
令和 1年度 議会運営委員会 行政視察報告書 

 

１ 視 察 日 

令和 1年 11月 7日（木） 

 

２ 参加委員 

滝沢一成（委員長）、宮川大樹（副委員長）、丸山章、山田忠晴、飯塚義隆、 

江口修一、上野公悦、内山米六、武藤正信（議長） 

 

３ 視 察 先 

・名  称： 大阪府八尾市 

・住  所： 大阪府八尾市本町一丁目 1番 1号 

・人  口： 266,515人（令和 1年 11月 1日現在） 

・面  積： 41.72㎢ 

 

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） 

 視察先は、当市とは違うそれぞれ議会改革のカラーがあり、その市の取組みや議

事運営に触れることで、当市の動きの参考とする。 

また、今年度は、議運と同メンバーで議会改革推進を進めていることから、議運

として議会改革と取り組んでいく参考ともする。 

 

 

５ テーマ等 

開かれた議会全般の取組 

・予算決算常任委員会 

・やお未来議会・ビジョンフォーラム 

など 

 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

 

信頼される議会となるには開かれた議会、寄り添う議会、議会の見える化・魅せ

る化が必要であり、不断の議会改革が必要である。その為に議会改革の先進地を視

察する。 

 

７ 視察概要 

 

（１）予算決算常任委員会 

 

上越市にはない、「予算決算常任委員会」を設けて審査に当たっている。その優

位性や上越市議会にいかせることはないか、視察した。 

八尾市における以前の予算決算審査は、予算は各所管の常任委員会で行い、決

算は限られた議員で構成される決算審査特別委員会を設置し行ってきた。 

しかし特定議員のみの決算審査という分割付託は、議案一体の原則からして不

適切、法的に疑わしいところもあるという有識者の指摘を受けたこと、7 名の委員

の負担が大きいことから他の形を模索することになった。 

なお上越市は、各所管常任委員会が予算決算共に審査を行なっている。 

 



結果創設されたのが、平成 27 年 3 月議会から運用された予算決算常任委員会で

ある。その構成は議長を除く全議員 27 名が委員となる。いわば全体会という位置

付けとなる。 

その下に総務、建設産業、文教、保健福祉の各分科会が設置される。 

 

わかりづらいのが、とあえて記すが、それとは別に部門別常任委員会と称し、

通常の同名４常任委員会が設置されている。 

 

整理すれば、予算決算常任委員会下にある分科会は予算、決算を審議し、その

他の一般議案は部門別常任委員会が審議するという。定例会での審議順は、まず

部門別常任委員会、次に予算決算常任委員会分科会、最後に全体会となる。 

設置効果として八尾市議会が示すのは、①決算を審査した委員が予算も審査で

きるため、長期的・継続的な審査が可能となったこと②予算・決算を一括付託で

きる・毎年度特別委員会を設置する必要がなくなったこと③審査効率向上④審査

時期の前倒し（以前は 12 月）により次年度予算に決算の意見を反映しやすくなっ

たことである。 

 

（２）やお未来議会など 

 

八尾市では、『18 歳の選択「やお未来議会 2016」』はじめ市民と議会の距離を縮

める議会改革を行なっている。 

 

・18歳の選択「やお未来議会 2016」 

・防災河内音頭まつり議会 

・八尾っこおしごと体験 

・市議会✖️高校生プロジェクト 

・Meet&Greet with 八尾市議会 

・議会開催ポスター製作 

 

ここでは『18歳の選択「やお未来議会」』の概要を示す。 

 

18歳の選択「やお未来会議 2016」は、 

 第 1部 選挙を体験する 

第 2部 議会制民主主義を体験する 

に分かれる。 

 

選挙を体験する。 

まず、選挙制度を知る授業を行う。つぎに模擬的な市議会議員選挙を行う。劇

団員が演じる立候補者の演説を聴き、投票を行うのである。 

議会制民主主義を体験する。 

市内各高校の 4名の生徒による「八尾市の課題や未来に望むこと」の発表が あ

り、生徒と現職議員の対話となる。その際、平成 27 年度統一地方選挙時の選挙公

報を活用し、生徒から議員に対し、議員活動の進捗状況や手応え等に対し質問し

たとのことであった。 

 

