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本特別委員会の調査が終了しましたので、会議規則第107条の規定により、

別紙のとおり報告します 
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議会活性化特別委員会調査報告書 
 

 

１ 調査事項 
   「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」の推進のため調査検

討を行う。 

  ①議会活動及び委員会活動の活性化に関する調査研究について 

  ②広報・広聴及び議員力向上に関する調査研究について 

  ③その他議会の活性化に関する調査研究について 

 

 

２ 活動の経過 
（1） 平成25年６月24日本特別委員会が設置され、議長指名により楠 浩

幸、佐原佳美、渡辺 貢、吉田建二、加藤弘己、竹内祐子、荻野利明、

豊田一仁、菅本利隆、島田正次、馬場 衛、牧野考二、藤井靖夫、鈴

木義則、中村博行、内藤正敏、神谷里枝、二橋益良の18名の委員が選

出された。 

（2） 同日委員会を開催し、委員長に二橋益良を、副委員長に渡辺  貢を

それぞれ互選した。 

（3） 議員からの議会活性化に対する意見及び平成 23年６月に設置された

議会改革特別委員会において結果まで至らなかった項目について、第

１分科会、第２分科会に分かれて調査検討を行った。 

 

 

３ 委員会開催等の状況と内容 

 
 次の特別委員会を開催した。 

 ・議会活性化特別委員会  21回 

 ・第１分科会       11回 

 ・第２分科会       12回 

 

 

４ 検討概要 

  ○委員会交付金について 
   ・政務調査費（現行：政務活動費）にかわるものとして、常任委員会の

調査及び研究のために交付されてきたが、議員個人の調査研究に係

わる部分を明確に区分するために政務活動費を導入し、「湖西市議会

の委員会費の交付に関する規則」を廃止する。 

第１分科会 
委員会交付金、会派、議員間討論、議会運営、議決事項、

定数・報酬、活性化 

第２分科会 
法・ルール、情報共有、議会報告会、広報・広聴、参画、

資質・倫理観、事務改善 
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   ・今後、常任委員会に係る必要経費については、議会運営費にて予算計

上する。 

 

  ○政務活動費について 
   ・議員個人の調査研究のため政務活動費を交付することで、議員の資質

向上を図る。 

   ・政務活動費の支給に関する条例及び関連する規定の整備と、研修会な

どの実施を提案する。 

 

  ○文書質問制度の導入について 
   ・文書質問の趣旨としては、会派制度により発言が制約されているなか

では、必要な権利と考える。当市議会においては、発言の場が阻害

されている状況ではなく、議員活動において支障等ないことから文

書質問制度については導入しない。 

 

  ○議員間討議について 
   ・議員間討議は１つのツールと考える。議員全員の共通認識や議員相互

の考え方を理解するためにも必要と考える。 

   ・委員会より導入し、実施しながら検証していくこととし、他の議員の

発言に真摯に耳を傾け、相互の発言を尊重する。 

 

  ○会派制度の導入について 
   ・現状において、会派制度に対するデメリットが強く懸念される。必要

性が生じた場合には協議検討するということで、会派制度について

は導入しない。 

 

  ○反問権について 
   ・議員の質問に対して質問内容確認のために問い返すことができる権利

を「反問権」とする。 

   ・本会議や委員会において、現状は質問内容の確認のため問い返すこと

が行われていることから権利として議会基本条例に規定することを

提案する。 

 

  ○予算決算審査における質問通告制のあり方について 
   ・予算及び決算審査において、質問数が多くなっていることもあるが、

行政執行部から整理された正確な答弁を求める必要から通告制は継

続する。 

   ・現状審査において、委員長の判断で通告のない質疑を各款２問程度認

めているが、審査の過程において新たな疑義が生ずることもあるの

で、各款２問程度の制限を廃止とする提案をする。 

 

  ○一般質問のあり方について 
   ・一般質問（個人）については議員個人の活動であり、重複時の調整時

間の確保は現状のとおりとする。 
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   ・代表質問については、委員会活動との関連も強いことから、状況に合

わせてその実施方法については今後とも協議検討していくものとす

る。 

 

  ○議会先例集の見直しについて 
   ・現状おこなっていること及び議会活性化特別委員会により検討された

ことについて議会運営委員会において見直し検討することを提案す

る。 

   ・関係例規についても、例規改正に合わせて内容の更新を行うことを提

案する。 

 

