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平成３０年度議会運営委員会管外行政視察報告書 

 

１ 視察日時  平成３０年１１月１４日(水)～１１月１６日(金）の３日間 

 

２ 視 察 先  【１日目】静岡県菊川市 

         11月14日(水）午後1時30分から午後3時30分までの約2時間 

       【２日目】静岡県富士市 

         11月15日(木）午後1時30分から午後3時30分までの約2時間 

       【３日目】静岡県袋井市 

         11月16日(金) 午前10時から午後0時までの約2時間 

 

３ 視察事項   ア ３市共通調査事項 『議会改革の取組みについて』 

        イ 各市独自の調査事項 

           【菊川市】『議会報告会・政策討論会・市民アンケート』 

       【富士市】『議会報告会・政策討論会・議会モニター・決算時事業評価』 

       【袋井市】『議会報告会・市民意見交換会・会派代表質問』 

 

４ 視察目的  本市議会においては、平成２５年６月に要となる議会基本条例を制定し、

条例事項の実践に努めているが、基本条例の制定後５年が経過し、議会報

告会の実施や政策討論会など本市議会としてまだ取り組めていない事業

について、先進市の事例を研究し、本市議会として取り組むための基礎と

するものである。 

 

５ 参加者  《議会運営委員会》（８名） 

        委 員 長   松 下 信一郎 

         副委員長    永 富   靖 

               委  員   野 本 利 明 

        委  員   赤 木 和 雄 

        委  員   高 岸 博 之 

        委  員   内 匠 勇 人 

        委  員   桑 野 元 澄 

        委  員   畑 山 剛 一 

       《随行》 

        議会事務局長 石 原 徹 之 

 

６ 視察先出席者 

 【菊川市】  菊川市議会      内田  隆 議長（あいさつのみ） 

          菊川市議会      宮城 力弘 議会運営委員長 

          菊川市議会      倉部みつよ 議会運営副委員長 

        菊川市議会事務局   大石 輝幸 総務係長 
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 【富士市】  富士市議会      望月  昇 議長（あいさつのみ） 

        富士市議会事務局   石川 伸宏 局長 

        富士市議会事務局   小林 賢治 次長 

 【袋井市】  袋井市議会事務局   金原 佳紀 次長兼総務係長 

 

７ 行政視察内容 

 静岡県菊川市 

（１）菊川市議会 歓迎あいさつ《菊川市議会 内田議長》 

（２）松下議会運営委員会委員長あいさつ 

（３）調査事項の説明 [説明員：宮城議会運営委員長・倉部議会運営副委員長] 

 １）議会改革の取組みについて 

・議会報告会は、平成２１年から１１会場で行っていたが、昼間の開催も必要とい

うことで平成２８年から１２会場で実施している。 

・政策討論会は、平成２２年から始め今年で９回目となるが、これまで２回の政策

提言を行っている。 

・議会運営委員会の報告書の提出として、平成２７年９月から、より良い議会運営

と定例会のスムーズな運営のため、会期ごとに議会運営委員会委員が「議員・執

行部に関するもの」「議員に対するもの」「執行部に関するもの」「議会運営委員会

で留めておくもの」について、議会終了後２週間以内に報告書を事務局に提出し、

議会運営委員会で対応策や注意事項を協議の後、各議員に報告している。 

・議会運営委員会ＩＣＴ研究会を平成２９年１２月に立ち上げ、平成３０年１０月

から議会ＩＣＴ推進プロジェクトチームを発足し、来年度の予算計上に向けて進

めている。 

・現在の課題としては、議会運営委員会からの報告書、市民・議員アンケート等で

検証すべき課題が多くあるため、議会改革推進委員会で検討協議していく。 

 ２）議会報告会について 

・当初予算成立後３ヶ月以内に、地区自治会単位で１地区年１回開催するというこ

とで、６月～７月に１２ヵ所で実施している。 

・報告内容は、議会活動、予算審議、その他重要事項についてとしており、近年２

つのテーマを報告している。 

・企画委員会で、スケジュール、テーマの決定、資料や実施報告書の作成を行い、

班編成は４人が３班、５人が１班とし、各班で司会者、発表者、記録者、班長を

決め、１班３会場を担当して実施している。 

・平成３０年度は２件のテーマの発表と車座集会で菊川市の良いところ、課題を出

してもらった。 

・参加者は、例年ほぼ４４０人から４５０人を維持（平均４４９.２人）している。 

・平成２９年度から参加者が付箋に意見を書き、貼り出したものを議員がまとめて

発表する方式をとっている。 
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・今年１０回目を迎え、より一層参加しやすくするため、ネーミングを募集し議員

