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概

要	 

日	 時	 平成 25 年 5 月 16 日（木）〜17 日（金）	 場	 所	 ピアザ淡海	 

研修名	 第 22 回	 市町村議会議員研修会	 

  	 

内

容	 

講義	 

要旨	 

【第１講義：記念講演】	 	 	 	 	 	 	 講師：中山	 徹（奈良女子大学大学院教授）	 

■公共事業の拡大を考える	 

	 

１．日本の公共事業の流れ	 

	 

	 ・以前の公共事業費費は総額が大きく、政策としては”不況	 

	 	 対策”としての意味合いが強く、しかし、財政危機を招き、	 

	 	 社会保障費の予算が縮小化し、地方は公共事業依存型の体	 

	 	 質となった。	 

	 ・小泉政権のとき公共事業が大きく変わり、大都市向けの公共事業（空港・港湾・	 

	 	 環状道路）に規制緩和を行い民間事業者の開発を誘導。	 

	 	 また、全国総合開発法から国土形成法（2005 年）に変更し、道州制を念頭に	 

	 	 置いた８程度の広域ブロックの将来像を描く。	 

	 ・民主党政権になり「コンクリートから人へ」と政策を掲げ、選択と集中として	 

	 	 公共事業の必要性を仕分けした。	 

	 	 しかし、東日本大震災発生により、それ以降は、大災害対策へと進む。	 

	 ・自民党の政権復帰で、また都市型の大型公共事業や、国際競争力強化に資する	 

	 	 インフラ整備に予算が配分されている。	 

	 

２．今後の公共事業のあり方	 

	 

