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選挙区及び議員定数に関する特別委員会 

行政視察報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２００８年１１月１９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１１月１３日（木） 

~ １１月１４日（金） （２日間） 

 

 

２．参加議員：石原 教雅議員、山田 弘子議員、丹羽 栄守議員 

松田 文男議員、市川 隆也議員、小森 敬直議員 

波多野 保議員、杉本 富夫議員、尾関 健治 

 

 

３．同行職員：議会事務局 藤井 建治、山田 雅恵 

 

 

４．視察事項：飯田市 選挙区と定数について 

       甲州市 選挙区と定数について 
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５．視察内容 

≪飯田市≫ 

訪問日時：２００８年１１月１３日（木） 午後１時００分~午後２時３０分 

訪問先 ：所 在 長野県飯田市大久保町２５３４ 

     名 称 飯田市役所 

     応対者 上澤 義一・議長 

         牧内 信臣・議会改革検討委員会委員長 

         和泉 忠志・議会事務局 庶務係長 

         高木 祥司・議会事務局 調査係長 

     電 話 ０２６５－２２－４５１１ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜議会改革等の経緯＞ 

・平成１９年５月に議会改革検討委員会、９月に同じメンバーで定数問題を議

論する議員定数特別委員会立ち上げ、平成２０年３月議会において定数削減

を実施してきたが、この両者は表裏一体で物事を解決してきた 

・飯田市では平成１８年に自治基本条例を制定しているが、その条例の中で「議

会の責務と役割」が謳われており、このことが議会改革のひとつの土台とな

っている 

・また、地方行財政をめぐる情勢は厳しいので、行政だけでなく議会も行財政

改革の痛みを受け持っていこう、というのももう一つの背景である 

 

＜委員会の構成、議論のあり方＞ 

・飯田では５つの会派が存在してお

り、会派に所属する議員数で按分

して、さらに議長・副議長をオブ

ザーバーとして１０名で構成 

・全会一致で進めていこう、という

点が特徴であり、各会派から議論

するべき内容をレポートで提出し

てもらい、そこから検討してまと

め上げ 

・委員会では徹底した話し合いを提案し、結論が出ない場合は会派に持ち帰っ

て、次の委員会で再び検討する方法 

・時間はかかったが、一つひとつ煮詰めながらまとめた 

・さまざまな激しい議論が行われたが、決められたことについては全員のもの
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にしていこう、という共通理解が大きな力となった 

・両委員会では合計３０回の審議を重ねた 

 

＜議員定数に関する議論＞ 

・検討にあたっては以下の３点が議論のスタート 

１ 議員定数は削減 

２ なぜ削減が必要なのか、理由と根拠について検討 

３ 議会の機能をどうやって高めていくのか 

 

＜選挙区に関する議論＞ 

・一つの飯田市民になったんだから、

全市選挙区にしよう、ということで

結論が付いた 

・心情的には「あと１回は地区別選挙

区で」という意見もあったが、今度

の選挙は飯田市の一員として物事を

進めていこう、ということで確認し

てもらった 

 

＜定数問題に関する詳細＞ 

・定数問題に関する要な論点は以下の通り 

１ 議員の在り方の変革を目指して 

  「どぶ板側溝議員」という言葉に代表される地域代表的な位置付けを払拭

して市民全体の奉仕者としての議員像を求めていく 

２ 自治基本条例のさらなる推進を目指して 

３ 効率的かつ内容の濃い議論・審査を目指して 

  常任委員会の活動のあり方、考え方を検討 

 議会だよりを全戸配布して住民の意見を聞いてきた 

 代表質問の時期についても検討、これまでの３月議会を１２月議会へ 

  正副議長の立候補制を導入 

４ 行財政改革のさらなる推進を目指して 

５ 議員の地位の確立を目指して 

６ その他 

 

〔質疑応答〕 

Ｑ．議会改革に関して委員会日程を会期中６日間であると説明いただいたが、
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１日１委員会で済むか 

Ａ．ここ数年の委員会審査は１日で審査が終了しており、このように判断をし

た 

 

Ｑ．議案説明を本会議で行うと時間がかかると思うが、議案説明会等は開催し

ているか 

Ａ．議案説明は初日の本会議に行われ、各委員会に付託されて概略説明を各委

員会で受けてから審査を進めている 

本会議における議案説明は、概要と詳細の中間レベルであり、委員会ではさら

に補足説明が行われる 

 

Ｑ．自治基本条例に大きな影響を受けていると思うが、「行政主導の中の改革」

のような気がするがどうか 

Ａ．議会は議会であり、行政と一緒になることは戒めなければならない 

自治基本条例についても、議会が委員会を作って、自治基本条例にも反映させ

ている 

 

