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平成２４年度議会改革調査特別委員会 管外行政視察報告書 

 

１ 視 察 日  平成２４年１０月３日（水) ～１０月４日（木） 

 

２ 視 察 先  三重県 伊賀市議会 〔視察日時 10月  3日(水)13時 30分～15時00分〕 

        愛知県 岩倉市議会 〔視察日時 10月 4日(木)10時 00分～11時 30分〕 

 

 

３ 視察事項 (２市共通)  

（１）議会改革への取組み状況について 

        （２）議会基本条例制定後の条例事項の実践状況について 

          

４ 視察目的  全国の市議会の中でも、議会改革において先進市議会として知られてい 

       る２市を視察することによって、現在、当委員会で取組んでいる議会基本条

例制定の参考とし、一層の推進を図ることを目的とする。 

 

５ 参 加 者  《議会改革調査特別委員会》（６名） 

          委員長 松 下  信 一 郎 

           副委員長  桑 野 元 澄 

                 委  員 山 本  修 三 

          委  員 赤 木 和 雄 

          委  員 名 村  嘉 洋 

          委  員  堀   譲 

        《随行》 

 議会事務局 副局長 上 田 照 一 

 

６ 視察事項 

 （１）伊賀市議会での視察事項について 

 

   ア 伊賀市議会の出席者 

      伊賀市議会    議長   北出 忠良 

      伊賀市議会事務局 局長   森本 一生 

 議事課長 山本 幸一郎 

  

   イ 伊賀市議会代表あいさつ・説明（議長 北出 忠良） 

      伊賀市は、平成１６年１１月１日に 1市３町２村の６市町村、人口が当時 10万

3千人で合併して誕生した市である。合併時は在任特例規定の適用により、78名が

残り、最初の選挙は定数 34名で実施、その任期中に６名削減し定数を 28名とし平
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成 21年 3月に合併後 2回目の市議選が実施された。平成 24年 3月に 4名減の 24

名に条例定数を改正し、次期一般選挙より適用する。 

面積は、５５８㎢と広く市民との意見の共有をどうしていくかという中で、定例

会以外に小学校区を一つの単位とした 38地区のまちづくり協議会、議会報告会で市

民との情報及び意見を共有する場を持つようにした。 

質問については、1問 1答方式で反問権を付与している。 

会派重視の政策の議会を行い、円滑な議事運営を実施するため、会派を 3人以上

から 2人以上の所属議員に変更した。 

議会報告会も 8年たつとマンネリ傾向で参加者も役員に偏る。市民からの意見も

本音、生の声を聴くにはどうすればよいかなど思っている。そうした中、一方的に

議会改革と自己満足するのではなくして議会から市民からの双方向でないと議会改

革にはならないのではないかと強く感じている。本会議への傍聴人も増えてきてい

るが、常任委員会など委員会への傍聴人は少ない。身近な問題を市民の人が関心を

持ち、傍聴に来ていただく、そうすることにより議員のレベルも上がるのではない

かと思い、基礎から足元から見つめ直している状況である。 

 

ウ 調査項目の説明 

《説明員：伊賀市議会事務局 議事課長 山本 幸一郎》 

 

伊賀市議会は平成 19年 2月に「議会の役割と責務」を具体化する伊賀市議会基

本条例を制定。議会基本条例は、10章、23条の条文からなっている。 

特徴として、７つの特徴がある。①第７条 議会報告会の実施、②第 8条 一問一

答方式の導入と反問権の付与、③第 9条 重要政策に対する 7項目の明確化、④第

12条 政策討論会の開催、⑤第 13条 出前講座の開催、⑥第 18条 議案に対する議

員表決態度の公表、⑦第 20 条、21 条 議員提案による議員定数・報酬の改正があ

る。 

議会報告会は小学校区と同様な 38地区に分け、それぞれに住民自治協議会が組

織され組織単位に年 1回以上報告会を実施する。報告会も実施要綱に基づき実施し

ている。 

議会報告会は 7項目の基本的考え方により位置づけている。①市民との意見交換

の場、②市民との情報の共有の場、③市民の議会・市政への参画の場、④市政への

民意反映の場、⑤意思決定機関としての説明責任の場、⑥市民に二元代表制の一翼

の議会であるとの再認識を得る場、⑦市民に議会について正しい理解を得る場とし

て開催している。 

開催方法は、議員 28人を 6班に分け、1班あたり 4、5人で構成し、4年間一緒

である。時期は、定例会の翌月に開催。実績は、平成 19年から報告会を始め平成

23年度までで合計 184回開催し、延べ 4,064名の市民が参加し、徐々にではある

が年々参加者も増加している。議会報告会も昨年 5年目を迎えるが、議案の報告だ
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けで 1時間から 1時間半話すと、聞く市民も飽きてくるので、報告会と併せて地域

