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研修会等参加報告書研修会等参加報告書研修会等参加報告書研修会等参加報告書    

 

関市議会議長 様 

 

２０１０年１０月２６日 

 

会派あらた      

議員名 山田美代子 

議員名 尾関 健治 

 

 

 下記のとおり研修会等に参加しましたので報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２０１０年１０月２０日（水）  １３時００分 

            １０月２１日（木） ～１１時００分 

 

 

２．研修等名：「第５回全国市議会議長会研究フォーラム in大分」 

 

 

３．場  所：大分県大分市 

 

 

４．会 場 名：iichico創造文化センター 

 

 

５．研修目的： 

議員活動をめぐる講演や討議を通じて、めざすべき議会活動のあり方、議会

のあり方を考える機会とする。 
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６．研修・講演概要 等： 

≪２０日（水）≫ 

13:20～14:20 議長会研究フォーラム（１日目）・基調講演 

        講師：河野 洋平氏（前衆議院議長） 

        演題：「衆議院議長を辞めて昨今思うこと」 

 

【講演要旨】 

・衆議院議長時代に感じていたことは、市議

会からの請願書や陳情書が少ない、という

ことであり、国会と地方議会は上下関係で

はいけないが連携は取るべきではないか、

と感じていた 

 

・たとえば政党助成法について、現在は国会

議員の人数や国政選挙の獲得投票率を基準

にして税金を分配しているが、地方議員の

数なども考慮するなどのやり方もある、と

考えたことがあった 

 

・政党助成金を導入された経緯は、企業・団体献金はやめよう、という流れだ

ったが、現状はそのままとなっている 

 

・国会決議は米の自由化の問題などのときに決議したが「やりっ放し」という

感じがしないではない 

内閣にドスを突きつけて、やれ、ということを言わなければならない 

 

・国会では多数派から総理大臣を出すので、議長と内閣が激しくて対立するこ

とは基本的にないが、ただし、衆議院と参議院の二院制なので厳しい対立が

起こる場合がある 

 

・二元代表制だから、首長と議会の対立はしょうがない、という意見を言う人

がいるが、それは違う、と思う 

衆議院と参議院で話し合いに話し合いを重ねることが大事 

 

・６年間の衆議院議長時代、第１期は小泉内閣時代で衆参ともに与党多数を占

めた時期、第２期は途中で郵政選挙があり、自民党が３００議席以上を取っ

写真写真写真写真１１１１    会場前会場前会場前会場前にてにてにてにて    
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て、与党が再可決などかなり横暴な国会運営をした時期、第３期は小泉総理

から安倍総理に代わり、参院選で歴史的な大敗をして衆参でねじれが生じた

時期 

 

・安倍総理は、憲法改正・教育基本法の改正

を前面に押し出したが、これは戦術の失敗 

 

・衆参ねじれの状態でガソリン税率が日切れ

となりそうになり、衆参議長で各党を呼ん

で議長裁定を行い、各党も署名をしたが、

その年末に民主党の偉い人が出てきて、そ

れでは駄目、とつぶしたこともある 

 

・地方議会で、首長と議会とのねじれが生じることがあるが、本来、首長と議

会とが一心同体となっていたのでは、市議会の存在理由の大きな部分を失っ

てしまうし、一体ならば議会の存在理由に関わることになる 

 

・首長と議会は、お互いにさらに良い案を作るために話し合うことが大事であ

り、意見が違うなら、話し合ってお互いに１００点を取るのではなく、７０

点を取ることができるよう、引くべきは引いて合意することが大事 

もちろん、どこで合意をするか、どういうかたちで最終的に結論を出すか、

考えなければならない 

 

・ねじれが話題となるが、国際的にはねじれている国は多い 

アメリカは大統領と議会がねじれ、フランスでも大統領と総理大臣のねじれ

が生じる場合はある 

 

・市長は議員に比べると露出度が高く、人気

が高くなり、どうしても支持率が上がって

くるので、ともすれば徒党を組んで言い分

を通そうとする 

議会が、あまりにも市長と一緒だと存在理

由が問われることになるので、市長との距

離を守った方がいいのではないか 

 

・民主政治は世論を大事にしなければならないし、世論が政治を行う指針のひ

写真写真写真写真２２２２    会場会場会場会場内内内内のののの様子様子様子様子    

写真写真写真写真３３３３    河野洋平河野洋平河野洋平河野洋平・・・・前議長前議長前議長前議長    
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とつ 

