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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 

 

２００９年９月２５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：２００９年８月３日（月） 

~ ８月４日（火） （２日間） 

 

 

２．参加議員：石原 教雅議員（委員長）、太田 博勝議員（副委員長） 

猿渡 直樹議員、長屋 和伸議員、西部 雅之議員 

幅  永典議員、丹羽 栄守議員、桜井 幸三議員 

尾関 健治 

 

佐藤 善一議員（議長）、市川 隆也議員（副議長） 

 

 

３．随行職員：議会事務局 佐藤 康晴・局長、廣瀬 正則・主査 

 

 

４．視察事項：千葉県流山市  議会基本条例の制定について 

       東京都千代田区 議会運営について 

               投票システムについて 
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５．視察内容 

≪視察ＮＯ．１ 流山市視察－議会基本条例の制定について≫ 

訪問日時：２００９年８月３日（木） 午後１時３０分~午後３時３０分 

訪問先 ：所 在 千葉県流山市平和台１－１－１ 

     名 称 流山市役所 

     応対者 伊藤 實・流山市議会議長 

         乾 紳一郎・流山市議会議員 

         仲田 道弘・流山市議会議会事務局次長補佐 

     電 話 ０４－７１５０－６０９９ 

 

〔〔〔〔説明説明説明説明・・・・調査内容調査内容調査内容調査内容〕〕〕〕    

・議会基本条例を制定しているのは、平成２１年６月２４日現在、全国で６０

議会であり、自治基本条例と議会基本条例を同時に可決した議会は、流山市

議会が全国で４番目 

 

・議会運営の理念・原則などを条文化した

「議会基本条例」と行政運営の理念・原

則などを条文化した「自治基本条例」を

同時可決したことは、二元代表制のお互

いが切磋琢磨し生活者の視点に立った

「地方政府」としての流山市のまちづく

りが新たなスタート地点についた 

 

（写真１ 流山市役所） 

（議会基本条例の意義） 

・議員自らが 

  議会運営の理念について 

  理念を具体化する制度について 

  その制度を連動させる原理について 

等について議員間で十分に議論を尽くすこと 

 

（制定の背景） 

・地方分権一括法の制定によって、議会の権限と責任も大幅に拡大した 

・特に議会の機能強化は、自治体の自治立法権とともに、条例制定権に対して

声高に叫ばれてきた 
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・Ｈ１３ 地方分権検討協議会を設置、地方分権特別委員会設置へ発展 

対面演壇方式導入、ネット中継、定数３２→２８名、一問一答の導入 

・Ｈ１８から議論をはじめ、Ｈ１９年３月に骨子案の一部を作成 

・Ｈ１９さらに議論を重ねた結果、議会基

本条例の制定が議会改革の最優先項目

として意思決定された 

 

（条例の構成） 

市民に開かれた議会 

議員同士が討論する議会 

自らが行動し執行機関と切磋琢磨する議

会 

 

（特徴）                （写真２ 石原委員長の挨拶） 

条例制定プロセスそのものに特徴がある 

１．前文からすべて議員自身が考えシンポジウムや報告会を開催し、市民の意

見を取り入れて案を作成したこと 

２．党派・会派を超えて自由討議を重ねたこと 

３．専門的知見の活用、マニフェスト研究所と調査提携して条例策定に取り組

んできたこと 

４．委員会を全面公開し、会議録をＨＰに公開 

 

（具体的な条文） 

１．前文は憲法を規範 

２．会派・代表者会議・全員協議会・議長の権限と役割の職務分掌を明確に 

３．反問権の付与 

４．議会として予算要望書を作成 

５．専門的知見の活用 

６．条例の検証と見直し手続き 

 

（その他） 

・先進自治体とそれほど変わらない 

・改選前の期に議会基本条例を作ろう、という声が保守会派から出た 

・市長が自治基本条例制定を公約、市民公募で３４名の市民協議会が自治基本

条例の原案を作成、その流れの中で、議会が取り残されてしまう、という状

況もあり、再度、条例を作ろう、という提案があった 
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・昨年の３月議会で特別委員会を設置して、１年間で作り上げたもの 

・内容的に、２１回にわたり特別委員会を開催、議事録も３週間程度でＨＰに

アップ、集中的に議論 

 

〔〔〔〔質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答〕〕〕〕    

Ｑ．議員研修の充実強化について、具体的な大学等はあるか 

Ａ．特にどの大学、ということは今までなかったが、「専門的知見」ということ

で今回の条例作成においては、早稲田大学のマニフェスト研究所が入って

もらっている 

 