  ○議会だより編集委員会の特別委員会化について 
   ・広報広聴という関係において協議していくべきと考える。広報広聴の

検討については、正副議長、議会活性化特別委員会正副委員長、議

会活性化特別委員会第１分科会・第２分科会正副会長に委ねること

を提案する。 

 

  ○議会活性化の運営組織づくりについて 
   ・議会活性化推進のための組織の必要性は認識するが、現時点において

の具体的検討は行わない。議会活性化に向けて議会基本条例に「議

会活性化を推進するとともに、常に見直しを行い改善を図るための

組織を設ける」ことを提案する。 

 

  ○議決事項の追加について 
   ・市の総合計画の基本構想は、地域の発展のために立てられる各種の具

体的な計画のすべての基本となるべきもので、市の経営の基本であ

ることから「総合計画の基本構想の策定及び変更に関すること」を

地方自治法第 96条第２項に規定する議決事件として議会基本条例に

規定することを提案する。 

 

  ○議員定数について 
   ・意思決定機関として各常任委員会の委員が議論し、意思決定するうえ

で最低限の人数が６人と考える。各常任委員会としては、行政執行

部の組織構成上、３常任委員会は必要と考え、議員定数 18人は最低

限の人数であると考える。 

 

  ○議員報酬について 
   ・現在の財政状況から考えると、現状のとおりとするべきと考える。 

 

  ○本会議中の待機職員のあり方について 
   ・行政執行部の答弁は正確に行い、複数の課に関係することについては、

横の連携も持ち真摯に対応してもらいたいことから、議会としては

検討せずに行政執行部の判断にゆだねるものとする。 
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  ○議会報告会について 
   ・「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」を目指すため、議

会報告会にて議会の活動状況等を市民に説明し、意見交換を行う。 

   ・年１回開催し、当面の間、当初予算審議の３月定例会後、中学校区単

位で開催する。 

   ・議会基本条例に規定すべき事項とする。 

 

  ○通年議会の導入について 
   ・現状、湖西市が通年議会を採用しなければならない状況ではない。今

後の研究課題として継続して調査研究していく。 

 

  ○ペーパーレス化について 
   ・紙媒体による情報が多いことから、市役所全体のペーパーレス化に合

わせながら、少しずつ出来ることを実行していく。 

 

  ○議員の政治倫理について 
   ・議員の政治倫理の明確化及び市民の信頼を得るため、議会基本条例の

制定後に倫理に関する規定を制定する取り組みを提案する。 

 

  ○議員の資質向上について 
   ・議員の研修内容を明確にし、研修の定例化を図るために「湖西市議会

議員研修要綱（案）」を策定することを提案する。 

 

  ○意見書の処理手順について 
   ・陳情に関する議会活動を活性化させ、議案として上程しやすくするた

めにも処理手順の改善を提案する。 

 

  ○広報広聴について 
   ・広報広聴は議会全体の活動テーマであり、多くの課題があることから

正副議長、議会活性化特別委員会正副委員長、議会活性化特別委員

会第１分科会・第２分科会正副会長において協議検討してもらうこ

とを提案する。 

 

  ○行政委員会等の情報共有・参画について 
   ・各種行政委員会及び審議会等の情報共有について行政執行部との調整

を行う。 

 

  ○各種行事の情報共有について 
   ・各種行事の情報をインターネット上で見ることにより、議員個人の判

断で情報選択をする。 

   ・行政執行部に対して、行事については湖西市ウェブサイト「イベン

ト・行事」に確実に掲載することを要望する。 
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  ○議案や各種計画に関する情報共有・参画について 

①条例制定や各種計画策定において、議員が事前に理解を深めるための

参画プロセスを定めること。 

②行政執行部との情報共有を図るため常任委員会を毎月定例的に開催す

ること。 

③各種計画をすべてウェブサイトへ掲載すること及び現在配布されてい

る各種計画等の資料に加え新たに配布を希望する資料を定め、行政執

行部へ要望すること。 

以上を提案する。 

 

 

５ 中間提言 平成26年６月定例会第１日（平成26年6月2日） 
 

 議会活性化特別委員会において検討した結果のうち、次の事項について実

施するよう議会へ提言する。 

 

