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 「議会の活性化方策」に関する研究会では、11 月 17 日、立命館大学駒林良則教授の「地方議会改革の

現状と課題」と題する学習講演会を行いました。その内容を以下にお知らせします。 

 

                         駒林 良則（立命館大学教授） 

                                     

はじめに 

 議会に対する厳しい住民の視線は変わらない

が、議会だけに責任があるわけではないように

思われます。今日はそのことに話は及びません

が、根底には政治的なものに対する住民の忌避

意識があるように思われます。 

 そのような状況のなかで、議会改革は一定の

前進があったと思います。これを検証しながら

次のステップをどうするか、どう展開するかで

すが、政策形成に対するアプローチ、これは難

しさがありますがこの点が重要だと思います。 

 今日の話の大部分は、私が主宰している議会

事務局研究会での知見をベースにして、中央の 

 

議長会における議論なども含めながら今後の議

会活性化を展望したいと思います。 

12 月号の内容 

学習講演会 議会改革の現状と課題  ·······································································  1 

「議会改革白書 2016 年版」の滋賀県データの整理結果（下）  ··································  10 

大津地裁での原発裁判（第 25 回口頭弁論）  ··························································  13 

お知らせ（12 月 25 日 国体・県財政研究会、1 月 20 日 議会の活性化に関する研究会(第 7 回)、   

2 月 24 日 19 回滋賀地方自治研究集会の日程、7 月 4 日 滋賀自治体問題研究所創立 35 周年記

念講演会、レセプション） ····················································································  14 

 

 

  



しがの住民と自治 第 341 号 2019 年 12 月 15 日 

 

- 2 - 

 
 

Ⅰ 住民の理解・関心の低下
（投票率の低下、無投票当選の増加、競争率の低下）

〇

ああ

6

投票率の低下

＜出典：令和元年６月２８日総務省「地方議会・議員のあり方に関する研究会(第１回)」配付資料＞

無投票当選の増加

競争率（候補者数／
改選定数）の低下

＜総務省「地方選挙結果調（年次別競争率）」等を基に作成＞
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Ⅰ 住民の理解・関心の低下
（地方議会議員と日本人との属性の乖離）

〇
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女性議員の少なさ

＜各全国議長会調（県・町村平成３０年７月、市８月現在）を基に作成＞
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Ⅰ地方議会をめぐる近時の状況と課題 

１近時の統一地方議会選挙について 

最近の選挙の一つの特徴は、投票率の低下と

無投票当選の増加です。4 月の統一地方選挙で

は、市区、都道府県は 50%を割り 40%台に、町

村は少し高いがそれでも 6 割を割って 50%代と

なっています。無投票は、町村で 23.3%となっ

ていますが、指定都市や市区は 2～3％代であり、

まだ競争率は高いといえますが、深刻なのは都

道府県の 26.9%です。 

 

２議員に関わる状況 

（１） 近時の議員の状況 

 議員の専業率は、町村議員で 20％、市区議員

で 40％、都道府県議会は 50 数％という状況で

す。女性議員の比率は、町村議員で 10％、市区

議員で 15％とあまり伸びないという状況です。

また若い人が少ないという点も特徴です。 

 

（２） 議員定数減・議員報酬減の傾向、特に

議員定数について 

 

深刻なのは、議員定数の減、報酬の削減です。 

議員定数の上限が撤廃され、条例により各議会

が自由に決定できるようになりました。従って、

定数増でもいいはずですが、削減という方向だ

けで、議員定数を増やした市議会はありません。

政令市より一般市で削減傾向が強いといえます。

定数を減らしながら報酬も削減しているのです。 

 定数の議論の多くが、近隣市や同規模市の動

向に基づくという点に偏っています。つまり、

全国の同じ規模の市で減らしているところがあ

るから、そこに近づけようとしているのです。

これでは減らし方の競争になってしまいます。

何で減らすのか。議会費の予算に占める比率は

1%を割っている状況なので財政的な理由は成

り立たないと思います。議員定数は、将来のそ

の議会のあり方、将来像を議論したうえで、決

定していくべきです。また、新たに定数減また

は増を決定したら、その理由を住民にていねい

に説明すべきです。 

 

 

Ⅰ 住民の理解・関心の低下
（地方議会・議員の活動に対する理解・関心の低さ）

〇

ああ

8

住民は地方議会・議員を理解していない
（住民アンケートによる結果）

＜出典：ＮＨＫ地方議員２万人アンケート（平成３１年１～３月調査）＞

住民は議会に関心が低い
（議員アンケートによる結果）

＜出典：早稲田大学マニフェスト研究所議会改革調査部会（平成３０年８月）＞
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（３） 政務活動費不正は後を絶たない 

明らかな不正もありますが、政務調査費から

政務活動費に変わった1ところで議員活動に使

えるところが増えてきたという印象があり、政

治活動と議員活動の仕分けが難しいなど微妙な

ケースもあります。 

政務調査費から政務活動費への改正が議員立

法であったため、総務省はこれに関して距離を

置いてきたようですが、ここに至って座視でき

ない状況とみているようです。 

                                                
1 政務調査費を政務活動費に：2012 年の地方自治

法の改正により、政務調査費の名称を「政務活動

費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活

動に資するため」に改め、政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲を条例で定めることとする

とした。また、議長は、政務活動費については、

その使途の透明性の確保に努めることとするとし

た。（議員提案による改正） 

 

