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② ８月６日（火）１３：００～１５：３０

      彦根市 彦根駅西口仮庁舎（アル・プラザ彦根）４階会議室にて 「①議

会報告会 ②意見交換会 ③議員間討議について」説明及び質疑応答

説明者 彦根市議会視察対応プロジェクトチーム

           彦根市議会議員 小川 隆史 氏

           彦根市議会議員 中野 正剛 氏

           彦根市議会議員 上杉 正敏 氏

③ ８月７日（水）１０：００～１２：００

近江八幡市役所 近江八幡市議会 議長応接室にて、「①議員間討議につ

いて ②議会報告会について ③執行部への政策提言について」説明及び質

疑応答

説明者 近江八幡市議会副議長 竹尾 耕児 氏

    近江八幡市議会議会運営委員長 小西 励 氏

近江八幡市議会事務局 局長 山下 彰人 氏

近江八幡市議会事務局 主任主事 田井中悦史 氏

３ 研 修 者    

   委員長     城中 利文

   副委員長   丸戸 研二

   委 員     瀧本 文子   岩田 秀樹   水本真奈美

三木 秀樹   田中 達也        （計７名）

   事務局（随行） 横関 俊通

４ 欠 席 者    なし

※ 瀧本文子委員は第２日の彦根市議会での研修終了後に急用

により帰市となったため、第３日の近江八幡市議会での研

修は欠席となった。

５．調査結果及び研修概要   （別紙のとおり）
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（別 紙） 

石川県加賀市議会 

●市の概要（人口 66,849 人、世帯数 29,163 世帯、面積 305.87  ）

  加賀市は日本列島のほぼ中央に位置し、日本海に突き出した能登半島の付け根にある。北に日

本海、東に霊峰白山を仰ぎ、南には大日山をはじめとする事前豊かな山々が連なっている。 

  また、県都金沢市から約 50 ㎞離れた県の南西端に位置し、東部には小松市、南西部には福井県

の３市が隣接している。 

  歴史については、昭和の大合併の際に、まず、山中町、河南村、西谷村、東谷奥村の４町村が合

併し山中町が形成され、その後、江沼郡の山中町を除く９町村により旧の加賀市が形成された。

そして、平成 17年 10 月 1 日に加賀市と山中町が合併し、現在の加賀市が誕生した。 

●加賀市における議会改革の取組（主なもの） 【平成２８年度まで】 

  平成２３年３月     議会基本条例を制定 

  平成２３年度～     常任委員会の会議録を議会ホームページに掲載 

  平成２３年６月議会～  本会議のインターネット録画中継を開始 

  平成２３年８月～    政務調査費の収支報告書を議会ホームページにて全面公開 

  平成２４年３月     【議会提案の政策条例】市民主役条例を制定 

  平成２４年１２月    【議会提案の政策条例】 

ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例を制定 

  平成２５年４月     事務局の体制強化（職員の増員、政策法務担当を配置） 

  平成２６年８月     政策討論会を開催（議題：市指定ゴミ袋の料金について） 

  平成２７年３月     議会単独で、金沢大学法科大学院と連携協定を締結 

  平成２７年６月     【議会提案の政策条例】地域医療を守る条例を制定 

  平成２７年１０月～   タブレット端末を駆使した議会運営の本格実施（ペーパーレス化） 

  平成２７年１２月～   本会議のインターネットライブ中継を実施 

  平成２８年５月     議会だよりモニターの開始 

  平成２８年１２月～   傍聴人受付簿を廃止（傍聴の際、住所・氏名等の記入不要） 

  平成２９年３月     【委員会提案の政策条例】乾杯条例を制定 

  【平成２９年度以降】 

  平成２９年６月     【議会提案の政策条例】災害対策基本条例を制定 

  平成２９年６月     【委員会提案の政策条例】いじめから子どもを守る条例を制定 

  平成２９年８月     高校生議会を開催 

  平成２９年１０月    定数削減に基づく市議会議員選挙実施（20 人→18人）無投票 

  平成３０年１月     市内高校との意見交換会を開催 

               （テーマ：市の活性化、市の福祉政策） 

  平成３０年６月     議場スクリーンの試験実施 
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               （本会議において、４人の議員がスクリーンに質問資料を投影） 

  平成３０年９月      議場スクリーンの試験実施（２回目） 

               （本会議において、４人の議員がスクリーンに質問資料を投影） 

  平成３１年２月      市内小学校で議会おでかけ教室を開催 

               （子供たちの市政関心度アップの取組の一環） 

 数年前から投票率の低さを背景に、特に若者の政治離れが指摘されるようになった。それとほぼ

タイミングを同じくして、全国の各自治会の議会において「議会活性化」や「市民に開かれた議会」

をめざし、様々な取り組みをしているが、上記を見ると、加賀市がいかに先進的に「議会改革」に取

り組んできたのかが見て取れる。 

 議会改革度を示す際の一つの指標をして用いられている早稲田大学の「議会改革度調査ランキン

グ」では、ここ２年続けて全国４位と非常に高い位置を保持している。 

 以上のように「議会改革」や「議会活性化」の分野においては、全国屈指の先進地であることか

ら、三豊市議会も平成２８年度に当時の「議会活性化特別委員会」が視察研修で訪れた経緯がある。

今回の研修については、加賀市議会が前回の研修以降（平成２９年度以降）に取り組んだ各種の取

組を中心に、主に議場スクリーンおよびプロジェクターの試験実施、若者の市政関心度アップの取

組などについて先進事例を学ぶこととした。 

●議場スクリーンの試験実施 

平成３０年６月と９月に実施（導入費用はなし） 

   〇議場内にプロジェクターと 100インチスクリーンを設置 

   〇スクリーンに画像を投影しながら、議員が一般質問を行う。 

     ６月議会 ４人活用  ９月議会 ４人活用 

   〇６月議会で実施後、議員および議会事務局職員にアンケートを実施 

     約半数が「活性化した」、４分の３が「分かりやすい」と回答 

令和元年６月、傍聴席にモニターを設置 

  〇執行部側への画面提示については、持ち込みを可としたＰＣ画面への表示で代替とした。 

  〇傍聴席とケーブルテレビは、資料画像を差し込み対応とした。 

●市民が参加する議会へ（主なもの） 

時期 内容 

平成２３年～ 議会報告会（下記参照） 

平成２４年 小学生議会 

平成２６年 中学生議会 

平成２９年～ 高校生議会 

平成２９年～ 高校生と意見交換会 

平成３０年～ 議会おでかけ教室（小・中学校） 

●議会報告会について 
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  ・会場準備から地元周知まで、議員全員で行い、報告会当日の司会・報告・受付など全部を議

員で分担し実施している。 

  ・会場で出された意見は所管の委員会で調査し、回答している。 

 開催状況  

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 

3 地区 20 地区 6地区 21 地区 1か所 11 地区 10 地区 11 地区 10 地区

126 人 888 人 290 人 841 人 87 人 347 人 376 人 478 人 330 人

2 回に分割実施 ２回に分割実施 

●議会と高校生との意見交換会（石川県立大聖寺実業高等学校） 

   第１回  平成２９年１月３０日  生徒３６人、議員１２人 

   第２回  平成３０年１月３１日  生徒３５人、議員１５人 

   第３回  平成３１年２月 １日  生徒３６人、議員１４人 

 ・テーマは相手方である高校が考えている。 

 ・議員については、出席可能な議員は全員出席するものとしている。 

●政策提案する議会へ 

  議会提案による条例施行  平成２４年 市民主役条例 

               平成２５年 ポイ捨て等防止条例 

               平成２７年 地域医療を守る条例 

               平成２９年 乾杯条例 

               平成２９年 災害対策基本条例 

               平成２９年 いじめから子どもを守る条例 

●議会独自で金沢大学法科大学院との連携協定を締結 

  これまでの取組  大学院での講義 27 年 12 月 議会改革について 

                   29 年 1 月  政策提案条例について 

           議員研修会の開催（講師派遣依頼） 

           大学院生インターンシップ受入れ  

28 年 9 月いじめ防止条例をテーマに研究 

法務関係のアドバイスを適宜もらっている。 

-5-



主な質疑応答 

Ｑ： 議場スクリーンについて、実験実施からすでに実施されているということで、表示する資料

に関しての取り決めはあるのか。 

Ａ： ＰＤＦのデータかＪＰＥＧの写真データということを決めている。特に動画などは許可して

いない。写真とかＰＤＦのグラフデータとか、エクセルで作ったものなどを映している。 

Ｑ： 著作権への配慮についてはどう考えているのか。 

Ａ： 著作権に関しては、通告の際に投影するデータを提出し、その後の管理は事務局で確認して

いる。写真については、自分で撮ったものに関しては影響を受けないが、ネットから取ってきた

ものなどは、慎重に対応していただきたい旨は申し伝えている。ただ、全部チェックできている

かと言われると難しい。 

   写真を撮るときに、極力、顔を写さないなど、その辺の配慮はお願いしている。 

Ｑ： 資料の提示について、反対意見は出なかったか。 

Ａ： 特に出なかった。活性化特別委員会でこういうものをしたい、ということで意見を発してい

た。元々は、資料を持ち込み資料ということで、議員や執行部、傍聴者には配っていたので、そ

れが映像に映るだけなので、特に問題はなかった。 

Ｑ： 条例を議会提案で沢山作っているが、どういうプロセスで作業しているのか。具体的に議員

がどうかかわるのか。事務局とどういう協力をしたか、知識人の協力はあったのかなどご教示

いただきたい。 

Ａ： 当時の議長の思いが強かった。常任委員会は 2年が任期になっているので、2年間の間にテー

マを設けて取り組んでほしいというのが議長指令であった。ちょうどその時、金沢大学に議会

の手続きなどのことを詳しい先生もいたので、その先生に指示もいただきながら、条例を作っ

ていった。 

Ｑ： 普通は、ある検討課題に対して、検討や研究に時間を費やし、一つできるかどうかだと思う

が、加賀市の場合は、スピード感がある。議長なり議運の意識付けが働いているのか。 

Ａ： 議長の思いが強い。議会活性化特別委員会の構成は、会派幹事長と１期２期で構成している

ので、若い人の意見でとりあえず進めている。一番市民に近い１期２期の議員に会派幹事長を

入れて、重要な案件は会派に持ち帰って検討し、最後は議会運営委員会で了承していただく流

れである。議運から任せているので。挙がってきたことに関しては、基本的に文句を言わない。

本当にダメな場合はダメになるが。 

Ｑ： 委員定数を減らしている。人数が１８人と厳しい中で地域の声を拾い上げるのは、大変だと

思うが、その辺の認識は。 

Ａ： 議員定数はこれ以上減らせない。常任委員会３つだと、正副委員長を除くと３人しかいなく

なる。議論の質が下がるために２つの委員会に再編した。 
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研修を終えての考察 

まず、議場スクリーンの導入であるが、平成 30 年度の６月および９月に、議場内にプロジェ

クターと 100 インチスクリーンを設置し、執行部側に写真やグラフの資料を提示し一般質問をお

こなっている。その際使用したスクリーンやプロジェクターの機材については、「試験実施」と

の位置づけから、庁舎内備品を借用したうえで実施したとのことである。 

そして本年６月議会においては、傍聴席にのみモニターを設置し、執行部に対しては、パソコ

ン画面による表示で対応したようである。 

本市議会においても、今後、当案件について検討していくこととなるが、当然のことながら、

議論の中で賛否両論があると思われる。加賀市議会と本市の基本的な違いは、加賀市の場合は、

スクリーン・プロジェクター試験実施前から、一般質問で紙ベースの資料を関係者および傍聴者

に配布していた。一方、本市議会はその点についてはしていないということである。加賀市にお

ける当該案件の議論においては「従来、紙で配付していたものがスクリーンに投影されるだけ」

との認識となり、さほど反対意見も出なかったとの説明があったが、本市の場合は「関連資料の

持ち込みの可否」から議論を始める必要性がある。また、年間通しての議会傍聴者の人数も考慮

して、費用対効果を含めた中で検討をしていく必要があると考察する。 

以上のことから、いきなり幾何かの予算を投下して本格導入するのではなく、加賀市議会のよ

うに試験実施を経たうえで本格導入を検討するべきではないだろうか。その検討段階の中で議員

間のスキルの差異から生まれる不公平感、各議員の率直な感想などを聞き取ったうえで多方面か

らの検討が必要と考える。 

加賀市の場合は、意見交換会を地元の実業高校を相手方としている。本市の場合、議会報告会

の今後のあり方として「高校生との意見交換」が選択肢として検討されると思うが、相手方を１

校に絞るのか、複数校から選抜するのか、またテーマの設定についてどのような形で決定してい

くのかなど議論すべき点は数多くある。 

本市議会も今後の課題として、政策提案条例の制定があり、今夏の議員研修会のテーマにも選

んだところである。政策提案条例に初めて取り組もうとする本市議会にとっては、やはり議員と

議会事務局だけではなく、外部の「法制執務に精通した人」の指導・助言などの必要性、また、

事務局の体制など、環境整備を考える上で大変、参考となる取り組みであった。 

また議会活性化における各種の取組において、「ＰＰＤＣＡサイクル」の導入は参考にすべき

点が多いように感じる。通常「ＰＤＣＡサイクル」はよく耳にするが、二つ目の「Ｐ」は「ＰＲ

ＯＣＥＳＳ＝手順・経過」の意味であり、事業の進行管理から活動を振り返ることができる。 

本市の場合、実施した後の検証、振り返りができているとは言い難い面があり、その反省に立

って考えれば、一つ一つを一連のルールの中で検証していく時期にきているのではないかと考え

させられた。 

加賀市での研修を終え、各種の議会改革の取組については、当然のことながら議員間の合意形

成が一番の条件ではあるが、一方では、まず「やってみる、取り組んでみる」ことの重要性も痛

感した。実践から出た反省を次の機会、次の施策に活かしていくためにも、検証や振り返りが重

要な意味を持ち、必要不可欠なものであることを強く感じた。そして、研修での意見交換の中で、
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議員定数削減の取組や政務活動費の考え方など、多方面の内容に触れることができ、大変有意義

で実のある研修となった。 

〔研修風景〕 

滋賀県彦根市議会 

●市の概要（面積 196.87  、人口 112,997 人、世帯数 47,968 世帯）  

※ 平成 31年 3 月 31 日現在 

 彦根市は、昭和 12 年 2 月 11 日に市制を施行し、依頼琵琶湖東北部の中核都市として発展を続

けている。琵琶湖と鈴鹿山系に囲まれ豊かな自然に恵まれており、江戸時代に彦根藩 35 万石の

城下町として本格的に歩みだし、現在に至るまで歴史的、文化的な風情を色濃くとどめるとと

もに、中世から近世にかけての貴重な歴史遺産が数多く存在しているまちである。 

  香川県高松市と昭和 41 年 8月 15 日に姉妹城都市を結んでいる。 

彦根市議会も積極的に「議会改革」に取り組んでいるところであり、早稲田大学マニフェスト研
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究所が行った「議会改革度調査 2018 ランキング」では、総合第 44 位となっている。個別に数値