による投票の結果、議会ふれあいミーティング「語ら座ぁ」とした。 

・平成３０年度は６月１９日から７月２１日の間で実施し、事前に議員研修でワー

クショップを研修し、報告会のうち参加者が少ない２か所と全体会をワークショ

ップ形式で実施した。 

・報告会の今後の課題は、テーマについては地域別のテーマや誰もが興味を持つテ

ーマにした方が良いと考えており、また単に報告して終わりではなく、出た意見

を政策討論会や各委員会で議論し翌年結果を伝えるようＰＤＣＡが必要であり、

議会全体として考える必要がある。 

・開催方法の周知については、議会だより掲載、地区ごとの日程に合わせたチラシ

を作成し地区内回覧するとともに、議員が幼稚園、小学校ＰＴＡ宛にぜひ参加し

てほしいとの呼びかけ文書を作成して手渡している。 

・報告会の日程は、地域の要望に応じた日で設定するが、主たる班にもう一斑が補

助につくようにしているため、一日最大２か所としている。 

・会場の予約や自治会長との連絡調整などすべて議員が行い、事務局にできるだけ

負担を掛けないように開催している。 

・報告会当日は、テーマごとの説明・質疑の後、付箋による意見を応援議員が取り

まとめて発表し、質疑という流れで、１時間半から２時間で終了としている。 

・質疑については、理事者側への質問など当日回答できないものについては、後日

班長から自治会長へ回答している。 

 ３）政策討論会について 

・５月頃から課題を幹事会で検討するとともに各会派からもテーマを募り、５つの

テーマの案を各会派で検討して順位付けを行ったうえで、幹事会でテーマの選定

を行い、６月頃にテーマに沿った調査を各議員が実施し、７月から討論会を開催

している。 

・平成３０年度は、「地域医療を守るには」をテーマに、４班に分かれ、各班で調査

を行った後、病院から説明を受け討論会を実施している。 

・提案した政策提言については、理事者側から予算にどのように反映しているかも

含めた回答がある。 

・条例の制定は実施していないが、今年の地域医療については、健康づくりも含め

た形で条例化を進めたい。 

 ４）市民アンケートについて 

・市民アンケートは、さらなる議会の活性化を図るために実施したもので、「記入者

自身について」「市議会議員について」「市議会について」「市議会の人数・報酬な

どについて」の４項目について、市内の２０歳以上の男女２,０００人を住民基本

台帳から無作為抽出し、平成２８年５月に郵送による配布及び回収を実施した結

果、５２.１０％、１,０４２人から回答を得た。 

・アンケートの経費は、予算計上していなかったため、議員一人２０,０００円を政
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務活動費から負担した。 

・アンケート調査の結果、議会活動内容の周知・情報発信不足、市民との交流や意

見を聴く機会が少ないこと、市民にとって魅力ある議会を目指した改革が必要と

検証された。 

・市民アンケートの結果を受け、議員に対してもどのような情報発信をしているか

など３項目のアンケートを同年１０月に行った。 

・両方の結果から、議員は情報発信を実施していると感じているが、市民はそのよ

うに受け止めていないと判明した。 

 ５）議会だよりについて 

・読みやすい議会だよりとするため、議会改革の中でリニューアルを実施した。 

・リニューアルの検討として、ホワイトスペースをしっかり取る、文字を減らす、

裏表紙には市民の顔を掲載する、興味を引く特集を議員が直接取材としている。 

・リニューアル後は、１６ページフルカラー、タイトルは議会のひろば、表紙はす

っきりとしたデザインとして見どころフォトコンテスト入賞写真を使用、巻頭特

集を掲載、一般質問は質問者の顔写真のほかテーマは一つにしてイラストや写真

を入れ文字数は５０字減少、傍聴者やホームページに寄せられた意見などのみん

なの声を掲載、写真を付けた議会活動レポート、背表紙はお母さんの声や今後の

予定などをわかりやすく掲載することにした。 

 