３議会・議員の課題 

 議員のなり手不足の深刻さは、資料にも示し

ておきましたが、議会や議員の活動に関心がな

いという住民の意識も反映していると思います。

この辺をどうするのかが課題であるといえます。

都市部では、まだ定数を超えているところがか

なりありますが、町村では、議員のなり手をど

う確保するのかが課題です。 

 

４地方議会の諸課題に対処する最近の動向 

（１）比例選挙の導入論 

 政治学、行政学の専門家からは、主として大

規模自治体への比例選挙の導入論があります。

これにはメリットとデメリットがあります。メ

リットとしては、政党が議員を調達できるとい

う点が、一方、小規模のところは導入は難しい

など制度的に難しい面があります。 

Ⅱ 議員という仕事に関する様々な障壁
（仕事のわからなさ、立候補、リクルートの難しさ）

〇自治会等地域活動に参加する人の減少

〇公的仕事への関心の低下＜参考資料２ ＜
＜参考資料 （３7頁参照）＞

9

議員という仕事のわからなさ、立候補の難しさ

＜出典：ＮＨＫ地方議員２万人アンケート（平成３１年１～３月調査）＞

＜出典：平成２７年３月「東京の
自治のあり方研究会最終報告」＞

リクルートの難しさ

＜出典：広島市佐伯区役所ＨＰ＞

６０代／女性
「女性がもっと気軽に選挙にでて活躍できる社会になってほしい。夫が昨年、要介護の身で亡くなりま
したが、しきりに議員も介護休暇を取るべきだと言われました。議会に出席する必要から自らそうした
要請をすることができませんでした。とても悩みました。小さなお子さんをお持ちの女性達に議員に
なって欲しいと思いますが、相当、協力体制がないとむずかしいと思います」
男性
「退職金もない、年金もない仕事にサラリーマン層が興味を示してくれない。たとえ興味を持っても、
家族の大反対であきらめるケースが多い。このままでは資産家しか出る人がいなくなるのではないか」
６０代／男性
議員報酬では家族を養えないので、妻が専業主婦から働くようになった。老後は年金のこともあり、妻
には頭が上がらない。
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（２）『町村議会のあり方に関する研究会報告書』

（2018 年 3 月）の制度改革の提案 

これは批判が大きかったものであり、現在は

棚上げ状態なのであまり議論の必要はないのか

もしれませんが、内容を紹介しておきます。 

1) 報告書の目的、なり手不足の要因 

目的は、小規模市町村議会における議員のな

り手不足の解消に向けて議会への市民の多様な

参画による解決策の提示することです。そして、

議員なり手不足の要因として、次の 5 点を挙げ

ています。 

ⅰ議会活動のための拘束時間が長いので専業

として取り組まねばならない 

ⅱ定数減による議員一人の負担感の増加 

ⅲ小規模市町村議会では、ⅰやⅱの状況があ

るのに、議員報酬だけで生計を立てること

は難しい 

ⅳ平日昼間を中心とする議会運営では兼業議

員として活動しにくい 

   

2)議員のなり手不足に対する本報告書の制度改

革の提案 

 ①現行の議会制度のほか、②「集中専門型」

議会③「多数参画型」議会の三つの選択肢を提

示し、当該小規模市町村自らがこれらを自由に

選択できる、としています（②、③は条例に基

づく）。 

いずれにしても、より多くの住民が参画して

『議会機能の発揮に一定の役割を持つあり方』

を模索するものです。 

〇集中専門型議会とは 

５人程度の専業議員のみで構成。加えて、有

権者から選ばれた議会参画員（専業議員の２～

４倍の数を想定）が、一定期間の任期の下で重

要な議案を審議する（議決権、提案権はない）。

費用弁償や選出方法については裁判員制度を参

考にしています。 

〇多数参画型議会とは 

多人数の非専業的議員（生活給なし）のみに

より構成され、兼業禁止は緩和される。通年会

期制を前提に夜間や休日での議会開催とされ

ています。また、このタイプの議会の権限につ

いては、議決すべき事件が限定されます。 

〇公務員の議員就任の一部解除など 

 集中専門型議会では、公務員が立候補により

退職した場合の復職制度の創設。 

 多数参画型議会では、公務員が在職のまま議

員活動を可能とすべき（他の自治体の一般職職

員に限る）。 

3)報告書に対する批判等 

 町村議会サイドから次のような批判が出され

ています。 

〇二つのモデルをパッケージとして制度化する

のは果たしてよいのか 

〇学者だけで検討し、現場の議会の声を聞いて

いない 

〇多数参画型議会の議員はいわば名誉職（報酬

なし費用弁償のみ）であるが、人数が増えて

会議日数もかかれば予算も相当な額になると

の試算がでている 

 