を見てみると、同調査第 111 位の本市議会と比較して、彦根市議会は「住民参加」の項目で評価が

高くなっており、市民に対しての報告会、またそれに類するものが数多く提供されているのでは

ないかと推察される。以上のことから、議会報告会の全面的な見直しを検討している本市議会の

参考とするために、議会報告会や意見交換会の現状を主眼に研修を行うこととした。 

●議会改革の取組について 

  市民に開かれた議会を目指すため、平成 20 年 10 月に議員有志による「議会開放推進プロジ

ェクトチーム」を設置し、平成 25年 4 月に議会開放推進委員会を設置した。 

  広聴および広報についての機能の充実を図るため、平成 27年 5 月に議会開放推進委員会と議

会報編集委員会を廃止し、議員全員が参画する３つの委員会を設置した。そして、平成 28 年 6

月に３つの委員会のあり方を研究し、委員会名の改正を行っている。 

① 議場開放促進委員会 

 市民に開かれた、分かりやすい議会の実現に向けて、市民に身近な議会とすることを目

的とする委員会である。子ども議会、中高生等傍聴に関することなどを担当している。 

② 広報委員会 

 議会の情報を発信し、広報を行う委員会である。市議会だより、議会ホームページなど

を担当している。 

③ 広聴委員会 

 議会活動の情報を発信・報告することを目的とする委員会で、議会報告会に関すること

等を担当している。 

   以上のように、より市民目線に立った議会を目指すべく３委員会で各種の取組について、検

討をしている。そして、各委員会の課題や情報を共有するため、正副議長と各委員会正副委員長

で構成された「広報広聴調整会議」を設置している。 

 ●議会報告会について 

集客方法については、公共施設へのチラシ配付、市広報誌や議会だよりへの掲載、議会ホームペ

ージでの周知、団体への声かけなどを全議員を通じて行っている。 

参加者が減少していることから新たな取り組みを模索する必要が生じ、平成 27 年度の取組とし

て、対象を市内各種団体とし、実施方法もワークショップ形式での開催としている。 

各常任委員会のテーマおよび対象団体 

 ・「民生委員から見た福祉の問題と解決策」 対象：民生児童委員協議会連合会 

 ・「地域防災の課題」 対象：彦根市消防団 

 ・「100 年後の彦根仏壇」 対象：彦根仏壇事業協同組合 

 また平成 28 年度には、選挙年齢の 18 歳への引き下げを受け、若年層の意見の取り込みを図

るため、市内３大学の学生及び地元高校の新聞部員と「参議院議員選挙から見た若者の投票行動
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について」をテーマにワークショップ形式での意見交換を行った。 

   一方、同年度には上記の「各種団体とのワークショップ」を続けることにより、一般市民の声

が聞けていないとの反省から、従来の教室形式での議会報告会を実施している。 

   平成 29 年度以降においては、「カタリバ」と称して一般市民対象のワールドカフェ方式での

議会報告会を開催しており、テーマ等の一例は下記の通りである。 

日時 委員会 テーマ 

Ｈ29.11.23（木・祝） 広聴委員会 こんな街にしたいな彦根を 

Ｈ30.7.13（金） 市民産業建設常任委員会 考えよう 彦根の農業 

Ｈ31.2.17（日） 広聴委員会 彦根に住みたくなる５つの政策 

   この「カタリバ」のＰＲ策として、名刺サイズのチラシを計 400 枚作成、それを全議員に分

配し市民への周知を図っている。この実施方法の問題点として、説明者は下記 2 点を挙げてい

た。 

① ワールドカフェ方式を実施するのであれば、ある程度の参加者数が必要。 

② 進行役となるファシリテーターが必要。そうでなければ、意見集約が難しくなる。 

   また平成 30 年度においては、新たな取組として、地元の大型ショッピングセンタープラザで

オープン参加型の議会報告会を開催し、テーマも一般市民の多数が関心があると思われる「防

災」にスポットを当てたものとし、約 120 人の参加を得た。 

日時 委員会 テーマ 

Ｈ31.1.26（土） 企画総務消防常任委員会 ひこねの防災について考える 

●政策提言について 

  基本的には、議会報告会や常任委員会の視察を経て、その内容を政策提言へと繋げている。そ

の例を下記に挙げる。 

  ・平成 28年 4 月（３常任委員会所管分） 

    地域住民の福祉ニーズの多様化に対応するための制度作り、時代に即応した消防団装備品

の拡充、彦根仏壇の認知度向上に向けた取組 

  ・平成 30年 3 月（企画総務消防常任委員会所管分） 

    学生の就職支援、子育て・教育環境の充実、シニア世代の定住、シティプロモーションの推

進、地域おこし協力隊の活動支援 

  ・平成 30年 5 月（市民産業建設常任委員会所管分） 

    まちづくり会社設立の早期検討 

  ・平成 31年 3 月（市民産業建設常任委員会所管分） 

    彦根ブランドの開発支援、道の駅の設置、農業に対する市民の意識を向上させるシンボリ

ックな条例の制定の検討 
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●議員間討議について 

議員間討議の根拠は、議会基本条例第 12 条「議員は、あらゆる会議において。自らの意見を述

べるとともに、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、議員間での討議を尽くさなければならない。」

であるが、現状では過去 4回の実績にとどまっているとのことである。 

  その実績は、平成 26 年 11 月の福祉病院教育常任委員会、平成 27年 9 月の予算特別委員会、平

成 27 年 12 月の本庁舎耐震化整備検討特別委員会、平成 29 年 5月の新市民体育センター整備調査

特別委員会であり、そのいずれもが合意形成までは至らなかったとの説明を受けた。 

  また、自由討議を始めるタイミングであるが、委員会の質疑の最中に、議案等に対して他の議

員の意見を聞きたいという申し出があった時、一旦質疑を止めて委員長の采配で討議を始めてい

る。そして討議が終われば、再度質疑に戻るという流れを採用している。 

  現在行っている議員間討議については、実施要綱等はなく、あくまで議員間の申し合わせのル

ールの中で実施している。 

主な質疑応答 

Ｑ：議会報告会は、常任委員会が主体となりテーマを決めて開催しているが、常任委員会のメンバ

ーだけで当日の運営を行うのか。 

Ａ：まずは、広聴委員会が手本となるような役割や運営の仕方を示す。当日は議員全員が関わって

いる。 

Ｑ：議員間討議があまり活用されなくなった背景は。 

Ａ：今まで４回実施している。意見は出すが、合意形成までは至っていない。 

Ｑ：議員間討議の間は暫時休憩は取っていないとのことだが、委員会のライブ配信（公開）はしてい

るのか。 

Ａ：本会議はしているが、委員会はライブ配信していない。会議録には残っていく。 

Ｑ：意見交換会をどのような形で行っているのか。 

Ａ：各種団体との意見交換をワールドカフェ方式で実施するなど取り組んでいるが、実施方法に正

解はないと認識している。 

Ｑ：委員会の年間傍聴者数 139 人（Ｈ30年実績）で非常に多いと思うが、その理由は何か。 

Ａ：本庁舎耐震整備事業問題に関連した様々な事業で、市民から注目される関連事業が多かったた

めと考えられる。地権者や各種団体などを始めとして関心が高かった。 

Ｑ：議会報告会について参加者数減をどう認識しているのか。ワールドカフェ方式については最低

限の参加者がないと成立しないのでは。また意見のとりまとめが難しいのではないのか 

Ａ：ワールドカフェについて、大学との連携により学生が参加し、ファシリテーターの役割を担っ

た。しかし、内容的な問題で、すぐには政策提言に結びつくものではなかった。 

Ｑ：議員間討議について、無言で意見を言わない委員の考え方を確認しているのか。 

Ａ：議員間討議については、〇〇の意見に対し私はこう思います、という意見が出ること自体が意

義がある。合意形成を図るうえでも、各議員の考え方を把握するうえでも、議員間討議の意義は

ある。 
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Ｑ：議会報告会について、議員としてのファシリテーター能力の向上について、何か取り組んでい

ることがあればご教示いただきたい。 

Ａ：全議員が対象で、テーマと方向性が決まっていれば広聴委員会が見本を見せている。 

Ｑ：子ども議会の成果について、どう考えるか。 

Ａ：毎年実施している。市内１７小学校。アンケートを見ると、議会への認識が高まっていると考え

ている。夏休み中に事前研修を行い、１１月に実施している。 

Ｑ：パフォーマンスととられないか。 

Ａ：少なくとも参加者の保護者からは「いい経験になった」との反応がある。 

研修を終えての考察 

今回の研修先である彦根市は、本庁舎耐震化整備事業に絡み、議会に地方自治法に基づく調査特

別委員会（百条委員会）が設置される、平成 31年度当初予算は議会で否決され、暫定予算の中でス

タートされるなど、いろいろな意味で大変なタイミングの中での研修となった。 

視察研修にて訪問した際には、彦根市役所本庁舎の耐震化工事中で彦根市西口仮庁舎ほか複数の

庁舎に分かれて業務を行っているところであり、今回の研修は、彦根市西口仮庁舎として稼働して

おり議会事務局が入居している駅前商業施設の会議室にて研修をさせていただいた。 

まず、議会報告会については、本市に限らず、どの議会においても「試行錯誤」の中で、いかに市

民の声を拾い上げているかを再認識する研修内容であった。 

彦根市議会においては、現在、委員会主催によるテーマを設けてのワールドカフェ方式での議会

報告会が主流のようだが、一般市民の声が聞けていないとの反省から「教室形式」で開催したり、オ

ープン体験参加型の議会報告会として、大型商業施設で開催したりと、その時々で新たな取り組み

を展開している。本市議会も今後、議会報告会のあり方について本格的に議論していくこととなる

が、実施方法に正解はなく、まずは議論した中で最善の案を実施してみることが必要なのではない

か。その中で、市民の反応等を見ながら、毎年度「臨機応変」に変えていくのが、現実的な対応策で

はないかと考えさせられた。 

そして、実施方法については、現状ワールドカフェ方式などで取り組んでいるが、その検証は難

しいようだが、どの方式で実施しようとも、各議員のファシリテーション力の向上は必要不可欠な

のではないかと考えさせられた。 

 議員間討議については、過去に４回の実績があるとのことだが、いずれも議員間の合意形成まで

は至らなかったようである。また、実施要綱策定までは至っておらず、質疑の途中で自由討議を実

施するとの議員間の申し合わせで行っているとの説明であった。議員間討議を通じて議員間の合意

形成まで持っていき、具体的な効果を得るというよりも、まずはやってみるという流れの中での取

組とも感じ取れた。 

 本市議会もこの問題については、彦根市のように議員間の合意形成まで持っていく一つのプロセ

スとして、まずはやってみることが大事なのではないかと考察する。今後、政策条例提案の動きが

あるが、議員間の合意形成のために議員間討議は必須となる。議員間の自由討議を有効なもの、そ
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して活発なものとするために、議会運営委員会で協議していくのと並行して、先進事例の調査研究

