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常滑市議会 議会運営委員会 視察報告書 

 

視察日 平成 29 年１月 16 日（月）～17 日（火） 

視察項目 埼玉県 所沢市議会 「議会基本条例制定後の取り組みについて」 

東京都 町田市議会 「議会改革の取り組みについて」 

視察者  議長 相羽助宣 委員長 川原和敏 副委員長 稲葉民治 

委員 井上恭子 伊奈利信 加藤久豊 杉江繁樹 冨本 健 伊藤史郎 

随行 井上理咲子 

 

☆埼玉県 所沢市議会 『議会基本条例制定後の取り組みについて』 

出席者 所沢市議会 議長 中 毅志 

所沢市議会 議会運営委員会 委員長 福原浩昭 

所沢市議会議員 植竹成年 

 

○所沢市の概要 

首都東京から 30 キロ圏内にあり、東京都多摩北部に接する埼玉県南西部に位置する。 

面積は 72.11 ㎢で、人口は 343,993 人（平成 28 年 12 月末日現在）である。市制施行は 1950

年 11 月３日で、明治 44 年には我が国で初めて飛行場がつくられ、日本の航空発祥の地と

なっている。名産は狭山茶であり日本３大銘茶の一つである。 

イメージマスコット 市⇒トコろん 市議会⇒みみ丸 

議員定数 33 人 

 

○議会改革の取り組み 

議会の取り組みとして、平成 19 年度以降、地方自治法第 100 条の２の専門的知見の活用に

よる調査委託を実施してきた。これは、議会基本条例の制定やその後の評価・改定時に活

用されている。 

平成 20 年６月に「議会基本条例制定に関する特別委員会」を設置して、平成 21 年３月に

「所沢市議会基本条例」を可決している。 

その後の取り組みとして、基本条例制定の目的でもあった一般質問の一問一答方式を選択

制として導入した。他に議会評価も実施している。議会評価には、議会事業評価と議会改

革評価がある。目的は、一年間の主な事業の総括の機会とするため、議会基本条例の進捗

確認と総括のためである。効果としては、事業の記録公開と協議事項の共有が可能になっ

たことである。しかし、自己評価の達成度の明確化など課題も残されている。 

改選期に基本条例の規定による見直し手続きを実施しており、平成 27 年には改定をしてい

る。 
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その他の取り組みとして、常任委員会及び特別委員会の審査時における自由討議の導入や、

参考人招致なども実施している。 

広報広聴に関する取り組みとして、平成 23 年５月に議会報・図書室委員会から広聴広報委

員会に変更し、議会報告会や政策討論会を実施した。 

平成 28年にはワールドカフェスタイルによる、市民と議員の懇談会として「みみ丸カフェ」

を開催した。 

 

〇主なＱ＆Ａ 

Ｑ 議会基本条例を改定しようと思ったきっかけは何か。不具合・問題点でもあったのか。 

Ａ 評価が基本で、２回の改選期を経ており、現状に合っているかどうかを検証し改定し

た。 

 

Ｑ 専門的知見の活用について、どのような経緯で廣瀬克哉教授に依頼したのか。 

Ａ 所沢市在住だったので、廣瀬克哉教授に依頼した。 

 

Ｑ 他の自治体の議会との交流及び連携について、なぜ条例化したのか。 

Ａ まさに視察の場がそれで、議会だけで年間 30 回ほどの視察があり、議員が対応してい

る。 

 

Ｑ ワールドカフェ参加者の無作為抽出方法はどのような方法か。 

Ａ 住民基本台帳で 20～50 代の 800 人を無作為抽出して案内を発送し、30 人から応募が

あった。 

 

〇全体感想 

所沢市議会としてかなり先進的な取り組みをしていることがうかがわれる。34 万人都市と

の予算規模の違いもあり本市議会がすぐに取り入れられる事項は少ないが、本市議会も議

会基本条例を制定しておりその運用に関しては参考にすべき点はあると感じた。 

しかし、本市議会では条例制定前から一般質問の一問一答方式の導入や、「議会と語る会」

の開催をしており、議会の目指してきた方向はよかったのではと確認できた。 

方法は熟慮が必要だが、ワールドカフェスタイルの市民と議員の懇談会は検討してもよい

と思う。 

 