この報告書の制度改革の提案に対する私の評

価ですが、小規模自治体で議員だけではやって

いけないので、住民からのサポートが必要とい

う点は理解ができますが、次のような問題があ

ります。 

〇議会が行われないところで専決処分が増える

という問題が考えられる 

〇二つのモデルは議会像（イメージ）であって

具体的に詰められた内容ではない 

〇この報告書がでる以前から、小規模自治体議

会においては、本来あるべき議会活動を議員

のみで十全に行うことができず、住民の何ら

かのサポートが必要なことは指摘されてきた 

〇集中専門型議会と多数参画型議会には様々な

問題点がある（問題点があることは承知の上

での提案であろう）。これらの議会像は、これ

まで果すべきとされてきた議会の役割を変え
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ていくことになろう（例えば、議会のチェッ

ク機能の減衰）し、そうであるならば議会だ

けで結論が出せる問題ではない 

〇なり手不足問題は、町村議会だけなく一般市

議会においても看過できない状況であろう。 

これまでの画一的議会制度を根本から変え

ることの予兆とみなすことができるかもしれま

せん。しかし、この報告書の内容は上からの改

革であり、その前提には、現在の議会への不信

というか不要論にもつながるものがあるように

思われます。つまり、現在の議会を活性化する

ことを諦めているようにも思われます。 

     

（３）総務省「地方議会・議員のあり方に関す

る研究会」の設置（2019 年 4 月） 

１）設置の経緯 

〇上記の「町村議会のあり方に関する研究会」

の報告内容については、各方面から批判が強

く、棚上げ状態なので新たに立ちあげた 

〇地方議会三団体も委員に加える 

〇なり手不足問題を主眼とするものの、大規模

自治体議会を含む地方議会全般の課題につい

ても議論するようであり、このため、三議長

会でも対応することとなった 

 

２）自民党に地方議会の PT チームが発足 

 今までの自民党は、現在の制度はさわる必要

ないというスタンスでしたが、現在発生してい

る問題は座視できないという認識だと思います。

3 月からヒアリングなどを開始しています。 

 その他、地方議員の年金問題が課題となって

います。なり手不足の原因の一つとなっていま

すが、厚生年金にという議論であり、注視して

いく必要があります。 

 

Ⅱ議会改革の状況とその課題 

１自治法改正 

 地方分権改革での地方自治法の議会関係規定

の数次の改正は、概ね、議会の自由度を高める

ものであったと総括できます。 

 

２自主的改革の進展 

〇多くの議会では何らかの改革に取組んできた。

しかし取組の温度差は議会によって大きい。

積極的に改革する議会があるなか、全く「動

かない」議会もある（→波及効果の限界？）。 

〇改革のメニューは出揃った感があるが、取り

上げられた改革のメニューの全てを実現する

ことが目的ではない。どちらかというと小規

模自治体議会に妥当するものが多い。従って、

大規模自治体議会の改革をどうするかは難し

い部分がある。 

開かれた議会、見える化、これらは比較的取

組みやすい。 

改革のメニュー：子供・女性・中高生議会の開催、大学

との連携・インターンシップ受入れ、議会情報発信、議

会報告会・意見交換会・カフェ議会、参考人・公聴会の

充実、議会のネット中継、SNS 活用による情報共有、

傍聴人の発言機会導入、議会モニター・サポーター制度、

政策提案・提言機能の強化、など 

 〇改革メニューのなかで、政策形成機能の充

実と議会への住民の参画は、課題が多いと

いえる。 

〇改革を進めてきた議会においては、改革の

成果について検証が必要となっている。 

   ⇒改革の PDCA サイクル化  

 〇執行機関が議会改革の状況をどう受け取っ

ているのかは一般に不明であるが、改革を

評価する一つの判断材料になるのではない

か（Ⅲで詳述）。 

 

 (参考）亀岡市議会｢議会改革の取り組み｣資料から抜粋 

基本条例運用の課題と議会改革の取り組み 

  ●市民参加の拡充（議会報告会、意見交換会等）●ベ

クトルの一致（議員力） 

  ●討議の充実（議員間の自由討議、対執行機関）●執

行機関の理解（速度と意識のズレ） 

 ●審議・審査力（調査力の向上）●議会事務局の充実強



しがの住民と自治 第 341 号 2019 年 12 月 15 日 

 

- 7 - 

 

化（議会における車の両輪） 

●政策（提言）形成サイクルの確立（支持者の声を市民

の声に、市民の声を政策に） 

cf.このなかで、「ベクトルの一致」というのは、

各議員の意識や活動を改革に向けてどう一致さ

せるかという課題である。改革に熱心でない議

員もいるなかでどのように一致させるか難しい

部分がある。 

 

３改革の課題 

議会改革への住民の関心は、報酬・定数削減

や政務活動費の問題ならあるが、その他の事項

については高くないようです。議会に関心を持

ってもらうことは難しいのでしょうか？ 

 それとかかわって、二つ目として、住民との

意識のズレをどうするか、例えば、議会だより

はこれでよいのか。議員の質問にその内容はほ

んとうに住民が知りたいことか、こうしたこと

を議員の方も知っていただきたいと思います。 

 三つめは、改革の評価の必要性です。自己満

足におわらないようにということです。 

 最後は、深刻な問題ですが、議員の改選によ

って、熱心な議員がやめられ、議会改革の推進

力が低下するときもあります。 

 