も引き続き進めていくこととする。 

また、彦根市議会の数多い「市民に開かれた議会」の取組として、小学生を対象とした「子ども議

会」の開催、中学生・高校生の本会議傍聴など、子ども達を前面に押し出す取り組みなどは、本市議

会においても将来的な検討課題として持っておくべきではないかと考察する。 

彦根市議会では平成28年度まで、他市議会からの行政視察について、事務局中心に行っていたが、

議員の生の声や、事務局では話せない内容もあるとの理由で、昨年度から議会改革特別委員会委員

がメンバーとなった視察対応プロジェクトチームが対応しており、今回の視察は、そのメンバーで

対応していただくことができた。 

お互い議員同士ということもあり、意見交換の中において、当欄冒頭で述べた 100 条委員会設置

に係る裏話なども聞くことができ、非常に有意義な視察研修となった。 

 〔研修風景〕 
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滋賀県近江八幡市議会 

●市の概要 

  滋賀県のほぼ中央に位置し、北は琵琶湖に接しており、琵琶湖で最大の有人島である沖島（沖

ノ島）がある。市域には、北部に長命寺山、八幡山、東部に安土山、箕作山（みつくりやま）、南部

に瓶割山（かめわりやま）など、標高 200～400ｍの美しい山々があり、市域の中央部に白鳥川、東

部に長命寺川、山本川、西端に日野川が流れており、それぞれ琵琶湖に流入している。 

 鉄道は、市域の中央部にＪＲ東海道本線（琵琶湖線）、近江鉄道がとおり、ＪＲ安土駅、ＪＲ近江

八幡駅、ＪＲ篠原駅の３駅は、東近江地域の玄関口となっている。 

 近江八幡市は、平成 22 年 3 月 21 日、旧近江八幡市と旧安土町が合併し誕生した市であり、この

地は古くから農業を中心に栄え、天下の名城「安土城跡」など、各時代を代表する国の史跡が点在し

ており、水と緑に恵まれた美しい風景と歴史風土に恵まれた地域である。 

 近江八幡市の議会改革の取組の主な内容 

  平成 22 年 6月  議会改革特別委員会設置（議会基本条例の検討） 

  平成 23 年 4月  議会基本条例施行 

  平成 23 年 6月  常任委員会での議員相互間の自由討議開始 

   同年  10 月  第１回議会報告会（各学区 10 会場） 

  平成 25 年 3月  滋賀県内初 議員発議によるスポーツ推進条例の制定 

  平成 27 年 5月  常任委員会・特別委員会の会議録 インターネット公開を開始 

  平成 28 年 8月  中学生（ジュニア）議会開催 

   同年 10 月   第 8 回議会報告会（リニューアル：常任委員会毎に実施） 

  平成 31 年 3月  政治倫理条例を全会一致で可決 

  上記のように近江八幡市議会も合併以降、常に議会改革と向き合ってきた先進自治体であり、

平成 29 年度に議会活性化、主にタブレット導入に関して本市に行政視察研修に来た経緯がある。 

  今回の研修では、本市の今後の取組の参考にするべく平成 28年度にリニューアルし実施してい

る議会報告会、平成 23年度から制度運用を行っている議員間討議を中心に研修視察をお願いする

こととなった。 

●議会報告会について 

  近江八幡市議会の議会報告会については、議会改革の取組で記載しているとおり、平成 23年度

から毎年実施している。平成 23 年度の第 1 回から平成 27 年度の第 7 回までは、各学区に分割し

ての開催、以降、第 8回から昨年度の第 10 回は毎年度、最良の実施方法を探りながらの開催とな

っている。 

-14-



  報告会の参加人数の推移については下表のとおりである。 

Ｈ23① Ｈ24② Ｈ24③ Ｈ25④ Ｈ25⑤ Ｈ26⑥ Ｈ27⑦ Ｈ28⑧ Ｈ29⑨ Ｈ30⑩ 

332 名 307 名 271 名 209 名 213 名 234 名 262 名 99 名 45 名 36 名 

10 地区 10 地区 10 地区 10 地区 11 地区 11 地区 11 地区 リニューアルのうえ実施。 

※ 最上段〇内の数字は「回数」を示す。 

  ・議会報告会リニューアル（平成 28年）について 

  それまでは、小学校区別（10 学区・11 会場）で開催していたが、マンネリ化と参加者の固定化

が顕著に見られるため、学区別開催の廃止とリニューアルについて検討を行い、以下のような形

で実施した。 

   平成 28 年：各常任委員会ごとに 3日間の日程で設定。結果として、常任委員会毎に参加者数

の差があった。 

         総務常任委員会→【市庁舎整備等について・医療政策について】 

         産業建設常任委員会→【空き家対策について・６次産業について】 

         教育厚生常任委員会→【地域包括ケアシステムについて・通学路問題について】 

   平成 29 年：日程を 1 日の開催に変え、2 部構成とした。1 部には講師を招いてのまちづくり

講演。その後 2部で常任委員会ごとにテーマを設け、意見交換会を実施した。 

【第1部】 演題：「これからの地域づくりについて」 

講師：滋賀地方自治研究センター理事 中西大輔 氏 

【第2部】 下記いずれかの希望テーマに参加する。 

 総務常任委員会：地域の自治会活動について 

 教育厚生常任委員会：地域の高齢者対策について 

 産業建設常任委員会：地域防災について 

   平成 30 年：平成 29 年に引き続き 1日での開催とし、常任委員長報告を話題提供に替え、2部

で意見交換を行った。 

【第1部】 各常任委員会からの活動報告 

【第2部】 下記いずれかの希望テーマに参加する。 

 総務常任委員会：新庁舎建設について 

 教育厚生常任委員会：市民の健康づくりについて 

 産業建設常任委員会：地域防災について 

●議員間討議について 

  近江八幡市議会の議員間討議については、委員会で実施されており、委員からの希望の有無に

関わらず会次第にシステムとして組み込まれている。実施のタイミングは、議案審査（質疑応答）

-15-



終了後、討論の前であり、付託された議案内容の範囲内で自由に意見交換ができることとしてい

る。 

  その際、執行部は退席させており、会議録は正式なものとして保存している。 

主な質疑応答 

Ｑ： 議会報告会の一覧表を見ると、ある地域では多数参加している。地区によって参加者数のア

ンバランスはあるが、各地区（11地区）で行った報告会のメリット・デメリットは。 

Ａ： 武佐地区はコミュニティセンターが動員をかけている。島地区も同様で地区公民館の職員が

動員をかけている。また、担当地区出身議員が声かけをして動員している。議員に対してのアン

ケートでは、議員としての意見を聞いてもらえたかどうかは別として、色々な市民の意見を聞

けたのはよかったとのアンケート結果が出ている。自分たちの意見、苦情も含めて、色々な議員

に意見を言えたということが市民にとっての成果と受け止めている。 

Ｑ： 第９回の講師を招いての講演会について、成果はどうだったのか。45 名参加で議員のパフォ

ーマンス的な議会報告会ではないのか。第２部の意見交換は、意見は多く出たのか。 

Ａ： 委員会毎の実施については、毎回、実施方法について試行錯誤をしている。効率も悪くて、市

民の関心も薄くて、議員も嘆いている。９回目の講演会については、何かで市民を付引き付けて

きてもらって、集客パンダになってもらって、関心を持ってもらって、という企画をした。本当

に試行錯誤で正解が分からない状況である。 

  意見の中での、パフォーマンスではないかについては、実際はなかなかパフォーマンスに繋げ

られていないというのが現状。もう少し、議員の個性が見たいという意見もあって、もう少しパ

フォーマンスがあってもいいのかなと思う。 

Ｑ： 第９回報告会の講師を招いての講演に至った経緯や考え方は。 

Ａ： 市民の中には、特に年配の人は議員に言ったら予算がつくという感覚で要望する方も多い。

ただ、議員には予算の編成権はないし、もちろん執行する立場でもない。どうしても生活の中で

困っている中での意見をいただくことも大事だが、要望や陳情を聴取する議会報告会では、こ

れからの時代に即した議会報告会とはなり得ない。むしろ、議会また市民がどのような街づく

りをしていくのかということを、それぞれの役割を明確にしながら、建設的な議論をさせてい

ただきたいという市民意識の変革も、講師を招いて話をいただいた背景にはある。 

Ｑ： 報告会より広聴会の方がいいのではないかという話をもう少し詳しく教えてほしい。広聴会

とした方がいいのか。 

Ａ：報告会である以上、議会側がしっかりと報告させていただく事案はあるのではないかと思う。 

Ｑ： 議会報告会について本市でも参加者が減っており、どういう工夫をしたらいいのか悩んでい

る。例えば、若い人が来るためにはどうしたらいいのかという声は出るが、こういう悩み、試行

錯誤していると思うが、テーマの問題と参加者をどこをターゲットにするかという問題につい

て、どのように考えるか。 
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Ａ： 基本的にはテーマは各常任委員会の責任で設定している。ただ、テーマの設定の内容によっ

て、参加者のばらつきがある、来ていただいても意見が聴取できていない。これは委員会内での

議論が市民とかみ合ってないと感じる。私たちも来ていただきたいならきていただきたいだけ

の努力を重ねないとダメ。時間の過ごし方も多様化している。 

Ｑ： 議会報告会の参加人数、動員がかかった地区が２つある。そういう中で合計 332 名。一方、実

施方法を変更し 36 名に移行した。その両者は同じ議会報告会として成立している。約 8万人の

中の 36 人で、こういう方向に移行せざるを得なかったんだろうけれども、それをどのように認

識しているのか。 

Ａ： 人数、動員をかけてまでやるべきではないのではないかということで、１か所に集約してや

ってみたらどうかという流れで実施した。わざわざ動員をかけて来てもらったはいいが、議員

の話は聞けたが、自分の意見が言えなかったと感じる市民も多いのではないか。反省点ばかり

で、今後の議論ができていない。今後の課題である。 

Ｑ： 議会報告会に対し、インターネットを活用した、これまで参加していなかった世代に対する

アプローチというのは考えたことはあるのか。 

Ａ： 今の流れの中だと、ウェブの活用というのは遠からず議論になると感じる。ウェブの活用は

推進していきたい反面、しっかりと土台を組み上げてから推進をする方が良いのではないかと

感じている。 

Ｑ： 議員間討議について、委員会で自由討議はありませんかという委員長からの進行によりとい

うことだが、暫時休憩となるのか。 

Ａ： 公開で議事録も挙げている。テープにより後で議事録を起こしている。議員間の自由討論も

すべて議事録に挙げている。 

研修を終えての考察 

議会報告会については、小学校区別 11 会場で行っていたが、マンネリ化と参加者の固定化が顕著

に見られるようになり、平成 28 年度以降、実施方法を変更させながら実施している現状であった。

基本的なスタンスとしては、常任委員会毎にテーマを設定しての意見交換会が主となるとのことだ

が、テーマによって参加者数にもばらつきがあるのが実情のようであった。例を挙げると、平成 30

年度の意見交換会における総務常任委員会のテーマが「新庁舎建設について」であり、そのような

一般市民が関心を持つテーマであれば、かなりの人数が集まったとのことである。 

そして、本年 4月に議員改選が行われ、定数 24人中 9名が新人となり１期と２期の議員で過半数

を超える議会体制となったことから、今年度の議会報告会について不安感を語るなど近江八幡市議

会議運委員長の本音も聞くことができた。三豊市議会も決して他人事ではないとの思いから聞かせ

ていただいた。 

 三豊市議会も今後、広聴会議また最終的には議会運営委員会の中で、議会報告会について来年度

以降の方向性を議論していくこととなるが、現時点での案では「テーマを設けての意見交換会」も
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選択肢に入っている。市民に関心の高いテーマにすれば、その委員会の参加人数は増えると予想す

るが、市民の世論を二分するような、政治的な課題となっている課題を議会報告会や意見交換会の

特定のテーマに据えること自体に問題がないのかということを感じた。 

また意見交換会の大きな目的の一つとして、テーマを設定することで、ある程度、深くほり下げ

た意見を聴取することがあると考える。テーマを設定したうえで、その関係団体と意見交換をする、

参加者の年齢層を絞るなど方法も色々あると思うが、一方では「市の将来像」などの大きなテーマ

を掲げて、オープン参加方式での意見交換会も考えられる。この「テーマ設定」に関しては、今後、

あらゆる側面から検討をしていきたい。 

 そして報告会に関しては、参加人数という数字が避けて通れない一つの結果指標となる。参加者

数が多いにこしたことはないが、それが動員によるものだった場合にどう考えるのか。逆に動員、

議員からの働き掛けもせず、結果的に参加者数が少なかった場合、「市民に意見を聞いた」と言える

のか、そして、そこから出た意見を政策提言（要請書）まで持っていくことがどういう意味があるの

かなど、今後、次年度以降の実施方法について議論していく中で数多くの課題に直面する。 

どの市議会も同様の悩みを持ちながらあの手、この手で市民に向き合っている。先進事例などを

参考にしながら、三豊市議会の最善の策を考えてみたい。 

 議員間討議については、近江八幡市議会の場合「質疑終了後、討論の前」であった。委員からの挙

手による申し出ではなく、希望の有無に関わらずシステムとして委員会次第に組み込んでいる。 

 どんな実施方法が三豊市議会に合っているのか、先進事例等も調査研究し、議員間での合意形成

プロセスに必要なツールとして組み込んでいくよう、今後、議論を深めていくこととする。 

 質疑応答の中では、現在の近江八幡市が抱える議会運営の難しさなどを訴える一幕もあり、議員

間同士の忌憚のない意見交換が行われ、有意義な研修となった。 

〔研修状況〕 
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議会運営    委員会行政視察研修 所感 

委員名 城 中 利 文

● 石川県加賀市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 5日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

   若者の市政関心度アップの取り組みについて 

   執行部への政策提言について 

（３）所感 

本年度における本市議会の議会改革の重点項目として、議会報告会の見直し、

特に参加者の固定化および高齢化を背景に、いかに若者世代に興味を持ってもら

うかという大きな課題がある。 

また、議会ＩＣＴ化の取組については、現在、議会側および執行部の双方にお

いて、タブレット端末を導入し。ペーパーレス化の推進、そして議会側にとって

は、「情報の共有化」に役立っている。そのような中、議会傍聴者やインターネッ

ト中継の視聴者に対しての情報提供の観点から、更なる利活用を検討すべき時期

に差し掛かっている。 

そのような背景から「地方議会改革度ランキング」で第４位であり、現在進行

形で議会改革に関し、様々な取組を行っている石川県加賀市での研修を実施する

こととなった。 

まず、議場スクリーンの導入であるが、平成 30 年度の６月および９月に、議場

内にプロジェクターと 100 インチスクリーンを設置し、執行部側に写真やグラフ

の資料を提示し一般質問をおこなっている。その際使用したスクリーンやプロジ

ェクターの機材については、「試験実施」との位置づけから、庁舎内備品を借用し

たうえで実施したとのことである。 

そして本年６月議会においては、傍聴席にのみモニターを設置し、執行部に対

しては、パソコン画面による表示で対応したようである。 

本市議会においても、今後、当案件について検討していくこととなるが、いき

なり幾何かの予算を投下して導入するのではなく、加賀市議会のように試験実施

を経たうえで本格導入を検討するべきではないだろうか。その検討段階の中で議

員間のスキルの差異から生まれる不公平感、各議員の率直な感想などを聞き取っ

たうえで多方面からの検討が必要と考える。 

一方、議会報告会の取組については、平成 23 年度以降今年度までで延べ 93 カ

所 3,763 人の参加であり、議員が手分けして準備・進行・片付けを行う、出され

た意見は所管の委員会で調査し回答するなど、本市議会の取組内容とほぼ同様で
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ある。また「市民が参加する議会」を目指し、女性議会、高校生議会、議会だよ

りモニター員制度の導入など数多く取り組んでおり、その一環で高校生との意見

交換会を実施している。 

加賀市の場合は、意見交換会を地元の実業高校を相手方としている。本市の場

合、議会報告会の今後のあり方として「高校生との意見交換」が選択肢として検

討されると思うが、相手方を１校に絞るのか、複数校から選抜するのかなど議論

すべき点は数多くある。 

政策提言についてであるが、加賀市の場合、平成 24 年「市民主役条例」、平成

29 年「いじめから子どもを守る条例」など、数多く議会提案による条例を施行し、

また執行部に対して、委員会等から各種の政策提言も行っている。その手続きを

進める中で、地元にある金沢大学法科大学院との連携、法制執務担当職員の議会

事務局への配置など、色々な形で取り組んでいる。 

本市議会も今後の課題として、政策提案条例の制定があり、今夏の議員研修会

のテーマにも選んだところである。政策提案条例に初めて取り組もうとする本市

議会にとっては、やはり議員と議会事務局だけではなく、外部の「法制執務に精

通した人」の指導・助言などは必要不可欠だと感じる。 

加賀市での研修を終え、各種の議会改革の取組については、当然のことながら

議員間の合意形成が一番の条件ではあるが、一方では、まず「やってみる、取り

組んでみる」ことの重要性も痛感した研修となった。 

●滋賀県彦根市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 6日（火）13 時 00 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議会報告会について 

   意見交換会について 

   議員間討議について 

（３）所感 

 「議会活性化の取組」を中心とした今年度の議会運営委員会の行政視察研修である

が、彦根市議会においては、議会報告会・意見交換会、議員間討議を中心に研修をさ

せていただいた。 

 まず議会報告会であるが、彦根市議会では平成 26 年度から始めている。開催初年

度は公民館等に加えて初回は議場で開催している。その後、全国的な例に漏れず、参

加者数の減少、固定化、高齢化の傾向が強まり、平成 27 年度以降、様々な取り組み

を試行している。対象を市内各種団体とした意見交換会、選挙年齢 18 歳への引き下

げを受けて若年層の意見取り込みを図るため、市内３大学の学生や地元高校との意見

交換、「カタリバ」と称した各常任委員会や広聴委員会主催のワールドカフェ方式の
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議会報告会などである。 