Ｑ．各地域がボトムアップしてきた施策を議会がノーと言えるか、ということ

を危惧するが、住民がそこまで意識が高い状況にあるのか 

Ａ．飯田市は議会から提案して自治基本条例を制定してきた経緯がある 

住民意識については課題であり、紆余曲折を繰り返しながら積み重ねて幾必要

がある、と考えている 

また、地区によって温度差があるのは飯田市でも事実である 

 

Ｑ．飯田市はこれまで合併を繰り返してきているが、過去の合併における選挙

区はどのようにしてきたか 

Ａ．特例として増員選挙等を行うが１回限りであり、次回からは全市選挙区で

選挙を行ってきた 

 

Ｑ．関市においては議員は地域代表という意識が強いが、飯田市はそういう声

は強くなかったか 

Ａ．合併協議の中で１回限り、ということで合意してきた経緯がある 

議会改革のテーマは、市政全体のために働く議会、であり、これに沿って考え

てきている 

 

Ｑ．合併された旧町村の地域代表は減ってくるか 
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Ａ．２０地区の中では議員が出れないところもある 

 

Ｑ．地域自治組織の導入後に定数削減されたが、導入前でも全市選挙区になっ

たか 

Ａ．それは断定できないが、おそらく全市選挙区ということになったと思う 

 

Ｑ．関市では地域事務所が説明責任を果たしていないのでは、と思うところが

あるが、飯田市ではどうか  

Ａ．旧町村で自治振興センターと公民館等が設置されており、職員５～１０名

が配属されている 

今後、段階的に本庁に引き上げる予定 

 

Ｑ．２０地区の地域自治組織に総額１億円が交付されているが、その使途はど

のようなものか 

Ａ．これまでも地域活動を維持するために交付されていたが、これまでの縦割

りを横割りにした 

各地区のまちづくり委員会で予算配分を決定することになっている 
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≪甲州市≫ 

訪問日時：２００８年１１月１４日（金） 午前１０時~午前１１時３０分 

訪問先 ：所 在 甲州市塩山上於曽１０４０番地 

     名 称 甲州市役所 

     応対者 曽根 益彦・副議長 

 廣瀬 一秀・議会事務局長 

         坂本  昇・議会事務局 主任書記 

     電 話 ０５３３－３２－２１１１ 

 

〔説明・調査内容〕 

＜甲州市の概要＞ 

・平成１７年１１月１日に塩山市・勝沼町・大和村で新設合併 

・人口 ３６，３５６人 世帯数 １３，０３１世帯 

・面積 ２６４．０１平方ｋｍ 

 

＜選挙区について＞ 

・合併協議により、合併後初の市議

会議員の選挙は旧３市町村の区域

ごとに選挙区及び選挙区ごとの議

員数を定めて選挙を行うことで協

議が整い、新市設置後最初の選挙

を実施 

・その後、議員全員協議会において

次の選挙区のことが話し合われ、次の一般選挙においては、選挙区を設けず、

全市１区で選挙を行うことを決め、議員全員の提案により、選挙区の条例を

廃止する条例案を議決 

 

＜議員定数について＞ 

・新市設置後最初の選挙においては、法定上限定数２６人に対して２０人で選

挙区を設けて行うことで合併協議が整い、現在にいたる 

・本年６月定例会の初日において、議会改革調査特別委員会が設置され、その

中で議員定数についての協議を行っている 

 

＜その他＞ 

１ 一体感の醸成 

２ 都市計画用途地域及び都市計画税の課税区域の見直し 



 7 

 旧勝沼町は都市計画区域ながら都市計画税が課税されていない 

３ 水道料金の統一 

 昨年議会で改定案を議決、旧塩山市と旧勝沼町がだいぶ安かったが段階的に

上げていく 

４ 行政区の再編 

 １２戸～４１０戸まで格差がある １００行政区 

塩山４２ 勝沼４９ 大和９ 

５ 祭り等のイベントの見直し 

 いかに統一して合理的にやっていくか、が課題 

 現在はそのまま行っているのが現状 

６ 下水道の整備 

 事業の普及と経営の健全化 

７ 経常経費の削減 

 徹底的な経費削減と無駄を排除していかなければならない 

８ 職員の定員管理 

 定員管理計画の策定、給与格差の是正 

 

〔質疑応答〕 

Ｑ．各地域の人口と議員数は 

Ａ．塩山市 約２６，０００で議員１２人、勝沼町 約９，０００で議員６人、 

大和村 約１，５００で議員２人 

 