〇個人所感 

（川原委員） 

・議会改革に熱心な議員も存在しており、議員の人数が多いからできることも多いと感じ

た。 
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・議会改革の必要性は、市民の要望が大きくなってきた背景を感じた。本市議会でも議会

と語る会などを行っているが、さまざまな方法で広報することが必要である。 

・市民と議員の和やかな懇談会は検討してもよいと思う。 

 

（稲葉委員） 

・常任委員会・特別委員会の審査時の自由討議は、委員それぞれの考え方等が明らかにな

り、円滑な審査ができると感じた。 

・参考人招致を平成 21 年から実施しており、参考になった。 

・附属機関の設置（所沢市政策研究審議会・所沢市議会議員定数のあり方に関する審議会）

は、積極的な政策立案を目指す方向に導いていると感じた。 

・「市民にとってわかりやすい議会運営に資するため『所沢市議会ＩＣＴ化推進基本計画』

を実施する決議」を平成 28 年３月に可決しており、ＩＣＴ技術の活用計画について参考

になった。 

・議会事業評価は興味深い。議会改革評価を報告書にまとめ、市議会ＨＰで公表すること

も、できれば取り入れたい。 

 

（井上委員） 

・議会基本条例制定時、所沢市出身の廣瀬克哉氏を専門的知見の活用ということで講演や

所見をいただいたことで、かなりの議会改革が進んだことが推測される。議会基本条例

はつくったものの、見直しもされず机上の空論となるケースもあるが、特に所沢市の場

合、議会審議における論点整理の形成や議会事業評価・議会改革評価など、議会改革以

後の評価を取り組みの中に入れ、改選期ごとに条例の見直しを試みていることは議員の

やる気を感じた。 

・議会基本条例の前文の、「積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議員諸活動へ

の市民の参加のもと、・・・・議員相互の自由闊達な議論を展開・・・」や、目的以下の

条文には、「市民」という言葉が多く掲載されている。議会改革の事項の中でも、例えば

一般質問を市民がわかりやすいように選択制をとっていたり、議会評価にしても年度末

に行い、それを報告書にまとめ市議会ＨＰで公表、議会基本条例改定に対する取り組み、

閉会中の文書による質問、参考人誘致、公聴会・意見書提案手続きなど、市民の意見を

聞いたり、公表に心がけている。市民目線の議会基本条例ということがうかがわれ、今

後当市も検討するところでもあると感じた。 

・所沢市の場合、広聴広報委員会は市民の声を聞くことを目的とするため、広聴という字

が前に来ている。これは当市議会でも見習うべきだと思った。年２回の議会報告会や年

１回の政策討論会、無作為抽出により参加者を募集し、早稲田大学との連携を活用した

「みみ丸カフェ」など、広聴ということを実践している。特に「みみ丸カフェ」は政治

に慣れてない市民でも参加でき、よい方法なので当市の「議会と語る会」で活用できる
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のではないかと思った。 

・自由討論を常任委員会及び特別委員会の審査時に取り入れ、闊達な意見交換がなされ、

それが議事録に掲載され公開されている。当市議会も討論のできる状況にするための研

修会なり、勉強会を設け早急なる実現をしていくべきだと思った。 

・平成 28 年度から、議会運営委員会で議会改革を行うということで今回の視察となったの

で、所沢市のよいところを取り入れ、早急に実行に移していったらよいと思う。そのた

めには、廣瀬先生や江藤先生の講演なり、支持を受けた議会改革を行っていくことでス

ムーズに行われる。報告書を出して終わりではなく、結果を出し、それを市民に公表す

るという、所沢市で学んだことを遂行していきたいものである。 

 

（伊奈委員） 

・議会評価及び議会評価報告書の取り組みは参考になった。 

・委員会中の自由討議は委員の考えや論点が整理でき、より慎重に審査できると感じた。 

・議会報告会、政策討論会と活発に取り組まれているが、市民参加数は低迷していた。 

・広聴機能強化の取り組みである「みみ丸カフェ」の開催は参考になった。気軽に参加し

ていただける懇談会だと感じた。 

 