Ｑ．これまで「議会報告会」は実際に開催しているか 

Ａ．義務付けしているが、まだ実施しておらず、現在、体制づくりをしている 

制定過程の中で、骨子案を発表してから２カ所で「骨子案」をテーマとした

「議会報告会」を開催してきた 

南北２カ所で３０～４０名ぐらいの参加を得て開催し、活動地域別に議員も

分けて出席した 

議員個人や会派で議会報告をやられていることが多いが、この「議会報告会」

は議会全体として報告を行うことに主眼を置いている 

 

Ｑ．「議会報告会」では、今後どういう課題が取り上げられていくのか 

Ａ．これから議論して決めていく 

個人的な認識では、たとえば議会ではどういうことが議論されたか、また、

議案に対する各議員の賛否等は公開できるし、たとえば、「子育て支援」等の

テーマを設定することも可能だと思っ

ている 

「議会報告会」は「動く議会報」が出発

点だろうと思っている 

三重県伊賀市では、議員３名を１班体制

として６３０回の住民対話集会を開い

てきた、と聞いているが、「待ち」の姿

勢ではなくて、出向いていって報告する、

ということが必要だと考えている 

                   （写真３ パワーポイントでの説明） 

また、「議会報告会」には、「意見交換会」という意味もあるので、いただい

た意見を政策形成サイクルにどのようにのせるか、それもひとつの目的 

たとえば、幼稚園の問題であれば小学校区単位で、ごみ有料化であれば各地
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区で、課題に対してどのようなかたちでアプローチをかけるか、現在、議会

の中で話し合われている 

 

Ｑ．傍聴者の変化はあったか、市民の関心度の高まりはどの程度か 

Ａ．傍聴者はそれほど伸びていない、６年前に市長が市民派として当選した後、

半年ぐらいは議場が傍聴者でいっぱいとなったときがあり、実はまだよく分

からないのが実情 

今後、行政のまちづくりアンケートに議会についての質問も入れてもらうこ

とになっているので、そうしたアンケート結果などが参考になると思う 

 

Ｑ．先の６月議会において「反問権」は使われたか、 

Ａ．６月議会では使われなかった 

執行部側に対する「反論権」の付与について議論があったのは、たとえば当

選回数が浅い議員に恥をかかせることにもなるのに認めていいか、議論があ

った 

結果として条例の中に入ったのは、今の時点で条例をつくるのに、反問権を

入れないのは「時代に反する」と早稲田大学マニフェスト研究所から言われ

たことが理由 

 

Ｑ．栗山町が先進事例だと思うが、「参考人・公聴会」、「一般会議」を条例の中

に入れなかった理由は 

Ａ．現在でも、陳情であれば委員会を休憩して、陳情者が１０分間、意見を説

明する機会が与えられているので、こうした方法や参考人制度を活用するか

たちでやっていけないか、という議論をしてきた 

 

一般会議については、「議会報告会」と「意見交換会」は同義であるし、また、

各委員会で各団体と意見交換することができる 

 

Ｑ．伊賀市では、自治会等に権限・財源を付与しているので、議会が執行部側

の説明のサポート役になっている印象 

本来の目的である政策立案ということが前面に出ていない、という印象があ

るが 

Ａ．指摘の通り、政策立案の面ではまだ弱い 

条例の議員提案は、２年前に１件、先の６月議会に１件 

現在政策立案をやっていかなくてはならない、という議論をしているところ 

市長与党が多く、市長提案にはすべて賛成という市議会だったが、先の６月
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議会においては、公立幼稚園に関する修正案が１３対１２で可決した 

 

Ｑ．議会事務局体制についてはどう考えているか、政策を執行部に提言する前

に議会内での議論が大事だと思うがどうか 

Ａ．法務担当を議会事務局においている 

宮城県議会では議員へのサポート制度があり、２名以上の会派に対して、各

テーマを申請すれば専門家のサポートを受けることができる制度があり、こ

れを活用できればいい、という議論をしたことがある 

議会内では、やはり委員会の中での議論から出発する、ということになる、

と思う 

 

Ｑ．「議会報告会」はどのように進めているか 

Ａ．どういうかたちでやっていくか、議論をしているところ 

「議会報編集委員会」を「広報広聴委員会」に変更してそこが担当してもら

う予定 

 

