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議会改革に関するこれまでの議論

全員参加の予算・決算常任委員会の設置

本会議や委員会の傍聴者に資料を配布

全員協議会開催を毎月定例化

１日１常任委員会の開催 理事者の反問権の付議

総括質疑・一般質問、発言時間の見直し

議会基本条例の制定

議運の全会一致の原則を民主的採決に

総括質疑・一般質問について １回目は登壇、２回目以降は自席にする

全員協議会の位置づけを明確化

委員会議事録の作成

陳情、請願の取扱いの見直し

議長・副議長の任期を改正
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全員参加の予算・決算常任委員会の設置

本会議や委員会の傍聴者に資料を配布

全員協議会開催を毎月定例化

１日１常任委員会の開催 理事者の反問権の付議

総括質疑・一般質問、発言時間の見直し

議会基本条例の制定

議運の全会一致の原則を民主的採決に

総括質疑・一般質問について １回目は登壇、２回目以降は自席にする

全員協議会の位置づけを明確化

委員会議事録の作成

陳情、請願の取扱いの見直し

議長・副議長の任期を改正

各会派の考えが噛み合わず改革議論が進展しない

議会改革に特化した議論の時間が十分取れない

議会改革に関するこれまでの議論
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『議会改革調査検討会』の設置

『議会運営委員会』の下に任意組織として『議会改革

調査検討会』を設置

議会改革に特化した議論を進める

提言を『議会運営委員会』に示す
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『議会改革調査検討会』の出発点

これまでと同じ議論のやり方では結果も同じ

『議会改革調査検討会』として共通認識を持つ

議会のあるべき姿を考える



7

地方議会における世論と動向

■ 朝日新聞／議会改革・首長提案議案〔議会の在り方〕 ■

「３ない議会」という言葉がある。「丸呑み」「非公開」「無提案」の議会のことをいう

そうだ。俎上（そじょう）に上がったのが宇都宮市である。議員の本会議での質問は

2回までと制限している。理由は「議会の円滑な運営のため」だと言う。4年前に申し

合わせで明文化したそうだ。この間市長が提案した議案は715本すべてそのまま通

している。議会には7会派があるが政策条例を提案した議員は一人もいない。議会

広報には議会の採決について議員の賛否は勿論会派の賛否すら載せていない。

■ 東奥（とうおう）日報 〔社説〕■

議会改革といえば定数や報酬の削減が前面に出がちだ。多くの住民も望んでいる

ようだが、それは議会が住民の期待に応えていないか、住民に活動を伝える努力

を怠っているからではないか。財政を考えれば、どちらも少ない方がいいが、議会の

あるべき姿を考えたうえで議論するのが筋だ。

■ 東京財団「地方自治体のガバナンス研究」政策提言 ■

提言１：そもそも「議員とは何か？」とういことを議員も住民もゼロから考えよう。

提言２：まずは、議会の権能を最大限活用しよう。

提言３：自治の制度は、地方自治体が選択できるようにしよう。
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地方議会における世論と動向
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地方議会における世論と動向