しかし、最近は世論調査に一喜一憂して政治の方向が動かされる場合がある 

世論調査がどういうことで賛成になっているか、反対になっているか、しっ

かりと考えなければならない 

 

・日本は国民もマスコミも含めて、政治に強いリーダーを求める 

しかし、それでいいだろうか、と疑問を抱いている 

首長も強いリーダーがいいじゃないか、と単純に考えるべきではない 

民主主義は時間がかかるものであり、できるだけ話し合ってやっていくべき 

ヨーロッパでは多くの国々が、強いリーダーがいないと思うが、国民一人当

たりのＧＤＰは高い 

話し合いを続けて、議論を尽くしている国は、一人当たりＧＤＰが高い、と

も言うことができるのではないか 

 

14:40～16:40 議長会研究フォーラム（１日目）・パネルディスカッション 

 コーディネーター：廣瀬 克哉・法政大学法学部教授 

 パネリスト   ：中邨  章・明治大学政治経済学部教授 

          大山 礼子・駒澤大学法学部教授 

          谷  隆徳・日本経済新聞社論説委員・地方部編集委員 

          仲道 俊寿・大分市議会議長 

 

【講演要旨】 

（廣瀬） 

・首長から定数や報酬半減などを打ち出されて、議会が悪者になっている部分

もあるのでは 

・今朝の朝日新聞事に、福島県会津若松市議会の報酬に関する中間報告書の記

事が掲載されていが、来月には市民との意見交換会も予定されている 

・首長対議会をめぐる状況をどう見ているか、もしくは、別の視点はないか 

 

（谷） 

・これからの時代は、地方議会に対して嵐が吹いてくるのではないか 

・阿久根市のケースは、新聞記事に対して、「竹原市長のやり方はおかしいがや

っていることは正しい」、「専決処分の乱発は正しい」、「新聞社は竹原市長の

応援キャンペーンをすべき」などの意見が多い 

・名古屋市議会のリコール署名は奇跡的だと思うが、署名をされた市民の意見

は、「市議会の報酬が高い」というもの 
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・時代状況もあり、公務員批判と同じように地方議員も批判されている 

・社内では「自治体村」という言葉を使っている 

議会をどう活性化するか、という議論を村内ではしているが、村の外部では

報酬を減らせ、定数を減らせ、という議論になってしまい、影響力がある人

が火をつけるとすぐに燃え広がってしまう 

・この問題を変えていくためには、本気になって住民の方々に自らが引っ張り

込む動きをしっかりとやっていくことが必要 

・報酬や定数については、議会で決める、ということになっているが、住民の

方々と一緒に考えていく時代ではないか 

 

（仲道） 

・会津若松市に先を越されたかたちになった

が、大分市でも同じような進め方で議員報

酬などについて議論をしている 

・財政面からの切り口でいえば、国会の衆議

院・参議院の定数削減の効果は、１００～

３００億円と言われているが、地方議会の

場合はすでに定数削減などで１１００億円

をすでに削減している 

 

（大山） 

・地方議会に対する、定数削減や議員報酬ばかりの議論は寂しいと思っている 

・ロンドンのデイリーテレグラフ紙による、各種手当の下院議員の使途に対す

る暴露記事が３ヶ月ほど続いた 

・住居手当でシャンデリアを買ったりしたことなどが問題となったが、日本と

同じようにどこでもそういう問題はある 

・しかし、その後の対応が日本とは違っており、英国公職規準委員会は「議員

に対して職務遂行に必要な手段を提供することとその経費が納税者にとって

納得できる金額であること（value for money）とのバランスをいかにして確

保するかが重要」という報告書を出したりするなど冷静な議論 

・マスコミなど新聞のスタンスも、仕事をしてもらいたなら手当を払うべき、

という論調 

・総選挙でも定数削減や報酬削減が論点になったが、半減やゼロなど極端なも

のではなく穏当なもの 

・日本における問題は、住民が地方議会を代表だと思っていないこと 

 

写真写真写真写真４４４４    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション１１１１    
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（中邨） 

