
第 11 回全国市議会議長会研究フォーラムｉｎ静岡報告書 
作成者：梅村均（創政会） 

【日程】平成 28 年 10 月 19 日（水）～20 日（木） 
【場所】静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ大ホール・海 
【参加者】梅村均 関戸郁文 伊藤隆信  
【内容】 
（10 月 19 日） 
① 基調講演「二元代表制と議会の監視機能」講師：大森彌氏（東京大学名誉教授） 

・地方議会は地方自治の根幹をなす機関である。 
・将来、首長は直接公選制でなくても議会があればよい。 
・国は、一人である首長を使って動かしたい意向がある。首長が動きやすい制度を作 
った。権限をみれば、執行機関の首長が仕事やりやすいことになっている。 

・二元的代表制、少し議院内閣制が入っているので的を使った。 
・昔は、議員が二元的代表制の意識がなかった。一翼を担う意識がなかった。 
・与党：  預かっている  野党：総理大臣を選べない集まり 
・首長と議員は別個に選ばれている。地方議会に制度上与党野党はない。国会とは違 
う。市長選挙において会派で応援するのはどうなのか。議員は与党でいたい処あり。 

・知事は直接公選制になっても、細かく制度を議論せず決めた。昔そのままの名残が 
ある。知事は常勤職となっている。退職金もでる。それはおかしいのではないか。 

・法律上、議員は非常勤とは決まっていない。たまたま非常勤職員のところに書いて 
あるだけ。 

・議会に出るだけが活動ではない。議員活動なくして、議会活動は成り立たない。 
・議員の非常勤は働いていないように見える。住民の見方を変える必要ある。 
・地自法：地方公共団体は法人とすると書いてある。 
・執行機関と議事機関（議決機関）。議事機関必置である。憲法上 
・実際には、抽象物が動くわけにいかないから人が動く。 
・議事機関の役割を果たすのに、男女、人格は関係ない。しっかりと果たしてくれれ 
ば誰でもよい。同じなのだが、人間がやっているのでそれらが影響をしてしまう。 

・住民側はその人がしっかり役割を果たしてくれる人かどうかはわからない。 
・住民が理解するために割く時間はない。 
・とりあえずは、お任せしましょうとなっている。いちいち住民に聞かない。 
・選挙で通るように（クビニならないように）、議員はしっかり役割を果たし、頑張 
っているだろうか。 
 

・執行すべき事務事業は執行機関以外の人が決めている。 
・決めたことについて、議会が責任をとろうという気持ちはないのではないか。 
 なぜ？議員は責任間隔が薄いのか？首長だけを責めるのか？ それはなぜか？ 
  →首長は相当強い権限を持っているから。 



・誰が、企画立案をしているかがポイント。 
・大きな執行機関の権限。議会には、予算編成権がない。これ一つで勝負あり。 
 予算編成を議会でするなら、明らかに人手不足。この仕事を省かれているので議会 
は楽。 

・執行機関に議案提出権を持たせている。 
・執行機関は、議会に出ていくなとなっている。いろいろ言われるから。 
・首長が提案しないと議会が始まらない。 
・議場は、執行機関に光が当たる座席配置になっていないか。議場に入る時、勝手に 
入ってくる。待たせればよい。 

 
・議会の存在意義をいかに出すかがカギ。 
・議員は自己顕示欲が強い。誰かが手柄を立てると嫉妬心がわき、足を引っ張りたく 
なる。ほかの社会でもあるので、おかしなことではないが。 

 
・議会の命 
・議会＝アセンブリ（英語）＝討議をするために。 
 討論はしているが、討議はしていない。自分の主張だけしているだけ。議会が全体 
として一つの方向を求めているとなっていない。これなら首長は楽。 

・議案を作った人と同じ知識がないと、本当の質問はできない。ただそこまでは求め 
られていない。 

・条例をつくったなど、答える側を経験するとよく勉強しなければ答えられないこと 
がわかる。 

・二元代表制は、もともと安定的なものではない。どちらの考えが良いか、正しい方 
向なのか互いに競争しあっている制度（予算はほとんど通っているが）。調整し、工 
夫していることは大切なことであるが、内内でやっているなどというのはこれとは 
違う。全部、なれ合いで通っているように見えてしまう。 