（加藤委員） 

・議会基本条例の見直しや議会の取り組む姿勢など、とても参考になった。特に所沢市議

会の市民に開かれた議会を目指した取り組みは常滑市議会でも見習うべきことが多くあ

った。若者を対象にしたワールドカフェやみみ丸のキャラクターづくりなど市民に知っ

てもらうための努力は参考にしたいと感じた。 

 また、常滑市議会の議会基本条例はまだ運用され始めたばかりであるが、議会基本条例

の見直しは絶えず考えながら進めていくべきと感じた。有意義な研修であった。 

 

（杉江委員） 

・かなり議会改革に熱心な議員の方がおみえになり、推進されたのではと感じた。本市議

会も議会基本条例を制定したが、全会一致には至らなかった。 

・所沢市の取り組みとして、ワールドカフェスタイルの市民と議員の懇談会は参考にした

い。現在の議会と語る会の発展型として、検討をしてみたいと思った。 

 

（冨本委員） 

・市議会の視察だけで、年間 30 回もあるのはすごいことだと感じた。そのくらい先進的な

取り組みだと感じた。 

・常任委員会や特別委員会の自由討議や、参考人招致などは検討に値すると感じた。 

・「みみ丸カフェ」（ワールドカフェスタイルの懇談会）は参考にして取り組みたい。 
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（伊藤委員） 

・議会基本条例の制定に当たって、相当な検討をされたことがよくわかった。当市も、平

成 26 年 12 月に議会基本条例を制定したが、開かれたわかりやすい議会を目指すために

も、条例の検証、評価が必要であると考える。また、その成果を市民に開示する必要が

あると感じた。 

・ワールドカフェスタイルの懇談会はよい取り組みだと思った。 

 

（相羽議長） 

・平成 21 年３月に所沢市議会基本条例を施行した、先進市である所沢市での視察は、大変

勉強になった。 

・調査項目の説明・答弁は、担当の議員２名の方にしていただいた。議員同士ということ

で積極的な質疑・意見交換ができたのではないか。 

・議会基本条例制定を自己目的化して、条例を仕上げたらそれで終わりとするのではなく、

条例に基づいた活動を実際に展開しながら、必要な修正を随時行っている。当市として

も検討すべきではないか。 

・平成 25 年４月１日からは、さらに実効性を高めるために所沢市議会議会評価の実施に関

し必要な事項を定めた所沢市議会議会評価実施要項を制定して、平成 27 年５月から平成

28 年５月までの期間を対象に、議会運営委員会と広聴広報委員会が所管した事業等につ

いて、自己評価を行いその結果を取りまとめ今後の取り組みに生かし、さらなる改善を

図っている。当市としても検討すべきではないか。 

・委員会で議案の審議等をする場合には、議会としての機能を発揮するために、議員間に

おいて議論を行うように条例で議員間の自由討議を定めている。当市としても検討すべ

きではないか。 

・議会報告会においては、定例会の審議の内容や過程等を説明することを目的としている。

意見交換の場については、テーマを限定することなく自由な中で市民から意見等を聴取

し、市政に反映させることを目的としている。 

・市議会独自で、広聴広報マスコットキャラクター｢みみ丸｣を作成して、使用している。 
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☆東京都 町田市議会 『議会改革の取り組みについて』 

出席者 町田市議会副議長 殿村健一 

町田市議会事務局長 古谷健司 

 

〇町田市の概要 

町田市は東京都の南端にあり、半島のように神奈川県に突き出ている。多摩丘陵の西部か

ら中央部を占める位置に立地し、面積は 71.80 ㎢である。 

市制施行は 1958 年２月１日で、東京都で９番目に生まれた都市である。古くから横浜に向

かう街道は「絹の道」とも呼ばれ、交通の要衝、商都として繁栄してきて、現在は商圏人

口 200 万人の一大商業都市である。 

人口は 427,180 人（平成 28 年４月１日現在）で、議員定数は 36 人である。 

 