 一方、上記のような報告会が続くと、一般市民の声が聴けていないとの側面も生ま

れ、その反省に立ち、２部構成として教室形式での開催とした年度もあった。 

 議会報告会については、本市に限らず、どの議会においても「試行錯誤」の中で、

いかに市民の声を拾い上げているかを再認識する研修内容であった。 

 本市議会も今後、議会報告会のあり方について本格的に議論していくこととなる

が、実施方法に正解はなく、まずは議論した中でよりベターな案を実施してみる、こ

とが必要なのではないか。その中で、市民の反応等を見ながら、毎年度「臨機応変」

に変えていくのが、現実的な対応策ではないかと考えさせられた。 

 議員間討議については、過去に４回の実績があるとのことだが、いずれも議員間の

合意形成までは至らなかったようである。また、実施要綱策定までは至っておらず、

質疑の途中で自由討議を実施するとの議員間の申し合わせで行っているとの説明で

あった。 

 本市議会でも今後、政策条例提案の動きがあるが、議員間の合意形成のために議員

間討議は必須となる。議員間の自由討議を有効なもの、そして活発なものとするため

に、議会運営委員会で協議していくのと並行して、先進事例の調査研究も進めていく

こととする。 

●滋賀県近江八幡市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 7日（水）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分 

（２）研修テーマ 

   議員間討議について 

   議会報告会について 

   政策提言について 

（３）所感 

 前日の彦根市議会に引き続き、議会報告会と議員間討議を中心に調査研修を行っ

た。 

 議会報告会については、小学校区別 11 会場で行っていたが、マンネリ化と参加者

の固定化が顕著に見られるようになり、平成 28 年度以降、実施方法を変更させなが

ら実施している現状であった。基本的なスタンスとしては、常任委員会毎にテーマを

設定しての意見交換会が主となるとのことだが、テーマによって参加者数にもばらつ

きがあるのが実情のようであった。例を挙げると、平成 30 年度の意見交換会におけ

る総務常任委員会のテーマが「新庁舎建設について」であり、そのような一般市民が

関心を持つテーマであれば、かなりの人数が集まったとのことである。 

 三豊市議会も今後、広聴会議また最終的には議会運営委員会の中で、議会報告会に

ついて来年度以降の方向性を議論していくこととなるが、現時点での広聴会議の案で
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は「テーマを設けての意見交換会」も選択肢に入っている。市民に関心の高いテーマ

にすれば、その委員会の参加人数は増えると予想するが、市民の世論を二分するよう

な、政治的な課題となっている課題を議会報告会や意見交換会の特定のテーマに据え

ること自体に問題がないのかということを感じた。 

 近江八幡市では多くの市民が 1 か所に集う形の議会報告会から政策提言に繋げた

前例はないとのことだが、細分化した 10 人程度のグループ討議では建設的な意見の

うえに政策提言までつながった事例があるとの説明であった。市民の方が意見を出し

やすい環境を考えた時、意見交換会のメリットとも言えるのではないか。 

 今後、次年度以降の実施方法について議論をしていく中で、従来の実施方法を変更

することによる参加者数の減少、動員を必要以上にかけないことによる参加者数の減

少、参加者が減った中で市民の声を聞いたと言えるのか、という課題に直面すること

になる。どの市議会も同様の悩みを持ちながらあの手、この手で市民に向き合ってい

る。今後も色々な部分で情報共有、情報を取得しながら、三豊市議会の最善の策を考

えてみたい。 

 議員間討議については、近江八幡市議会の場合「質疑終了後、討論の前」であった。

委員からの挙手による申し出ではなく、希望の有無に関わらずシステムとして委員会

次第に組み込んでいる。 

 これが唯一無二のやり方とは思わないが、どんな実施方法が三豊市議会に合ってい

るのか、先進事例等も調査研究し、今後、議論を深めていきたい。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営    委員会行政視察研修 所感 

委員名 丸 戸 研 二

１．石川県加賀市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 5日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

   若者の市政関心度アップの取り組みについて 

   政策提言について 

（３）対応者 

   市議会議員  上田朋和 

   市議会議員  南出貞子 

   議会事務局長 宮地 徹 

（４）研修所感 

  ①人口減少 

     有効求人倍率 ＝ 2 倍を超える。 

     中学校卒業生の半数以上が転出する。 

     毎年 1千人弱が減少している。 

  ②経緯 

    Ｈ23 年 4 月 1 日  議会基本条例制定 

    Ｈ27 年度から   本会議ライブ中継 

    Ｈ20 年 6 月    議場スクリーン試験 

    Ｒ元年 6月    傍聴席モニター設置（約 40 万円） 

  ③モニター設置費のカット 

    市長判断 

    執行部はパソコンの持ち込みにより対応可能である。 

  ④議会報告会 

    参加者を得るための努力（いつも同じ人が来る。） 

    議会が御用聞きにならないか。 

    自分の意見は言えない。 

  ⑤条例 

    条例化のための研修をしているのか。 

    理念条例 → 目標 

 議場スクリーンの導入については、特に問題もないのに傍聴席への導入に止まって

いる。議会ビジョンと予算執行において不整合があったのかもしれない。議場スクリ

ーンは何のために導入するのか、それによって議会運営がどうなるのか、整理が必要
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のようである。 

 若者の市政への関心度アップについては全国的な課題である。しかし、打つ手は無

いのが現実である。周囲がどう変わるのかではなく、若者の意識が変わらなければ効

果はでない。小さいときからの教育も影響していると考えられる。 

２．滋賀県彦根市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 6日（火）13 時 00 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議会報告会について 

   意見交換会について 

   議員間討議について 

（３）対応者 

   市議会議員 上杉正敏 

     〃   小川隆文 

     〃   中野正剛 

（４）研修所感 

  ①議会報告会開催の意義 

    議会基本条例 → 年 1回以上開催 

    参加者数 → 次第に減少している。 

    ワールドカフェ方式は効果があったのか。 → 検証できない。 

                       意見の分母は相当小さくなった。

  ②政策提言 

    その後のチェックは行っていない。 

  ③議場コンサート 

    どのような効果があったかは直接的には把握できていない。 

    議場の目的外使用ではないか。 

    「開かれた議会」とは意味が違うようにも感じる。 

  ④議員間討議 

    目標とする効果を求めるというよりも、一つのチャレンジという感がある。

  ⑤委員会における一般質問 

    市長は出席しておらず、一方通行で回答は得られない。あくまでも部下の答

弁でしかない。少なくとも同席する必要を感じる。 

  ⑥100 条委員会 

    弁護士は招聘していない。従って提訴も行われていない。 

  ⑦当初予算の否決 

    その後編成された政策予算（補正）に当初予算を否決しただけの議会の意向
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は反映できたのかの問については、明確な説明は聞けなかった。 

  ⑧市長の報酬カットについて 

    市長の報酬 2分の 1カットの条例を可決している。 

    100 条委員会など市政を混乱させたという意味らしい。 

    議会の 100 条委員会を設置して調査をしたが提訴に至っていない。市長から

報酬カットの条例が出されて可決した。表面的には「なるほどと思うが」100

条委員会を設置した課題は何も解決していないのではないか。100 条委員会は

「白」か「黒」の世界である。 

３．滋賀県近江八幡市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 7日（水）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分 

（２）研修テーマ 

   議員間討議について 

   議会報告会について 

   政策提言について 

（３）対応者 

   副議長 竹尾耕児 

   議会運営委員会委員長 小西 励 

   議会事務局長 山下彰人 

（４）研修所感 

  ①議会報告会の参加人数と今後 

    動員と自由参加のギャップ現象が出ている。 

    方式の転換によって参加者数 332 名が 36 名に減少している。これで傾向が

つかめるのか。同一会場方式に移行した意味が見いだせるのか。分母として見

るのか。 

  ②意見のとりまとめをどうするか 

    意見を聞いても政策提言などに生かせない。分母の問題もあり一つの意見と

して取り扱うほかなく、議会の中で相当もむことにより、議会の意見として取

り扱うシステムが必要ではないか。 

  ③議員との話し合い 

    議員は私人ではなく公人である。議会報告会や意見交換会に出席しても自分

の意見は言えない立場である。そうであれば、議員と話し合うというフレーズ

で開催した場合、どのように運営するのかが課題となる。話し合いというかた

ちだが、内容は聞く会というものになるのではないかとも思う。 

  ④市役所建設に対する意見 

    本来市長がやるべきものかもしれない。 
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    議会が聞いても対応できないというジレンマもある。 

    本来的な立場は、監視とチェックになるのではないかと思う。 

  ⑤テーマの設定について 

    やはり落とし所は必要かもしれない。その場合、あまり大きなテーマで話し

合っても、いわゆる一般論しか出てこない可能性もあるし、特異な意見が出て

も、単に一つの意見として片付けられる可能性もある。 

    議会としての咀嚼能力が問われるところである。常に議会の責任と向き合う

必要を感じる。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営委員会行政視察研修 所感 

委員名 瀧本 文子

加賀市議会の議会改革について

１、研修日程 

    令和元年８月５日（月）１３：３０～１５：３０ 

２、研修先 

    石川県加賀市議会 

３、研修目的 

議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

    若者の市政関心度アップの取り組みについて 等 

４、研修所感  

人口 6 万 6千人余。議員定数 18 名。事務局はたいへん充実している。9名のうち政策

法務担当 3 名（うち臨職１名）を配置している。政務活動費が１人当たり月額 8万円と

全国平均よりかなり高額である。もちろん収支報告書、領収書等は全面公開である。 

加賀市議会は、市民から信頼される議会を目指して、継続的な議会改革が進められてい

る。早大マニフェストの議会改革度調査 2018 では全国 5 位、一般市では 3 位の成績を

持つ。マニフェスト調査は「情報共有」「住民参加」「機能強化」からなり、加賀市は３

項目の全体バランスがとても良い。 

加賀市議会は 23 年４月議会基本条例を施行 

Ｈ30 年に議会基本条例の改正・見直しを行っている。 

〇開かれた議会 〇市民が参加する議会 〇政策提案する議会 を重要テーマと位置

付けている。 

これまでの議会改革を振り返ると、 

〇開かれた議会として（情報共有） 

政務活動費の全面公開、小学生の議会傍聴、フェイスブック開始、インターネットラ

イブ中継、議会ＨＰの見直。You Tube で動画の閲覧もできる。 

今回視察のテーマである「議場スクリーンの試験実施」は、Ｈ30 年 6 月・9月定例議会

において、議場内にプロジェクターと 100 インチスクリーンを設置し、４名の議員が活

用した。費用はゼロである。令和元年６月に、傍聴席にもモニター設置、予算は４０万

円で、市民により分かりやすさを図った。市民から「活性化した」「わかりやすい」と好

評である。 

〇市民が参加する議会として（住民参加）

議会報告会はＨ23 年から 9年間、毎年開催し、延べ 100 ヶ所近くで 3700 人余りの方

たちの参加を得ている。また、女性議会は３回開催したほか、小学生議会、中学生議会、

高校生議会と模擬議会を積極的に開催してきた。校区生徒の意見交換会など様々な年代

層への働きかけを行っている。そのほか議会便りモニター員制度、議会お出かけ教室（小
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中学校で）、今年度から議会モニター員制度も始めた。 

〇政策提案する議会として（機能強化）

Ｈ24 年「市民主役条例」Ｈ25 年「ポイ捨て等防止条例」Ｈ27 年「地域医療を守る条

例」Ｈ29 年「乾杯条例」「災害対策基本条例」「いじめから子どもを守る条例」。議員提

案による条例を,なんと６本も実現している。政策法務担当者を 3 名配置している意味

合いがよくわかる。 

また、金沢大学法科大学院との連携協定を結び、法務関係の大きな力になっている。

大学院で議長らが議会改革について講義をしたり、議員研修の講師を大学に依頼した

り、大学院生のインターンシップ受け入れによって、いじめ防止条例の研究や、空き家

対策をテーマに研究・協力を行っている。 

その他の取り組みとして、会議録公開の迅速化（3 ヶ月かかった公開が 10 日間で速

報版を出す対応に）、タブレットの導入、議会交際費内訳の公開、議会内申し合わせ事

項の公開など。そしてＰＰＤＣＡサイクルの導入、傍聴席に大型デイスプレイの設置、

長期欠席議員の報酬減額条例なども実現している。 

議員定数の削減は賛否あるだろうが、Ｈ17 年の合併時も在任特例はせず、２名ずつ削

減している。現在定数は 18 名になり、この秋からは 3 常任委員会が 2 常任委員会に再

編すると言うことだった。 

三豊市において特に、議会ＰＰＤＣＡサイクルの導入は見習うべき点ではないかと思

う。加賀市議会は、運用規定を作り、Ｈ27 年年度から実施している。 

Ｐ＝（プラン：計画）、Ｐ＝（プロセス：手順・経過）、Ｄ＝（ドウー：実行），Ｃ＝

（チェック：検証）、Ａ＝（アクション：改善） 様々な取り組みに対して、事業の進行

管理から活動の振り返り、取り組みの評価、次の目標設定など、きちんと詳しく見通す

ことが出来る。ＰＰＤＣＡサイクルは事業の基本だが、三豊市議会の場合、やったらや

りっぱなしで、振り返りがほとんどないまま来ている。１つ１つをサイクルに乗せたや

り方で「見える化」していくと良いと思う. 