Ｑ．地域基盤ではなくて「市代表」としての議員でどうするか、悩んでいると

ころ 

Ａ．流山市はそれほど大きくないので議員の地盤はそれほど強くない 

 

Ｑ．市民の反応を教えてもらいたい、 

Ａ．流山では「タウンミーティング」を市長が開催 

特定の課題について議案となる前に各地区をまわり、そこで出た市民の意見

を議会で言う 

パブリックコメント、タウンミーティングの意見を「市民の声」と市長が言

うが、議会報告会で市民の生の声を議会が聞くことになることを執行部側は

かなり気にしている 

 

Ｑ．関市では「議会報」を作るところまで至っていない 

今までの議会報の編集にどのように議員が関わってきたか 

Ａ．事務局で基本編集をしてもらい、議会の委員会でチェック 

今、これはマズイ、という意見になっていて、そこも議論していこう、とい

う話になっている 

議長から今後の議会報のあり方について諮問をされている 

 

Ｑ．市民の声を聞くのは大事だが、定数や報酬も参考人・公聴会が入っている
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が説明を 

Ａ．現在は報酬審査会から出てくるが、議員自身が報酬や定数を裏付けをもっ

て決めるべきではないか、という議論が出てきている 

 

Ｑ．公聴会・参考人について、つくばエクスプレス委員会等で専門家を呼びた

い、という声があるか 

Ａ．区画整理組合のそれぞれの施工者に視察して、話を聞く、というかたち 

協議会で参考人のようなかたちで意見を聞く、ということはやっている 

 

Ｑ．外部の方を招くとき、交通費を支払うようなことがあるか 

Ａ．参考人制度について、今年度予算から付いている 

２０年間の基本計画の折り返し地点、後期基本計画が１２月議会、こういう

中で参考人制度などを活用する事例にしていきたい、と個人的に思っている 

 

Ｑ．法制担当について、この条例ができたので配置されたのか 

Ａ．そうではなくて、その前から配置されている 

「子育てにやさしいまちづくり条例」を議案提案したことがあったが、相談

にのったりしたことがあった 

法制担当がいないと、市長側から「義務規定」を「努力規定」に変えろ、と

いうような要求等があったが、法制担当がいたので結果的に議会側の主張が

９０％ぐらい通った 

 

≪視察ＮＯ．２ 千代田区視察－議会運営、投票システムについて≫ 

訪問日時：２００９年８月４日（火） 午後１時～午後２時３０分 

訪問先 ：所 在 東京都千代田区九段南１－２－１ 

     名 称 千代田区役所 

     応対者 阿部 寿・千代田区議会事務局次長 

     電 話 ０３－５２１１－４２９５ 

 

〔〔〔〔説明説明説明説明・・・・調査内容調査内容調査内容調査内容〕〕〕〕    

・情報公開条例の制定（議会独自の条例を制定） 

・政務調査研究費の交付に関する条例の制定 

・投票システムの導入 

 

・議会活動条件整備検討会と議会運営の見直し 
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・これまでの主な改革事項（欠席理由に「家族の看護・介護・出産」を追加規

定、委員会速記録の作成及び公開、送付陳情制度（直近の議運で送付先委員

会を決定）、常任委員会任期の延長） 

 

・検討会の提言事項（本会議場のレイアウトの変

更、議員バッヂの着用義務の廃止、「先生」と

呼ばない、議会運営のＩＴ化（広報広聴委員会

はペーパーレス、８０～９０ページは無駄排

除） 

 

・ノートパソコン２台貸与（ワード、エクセル、

ＨＰ作成の研修）、７・８階は無線ＬＡＮ 

 

・今後の検討課題（自治法・会議規則の改正を含

む議会運営方法の見直し、報酬及び費用弁償の

あり方） 

                      （写真４ 千代田区役所）Ｓ 

〔〔〔〔質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答〕〕〕〕    

Ｑ．パソコン２台貸与だが、本会議や委員

会に持ち込みは可能か 

Ａ．現在は広報広聴委員会のみ 

本会議や委員会で使用することを前提に

貸与したが、制度が整い次第 

 

Ｑ．賛否を明らかにするのは、住民の声か、

議会からの提案か 

Ａ．情報公開の大切な一部分、議員自らが

発議した                  （写真５ 議場スクリーン） 

 

Ｑ．議員バッヂの着用義務の廃止、「先生」と呼ばない、という経緯は 

Ａ．親しまれる議会をめざしている一環であり、身近な存在に感じてもらえる 

 

