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b 栗 東 市 議 会

議会改革特別委員会
行政視察報告

石川県小松市議会議場にて

視察日 : ２０１７年１０月３０（月）〜１０月３１（火）
視察先 : 福井県小浜市議会・石川県小松市議会
目

的 : ①議会条例に基づく議会改革の具体的な施策について
②予算常任委員会の審査方法について

出席者 : 議会改革特別委員会

藤田啓仁（委員長）・片岡勝哉（副委員長）・上田忠博（副議長）
谷口茂之（部会長）・國松 篤・田村隆光・大西時子・中村昌司
野々村照美・三木敏嗣（以上10名）

栗東市議会事務局

松田光正・元持雄二（以上2名）

報告：田村隆光
!
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・議会報告会の

福井県小浜市
●議会条例に基づく議

開催や自由討
議、反問権等の
規定を明記

会改革の具体的な施策
について

↓
○平成２７年の
取り組み

●議会基本条例の制定の経緯
○議会基本条例を制定するため
に、平成２０年から協議を始め、
平成２１年から「議会改革」に取
り組む。
↓

＊意見交換会
に関する要
綱の見直し
→常任委員
も開催できるように

○平成２２年までの取り組み
＊議員定数の見直し
・Ｈ１９年に１８人に
＊議会放映開始
・平成１０年から地元のケー
ブルテレビでライブと録画
の放映を１日2回放送
＊一般質問の見直し
・一問一答方式と対面方式の
導入
＊政務調査費制度の見直し
・領収書の添付の義務化
・全面公開
・月額４万円 月額２万円
・会派から個人支給に
・ガイドライン等の作成
＊予算常任委員会の設置
・平成18年の地方自治法改正
を機に分科会方式の予算常
任委員会を設置
＊費用弁償の見直し
・市内の旅費、日当の廃止
↓
○平成２３年の取り組み
＊予算決算常任委員会の設置
＊議会改革特別委員会の設置
・議会改革の推進と議会基本
条例を2年後に制定すること
を目指し、調査研究のため
↓
○平成２５年の取り組み

!

＊小浜市議会基本条例の制定
・平成25年４月１日施行

【小浜市の特徴】

会だけでなく特別委員会で
＊広報委員会の位置付けの明確

■人口
・29,832人（H29.10現）

化
・議会広報の充実を目指し、
任意の組織であった広報委
員会を基本条例に明記し、
設置要綱も整備
＊小浜市議会における災害発生
時対応要領の制定
・小浜市災害対策本部との連
携を図り、災害の拡大防止
および災害の早期復旧に寄
与することを目的として平
成27年３月に制定
↓
○平成２８年の取り組み
＊タブレットの導入
・平成28年9月より導入
・紙面との併用
・個人調達（政務活動費よ
り、本体1/2、通信費1/4を

■面積
・233.09km
■沿革
古代から⽇本海を隔てた対岸
諸国との交易が開け、⽇本海側
屈指の要港として栄え、陸揚げ
された⼤陸⽂化や各地の物産は
「鯖街道」などを経て、近江、
京都、奈良にもたらされた。
⼤陸とのつながりは、市内に
点在する数多くの⽂化遺産から
もうかがい知ることができる。
市制は、昭和26年(1951）
に、⼩浜町と内外海・今富・国
富・遠敷・⼝名⽥・中名⽥・松
永の１町７村が合併して敷か
れ、その後宮川・加⽃２村の編
⼊により現状の⼩浜市となり、
若狭地域の中核都市としてその
指導性を発揮している。

拠出）
↓
○平成２９年の取り組み
＊政務活動費の後払い制
＊議会基本条例の検証と見直し

■伝統産業
・若狭めのう細⼯（国指定伝統⼯芸品）
・若狭和紙（福井県郷⼟⼯芸品）
・若狭⽡
・若狭塗箸 など

・市民アンケートの実施、先
進地視察研修の実施などを
踏まえ、検証と見直しに着
手途中
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■議会
・定数 １８人
・会派 １会派（無会派５人）
・常任委員会 ３委員会

!

●議会報告会
○開催根拠
・基本条例に年1回以上は開催することを明記
○実施概要
・2年毎に班を４班に編成し、年2回実施。
・1回の報告会は、３日間で市内の全12の小学
校区の公民館で実施。
・内容は、定例会の報告、事前にヒアリングし
たテーマの報告と諸課題に関する意見交換など
を２時間程度で実施。
○実施要綱

・報告会で得た市民からの意見等を議会の政策
形成に活用するための「政策形成イメージ図」
に基づき運営することを要綱に明記。

・報告会の運営組織として、「議会報告会連
絡会」を設置。
・構成は、議長、副議長および予算決算常任委
員会、総務民生常任委員会、産業教育常任委員
会の各委員長、さらに議会広報の委員長と各班
長。

○政策形成イメージ

・連絡会の座長は副議長が担当し、班構成や課
題の調整、報告会で得た意見等の整理、および
報告会の運営に関することを協議する。
・連絡会は、報告会実施までに、自由討議等を
通じて、当該課題の整理を行い、必要に応じて
資料を作成する。
・班構成は、班長、報告者、記録者、受付を基
本とし、会場によってマイク係を追加。
・班超の任務は、開、閉会あいさつ、班員紹
介、議会報告、市政課題の意見交換。
・報告会終了後、会議概要、報告書を作成し連
絡会へ提出。

!