議会基本条例も施行されて 5年が経過している。基本条例の見直しの時期にも来てい

ると思う。また、先程の 3つのテーマ（マニ研）から見ると、三豊市は「情報共有」と

「住民参加」が遅れている。特に「住民参加」をもっと進める時ではないだろうか。 

例えば 

・「情報共有」として、交際費・視察結果の公開と検証など 

・「住民参加」として、傍聴のしやすさ、住民意見の聴取、広報モニター、フェイスブッ

ク開設、議会報告会・意見交換会の開催など 

・「機能強化」として、ＰＰＤＣＡサイクル、条例提案、大学連携、議会活動全般の検

証、実行計画・活性化計画の策定、議会モニターなど 

加賀市は全般的に本当に良くやられている。三豊市議会でやっていることもあるが、

まだやられていないことも沢山あることを痛感させられる。今後の課題がはっきり見え

てきた研修であった。 
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彦根市議会の議会改革について 

１、研修日程 

    令和元年８月６日（火）１３：００～１５：３０ 

２、研修先 

    滋賀県彦根市議会 

３、研修目的 

    議会報告会について、意見交換会について 

    議員間討議について   等 

４、研修所感 

人口 11 万 2 千人余り。議員定数 24 名で 5会派からなっている。彦根市の定例会は 3

常任委員会開催した後に一般質問をしている。彦根市議会は、早大マニフェスト議会改

革度調査 2018 は 44 位であり、取り組みが大変進んでいる議会である。 

議場を市民に開放している取り組みが、大変新鮮である。 

毎年８月には子ども議会、年２回６・１２月議会初日の午後に議場コンサート（公民

館活動の団体に依頼 ジャンルは、合唱、詩舞、ウクレレ、フラダンスなど）開催。中

学生・高校生の議会傍聴も実施している。 

また、「広報公聴調整会議」では 3委員会を設けている。 

まず「議場開放促進委員会」は議場コンサートや子ども議会、中学生傍聴などを担当

している。「広報委員会」は議会便りなどを。「広聴委員会」は議会報告会を担当して、

議会を広く開放して、市民に身近な議会となるよう努めている。 

また、「視察対応プロジェクトチーム」が、当日私たちの研修の対応に当たって頂い

た。視察研修の案内・研修は、議会事務局ではなく、６名の議会改革特別委員会のメン

バーがあたっている。とてもいいことで、当然と言えば当然なことである。

「議会報告会」は、ちょうど見直しに入っているところだった。 

これまでを振り返ると 

・ワークショップ形式で民生児童委員連合会や彦根市消防団などと意見交換し、市へ政

策提言している 

・選挙年齢が１８歳以上になったことから、市内３大学の学生や地元高校生とワークシ

ョップ形式で意見交換。地元各新聞でも報道され話題となった。 

・一方、一般市民の声が聴けていないとの反省から、教室形式とし、第１部は主要事業

の報告、第２部は各常任委員会ごとに設定したテーマで意見交換を行った。「防災の

まちづくり」「小中一貫教育と学力向上」「稲枝駅整備と西口開発」といったテーマで。

・そのほか常任委員会が主催をして、「こんな街にしたいな彦根を」「考えよう彦根の農

業」「彦根に住みたくなる５つの政策」「彦根の防災について考える」などを取り組ん

でいる。 

・議会から出かけていき、大型商業施設で体験参加型の報告会も開催している。 
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次に「政策提言」について 

彦根市議会は議会報告会や委員会視察を経て、政策提言を行っている。 

これまでを振り返ると、Ｈ２８年は、３常任委員会が、住民の福祉ニーズの多様化に

対応するための制度作り、時代に即応した消防団装備品の拡充、彦根仏壇の認知度向上

に向けた取り組みについて政策提言。Ｈ３０年企画総務委員会は、学生の就職支援、子

育て教育環境の充実、シニア世代の定住、シティプロモーションの推進、地域おこし協

力隊の活動支援について政策提言を行った。Ｈ３０年５市民産業委員会は、街づくり会

社設立の早期検討を政策提言。Ｈ３１年市民産業委員会は、彦根ブランドの開発支援、

道の駅の設置、農業に対する市民の意識を向上させるシンボリックな条例の制定の検討

などを政策提言してきた。 

大変多彩で柔軟な意見交換が出来ているように見受けられた。 

「議員間討議」について   

他の議員の意見が聞きたいという申し出があったとき、いったん質疑をとめて、委

員長の采配で議員間討議を始めると言う事だった。 

市民参画の市民に身近な議会に向けて、三豊市議会も報告会だけでなく、議場コン

サートや子ども議会など取り組んではどうだろうか。とにかく子供らをどんどん前面

に押し出すことが活性化への手立てとなるのではないかと思う。大変参考になる研修

となった。

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営委員会行政視察研修 所感

 委員名 岩田 秀樹

石川県加賀市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 5日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

   若者の市政関心度アップの取り組みについて 

・議会基本条例、平成 23 年施行後平成 30 年に改正している 

・政務活動費、月 8万円で約８３％活用、全面公開に取り組んでいる 

・議場スクリーンをデーターによる実施（著作権は通告時に確認） 

・議会改革の取り組みがなされている 

・議会だよりモニター（年 10 回アンケート、モニター制度を実施） 

・今年度よりモニター・傍聴（本会議・委員会）を広げ、議会に対する関心を高める 

・議会報告会、議会提案条例の提案、議会活性化のすすめ（議会広報部、ICT 部） 

滋賀県彦根市議会 

１）日時 

   令和元年 8月 6日（火）13 時 00 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議会報告会について 

   意見交換会について 

   議員間討議について 

・議会改革のため市民アンケート実施（3,000 世帯で行い回答率 35.4％）議会基本条例 

・広報広聴の組織化 議会報告会について検討 

・議会報告会のワークショップ（常任委員会、若年層へ意見取り込み、開催方法など） 

・政策提言（議会報告会から政策提言へ） 

・市内にプロジェクトチームづくり 

・市民に議場に来てもらえる取り組みづくり 

・委員会の政策提言（大型事業―市民の関心も高い）日程を示し、資料配布を行っていく 

・議員間討議の認識―喋らない人がいるので、合意形成は無理 
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滋賀県近江八幡市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 7日（水）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分 

（２）研修テーマ 

   議員間討議について 

   議会報告会について 

   政策提言について 

・H27 年 予算常任委員会設置（全議員を構成員） 

・H28 年 議会報告会（第 7回まで小学校区単位―マンネリ化、参加者の固定化） 

第 8回以降、常任委員会単位で議会報告会実施、3常任委員会 3日間でなく、日程を 1日に

・H29 年 議員定数適正化議論、議会改革委員会で議員定数削減の議論 

・今後の検討課題 

① タブレット端末の導入、②ジュニア議会の実施、③議会による事業診断、④本会議にお

ける議案質疑日の設定 

・要望・陳情を聞くだけでは、これからの議会報告会とはならない 

・政策提言、会派でできればいいという考えもある 

（感想） 

・現在行っている取り組みは、改善して継続する。 

・新規事業を実施する場合も、改善を継続する。この場合、他団体が実施することも検討す

る。 

・議会基本条例は常に発展改正していくものとする。

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営    委員会行政視察研修 所感 

委員名     水本 真奈美

日 時  令和 1年 8月 5日（月）１３：３０～１５：３０ 

視察先 加賀市議会（人口 66,869 人 世帯数 29,163 世帯 面積 305，87ｋ㎡） 

研修目的 ①議場スクリーン・プロジェクターの導入について 

②若者の市政関心度アップの取り組みについて  

③議員提案の条例制定について 

議場スクリーン・プロジェクター設置について 

平成 30 年 6 月定例会・9 月定例会に試験実施を行う。（庁内用貸し出し用のため

費用はゼロ）議場内にプロジェクターと 100 インチスクリーンを設置し、6 月定例

会、9 月定例会共に 4 人がスクリーンを利用し画像を示して質問を行った。内容は

道路状況の写真、また交差点の混雑状況の写真で、右折用信号の追加の質問等であ

った。6 月にアンケート（議員、説明員、事務局員）をとったところ約半数が「活

性化した」4 分の 3 が「わかりやすい」という回答であった。

令和元年 6 月には傍聴席にモニター（40 万円）を設置した。執行部はＰＣタブ

レット画面による表示で代替、傍聴席のモニターとケーブルテレビは画像を差し込

むことで対応とした。スクリーンに映す資料の取り決め等は「議場傍聴席ディスプ

レイ表示にかかる資料・写真等データの運用マニュアルを作成し、令和元年 9 月定

例会において適用している。

手順としては①資料データはＰＤＦ、グラフ、写真等を使用し、発言通告者の質

問項目に使用する旨を明記する事、②告知期限までに資料データを事務局に提出す

るものとする。③資料写真の申し出があった場合、議会運営委員会で図り、許可を

決定することとする。タブレット端末の操作については質問積に設置されているも

のを使用し、原則として議員自身が操作するものとする。

資料・写真等の権利に関する留意事項として、資料写真等の内容は議場における

発言と同じく議員自身が責任を負うものとし、①著作権その他の知的財産権を侵害

しない事、②肖像権を侵害しない事③個人または団体の利益を侵害するものでない

事④公序良俗に反するものでない事⑤広告、宣伝、勧誘その他の永里または宗教活

動を目的とする内容を含まない事とする。端末のトラブル時の対応は資料、写真等

の紙媒体の資料を傍聴席に配布する。

著作権等の千エックは通告の際、事務局が念のため行っている。資料について枚

数制限の取り決めはない。多くても 3 から 4 枚程度と考えている。導入にあたり以

前より紙媒体の資料を配布していたので議員からの反対意見等は特になかったよ

うである。三豊市議会でも市民、傍聴者に解かりやすい質問内容となるよう資料等

の提示も検討され、モニター設置を提案していたが、加賀市議会のスクリーン設置
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は初期投資も少なく、実現性も高く、評価できる。また運用マニュアルについても

大いに参考としていきたいと感じた。

市民が参加する議会について 

① 議会報告会（地域は 2１カ所） 

平成 23 年 3 か所、平成 24 年 20 カ所、平成 25 年 6 カ所、平成 26 年 21 カ所、平成

27 年 1 カ所、平成 28 年 11 カ所、平成 29 年 10 カ所、平成 30 年 11 カ所、令和 1 年

10 カ所、計 93 カ所 3763 人の参加者で議会報告と意見交換を行い、出された意見は

所管の委員会で調査し、回答している。 

② 女性議会

平成 23，27，28 年と３回開催  女性団体の委員会で会長になった人が議員に当

選している。 

③ 小学生議会（平成２４年開催）、中学生議会（平成２６年開催）高校生議会（平成

２９年から開催） 

④ 高校生と意見交換会（平成２９年から開催） 

県立大聖寺実業高等学校 （ 市議会・市政を身近に。未来の議員の担い手を） 

 第１回平成２９年１月３０日 生徒３６人、議員１２人 

  第２回平成３０年１月３１日 生徒３５人、議員１５人 

  第３回平成３１年２月１日  生徒３６人、議員１４人 

⑤ 議会だよりモニター員制度（平成２８年 平成３０年度）

視察や研究して読みやすい紙面になるよう取り組んできた。モニター員のアンケー

トも以前より見やすくなったとの声もいただいている。

⑥ 議会お出かけ教室（小中学校）

勅使小学校児童１０人、議員２人 

⑦ 議会モニター員制度（平成３０年度から）

議会年４回傍聴に来て、感想を提出。モニター員１９名のうち７名が女性で、必ず

傍聴してくれる影響か、余り発言がなかった議員も発言するようになり、活性化の効

果が見えてきている。令和元年度から常任委員会もモニター員制度がスタートしてい

る。モニター員報酬は図書カード。全会出席で最高２５００円である。

議会報告会について地元議員の声掛け、頑張りが結集人員に大きく影響しているこ

とは否めない事実である。同じ人が毎回発言するなど参加する住民も偏りがちではあ

るが、地域役員も交代があり新・旧役員入れ混じっての参加の傾向である。今後はワ

ークショップやワールドカフェ形式でテーマを決め、参加者が発言でき、来てよかっ

たといってもらえる議会報告会にしていきたいと考えている。三豊市においてもワー
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ルドカフェ等、議会報告会の在り方、開催方式についても検討しているところで、同

じ課題を抱えていると思った。しかしながら、加賀市の議会報告会の参加人数は一カ

所時で８７人、全カ所で開催時は８００人を超えている。住民参加は多いと考え市政

に対する関心は強いと推察する。

高校生との意見交換会や高校生議会の取り組みは１８歳、１９歳の投票率に反映し

ているのかというと２年前の選挙、市長も市議会、県議会も無投票で分析できないと

いう事であったが、今まで政治と高校生との接点がなく、若者の意見が政治に伝わら

ない感が大きかったが、高校生との意見交換会での意見を振り分け、議員が議会で質

問することで今まで伝わらなかった自分の意見が形になったという声が聴けたとい

う事である。模擬投票も大事だが、限界がある。垣根を取っ払って、身近に若者の意

見を聞く事、対話する事、意見交換会を実施していくことが重要と感じた。 

政策提案する議会へ 

  議会提案による条例施行 

   平成２４年  市民主役条例   

平成２５年  ポイ捨て等防止条例、 

平成２７年  地域医療を守る条例   

平成２９年  乾杯条例 、災害対策基本条例、いじめから子どもを守る

条例 

条例について各常任委員会２年間でテーマを決め、条例制定を取り組んできた。地

域医療を守る条例に関しては２つある病院を１つの病院にし、市民に愛され信頼され

る病院になるよう常任委員会と特別委員会とで条例を制定した。両委員会のメンバー

と共に当時の委員長の発案で延岡市の病院を視察し、事務局の法務担当の職員と政策

法務職員の力も得て、委員会で案を作成し、条例制定に至った。いじめから子どもを

守る条例については金沢大学の教授の助言、指導を仰ぎながら、法科大学院生と共に

時間をかけ作りあげた理念条例となった。乾杯条例は他市の条例も参考に制定の運び

となった。委員長や委員がこの条例をつくろうという熱意、思いが反映するという意

味で、責任は重く、更なる研鑽と真摯に住民の目線を大事に取り組むことが重要と感

じた次第である。

日  時  令和元年８月６日（火）１３：００ １５：３０ 

場  所  彦根市議会（人口 112,982 人 世帯数 48,097 世帯 面積 196、8  ）

      議員定数 24 人 

研修目的  議会改革の取り組み 
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１、 視察対応プロジェクトチーム 

平成 28 年度までは事務局が受け入れ、説明。副議長が挨拶のみで退室。議員不在

であったが、他市への視察で議会運営委員長や議員の説明を受ける。議員の生の声や

事務局には話せない内容も必要ではないかと平成 28 年 10 月に前期の制服議長経験

者が幹事となって視察対応チームを設置。平成 30 年度から議会改革特別委員会委員

がメンバーとなって対応している。

平成 24 年「議会に関する市民アンケート」を実施（議会基本条例制定にあたり行

う） 

期 間：平成 24 年 1 月 10 日 31 日 

対 象：住民基本台帳から無作為抽出 3000 世帯 

回答率：35，4％ 

主な意見：市議会に関心がない、市民との対話の場がない、議員の活動内容が分か

らない 

     議員の資質向上を   など 

そこで議会改革を推進する広報広聴の 3組織を設置することになった。 

広報広聴調整会議（正副議長・各委員会正副委員長で構成） 

↓ ↓ ↓

議場開放促進委員会 広報委員会  広聴委員会 

  議場コンサート     市議会だより    議会報告会 

  子ども議会       ＦＢの更新 

  中高生傍聴 

２、 議会報告会 

平成 26 年 8 月 4 会場 99 名 11 月 4 会場 44 名  会場は議場、公民館等で開催

平成 27 年度 広聴委員会で議会報告会について検討し、報告会の在り方、参加者

減少から新たな取り組みの模索を行い、対象は市内の各種団体にワークショップ形式

での開催を決定した。 

平成 27 年 12 月 22 日公聴委員会委員による「議会報告会・ワークショップ」テー

マ:おんな城主直虎を活かした集客戦略についてを開催し、市へ初めて政策提言を行

った。 

平成 28 年度は各常任委員会で議会報告会をワークショップ形式で開催した。 

 平成 28 年 2 月 17 日「みんなで考える地域福祉～民生委員から見た福祉の問題と解

決策」 

           対象：民生児童委員協議会連合会 
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 平成 28 年 2 月 22 日「地域防災の課題」 