 

 



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） 

  

（１）予算決算常任委員会 

 

まず、八尾市議会が予算決算常任委員会を設置するきっかけとなった、予算審

議委員と決算審議委員が違うという問題は上越市議会においては、同じ委員が予

算、決算ともに審査しており、問題はない。 

次に、全体会で予算決算常任委員会を構成するという点には興味をいだくが、

従前から続く、現在の上越市のやり方を変えるのは、なかなか難しいのではない

か。 

併せて、部門別常任委員会と、予算決算常任委員会下に設置する分科会にあえ

て分けるまでの必要性も感じられない。 

いずれにしろ、長期的視野・継続的視野を審査する点では、現行の我々の議会

のやり方で対応してきている。 

また、この視察を参考として、常任委員会における議員間討議を政策提言につ

なげるためにも調査・研究していってもよいのでないか。 

 

（２）やお未来議会など 

 

こうした取り組みは、上越市議会でも取り入れる意義があると考える。 

上越市議会は、令和 1年度に中学生による模擬議会を行い、八尾市議会同様、

事前学習も実施した。 

投票を模擬的にやるというのは面白い。自発的に課題を提起する方法もある

が、劇団員であるかどうかは別として演説を聴き、共感や疑問を抱き、自身の判

断を行うというこの方法は一考の価値がある。生徒たちにとってこの経験は新鮮

なものであったに違いない。上越市でもトライして良いかと思う。 

高校生の発表に類したことは、上越市でもこれまでも行政やＮＰＯが行なって 

きたと記憶するが上越市議会は行なっていないと思う。これから先、これもトラ

イして良い。 

視察時の Q＆A で、当地議員の方が、生徒との対話の際、回答を用意した文書を

読み上げたことが不評でその後修正した、という話をされた。それは確かにと思

うことであり、以って他山の石とすべきことであると感じた。 

これからは模擬議会を始め、テーマごとの講演、フォーラム等の手法を駆使し

て、一般市民や各種団体を含めた、より多くの市民が参加できる環境づくりを推

進し、議会(議員)の市政運営に対する理解を深めさせる努力が必要である。 

  



令和 1年度 議会運営委員会 行政視察報告書 

 

１ 視 察 日 

令和 1年 11月 8日（金） 

 

２ 参加委員 

滝沢一成（委員長）、宮川大樹（副委員長）、丸山章、山田忠晴、飯塚義隆、 

江口修一、上野公悦、内山米六、武藤正信（議長） 

 

３ 視 察 先 

・名  称： 愛知県犬山市 

・住  所： 愛知県犬山市大字犬山字東畑 36 

・人  口： 73,923人（令和 1年 9月 30日現在） 

・面  積： 74.90㎢ 

 

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） 

  視察先は、当市とは違うそれぞれ議会改革のカラーがあり、その市の取組みや

議事運営に触れることで、当市の動きの参考とする。 

また、今年度は、議運と同メンバーで議会改革推進を進めていることから、議運

として議会改革と取り組んでいく参考ともする。 

 

５ テーマ等 

議会改革の主な取組 

    ・市民参加、議員間討議、政策提案 

    ・市民フリースピーチ制度     など 

 

６ 現 状 等（社会情勢、当市・他市の状況、問題点など） 

信頼される議会となるには開かれた議会、寄り添う議会、議会の見える化・魅

せる化が必要であり、不断の議会改革が必要である。その為に議会改革の先進地

を視察する。 

 

７ 視察概要 

 