・地方議会の外国との比較は慎重にやらないといけない 

・イギリスやアメリカの自治体の仕事は３Ｒ（Rubbish,Roads, and Rate）、す

なわち、ゴミ・道路の補修・税金の徴収の３つだけ 

・アメリカの場合、土曜日か金曜日の午後７時から議会があり、議員は弁護士

や保険代理行などとの顕職がほとんど 

・日本の地方自治体の場合、社会生活のありとあらゆることをやっていて、議

員も３６５日休みがないような状態 

・日本では、議員の仕事がほとんど理解されていないが、これが議員が悪い 

・議会便りを定期的に出しているのは日本しかないが、今の議会便りは、すぐ

にちり紙交換に出されてしまうような中身 

・急進的な改革が必要 

 

（廣瀬） 

・議会と住民とのギャップがあると思うが、この溝を埋めないといけない状況

に追い込まれている 

・市民との意見交換会でどのように距離が縮まったか 

 

（仲道） 

・議会基本条例で規定している、意見交換会は今年で３回目 

・最初の年は議会基本条例を作る、ということで開催して、市内１３カ所で意

見を伺う 

・現在は、子どもに関する条例案を検討中だが、議会基本条例では年齢が高い

人が多かったが、子ども条例では女性や若い人の参加も増えている 

・交換会でいただいた意見については、それぞれの常任委員会にすべて振り分

けている 

 

（大山） 

・直接、議場で住民から意見を聞くことは難しいのではないか、と思っている 

・各議会において、情報発信が圧倒的に少ない、と思っていて、ＨＰはどこも

作っているがその中身は空虚で情報がほとんどない 

・海外の自治体議会のＨＰなどでは、分厚い報告書が載っていたりするが、日

本も報告書などをしっかりと公開するべき 

 

（中邨） 

・政治への信頼を問う調査では、日本だけでなく各国も「信頼しない」という
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答えが圧倒的であり、公務員に対する信頼も同様 

・ただし、「個人責任か、行政責任か」という質問に対しては、各国では「個人

責任」という回答に対して、日本では「行政責任」という回答が多い 

・日本の地方行政は世界でもトップを走っている 

・地域住民は自治体行政に不満は言うけれども、最終的には行政がやるべき、

と考えている、ここにねじれがある 

・住民説明会なども悪くはないが手ぬるく感じる 

もっと急進的に改革する必要があり、たとえば、暴論だと思うが報酬につい

ては「１票１０円」にしてはどうか 

 

（谷） 

・昔は特定の地域や団体を代表しているのが議会の姿 

・利益誘導システムが壊れて、斡旋などがなくなって、役割が変わってきたの

で、これからは選択肢を示していかなければならない 

・根本にある問題は、お任せ民主主義 

・地域の課題に住民を引きつけるためには、住民投票などで引きつけないとい

けないので、住民投票などはもっとやった方がいい 

・名古屋市議会の場合も、恒久減税か、１年減税か、住民投票をしていれば結

果は違ってきたのではないか 

 

（廣瀬） 

・栗山町議会の基本条例では住民投票条項が入っている 

・総務省の検討機関の中で、首長と議会の関係も議論されている 

・議院内閣モデルもひとつの案として検討対象 

 

（中邨） 

・制度の改革の話があるが、制度をいじれば世の中が良くなる、というのは間

違いだ、と考えている 

・議員内閣制を地方レベルに導入する話だが、戦後の行政・行政学の最大のポ

イントは、政治と行政をいかに分離するか、というのが最大の課題であった 

行政の方向が、あらぬ方向に走る可能性がある 

・委員会制についても、１９００年代における委員会制は大恐慌の時に機能し

なかった 

・現在の二元代表制は対立型、というのは真っ赤な嘘であり、対立型に近づけ

るために、議会事務局の充実や、首長に対抗できるような装置の設計が求め

られている 
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（大山） 

・制度改革の前に現行制度を使い倒していただきたい 

・まずは本会議と委員会をしっかりとやることが大事 

・１００条調査をきっちりとやって報告書も公開してもらいたい 

・議会は住民の代表機関であり一番住民に近いのだから、住民の声吸い上げて

いくことをもっとやってもいい、パブリックコメントも行政ではなくて議会

でもやるべき 

 