           対象：彦根市消防団 

 平成 28 年 2 月 25 日「100 年後の彦根仏壇～未来への戦略」 

           対象：彦根仏壇事業協同組合 

新たな取り組み…選挙年齢の 18 歳への引き下げを受けて、若年層の意見の取り込

みを図る 

平成 28 年 8 月 12 日市内 3大学の学生・平成 29 年 1 月 28 日彦根東高校の新聞部部

員とワークショップ形式で意見交換会「参議院議員選挙から見た若者の投票行動につ

いて」を開催 

これまでの各種団体とのワークショップを開催続けていることから一般市民の声

が聴けていないとの反省から平成 29 年 2 月教室形式で第 1 部議会報告会・第 2 部意

見交換の開催。 

 企画総務消防…「防災のまちづくりについて」参加 17 名 

 福祉病院教育…「小中一貫教育と学力向上について」参加 17 名 

 市民産業建設…「稲枝駅整備と西口開発について」 参加 39 名 

新たな取り組み…ワールドカフェ方式の議会報告会を開催 

一般市民を対象に、ファシリテーター中心に語り場会を進める。 

平成 29 年 11 月 23 日 広聴委員会主催 

 「こんな街にしたいな彦根を」  54 名参加 

平成 30 年 7 月 13 日 市民産業建設常任委員会主催 

 「考えよう 彦根の農業」    46 名参加 

平成 31 年 2 月 17 日 広聴委員会主催 

 「彦根に住みたくなる 5つの政策」 

語り場開催にあたり名刺サイズのチラシを作成（400 枚程度） 

新たな取り組み…オープン体験参加型の議会報告会を開催 

平成 31 年 1 月 26 日 企画総務消防常任委員会主催 

「ひこねの防災について考える」 

大型商業施設のセンタープラザで開催 120 名参加 

クイズ・カードゲーム・非常食の試食等

３、政策提言  議会報告会から政策提言へ 

①提言「大河ドラマの放映を契機に集客を図るため、早期に庁内にプロジェクトチ

ームを！」 

 平成 28 年 1 月に庁内に組織設置、平成 28 年度当初予算に関連経費計上 

 ②議会報告会や常任委員会の視察を経て政策提言 

  ・平成 30 年 4 月 20 日（3常任委員会所管分） 

    地域住民の福祉ニーズの多様化に対応するための制度づくり、時代に即応し

た消防団装備品の拡充、彦根仏壇の認知度向上に向けた取り組み 

  ・平成 30 年 3 月 26 日（企画総務消防常任委員会所管分） 
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   学生の就職支援、子育て・教育環境の充実、シニア世代の定住、シティプロモ

ーションの推進、地域おこし協力隊の活動支援 

  ・平成 30 年 5 月 24 日（市民産業建設常任委員会所感分） 

    まちづくり会社設立の早期検討 

  ・平成 31 年 3 月 27 日（市民産業建設常任委員会所管分） 

    彦根ブランドの開発支援、道の駅の設置、農業に対する市民の意識向上させ

るシンボリックな条例制定の検討 

４、議場開放…平成 20 年 10 月議員有志により「議会開放推進プロジェクトチーム」

を設置 

開かれた議会に向けてアイデアを出すための任意の組織 

平成 25 年 4 月には会議規則に規定する「議会開放推進委員会」へ 

平成 27 年 5 月には議会基本条例に則り「広報広聴活性化推進委員会」へ現在は

「議場開放促進委員会」へ名称を変更し、事業を継続 

子ども議会…6 年生を対象に 17 小学校の 6 年生代表各校 1 から 2 名選出、最高

24 名になる事も。8 月下旬に議会主導で事前研修を実施し、11 月に本番「子ども

議会」を開催。 

こども議員バッチも貸与し 3グループに分かれ、1グループ 8人が 5分ずつ質問

し、午前中に閉会となる。ＤＶＤも作成し保護者や先生にも議会認識にいい機会と

なっている。 

議場コンサート…年 2回 6 月、12 月定例会の開会日午後 13:00 13:30 

議場開放促進委員秋と事務局担当者が出務。他の議員は任意参加。 

中学生・高校生傍聴 

政治に関心をもってもらうため平成 25 年 12 月議会一般質問を傍聴参加実施。 

平成 30 年度は授業終了後傍聴。7中学校 21 名、高校（6名・12 名） 

５、議員間討議 

・議会基本条例第 12 条「議員はあらゆる会議において自らの意見を述べるととも

に、他の意見に対しても真摯に耳を傾け議員間での討議を尽くさなければならな

い。」 

実施要項はできてはいない。 

実績 

・平成 26 年 11 月福祉病院教育常任委員会 

・平成 27 年 9 月 予算特別委員会（第 1日目） 

・平成 27 年 12 月 本庁舎耐震化整備検討特別委員会 

・平成 29 年 5 月  新市民体育センター整備調査特別委員会 

委員会の質疑の最中に、議案等に対して他の議員の意見を聞きたいという申し出が

あった時、いったん質疑を止めて委員長の采配で議員間討議を始める。 

議員間討議の間に暫時休憩はとらない。 
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所感 

議会で視察対応プロジェクトチームを作り議長や事務局だけでの対応ではなく、

行政視察に来られた方々に議員の視察に行ってこそ聞ける話や苦労した点、経緯な

ど生の声も必要と昨年度から議会改革特別委員会委員のメンバーがチームを組ん

で視察説明を担当するように取り組まれているのは感心した。特に議会改革は議員

が試行錯誤しながら、改善しながら取り組んでいる現場の課題も聞け、プロジェク

ター、パワーポイントで説明があったが、なかなか聞けない話も盛り込んで詳細に

明瞭な説明が聞けたことはありがたく参考にしなければと思った。 

議会改革についても、本市は議会改革特別委員会、議会報告会については公聴公

聴会議を設置しているが、彦根市は広報広聴の 3組織を結成し、議会だよりなどの

広報委員会、議会報告会の広聴委員会、議場開放促進委員会を結成し各 8人が委員

となって取り組んでいる。即組織を設置するところは行動実践が早期に取り組める

利点があり、彦根市の特徴であると感じた。議会報告会にしても平成 26 年に市民

対象で議会報告会を開催したが、参加者減少から新たな取り組みを検討し、平成

27 年度からは各常任委員会主催とし、ワークショップ形式で対象を各種団体に、

また平成 28 年度は 2 月に各種団体との意見交換・議会報告会を開催し、8 月には

18 歳選挙権開始を受け若年層の意見を取り組もうと新たに大学生や高校生との意

見交換会をワークショップ形式で行っており、平成 29 年度は 2 月に教室形式で市

民との意見交換会、11 月にワールドカフェ方式でファシリテーターを立て、議会

報告会を開催している。年度に２回報告会を行い、ワークショップやワールドカフ

ェ方式が良いと視察等で聞くと取り入れ、次年度には実践するスピード感には驚い

た。そく実践し、反省、改善点があれば、次回に改善し、反映していくこの流れ、

柔軟さ、議員の議会改革に対する姿勢は見習うべきではないかと感じた。議員間討

議も常に議員の申し出があれば議員間討議に入り議論するという流れが普通にな

っているようである。暫時休憩もとらず、意見を述べ、他の委員の意見を聞き討議

を深める、質疑だけで議論なしの場合が多いだけに大変参考となった。以上、議会

改革の取り組みについて、庁舎耐震化工事中にもかかわらず、また種々の質問に対

して彦根市議会の親切な対応に感謝したい、実のある研修であった。 

日  時  令和元年８月７日（水） 

 場  所  近江八幡市人口 81,910 人 32,428 世帯 平成 27 年現在  

面積 177.45ｋ㎡） 

       議員数 24 人 

研修目的  議会改革 

議会改革の取り組みについて 

１、経過   合併前 平成 10 年 4 月～ ケーブルテレビによる議会中継 
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           平成 14 年 4 月～ 政務調査費の領収書添付義務付け 

       合併後 平成 22 年 3 月  新市発足（安土町・近江八幡市合併） 

                6 月 議会改革特別委員会設置 

           平成 23 年 4 月 議会基本条例施行 

                5 月 議会改革推進委員会設置 

                6 月 常任委員会での議員相互間自由討議開始 

                10月 11月 第1回議会報告会（各校区10会場）

           平成 24 年 4 月～5月  第 2 回議会報告会（市内 10 会場）

                5 月  政務調査費収支報告書 23 年度分市のホ

ームぺージに公開 

                5 月  本会議インターネット動画配信 

                10 月 11 月 第 3 回議会報告会 7（各校区 10 会

場） 

           平成 25 年 3 月 県内初 スポーツ推進条例の制定（議員発

議） 

                4 月 近江八幡市スポーツ推進条例施行 

                4 月～6月 第 4回議会報告会 

                10月 11月 第5回議会報告会（各校区11会場）

           平成 26 年 4 月～  常任委員の任期を 2年に 

                6 月   質問方式の一括方式・分割方式の選択

制を導入 

                10月 11月 第6回議会報告会（各校区11会場）

           平成 27 年 3 月  議会基本条例の一部改正 施行（議決事

件の追加） 

                5 月  常任委員会・特別委員会の会議録インタ

ーネット公開 

                ９月  予算常任委員会の設置（全議員 24 人）

                    決算特別委員会の全員審査（議長、監査

除く 22 人） 

                10月 11月 第7回議会報告会（各校区11会場）

           平成 28 年 2 月  代表質問の手法検討（3月定例会から） 

                8 月 中学生議会開催 

                10 月 第 8 回議会報告会（常任委員会ごとに実

施、1会場 3日間で開催） 

                12 月 議会災害時行動マニュアルの策定 

                   議会災害対応連絡会議設置要綱の策定 

           平成 29 年 3 月 委員会条例の一部改正（所感部局の変更）

                9 月 決算特別委員会の委員構成変更 

                 （議長・監査除く 15 名で構成会派から 1 名以
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上選出） 

           平成 30 年 1 月 第 9 回議会報告会（1会場 1日間で開催） 

                第 1 部講師による基調講演 

                第 2 部 各常任委員会でテーマを設定し、市民と

の意見交換 

           平成 31 年 1 月 第 10 回議会報告会（1会場 1日間で開催）

各常任委員会からの活動報告 

各常任委員会でテーマを設定し、市民との意見交

                換 

                3 月 政治倫理条例を全会一致で可決 

                  政務活動費の交付に関する条例の一部改正

を全会一致で可決 

所感 

予算常任委員会を平成 27 年に設置している。それまでは各所管の委員会に分割

付託をしていたが、その手続きに違法性があり予算常任委員会の設置し、一般会計

予算審議・可決する。構成は全議員としている。本市は予算特別委員会としている

が常任委員会としているところに注目したい。 

議会報告会については、参加者の固定化とマンネリ化が顕著となり、校区別開催

廃止とリニューアルについて議論、検討を行い、平成 28 年には各常任委員会ごと

に 3 日間の日程で開催したが、参加者の差があったと思われる。平成 29 年度は 1

日の開催に変え 2 部構成とした。1 部には講師を招きまちづくり講演、2 部では各

委員会でテーマを設け意見交換会を設定した。平成 30 年では 1 日の開催で 1 部で

は委員長報告を話題提供に代え、2部で意見交換会を行った。本市では 26 カ所で 1

部・2部で議会報告と意見交換会を開いているが、講師を招き、テーマを掲げ意見

交換も検討の一つとしたい。講師を招くには予算化が必要であるので、これについ

ても注視していく課題であると思う。11 会場で開催していた時は 300 名から 200

名に減少はしているが、28 年からの１会場での開催では 3日間開催 99 名参加、平

成 29 年、30 年の１日開催では 45 名、36 名の参加である。11 カ所開催では中高年、

地域の役員さん等固定化が目立ち、検討した結果、人数よりもテーマを議論、意見

交換の充実を図ることに重点を置いたように思われる。ワークショップ形式やワー

ルドカフェ形式はとっていないようである。本市も議会報告会の在り方、意見交換

の手法についても課題となっているところである。 

条例については県内初となる平成 25 年にスポーツ推進条例を議員提案により制

定、施行されており、平成 3１年には議員政治倫理条例、最近では手話言語条例も

議員提案で取り組まれたようである。議員提案による条例制定についても課題とな

っており、議会事務局の法務関係の充実も欠かせず、学識機関との連携されている

議会もあるようである。更に研究していきたい。以上、議会改革推進にあたり、大

変参考となる行政視察研修であった。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営    委員会行政視察研修 所感 

委員名     三 木 秀 樹

石川県加賀市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 5日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

   若者の市政関心度アップの取り組みについて 

   執行部への政策提言について 

（３）所感 

現在、人口 66,000 人の加賀市。同市議会は議会改革調査で 2016～17 年 2 年連続全

国 4位、2018 年は同 5位と全国のトップランナーといえる先進議会である。   

議員定数は、合併した平成 17 年 10 月に在任特例（対象 36 人）をしないで「22 人」

に、H25 年に「20 人」、H29 年に「18 人」となり、現在に至っている。 

同議会は、平成 23 年 4 月に議会基本条例を施行し、その基本的コンセプトは監視、

審議する議会だけでなく「開かれた議会」「市民が参加する議会」「政策を提言する議

会」の 5本を柱にしている。 

 「開かれた議会」の動きは、H23 年から政務調査費（月額 8万円）の全面公開、小

学生の議会傍聴、H27 年からフエイスブック開始、本会議のライブ中継、翌年 28 年

からは委員会等のライブ・録画中継、H30 年 6 月、9 月に「議場スクリーンの試験導

入」の実施。 

 「市民が参加する議会」の取り組みは、平成 23 年から議会報告会。開始から今年

（令和元年）までで延べ 93 カ所、3,763 人の市民が参加している。H23 年、27 年、

28 年に「女性議会」、H24 年に「小学生議会」、H26 年に「中学生議会」、H29 年に「高

校生議会」、H29 年から「議会と高校生との意見交換会」を毎年 1月下旬に開催。H30

年に「議会お出かけ教室（小・中学校）」、「政策を提言する議会」では、議会提案に

よる条例を施行している。「市民主役条例」（H24 年）、「ポイ捨て等防止条例」（25 年）、

「地域医療を守る条例」（27 年）、「乾杯条例」（29 年）、「災害対策基本条例」（29 年）、

「いじめから子どもを守る条例」（29 年）。 

そして執行部への提言も行っている。「防犯カメラの設置に関する提言書（総務委

員会）」（H29 年 7 月）、「柴山潟遊歩道整備に関する提言書（柴山潟活用特別委員会）」

（30 年 9 月）、「一時産業の振興に関する提言書（産業建設委員会）」（令和元年 5月）
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また、議会が大学院（金沢大法科大学院）との連携を進め、「大学院での講義」を

