

川口市は過去３代に亘る市長が４期以上を務め、従来から保守が非常に強い自治体で

す。０５年に「開かれた議会をめざす会」が発表した“議会活性化アンケート”で川口

市議会は埼玉県内最下位と評価されました。 

  同会では、先ず「お互いのことを知ることから始めよう」と議会との意見交換をスタ

ートさせ、直ぐにでも出来そうな議会改革を１月に議長宛に要望書として提出していま

す。要望事項は「議会改革小委員会」で審議されて、幾つかの要望が実現しています。

引き続き、１０月には「重要事項」を絞り込んだ第２弾の要望書を提出しています。 

  川口市議会に留まらず、ホームページやブログで全国に向けて積極的に情報発信して

いるのもこの団体の特徴です。出来ることを、出来る範囲で地道に取り組んでいると関

係者は語っていますが、「議会改革の講演会」「市議会をテーマにした無作為抽出市民に

よる市民討議会」の企画なども検討中です。 

 

＜＜＜＜第第第第４４４４章章章章＞＞＞＞        我我我我々々々々市民市民市民市民はははは何何何何をををを為為為為すべきなのかすべきなのかすべきなのかすべきなのか･････先先先先ずはずはずはずは、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴することですすることですすることですすることです････････････････    

２０００年の地方分権一括法施行以来、全国的に地方分権の理解が拡がっています。 

自己決定、自己責任の考え方に基づき、自治体は夫々の思い描くまちづくりが出来るよう

になりました。しかし、まちづくりは、国や自治体に任せておいて、市民は税や保険料な

どの負担をするだけで出来るものではなく、守っていけるものでもありません。 

幸せに暮らせる地域社会を築くには、平素から身近なまちづくりを市民一人ひとりが自 

立し、力を合わせて取り組むことが必要です。 

最近、「市民と行政の間にお互いの声が届き難い」「市民ニーズの多様化などで公共の範

囲が拡大」「景気の悪化で財政事情が厳しい」「行政への不信感から体質改善を求める声が 

強まる」「町会など従来のコミュニティ組織が高齢化などで弱体」などの傾向が高まりつつ 

あります。 

このため、市民と行政が、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、共通目的を達成す

る為に協力して活動する動き“協働”が注目を集めています。協働は、市民と行政（執行
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機関）だけでなく、もう１つの柱である議会と市民との協働も大事なのですが、これ迄は、

軽視されてきたのが現実の姿です。市民参加を期待する動きが高まってきた今、我々市民

（主権者）が立ち上がる時が熟したと考えます。 

 

 

１１１１    先先先先ずはずはずはずは、、、、議会議会議会議会をををを傍聴傍聴傍聴傍聴することですすることですすることですすることです    

（１） 第３章で紹介した市民活動団体の殆どが「傍聴」を重視した活動を行っています。

傍聴することで、地方自治体の議会が抱える問題点が必ず見えてくる筈です。“議会

改革の成否は、我々市民にあり”と考えていますが、最初の一歩は「傍聴」から始

まります。 

 

（２） 傍聴して感じた疑問は、早めに身近な議員（事務局でも可）に聞いて貰うことです。

場合によっては、何かの便の時に役所の担当部門に訊ねることでも宜しいでしょう。 

自治は、与えられるものではなく、自分たちでつくり上げていくものです。市民が

動けば動いた分だけ、間違いなく改革が進みます。 

 

（３） 改革は、慣例を破ることから始まります。傍聴して、これは悪い慣習だなと感じた

ことがあれば、出来るだけ早く関係者（議会、執行機関）に会って改革の提案をさ

れることが肝要です。 

 

（４） 一般質問以外の常任委員会（福祉、環境、総務、経済、文教、建設など）の傍聴も

出来ますが、先ずは一般質問の傍聴からスタートされることを推奨します。 

機能していれば、本当に面白いのは「常任委員会」ですが、残念ながらいまだに多

くの議会では議員間での自由討議が行われておらず、粛々と議案が処理されている

だけなのが現状です。 

 

（５） ＣＡＴＶやインターネットで一般質問を放映する議会も増えてきたので、時間的・

地理的な事情で議場に足を運べない方は、これらのツールを活用して傍聴観戦する

ことも出来ます。 

幸せに暮らせる地域社会を築くには議会を知ることが第１と考え、ご自身の目で確りと

確かめ次の行動を起こすことが、行政サービスの向上に繋がっていく筈です。 

 