 
・議会の意思を一つにまとめることは難しい。多様な意見あるが、議会にできないこ 
とではない。チーム議会。議会の意思を作って、市長に弁論をはってほしい。 

 議員のなかで、討議をして、議会の意思を決めてほしい。会派等を超えて。 
 これがアセンブリの本当の意味＝討論の広場。大津市議会はこれに向けて取り組ん 
でいる。事務局総務課長がすごい。議会の議員と事務局は同等。選ばれ方が違うだ 
け。 
議会事務局が何ができるか考えている。議員が 4 年でやるべきことを踏まえ。 
もう、執行機関に戻れないかも。この職員（大津）たちは。 
政務活動費も事務局職員が指摘するべき。大きな議会でも工夫してやれる。 

 
・議案について問題は何か？どういう副作用があるか？等見抜かないと監視にならな 



い。中身をしっかり理解していないと。 
・議会は一つになってほしい。 
・議会が監視機能を果たすのであれば、監視機能がもっとも重要と考えるならば、自 
分たちが監視対象になってはいけない。政務活動費など 

 しっかりとした振舞いをしてほしい。 
 

② パネルディスカッション 
コーディネーター：江藤俊明氏（山梨学院大学大学院研究科長） 

斎藤誠氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 
 土山希美枝氏（竜谷大学政策学部政策学科教授） 
谷隆徳氏（日本経済新聞編集委員兼論説委員 
栗田裕之氏（静岡市議会議長） 

 
江藤：議会改革。新しい議会の役割が定まってきた。議会基本条例。議論する議会等。 

     それを住民の福祉向上に繋げて行けるかがカギ。そろそろ第 2 段階に入るとこ 
ろに来たのではないか。政策提言などを。 

  《論点 監視権を使いこなす》 
   谷：予算案を修正したのは全体で 2 割。条例案の修正も 2 割強。監視機能はまだま

だ 
ではないか。 

      会派性の見直し。縛りの緩和が必要では。 
      専決処分（山梨県議会）議長ポスト巡り議会が流れたため。議会の汚点。 
      専決処分は議会の枠外のこと。監視機能からすると専決処分を減らすことが望

ましいがこの事件で難しくなる。通年議会など、専決処分を減らす努力をして

はどうか 
   江藤：自治法 179 条が変わったがまだまだ甘いということか 
   谷 ：なくせるモノならなくしたい。 
   土山：市民にとってより良いものに制御するのが議会。 

必要不可欠であるかどうかみる。 
      政策効果をしっかり持つものであるか。市民の代表として制御する。 
      最終的には政策議会であってほしい。多様な意見を踏まえ意思統一していく。 
      一般質問は、議会の意思ではない。議会として拾い上げていくことがあっても 

よいのではないか。 
      議会報告会での争点定義を議会の監視につなげていく。議員の争点定義を議会

の政策提起に変換していくしくみを模索するべきではないか。 
      議会の日常役割で監視監査機能がある。進捗管理（政策が達成させるように）

単なる監視だけではいけないと思ってこの言葉を使っている。 
   栗田：一般質問、議決権、などやっていく。政策提言をやるべきである。議員発議の



条例制定を行っている。さまざまなもの組み合わせていくことで監視機能が果

たせるのでは。 
      議員発議条例 5 本成立している。今年も今追加して 1 本協議中。 
      目指せ茶所日本一条例をつくった。 
      議会の存在感を示すことが首長に対する抑制効果になっているのでは。 
      全会派が参加する検討の場を設けている（議員間討議 開かれた議会の実現）。

市民の意見を聞く場もあり。議員全員の発議により最終的には提出。 
      理念条例をつくり、それがどのように活かされているか、実施されているかも

監視している。ただ言うだけではなく、提案型の発言を心掛けている。 
   斎藤：法律を改正しないと監視権活用できない？条例充実させればできる？ 
      議会の議決を避けるため、金額を分割することも。判例あり。 
      是正機会は、議会からではなく、住民訴訟で出てきたことが問題。 
   江藤：第 96 条 契約 財産の取得 議会で条例で定め、議決事件にしている。金額