（谷） 

・総務省の案の中では純粋分離モデルをめざすべき 

・条例制定や予算編成も議会に、ということを議会の意思としてめざす志を持

つべき 

・議員定数については、議員討議をしようとするとせいぜい３０人が上限なの

ではないか、と思っている 

・多人数議会になるとアマチュアになるという議論があるが、決してそうでは

ない 

 

（中邨） 

・地方分権が進むと、さらに首長の権限が強くなる 

・地方議会の権限を強める分権でないとおかしい 

・直接請求の立法趣旨に反して、直接請求に首長がからんでくるのはおかしい 

・各地域で６０～７０歳のリストを作り、たとえば議会の評議員制度を作って

半強制的に参加してもらって議会便りにも載せる 

 

（大山） 

・市議会は小中学生に傍聴させるべき 

・定例会ではなくて通年議会にするべき、だと考えている 

 

（谷） 

・維新の会は邪道であり、橋下人気にすり寄っただけ 

・防府市の例では、市長は報酬半減・退職金カットを自らしており、その上で

の提案である、と理解している 

 

（大山） 

・女性など多様な議員を出すことが必要 
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≪２１日（水）≫ 

9:00～11:00 議長会研究フォーラム（２日目）・課題討議 

 コーディネーター：辻山 幸宣・中央大学大学院公共政策研究科客員教授 

 報  告  者 ：１．「政治倫理条例について」 

           杉本 成一・かほく市議会議長 

           福井 章司・佐賀市議会議長 

          ２．「議会の調査権について」 

           川島やすゆき・稲城市議会議長 

           中島武津雄・飯田市議会議員 

 

【講演要旨】 

１．政治倫理条例について 

 

（杉本） 

平成１６年３月に３つの町が合併 

１２月定例会で制定 

１．自治方９９条の 2 ２親等以内の姻族を

含む 

２．議員の言動についても規制 

３．疑惑が生じた場合、政治倫理審査会を設

置 

 

（福井） 

平成５年に政治倫理条例を制定 

資産等の公開制度 第３条 公開の対象は市長と議員 

有権者の請求に基づき政治倫理資産会を設置 

１０条 一審判決で説明会を開催 

説明会は過去１回開かれたことがある 

 

（辻山） 

資産公開制度の有無が違い 

どういう議論があったか 

 

（杉本） 

制定の過程では、議論されなかった 

写真写真写真写真４４４４    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション２２２２    
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倫理条例を制定すれば必要ない、というのが個人的な考え方 

 

（福井） 

国会議員の資産公開法にならっている 

資産減も含めて報告 

市税の納付状態も報告 

審査請求ができる 

個人情報保護の観点から議員と市長 

 

（辻山） 

住民統制か、議会内自治という違いがあるように思うが 

 

（福井） 

議員自らが律することは前提ながら、市民を重要視 

審査請求もそういう意味の発想 

 

（杉本） 

議員それぞれが身を律して、それぞれが守っていく 

資産公開は個人的には必要ないと思っている 

 

（辻山） 

口利きなどの線引きは 

 

（杉本） 

ＮＰＯ団体に市から補助が入ったとき、市議会議員が理事を辞退 

 

（福井） 

統一された基準は難しい 

 

（辻山） 

努力義務になっているのでは、条例の本質的な意味は 

 

（福井） 

名ばかりの条例になる恐れはあるが、ときどきの条例の改正が必要 

 

（杉本） 
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学校内の廊下を走るな、という張り紙と同じ 

議員自らが律していこう、ということ 

 

２．議会の調査権について 

 

（川島） 

特定所管事務調査 

１．市から報告を受けるもの 

２．委員会自らが調査するもの 

 

 ５月中旬 正副委員長の互選（次回までに、各委員からの調査事項提出） 

 ６月定例会 調査事項の協議、決定 

 ７月中旬 市からの現状説明、今後の進め方を協議 

 ８月中旬 視察地の検討、決定 

 ９月定例会 閉会中の委員派遣を議決 

 １０月中旬 先進市視察 

 １０月下旬 視察の感想・意見交換 

 １１月中旬 課題・問題点を協議、整理 

 １月中旬  まとめの協議 

 １月下旬  まとめの協議 

 ２月上旬  報告書（意見書・決議等）の決定 

 ３月定例会 報告 

 