Ⅲ地方議会の課題への対応 

１議会力の向上に向けて 

（１）議会活性化の方向性 

 第一は、意思決定機関として、本来議会が持

っている権能を議会がこれまで十分に発揮して

こなかったといえます。この本来持っている権

能、いわば議会力を発揮させるための条件整備

が議会改革といえます。発揮する力はあるはず

なのに使いきれていない、もったいない感じが

します。 

 第二は、条件整備のなかには、各議会が自ら

に合った議会運営のルールをつくることが含ま

れてよいと思います。そもそも、地方自治法や

標準会議規則は議会が自ら政策を造ることを想

定していません。使いやすいようにルールを変

えてくださいということです。 

 第三は、議会改革の目的は議会力を発揮させ

ることといえますが、そのことによって最終的

に目指すのは、執行機関を「本気にさせる」こ

とにあるように思います。執行機関を「本気に

させる」ことができれば、二元代表制の下での

議会の存在感も出てくるでしょう。別言すると、

改革によって執行機関にどれだけ影響を与える

ことができたかです。執行機関側の議会を見る

目が変わってきたかどうかということです。 

 第四は、二元代表制下でのこのような議会を

実現するためには、議会は「総体」として執行

機関に対応することが必要です。特に、議員数

が少数の場合は会派を超えて対応することが必

要だと思います。 

 

（２）政策に議会がどう関与するか 

総体としての取組のひとつと思われるのが、

政策条例の策定などの政策への関与です。ただ、

政策条例も実は事務局が実質的に作っていると

いう話が多いです。議員が自ら手作りで（事務

局のサポートを受けながら）行ってみることが

重要です。基本条例などは議員がつくっていっ

たと思いますので政策条例もということです。 

政策とかかわって委員会活性化の重要性があ

げられます。会派単位で議論を行っているので

委員会は形だけということにもなっているよう

です。しかし、議会が政策を考えるとき、委員

会がそのための「場」となるように活性化する

ことも考えられてよいと思います。その場合、

当該委員会の所管事務調査の充実がキーになる

といわれています。つまり、執行部局提出案件

の委員会審議だけでは、執行部への質問に終始

してしまい、委員会の委員間の議論が生まれな

い。次節で説明しますが、一年間の調査テーマ

の設定から調査後の委員会討議と報告書の作成

までを充実させ、条例化、提言などの政策に繋

げてゆくなどの活動が重要です。 
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２政策への関与の具体的手法 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

各議会が政策力のアップの手法・仕組を試行錯

誤して、自らに適したものを見出すべき 

 

３議員力の向上 

（１）議員を取り巻く厳しい状況 

改革によって議員の議会活動に割く時間の

比重が大きくなったため、政治活動や個人活動

に時間を割けなくなったとか、負担が増えたと

いうイメージを抱く議員が多いです。実際、少

人数になっても議会の果すべき役割が減少して

いるわけではないので負担が増えていると思い

ます。 

様々な理由によって（議員になって何がした

いのかがない議員の存在、報酬が少ない、議員

数が少ない、政務活動費の使い勝手が悪いなど

の理由で）議会活動全体が沈滞している議会も

少なくありません。 

報酬も低いところに合わせていくという傾向

が強く、モチベーションが湧かない。 

また、最近は、何がしたいというより、議員

になることを目的にしている人も散見されます。

やることがないのでついつい不正に走ってしま

う。 

 

（２）状況の「打開」のために 

議員力の向上は、研修などによって様々なス

キルを磨くことが重要とされますが、それより

も、議員となって自分の関心のある行政施策を

変えていくことに邁進することにあるはずです。 

ただ、議員一人一人の力では限界があり、個々

の人の議員力の向上だけでは難しく、住民の議

会へのサポートが必要となっていると思います

（議会力の問題でもある）。 

議員の本来的使命は住民の声を政策の実現に

結びつけることにあるとされています。そのた

めには、支持者の要求を吸い上げるということ

は大事なのですが、支援者ではない一般住民と

「対話」するスキルも怠ってはなりません。ど

んなことか、たとえば、議員説明会で他の議員

の悪口は言わないとか、事務局の職員にも言え

ることですが、うちの議員はこれこれやってい

ると部外に言う、あるいは行政の肩をもってい

るような発言は控える、といったことなどが例

示されます。 

  

Ⅲまとめ 

〇議員定数・削減がテーマになれば、それに関

わって当該市議会の今後の（4年間でもよい）

議会のあり方や将来像を議論してみてほしい

⑴ 議会が政策の実現に関わる仕組について

様々あるが、例えば 

ａ常任委で年度当初に委員会として議論する政

策テーマを一つ選び、その 

 一年間議論して、その政策を条例化したり

執行機関に提言する。 

ｂ一般質問で出た案件について適当なものを議

運から所管する常任委に付託し、常任委とし

て取組むべき政策課題であるとしたときは委

員会は審議して、執行部への提言などの成果

に結びつける。 

ｃ各会派から政策課題を出してもらい、議会全

体として取り上げるべき課題として合意でき

れば大津市議会のような「政策検討会議」で

議論し、条例化に向けて議論する。 

⑵ 議会で検討すべき政策課題の「入手ルート」

の開発 

〇議会説明会（住民との意見交換）、団体との意

見交換 

  〇議会事務局（大規模自治体議会の場合） 

   〇議会サポーター、専門的知見の活用   etc. 
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と思います。 