・概  要（内容） 

➀  犬山市議会の議会改革は、平成 22年 5月～ 平成 23年 3月の間に議会改革推

進委員会を設置し、議会基本条例の制定（平成 23 年 10 月 1 日施行）をはじめ

議長任期 2 年や情報の公開・刷新の促進、議員間討議の促進、市民との意見交

換、市民参加の場の設定などに取り組んでいる。 

  ➁  平成 29年 7月～ 平成 30年 6月には、議会改革委員会を設置し、市民にとっ

てより役立ち「権限を最大限発揮できる議会」にするため「市民参加＝市民の

ニーズや希望を反映できるように、意見を吸い上げる場を増やす」「議員間討

議＝議員同士で議論して議会として物事を決める」「議会の政策立案・政策提

言力の向上＝議員間討議は提案につながらないと、ただのトークショー」の 3

点が不可欠とする議会改革の新たなステージに取り組んでいる。 

 ➂  「市民参加」の機会と形を増やし意見聴取する手法として、 

◆市民フリースピーチ ◆女性議会 ◆オープンドアポリシー◆市民との意見

交換会 ◆親子議場見学会などに取り組み、 



この取り組みで得た各課題を全員協議会において議員間討議を行い、意見集

約などで「議会として提言（決議・付帯決議・申し入れ）」というプロセスを

構築している。 

 ➃  上記手法の取組については、下記のとおりとなっている。 

 

   ◆市民フリースピーチ 

      【目的】・市民の直接参加で、市政への関心を高める。 

・議会や議場に親しむ。  

・議会活動をより市政に市民の意見を反映させる。 

【内容】・定例会開催期間に市民が議場で議員に対し、市政に関して「５分

間」自由に発言ができ、その意見に対し議員が質問できることにな

っている。なお、市民からの意見は、全員協議会で議員間討議を行

い、行政に対し、申し入れなどのアクションをとる。 

・協議結果は、文書やホームページで公開する。 

   【実績】・平成 30 年 3 月定例会（第１回）を皮切りに 6 月定例会（第 2 回）、

9月定例会（第 3回）に実施している。 

発言者の定員は、7 人に対し、第 1 回 7 人、第 2 回 6 人、第 3 回 7

人となっている。 

なお、この傍聴者は、第 1回 37人、第 2回 45人、第 3回 45人と

市民の関心が高い状況にある。フリースピーチを協議する全協も傍

聴できることになっており、実際に傍聴者もいるという。 

【成果】・障がい者の災害時の支援について、避難しやすい支援体制を構築し

て欲しい旨を議会から行政に申し入れした結果、条件を緩和し運用

するという行政からの回答を得ている。 

 

◆女性議会 平成 30年 2月 14日に行政と共催している。 

・公募で「一日女性議員」を募集、10人が参加した。 

・事前勉強会の後、模擬議会で一般質問を行い、その後一般質問での行政の

答弁に対する疑問を「いちにち女性議員 議員間討議＝現職議員はサポート

役」として意見交換、その結果を議長に申し入れている。 

・議長は「いちにち女性議員」の申し入れ内容を全員協議会で討議、意見集

約できたものを行政に申し入れている。 

・成果の 1 つとして、周知や説明不足により、受け手である市民に情報が正

しく伝わっていない案件が複数あった実態から、「さらに市民目線に立った

情報伝達に努めて欲しい」旨を議会から行政に申し入れした結果、受け手

である市民に「広く・わかりやすく・正確に」情報が伝わるよう努めると

の行政からの回答を得ている。 

 

◆オープンドアポリシー（議会の市政相談） 

  議長と相談しやすい日を設け、誰でも気軽に議長室に来て、相談できるよう

にしている。現在の取り組みは、会議・公務のない毎週水曜の午後 1 時 30

分から 4時 30分までの時間帯で開催中としている。 

 

 

 

 

 



◆市民との意見交換会  

毎年開催しており、その年ごとに様々な取り組みを行っている。 

・会場ごとにテーマを決めての意見交換 

・著名人の講演会も同時開催 

・委員会ごとや、市民との距離が近い場所での開催 

・意見交換会で出た意見は市議会だよりやホームページなどでフィードバッ

クしている。 

 

◆親子議場見学会 

 議会を身近に感じてもらうため、平成 28年度から取り組まれている。 

平成 30年度は 8月 18日（土）に午前の部、午後の部と 2回実施し、合計で 

14組が参加している。 

【対象】・小学生（高学年）とその保護者。 

【内容】・事前に委員会室で、議会について説明した後、議場などの見学を

行い、議場で、議員に質問をするもの。 

【成果】・子どもと、若い世代の親が来てくれる。 

・親子で、議会に関心を持ってもらえる。 

・質問コーナーでは、あまり議員と接点のない世代の生の声を聞く

機会ができる。 

・選挙への関心につながることを期待できる。 

 