２２２２    次次次次にににに、、、、身近身近身近身近なななな議員議員議員議員とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うううう    

  市民も議員もお互いに相手のことを殆ど知りません。一度、身近な議員（市議、町議

など）と意見交換する努力をしてみませんか？忙しいと言われる議員活動の“見える化”

が実現出来る可能性があります。 



9 

 

  憲法第１５条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」

とありますが、公務員の中には当然ながら自治体の議員も含まれます。身近な議員を探

しだし堂々と意見交換する機会を設けることを提案します。出来るだけ多くの議員と面

談出来るように努力してみましょう。議員と会って議会の在り方について議論すること

でも良いと思います。 

  市民との議論を重ねることで、議員力も高まり議会が組織として力をつけ、首長側と

の望ましい善政競争の高まりが期待されます。 

 議員が、住民からの苦情・相談を個別に非公式な行政への働きかけによって解決する

ことに終始しているだけでは「すぐやる課の受付窓口」に過ぎません。 

議会という機関は、自治体全体の重要な意思決定権を住民から委ねられた立場にある

のです。個別の問題を地域全体の政策レベルにまで引き上げて解決へもってゆくことが

本来の姿です。議員との対話を深めていく中で議員を育てていくのも市民の役割でしょ

う。 

 

３３３３    更更更更にににに、、、、市民市民市民市民がががが「「「「塊塊塊塊」」」」となってとなってとなってとなって動動動動くくくく    

  １人での市民活動は微力ですが、同じ想いを持つ仲間と集い「塊」となって動くこと

で市民力は大幅に向上します。１人よりも２人、２人よりも３人、人それぞれの考えは

多少違っていても、幸せに暮らせる街をつくりたいと言う想いは同じです。 

  “小異を捨て大同につく”心の広い考えで市民活動を始めるグループが増えることで、

議会改革は着実に進みます。 

  議会もこれまでは議員あるいは会派としての活動が中心でしたが、議会組織としての

議会報告会を開催するなど「塊」として動くように変化しつつあります。 

 我々市民も１人ではなく複数（グループ）、つまり「塊」として行動すべき時が到来し

たようです。 

  市民の声を市政に反映させる方法として請願や陳情がありますが、これらの行動も個

人より団体の方が効果的であるのは確かです。請願・陳情について市民が説明すること

を保証する議会も出始めました。 

 

以上３つの提案には「何でそこまでやる必要があるのか」「違和感を覚える」「ハー 

ドルが高い」など、色々なご意見もあることでしょう。日々の生活を送るだけで精一杯

であり、とてもそんな余裕がないとお叱りを受けることも覚悟しています。  

無理をなさらずに、出来ることを、出来る範囲でやればよいことなのです。先ずは地元

議会に関心を持つことが大切なのです。議会改革の格差が市民サービスの格差に繋がる

ことは必然です。ですから、地元が抱えているリスク（問題）は議会や行政との協働に

よって早めに取り除いておくべきなのです。 
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＜＜＜＜第第第第５５５５章章章章＞＞＞＞    おわりにおわりにおわりにおわりに････････････････････市民市民市民市民はははは議会議会議会議会とととと「「「「どうどうどうどう向向向向きききき合合合合ううううかかかか」」」」考考考考ええええようようようよう････････････････    