から課題・テーマをもらい、話し合う方法で実施している。 

政策討論会については、条例施行後、年 1，2回程度で、これまでに 11回開催し

ている。討論会にかける内容については、事前に７会派の代表者からなる幹事会で

議題を決定する。政策討論会は、当然のことながら議員だけで実施し、事務局は関

わらない。また自由討議となっており議事録もとらない。 

議会報告会ともう一つ市民の意見を聞く場として、出前講座を実施している。行

政にも出前講座があるが、議会も出前講座を行っている。 

出前講座については、商工会議所、ＰＴＡといった団体からの要請に応じ、各常

任委員会単位で出向いている。主に商工会議所の産業部会から要請があり、産業建

設常任委員会と地域の産業振興について意見交換している。 

議会基本条例の制定で何が変わったかと言うと、議会報告会により市民が、議員

の顔、議員の考え方が判った、身近に話せる機会ができた等があるが、何よりも選

挙に対して地元の議員を選出する、というのがあったが、議員を選ぶ基準が変わっ

てきた、という意見がある。反対に議員側も議会報告会を議会として出向くため、

今まで他の市域で報告会をするのを遠慮していたが、行けるようになり各地域の課

題が分かるようになってきた、との意見がある。 

最後に、会派のあり方が問題点であり、これから重要になってくるが、役選がら

みの会派が未だに残っている気配がする。こういった政策討論をする中で、きちっ

と会派を政策集団に今後していくというのが課題である。 

 

「何故、今、議会改革なのか」により山本議事課長説明) 

    

 

 （２）愛知県岩倉市議会での視察事項について 

 

   ア 岩倉市議会の出席者 

      岩倉市議会 議長  塚本 秋雄 

副議長 松浦 正隆 

議員  横江 英樹 

議員  宮川 隆 

議員  関戸 八郎 

議員  須藤 智子 

議員  伊藤 隆信 

議員  大野 慎治 

岩倉市議会事務局  

 局長  大堀 誠三郎 

      主査  田島 勝己 
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   イ 岩倉市議会代表あいさつ（議長 塚本 秋雄） 

  岩倉市は、人口は 48,000人、世帯は 20,000世帯である。借家が多く社会増減

の転入転出が都会に近いということで 3,000人を超える状況になっている。 

特に外国人が多く、10月 1日現在で 2,467人が居住し、内 2,000人近くがブラジ

ル人である。 

少子高齢化はどこも同じで高齢化率は、21.3％で約 10,000人が 65歳以上であ

る。 

地理的には、愛知県の北西部、濃尾平野の中央に位置し、面積は 10 ㎢、コン

パクトな生活都市の小さなまちということで紹介している。人口密度は名古屋市

についで２番目に人口密度が高い。 

岩倉市の庁舎は、平成 14年２月に新庁舎が完成し、総事業費は約 39億円であ

る。 

代表的な名所は、この町を南北に流れる五条川、愛知県の 1級河川で日本桜名

所百選に選ばれている。川を挟んで約 1,400本の桜並木の風景が岩倉市のシンボ

ルになっている。三台の山車の引き回しとイベントでは、4月 1日から 10日まで

の桜まつり、特産品は鶏、名古屋コーチンの鶏肉が有名である。   

大河ドラマ戦国時代の山内一豊の誕生地である。 

まちづくりの考え方は、キャッチフレーズとして「健康で明るい緑の文化都市」

市民憲章「小さなまちから大きな夢を」小さいコンパクトなまちである為それを

合言葉に昨年 40周年を迎えたので、節目として総合計画を策定し、第４次総合計

画が平成 23年度からスタートしている。 

施行から 1年と 5ヶ月しかたっていない議会基本条例のもと、議会報告会、政

治倫理条例、災害時における議会・議員の役割、対応など説明については正副委

員長のもとで説明させていただく。 

本来なら先に作るべき岩倉市自治基本条例が今、策定中ということでパブリッ

クコメントが 10月 1日から 15日までとられている。それに対し議会としてもど

うこれから関わっていくかが大事かな、と思っている時期でもある。 

政務調査費が政務活動費あるいは通年議会など、地方自治法もたくさん改正が

されており、その課題はたくさんあるが、今日、我々全員、議会改革について研

修させていただく立場をもって、一緒になって作り上げていきたい。 

 

