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議会運営委員会行政視察報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２００８年８月８日 

 

議員名 尾関 健治 

 

 下記のとおり行政視察を実施しましたので、その結果を報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２００８年７月３０日（水） 

~ ７月３１日（木） （２日間） 

 

 

２．参加議員：石原 教雅議員、杉本 富夫議員、小森 敬直議員 

林  修美議員、山田 義行議員、足立 将裕議員 

佐藤 善一議員、桜井 幸三議員、丹羽 栄守議員 

       尾関 健治 

 

 

３．同行職員：議会事務局 藤井 健治、渡辺 悟 

 

 

４．視察事項：総社市 ・議会運営全般について 

           ・予算決算特別委員会の運営について 

           ・ケーブルテレビ放映について 

       笠岡市 ・議会運営全般について 

           ・ 予算決算特別委員会の運営について 
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５．視察内容 

≪総社市視察≫ 

訪問日時：２００８年７月３０日（水） 午後２時~午後４時 

訪問先 ：所 在 岡山県総社市中央１－１－１ 

     名 称 総社市役所 

     応対者 片岡 聡一・総社市長 

         中村 吉男・総社市議会議長 

         角野 正明・総社市議会事務局長 

         守安 正道・総社市議会事務局次長 

     電 話 ０８６６－９２－８２０２ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜議会運営＞ 

・議員定数は法定定数３０名のところ２４名であ

り、常任委員会は「総務文教委員会」、「厚生委

員会」、「産業建設消防委員会」の３委員会 

・議会運営委員会は各常任委員会から３名（委員

長と互選２名）の合計９名で構成        （写真１ 総社市役所） 

・一般会計の当初予算と決算は原則として特別委員会に付託、補正予算・公営

企業会計・特別会計の予算と決算は常任委員会に分割付託 

・条例・請願・陳情は常任委員会に付託 

 

＜一般質問＞ 

・議会初日の午後１時までに質問内容を文書で通告、要旨は具体的かつ詳細に

記入 

・質問回数は３回までで６０分間以内（答弁時間は含まない） 

・会派がないので代表質問なし 

 

＜質疑＞ 

・定例会の開会後、２日間休会、３日目から一般質問 

・一般質問初日の午後１時までに議案質疑を文書通告 

・質問回数は３回までで時間制限なし 

 

＜議会中継＞ 

・倉敷ケーブルテレビから申し出があり、平成８年９月定例議会から録画放送

開始 
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・通常は午後８時放映だが、倉敷市議会の後の放映で深夜に及ぶこともあり、

市民から早い時間の放映にならないか、という要望が寄せられている 

・平成１８年９月市議会から生放送を開始 

・費用については録画放送・生放送ともに費用はかかっていない 

・ケーブルテレビの普及率約８８％に対し、新世代地域ケーブルテレビ整備事

業を推進しているが加入率は約４３％ 

・課題として、新世代地域ケーブルテレビ事業推進、ケーブルテレビの加入促

進、インターネットによる生放送等 

 

＜予算審査特別委員会・決算審査特別委員会＞ 

・予算審査特別委員会（３月設置）と決算審査特別委員会（９月設置）の２つ

の特別委員会があり、何れも議長を除く全議員で構成 

・特別委員会に各分科会を設けて審査するが

実質は常任委員会と同じ、各常任委員長が

分科会での議論を特別委員会に報告、それ

を調整して特別委員会委員長が本会議で報

告 

・「一日一委員会」制を採っており、委員外委

員も委員長の許可があれば発言できる 

                      （写真２ 総社市視察風景） 

〔質疑応答〕 

Q.議案の説明はどのように行っているか 

A.本会議において市長が提案説明を行い、部長が概略を説明する 

事前に全員協議会等で説明をしており、本会議での議案説明は大雑把なもの 

そのため、傍聴する市民からは、緊張感がない、という声もある 

 

Q.決算議会はいつか 

A.旧総社市時代の１０年ぐらい前から決算は９月議会 

 電算処理が導入されたことにより、９月決算で可能 

 

Q.会派がないが、県内の市町村も同様か 

A.議員が２４名ならば、会派まで設けるより個々の意見が言える状況の方がい

いのでは、という考え方 

会派代表者会議の代わりに、調査研究会や全議員協議会を開催している 

県内市町村では、会派がある議会がほとんど 
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Q.初日の市長所信表明後、すぐに一般質問通告の締め切りか 

A.所信表明については、遅くとも前日には議員に文書で配布している 

 