①議会基本条例の制定について 
議会活性化特別委員会では、「市民が主役で、活発な議論をする、見える

議会」の推進のため検討項目について議論をすすめてきた。 

議会は、市民に対して積極的に情報の公開や発信を行うとともに、議会報

告会を始め市政への市民参加を推進し、公正・透明で市民に分かりやすい、

開かれた議会に今以上に取り組んでいく必要がある。 

また、市民から厳粛な信託を受けた議員は、高潔な政治倫理を保持し、不

断の自己研さんに努め、自らが汲み上げた市民の意見を議員間において自由

に討議することで、市民全体の福祉の向上に資する最良の判断に至るよう、

合意形成に努めていかなくてはならない。 

湖西市を取り巻く環境は、変化しており、迅速・的確・柔軟に対応してい

くためには、議会及び議員自らが変革していく必要がある。 

そのため、湖西市議会は、市民と議会の関係や議会と市長の関係、議会運

営等に関する基本理念を定めることにより、市民の厳粛な信託に応えられる

議会に進化することを目標に、議会基本条例の制定を提言する。 

 

②湖西市議会の委員会費の交付に関する規則の廃止について 
 各常任委員会の調査及び研究のために交付してきたが、議員とし幅広く調

査研究を行うには制限があることから、政務活動費への変更部分と常任委員

会に係る必要経費との区分整理を行い、地方自治法第 100条第14項に基づく

政務活動費の支給に関する条例制定に合わせて廃止することを提言する。 

 

③議員間討議について 
 他の議員の発言に真摯に耳を傾け、相互の発言を尊重することで、議員全

員の共通認識や議員相互の考え方を理解し、市民全体の利益となるように

最良の判断をしていくために試行しながら検証していくことを提言する。 
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④予算・決算審査における質問通告制のあり方について 
 質問は整理された正確な答弁を求める必要から、原則通告制とするが、審

査の過程で新たな質問が生ずることもありえることから、現在、通告のな

い質問を各款２問程度としていることについて制限を廃止することを提言

する。 

 

⑤議会先例集の見直しについて 
 議会及び議員自らが変革し、迅速・的確・柔軟に対応していくために常に

見直しを行っていくことを提言する。 

 

⑥意見書の処理方法について 
 陳情等による議会活動を活性化させ、議案として上程しやすくするために、

提出期限の廃止及び処理手順を明確化することで、請願・意見書提出依頼

の方法について、市民への周知を図ることを提言する。 

 

⑦議案や各種計画に関する情報共有・参画について 
 議案や各種計画に関する情報共有及び議会の参画を推進するため、条例制

定（目的、基本方針、条例素案）と計画策定（目的などの基本的事項）に

ついての意見交換、説明の行程手順について、行政執行部との調整を図り

明確化することを提言する。 

 

⑧行政委員会等の情報共有・参画について 
 各種行政委員会及び審議会等の開催予定と会議録について湖西市ウェブサ

イトに掲載することを行政執行部に要望することを提言する。 

 

 

６ 提言後に実施した事項 
 

 

①議会基本条例の制定について 
  平成26年12月定例会において可決。平成27年4月1日より施行。 

 

②湖西市議会の委員会費の交付に関する規則の廃止について 
  平成27年4月1日をもって廃止。 

 

③予算・決算審査における質問通告制のあり方について 
  平成26年8月26日開催の議会運営委員会において決定。平成26年9月定例

会決算特別委員会より通告のない質問を各款２問程度としてきた制限を廃

止。 

 

④議会先例集の見直しについて 
  先例集の見直し及び整理を実施。 
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⑤意見書の処理方法について 
  意見書に係る処理手順について平成26年12月17日開催の議会運営委員会

において決定。平成27年4月1日より施行。 

請願・陳情制度と書式例について市議会ウエブサイトに掲載。 

 

⑥行政委員会等の情報共有・参画について 
各種行政委員会及び審議会等の開催予定と会議録について、平成27年1

月21日より湖西市ウェブサイトに掲載されるようになった。 

 

 

７ 検討協議により実施した事項 
 

 議会活性化特別委員会において検討協議していくなかで、実施した内容は

次のとおりである。 

 

①議員政治倫理条例の制定について 
  平成26年12月定例会において可決。平成27年4月1日より施行。 

 

②政務活動費の交付に関する条例の制定について 
  平成26年12月定例会において可決。平成27年4月1日より施行。 

 

③議員研修要綱の制定について 
  平成27年2月12日開催の議会運営委員会において決定。平成27年4月1日

より施行。 

併せて、平成27年度湖西市議会議員研修実施計画書を作成。 

 

 