   ウ 調査事項の説明 

 《説明員：岩倉市議会議員 横江 英樹》 

   岩倉市も議会基本条例を 3年前に１年かけて議会基本条例を制定した。 

昨年の統一地方選挙の終了後の平成 23年 5月から施行され、１年と半年ぐらいの

状況で、試行錯誤を繰り返しながら、進めている状況である。 

本市の場合、前文の中で重要視されるのが二元代表制の機関、唯一の議決機関
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であるとの位置づけを議員の中でも認識できていないというのが多々見受けられ

る中で、二元代表制の意義を各議員がしっかり持ち、市長との一定の緊張関係の

中で政策立案を遂行する。そういった事を前文に表した。また、「岩倉市議会慣例

及び実例集」を生かし基本条例が作れればということで、３行程載せている。 

基本条例の中で、特徴は、第７章の災害時の対応で、第 23 条「議員は、市民

の生命及び財産を災害から保護するため、災害対策本部と共に防災活動を実施す

る。」と 1項目いれている。その中で、災害に対して人命救助等に関る各種講習会

には積極的に参加するということで昨年は、救急救命講習に全議員が参加した。 

「岩倉市議会における災害発生時等の活動要綱」があり、今まで災害が起こる

と市が災害対策本部を設置するが、議員各自が独自に市の災害対策本部に、独自

情報を出すことで、本部が混乱する状況が見受けられた。議員は、職員よりも地

域に密着をしているので、様々な情報を一括するということで、議長の判断で議

会内に岩倉市議会災害対策支援本部を設置し、地域の情報を整理して、市の災害

対策本部に伝達し、動いて行くことを活動要綱に規定した。 

今年、初めて市の防災訓練に参加し、議会災害対策支援本部のテントをひとつ

設け、市議会議員が模擬ではあるが体験、活動を行った。 

議会基本条例の第 10条に、「市民参加及び市民との連携」がある。第 4項に「議

会は、市民等との意見交換の場を設けるものとする。」と規定しているが、議会報

告会を昨年から行い、昨年が 2回、今年 5月に１回実施し、10月、11月に１回ず

つ議会報告会を行う。 

5 月までは、市民に、議会基本条例、決算の認定、予算の認定について、説明

をしてきた。 

10月・11月は、特に老人会に的をしぼり老人会の主活動の場所である岩倉市のさ

くらの家、南部老人の憩いの家の 2か所において「岩倉市の行政についてどのよ

うに見ているか。」意見交換の場を設ける。 

議会基本条例、第 15条中、「法第 96条第 2項の議決事件」、地方自治法上の第

96条の第 2項であるが、市の議案の議決案件以外についてどのように取り扱って

いくか、ここには市の「基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更そ

の他議会が必要と認め、条例で定めたものとする。」ということで具体的には市の

基本構想だけしか載っていない。議会基本構想以外も 30項目程の諸計画をこれに

載せるという意見も出たが部長会の方から載せないでくれと申し入れがあった。 

第 10条第 3項で、「議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づける

とともに、その審議においては、提案者の意見を聞く機会を設けるものとする。」

とあるが、昨年住宅リフォーム制度の請願が出され、それについてどうしていく

のか、という議論をする中で特別委員会の中にチームを作って議論を行い、その

結果を議会改革特別委員会に報告をもらい、それをうけて議長が市長に対して申

し入れをする。 

政策立案をすることで、常任委員会の中でも、自由討議を頻繁に設けて、意見
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が統一できる問題については、自由討議を用いて市当局に対して意見を述べてい