〇そのために、「議会総体」としての取組でない

と執行機関に対して存在感を示すことはでき

ないように思われます（執行機関に対して存

在感がないのであれば住民に対して存在感を

示すことなど無理であろう）。存在感を示す特

効薬はないが改善すべきところや取組不足な

ところはまだまだあり、「チーム議会」で取組

むしかないであろう。 

〇議会間での改革の進め方などの情報共有をさ

らに進めるべきだと思います。 

  議会事務局研究会では、事務局の方もいろ

いろ悩んでおり、横の関係を構築していくこ

とも課題としています。 

    

【参加者の意見・感想】 

大津は議会改革がすすんでいるという報道が

されている。確かに 20 年前と比べると議員間の

議論も活発になっているが、議会事務局の力量

に頼っており、積極的な職員に引っ張られてこ

こまできているが、それがほんとうにいいのか

どうか。また、議員が何をしたいのか、どれだ

け意欲をもって取組をすすめるのか、大津市で

課題になっているまちづくり条例などの課題で

は、議会だけが先行する面もあるし、「チーム議

会」として取り組めない面がある。市民との関

係をどうつくりながらすすめるのか、住民が議

会をどう見ているのかなども考える必要がある。

（杉浦大津市議） 

 

甲賀市は、基本条例制定後、議会改革特別委

員会を設置し、そこで議論し、いろいろ改革が

行われてきた。議会だより、一問一答方式、議

会報告会、正副委員長のポストをドント方式で

決めるなど。我々は第３会派なので、議長、副

議長ポストはとれないが、委員会の議長、副議

長になっており、ドント方式は評価できるので

はないかと思っている。 

マイナス要因もある。たとえば、一問一答方

式は、10 問 10 答、50 問 50 答を準備すること

になるなど、落ちがない。９月議会では、小中

図書館司書削減問題一点だけで質問したが、当

局には緊張感を与えた。議会報告会は、最初は

スライドを使ってやったりしたが、当局と同じ、

質問に対する個々の意見は述べないという約束

事があり何も答えられないという状況で、４回

やってやめた。市民の意見を聞くという方式に

変え、母子が集まるセンターに行って意見を聞

いたところ、ものすごい意見がでてきた。そこ

で聞いた意見について、背景調査などを所管部

局に伝えたりした。その他、政治倫理条例に基

づいて審査請求がでており議員の発言を問題す

るということが生じている。 

タブレットは問題がある。（山岡甲賀市議 

） 

 耐用年数を２０年残している庁舎建設に反対

請願署名に取組んだが紹介議員がいない。 

 住民投票条例の請求では、法定数４倍もあつ

まったが、市長も議会も否定。住民の声を反映

できる議会、議員であってほしい。（湖南市住民） 

 

大津では、委員会で委員間討議をしようとい

うことになってきている。なぜ反対したのか、

賛成したのか市民に分かりやすいようにする必

要があるということだが、委員会の議論と委員

間討議を同時に進めるということは、委員長の

力が要求され、なかなか難しい。また、通年議

会になったことで、自分の足で、自分の目で、

という活動の時間が制限されてきている。（杉浦

大津市議） 

 

 新人でまだまだ分からないことが多いが、守

山では常任委員会が討議の場となっていない。

（藤原守山市議） 

 

【駒林先生の感想】 

 いろんな状況をお話いただき、勉強になりま

した。その中からいくつか感想を述べます。 
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 大津では、事務局が頑張っている、そういう

面は必要なんでしょう。他に紹介すると、とて

もあそこまでできないといわれます。議員さん

の意識も高い、「一回行ってみたら」といえるこ

とがあるのはとてもいいことです。住民との関

係づくりは数十年やってこなかったのだから、

急に議会改革やったと言っても顔をむけてくれ

ない、時間がかる、いろんな取組が必要だと思

います。 

 通年議会で時間がとれないという声はよく聞

きます。委員会は開催数が増え、昔より２倍く

らいになっています。委員会の組み方の工夫な

どいろいろ必要かと思いますが、専決処分を減

らすなど積極的な面もあるので時間を取られる

のは仕方がない面があります。 

 議会報告会、ただ単に報告するだけでは意味

がないのでやめるところも増えています。これ

にかわって意見交換会、テーマを決めて積極的

に意見を聞くことは重要かと思います。その成

果を議会として取り組む、執行部に伝えるもの

と、議会で政策化するものとに分けることが重

要です。 

 タブレットは省力化、省資源化の流れのなか

のことかと思います。 

  

 

 

 

４．公開・説明責任（Q14~Q20） 

Q14（1）議案・会議資料の事前公開 上程予定

の議案書を、本会議への上程前に、公開してい

るか(市民が希望すれば閲覧できるか？) 

1.来庁等により印刷物でのみ閲覧できる(彦根、

長浜、栗東) 