下げて、政令基準を下回ることをつくるのは可能であるのか？ 
      1 項の決めきった事項を変えると違法となる。2 項の追加の範囲でできる可能

性もあるが、この場合は、1 項の政令を改正すべきではと思う。 
《論点 決算認定への関わり方、充実するための手法は 総合計画との絡みは》 
 栗田：決算説明資料の記載事項を追加した。道路であれば、どの程度、何メートル進

んで、進捗率記載されていた。不用額の理由、完成はいつ頃といったのが議論

の中心であった。 
    →成果指標を記載することにした。市民に分かりやすいものに。 
     渋滞の緩和状況、移動時間の短縮効果などを記載。アウトカムを記載。 
     アウトプットだけでなく、アウトカムを議論することが大事。 
    単に、事業の進捗状況を確認するだけではなく、成果効果 達成状況を確認す

ることに。 
    所管部局が自己評価し、抽出されたものを 2 次評価する。政策に対する評価は

外部評価する。それらの評価されたものが議会に提出され議論がなされる。 
    ＰＤＣＡのチェックが充実され、執行機関のこのサイクルが強化される。 
 江藤：決算認定の議論をして予算につなげているか？ 
 栗田：委員会、議会として要望書は出していない。今後の課題である。個々の質疑の

範囲で活かしている。 
 谷 ：何も意見をつけずに認定しているのがほとんど。民間は黒字赤字 ＲＯＥは？

部門別の状況？内部留保が増えているだけでは？などある。 
    公会計は、財政指標が良ければいいというものではない。一定のものあれば良

い。マクロではなくミクロ。 
     加古川市議会事例：全体の決算とは別に委員会単位で事務事業評価をしてい

る。議会として今後の意思表示をして言うことが必要では。事業収縮、拡大等。 
 土山：政策提案には現状分析が必要。それには監視監査機能が重要である。 



    予算、決算の期間で行うのは大変では。ここで議会がすべてのことを言い切る

のは無理があるのでは。 
    総合計画、事務事業評価において、見ていくことが大事。 
    財政水系のある総合計画をつくってほしい。自治体が何をしていくらかかって

いるか把握のこと。財政的な裏打ちを持ったものの総合計画を整備していって

ほしい。その計画をみていくことで問題点をみつける。三鷹市は作り方上手。 
    事務事業評価に按分でいいので人件費をつけてだしてもらう。 
    通年議会にして、3 つのグループで 30 個ぐらい続けてやってはどうか。4 年で

９００個できる。 
    日常的に、どんな事業をどうやっているのかを見ていく必要があるのでは。 
 江藤：事務事業評価も大切だが、大所高所で総合計画をみる。総合計画策定に関わる

ことも。 
    多治見市 7 か月作成に関わり修正をした。本体に関わることはどうか？ 
 土山：全体像で関わるものと、ミクロの事業へのコミットメントと両方やるとよい。

ほかの政策的活動できなくなるかもしれないが、事業に対する肌間隔を持つこ

と大事。創る時に、実行制のあるものにする。財政もついている。しくみ、し

かけを整備することも。 
 斎藤：監査委員の意見が充実したものでないと資料不足となる。 
    認めがたいものは、理由に指摘した問題点について長が説明する機会を設ける

べきである。 
    決算は済んでいるものであるので、説明責任ぐらいしか規定できないのでは。 
    インセンティブ規定。 
 江藤：現行のことについて意見をいうのはどうなのか？ 
 斎藤：別に良いと思う。自治法に規定が入ることで予算と繋ぎやすくなるかも。 
（論点 議会選出の監査委員制度 選択制にしては） 
 栗田：答申評価している。各自治体に委ねるものでよい。 
    地自法が細かく規定していることもある。議員が議案提出するときの賛成する