（中島） 

議会として行政評価手法を導入 

今までは、「主要な施策の成果説明書」を配布していたが、現在は行政評価に係

る資料として「４６の施策マネジメントシート」、「施策ごとの事務事業実績評

価表」などを配布（ＣＤ－ＲＯＭ） 

その後、「議会施策チェック表」、「議会事務事業チェック表」を作成して「提言

書」として集約 

 

（辻山） 

市民の目線は 

 

（川島） 

より生の声を聞く 
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直接現場を訪ねている 

 

（中島） 

市民でも基本構想・基本計画推進委員会を設けている 

 

７．感想、所見等 

（議論はめぐる） 

 市議会議長会研究フォーラムへの参加は今年で３回目となるが、毎年、同じ

ところを循環している感もある。 

 阿久根市や名古屋市の問題が、マスコミで大きく取り扱われるため、地方議

会や地方議員が注目されているが、マスコミや市民の意見の大本は、「地方議員

なんて要らないから数を減らすべき」、「市役所職員も市議会議員も給料が高す

ぎるから減らすべき」という考え方であるように思う。 

 こうした批判に対して、地方議会の役割や地方議員の活動を住民の方に知っ

てもらうべき、という議論になるわけだが、なかなか現実は簡単にはいかず隔

靴掻痒の感をいつも感じている。 

 

（ラディカルな改革を） 

 パネリストとして参加された中邨章・明治大学教授から、「政治不信や公務員

不信はわが国だけでなく、世界各国に共通している。しかし、政治や行政を信

頼しないとした場合、「将来どうするか」と質問すると日本以外の国は『個人責

任』と答えるが、一方、日本では『行政責任』と答える」という話があった。（中

邨教授は「みのもんた症候群」と命名） 

 これは悪く言えば、日本では行政への依存心が強く「お任せ民主主義」とネ

ガティブに捉えることもできるが、一方、何だかんだ言っても行政がまだまだ

信頼されている、とポジティブに考えることも可能である。 

 議会に対しても「信頼は低い」と思われる。中邨教授の「それは議会が悪い。

たとえば、議会便りなどもすぐにちり紙交換行きだ。」という厳しい発言の通り

だが、議会便り、広報活動ひとつを取り上げても、今のままでも工夫して知恵

を絞ればやれることは多いはずである。 

 中邨・大村両教授から、「何か問題があったときに、制度を変えればうまくい

く、という発想はおかしい。現行制度を活用して使い倒すべきだ。」という旨の

発言があったが、この点についてはまったくの同感である。 

 「もっとラディカルな改革を」という指摘があったが、「ラディカル」な制度

改革ではなく、「ラディカル」な現行制度内の改革こそ、議会そして議員自らが

取り組むべきことだと感じている。 



 13 

 

（話し合いによる合意） 

 河野前議長からは衆議院議長時代の経験を踏まえて、いわゆる「ねじれ」に

関する考え方が示された。 

 国政と地方議会では、規模も仕組みも異なっているけれども、「首長と議会は、

お互いにさらに良い案を作るために話し合うことが大事であり、意見が違うな

ら、話し合ってお互いに１００点を取るのではなく、７０点を取ることができ

るよう、引くべきは引いて合意することが大事」という発言に集約される通り、

お互いの話し合いこそ問題解決の道である、との考え方は、関市も含めて各地

の首長と議会の関係を思い起こすと耳を傾けるべき見識であるように感じた。 

 

（議会のプレゼン能力） 

 ２日目の課題討議では、合計４名の市議会議長が、各市議会の事例発表を行

う形式であった。 

 それぞれの内容的は特記すべきことはないが、内容とは別に各議長の発表プ

レゼンのやり方が気になる点であった。 

 ３名は各議員に配布された資料集のみで口頭の説明、１名はパワーポイント

（以下、パワポ）で作成した資料をスクリーンに映しながらの説明であった。

おそらく１０分間程度の説明時間を目安としていたと思うが、口頭の説明、か

つ、手元にある原稿を読みながらの朗読では、意図するところが伝わりづらい。

パワポ資料についても、スクリーン説明は大変にありがたいけれども、とにか

く１枚当たりの文字数が多く、せっかく図表で示したのにそのメリットが活か

されていないように感じた。 

 「議会が住民の方に理解されない」原因は、こういうところにもあるのでは

ないか、と考えられるので、こういうプレゼン能力も議会には必要である、と

考える。 

 

以 上 