2.来庁等による印刷物での閲覧のほか、議会の

ホームページから閲覧できる(大津、草津、米

原) 

3.公開していない 滋賀県と上記以外の 7 市(近

江八幡、守山、甲賀、野洲、湖南、高島、東近

江)、4 町(日野、竜王、愛荘、多賀) 

Q14（2）議案書を、本会議上程後、委員会等で

の審議の前に、公開しているか(市民が希望すれ

ば閲覧できるか？) 

1.来庁等により印刷物でのみ閲覧できる 7 市

(大津、彦根、長浜、近江八幡、守山、栗東、

湖南) と 3 町(日野、竜王、多賀) 

2.来庁等による印刷物の閲覧のほか、議会のホ

ームページからも閲覧できる 

滋賀県と 5 市(草津、野洲、高島、東近江、米

原) 

3.公開していない 1 市(甲賀)と 1 町(愛荘) 

Q14（3） 議員に送付されている議案説明資料・

委員会資料等を、審議される会議の前に公開し

ているか(市民が希望すれば閲覧できるか) 

1.来庁等により印刷物でのみ閲覧できる  

2 市(彦根、栗東)と 2 町(日野、竜王) 

3.公開していない 滋賀県と上記以外の 11

市、2 町 

Q15（1）会議の公開状況 会議の公開について

の条例上で定めは？ 

1.委員長または委員会の許可によって傍聴で

きる(許可制である) 

2 市(湖南、東近江)と 3 町(竜王、愛荘、多賀) 

3.条例により常任委員会、特別委員会を原則

公開としている 3 市(守山、甲賀、高島)と 1

町(日野) 

4.条例により、常任委員会、特別委員会、議

会運営委員会を原則公開としている 
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5 市(大津、彦根、長浜、草津、栗東) 

5.条例により、全ての会議を原則公開として

いる 滋賀県と 3 市(近江八幡、野洲、米原) 

Q15(2) 常任委員会の傍聴についてどのように

運営しているか。条例で原則公開としている場

合は、その運用状況について最も近いものは？ 

1.通常、認める運用を行っており、概ね希望

者は傍聴できている 10 市(大津、長浜、近

江八幡、草津、守山、栗東、湖南、高島、

東近江、米原)と 1 町(日野) 

2.通常、認める運用を行っているが、スペー

スに限りがあり、傍聴希望者全員は入室で

きないことがある  滋賀県と 3 市(彦根、

甲賀、野洲) 

4.希望者があまりいないので、希望があった

時に判断する  3 町(竜王、愛荘、多賀) 

Q16 傍聴者は、傍聴時に、議案書や会議資料

を閲覧できるか 

1.議員に配布されている資料の一部または傍

聴者用に用意した資料を提供 5 市(彦根、近

江八幡、栗東、野洲、東近江)と 2 町(日野、

多賀) 

2.議員に配布されているものと同じ資料を提

供している  滋賀県と 6 市(大津、長浜、草

津、守山、甲賀、湖南)2 町(竜王、愛荘) 

3.資料提供はしていない  2 市(高島、米原) 

（傍聴者に、議案書を含む資料提供をしない議

会が 2 市ある。傍聴者からの資料提供の要望は

ないのか。） 

Q17 議案書以外に、会議資料・委員会資料等

を、審査後に公開しているか 

1.来庁等により印刷物でのみ閲覧できる 9

市(大津、彦根、長浜、守山、栗東、甲賀、

野洲、湖南、東近江)と 2 町(日野、愛荘) 

2.来庁等による印刷物での閲覧のほか、議会

のホームページからも閲覧できる 滋賀県 

3.公開していない    4 市(近江八幡、草

津、高島、米原)と 2 町(竜王、多賀) 

・県では、ホームページでの公開までしている

が、市町では、9 市と 2 町で印刷物での公開に

とどまっている。また、審査後でさえ、会議資

料等を公開していない議会が 4 市と 2 町ある。 

Q18 常任委員会の会議録の内容とその公開状

況は？ 

1.概要記録で作成、ホームページでは閲覧で

きない  (高島市) 

3.要点記録で作成、ホームページでは閲覧で

きない (甲賀市)と 3 町(日野、竜王、多賀) 

4.要点記録で作成、ホームページでも閲覧で

きる   滋賀県 

5.全文記録で作成、ホームページでは閲覧で

きない 6 市(守山、栗東、野洲、湖南、東

近江、米原)と 1 町(愛荘) 

6.全文記録で作成、ホームページでも閲覧で

きる  5 市(大津、彦根、長浜、近江八幡、

草津) 

Q19(1) インターネットによる会議動画(録画)

記録のオンデマンド配信を行っているか(複数

回答) 

1.本会議のオンデマンド配信を行っている 

滋賀県と全 13 市、1 町(愛荘) 

6.その他の会議のオンデマンド配信を行って

いる 1 市(大津) 

7.オンデマンド配信は行っていない 3 町(日

野、竜王、多賀) 

Q19(2)  インターネット上の動画投稿・配信サ

ービスの利用について、議会として利用してい

るものはあるか(複数回答) 

1.You Tube を利用して会議状況を配信して

いる 2 市(守山、高島) 