数など。 
    監査に何を求めるのかを明らかにして決めていく必要がある。 
 谷： 議会の役割と監査委員の役割は違う。より専門性が必要。議員がなるのはどう

かというときもあるのかも。それぞれの自主性を尊重してほしい。 
 土山：議員選出の監査委員あった方が良いのでは。議員の学びになる。議員が勉強し

て力をつけて取組むのが前提であるが。その後の議員活動に繋がるものである。 
    通常の議員活動と切り離されるのがやや問題。その人の選出された地域の意見

が出せない？のはどうか だから選択制か。 
    監査委員の所信表明をする場をつくるとよい。 
    議員一人のものに留めるのではなく、議会のノウハウに繋げていく。 
    議員の監査制度をこういうふうに使うという話し合いをしてもよいのでは。 



 江藤：議選と議会をつなぐものがない。 
 斎藤：監査自体の役割を果たしていない？いや抑制になっているのでは？など意見あ

る。 
    住民監査請求の対象になるのは、議員の資質も対象になる。その時は、外部監

査委員を使ってくれと住民から意見が出ればそれをやってほしい（議会の承認

がいる）。 
 江藤：監査請求のハードルを低くすることはどうか？ 
 斎藤：それはやるとよい。自治検査権はだれが持つのがよいのかも問題である。 
    議会とのつなぎは議論が必要である。 
 
（質疑応答） 
問）袋井市議会オカモト 
  一般質問について 
問）高松市議会 
  一人の争点を議会としてどのように組み入れるか？委員会としてやるべきと思う

が具体的な方法あれば教えてほしい。 
答）委員会でミーティングを開く（非公開でよい）意見交換し所管事務調査として取り 

上げるのは行う。北海道根室町。 
  全協で全員の意思がそろえば、議決して返す。 
  一般質問を議会としての提言としていく。相応しいものがあればでよい。 
  チーム議会：地域の課題についてなんとかしたいということから一致して始めれ 

ばよいのでは。 
  川西市：人件費の按分している（＝事務事業評価） 
  議会があるから、町の制度政策が良くなるとなることが議会の役割を果たすこと 
 
問）執行部と議会が必ず対立しなければならないと思う。首長 議員は有権者同じ。対 

立しなければ監視していないにはならないのではないか？ 
答）谷：確かに否決すればよいものではない。5 年間修正も否決もないのはどうかとお

もうが。 
  江藤：追認機関は問題だが、政策競争をやってほしい。 
     機関競争主義 
まとめ） 
 連続性の議論が必要なのでは 予算・決算・総合計画・事務事業 
 法の枠内でできる、法改正の複眼的視点が必要 

   住民自治の根幹は議会である。バンコク共通議決権を持っているのは議会 
   それだけの権限がある。夜眠れないほど。 
   議論することで、住民は何が問題か理解することになる。 
   地方分権改革以降の議会のあり方を模索したい。 



（10 月 20 日） 課題討議：「監視権を如何に行使すべきか」 
コーディネーター：佐々木信夫氏（中央大学経済学部教授） 

パネリスト：佐賀和樹氏（藤沢市議会前副議長）  
井上直樹氏（和歌山市議会議会運営委員会委員長） 
嶋崎健二氏（日田市議会議長） 

佐賀：「100 条委員会設置を通じて」取組事例発表 
井上：「付属機関への参画と監視機能」取組事例発表 
   ・平成 23 年の地方自治法改正では、入ることは好ましくないとなっている。 
   ・議員はそれぞれ政治スタンスが違うため、数名が審議会に入ることで、その意見が

議会の総意であると捉えられてしまうことから入らない方がよい。 
   ・地域の事情によって入る入らないを決めるべきである。 
嶋崎：「地方創生に関する政策提言」取組事例発表 
   ・中小企業の支援が弱い、ビジネスサポートセンター設置の提言をした。 
 
佐々木：事務執行上の問題点を調査するという珍しいケース。本来のものを逸脱しないよう

に使うということだが、この 100 条委員会を活かしていく要素は？ 
佐賀：市長の説明を信じていたが、追求する側は調査など努力していた。これは本当に問題

であると思ってやった。 
佐々木：集中審議である程度はわかることになる。偽証罪を問えることになる。 
 
佐々木：メリットとデメリットは？ 
井上：事前に行政の内容が把握でき、先進視察などにも生かせる。計画段階から意見が述べ

られる。 
   議案に上程されるので、審査が甘くなる。審査会の意見に縛られることになる。 
佐々木：馴れ合い的になるのでは？オール与党だと特に。ヨーロッパ的には、議会だけがあ