 

 静岡県富士市 

（１）富士市議会 歓迎あいさつ《富士市議会 望月議長》 

（２）松下議会運営委員会委員長あいさつ 

（３）調査事項の説明〔説明員：議会事務局 石川局長〕 

 １）議会報告会について 

・会場は、通常は地区の公民館であるまちづくりセンターで実施するが、市全体で

実施する場合に市役所を使用することもある。 

・開催回数は、まちづくりセンターが２６ヵ所あるため、年に５～６ヵ所として４

年間で全部回ることにしており、１１月に実施している。 

・報告内容は、「議決の概要」「議会の活動状況」「その他重要事項」として、パワー

ポイントを使って説明をしている。 

・班編成は、議員が３２名のため、５人の班が４班と６人の班が２班としており、

班の構成は４年間同一で当選回数や会派が偏らないように会派代表者会議で協議

し決定している。 

・班員の役割は、班長・副班長・司会・報告者（２人）・記録とし、５名の場合は副

班長と司会を兼ねている。 

・開催時間は、まちづくりセンターの場合は平日の午後７時から午後８時３０分と

し、市全体で行う場合は日曜日の午後としている。 
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・資料は、開催時期に応じた共通資料とし、正副議長及び各班長で協議して作成す

るが、実務は各班の若手議員によりパワーポイントの資料を作成している。 

・報告会終了後は、班長は議長に実施報告書を提出し、提出された報告書はホーム

ページに掲載している。また、市行政に関する要望・提言のうち重要なものは、

議長が取りまとめて市長に文書で報告している。 

・多くの人に参加を呼び掛けるため、市広報、議会だより、ホームページ、フェイ

スブック、ツイッターなどのほか地域ＦＭでも何回か宣伝している。また、開催

地の町内会長には直接文書を送付し、参加依頼するとともに町内での回覧もお願

いしているが、なかなか参加者が増えない状況であり、各会場とも２０人前後の

参加者のため、参加者を増やすことが今後の課題でもある。 

・意見交換の際に市への要望をしてくる人が多く、市長に伝えるとしているが、そ

の場で結果が出ないため、市民としては消化不良になっていると思われる。 

 ２）政策討論会について 

・３２人の議員全員で構成し、一堂に会し実施している。 

・議題については、誰でも発案できるが、議長への提出は会派で十分練った後、会

派代表者名で、趣旨、内容を詳細に記載した申出書を提出し、会派代表者会議で

議題を決定している。 

・討論会は、議長が招集し主宰するが、議題の資料準備、概要説明は提出者が行い、

討論会で意見集約された事項で特に必要と認める事項については、外部への働き

かけとして、関係機関へ対応を要請している。 

・原則公開で実施しているが、議長が非公開とした場合は非公開にできる。 

・過去２回しか実施しておらず、今までのところ、４年の任期中に１回ずつ実施し

ている状態である。 

・田子の浦港の浚渫に多額の費用を要し、市も年２億円程度支出しているため、こ

の恒久的な対策のため実施した。 

・本来討論は、相反する立場で議論するものであるが、議会としての共通認識を図

り、合意形成するため行うもので、必ずしも賛成、反対の相反する立場で議論を

するものではないため、田子の浦港の件に関しては、全議員が必要性を感じてい

たため、さまざまな意見を集約した結果、国・県に働きかけを行うとして合意が

得られたため、国・県に意見書を提出したが、特に県には議長が県知事に直接手

渡したことで、市議会としての思いを十分受け止めてもらえたと思っている。 

・立地適正化計画については、行政としてはコンパクトシティの形成を目指してお

り、この方向性に対する議論を賛否分かれて行ったが、計画自体始まったところ

であり、結論が出るものではないため、今後も富士市の将来にとって重要な案件

であり、議員もそれぞれ勉強し、市の進め方を注視していくことで結論された。 

 ３）議会モニターについて 

・議員から賛否いろいろと議論があったが、賛成派の傍聴者が少ないため少しでも

議会に興味を持ってもらう手段として必要であるとの意見や反対派のモニターが
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オンブズマン化しないか心配であるとの意見があり、協議の結果、条例では「設