正副議長等が行う。「議会改革」（H27 年）、「政策提案条例」（29 年）、「議員の不祥事」

（30 年）など。 

最近では、7が月病気で休んでいる議員の関係もあり、長期欠席議員の報酬削減条

例が今年 4月に施行となったとか。 

いずれにしても、トップランナーとしての活動をしているし、各種の取り組みの

意見交換も学習になった。この規模の市で政務調査費月額 8 万円（年間 96 万円）の

額に驚き質問もしたが、議員歳費月額 10 万円アップを審議委員会に要望し、結果 8

万円アップの月額 48 万円が今年の 4 月より支給となり、市民の抗議の声も無く、政

務調査費用（平均で 80％活用しているとのこと）にも異議も出ていないとのことで

ある。これだけの政務調査費が有れば、研修、研鑽は進むし、上記の様な政策が取り

組める素地が議員個々に創られ、常に資質向上の状況が生まれていると感じた。定数

削減はこれ以上出来ない。18 名を割る削減は「委員会で議論にならないし、議員の

質が低下する」を根拠としている。 

今年の四月に改選があったが、「無投票」選挙であったとのこと。市民参加、「若

者との交流」等を行っていても、「無投票」状態。何故そうなるのか。 

この点も討議したかったが時間（予定時間を超える本視察研修となった）無く、残念

だった。 

滋賀県彦根市議会  

（１）日時 

   令和元年 8月 6日（火）13 時 00 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議会報告会について 

   意見交換会について 

   議員間討議について 

（３）所感 

 彦根市議会での研修は、議会の「議会改革特別委員会メンバー」が、視察対応プロ

ジェクトチーム（3名）として、我々に彦根市議会の議会改革の経過、各種取り組み

（議会報告会等）の成果と課題をパワーポイントで説明頂いた。 

 これまで経験した多くの研修は、事務局等の事務方からの「説明、意見交換」が大

半であったが、本研修は全て現職議員が、研修の全てを受け持ったもので新鮮、互い

に「議員同士」で親近感も生まれ、「ザックバラン」な質疑が出来て、予定時間を超
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える研修となった。 

 彦根市議会も平成 28 年までの視察研修の「受け入れ」は、事務局中心であったの

を「視察研修」で学び昨年から全て議員となったとのこと。 

 議会改革は平成 24 年に議会基本条例を制定するにあたり、住民アンケートを行い、

それを基礎に各種取り組みを行ってきた。24 名の議員で構成する同議会は、広報委

員会（8 名）、広聴委員会（8 名）、議場解放促進委員会（8 名）の 3 組織を創り、そ

れらを束ねる「広報広聴調整会議」（正副議長、各委員会正副委員長で構成）で議会

改革を進めてきた。 

 議会報告会は広聴委員会で、検討を重ね、参加者の「減少対策」としてワークショ

ップ形式の開催、対象を各種団体（民生児童委員連合会、市消防団、市仏壇事業協同

組合）で実施（平成 28 年 2 月）。大学生、高校生対象で「若者の投票行動について」

をテーマで実施（平成 28 年 8 月、翌年 1月）。ワールドカフェ方式へ変化させて、「各

委員会主催」の報告会を実施（平成 29 年 11 月,平成 30 年 7 月、平成 31 年 2 月）。新

たな方式として「オープン体験参加型」を大型商業施設のセンタープラザで実施（平

成 31 年 1 月）。 

 同議会の特徴でもある議場の解放が「議場開放促進委員会」で各種検討し、実行さ

れてきた。 

「子ども議会」は、平成 21 年から始まり今年で第 10 期を迎え、市内 17 校の小学校

から 1～2名で選出された 24 名は、本格的に夏休み中の 8月下旬に事前研修会、本番

1 週間前にリハーサル、本番当日（11 月）は、9 時 集合写真。9 時 15 分～11 時 30

分で行うとか。選ばれた小学生の感想の報告は無かったが、子どもにとって名誉？な

ことかな。 

 「議場コンサート」は、平成 20 年から始まり、平成 25 年以降は年 2 回 6 月、12

月議会の開会日の午後、13 時～13：30 の 30 分間実施。ハーモニカ演奏等の演奏。最

近では「ウクレレとフラダンス」が、行われたとか。 

「中学・高校、大学生議会傍聴」も行われている。中学生は平成 25 年から、毎年１

回、高校平成 28 年から 12 月議会中で、大学生は平成 29 年から実施。 

議員間討議も平成 26 年から各種委員会で積み上げられ、その具体的方法は、委員

会の審議中、「他の議員の意見を聞きたい」旨の申出が有れば、一旦質疑を止めて「委

員長の采配」で議員間討議が行われるとのこと。 

 こうした報告とは別に出された資料に、市長の歳費半額が「議会で承認され」実施

している。本庁舎の建設をめぐる市長選挙で現「庁舎建設見直し」市長が当選し、老

朽化している本庁舎の建替え建設が「白紙」となり、現市長が「本庁舎耐震工事が完
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了まで」自ら議会に歳費の半額を提案したとのこと。この問題も意見交換の議題にも

なったが、議会報告会の取り組みの「方式の変化」は常に市民により多く参加を求め

るチャレンジ精神であり、市民に信頼を得るために「議場の開放まで」行っている。

神聖な議場で「フラダンス」とは？と思ったが、どうすれば市民の期待に応えられる

のかの努力は、議員同士の忌憚のない意見交換で感じられた。 

 視察対応を「議員がすべて行う」これは、議員の資質向上とコミュニケーション力

を高める施策ではないか。近い将来三豊市議会もチャレンジかとも思う。 

 議会の「傍聴（学生対象）」まで、広報広聴で取り組む姿勢に、感心した。 

これはわが議会でも実施可能な施策ではないかとは思う研修であった。 

滋賀県近江八幡市 

（１）日時 

   令和元年 8月 7日（水）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分 

（２）研修テーマ 

   議員間討議について 

   議会報告会について 

   政策提言について 

（３）所感 

人口８３０００人の近江八幡市。この年の４月に改選が行われ、定数２４名中９名

が新人となった。ここの研修では、副議長（２期目）、議会運営委員長（３期目）か

ら各種議会改革の説明、現在のそれぞれの取り組みの課題等が出され、議論が集中し

たのは、議会報告会であった。 

同市議会の議会改革は早く、現在の市になった（平成２２年３月）以前、旧近江

八幡市の時、平成１０年にケーブルテレビライブ・録画中継、政務調査費の領収書貼

付義務付け（同１４年）、再問から一問一答制の導入（同１６年）、議員削減 24 人⇒

22 人（同 19 年）が行われ、平成 22 年 3 月合併後直ちに「議会基本条例の検討に」

入り、同年６月に「1 日 1 常任委員会の導入」、翌 23 年 3 月「基本条例可決」、第 1

回「議会報告会 各学区 10 会場」開催（同年 10 月～11 月）と我が市議会より３年

早く議会報告会を開始している。 

翌年 24 年～25 年は 4 月～5 月、10 月～11 月と年 2 回開催（11 会場へ）、26 年～

27 年は 10 月～11 月時期に 1回と行うが、平成 28 年には方式を変えて 10 月に常任委

員会毎に主催で、同じ会場で 3 日間開催、平成 29 年度は、また方式を変えて 1 会場

で 1 日だけ、基調講演会と各常任委員会で市民と意見交換会、翌年 31 年度もまたま
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た方式を変えて、1 部で各常任委員会の報告、2 部で各常任委員会毎で市民との意見

交換会を土曜日の 13：30～15 時の間に行った。 

どうすれば、動員でなく市民が参加してくれるのか。試行錯誤の取り組みがおこ

なわれ、23 年の第 1回から 27 年の第 7 回までは学区毎に 10 回所～11 カ所で参加者

計は最低で 209 人（10 カ所、25 年 4 月期）、最高は 332 名（10 カ所、23 年）と三豊

市議会の 26 カ所規模ではないが、一定集まっていると思ったが、言意見交換の中で

「この学区内で常に 50 名近くを集めているが？」の質問に、「ここは、公民館を会場

にして、自治会の動員での参加者です」との答弁。 

平成 28 年の常任委員会毎の主催、同会場で開催に総計 99 人。平成 29 年度は一日

会場で 1部基調講演、2部常任毎に意見交換、同計 46 名。平成 30 年度は 1会場で一

日のみで 38 名。 

何故、1回～7回までの 11 会場の方式を変えたのか。「動員」では報告会はダメな

のか。三豊市の現状を報告しながらの議会報告会のあり方の鋭い意見交換が行われ

た。新人（9名）と 2 期の議員で過半数を超える議員体制、今年の議会報告会が出来

るのか心配だと本音をいう議運委員長。三豊市議会の課題と同じ問題もあり議論は深

まったと思うが、我々の議会も来期の再選後は新人が多い状態が予想されるだけに他

人事でない。継続する事の難しさを改めて感じた。 

この議会でも、本庁舎の建設をめぐる問題で市長選挙がおこなわれ、建設を主張

した前市長は敗れ、この 4月の市議選挙に出馬、3000 票を超える得票でトップ当選、

経験豊富な前市長の「市議」が居るだけに難しい運営となっているとか。 

我が三豊市議会もどう議会報告会を充実させて行くか。この 3 日間の研修で多く

のヒントを得たように思う。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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議会運営    委員会行政視察研修 所感 

委員名 田 中 達 也

石川県加賀市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 5日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議場スクリーン・プロジェクターの試験導入について 

   若者の市政関心度アップの取り組みについて 

【現地メモ】 

合併直後は 8万人弱 

現在は 7万人弱 

AI・IOT 等、新しい産業分野の研究 

観光（温泉地）ピーク時には 400 万人 

団体旅行から個人旅行へ移行により 180 万人まで下がった。 

北陸新幹線の恩恵によりやや回復。 

毎年 1万人弱の人口減 

消滅可能性都市 

金沢に人が流れている。 

半数が加賀市外の高校に通学 

退学進学後、都市部で就職し帰ってこない。 

雇用のミスマッチ。 

旅館業は人手不足で、スタッフがいないとはいえないので、満室ですと断るパターン

加賀市は高く分散型都市 

コミュニティが 21 

ICT 推進特別委員会（五人）を昨年設置 

政務活動費月額 8万 

プログラミング教育 全国最先端 
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保育園給食無料化 

平成 23 年 4 月 1 日 議会基本条例施行 

 具体的な目標を明記する方針のもと 

  ○ 開かれた議会 

  ○ 市民が参加する議会 

  ○ 政策提案する議会 

  ○ 監視する議会 

  ○ 審議する議会 

開かれた議会 

政務活動費の全面公開 

小学生の議会膨張 

フェイスブック開始 

本会議等インターネットライブ中継 

ホームページリニューアル（すでに古い） 

議場スクリーンの試験実施 

○ 平成 30 年 6 月と 9 月に実施（それぞれ四人が画像投影し質問）石畳が乱

れている状況、道路の混雑 

  ○ 6 月にアンケート（半数以上が活性化した）（4分の 3以上がわかりや す

い）と回答 

  ○ 令和元年予算要求（議場内 2箇所のモニタを要求（60 万円）したが、市長

裁定でカット。執行部は PC 画面による表示で代替。傍聴席とケーブルテレビ（ネ

ット共通）は画像を差し込み対応 

市民が参加する議会へ 

  ○ 女性議会（団体から働きかけ）23、27、28 年 

  ○ 小学生議会 24 年 

  ○ 中学生議会 26 年 

  ○ 高校生議会 29 年 

  ○ 高校生と意見交換会 

  ○ 議会だよりモニター員制度 

  ○ 議会お出かけ教室 

  ○ 議会モニター員制度 

議会報告会 

  ○ 参加者の括りを色々と工夫 

  ○ 1 箇所四十人弱の参加者 

議会と高校生との意見交換会 

  ○ 3 回実施 

  ○ ある学年の 1クラスが参加 
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  ○ 参加できる議員が対応 

  ○ 事前にテーマについて学習 

議会おでかけ教室 

  ○ 1 回開催 

  ○ 未来の議員の担い手に期待 

政策提案する議会へ 

  ○ 市民主役条例 

  ○ ポイ捨て逃亡し条例 

  ○ 地域医療を守る条例（石確保を進める） 

  ○ 乾杯条例（地酒 3軒、漆器） 

  ○ 災害対策基本条例 

  ○ いじめから子供を守る条例（全国的な問題発生を機に） 

執行部への提言 

  ○ 防犯カメラの設置に関する提言書（犯罪対策） 

  ○ 柴山潟遊歩道整備に関する提言書（観光客・サイクリングに活用）

○ 一次産業の振興に関する提言書（6 時産業化を目指したブランド

化に関する具体的な実施計画を求める） 

  ○ PPDCA サイクルに則っての提言 

  ○ 経過説明を当局に求める（チェック） 

あわら市議員連盟設立 

  ○ 力を合わせて国会議員への要望活動 

金沢大学院との連携 

  ○ 政策提案にあたってのアドバイス 

  ○ 大学院での講義（正副議長） 

  ○ 議員研修会（講師派遣依頼） 

  ○ 大学院生インターンシップの受入 

その他の取り組み 

  ○ 会議録公開の迅速化 

  ○ タブレット端末の導入 

  ○ 議会交際費内訳公開（Web） 

  ○ 議会内申し合わせ事項公開（Web） 

  ○ PPDCA サイクル導入 

   § 事業の進行管理 

   § 活動の振り返り 

   § 取り組みの評価 

   § 次の目標設定 

  ○ 傍聴席に大型ディスプレイ設置 

  ○ 長期欠席議員の報酬減額条例（4月施行） 

議員定数削減の取り組み 
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  ○ H29 年 20→18 人 