り、そこから市長をやる、コーディネーターをやるという議会が中心で、あまり議会

が執行機関に入り、執行機関中心にならない方がよいのかもしれない。 
 
佐々木：議会からの提案することと監視権の講師についてどうか？ 
嶋崎：議会と執行機関が車の両輪として進むだけではだめ。産官学、市民など一緒に。 
   総合戦略は初めから関わっていかないといけないという危機感があった。 
   効果と検証はチェックを入れていく。ＫＴＩに入れて。審議会でもやるが、議会とし

ても毎年度チェックをしていく。こういったことで議会の監視権となる。 
 
佐々木：議会の役割  

① 自治体の団体としての意思決定をする。団体自治の決定者。 
② 監視者 執行機関を監視統制する。市民の代表として。 
③ 住民の代表として政策の提案をする。市長だけが作るだけではない。提案権 



④ 議会の争点、何を決めようとしているのか 市民の意見を集約する。＝意見集

約の役割 
    ・一般質問、代表質問という方法は、監視権においてどの程度有効なのか？違う方

法はないか？法律側から見ると、あまり期待していないもの。 
   提案された内容は、議員だけの議論の時間をとって行うのが本来ではないか？ 
佐賀：基本的には有効である。各個々の議員の提案的要素が強い。制度改正に踏み込む議員

もいる。提案を聞いて、執行機関が変えていくことはある。 
井上：昨日チーム議会の話あり。有効ではあるが、人数がなければいけないところもある。

人数の少ない会派では有効性は薄れるのでは。最大会派の一般質問では 19 名 有効

であると感じている。 
嶋崎：立法能力の向上という話があったが、議員変わらなければならない。チェック機関に

加え、立法機能を加える。議会が自ら議論をすることが求められる。議員間討議、自

由討議を実施している議会として、中津市議会が毎定例会ごとにテーマを決めてやっ

ている。 
 
佐々木：地方自治法 100 条に、政務活動費も規定されている。調査権であるが、政務活動

費を有効に使用しているかどうか？本来は、監視権を行使するためにより有効にする

ために使うもの。何か、有効に使っている事例はあるか？ 

井上：個々の研修等にも使っている。チェックは事務局など 2重のチェックしている。 

嶋崎：議会改革特別委員会で使途基準の検討をした。以前より厳しい内容にした。事務局も

厳しくチェックしている。年間 24 万円。議員の半数以上は余って返還している。市

政に関することの調査研究に使えればと思っている。 
佐賀：使途は、おそらく他の議会と変わらないと思う。100 条委員会に使用したことは、監

視権のために使ったものだと思う。今日のテーマにあったものである。 
 
佐々木：見える化は大事だが、有効に使える方法はないのかな？地方に、法制局を作って、

専門家を雇いながら、議員の活動に活かしていけないか。それに使えないか。そうす

ればもっと増やしてもよいのでは。立法活動に、役立てる。執行機関側にも法制局が

ない。国は、衆議院、参議院で法制局がやっている。 
   お金の使い方が地方に委ねられている時代である。 
   政務活動費の公共的な使い方が発展していくことを望む。 
 
佐々木：議会主催の地区別体系別に行う議会報告、意見聴取会を行い始めているが、議会審

議に反映していくということだが、より有効に行っていくにはどうすればよいか。1
回目は人が集まるが以降減っている。意見を集約する、報告する役割は重要とは思っ

ている。 
嶋崎：5 回目を実施した。参加者減少気味。中身を考え直す時期に来ている。検討中。毎年

度末には、執行機関へ提言を行っている。平成２６年度は子育て支援、平成２７年度



は婚活支援仕事と育児の両立を提言した。 
   20 か所でやって 400 名ほどの規模。 
佐賀：議会報告会の存続を議論した。以前はスクール形式。ワールドカフェ形式を開催する。