る。 

自由討議といえば議員間だけでやるところが多いが、今回の予算委員会の時も、

当局から少し意見をもらい自由討議を行った。 

議会議員政治倫理条例は、関連集、例規集の中に岩倉市議会議員政治倫理委員

会規程と政治倫理要綱を制定していた。 

議会基本条例の中にも規定したので、 政治倫理条例を制定した。 

議会改革特別委員会の実績は、１枚ものの資料にあるが、議会基本条例が制定

され、どう魂をいれていくかということで去年は 21回委員会を開催した。今年度

も毎月 1回ないし 2回、開催している。 

議会改革特別委員会でいえば、議会改革特別委員会とはなんぞやという問題、

事業評価をどうやっていくかという問題、この２つが大きな課題としてある。 

議会基本条例を制定したことにより、各議員が本当に率直に話すようになった。

議論が弾んで中々前に進んでいかないというようなこともある。 

 《説明員：岩倉市議会議員 宮川 隆》 

議会改革への取組む背景は、地方選挙の前に 8 期、9 期の長老の議員が引退を

表明され、議長経験者が一人もいなくなることと、議会の姿が市民に見えないこ

とにより、議会不要論がどんどん大きくなってきた時期に、我々の立ち位置をど

のように示し、どのように表現していくのかというところが、一番最初の基本的

な発想である。 

不完全でもいいので、前に進もう前に進もうというスタンスのもとに制定した

結果である。年１回以上の見直しの項目を入れているが、委員長の報告にもあっ

たが、条文の書き替えは年に１回ぺースだが、1ヶ月、2ヶ月に１回ぐらいずつそ

こを直すべきだ、あれを直すべきだという意見も出てきている。未完成のままに

スタートし、完成型はないままに、如何に趣旨にそった基本条例にレベルアップ

していくのかというのが、我々の基本的なスタンスで今取り組んでいるところで

ある。 

    

 

７ 伊賀市議会の所感 

・ 平成１９年から議会報告会を開催し、議会改革度が上位にランクされ、議会基本条例、

倫理条例が制定されているにもかかわらず議員の不祥事が起きている。最後は議員一

人ひとりの資質にかかる事であるが、本市議会 24 人がどう向き合い、どのように資

質向上に努めればよいか考えた時に本当に難しいと実感した。 

・課題になるのが議会報告会で、年に 1・2回程度開催し、形式的でマンネリ化を感じる。

議会報告会の参加者が 20～30人、これで説明責任を果たしたと言えるのか、両市で感

じた。市民に周知徹底する方法を考えていかないと中味の伴わない説明責任になると

改めて思った。また議会への関心を深めてもらうため、各種団体、商工会議所、ＰＴ
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Ａなどへの出前講座を開催するなど、議会と市民の間が、乖離している状況を少しで

も埋めていく努力をされている。 

・一番感じたのは、条例、規則は簡単に作ろうと思えば作れるが、それを確実に守って

確実に運営して行くことは、如何に難しいか感じた。 

 

岩倉市議会の所感 

・ 視察事項の説明に対して、議会改革委員会全員の委員８人が出席され、熱の入れ方、

関心度が非常に高い発言が伺えた。本市議会が視察を受け入れる場合、どんな対応が

できるのか、議会改革の視察ならば委員全員で対応する体制、スタンスを今後とるべ

きではないか。 

・ 議会報告会をＰＴＡ・老人会等を対象に開催するなど、少しでも多くの人に接するよ

うに議会側から近づいて行く報告会を開催しているところに非常に新鮮さを覚えた。 

・議会改革特別委員のみが議会基本条例を作成し、中心に動かしているのではなく、議

員全体の共通認識として取り組み、自分達の手で作り上げて行こうという強い姿勢を

感じた。本市議会も全員協議会の中で、如何に共通認識の徹底を図るか、が議会基本

条例の一番肝心な事かなと痛感した。 

・短時間で作られ、問題があれば後で修正するというスタンスで議会基本条例が制定さ

れたが、その都度、集まり話し合う姿勢に感心した。なお、解説文も作られていて、

参考にすべきである。 

・ 請願は提出者が、説明をするというのを参考にすべきである。 

・ 議会が議論をしていると分かってもらう意味でも広報紙に議案の賛否も取り入れる

べきである。 

・ 議会報告会は、議会の単なる議案の報告だけでなく、色々な議論があり、そして最終

的に原案が可決された、という経過報告が必要であると感じた。 