	 ・インフラの寿命が近づいている。2030 年度で道路の 53％、港湾岸壁も 53％、	 

	 	 河川管理施設は 60％が耐用年数を迎え、更新すべきインフラの取捨選択が求	 

	 	 められる。	 

	 ・阪神大震災、東日本大震災など地震帯国である日本は、自然災害に強い国土整	 

	 	 備が望まれ、人口や産業が今後減少局面に向かう中、高齢者福祉に対する需要	 

	 	 は増加することから、福祉施策整備に重点を置くべき。	 

	 ・生活圏レベルで事業の優先順位を市民が議論する仕組みを作るべきであり、福	 

	 	 祉や教育など、日本のどこにいても最低保証されるべき基準、安全性に関わる	 

	 	 基準などは全国的な最低基準を設けるべきであり、財政と矛盾せず、国民ニー	 

	 	 ズが反映できるような公共事業のあり方が望まれる。	 

所	 感	 

	 20 世紀、日本で進められてきた公共事業概要を振り返って上で、小泉政権下の

構造改革以降進んだ公共事業改革の特徴を捉え、そして民主党政権がそれをどのよ

うに引き継いだか、さらに安倍政権下における２０１３年度予算の特徴などを見て

今後の公共事業のあり方を話して頂いた。	 

	 その中で、超高齢社会と少子社会の中心にある社会の、日本人のための公共事業

のあり方のヒントを教えて頂いたと思う。今後活動に活かしたい。	 



内

容	 

講義	 

要旨	 

【第２講義：特別報告】	 	 	 	 	 	 	 	 講師：戸上	 健（三重県鳥羽市議会議員）	 

■会派制を廃止、全員が一丸議会へ前進	 

（１）改革前の鳥羽市議会	 

	 ・議員定数は 16 人。会派は、5 つの会派はあるが、政党や政策	 

	 	 で集まった会派ではなく、会派として政策条例を一度も出し	 

	 	 たこともなく、会派の主要な役割は議長選挙と人事、議会の	 

	 	 主導権把握だけ。	 

	 ・会派代表者会議が絶大な権力を持つ。	 

	 ・議長は第 1 会派と第 2 会派の議員が 1 年交代で就任。	 

（２）会派廃止の機運	 

	 ・有力議員らが少数会派になった。	 

	 ・議会基本条例策定過程の覚醒作用で議員の意識に変化が。	 

	 ・議会報告会やアンケートによる市民の声も後押し。	 

（３）会派廃止後の変化	 

	 ・全議員対等平等性が発揮され、会派代表者会議が全員協議会になり、会派の縛	 

	 	 りが無くなったこともあり自由に討議できる議会になり、全議員が一致団結し	 

	 	 て取り組む気風に変わった。	 

	 ・視察研修も自由参加の目的別視察になり学ぶ気風が高まる。	 

	 ・人事も適材適所で人選することに。	 

	 ・「津波だ！みんな逃げよう条例」の制定、「鳥羽市空き家条例」の制定に。	 

	 ・議会力のアップで執行部側に緊張感が出てきた。	 

（４）残された課題	 

	 ・立法機能の力不足	 

	 ・議会改革の推進	 

所	 感	 

	 鳥羽市議会は日経グローカル誌の「議会改革全国ランキング」第 2 位にランクさ

れ、「マニフェスト大賞」でも審査員特別賞を獲得。	 

	 それらは、ソーシャルネットワーク化（本会議・委員会・全員協議会すべてをネ

ット公開する）、全議員によるタブレット端末を活用した議会活動、市内全町内に

出かける議会報告会・意見交換会の実施などが評価されたもの。	 

	 そのベースに会派制度廃止を盛り込んだ「議会基本条例」の制定があると思う。	 

	 講師の戸上さんは、まだ１期目とは言え、情熱的で行動的な方であり、大変ユー

モアのある方で講義の内容がよく伝わってきた。	 

	 当市議会では、会派廃止などとても無理だとは思うが、せめてソーシャルネット

ワーク化などを使った見える議会への改革は重要だと感じた。	 
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【第３講義：実践講義】	 	 	 	 	 	 	 	 講師：芳野政明（社・埼玉県 CC 理事長）	 

■住民に“議会が見える”広報活動を	 

（1）地方自治体の議会広報とは、政策や条例の提案内容を広	 

	 	 報するだけでなく、地域の多様な意見、論点を整理、公開	 

	 	 することが重要。	 

（2）議会改革は広報改革と一体	 

	 	 ・議会に関わる経費の削減や議会の政策機能の強化、そし	 

	 	 	 て住民と議会との関係づくりなど、議会広報、広聴活動

の役割が一段と大きくなっている。	 

（3）「開かれた議会」への 2 大改革	 

	 	 ・市民に見える議会として、議会広報はもとより CATV やインターネットによ	 

	 	 	 る議事の中継、夜間、休日議会の開催などの実施や市民の意見を聞く議会と	 

	 	 	 して、議会報告会や意見交換会等の開催、また請願、陳情等の取扱いの改善	 

■議会報発行の意義	 

	 	 ・議会への関心と地方自治への参画意欲が高まりまちづくりへの実践に参加を	 

	 	 	 促すとともに、知る権利、批判の自由が確保される。	 

■「伝える広報」から「伝わる広報」へ	 

	 	 ・住民が読むものを常に念頭に置く	 

	 	 ・一般市民との間にある情報格差を考慮した企画、編集に気を配る	 

	 	 ・住民との対話がある企画、住民とともに作る広報	 

	 	 ・分かりやすい記事、訴求力ある見出しを	 

■全国の議会広報を参考に	 

	 	 ・記事や見出し、レイアウトなど実際の広報を使っての説明	 

	 

【第４講義：実践報告】	 	 	 	 	 講師：山崎弘子（NPO まちづくり役場事務局長）	 

■長浜・まちづくり役場の面白さ	 

	 	 ・昭和 58 年長浜城再建とともに、まちづくりの機運高ま	 

	 	 	 り、市民主体の運動が広がる中、明治時代の「黒壁銀行」	 

	 	 	 の建物保存をきっかけに、民間と行政が出資をして本物	 

	 	 	 のガラス文化の追求を目指す第三セクター「株式会社黒	 

	 	 	 壁」が誕生。そこから、長浜は全国から多くの人を集め	 

	 	 	 る町へと生まれ変わった。そして、持続可能ななちづく	 

	 	 	 りの主体として平成 10 年「まちづくり役場」発足。	 

	 	 ・機能としては、情報発信機能、ネットワーク機能、まち	 

	 	 	 づくりの研究がある。	 

	 	 ・まちづくり役場の事業は、11 にも及び様々な団体がまちづくり役場をプラ

ットフォームとして事業展開を行っている。	 

	 

所	 感	 

＜第３講義＞議会広報のみならず、後援会便り等、日々自分で編集し作成している

広報物が実際問題としてどれだけ読まれているところは気になるところであり、公

報作成の留意点やビジュアル時代の広報誌の作り方など、かなり勉強になった。	 

	 議会改革としては、やはり議会中継であろう。「できない」ではなく「実践する

ためにはどうするのか」の議論が栗東市には不足していると感じている。	 

	 

＜第４講義＞長浜のまちづくりは、いつも感動させられる。市民主体の活動を行政

として「受け入れる」文化があることはすばらしい。栗東市も「協働のまちづくり」

を推進してはいるが、行政主体の感は否めない。	 

	 もっと広く深く住民の意見が取り入れられるような仕組みづくりが重要である

と改めて感じた。	 

 


