
議会運営委員会 行政視察報告書 

 

日時：平成 30年 7月 4日～6日 

視察先及び視察事項 

１．三重県伊賀市「議会改革の取り組みについて」 

（議会報告会及び意見交換会、正副議長の選出方法等） 

２．三重県亀山市「議会改革の取り組みについて」 

（議会改革推進会議、議会活動の情報発信等） 

３．愛知県岩倉市「議会改革の取り組みについて」 

（議会基本条例推進協議会、議会報告会及び意見交換会等） 

参加者：木島信秋、橋本文一、森岡英一、伊東景治、小柳勇人、中村裕一、 

高野早苗、成川正幸 

報告者：成川正幸 

 

内容： 

１．三重県伊賀市「議会改革の取り組みについて」 

（議会報告会及び意見交換会、正副議長の選出方法等） 

 

伊賀市の概要 

人口：92,456 人(平成 30年 5月末) 

世帯数：40,121 世帯 

市議会議員定数：24人 

 

内 容 

平成 19年 2月基本条例制定。制定当時は全国各地から毎日視察対応だったた

め、議会が対応出来ず、現在は事務局対応となっている。現在の伊賀市議会は、

マニフェスト研究所ランキング年々落ちている。 

正副議長選挙：申し合わせで任期１年で立候補制を採用。全員協議会で所信

表明を行っている。 

自治基本条例制定 平成 16年 12月 24日公布・施行 

議会のあり方検討委員会の設置 平成 18年 5月 16日 

平成 19年 2月に可決 

 

議会報告会 

4人×6班体制で各地域に出向いて行っている。４年間は議席番号順に振り分

けた同一班。開催は、小学校単位に設置された住民自治協議会（38 区）を対象



に年１回実施。開催実績：年 30 数箇所、年間 600 から 800 か所で１回につき

20名程度。 

内容は、平成 20年度まで議決事件の報告。市民からは、地域の困りごとを聞

いてほしいという意見があり、平成 23年からは事前にテーマを聞いて、報告会

へ臨んでいる。 

時間は１時間から１時間半、15～20分は定例会の話で残りは事前に頂いたテ

ーマで開催。 

平成 25年度からはどのように考えているのか参考に聞くため、議会の方から

テーマを投げかけた。意見交換では要望が多くなり、当局側への御用聞きにな

っているきらいがある。 

行政に言っても聴いてもらえないことを議員に頼む。対象が住民自治協議会

役員。マンネリ化。若い世代が参加していただけない。昨年 3 月改選時に議長

が報告会を変えていく事を公約にあげる。議会だよりで PRし、ワークショップ

形式で「子育て、教育」「地域振興」「医療・福祉」３つの若い世代のテーマで

行った。しかし、全戸配布にもかかわらず 24名 ほとんどの方が自治会の方で、

狙った世代が来てくれない。 

 

政策討論会 議員全員の自由討議 

平成 26年開催ゼロ。27年度は討論会 6回開催し、平成 27年度から幹事会を

なくした。28年度以降は、開催されていない。 

 

出前講座は、議会報告会の団体版で年間 4、5件実施している。 

 

基本条例の見直し 

平成 26年 3月 議会機能の強化 

平成 30年 6月 災害時の議会の役割を明確化 

 

執行機関との関係 

・一問一答方式 

・反問権（平成 24年の市長選後、反問権が多くなっている。閉会中、文章質問 

HPに記載されている） 

議員研修の充実強化 伊賀市議会と名張市議会が連絡協議会を作り、研修会開

催。 

議会広報の充実 年４回発行。 

テレビ放映・・ケーブルテレビは予算・決算・議会。録画で議会だより。 

        インターネット配信。 



何が変わったか 

市民・・・議会報告会の役割が大きかった。距離が縮まった。 

議員・・・出身地域以外の課題が見えるようになった。 

 

今後の課題 

・もう少し政策討論会が活発になればいい。 

・政策提言に繋がっていくように。 

議会報告会の方法 

・研修 政策形成 具体的なものになっていない。 

・条例制定後、改選 3回 

・制定当時の議会がこうあるという思いが薄れつつある。２４人中 5 人しか制

定当時 なお賛成した議員は 2人しかいない。 

伊賀市は全国初の条例制定市だが、課題も多い。 

 