 地方議会の活性化については関心の薄い方々も、大阪府・橋下知事や名古屋市・河村

市長が一石を投じた動きには注目されています。ご両人が主張している全く異なる２つ

の議会軽視論を紹介します。 

１つは橋下知事の「議会内閣制」であり、もう１つは河村市長の「ボランティア議会」

（議員報酬の大幅削減）です。一方は執行まで議員が責任を持てという話、もう１つは

議員はボランティアでいいんだという考え方で、首長がやることに議会は邪魔をするな

と聞こえてしまいます。 

６０年以上も前に制定された全国一律の地方自治制度には問題もあり、住民が複数の

制度から選択できる方向は賛成ですが、憲法が想定している二元代表制の枠内に留まる

べきで、そこからはみ出すとなれば憲法改正をしなければならず（相当な時間がかかる

ことが予想される）現実的な対応とは言えないような気がします。 

全国的に地方議会の改革が進展しつつあり、多くの議会が議会基本条例を定め、自分

達の責務や役割を明確にして開かれた議会の実現に向け努力を始めています。二元代表

制の下で確りと改革に取り組むことが先決とするのが適切な考えでしょう。 

一方、議会の有力議員が副市長、部局長として執行機関に入っていくこと（いわゆる

議会内閣制）は、二元代表制とは言えず、首長の部下になった議員が所属する議会が執

行機関の監視が務まるとは思えません。 

憲法が想定している首長と議会の緊張ある関係の実現も期待できなくなりそうです。 

橋下知事や河村市長が立ち上げた地域政党は、知事与党、市長与党であり、首長が議会

に手を突っ込んで与党会派を作っていくのは禁じ手との批判もあります。 

なお前記の２人以外にも議会を軽視する行動をとる首長が増えてきたのは、地方議会

改革の推進にとっては逆に歓迎すべき現象だと捉えられるかも知れません。これに対し

危機感を持った議会が「議会の在り方」を真剣に議論するキッカケづくりに繋がってい

くことは間違いなさそうです。この意味で名古屋市議会の「市民３分間演説」などは副

産物と言えそうです。 

 

我々市民も、この機会に「市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって議議議議会会会会とはとはとはとは何何何何かかかか」を考える良いチャンスと前向

きに捉え行動すべきです。首長と対立する議会に味方するメディアが少ないのが少し気

になりますが、報道に流されずに市民目線で正義を追い続けたいものです。 

司法にも裁判員制度が導入され、検察審査会の運営にも市民の直接的関与が拡大した現

在、地方議会だけが市民の政治参加から取り残されています。議会にとって市民参加は

大前提であり、その仕組みを整備することが急務であるとの認識を各主体（市民・議会・

執行機関）が共有すべきでしょう。議会議会議会議会がががが市民市民市民市民とどうとどうとどうとどう向向向向きききき合合合合うのかうのかうのかうのかと言う本質の議論を

しなければ、議会・市民の双方にとって不幸な結果に終わってしまいます。 

議員は議会に属する組織人として、市民は自治を日常的に担う主権者として立ち上がら
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ねばなりません。来るべき１１年春の統一地方選においては、候補者の「志」を見極め、

優れた人材を送り出すことを真剣に検討したいものです。無責任な議員を選出すれば

我々市民に被害が及ぶことを確りと認識し、選挙行動をとりましょう。 

 最後に、自他共に認める議会改革のトップランナー「三重県議会」の事例を紹介して

おきます。 

同議会では議員の大半が概ね国政政党のラインに沿った会派に所属していますが、政

策討論の場では全会派の代表が集い議員間で政策について調査・検討、議論を重ねた上

で、全会一致で政策提言を纏めています。議決権を持っている議会が全体で一致するこ

とによって、県政の政策に影響力を確保する取り組みが定着しているのです。 

議会で全会派が一致する合意をつくることが議会の力に繋がるという認識が、会派・

政党の違いを超えて、議員間で共有されてきました。会派は文字通り政策活動の単位と

して、議会における議員間の討議の基礎となり、議会の政策形成能力を支えています。 

会派が議会の力を損なっている議会が多い中、このように会派が議会の力を高めている

議会もあるのです。 

 

我々「地方議会ＷＧ」のメンバーは、これからも皆様の行動に役立つ情報を発信して

行きたいと考えております。本提案に対しての率直なご意見、ご感想をお寄せ頂ければ

嬉しく思います。 

 

 

＜補足＞ 

第２弾の提案書を作成するにあたり、当初は「せめてこれだけは」と言う議会改革の

ポイントを絞り込み、これに優先順位をつけて、コンパクトに纏める予定でおりました。 

しかし、“まちは皆でつくるもの”議会改革の成否には我々市民（主権者）も重要な役

割を担っているのでは？と気づき、第２弾は我々市民が行動する場合に必要な情報に的

を絞って提供・提案することに変更しました。悪しからずご了承賜りますようお願い申

し上げます。 

 

 

＜いしん埼玉市民の会＞ 

２０１０年１２月 

 

 