全国議会基本条例制定状況 （2011年03月08日更新、168条例）

�2006年可決自治体数３（１県、２町）

北海道栗山町、神奈川県湯河原町、三重県

�2007年可決自治体数９（６市、３町）

（2007年までに可決した自治体は、１県、６市、５町、の計１２自治体）

�2008年可決自治体数１９（３県、８市、７町、１村）

（2008年までに可決した自治体は、４県、１４市、１２町、１村の計３１自治体）

�2009年可決自治体数５６（６道府県、２政令市、３２市、１４町、２村）

（2009年までに可決した自治体は、１０道府県、２政令市、４６市、２６町、３村

の計８７自治体）

�2010年可決自治体数８０（５道府県、２政令市、５７市、２５町、１村）

（2010年までに可決した自治体は、１５道府県、４政令市、９３市、５１町、４村

の計１６７自治体）
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『議会改革調査検討会』の方針

内面的なことだけにとらわれず、世論や市民の視点を

取り入れる

そのための現状把握を行う

その結果を共通認識する
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『議会改革調査検討会』の方針

議会（議員） 市 民

視 点

距 離

座間市議会・議員は座間市民からどう視られているのか？

世論がさかんに唱える議会・議員と市民との”距離”は座間市で

も存在するのか？
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『議会改革調査検討会』の方針

議会（議員） 市 民

視 点

座間市議会（議員）は座間市民からどう視られているのか？

世論がさかんに唱える議会（議員）と市民との”距離”は座間市

でも存在するのか？

距 離聴 く
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『議会改革調査検討会』の方針

市 民議会（議員）

聴 く

市民
と

向き
合う
！
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『議会改革調査検討会』の方針

１．議会改革議論の目途を１年とする

２．最低でも毎月１回は会を開会し議論する

３．「議会、議員に対する市民アンケートを実施する」（現状把握、

議会・議員と市民の距離を測る）

４．本会として共通の問題・課題認識を

もって改革案を追求し平成２３年８月

に「議会運営委員会」へ提言する
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『市議会に対する市民アンケート

議員全員による活動として、平成２３

年２月から３月にかけてアンケート調査

を実施。

他の自治体で特定のテーマに絞ったア

ンケートはあったが、今回のように総合

的な調査は県内初。

配布数１０，８００件に対し、２，９９３

件の回答をいただいた。
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『市議会に対する市民アンケート

男性女性とも年代の高い方か

らの回答が多い。

６８％（２,０３８人）が６０歳以

上の方であり、３０歳以下の方は

８％（２３０人）に留まっている。

年齢別（男女）回答者状況
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『市議会に対する市民アンケート

座間市議会議員選挙についてお尋ねします座間市議会に関心がありますか

市議会に関心がありますかという問いに対して、「ある」、「少しある」があ

わせて７５％を占めている。

また、選挙についての問いでは「必ず行く」が８３％を占めている。

回答者は概ね市議会あるいは市議会議員選挙に関心を示している。
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『市議会に対する市民アンケート

座間市議会だよりを読んだことがありますか 本会議や委員会をご覧になったことがありますか

議会だよりを読んだことがありますかという問いに、「毎号読む」が２９％、「時々読む」が５４％

となっており、あわせると８３％の方が読んでいることになる。

一方、実際に本会議や委員会をご覧になったことがあるかという問い

では「見たことがない」という方が８０％を占めている。

議会について関心はあるものの、何らかの理由から議会を直接聴こう

という行為には至っていない。
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『市議会に対する市民アンケート

現在の座間市議会を評価しますか選んだ議員の活動について満足していますか

選んだ議員の活動については「満足している」、「まあまあ満足している」をあわせると５０％と

なっており、「満足していない」、「あまり満足していない」をあわせると３２％になっている。

また市議会の評価としては「評価する」「ある程度評価する」をあわせると44％となっており、「評

価しない」、「あまり評価しない」をあわせると31％になっている。

議員、市議会に対して回答者の約半数は満足あるいは評価

している。
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『市議会に対する市民アンケート

「二元代表制」についてご存知ですか意見や声を市政に反映させたい時はどうしますか

意見やの声を市政に反映させたい時はどうしますかという問いには「市議会議員に話をする」が

20％、次いで「市役所に連絡する」、「自治会を通じて要望を出す」がそれぞれ16％となっている。

また「言ってもむだだと思っているので何もしない」、「どうしていいかわからない」という意見をあ

わせると２９％となり、約３割の方が意見や声を発していない状況にある。

二元代表制については「言葉も意味も知っている」、「言葉は聞いたこと

があるが意味は知らない」をあわせると50％で半数の方は二元代表制と

いう言葉を知っている。
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『市議会に対する市民アンケート

市民が議会を傍聴しやすい環境や制度をつくる（土、日議会

の開催や親子傍聴日を設ける）

２２１件例-1

議会として市民の声を直接聞く環境や制度をつくる（市民公

聴会、パブリックコメント、議会での市民の意見表明など）

２７５件例-2

地区ごとに市議会報告会を開催する ２４３件例-3

の回答が寄せられた
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市民が議会を傍聴しやすい環境や制度をつくる（土、日議会

の開催や親子傍聴日を設ける）

２２１件例-1

議会として市民の声を直接聞く環境や制度をつくる（市民公

聴会、パブリックコメント、議会での市民の意見表明など）

２７５件例-2

地区ごとに市議会報告会を開催する ２４３件例-3

議員定数に関する意見

約

240件

議員報酬に関する意見

議員活動や議員報告会に関する意見

約

130件

約

110件

『市議会に対する市民アンケート

の回答が寄せられた
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塩尻市・松本市議会の視察で学ぶ

平成23年7月13日塩尻市

平成23年7月14日松本市
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塩尻市・松本市議会の視察で学ぶ