置することができます」との表現になった。ただし、条例施行時から議会モニタ

ーを設置しているが、反対派が危惧したような形にはなっていない。 

・職務としては、本会議及び委員会の傍聴にできるだけ参加することとインターネ

ットの視聴、３月下旬に実施するアンケート調査への回答、年１～２回実施して

いるモニター会議に出席することであり、政策提言をしてもらうものではないこ

とを伝えている。 

・定員は１０人以内とし、任期は２年間で再任は妨げず、満１８歳以上の市の行政

委員や公務員以外の市民から、志望動機を提出してもらい年齢や性別等構成を考

慮しながら正副議長等で選出した一般公募の５人と議長が適当と認めた団体とし

て町内会、生涯学習推進員、商工会議所、ＮＰＯ、女性団体の各団体から推薦の

あったもの５人で構成している。 

・謝礼は、予算の範囲内として、１年間で５,０００円のクオカードを渡している。 

・アンケートに素直に感じたことをいろいろと書いてもらっているが、市民の声と

してすべて議員に知らせている。 

・モニターからの意見は、市民目線での声であり、できるだけ改善するようにして

いる。 

・モニターによる本会議、委員会の傍聴については、平均すると年３回程度傍聴さ

れており、インターネットも少なくとも年１回は視聴している。 

 ４）決算時事業評価について 

・基本条例の決算審査の項目は、厳しい財政状況の下、決算審査に重点を置き適正

予算につなげていくとの議員の意思により設けた。 

・決算委員会は特別委員会ではなく常任委員会の位置付けであり、常任委員会の下

に自治法に基づく協議・調整の場としての委員会協議会を設け、議長及び議選の

監査委員を除く議員それぞれ１５人ずつで組織する、一般・特別会計決算委員会

協議会と企業会計決算委員会協議会を６月議会終了後すぐに開催している。 

・各会派で評価したい事業を検討し、委員会協議会の中で議論し、委員の意見等を

聞いたうえで事業を決定した後、当局に対し当該事業の資料の提出を１か月以上

の期間を設けて要求し、受理後直ちに議員に配布し、８月末に委員会協議会を開

催し、当局からの説明に対し質疑を行い、事業ごとの評価シートを会派ごとに作

成し、決算委員会で決算審査を終了した後日、会派で作成したシートをもとに委

員会協議会で議論し、議会の意思として一本化するため意見を集約し、評価を取

りまとめ、９月議会最終日に議長から市長に議会の評価として手渡しているが、

マスコミにも入ってもらい写真を撮っている。 

・市長も事業評価については、大変重要視しており、次の予算にできるだけ配慮す

る考えを持っている。 

・反映状況個票として、新年度予算の資料とてして提出されてくるが、「３評価結果

の反映状況」が予算等への反映状況として前年度決算額を踏まえた新年度予算額
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が掲載されている。 

 

