
 

平成 29年度 議会運営委員会 行政視察報告書 

 

 

１ 視 察 日 

平成 30年 1月 30 日（火） 

 

２ 参加委員 

近藤彰治（副委員長）、山田忠晴、石田裕一、滝沢一成、波多野一夫、 

大島洋一、上野公悦、内山米六（議長） 

 

３ 視 察 先 

・名  称： 東京都調布市 

・住  所： 東京都調布市小島町 2丁目 35 番地 1 

・人  口： 232,473 人（平成 30年 1月 1日現在） 

・面  積： 21.58 ㎢ 

 

４ 視察の目的（視察先の選定理由、当市が参考にすべき点など） 

 調布市議会は、議場モニター（議場スクリーン）の活用、市民が参加しやすい議会

報告会、議場コンサートの開催などに取り組んでおり、「市民に開かれた分かりやす

い議会の取り組み」を積極的に展開している。これらの取り組みと効果などを学ぶこ

とによって、さらに議会改革を進めていくことを目的とした。 

 

５ テーマ等 

市民に開かれたわかりやすい議会の取組 
・議場モニターの活用 
・議会報告会（委員会に分かれてのテーマ設定、意見交換） 
・議場でのコンサート など 

 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

 上越市議会は議会改革に積極的に取り組んでいる。しかし、市民の認知度は極めて

低く、市民に開かれた議会改革の具体的なありか方についてはもっともっと工夫をし

なければならない。 

なお、今回の視察項目の一つである議場モニターは、当市は未設置であり、パネル

掲示や資料配布で対応している。 

 

７ 視察概要 

・事 業 名（取り組みの名称） 

市民に開かれたわかりやすい議会の取組 

 

 

 

 



・概  要（内容） 

 

●議場モニター（スクリーン）の活用 

 

○目的、経緯 

・従前、一般質問時にパネルや冊子等の資料を使用していたが、より分かりやすい議

会運営のために、パソコン等を使用することが検討課題となった。 

・議場において軽易な設備によるパソコン、プロジェクターを使用しての一般質問に

ついて協議し、平成 26年第 4回定例会から試行し、平成 27年第１回定例会から本

格実施を決定。 

・投影中のスクリーン画面もインターネット中継で映せるようカメラを設定。 

 

○議場スクリーン使用手続きなど 

・質問通告時に議会事務局に使用の意思を伝え、議会運営委員会にて報告。 

・質問前々日までに議会事務局へ、肖像権や著作権に留意したデータを提出。 

・議事録には資料掲載がないことを踏まえ、質問者は分かりやすい発言を心がける。 

・不具合が生じた場合の対応時間も質問時間に含まれる。 

 

○議場スクリーン導入の効果 

・導入当初、利用する議員は半数以下であったが、現在では約 90％の議員が使用。 

・言葉だけでの説明よりも資料、写真をみせることでよりわかりやすくなったと考え

ている。（インターネット中継でも議場と同様の資料が映しだされる） 

 

○今後の課題 

 ・投影する資料の肖像権、著作権の留意徹底 

 ・投影資料の増大による、議事録への影響 

 ・動画やインターネットサイトの表示などの取扱い(現在は認めていない) 

 

●議会報告会 

 

 ○検討の経緯など 

開かれた議会をめざすために、これまで以上に市民への情報提供と説明責任を果

たすとともに、多様な市民の意見や要望を把握することが求められているとして、

次の点がまとめられた。 

・市民への議会報告会の実施 

 ・議会報告会には議員全員が参加 

 ・議会報告実行委員会を組織（各会派から１人ずつ選出） 

 

 ○実施後の現状など 

・平成 25年 5月から議会報告会を開催。 



 

・改善を重ね、現在は各常任委員会からの報告後、各常任委員会と議会運営全般の

テーブルに分かれ（５テーブル）、意見聴取する形式となっている。 

・そうした改善にともない市民的な関心事を中心に参加者の発言が多くなってきた。 

・平成 29 年からは前半の報告時間を短縮し（概ね 10分→5分）、意見聴収の時間を

多く取るように改善。 

・各委員会は論点を整理しながら事前に打ち合わせを実施して臨んでいる。 

・また、手話通訳や託児所も用意している。 

 