2.Ustream を利用して会議場業を配信してい

る 2 市(近江八幡、守山) 

3.上記 1.2.以外のサービスを利用している 

4 市(長浜、甲賀、野洲、東近江)と 1 町(愛荘) 

4.利用していない 滋賀県と 6市(大津、彦根、

草津、栗東、湖南、米原)、3 町(日野、竜王、

多賀) 

Q20 表決を行った議案に対する(各議員または
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会派の対応、採決態度)を議会報や議会のホーム

ページで公開しているか(単数回答) 

1.すべての議案について、各議員個別の賛否

を公開している 滋賀県と 11 市(大津、彦

根、長浜、近江八幡、草津、栗東、野洲、

湖南、高島、東近江、米原)、2 町(愛荘、多

賀) 

4.重要議案についてのみ、会派単位の賛否を

公開している 1 市(甲賀) 

5.議案に対する賛否は公開していない 1 市

(守山)と 2 町(日野、竜王) 

 

５．政策立案・立法活動（Q21~Q27） 

Q21（1）地方自治法 96 条第 2 項に基づいて、

条例（議会基本条例や議決事件条例等）により

任意的な議決事件を追加しているか？  

 守山市以外の全ての市、町が条例化していた。 

Q22（1）議会による議案修正１（期間 2015 年） 

 ① 議案否決件数 野洲市３件、湖南市１件、

高島市 2 件の３市のみであった。 

 ② 再提出後可決件数 湖南市１件、東近江

市１件のみであった。 

Q22（2）議会による議案修正２（期間 2015 年） 

① 首長側提出議案への議会側修正案提出

件数 大津 11 件、彦根 2 件、近江八幡 1 件、

野洲 1 件 

② 可決された修正件数 大津 2 件のみ 

Q23 議員提案条例の件数（期間 2015 年） 

① 提出された条例案件数  県 1 件、大津 1

件、甲賀 2 件の 4 件。 

② 可決された条例案  県 1 件、大津 1 件、

甲賀 2 件、提出条例案は全て可決 

Q24 議会によるパブリックコメントの実施実

績は？（期間 2015 年） 

① 議会基本条例に関するもの 無 

② 議会基本条例以外での議会や議員にかか

わる条例に関するもの 無 

 ③政策的な条例案（議会や議員にかかわるも

の以外の政策的な行政関係条例案）の制定・

改廃に関するもの 県、大津の２団体 

Q25 議会として「政策討論会」「議員提案条例

研究会」等の特別な場の設置の有無 

① 政策討論の場を設けている 大津のみ 

② 政策討論の開催実績    大津、東近江 

Q26 専門的知見の活用、外部有識者等の助言

を得る活動等の取り組み（期間 2015 年） 

① 地方自治法に基づく専門的知見の活用  

無 

② 議員以外に公募の市民や外部有識者が参

加する機関を設置しての調査検討 大津 

③ 公募市民や外部有識者（学識者）等、議員

以外で構成される機関を設置しての調査 

検討    無 

  大津以外の県、市、町は専門的知見の活

用実績は無かった。 

Q27 議会として行政の事務事業・施策・政策・

計画に対する評価の実施？（期間 2015 年） 

① 事務事業評価   守山、湖南 

⑥①～⑤には該当しない方式での評価   

愛荘 

   上記以外の県、市、町においては議会が

評価主体となる事業等の評価を行っていな

かった。 

 

６．特色ある議会改革 

Q28（1）：Twitter の利用状況など 

 県が Twitter アカウントを取得して利用。大

津市、彦根市、湖南市、米原市が議会として

Twitter アカウントを取得してページを開設し

ている。他はなし。4 市の Twitter での議論の

展開はあまりみられない。なお、全国(1553 自

治体)で Twitter などを利用しているのは 6%強

である。 

Q28（2）議会のモニター、サポーター制度の導

入 

 議会運営に関する意見・改善提言を行うモニ

ター、サポーター制度などの有無に関する問で

あるが、県、市町とも該当はなかった。全国で
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導入しているのは 3%強である。 

Q28（3）議会として事業継続計画（BCP）の策

定など災害時の対応状況 

 議会として事業継続計画（BCP）を策定して

いるかなどの問であるが、大津市が議会として

の BCP を策定、湖南市、米原市が災害対策本部

への議会としての関与を制度化、栗東市が議員

行動マニュアルを策定。全国では 3 割強の自治

体が何らかの定めを策定している。 

（このまとめは、今年度調査で時点修正します） 

 

大津地裁での原発裁判 第 25 回口頭弁論 
12 月 10 日、福井の原発 7 基の運転差し止めを求めた裁判が大津地裁で行われました。これに

向けて原告側は準備書面(66)、(67)を、関電側は準備書面(48)、(49)提出し、法廷内で以下のよう

なやりとりが行われました。 

原告側は、準備書面（66）で、東海第 2 原発の裁判で提出された専門家意見書をもとに、地震

に関する基準は、原発の安全性を保障するほど成熟していないこと、鉄道構造物の耐震設計と比

較すると原発の基準は低い安全性のレベルにあることなどを指摘しました。準備書面（67）では、

この間世間を驚愕させた関電の原発マネー還流事件をとりあげ、このような事件を引き起こす関

電には原発を設置し、運転管理する資格はないと断じました。 

関電側は、準備書面(48)、(49)を提出。(48)は、地震問題について主張した原告準備書面(58)