平成23年7月13日塩尻市

平成23年7月14日松本市

松本市議会基本条例松本市議会基本条例松本市議会基本条例松本市議会基本条例

前前前前 文文文文

地方自治の進展を図るためには、市民と自治体地方自治の進展を図るためには、市民と自治体地方自治の進展を図るためには、市民と自治体地方自治の進展を図るためには、市民と自治体

との信頼関係、協働の精神が不可欠である。との信頼関係、協働の精神が不可欠である。との信頼関係、協働の精神が不可欠である。との信頼関係、協働の精神が不可欠である。

市民の意思を把握し、行政に反映する市議会は、市民の意思を把握し、行政に反映する市議会は、市民の意思を把握し、行政に反映する市議会は、市民の意思を把握し、行政に反映する市議会は、

市民と身近に接した市民の代表機関であり、市の市民と身近に接した市民の代表機関であり、市の市民と身近に接した市民の代表機関であり、市の市民と身近に接した市民の代表機関であり、市の

意思決定機関である。意思決定機関である。意思決定機関である。意思決定機関である。

二元代表制は、市議会と市長がともに市民の信二元代表制は、市議会と市長がともに市民の信二元代表制は、市議会と市長がともに市民の信二元代表制は、市議会と市長がともに市民の信

託を受け、対等な関係のもとに相互の牽制と抑制託を受け、対等な関係のもとに相互の牽制と抑制託を受け、対等な関係のもとに相互の牽制と抑制託を受け、対等な関係のもとに相互の牽制と抑制

を図りながら一定の均衡を保ち、市民の福祉の増を図りながら一定の均衡を保ち、市民の福祉の増を図りながら一定の均衡を保ち、市民の福祉の増を図りながら一定の均衡を保ち、市民の福祉の増

進と市勢の発展に努める制度であり、この実現の進と市勢の発展に努める制度であり、この実現の進と市勢の発展に努める制度であり、この実現の進と市勢の発展に努める制度であり、この実現の

ために市議会が担う役割、果たすべき使命はますために市議会が担う役割、果たすべき使命はますために市議会が担う役割、果たすべき使命はますために市議会が担う役割、果たすべき使命はます

ます重要となっている。ます重要となっている。ます重要となっている。ます重要となっている。

松本市議会（以下「議会」という。）は、先人松本市議会（以下「議会」という。）は、先人松本市議会（以下「議会」という。）は、先人松本市議会（以下「議会」という。）は、先人

が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住

することなく不断の改革に努め、市民の代表としすることなく不断の改革に努め、市民の代表としすることなく不断の改革に努め、市民の代表としすることなく不断の改革に努め、市民の代表とし

て創意工夫を重ね、行動する議会として、市民とて創意工夫を重ね、行動する議会として、市民とて創意工夫を重ね、行動する議会として、市民とて創意工夫を重ね、行動する議会として、市民と

ともに地域の主体性を高めることを決意する。ともに地域の主体性を高めることを決意する。ともに地域の主体性を高めることを決意する。ともに地域の主体性を高めることを決意する。

よって、ここに、住民自治を推し進め、団体自よって、ここに、住民自治を推し進め、団体自よって、ここに、住民自治を推し進め、団体自よって、ここに、住民自治を推し進め、団体自

治を確立する地方自治の本旨に則り、全力をもっ治を確立する地方自治の本旨に則り、全力をもっ治を確立する地方自治の本旨に則り、全力をもっ治を確立する地方自治の本旨に則り、全力をもっ

て市民の負託に応えるため、本条例を制定する。て市民の負託に応えるため、本条例を制定する。て市民の負託に応えるため、本条例を制定する。て市民の負託に応えるため、本条例を制定する。

これまでの議会は、この前

文の意味とは逆の存在だっ

たと読み取っていただきけ

れば…。
そして、今後こうありたいと

いう意志が込められている。
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議会改革調査検討会からの提言