８ まとめ 
 

 本特別委員会では、議会の活性化に関し幅広い事項に渡り協議検討を行い、

簡易な内容の変更から条例制定の提案まで行ってきた。 

これで、本特別委員会の調査・研究は区切りとなるが、今後も湖西市議会

の指針である「市民が主役で、活発な議論をする、見える議会」に沿って、

情報公開、情報発信、市民参加、組織改革、運営改革、議員改革及び目的意

識を持ち、議会基本条例の趣旨を生かしながら時代に適合した議会を目指す

ことが必要である。 

「誰のための議会か」「議員として何をすべきか」平成27年４月１日から

施行する議会基本条例を機に、議員が継続的に議会の改革と活性化を協議検

討していくことをここに宣言する。 

 

以上 
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（別紙） 

 

 議会活性化特別委員会 

 

開 催 日 内   容 

第1回 

平成25年6月24日(月) 

・正副委員長を互選 

・閉会中の継続審査の申出を決定 

第2回 

平成25年7月11日(木) 

・議会活性化に対する意見について 

・調査検討方法（分科会等）について 

第3回 

平成25年7月23日(火) 

・目標及び調査検討区分事項について 

・調査検討日程について 

・分科会の調査検討事項と構成について 

第4回 

平成25年8月23日(金) 

・第1分科会、第2分科会開催報告について 

・分科会報告に対する質問・意見について 

・今後の議会活性化特別委員会の進め方に

ついて 

第5回 

平成25年10月21日(月) 

・第1分科会、第2分科会開催報告について 

・分科会報告に対する質問・意見について 

委員派遣 

平成25年11月7日(木)～ 

11月8日（金） 

訪問先：千葉県松戸市、東京都多摩市 

視察内容：議会改革について 

委員派遣 

平成25年11月11日(月)～ 

11月12日（火） 

訪問先：兵庫県加西市、岡山県笠岡市 

視察内容：議会改革について 

委員派遣 

平成25年11月14日(木)～ 

11月15日（金） 

訪問先：東京都町田市、埼玉県和光市 

視察内容：議会改革について 

第6回 

平成25年11月22日(金) 
・第1分科会、第2分科会開催報告について 

第7回 

平成25年12月19日(木) 
・第1分科会、第2分科会開催報告について 

第8回 

平成26年1月28日(火) 

・第1分科会、第2分科会開催報告について 

・項目別協議処理票の判断 

第9回 

平成26年2月17日(月) 

・第1分科会、第2分科会開催報告について 

・項目別協議処理票の判断 

第10回 

平成26年4月11日（金） 

・第2分科会開催報告について 

・項目別協議処理票の判断 

・その他報告について（広報広聴など） 

第11回 

平成26年4月21日（月） 
・項目別協議処理票の変更について 

第12回 

平成26年4月25日（金） 

・中間報告（案）について 

・その他報告について（基本条例関係） 
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開 催 日 内   容 

第13回 

平成26年5月8日(木) 

・中間報告（案）について 

・議会基本条例（案）について 

第14回 

平成26年6月2日(月) 

・議会基本条例（案）について 

・議会基本条例に係る当局意見について 

・議会活性化特別委員会提言等に係る事務

処理について 

第15回 

平成26年7月17日(木) 

・議会基本条例（素案）について 

・議会基本条例（素案）説明会について 

・議会基本条例（素案）に対するパブリッ

クコメントについて 

・予算・決算審査について 

・議員政治倫理について 

委員派遣 

平成26年8月4日(月)～ 

8月5日（火） 

訪問先：長野県佐久市、長野県安曇野市 

視察内容：議会改革について 

委員派遣 

平成26年8月4日(月)～ 

8月5日（火） 

訪問先：福井県あわら市、福井県坂井市 

視察内容：議会改革について 

第16回 

平成26年8月26日(火) 

・第 1分科会、第 2分科会行政視察報告につ

いて 

・議会基本条例（素案）説明会について 

・議員政治倫理条例（案）について 

・政務活動費の交付に関する条例（案）に

ついて 

第17回 

平成26年9月3日(水) 

・議員政治倫理条例（案）について 

・政務活動費の交付に関する条例（案）に

ついて 

第18回 

平成26年10月17日(金) 

・議会基本条例（素案）に対するパブリッ

クコメントについて 

・政務活動費の交付に関する条例（案）に

ついて 

・議員政治倫理条例（案）について 

・条例や各種計画の参画と事前審査につい

て 

・９月定例会傍聴者アンケート結果につい

て 

・一般質問通告書様式の変更（案）につい

て 

・議会活性化特別委員会提言等に係る取組

（案）について 
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開 催 日 内   容 

第19回 

平成26年11月18日(火) 