テーブルをいくつかおいて、議員がそれぞれつく。地元の大学生にも参加してもらう。

議員、市民、学生が参加して。 
   議員同士の議論にもなるし、市民との意見交換にもなる。 
井上：行っていない。事業予算の執行範囲であり、議会の答える範囲を超えている。 
   市民の意見を聞くといっても、特定の人であり、それが民意であるかどうか疑問であ

る。 
 
佐々木：０票議員。政務活動費の使い方について。 

議長に議会の招集兼を与えるべきだ。通年議会になっていれば、それは移っている

ようなものである。通年議会にした方が、活動しやすい、信頼評価が高まる、市民

に分かりやすいとなるのか？ 
嶋崎：市民から問い合わせない。そのメリットはわからない。 
井上：当局の監視では良いと思う。専決なくなるので。 
佐賀：年４回から通年になれば見せるメリットはあるが、実際は、通年化している協議会や

常任委員会も開催されている。通年化しなくても今のところ問題点はない。 
 
佐々木：通年議会は、会期設定を 4 回から通年になること。忙しくなるわけではない。春夏・・、

第 1 第 2 と決めてやってもいい。毎週第１週としてもよい。 
 
（会場からの事前質問） 
問）付属機関への参画と監視機能。監視権との関わりとしてどう考えたらよいか？参加する

ほど監視権は弱まるのではないか？ 
井上：その通りであると思う。宛て職、慣例的なところもある。審議会で得た情報をいかに

議会で共有するかが大切である。委員会、会派で討議した内容を深めていく。監視機

能尾充実強化につながるよう検討中のところ。 
問）監査委員になって仕事が忙しい。議員活動に支障が出ないようにならないか？ 
佐々木：選択制になるような地自法の改正が行われると思う。その際に議論してほしい。 
問）事務事業評価もかぶっている・負担がかかる。何か良い方法はないか？ 
佐々木：2 重評価？ 
問）議会の活動自体をチェックするのはどうしたらよいか？ 

議員の活動は選挙でチェックされるのであるが。 
問）東京都が伏魔殿といわれている。 
 
問）議会の政策形成熟度を高めるために、監視権をどう使えばよいのか？議員だけで集中審

議をすることについてどうか？うまくいくかいかないか？ 



佐賀：理想的なことではあるが、できるかどうかはある。実際に議員間討議は行っているが、

テーマによっては、自然に流れができるときもある。 
井上：会派性を敷いているので、そこで議論をして意見を出していく。全議員でのスタイル 

はやってない。 
問）予算、決算は、議員全員で審議するべきではないか？ 
 
問）若い議員が増えて来ている。若い義員の方がまさる視点はあるか？ 
佐々木：選挙権はさげた。ヨーロッパ的には被選挙権も下げている 
佐賀：立ち回りは勝る点もあるかも。常にみなさん問題意識があるので、その意識があれば

よい。ベテラン議員が監視権が勝るということではない。 
井上：若手議員の方が知識がある場合もある。行政の仕組みを理解していくことは大事。研

修を活かして、得た知識を活用して。執行部の言うことを鵜呑みにすることなく。 
   ベテランは、仕組みをよく理解している。 
問）報酬の問題あり。会社を辞めなければならない。 
  相対的になり手が減っている。競争率が落ちてきている。 

議会のあり方を考えなければならない。 
 
 
《所感》 
今回の研究フォーラムを通じて、地方議会の現状や議会改革の方向性や取り組み事例を知

る機会となった。また、政治は議会を中心に行われなければならないという議会の重要性を

改めて感じたところである。本市議会においても、議会改革に取組み、定期的に議会報告会

も実施してきているところであるが、議会としての政策提案については課題となっている状

況と認識している。議員個々の一般質問から相応しいものがあれば、委員会や議会の提案と

なるよう取り上げてはどうかという意見もあり参考になった。ただ選挙が背景にあるので、

なかなか難しい面もあるとも感じた。 
通年議会の話題もあったが、本市議会においては、協議会など年間を通じた会議の開催は

増えてきている状況にあると思うが、政策的な議論の時間については、まだまだ不足してい

ることを感じた。議会の監視権がしっかりと果たせるよう、総合計画、事務事業、予算、決

算と繋がりをもった視点を持ち、そこから政策が提案できるような議会を目指すべきではな

いかと感じた。 