平成２３年１１月 １日２２回目

平成２３年１０月２０日２１回目

平成２３年１０月 ７日２０回目

平成２３年 ９月２９日１９回目

平成２３年 ９月２２日１８回目

平成２３年 ９月２１日１７回目

平成２３年 ８月２４日１６回目

平成２３年 ８月１６日１５回目

平成２３年 ８月 ９日１４回目

平成２３年 ７月１３日１３回目

平成２３年 ６月２７日１２回目

平成２３年 ６月２０日１１回目

平成２３年 ５月１６日１０回目

平成２３年 ３月２３日９回目

平成２３年 ２月１７日８回目

平成２３年 ２月１０日７回目

平成２３年 １月１４日６回目

平成２２年１２月２０日５回目

平成２２年１２月１６日４回目

平成２２年１２月１３日３回目

平成２２年１１月１６日２回目

平成２２年１０月 ７日１回目

開 催 日回 数

議会改革調査検討会の開催

平成２２年１０月７日から平成２３

年１１月１日まで、計２２回の会議

体を開き議論を進めた

議会改革に関するこれまでの議論

地方議会における世論と動向

市民アンケートの実施

議会改革調査検討会の設置

議会改革調査検討会の方針

市民アンケートの集計結果

全員の共通認識 → 提 言
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議会改革調査検討会からの提言

【【【【地方議会における世論と動向地方議会における世論と動向地方議会における世論と動向地方議会における世論と動向】】】】でも示したように、でも示したように、でも示したように、でも示したように、昨今、地方議会につ昨今、地方議会につ昨今、地方議会につ昨今、地方議会につ

いての議論が噴出している。「議会は一体何をやっているのかわからない」いての議論が噴出している。「議会は一体何をやっているのかわからない」いての議論が噴出している。「議会は一体何をやっているのかわからない」いての議論が噴出している。「議会は一体何をやっているのかわからない」

「市民の声が反映されていない」「議員の数や報酬が多すぎるのではない「市民の声が反映されていない」「議員の数や報酬が多すぎるのではない「市民の声が反映されていない」「議員の数や報酬が多すぎるのではない「市民の声が反映されていない」「議員の数や報酬が多すぎるのではない

か」等、おしなべて否定的な意見が数多く聞かれる。か」等、おしなべて否定的な意見が数多く聞かれる。か」等、おしなべて否定的な意見が数多く聞かれる。か」等、おしなべて否定的な意見が数多く聞かれる。

また、今回また、今回また、今回また、今回のののの市民アンケートの結果でも、現状の市議会に対して厳しい意市民アンケートの結果でも、現状の市議会に対して厳しい意市民アンケートの結果でも、現状の市議会に対して厳しい意市民アンケートの結果でも、現状の市議会に対して厳しい意

見や指摘が数多く見られる。見や指摘が数多く見られる。見や指摘が数多く見られる。見や指摘が数多く見られる。

こうしたことについてこうしたことについてこうしたことについてこうしたことについて本会本会本会本会は、は、は、は、座間市議会しかり、座間市議会しかり、座間市議会しかり、座間市議会しかり、現状の地方議会が本来現状の地方議会が本来現状の地方議会が本来現状の地方議会が本来

果たすべき役割を十分に発揮していないという果たすべき役割を十分に発揮していないという果たすべき役割を十分に発揮していないという果たすべき役割を十分に発揮していないという市民の市民の市民の市民の「評価」だと考える。「評価」だと考える。「評価」だと考える。「評価」だと考える。

これまで議会運営委員会では議会そのものの運営面の改革・改善を進めよこれまで議会運営委員会では議会そのものの運営面の改革・改善を進めよこれまで議会運営委員会では議会そのものの運営面の改革・改善を進めよこれまで議会運営委員会では議会そのものの運営面の改革・改善を進めよ

うとしてきた。それはそれで「議会改革」の取り組みとして必要なことであうとしてきた。それはそれで「議会改革」の取り組みとして必要なことであうとしてきた。それはそれで「議会改革」の取り組みとして必要なことであうとしてきた。それはそれで「議会改革」の取り組みとして必要なことであ

る。しかし本会としては、地方議会として本来”あるべき姿”を追求するこる。しかし本会としては、地方議会として本来”あるべき姿”を追求するこる。しかし本会としては、地方議会として本来”あるべき姿”を追求するこる。しかし本会としては、地方議会として本来”あるべき姿”を追求するこ