 静岡県袋井市 

（１）袋井市議会 歓迎あいさつ《袋井市議会 金原次長》 

（２）松下議会運営委員会委員長あいさつ 

（３）調査事項の説明〔説明員：議会事務局 金原次長〕 

 １）議会改革について 

・本会議テレビ中継を１階市民ホールで行い、インターネット中継も平成１４年か

ら実施し、平成２０年から一般質問をケーブルテレビで中継している。 

・議員定数は、平成１７年の合併時は２６人であったが、平成２１年に４人減員、

平成２５年に２人減員し、現在２０人となっている。 

・閉会中の活動として、閉会中の常任委員会及び全員協議会の日程をあらかじめ決

定しており、閉会中の常任委員会は、主に報告事項、協議事項が議題であり、常

任委員会で議題となった事項が全員協議会で全議員に報告される。 

・平成２４年度から２６年度の３年間、議会改革特別委員会を設置し、議会改革を

推進したが、平成２４年度は具体的に何をすべきかを１０項目に絞って議論し、

提案を行い、平成２５・２６年度は、「議会の議決に付すべき事件に関する条例」

「議会基本条例」の制定に向けた検討、協議を行った。 

・議会基本条例については、制定後３年が経過したため、現在はその内容について

検証を行っている。 

・定例会の開催されない月で年間５回程度、全議員による議員懇談会を実施し、常

任委員会、各種行政委員会、組合議会、会派視察研修などの報告を行い情報の共

有化を図っている。 

・情報公開では、平成２２年度分から議長交際費の支出状況をホームページで公開

し、平成２５年度以降の会派ごとの使途をホームページ、議会だより、市情報公

開コーナーで公開するとともに、政務活動費の手引きもホームページで公開して

いる。 

・平成２６年度以降の政務活動費の収支報告書、領収書、これに準ずる書類の写し

を情報公開コーナーで自主的に公開するとともに、情報公開条例によらずに公開

請求できるように議員発議で条例を改正した。 

・平成２５年６月から一般質問において、一問一答と一括を選択制で導入し、平成

２５年７月から市民からの意見や要望を直接正副議長が伺う「ようこそ議長室へ」

を開催したが、この事業はあまりにも需要が少なく現在休止している。 

・平成２６年９月に議会の議決すべき事件に関する条例、平成２７年２月に議会基

本条例をいずれも議員の発議で上程し可決している。 

・議会審議の強化として、平成２９年４月の選挙後から正副議長、常任委員及び議

会運営委員の任期を２年とした。 

・平成２６年度以降の各委員会の会議録について、ホームページで閲覧が可能とし
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たほか、平成２７年５月に体育協会や商工会など補助金・交付金を受けている団

体の長にならないことを規定した政治倫理規程を制定し、平成２９年４月から施

行している。 

 ２）議会報告会について 

・平成２６年度から開催しており、平成２６年度の第１回は開催１回で参加者５３

人、平成２７年度の第２回は開催１回で参加者４８人、同じく第３回は開催３回

で参加者は合計７３人、平成２８年度の第４回は開催１回で参加者７４人、平成

２９年度の第５回は開催３回で参加者の合計は１４１人、平成３０年度の第６回

は開催３回で現在２回まで開催しており参加者は約９０人となっている。 

・報告会の開催は、北部、中部、南部の３地区に分け、年１回程度開催としている。 

・議会報告会企画委員会を設置し、報告会の内容を整理する委員会であり、副議長

が委員長となり各正副常任委員長をもって構成しているため、各常任委員会での

議論の内容を報告する色合いが強くなっている。 

・企画委員会において、実施時期、場所、テーマ、班編成、担当地区、実施報告書

の作成等を行っている。 

・報告会は、約２時間とし、開会、出席議員紹介、報告、質疑、意見交換、閉会の

順で行い、その内容はホームページ、議会だよりに掲載している。 

・報告会開催の広報については、自治会連合会に出席して案内を行うとともに、各

自治会長に対しても案内、チラシの回覧、ＳＮＳを使用したＰＲやホームページ

掲載などをしている。 

・開催までの準備は、企画委員会において２～３回の会議を開催し、報告内容等を

整備している。 

・副議長が進行を行い、各常任委員長が報告し、質疑に対する答弁も行っている。

また、フリートークでの回答は、議長も参加しているため、議長が行っている。 

 ３）市民意見交換会について 

・平成２４年度から常任委員会と関係する団体で意見交換を実施しており、教育委

員会、文化協会、観光協会、商工会議所等と実施してきたが、平成２８年度以降

休止している。 

・民間団体との意見交換では、方向性の結果が求められ、議会がどのように行動す

るかまで求められるため、しっかりと制度設計しないと意味がなくなってしまう

という懸念があり、平成２８年度以降、現状のままでは実施の意味がないとして

休止をしている。 

 ４）会派代表質問について 

・翌年度の予算編成、施政方針策定に向け、会派から政策提言・提案を行うことを

目的に実施しているが、提言・提案を予算に反映させるところから１１月定例会

で実施している。 

・基本条例について検討していく中で、多くの委員から会派として政策提言の必要

性を訴えたことから特に大きな議論もなく導入された。 
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・会派代表者に限らず会派を代表する議員が行うものとし、定例会前の議会運営委