〇議会改革の取り組み 

町田市議会は議会基本条例の制定はしていないが、平成 10 年から傍聴人受付簿の廃止や、

全員協議会、議案説明会を公開するなど開かれた議会を目指して改革に取り組んできてい

る。インターネットによる議会中継は平成 15 年 12 月定例会から開始しており、かなり先

進的と言える。現在は新庁舎移転により委員会のインターネット中継も実施している。 

議会報告会は行っていないが、各常任委員会は多くの市民団体との懇談会を開催しており、

市民と対話をしている。 

また一般質問は、36 人中平均 30 人ほどの議員が行うようである。 

パソコンの持ち込みも検討されてきており、試行期間を経て平成 26 年に委員会室への議員

及び職員のパソコン持ち込みを決定した。本会議場は試行としている。 

そしていよいよ平成 28 年 12 月議会から、タブレットの導入を本稼働させている。 

 

〇主なＱ＆Ａ 

Ｑ タブレット導入時に使用できなかった議員もいたと思うが、どう対処したのか。 

Ａ 36 人中約 10 人ほどが未経験だったが、紙の資料も禁止してはいないので問題は生じな

かった。 

 

Ｑ タブレット導入の利点と問題点は何か。 

Ａ 初期のシステム経費など費用面での問題点は大きいが、資料作成の業務軽減や紙の削

減などそれ以上に効果が大きい。 

 

〇全体感想 

町田市議会は議会基本条例を制定していないが、議会改革の取り組みとしては先進的であ

る。 
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特にＩＣＴの活用は柔軟さを感じ、執行部も同時にタブレット化をするなど市全体での取

り組みはすばらしい。本市も執行部と議会が同時に検討することも大切だと考える。 

また、各常任委員会が市民団体と懇談の場を持つことは非常によい取り組みだと思う。本

市議会も近い取り組みは始まっているので、継続発展していけるとよい。 

やはり市の規模が違い議会事務局の体制も充実しているようで、本市議会で全てを導入す

ることは不可能だが、市議会開催のＰＲなど市民に開かれた議会を目指す姿は共有したい。 

 

〇個人所感 

（川原委員） 

・議会基本条例がなくても、しっかりと改革していると思う。 

・市民団体との懇談会を通じて、市民の意見を伺うことはよい発想だと感じた。 

 

（稲葉委員） 

・常任委員会・特別委員会のインターネット中継をしており、議会の見える化が図られて

いた。 

・請願者の意見陳述を平成 21 年９月議会から導入しており、参考になった。 

・タブレット端末を積極的に導入しており、事務の効率化や経費削減につながっていたた

め、効果は大きいと感じた。 

・ホームページ中継画面に、議案等のＰＤＦファイルを表示しており、視聴者にとってわ

かりやすいと感じた。 

 

（井上委員） 

・町田市の人口は約 42万人と当市と比べられないほどの人口であるので、比較するには少々

無理なところがあるが、よいところを参考にしたいと思う。常滑市に比べ議会改革は平

成 13 年以前からと早い時期に行われ、議員がかなり努力をしていると思うが、議会に対

する市民の関心度は年々低下しているのが現状である。やはり大きな都市であるゆえん

ではないかと感じた。 

・議会基本条例という形にこだわらず、議会改革の取り組みとして 51 項目を揚げ、議会基

本条例をつくらず、議会報告会も行ってはいない。しかし当市では難しいとされている

議員間討論では、請願の委員会審査に導入している。また、政務活動費や委員会での研

修後の報告書提出も早い時期から行われている。これらが議員個人の資質や意識向上に

つながって、議員の前向きな行動、議員定数が 36 人であるが、その中の 30 人前後は毎

回一般質問を行うなど、議員の中では議会改革がかなり進んでいるように感じられた。 

・市民に対する議会改革では、誰でも気楽に傍聴ができるように傍聴人受付簿を廃止した

り、市民にわかりやすい議会にするため、傍聴者への資料を 8 セット用意したりしてい

ることは、市民目線がうかがわれる。また市民への議会傍聴を促すために、チラシを配
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ったり、インターネットで見てもらう目的でポスターをバスに貼ったりしたおかげか、

毎回かなりの傍聴者がある。これらは議会改革が着実に進んでいる結果と言えるであろ

う。当市も見習うべきであろう。 

・当市の財政は決して潤沢ではなく、今後の財源の増加も見込まれないことから、600 億円

の借金をどのように返済していくか、公共施設問題、下水道、病院の経営など、まだま

だ課題は多い。それらを議員が一丸となって検討し行政とともに解決する議会になって

いくためには、今後も議会改革は重要課題だと思う。今回研修したことは、早急にでき

るものとできないものがあるが、できるものから順次行っていく必要性を感じた。 

 