Ｑ．議会事務局１３名のうち、３名が調査係だが、どういう調査をしているか 

Ａ．議員の立法のお手伝いをしており、執行機関でのそれぞれの現状、概要の

調査依頼が多い 
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〔〔〔〔調査結果調査結果調査結果調査結果〕〕〕〕    

１．議会基本条例 ～住民と議会の関係～ 

 今年の７月に、東京財団が「地方議会の改革 ニセ議会基本条例を斬る」と

題したフォーラムを開催した。そのフォーラムにおける「ニセ議会基本条例」

の定義は、「議会への市民参加を強化する条文がないもの」であった。 

 議会基本条例の中で「住民参加」に関連するのは、「“一般会議”の開催」、「参

考人・公聴会制度の義務付け」、「請願・陳情者の委員会での発言」、「議員定数

の決定に住民参加を義務付け」、「議員報酬の決定に住民参加を義務付け」、「議

会で使用した資料等の住民への提供」などが挙げられる。現在、全国で約６０

議会が議会基本条例を制定しているが、その中には「住民参加」に関する項目

が一切入っていない条例もある。 

 流山市の議会基本条例の場合、「参考人・公聴会制度の義務付け」については

努力規定、「議員定数の決定に住民参加を義務付け」は義務規定、「議員報酬の

決定に住民参加を義務付け」については出来る規定となっている。また、「請願・

陳情者の委員会での発言」についても、これまでも委員会運営の中で、いった

ん委員会を休憩した上で、陳情者の意見を１０分間聴く機会を設けてきている。

その意味では、議会としてかなり住民参加を意識した構成となっている。 

 いわゆる「タウンミーティング」などの意見交換会、もしくはパブリックコ

メント制度など、首長が住民の意見を聴く機会が設定されることが多いが、議

会として住民の意見を聴く機会や手段を持たなければ、首長サイドから「住民

の皆さんの意見はこうでした」と言われた場合、その施策に対して反論するこ

とは難しくなる。 

 議会側としても、議会としての住民意向調査や市民アンケート、もしくは、

各委員会における関係諸団体からのヒアリングなど、「住民の声」を吸い上げる

機会を積極的に設ける努力をしなければ、突き詰めると議会の存在意義にも関

わる問題であると認識している。 

 

２．議会のＩＴ化、 

 千代田区においては、２年前に新庁舎が建設されたこともあり、議会のＩＴ

対応が進んでいる、という点で強い印象を受けた。 

 投票システムの導入については、各議員の投票行動が分かりやすいかたちで

示される点では意味がある。しかし、１０年以上前にアメリカの市議会を傍聴

した際、議員の議案に対する賛否が簡単な仕組みの電光掲示板によって一目で

分かるようになっていたが、日本では未だに行政視察の対象となっている状態

であることに多少の情けなさ、に近いものを感じる。 

 千代田区の場合、システム導入にかなりのコストがかかっていると思われる
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が、各議員の賛否の意思表示を投票で行い、議場内でその結果を表示するのは、

それほど複雑な仕組みではなく、必要最低限の機能だけ求めるのであればそれ

ほどコストをかけずに導入可能ではないか。また、同時に議場での表示だけで

はなく、各議員の賛否一覧を議会報に掲載することは今すぐにでも可能なこと

である。 

 もう一点、本会議場や委員会でのパソコンの持ち込みについて関心を抱いた。

千代田区の場合、本会議場および委員会におけるパソコン持ち込みは、そのネ

ット環境は整備されているが、まだ実施に至っていない、という説明であった。 

 本会議場や委員会にパソコンを持ち込むことの賛否はそれぞれあると思うが、

個人的には持ち込み可能にするべき、と考えてい

る。それぞれの担当分野を専門にしている市当局

に対し、私自身も含めて議員側は根本的に知識不

足、勉強不足であり、制度自体や市の現状データ、

過去の議会の議事録など、その都度、その場で確

認をしていくことは議員の質向上にもつながる

ものである。関連資料などをパソコンに入れてお

けばペーパーレスにもなり、また、紙にメモを残

すよりその場でメモがデータ化できる、というメ

リットもある。               （写真６ 議席の投票ボタン） 

 パソコンを使える議員が限られている現状では、喫緊の課題ではないかもし

れないが、将来的には「当然のように」パソコンを持ち込むことが可能である

関市議会でなければならない、と考えている。 

 

以 上 

 