主な質疑 

問：議長の立候補制と申し合わせについて 

答：議員全員で申し合わせを作っている。 

問：申し合わせをホームページで公開されているが、経緯は。 

答：分からないが、隠す理由はない。 

問：公開なのか。 

答：会派代表者会議など、全て公開。 

 

所感 

 テーマごとの議会報告会開催は参考になった。条例制定時から議員が入れ替

わり、思いを繋げていくところに苦労されているという印象。黒部も新しいメ

ンバーになっても、そうならないようにしたい。 

 

２．三重県亀山市「議会改革の取り組みについて」 

（議会改革推進会議、議会活動の情報発信等） 

 

亀山市の概要 

人口：49,633 人 

世帯数：21,202 世帯 

議員定数：18人 

 

内容 



議会改革推進会議の取り組みについて 

平成 22年 6月 8月 20日 議会基本条例 

平成 23年 8月 19日推進会議、検討部会設置 

各会派 1名 5会派 5名で構成 

推進会議 23回開催し、必ず年 1回、議会改革の報告の場として白書を作成し

ている。その検討部会の開催状況は、月一回のペース５２回開催し、条文ごと

に検討している。調査研究テーマは、45 個の課題抽出で完了 30 個、着手中 8

個、未着手７個。検討課題（カルテ）作成して積み上げて議論している。検討

部会で交通整理をして、どこで議論をするのか決めている。議会の情報化とし

て、カルテは全て市HPにて全て公開。平成 28年 5月からタブレット本格活用。

その日にしか使用しない資料はペーパーでは配布していない。 

議長・副議長の任期は、申し合わせで 1 年（議長 2 年で進んでいる）現在着手

中 

 

広報広聴の取り組み 

議会だより年 4 回、新年号１回 合計５回発刊。平成２７年５月からリニュ

ーアル。 

市民アンケートの実施（４年に１回） 

議会だよりを廃刊し、広報をホームページだけにしようと検討していた時に

アンケートを実施。結果、議会だより 7 割、ホームページは数値伸びていない

事が分かった。そこで、HPは今までのように少しずつ変えていき、議会だより

をもっと充実させようと考えた。議会だより平成 27年 5月からリニューアル 

三重県市町議会広報研修会が１年に２回開催され、参加すると市議会の議会

だよりを講評してもらえる。 

 

映像とインターネット 

ネット（ライブ・録画）本会議、常任委員会、予算決算。ケーブルテレビ（ラ

イブ）臨時会は録画を除く。 

録画配信は翌週の水曜日に配信。常任委員会は３日後に配信。 

ケーブルテレビで「こんにちは市議会です」の放送配信。定例会閉会 3 日後

には広報広聴委員会。その 3日後に第 2回委員会。番組内容確認 2日後に行う。 

2週間から 20日の間に番組配信する。 

 

ホームページについて 

公開できるものは全て公開する。 

ホームページで大事なものはスピードである。 



 

議会報告会は、実施していない。理由として、議会基本条例で 2 年間議論し

ていたが、直ぐに開催するのではなく議会としての議論のあり方を調査研究し、

ある程度、力のついたところで市民への議会報告会を行うこととした。また、

全会一致で全員がやると言わないとやらないということにした。議会報告会の

最終目的は政策提言だとしたら、現在行っている所管事務調査でいいのではな

いかという意見もある。議会基本条例には議会報告会の文言はない。 

 

主な質疑 

問：議会報告会について 

答：議会として統一見解を出さないといけない。 

  申し込みをされた団体、調査研究をしている団体などと意見交換している。 

  テーマを決めている。 

  平成２３年から８回 所管事務調査をしている。 

  議員より事務局の仕事量が増えてくるので、議員がもっと仕事するように

しなければいけない。 

問：所管事務調査について 

答：委員会機能を強化するのが大きな目標 

  11月 正副委員長会議 所管事務調査の進め方の確認をしてスタート 

  12月定例会 継続調査の 

  9月に報告書 

10月から予算編成会議 反映 

 

所感 

 アンケートで市民の意見を聞きながら動いている。議会だよりとケーブルテ

レビでの情報発信が印象的だった。 

 

 

３．愛知県岩倉市「議会改革の取り組みについて」 

（議会基本条例推進協議会、議会報告会及び意見交換会等） 

 

岩倉市の概要 

人口：47,985 人（平成 30年 6月 1日） 

世帯数：21,373 世帯 

議員定数：15人 

 