 ○ 定数削減を受けて 3つの常任委員会を 2つに再編する予定（令和元年秋）

質疑応答 

スクリーンに投影する資料に関する取り決め 

 PDF のデータ、JPG のデータ（静止画のみ） 

 通告の際にデータを提出 

 著作権等は事務局で管理 

 ネットから撮ってきた写真等は注意 

 人の顔が写っているなどの場合は注意 

 マニュアルを作成して対応 

 枚数制限は無し 

 プロジェクタ・スクリーンについては庁内の貸し出しで対応 

    元々持ち込み資料があったので、それを投影するという点に対しては反対意

見は無し。 

条例提案の流れ 

 常任委員会で、条例を作る取り組み 

 例）平成 27 年 地域医療を守る条例 

  二つの病院を一つに 

  政治的にももめた案件 

  宮崎県延岡市に視察 

 政策法務担当を総務委員会から派遣 

 議長指令で 2年の委員会任期間に 1つテーマを持ってやる 

議会報告会 

 当初 21 地区（まちづくり団体） 

 3 年前から半分に（ハードで、参加者がバラける） 

 その地区の議員の頑張りで参加者が増える。意見も増える 

 テーマを設けて話してもらう 

議会モニタ制度 

 旧は議会だよりについてのモニタ（アンケート＋会議） 

  結果として議会だよりが見やすくなった。 

 本会議・委員会に興味を持ってもらうために議会モニタ制度を令和元年開始

  オブザーバーとして常任委員会をに参加してもらい、アンケート 

  21 地区中 7名が女性 

  各委員かが必ず発言するようになった。 
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  謝礼は全部で 2500 円の図書カード 

政務活動費（月 8万円）みんな使っているか？ 

 使い切り 3割 

 半分 4 5 割 

 ほとんど返還もいる 

 総じて 81％くらいの利用率 

スクリーン投影に対する、各議員の取り組みの差について 

 若い人は積極的に 

 高齢者も特に嫌がることがない。 

若者向けの取り組みは、投票率アップにつながっているか 

 取り組み後の選挙が無投票なので投票率がわからない。 

 参議院選挙は下がった。 

 学校の取り組みは模擬投票だけだったので、 

政務活動費に対する政務活動費の批判は？ 

 ほとんど何も言われない 

 歳費も挙げたが、報酬新議会の理解も得られた 

歳費はどのくらい挙げた？ 

 今年の 4月 5万上げて 48 万円へ 

 議会のあり方検討会で、様々な視点から考えた。 

 例えば長期欠席（病気）※こちらがクローズアップ 

 消費税アップは考慮されていない。 

 定数をずっと減らしてきた。 

 民間の賃金が上がっている状況 

 無投票（なり手不足）への決定打となってほしい 

政務活動費は合併当時に上げた。 

 元々6万円から 8万円へ 

 本当は歳費をあげたかったが、目立つので政務活動費に。 

 1 回の東京研修で 5万円はかかる。 

議場スクリーン設置に対して、市長裁定でカットされたことに応じた経緯は？ 

 地元の CATV には資料が映らないので映したいというのが根本。 

一般質問での資料提示は、議員によって技術的な格差 
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議会報告会に同じ人ばかり参加する傾向はあるのか？ 

 現状として偏りはある。 

 いろいろな方に出てほしいというお願いはしている。 

 なので、グループワーク、ワールドカフェ等の方式を検討している。 

条例制定に関して、研究体制や市長との関係は 

 熱意をもって取り組む必要がある。 

 市長との関係は良好。 

議会活性化特別委員会は、1期 2期の議員＋会派の幹事長で構成されている。 

議運から活性化委員会に落としているので、上がってきたことを否定しない風土。 

事務局定数は 6名が続いていた。 

法制執務の担当者を増やしてほしいという要求で 7名に増えた。 

それでも足りなかった。 

総務課から 1名出向（机のみ） 

臨時職員（活性化専任） 

これ以上の定数削減は、議論に差し支える。（委員会の人数が少なすぎる） 

（３）所感 

三豊市議会でも早急に資料を提示しながらの一般質問を導入すべきと感じた。 

プロジェクタ＋スクリーンの導入が予算的に難しければ、加賀市のように庁内の貸

し出しで対応する方法もあるし、タブレット＋Sidebooks（傍聴席はタブレットから

モニタ出力）で行うことで、低予算での導入が可能と考える。 

資料作成能力の議員間格差については、単一の写真や手書き資料のスキャン等でも

対応できる手法であり、内容をわかりやすくする関連資料を提示することが市民に対

して開かれた議会を推し進めることが明白であるため、考慮する必要はないと考え

る。 

歳費については、近年の賃金の傾向から考えれば、三豊市においても上げるべきと

考える。 

4 年に 1回の選挙という職を失うリスクを抱えながらも、民間でも高い評価を受け

る人材が職業として議員に携われるだけの待遇が、市政には必要であると考える。 

議会報告会については、テーマを絞って意見交換するなどの工夫がされており、参考

にすべきと感じた。 

執行部への提言が、PPDCA サイクルに則って行われていることが興味深かった。 
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行政事務へのチェックだけではなく、議会自身の活動についてチェック・改善を、

明確なプロセスに当てはめて行っていくべきと感じた。 

滋賀県彦根市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 6日（火）13 時 00 分 ～ 15 時 30 分 

（２）研修テーマ 

   議会報告会について 

   意見交換会について 

   議員間討議について 

【現地メモ】

H28 年度までは事務局が受け入れ。 

  副議長が挨拶のみで退席 

 議員の生の声や、事務局からは話せない内容も必要。 

 H28 年 10 月、正副議長経験者が漢字となって設置 

 昨年度からは議会改革特別委員会委員がメンバーに加わる 

議員定数 24 名 

 法廷上限（廃止前） 34 人 

 S50 30 人、H11 28 人、H23 24 人 

委員会 

 企画総務消防常任委員会（8人） 

 市民産業建設常任委員会（8人） 

 福祉病院教育常任委員会（8人） 

 ※上記 3 委員会は議案審査の後に一般質問（事前通告なし、質問だけで 30

分） 

議会改革の取り組み 

 平成 24 年 1 月 「議会に関する市民アンケート」を実施 

 無作為抽出 3000 世帯対象 回答率 35.4% 

 主な回答 

  ○ 市議会に関心がない 

  ○ 市民との対話の場がない 

  ○ 議員の活動内容がわからない 

  ○ 議員の資質の向上を 
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広報広聴の 3組織 

議会報告会 

 当初は一般的な報告会。参加者が少ない。 

 平成 27 年度の取り組み 

  広聴委員会で議会報告会について検討 

   § 報告会のあり方の検討 

   § 参加者減少から、新たな取り組みを模索 

   § ワークショップ形式での開催を決定 

   § 対象をしない各種団体に 

 平成 27 年 12 月 22 日 

  ワークショップ形式 

  テーマ：おんな城主直虎を生かした集客戦略について 

  市への政策提言につなげる 

 平成 28 年 2 月 17 日 

   テーマ：みんなで考える地域福祉 民生委員から見た福祉の問題と解決 

  対象：民生児童委員協議会連合会 

 平成 28 年 2 月 22 日 

  テーマ：地域防災の課題 

  対象：彦根石消防団 

 平成 28 年 2 月 25 日 

  テーマ：100 年後の彦根仏壇 

  対象：彦根仏壇事業協同組合 

 選挙年齢の 18 歳への引き下げを受けて、若年層の意見の取り込み 

 平成 28 年 8 月 12 日 

  市内の 3大学の学生 

 平成 29 年 1 月 28 日 

  彦根東高校の新聞部員 

 テーマ：参議院議員選挙から見た若者の投票行動について 

 内容：ワークショップ形式での意見交換 

 一般市民の声が聞けてないという反省から、普通の議会報告会も開催。 

 新たな取り組み カタリバ 

 ワールドカフェ方式の議会報告会 

  平成 29 年 11 月 23 日 
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   テーマ：こんな街にしたいな彦根を 

  平成 30 年 7 月 13 日 

   テーマ：考えよう 彦根の農業 

  平成 31 年 2 月 17 日 

  メリット： 

   § 参加者が気軽に参加して意見が言える。 

   § 多様な意見が収集できる。 

  デメリット： 

   § 参加者が少ないと成り立たない 

   § 誰かがファシリテーターをできなければならない。 

   § 意見の集約が難しい 

 オープン体験参加型の議会報告会 

  大型商業施設のセンタープラザで開催 

  平成 31 年 1 月 26 日 

  テーマ：彦根の防災について考える 

政策提言 

 議会報告会からの政策提言 

 大河ドラマ「おんな城主直虎」放映を機に、集客を図るため早期に庁内プロ

ジェクトチームを。 

 議会報告会や常任委員会の視察を経て政策提言 

  ○ 地域住民の福祉ニーズの多様化に対応するための制度作り 

  ○ 時代に即応した消防団装備の拡充 

  ○ 彦根仏壇の認知度向上に向けた取り組み 

  ○ 学生の就職支援 

  ○ 子育て・教育環境の充実 

  ○ シニア世代の定住 

  ○ シティプロモーションの推進 

  ○ 地域おこし協力隊の活動支援 

  ○ まちづくり会社設立の早期検討 

  ○ 彦根ブランドの開発支援 

  ○ 道の駅の設置 

 ○ 農業に対する市民の意識を向上させるシンボリックな条例制定の

検討 

議場解放 

 議場コンサート・子ども議会を開催 
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子ども議会 

 8 月下旬開催 

 参加者に DVD の配布 

議場コンサート 

 年 2 回、6月 12 月定例会の開会日午後 

 議場解放促進委員会と事務局担当者が出務 

 他の議員は任意参加 

以前は公募、議員の仲介により出演交渉していたが、クオリティーの確保が

できなかったり、出演者の偏りが発生したりした。 

 現在は、各公民館で活動している団体へ、公民館の推薦を受けて依頼 

中学生・高校生傍聴 

 12 月議会の一般質問時に開催 

 市教育委員会が主体となって実施 

 市内 7中学校から 21 名 

 市内 2つの高校からも 

ひこね市議会だより 

 年 4 回、自治会委託により全戸配布 

議員間討議 

 議会基本条例第 12 条に規定 

 4 回実施したが、近年は活用されていない。 

 暫時休憩はとらない。 

質疑 

 議会報告会の委員会主催分は、委員会だけで開催する？ 

  広聴委員会が見本の形を作る。 

 カタリバの名刺サイズチラシは何枚？ 

  400 枚程度（費用は印刷代のみ） 

 議員間討議はどのような 

  他者の意見を聞きたい場合に申し出て、委員長が議員間討議を宣言。

  合意形成に導くような内容ではない。 

 議会だよりの配布方法（自治会に入っていない） 
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  市が配布している 

 議会 Facebook の管理・投稿は誰の仕事 

  事務局が管理している 

  原稿は広報委員会が作成 

  事務局内でアップの可否をチェック 

 ファシリテーション能力の向上について 

  広聴委員会が見本となる 

（３）所感 

議会報告会については、一般的な報告会では参加者が少ないという共通した悩みか

ら工夫されている。 

三豊市でも来季開催分から見直されている流れなので、大いに参考になった。 

議員間討議については、採用したものの活用は少ないということで、残念である。

原因としては、合意形成に至るような進行ではないという部分ではないかと考える。

議会報告会についても、議員間討議についても、進行役である議員のファシリテー

ション力が課題であると感じた。議員研修としてファシリテーター養成研修を検討す

べき。 

滋賀県近江八幡市議会 

（１）日時 

   令和元年 8月 7日（水）10 時 00 分 ～ 12 時 00 分 

（２）研修テーマ 

   議員間討議について 

   議会報告会について 

   政策提言について 

【現地メモ】

平成 23 年 議会基本条例施行 

平成 24 年 ネット配信開始 

平成 25 年 スポーツ推進条例 

平成 26 年 質問方式の一括方式・分割方式選択制 

平成 27 年 委員会のネット公開開始 

平成 28 年 中学生議会 
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平成 27 年 予算常任委員会の設置 

 所管委員会に分割付託をしていたが、その手続きに違法性があるとの指摘 

 当初予算・補正予算を審議可決 

 全議員で構成 

議会報告会のリニューアル（平成 28 年） 

  小学校区ごとの開催で開催していたが、マンネリ化、参加者の固定化が顕著であ

った。 

 平成 28 年 各委員会ごとの報告会を開催 

  委員会ごとにテーマを設けての報告、意見交換 

  総務（69 名）、産業建設（15 名）、教育厚生（15 名） 

  市庁舎整備というテーマがあったため、総務は多かった。 

 平成 29 年 全委員会合同で 1回限りの開催とし、予算を集中 

  基調講演＋意見交換会（委員会ごとにテーマ） 

  参加者は前年比半分以下になったが、意見は多く出た。 

  寒い時期で市民がでかけにくかったかも。 

 平成 30 年 引き続き 1回開催  

  各常任委員長から話題提供 

  その後意見交換会 

  さらに減った 

議員定数適正化議論（平成 29 年） 

 議論で終わってしまった。 

 議会改革委員会内で定数削減の議論が起こった。 

  人口、市域面積、議員アンケート、他の市長との比較検討などを行なったが、

委員会内で結論は出ず。 

 全員協議会での投票の結果、現状維持となった。 

議員政治倫理条例（平成 30 年） 

 議場内街での言動や行動が取りざたされる昨今、指針が必要と判断し、制定

 理念条例では効果がないため、調査会の設置等の効力を設けている。 

今後の検討 

 タブレット導入 

 ジュニア議会の実施（一回限りになってしまっている） 
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 議会による事業診断の実施 

 本会議における議案質疑日の設定 

事前質問事項への回答 

 1. 議員間討議について 

  平成 23 年 6 月以降に自由討議を開始 

  付託された案件を審議する際、質疑後執行部が退席したのちに行う。

  自由討議はありますか？でスタート。 

  反対討論・賛成討論の呼び水 

 2. 議会報告会 

    若い世代や、子育て世代へのアプローチが足りていないと感じている。

  議会に対する不信感や、議員に対する不満をぶつけて帰るケースが見受け

られる 

  商業施設、高校等での主権者教育の機会など、来てもらうのではなく、出

かけていく報告会を検討したい。 

 3. 政策提言 

  まちづくり研究会（有志）でまとめたものを市長に提出するということは

行った。 

  まとめ役の議員が勇退し、研究会は廃止した。 

質疑 

 市議会選挙の投票率は？ 

  55.26%から 51.36%に下がった 

 9 人の新人がいるが、平均期数は？ 

  1 期 9 名、2期 6名、3期 5名、4期 2名、5期 1名、7期 1名 

  ベテランの勇退があり、若返った 

 議会報告会について 

  毎回試行錯誤をしている 

（３）所感 

議会報告会については、その時市民が注目している話題が有るかどうかで参加者が

決まる傾向にあるのは同じだと感じた。それがない時期には、あえてテーマを選定し

て通知しておくのがトレンドのようである。 

今の三豊市のやり方では、話題が多岐にわたるため、詳細な数字などは把握してお

らず中途半端な答えになりやすい。テーマを設定する以外にも、世代を固定するなど

工夫が必要である。 

※所感の提出については、メールまたは USB 等によるデータで事務局に提出ください。
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