●議場コンサートの開催 

 市民に分かりやすい議会をめざす取り組みの一環として、より多くの市民に議会の

場に気軽に足を運んでもらうきっかけとすることを目的とし、市内の音楽大学の協

力を得て、平成 28年から第 4回定例会開催前に開催する。 

 

    第 1回 平成 28年 11月 30日  来場者 52人 

    第 2回 平成 29年 11月 30日  来場者 19人 

 

８ 所  感（当市に導入すべき点、導入に当たり注意すべき点、今後の方向性など） 

 

 当市でも積極的な議会改革を行っているが、市民のみなさんから議会改革の内容を

よく理解してもらい、市民のみなさんが自ら議会に興味を持ってもらう様々な工夫を

他の先進議会から学び取り入れていく必要がある。 

 今回の調布市議会の取り組みで大変参考になったのは、一般質問時のパソコン利用に

よる議場スクリーンへの投影である。資料や写真を投影することによって、市民のみ

なさんには大変わかりやすい質問になることは間違いない。90％の議員が議場スクリ

ーンを利用しているということには驚いた。このことは、活用の重要性を議員が感じ

ているということに他ならない。議場モニターには関心があったが、やはり導入すべ

きと実感した。 

活用は無論のことであるが、実際に議場での活用に至るまでの準備等について、今

回詳細に知り得ることができた。中でも、導入には高額な費用が必要と考えていたが、

比較的安価な方法で取り入れている。 

 

 次に議会報告会については、当市においてはマンネリ化が否めない現状となってお

り、調布市の例も参考に。少しずつ改善を進めていければと感じた。 

市民が議会に何を求めているのか常任委員会ごとにグループ分けをした意見聴収は

画期的であり、当市でも今後検討するに値する。特に委員会ごとに勉強会を行い議会

報告会に臨むことは、市民にとっての理解しやすさにつながるのではないか。 

 最後に、議場コンサートについても市民のみなさんが気軽に議場に足を運んでもら

う取り組みの一つとして評価される。コンサートだけでなく、例えば議場を使っての

市民との意見交換会や特定のテーマごとの模擬議会など何らかの仕掛けも必要だと

思う。



平成 29年度 議会運営委員会 行政視察報告書 

 

１ 視 察 日 

平成 30年 1月 31 日（水） 

 

２ 参加委員 

近藤彰治（副委員長）、山田忠晴、石田裕一、滝沢一成、波多野一夫、 

大島洋一、上野公悦、内山米六（議長） 

 

３ 視 察 先 

・名  称： 岐阜県可児市 

・住  所： 岐阜県可児市広見１丁目 1番 

・人  口： 101,556 人（平成 30年 1月 1日現在） 

・面  積： 87.57 ㎢ 

 

４ 視察の目的（視察先の選定理由、当市が参考にすべき点など） 

 可児市は、過去マニフェスト大賞を二度受賞しており、早稲田大学マニフェスト研

究会の議会改革度ランキングでは 19位となっており、9位とされている上越市議会よ

り自由闊達な印象で興味深い市議会である。 

サイクルアニュアルプランと称して、４つの大きなサイクルをシステム化し、議会

活動を行っている。委員会のサイクルや若い世代との交流サイクルなど、独特な取り

組みであり、上越市議会としてもおおいに参考となる点があると考える。 

 

５ テーマ等 

４つのサイクルアニュアルプランについてなど 

 ・委員会テーマによる代表質問 

 ・若い世代との交流（高校生、若い母親世代） 

  ・ワークショップ、アンケートなど市民意見の聴収 

 ・議会運営サイクル 

 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

 

人口減少時代に議会がすべき役割とは何かを考え、地域のことは地域の裁量と責任

で決める時代である。議会が執行部の政策・施策に対して広く住民の声を聞き、住民

の意志を集約し、反映することができる仕組みが必要である。 

 そうした中、当市も議会改革を進めているが、まだ、「議会の見える化」など課題

がある。先進地を視察し活かしていきたい。 

 

 

 

 



 

７ 視察概要 

・事 業 名（取り組みの名称） 

「４つのサイクルアニュアルプランについて」 

 