  ➄ 定例会会期中に全員協議会を開催し、議員間討議促進の取組を行っている。 

・一般質問及び上程議案の内容等を協議する議員間討議を行っている。 

・一般質問の答弁が納得できない場合、その質問を活かす手段として、全員協

議会の議員間討議で意見を集約し、行政への提案へと繋げている。 

・委員会での討議の場を設置し、例えば、議案説明を受け 1 議案ごとに質疑し

た後、議案に対する討議、討論、表決の流れとしている。 

・委員会の議員間討議を導入したことにより、付帯決議、委員長報告等で意思

表示、政策提言する機会がはるかに多くなったとしている。常任委員会の議

員間討議において集約した意見は、委員長報告を通じ訴えたことで、確実に

成果を上げている。 

 ➅ 犬山市議会の取り組みの効果として、小さなことでも議会が成果を出し続ける

ことだとし・市民に「参加すれば、実現できる。」という気持ちが芽生え、「市

民参加」が活発になることや・市民の意識が高くなり、選挙の投票率低下、議

員のなり手不足などの問題の解決の糸口にもつながる！としている。 

 ➆ 今後の課題として、・参加者を増やすこと。・幅広い世代の参加、特に若い世代

の市民参加が活発になるよう、活動内容の改善、市民への情報発信に取り組む

という議会改革の飽くなき取り組みが伺える。 

  



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） 

 

○市民フリースピーチなど 

 

平成 30 年の全国マニュフェスト大賞グランプリを受賞した、犬山市の議会改

革への取り組みを視察した。 

議員間討議、親子議場見学、女性議会、誰でも気軽に議長室に来て議長と相談

できるオープンドアポリシーや市民との意見交換会も会場ごとにテーマを決めて

行なっているなど様々な工夫がされている。 

そして何よりも全委員が感心を寄せたのが、平成 30 年から導入した市民フリ

ースピーチ制度であった。 

この制度はニューヨーク出身のビアンキアンソニー前議長が自身の故郷の制度

をモデルに考案したもので、年 4 回の議会毎に開催され、これまで数回行われ

た。住民ならではの目線によって次々と課題点が見つけられ、議会の活性化にも

つながったとのことであった。 

公募で算出された各回 7人程度の市民が、議場にて持ち時間 5分の中で、施策

の提案や日頃の市政への思いを話し、議員から確認の質問を受ける。 

市民の側も議場で責任と緊張感を持った中で質問し、また、議員の側も市民の

声を活かして議会側からの政策立案能力を高める。発言内容について議会として

単に聞くだけにとどまらず「政策提言」にまで結びつけている状況には感心し

た。市民と議会の相互の信頼関係が高まり、市民にとって、より身近な議会にな

ったと高評価を得ていると地元紙でも取り上げられた。この制度は、議会と議員

がまさに市民から認知され期待されていることの証左だと思う。 

上越市でも市民の意見を汲み取る場として議会報告会を開催しているが、参加

者の固定化や質問の硬直化などの課題があり、当市においても市民参加、また議

会の見える化の観点からも、この報告書で終わりとするのではなく、導入を含め

た検討をすべきと付したい。 

 

○議員間討議 

 

・ 全員協議会における議員間討議の発議できるのは、基本的に議員個人ででき

るが、会派で意見を纏めて出す場合もあれば、事前もしくは当日でも議長に申

し出することで可能で、あえて会派に縛られずに自由に出来るようなスタイル

としている点で、より活発な議員間討議が出来る土壌をつくっている。 

なお、議員間討議を取り入れた当初は、激しい議論が行らわれ、かなりの時

間を要していたようであるが、経験を積む中で磨かれ、時間内で収まってきて

いるということである。 

・ 議員個人の権限である一般質問の答弁が納得できない場合とはいえ、全員協

議会において、その質問を活かす手段として議員間討議で意見を集約し、行政

への提案へと繋げられるのは、活発な議員間討議が出来る土壌があることと、    

犬山市議会（議員）が極めて寛容性が高いことによるものと推察できる。 

当議会としては、これらを参考としつつ、先ずは全議員協議会の活用の仕方に

ついて、研究・検討する必要があると思う。 