とから議会改革を進めることを共通認識として進めてきた。それは内面的とから議会改革を進めることを共通認識として進めてきた。それは内面的とから議会改革を進めることを共通認識として進めてきた。それは内面的とから議会改革を進めることを共通認識として進めてきた。それは内面的

（運営）な改革ではなく、（運営）な改革ではなく、（運営）な改革ではなく、（運営）な改革ではなく、議会が本来果たすべき議会が本来果たすべき議会が本来果たすべき議会が本来果たすべき

役割役割役割役割はははは一体どういうことなのかという一体どういうことなのかという一体どういうことなのかという一体どういうことなのかという観点での改観点での改観点での改観点での改

革認識である。革認識である。革認識である。革認識である。

昨今の地方議会における世論と動向～座間市民昨今の地方議会における世論と動向～座間市民昨今の地方議会における世論と動向～座間市民昨今の地方議会における世論と動向～座間市民

からみた我々の議会・議員の評価、これらを基にからみた我々の議会・議員の評価、これらを基にからみた我々の議会・議員の評価、これらを基にからみた我々の議会・議員の評価、これらを基に

本会としての議会改革の方向性を提言し本会としての議会改革の方向性を提言し本会としての議会改革の方向性を提言し本会としての議会改革の方向性を提言したいたいたいたい。。。。
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議会改革調査検討会からの提言

１．１．１．１．「議会改革」に向け、「議会改革」に向け、「議会改革」に向け、「議会改革」に向け、さらなさらなさらなさらなる議論を続けるために「議会改革特別委員る議論を続けるために「議会改革特別委員る議論を続けるために「議会改革特別委員る議論を続けるために「議会改革特別委員

会会会会」を設置する。」を設置する。」を設置する。」を設置する。

２．２．２．２．「議会改革特別委員会」では、今回の「市民アンケート」結果を基に「議会改革特別委員会」では、今回の「市民アンケート」結果を基に「議会改革特別委員会」では、今回の「市民アンケート」結果を基に「議会改革特別委員会」では、今回の「市民アンケート」結果を基に

市民に開かれた議会の在り方を追求する市民に開かれた議会の在り方を追求する市民に開かれた議会の在り方を追求する市民に開かれた議会の在り方を追求する。。。。

３．さらに、３．さらに、３．さらに、３．さらに、これまで各会派から提出された議会内諸課題（これまで各会派から提出された議会内諸課題（これまで各会派から提出された議会内諸課題（これまで各会派から提出された議会内諸課題（質問形式の改善質問形式の改善質問形式の改善質問形式の改善

やややや予算決算特別委員会の設置等）についてもあらた予算決算特別委員会の設置等）についてもあらた予算決算特別委員会の設置等）についてもあらた予算決算特別委員会の設置等）についてもあらためてめてめてめて調査・調査・調査・調査・研究する。研究する。研究する。研究する。

４．４．４．４．「市民アンケート」を行った結果「市民アンケート」を行った結果「市民アンケート」を行った結果「市民アンケート」を行った結果を基に座間市議会を基に座間市議会を基に座間市議会を基に座間市議会「議会改革」第１弾と「議会改革」第１弾と「議会改革」第１弾と「議会改革」第１弾と

して、平成２して、平成２して、平成２して、平成２４４４４年４月を目標に市民との意見交換会を実施する年４月を目標に市民との意見交換会を実施する年４月を目標に市民との意見交換会を実施する年４月を目標に市民との意見交換会を実施する。。。。

（実施要領は「議会改革特別委員会」で協議（実施要領は「議会改革特別委員会」で協議（実施要領は「議会改革特別委員会」で協議（実施要領は「議会改革特別委員会」で協議））））

５．５．５．５．平成２４年８月までに「議会改革特別委員会」平成２４年８月までに「議会改革特別委員会」平成２４年８月までに「議会改革特別委員会」平成２４年８月までに「議会改革特別委員会」

として「改革方針案（議会基本条例として「改革方針案（議会基本条例として「改革方針案（議会基本条例として「改革方針案（議会基本条例の制定等）」の制定等）」の制定等）」の制定等）」

をまとめ、改選後の議員各位へ申し送る。をまとめ、改選後の議員各位へ申し送る。をまとめ、改選後の議員各位へ申し送る。をまとめ、改選後の議員各位へ申し送る。
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