（伊奈委員） 

・広報（発信）に力を入れていると感じた。ネット配信と閲覧の推進、議会への傍聴の推

進等。ネット配信は本会議、常任・特別委員会を中継。路線バスへポスター掲出。 

・委員会の請願審査に議員間討議を導入していた点は参考になった。 

・タブレット導入については、費用対効果をしっかりと試算し導入に至った。主にはペー

パーレスによる人件費、紙代、印刷代の削減。 

 

（加藤委員） 

・新庁舎を機に、インターネット環境の充実を図ったことは「議会の見える化」を進めて

いく上で大きな効果があったように思った。こうしたハード面の充実はネット社会の現

世ではとても大切なインフラであり、見える化に向けての後ろ盾となる。常滑市議会で

もネット環境の充実を図りながら、議会独自の発信媒体など推進していくべきだと感じ

た。また、タブレットを使用した議会は増加傾向とはいえ、まだまだ予算面などから導

入していない自治体も多い。しかしながら、町田市の議会と行政がしっかり連携しなが

ら進めている様子は参考となった。 

 

（杉江委員） 

・議会基本条例を検討するときに、専門家に頼らず議員で検討されたようであったが、本

市議会も議員自らにより検討し制定したので共感を感じた。 

・市民団体との懇談は、よい取り組みだと思う。本市議会も業界団体と懇談したが、より

よい意見を聞くことができ、今後も継続したい。 

・タブレット導入やインターネット中継は以前常滑市議会でも検討されてきたが、今後も

実現に向けて検討していきたい。 

 

（冨本委員） 

・タブレットの導入は、本市議会も実現に向けて検討していくべきだと思った。 

・議会報告会もよいが、市民団体との懇談会開催のほうが意見を詳しく聞けると思った。
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本市議会も検討したい。 

・一般質問を行う議員の多さに驚いた。本市議会が真似をしても、質問が形骸化しないか

心配である。 

 

（伊藤委員） 

・議会改革に当たっての議会事務局の苦労がうかがえた。 

・ペーパーレスになることで、経費削減が期待できる。 

・導入を考えるとなると、セキュリティー対策をしなければならないと思う。 

・傍聴人やインターネット、ケーブルテレビ等で視聴している方に対し、資料を閲覧でき

るようにするなど、誰でもアクセスできるクラウドが必要だと考える。 

・町田市はタブレットを支給されていたが、当市は各自で用意してもよいと思う。 

・委員会のインターネット中継は導入したいが、費用の面等多くの難題がある。市役所の

耐震化に関連して検討できればよいと思う。 

 

（相羽議長） 

・新庁舎の完成に合わせて、本会議場において電子表決の装置、常任・特別委員会のイン

ターネット中継のために撮影装置の整備を行った。当市としても、整備を行いたいが、

財政的な面でなかなか難しい。 

・各常任委員会による市民団体との懇談会を平成 26 年、27 年に５団体、平成 28 年に４団

体と開催していたが、当市としても商工会議所・３漁業組合等と懇談会を開催した。 

・全新人職員に本会議一般質問の傍聴研修を実施している。当市としても検討すべきでは

ないか。 

・平成 28 年度の一般質問を議員定数 36 名中、31 名が行っている。開催日は５日間とって

いる。 

・平成 28 年６月に議員・関係職員にタブレットが配布され９月定例会で試行、12 月定例会

から本稼動を行った。タブレットを操作させていただいた。ペーパーレス化されており、

大変便利である。リース料で年間 350 万円、人件費・印刷代等の削減により、年間 47６

万円の削減効果があるということであった。当市としても検討すべきである。 

・委員会の請願審査に議員間討議を導入している。当市としても検討すべきである。 

・基本条例は制定していないが、議会事務局長が 20 年以上議会の仕事を行っているという

ことで経験豊富な事務局長が、議会運営上に何か問題がある場合には、その都度的確な

運営方法を提言していると感じられた。 

 

 

 

  