員会の前日の午後１時までに通告書を提出し、質問時間は１会派２０分に所属議

員１人５分を乗じた合計とするが、上限は答弁時間を含まず６０分としている。 

・質問の順番は抽選で決定し、内容が重複する場合は会派間で調整している。 

・質問の方法は、一問一答、一括いずれでも可とし、代表質問と同一の事項を一般

質問する場合は議会内で調整としているが、現実的には意味がないため同一内容

では行われていない。 

・代表質問は一般質問に先立ち、決算を踏まえ、翌年度の施政運営に向けて会派の

提言・提案という趣旨で行うもので、定例会の日程に代表質問の日を１日プラス

している。 

・代表質問通告書のヒアリングは、議会運営委員会開催日の午後１時から実施して

いる。 

・代表質問を行う議員は一般質問できないとし、代表質問の質問回数は一括の場合

は３回までとしている。 

・代表質問を３回やってきたが、質問の傾向を見ると一般質問と変わりない内容に

なっているが、会派内の個々の議員のリクエストを聞いて質問事項としているた

め、一般質問の延長線上にあり、会派の政策提言になりえないように感じる。 

 

８ 視察結果について 

 (1) 視察全体をとおして 

    本年度は、静岡県内の菊川市、富士市、袋井市の３市について、議会改革を中心

に主に議会報告会、政策討論会についての研修を実施した。 

    特に、市民意見交換会と議会報告会については、議会報告会を実施していく中で、

参加者との意見交換会を行っているというケースが多く、参加者が減少しないよう

に取り組まれているように感じた。 

    また、実施会場についても、それぞれの市により異なるが、地域に応じて複数回

実施している。 

    政策討論会については、条例化までは進んでいないものの、全議員で一つの政策

について議論されており、市もその結果を尊重されている様子がうかがえ、本市で

も検討していくことが必要と感じた。 

 

 (2)視察した各市議会における先進的な取組みに対する所感 

  ①静岡県菊川市 

    菊川市においては、「議会報告会」「政策討論会」「市民アンケート」「議会だより」

の４点について視察を実施したが、政策討論会は各会派から出されたテーマから選

定を行い、理事者に政策提言を行っているが、予算にどのように反映されているか

を含めた回答がされている。 

    市民アンケートについては、市民の議会に対する意識が浮き彫りにされるととも
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に、アンケート結果を踏まえた調査を議員にも実施しており、本市でも取り組んで

みる価値はあるのではないかと感じた。 

    より親しみやすい議会への改革として、議会だよりもリニューアルしており、文

字数を制限しホワイトスペースを増やすなど、読者目線での議会だよりと変更して

いる。 

 

  ②静岡県富士市 

    富士市では、「議会報告会」「政策討論会」「議会モニター」「決算時事業評価」の

４点について視察を実施した。 

    議会報告会は、市内全地域を４年の任期中に回るように設定し、出された意見の

うち重要事項は、議長が取りまとめ市長に報告している。 

    １０名に議会モニターを委嘱しており、モニターは議会傍聴やホームページの閲

覧等を行い、議会に対し意見を提出している。 

    また、決算に対する事業評価を実施しており、決算審査での指摘事項の予算への

反映について、事業評価をすることにより、より明確になると思われるため、本市

でも取り組んでみる価値はあると考える。 

 

  ③静岡県袋井市 

    袋井市では、「議会改革」「議会報告会」「市民意見交換会」「会派代表質問」の４

点について視察を実施した。 

    このうち、会派代表質問については、本市でも３月定例会から導入することを決

定している。 

    議会報告会、市民意見交換会については、本市は市民意見交換会のみの実施であ

るが、議会報告会の中で報告と意見交換を実施しているケースもあるため、今後、

本市でも議会報告会への移行を検討することも必要と考える。 

    しかし、議会報告会については、いずれの市でも来場者の減少が課題となってい

るため、議会報告会に移行する場合は、実施方法や内容など市民に関心を持っても

らえるようものとするための検討が必要である。 