Q.事前説明を行っている調査研究会の運営は 

A.傍聴することも可能であり、議事録も作成している 

 議案が上程される前に、質疑や要望を通じて議案に反映できる 

 

Q.一般質問は平均してどれくらい立つか 

A.１５人前後が平均して一般質問に立っている 

 答弁は基本的に市長が行う 

 

Q.合併の方式と議員定数は 

A.新設合併であり大選挙区制 

現在の議員の内訳は旧総社市が１９名、旧清音村３名、旧山手村２名 

合併直後は在任特例で議員は４３名だったが住民からリコールがあり半年後

に解散・再選挙 

 

Q.ケーブルテレビ普及率８８％、加入率４３％の意味 

A.加入できるエリアが８８％、加入している率が４３％ 

市街地はケーブルテレビに入らなくてもデジタル放送が見える 

現在、市の補助率は４分の３で、全体で年間１億円前後の予算 

 

Q.議員の期末報酬、政務調査費は 

A.市民の目が厳しいので、期末報酬は県内１５市の中でも額としては低い方 

政務調査費は月額２万５千円 

 



 5 

 

≪笠岡市視察≫ 

訪問日時：２００８年７月３１日（木） 午前１０時~午前１１時３０分 

訪問先 ：所 在  

     名 称 笠岡市役所 

     応対者 天野喜一郎・笠岡市議会議長 

         中村幸太郎・笠岡市議会事務局庶務課長 

         高田千恵子・笠岡市議会事務局庶務課総括 

     電 話 ０８６５－６９－２１６１ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜予算決算委員会＞ 

・市長と政策討論を真正面からできることをめざしたもの 

・平成１８年６月自治法改正（委員会への所属制限撤廃）がきっかけとなり、

平成１９年３月に常任委員会として設置 

・決算については、以前は１１月議会で認定していたが、予算案に反映させる

ために９月議会に変更 

・これまで、「問題がある」と言われながら予算は分割付託していたが、通年審

査をめざして試行錯誤している状況 

・議長を除く２３名が委員となり、理事会を構

成して取扱い等にはそこで協議するかたち 

・理事会の役割は当初予算・補正予算の取り扱

い（付託か、分科会まで下すか）、議会運営

委員会に具申、最終決定は議運 

・委員会の所管事項は、 

予算議案に関すること 

   決算認定議案に関すること        （写真３ 笠岡市議会） 

   予算決算等市財政に関すること 

・これまでも議会としての要望事項を出していたが、以前は文書による回答の

み、今後は通年委員会で結果がどうなったか、追跡してチェックするように

なる 

・適宜、必要であれば事業評価等の説明を当局から受けるために委員会を開催

したりしているが、まだ、試行錯誤の段階 

・議会において政策論争を行い、議案を議員が作れる、ということが最終目標 

・分科会は常任委員会と同様であり、かたちの上では分割付託と一緒だが、分

科会では可否は決めず、理事会で協議し、最終的には委員会で決定し委員長
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報告を作成 

・問題点もあると思うが不具合があれば直していく 

・たとえば、瀬戸内市は予算委員会と決算委員会の常任委員会があり、人数を

絞ってやっている 

・笠岡市では理事会や分科会を開いて機動力をもたせていく、という考え方 

 

〔質疑応答〕 

Q.地方議会は本会議主体だと思うが、予算決算委員会は委員会主導では 

A.所管事項は、予算や決算等の議案だけではなく、常任委員会にしたのは通年

でチェック機能を働かせていく、という考え方に立っている 

議案の詳しい説明は分科会で行っている 

 

Q.本会議の総括質疑はどの程度か 

A.議員の理解度、温度差があり、当初は質問が重なったこともあった 

 本会議での質疑は総括的な質疑をするよう、議員にお願いしている 

 

Q.分科会と委員会が、同一日だが区切ってやるか 

A.委員会を閉じた後、分科会を開く 

 

Q.事前審査を行う「調査研究会」のようなものはあるか 

A.以前は協議会で事前審査を行っていたが、おかしい、ということで現在は止

めている 

 事前の議案説明は、会派に対しても行っていない 

 

Q.事前審査はない、ということだが、議運では概要説明はあるか 

A.あくまでも付託・即決区分を判断するための説明である 

 

Q.提案説明は市長か 

A.予算案の提案説明は市長が行う 

 

Q.これまで予算案を修正したことはあるか 

A.予算修正したことはない 

 

Q.一般質問のやり方は             （写真４ 笠岡市視察風景） 

A.代表質問は基本的に３月と９月に行われる 

一般質問は、一問一答方式で時間制限３０分（質問のみ） 
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一回目は登壇し、二回目以降は自席から質疑を行う 