内 容 

議会改革を初めて 9 年目、基本条例を制定して 8 年目を迎えた。議会改革の取

り組みとして先ずは、議会を知ってもらうことである。 

①広報機能の充実②議会運営の透明化③興味を持ってもらう 

市民の中に「議会に言っても無駄だ」が蔓延。本来、議員は市民の声を執行機

関に伝え、政策提言につなげることが仕事である。 

 

岩倉市議会基本条例の特徴として、 

①災害時の議会の立ち位置を国内で最初に明文化したところである。議員は、

地域情報に詳しく災害対策本部に情報提供できる。しかし、一人ひとりが口を

出していくと、邪魔にしかならないことから条例に定めた。各種講習に積極的

に参加（消防本部 初級救急本部に講習を議員ほぼ全員で受講） 

②請願陳情の取り扱い条項を定めた。 

市民からの意見を政策提言にするために傍聴のハードルを低くした。条項の改

定 

傍聴席での写真録音、動画配信など自由。記念撮影をされる方が見られる。 

自分の意見をしっかり持って会議に挑んでいる。議会の自由討議（委員会を中

心に）。 

 

病児保育は小児科にお願いして預かってもらっている。 市内 1箇所しかない。

年中やってほしいという請願がある。冬場の風邪に集中しているので利用率平

均 50パーセントしかないが預けられない時がある。市民の立場に立って、妥協

点はどこなのか、どうするのかを委員会で意見を出し合っている。この結果、

NPO団体に病後保育を依頼した。 

 

請願一本を１つの議案扱い。以前は否決⇒今は、一部採択。（執行部に対して

強制力がない） 

全協の法制化（H26.10） 

事務局の仕事が膨大に増えた。これをどうするのか、事務局の機能強化が審議

されている。 

議員間協議が慣れて、少しずつ深化している。 

 

議会だより一本でやっていたが、現在は議会報告会。決まったことを決まっ

たというスタンスで臨む→市民からは面白くないという意見。参加者が減少し

てきた。どの方がどんな立場で参加しているのか分かっているので、名指しで

考えを聞かれることがあった。 



①議会だよりの充実 

②HPのリニューアル 

③議会のＩＴ化 

 

 検証及び見直しは、1か月間かけて 1条毎に話し合っている。 

条例や規則の改定、政策提言も行っている。 

「やれることはなんでもやろう」失敗したら反省して変えていく。フットワー

クを軽く！小規模自治体だからできる。 

 

今後の取組課題 

機能強化、課題の検証。9月議会に向けて議会サポーターを募集中。運営に関し

て意見を伺う。 

議会に来てくれないので、どうやって情報を発信するのかが課題。 

議会報告会のマンネリ化を防ぐために、議会報告会を今年初めて 3 月議会前に

開催した。 

意見交換会は、商工会や体協、市民活動団体、保育園などの保護者、市民活動

団体、若者の本議会をアピタ 2 階で開催した。外国人ママとの意見交換会を実

施。 

 

主な質疑 

問：テーマはどこから出ているのか？ 

答：市民議会の両方から。 

問：対象者が分かっているのでテーマが絞りやすいように感じるが。 

答：意見交換の中身がテーマを絞っているので充実感がある。 

問：議長選挙について 

答：誰でも分かるような選挙。地方自治法からは議員の中から選ぶとなってい

る。申し合わせにしないと法に抵触する可能性がある。他の議員名を書い

ても法律では OK。所信表明は全員協議会だが、休会中。音声のみ配信。傍

聴者は録画 OK。 

問：議長申し合わせを公開しているのか。 

答：出していない。今まで市民から言われたことがない。一年ごとが当然のこ

とだと思っていると思っている。 

問：議会報告会の内容は。 

答：政策課題を決めて意見交換会にした。賛否が分かれた議案だったら聞きた

いかもしれないが、決まったことは聞きたくないと言われた。当局も予算・

決算説明会をやっているのか？議会だけがやる事はない。平成 28 年 11 月 



議会報告会の参加者は 1 名だった。決まったことを聞かされるより、これ

からのことを聞きたい。 

 

所感  

 先ず、ほぼ前議員が対応していただいたのに驚いた。おむすびトーク、おだ

んごトーク等、「やれることは何でもやろう」というだけあって、色んな事にチ

ャレンジしている。市民ニーズはどこにあるのか。岩倉市議会の柔軟な対応は

とても参考になった。 