の一部について反論したものであり、原告の地震に関する主張は絶対的安全性を求めるもので失

当、ハウスメーカーの耐震基準はやわらかい地盤を想定しているのに対し、原発は固い地盤に設

置されているなど被告の考え方を主張しています。（49）は、配管の管理や MOX 燃料について

の原告求釈明に対する回答であり、被告代理人弁護士が概要について口頭説明しました。 

法廷では、原告側代理人弁護士が、被告提出書面は次のように看過できない問題があることを

指摘しました。 

① 原告は、新規制基準の精神から導き出される「地質、地盤等については必要な調査が尽く

されていること」など 5 つの条件を設定しているのであり、被告の「絶対的安全を求める

もので失当」という反論は原告主張を曲解している。 

② 被告は、「地盤の構造を調査する三次元探査は、解放基盤面から構造物への伝播過程の増幅

などを検討するために行われるものであり、本件原発は解放基盤面に構造物を設置してい

るため不要」としているが、地震ガイドは解放基盤面での基準地震動を決めるために必要

とされており、被告の主張は反論になっていない。 

③ 被告は「MOX 燃料については国の方針に従う」としているが、国の方針は空っぽで何も

ない。一方で、高浜の廃炉は遠くない将来に迫っている。国の方針がないなかでどうする

か決めるのは事業者の責任だ。 

今後の予定は、現在の裁判長と主任裁判官は 4 月異動の予定であり、3 月で可能な限り主張を

完了し、新しい裁判長のもとで証人尋問を行うことなどが確認され、6 月に証人申請を行い、9

月から原告側証人尋問に入る見通しであることなどが明らかにされました。 
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お知らせ 
 

１． 国体・県財政研究会(第 2 回：前回の予定を延期) 
日時 2019 年 12 月 25 日（火）10:00~12:00 

場所 滋賀県職員組合自治研室 

議題 国体事業と県の財政見通しについて（問題点を整理） 

   彦根市の国体事業と市民生活へのしわ寄せ状況 

   県立体育館、草津市プール整備で採用されている PFI 手法について 

   提言案について 

 

２． 議会活性化に関する第７回研究会 
議会活性化をテーマに研究会を設置して調査を実施していますが、第 4 回研究会を以下のと

おり行います。どなたでも自由に参加していただけます。 

日時 2020 年 1 月 20 日（月）10:00~12:00 

場所 滋賀自治体問題研究所 

議題 ・議会改革白書 2016 年版などをもとにした滋賀県の最新状況のまとめ 

   ・ケーススタディ（①甲賀市政治倫理審査会、②彦根市庁舎耐震化工事における「裏    

    合意」と百条委員会、③ 2019 年度当初予算を否決した彦根市議会とその後の対応、

④その他） 

   ・提言案と報告書の整理 

   ・自治研集会への報告            自治研集会予定レポート 

 

３． 第 19 回滋賀地方自治研究集会             
日時 2020 年 2 月 24 日（月・休） 

13:30～16:45 

場所 滋賀県教育会館 2 階大会議室を 

中心として 

基調講演 

自治体戦略 2040 構想で自治体はどなるか」 

 講師 本多滝夫 

（副理事長、龍谷大学教授） 

※現在のところ、調整中を含めて右の 

ようなレポートをお願いしており、 

３つの分科会を設置する予定です。 

 ※議会の活性化に関する分科会は日を 

改めて実施する予定です。 

 

 

 

４． 滋賀自治体問題研究所創立 35 周年記念講演会、レセプション、記念誌の発行 
記念講演 2020 年 7 月 4 日（土）の 15:00~17:00 

講演講師太田昇氏（岡山県真庭市長・前京都府副知事） 

(仮題）「歴史から学んで地域の資源を活用し、循環型のまちづくりを推進」 

  場所 滋賀ビル 9 階（中国料理かすが横会議室） 

  レセプション 7 月 4 日 17:;15~19:15 （中国料理かすが） 

  記念誌 役員経験者などに寄稿をお願いするとともに、25 年から 35 年の歩みを整理する予    

      定です。 

支所・公民館を守る取り組み
越市政の評価、市長選挙の結果について
国体と県の財政問題

小西新市政の２年間で何が変わったか？

滋賀の教育の課題
滋賀における原発裁判の状況
障害児者の暮らしの場を考える滋賀県民の会の活動報告
2020年を「核兵器のない世界」への転機に 
三日月県政の現状課題
家族農業の推進と所得保障
滋賀の医療・介護について
自治体キャラバン2019の取組
国体用プールの問題
滋賀県の保育の課題
9条を守る滋賀の取り組み
4年目をむかえた日野のまち研
職員への求償問題などにみられる高島市政の現状
議会改革の現状と課題
まちづくりについて
議会の活性化に向けた調査（中間報告）
滋賀の青年のおかれた現状について
介護保険審査請求の取り組み