・概  要（内容） 

可児市議会では「可児市議会４つのサイクルアニュアルプラン－民意を反映する政

策タイムライン－」を作成している。これは、可児市議会が持つ４つのＰＤＣＡサイ

クルを集約したものである。 

 

○議会運営サイクル 

多くの議員が入れ替わる状況になったとしても、議会としての使命を明確にし、

議会運営委員会において、各常任委員会・特別委員会の提言、議長職における引継

事項や次期議会の使命をとりまとめたものを承認し、次期議会へ提言を残す。 

 

○予算決算審査サイクル 

決算は認定事項だという認識でチェック機能が甘くなっていることを改善する

ために、決算を分析することで見えてくるものを、現在執行中の予算チェックに生

かしつつ、次年度予算にも反映すことができるようにするために、予算決算審査サ

イクルを考案。 

・提言案検討：上越市議会にはない、全会一致で提言まとめ市長に提出される（多

数決は行わない）政策提言へは、理事者側から、その内容への回答、提言対応

結果報告(予算の段階で)を出させている。 

・自由討議：委員会付託のため、委員会での自由討議=議員間討議を行う。予め自

由討議を行う事案を話し合う場を設定。 

 

○意見聴取・反映サイクル 

・グループ討議形式の議会報告会：市民の声を施策に具体に反映させることを重

視し、闊達な意見交換ができるようグループ討議に。  

・常任委員会の充実を図るために、所管事務調査事項に追加する案件を、議会報

告会や各定例会の一般質問、常任委員会の各種団体との懇談会から抽出 

 

○若い世代との交流サイクル 

・可児市議会では若い世代との交流を計画的に実施。高校生とのグループワーク

を行なうなど、議会・学校・ＮＰＯ・行政・地域との協働により、生徒の学力

やキャリア意識、学校の活力、地域の持続可能性を一体的に向上させている。 

  ・高校生議会：高校生は「ふるさと発展に寄与する人材」であり、その育成とし

て「キャリア教育支援」を議会が行う、という視点で始めた。 

・ママさん議会：子育て中、子育て経験者。まず高校生がファシリテーターとな

り、ママさん議会ワークショップを実施し、ママさん議会を実現した。 

成果として、新設の幼児児童施設の運営について、ママさん議会の意見が取り



入れられた。 

※ 高校生議会、ママさん議会とも、理事者席には議員が座る。 

 ○その他 

・視察報告会：議会内だけでなく市民への視察報告会を本会議場で開催。 

・市民アンケート調査：議会評価が惨憺たる結果だったことが、今日までの改革

の機運となった。 

・可児市議会が主導し、東海地方議員 270 名が集まったパネルディスカッション

方式の研修会を実施。 

 

 

８ 所  感（当市に導入すべき点、導入に当たり注意すべき点、今後の方向性など） 

 

数多くの先進的な挑戦を行っており、「サイクル化(成立するプロセス)とレギュレ

ーション(確実な引き継ぎ)」を土台に、市民との協働性を高めていると感じた。 

 今度も上越市議会として、議会に関心をもってもらえるように、そしてさらに議会

を活性化させるために、議会改革に進まなくてはならない。 

 

 具体的に参考となると感じた点をいくつか挙げてみたい。 

 

・次期議会へ提言を残すことで、改選後の議会がスムーズにスタート。 

・予算決算審査における、全会一致でとりまとめた提言の市長通知、徹底した議

員間自由討議。 

・懇談会から意見を抽出し、個々の議員の意見や市民の意見を大切に扱い、成果

に結びつけている。 

・上越市議会でも各層との意見交換会を実施してきているが、市民から意見を引

き出す手法として、ワークショップ形式を採用し、話しやすい環境づくりをし

ている。 

 

こうした可児市の改革項目中、上越市議会としてすぐにも取り組める項目がいくつ

かあった。その手法を考え取り組んでいきたい。 

 あわせて、視察時の取組説明、回答、また議会報告会の資料作成、運営などを議員

自らが行っており、改革への熱意や意欲を強く感じた。これも参考としていきたい。 

また、当日、説明等いただいた可児市議会議員の皆さんに心から感謝したい。 

 