・議会基本条例（案）について 

・議員政治倫理条例（案）について 

・政務活動費の交付に関する条例（案）に

ついて 

・行政計画策定における議会意見の反映に

ついて 

・新設条例等における議会への説明につい

て 

第20回 

平成26年12月17日(水) 

・新設条例等における議会への説明につい

て 

・行政計画策定における議会意見の反映に

ついて 

第21回 

平成27年2月20日(金) 

・最終報告（案）について 

・議会活性化特別委員会調査終了について 
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（別紙） 

 

 第１分科会 

 

 

開 催 日 内   容 

第1回 

平成25年7月23日(火) 
・正副分科会長の互選 

第2回 

平成25年8月1日(木) 
・分科会の進め方について 

第3回 

平成25年8月28日(水) 

・検討事項別調査内容の報告 

・今後の進め方について 

第4回 

平成25年10月7日(月) 

・調査内容報告と協議検討について 
 （質問趣意書制度の導入、反問権、議会中の待機

職員、予算決算審査における質問通告制、一般質

問、議会先例集の見直し、議会だより編集委員会

の特別委員会化、議会活性化の運営組織づくり）  

第5回 

平成25年11月5日(火) 

・調査内容報告と協議検討について 

 （議決事項、議員定数、議員報酬、議員

間討論） 

第6回 

平成25年11月25日(月) 

・調査内容報告と協議検討について 

 （会派、委員会交付金） 

第7回 

平成25年12月17日(火) 

・調査内容報告と協議検討について 

 （委員会交付金） 

第8回 

平成25年12月25日(水) 

・調査内容報告と協議検討について 

 （委員会交付金、議決事項） 

第9回 

平成26年1月24日(金) 

・調査内容報告と協議検討について 

 （議会活性化推進のための組織、政務活

動費の収支報告書の公開） 

・項目別協議処理票の確認 

 （質問趣意書制度の導入） 

第10回 

平成26年2月7日(金) 

・項目別協議処理票の確認 
 （文書質問制度の導入、議員定数、議員報酬、本

会議中の待機職員のあり方、反問権、会派、一般

質問のあり方、議会活性化の運営組織づくり、予

算決算審査における質問通告制のあり方、先例集

の見直し、議会だより編集委員会の特別委員会

化、議員間討論、議決事項の追加）  

第11回 

平成26年2月12日(水) 

・項目別協議処理票の確認 
 （文書質問制度の導入、議員間討議、会派、反問

権、予算決算審査における質問通告制のあり方、

一般質問のあり方、先例集の見直し、議会だより

編集委員会の特別委員会化、議会活性化の運営組

織づくり、議決事項の追加、議員定数、議員報

酬、本会議中の待機職員のあり方）  
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（別紙） 

 

 第２分科会 

 

 

開 催 日 内   容 

第1回 

平成25年7月23日(火) 
・正副分科会長の互選 

第2回 

平成25年8月1日(木) 
・分科会の進め方について 

第3回 

平成25年8月28日(水) 

・分科会の進め方の確認 

・担当別調査項目についての簡単な報告 

・議会報告会、通年議会について 

第4回 

平成25年10月7日(月) 

・調査報告と意見交換について 

（議会報告会、ペパーレス化） 

・行政視察について 

第5回 

平成25年11月5日(火) 

・調査報告と意見交換について 

（通年議会、ペーパーレス化、情報共

有・参画） 

第6回 

平成25年11月26日(火) 

・調査報告と意見交換について 

（議案の情報共有、参画） 

第7回 

平成25年12月17日(火) 

・調査報告と意見交換について 

（情報共有・参画、政治倫理、資質向上、

広報広聴） 

第8回 

平成26年1月16日(木) 

・調査報告と意見交換について 

（資質向上、条例制定や計画への参画、各

種行事等の情報提供、広報広聴） 

第9回 

平成26年1月27日(月) 

・条例制定や計画への参画プロセス 

・資質向上 

・広報広聴 

・項目別協議処理票の確認 

 （議会報告会の開催、通年議会の導入、

ペーパーレス化、議員の政治倫理、資質

向上、広報広聴、行政委員会等の情報共

有・参画、各種行事への情報共有） 

第10回 

平成26年2月14日(金) 
・条例制定や計画への参画プロセス 

第11回 

平成26年2月20日(木) 
・意見書の処理手順の再検討 

第12回 

平成26年4月1日（火） 

・意見書の処理手順について 

・条例制定や計画の参画プロセスに関する

当局からの回答結果報告 

 

 