Ｑ．大選挙区に至った経緯の中で、課題の中にも「一体感の醸成」とあるが議

会で議論はあったか 

また、定数を２０名にした根拠は何か 

Ａ．次の選挙も小選挙区でやる、という議員が少なく、議会運営委員会で全会

一致で決定してきた 

先に合併をした隣の山梨市の定数が２０名となり、それより多くするのはどう

か、という意見があり２０名となった 

 

Ｑ．甲州市は地域自治区を解散されたが、その理由は何か 

Ａ．地域自治区を設けてきたが、当初から屋上屋の感も否めなかったと聞いて

いる 

地域自治区の委員の中から、もういいのではないか、という意見が出始め、全

員にアンケートをとったところ、必要ない、という意見が多かったので地域自

治区の廃止条例を議決した 
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それに代わるものとして、地域懇談会として市長自らが地域に出向いて話をす

る、ということを現在行っている 

 

Ｑ．地域自治区には区長がいて事務所に勤めていたか 

Ａ．自治区には２種類あるが、甲州市は区長を置かない自治区 

地域推薦、学識経験者、公募枠で塩山地区で２０人、勝沼地区で１６人、大和

地区で１３人で構成していた 

議会があり、区長があり、地域自治区がある、という状況であった 

旧役場は総合局としており総合局長として部長・課長級が赴任している 

本省の部課長と同様の決裁権を持っており、議会にも出席をする 

 

Ｑ．旧役場の職員の人数はどれくらいか 

Ａ．管理部分は本庁に統一しており、地

域振興部門・教育部門等は残している 

合併直後で、勝沼が４５人、大和でも４

５人ぐらいだったが、現在は少し減って

いる 

８つぐらいの課が本庁以外に外に出て

いる 

 

Ｑ．大選挙区にするにあたって、特に旧町村住民からの反対はなかったか 

Ａ．住民からの反対は特になかった 

 

Ｑ．山梨市と市街地が続いているが、時間的には 

Ａ．勝沼まで１０分、大和まで２０分 

 

Ｑ．新庁舎はショッピングセンターを改修されるが、費用はいくらか 

Ａ．買収と改修費用が約１５億円だが、新しく建設すれば恐らく３０億円はか

かる、と思われる 

隣の山梨市はＮＥＣの元工場、笛吹市は元病院をそれぞれ改修して新庁舎とす

る予定と聞いている 

 

〔調査結果〕 

１．関市はひとつ 

 今回の視察先である長野県飯田市と山梨県甲州市の最大の共通点は、「合併し

たらひとつ」という大きな原則に立脚している点である。 
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 関市において、選挙区と定数に関する特別委員会が設置されているわけだが、

選挙区に対する個人的な考え方は「関市はひとつ」という一言に尽きる。 

 市議会議員としていわゆる「地域代表」的な色彩を帯びる面も否定しないが、

関市全体、住民全体に対する公益を担っているのが議会である以上、市町村合

併直後という極めて特殊な状況以外に、たとえ過渡的な措置としても合併して

ひとつとなった関市の選挙区を分ける理由は見出し難い。 

 

２．適正な定数は存在するか 

 一方、定数については、適正な数字を導き出すことは簡単ではない。全市選

挙区になった前提で考えれば、現在の２５名から一定程度の定数を削減しても、

議会運営上の大きな支障とはならない、と感じているが、具体的な削減幅に対

する考え方はまだ固まっていない。 

 ただし、条例を議決する以上、最終的な判断を下すのは議会であることは当

然の前提だが、特に定数については住民の方々の考えを議会として聴くべきで

ある、と考えている。「現在の議員定数が多すぎるからもっと削減せよ」という

意見か、「現状ぐらいが適当ではないか」という考え方か、「今のままでは住民

の声が反映できないから数を増やすべきだ」という声なのか。アンケートとい

う方法もあれば、議会としてパブリックコメントに付すことも可能であり、ま

た委員会として公聴会を開催することも検討に値する。 

 

３．議会報告を検討すべき 

 飯田市議会、甲州市議会の両議会とも、議会報告（議会便り）が大変に充実

していたことが印象的であった。 

 関市議会の場合、議会終了後に市公報において議案等の結果や一般質問の一

部について掲載はされるが、率直に言ってほとんど目を通している住民はいな

いのではないか。 

 議会として、また各議員においても、市当局に対して情報公開や情報共有に

ついて指摘したり質疑をしたりしているが、まず議会自らの姿勢が問われてい

る。 

 

 

以 上 