 

Q.所管事項の「市財政に関すること」の具体的ケースは 

A.これまで議会として出していた要望の追跡 

行政評価（事業評価）の結果等のヒアリング等 

 

Q.議会広報は 

A.実際は９９％事務局で作成しており、定例会後に４回作成 

作成費（約２万部）は１２ｐ：１８万６千円、１６P：２１万４千円 

 

Q.政務調査費は 

A.半期ごとに２７万円支給、ほとんど残金はなし 

会派支給が建前だが一人会派にも支給 

内規では領収書は１円から添付、条例化も検討 

 

〔調査結果〕 

①「予算修正権」を議会の手に 

 現在、関市議会では予算・決算ともに各常任委員会に分割付託し、各委員会

の所管部分について質疑、討論、採決、本会議での委員長報告を経た後、議案

全体を再び採決している。 

 しかし、現行のやり方の場合、同一の議案に対して各常任委員会で採決が異

なるとき、混乱が生じることになる。今回、視察に訪れた総社市・笠岡市の両

議会事務局からも、「分割付託は問題がある」という旨の発言がそれぞれあった

が、その問題意識は共通のものだと思われる。 

 また、地方自治法では議会の予算修正権が規定されている。（条文については

以下の通り） 

 

第９７条 ２ 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨

げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限

を侵すことはできない。  

 

 増額修正については一定の制約（但し書）はあるにせよ、予算修正権は地方

議会に認められた非常に大きな権能である。 

 しかし、予算を分割付託するということは、この予算修正権を行使しない、

と議会自らが宣言するに等しいのではないか。私はこの点について、以前から

大きな問題意識を抱いている。 
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 自らの権能を自ら「放棄」している状態になっている分割付託の問題につい

ては、自らの権能を取り戻すべく、関市議会全体として取り組む必要がある、

と考えている。 

 

②事前審査に対する考え方 

 総社市議会の場合、「調査研究会」を設置していることが特徴であった。「総

社市議会調査研究会規程」によれば、目的は以下の通り。 

 

第 2 条 調査研究会は，その属する委員会の所管事項及びその他必要な事

項につき，調査し，又は研究し，市政の実態把握及び議員として

の知識向上を図ることを目的とする。 

 

 議会に上程する前の議案骨子等を当局が示し、その内容について実質的に質

疑を行っている、との議会事務局からの説明であった。 

 調査研究会での質疑や要望を踏まえ、議会に上程する前に当局が修正を加え

た上で、議案を提出するかたちを採っており、実質的に事前審査を行っている。

なお、調査研究会は傍聴も可能であり、かつ、議事録も作成している。 

 一方、笠岡市議会では、以前は全議員協議会で実質的な事前審査を行ってい

たが、このやり方はおかしい、ということで事前審査を止めた、との説明があ

った。 

 個人的には、事前審査を行うと会期中の本会議や委員会がセレモニーに近く

なってしまうのではないか、という懸念を抱く。もし、議会の意見を入れて議

案を作り上げていく、ということならば、通年議会のようなやり方を採らなけ

ればならないのではないか。 

 その意味では、事前審査とは意味合いが異なるが、笠岡市議会の予算決算委

員会の所管事項の中に、予算・決算だけではなく「市財政全般に関すること」

が含まれていることは注目に値する。 

 議会開会中だけでなく、通年で行政をチェックするとともに、政策提言のた

め議論していくことを目指している、との説明であったが、興味深い取り組み

であるし、参考になる考え方であると思う。 

 

③決算議会、一般質問 

 総社市・笠岡市ともに、決算議会は９月議会であった。次年度の予算案に反

映させるためにも、そして、執行中の予算の見直しを図るためにも、１２月議

会ではなく９月議会で決算認定を行うべき、という考え方を以前から持ってい

たが、今回の視察でさらにその意を強く抱いた。 
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 ９月認定が「難しい」理由を並べることができるかもしれないが、それは「や

る」という一つの大きな意思だけで乗り越えられるものではないか。 

 一般質問については、両市ともに質問時間の持ち時間制であった。関市議会

の場合、質問と答弁を合わせて１時間という時間制限となっているが、答弁者

によっては必要以上に時間が過ぎることもあり、質問者側からすると歯痒く感

じることが多い。 

 その意味では、質問持ち時間制であれば、答弁者の答弁時間を気にせずに、

問い質すことが可能であり、より充実した質疑が可能ではないか。 

 

以 上 

 