＜感想＞
まちの規模や議会の規模も、
当市より小さく、コンパクトな
小浜市であるが、若狭湾を含め
自然豊かで、食の恵みの多いま
ちであり、「食」に関する取り
組みが多く見られ、行政視察の
受け入れも食に関する視察が多
い。
議会改革としては、ほぼ10年
前から取り組まれており、時間
をかけて、定数削減や個人質問
の見直しなどを行い、一通りの
議会改革が終了した時点で「議

会基本条例」を制定するといっ
た丁寧な対応は参考となった。
議会報告会の実施について
は、議員全員を４班に分け、12
の公民館で年2回開催されてい
ることには脱帽であった。
また、その運営にあたり、連
絡会を設置され運営や開催後の
整理など、非常に丁寧に取り組
んでおられることは学ぶところ
が多い。
さらに、課題としてあった参
加者の問題についても、各種団
体に案内状を発送するなど工夫
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されているところなど参考とな
った。
そして、当市も検討中である
「タブレット」の活用について
も、すでに導入済みであり、ま
た議場での採決の賛否も電子式
であるなど先進性と時代による
必要性を強く感じた。
全体を通じて、視察の対応に
とても丁寧に対応いただき、気
持ちよく研修を終えられたこと
は感謝であり、受け入れの際の
勉強にもなった。
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石川県小松市
●予算常任委員会の審
査方法について
●「予算決算常任委員会」の
設置の経緯
○平成25年に「議会改革調査特別
委員会」を設置し、検討スタート
・平成27年の市議会議員の
選挙に向けて
↓
＊議員定数のあり方
・２４議席→２２議席
（Ｈ26.6月定例会〜）
・常任委員会の再編
＊予算決算常任委員会の設置
＊本会議における一問一答式の
導入など
○平成26年12月「予算決算常任委
員会」設置に関する答申
↓
○平成27年3月「予算決算常任委
員会運営要綱」の制定
↓
○平成27年6月「予算決算常任委
員会」設置

●設置の目的
＊従来の分割付託による審査方
法は各委員会での表決結果が
異なる可能性がある等の矛盾
が生じることから、これを解
消するため
＊予算審査と決算審査を同一議
員が行うことにより、総合
的・一体的な審査を行うた
め。

同じ（市長・副市長・各
部局長等）
＊理事会
・各常任委員会の正副委員
長8名、特に委員長が認め
たものはオブザーバーと
して出席できる。
・委員長は、予算決算常任
委員会の委員長が掌理す
る。
・開催場所は、委員会室
・出席理事者はなし。
＊分科会
・委員は、部門別常任委員
会と同じ。
・正副委員長は、部門別常
任委員会の正副委員長が
兼務。
・開催場所は委員会室
・出席理事者は、部門別常
任委員会と同じ（各部局
長および課長）

●予算決算常任委員会の構成
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＊全体会
・全議員22名
・正副委員長は互選
・開催場所は本会議場
・出席理事者は、本会議と

【小松市の特徴】
■人口
・108,579人（H29.10現）
■面積
・371.05km
■沿革
⼩松市は、⽯川県⻄南部に広
がる豊かな加賀平野の中央に位
置し、産業都市として発展し、
南加賀の中核を担っている。
東には霊峰⽩⼭がそびえ、そ
の裾野には緑の丘陵地、そして
⽥園、平野が広がり、それを縫
うように梯川が流れ、安宅の海
に注いでいる。
昭和15年、昭和30年、昭和
31年と編⼊合併を繰り返し、現
在へ⾄る。また、昭和45年に
は、三湖⼲拓事業も実施。
■主な産業
⾼度な産業集積と技術⼒を活
かし、⽇本⼀のシェアを誇るパ
ーティションメーカー、世界的
な電⼦部品メーカー、⽇本有数
のバス製造メーカーやそれらの
関連企業が⽴地。
農業も⽶作りでは県内有数の
収穫量を誇る。
■議会
・定数 ２２名（現在1名欠員）
・会派
３会派
・常任委員会 ４委員会
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特別委員会で審査していた繰越事業等の法定

●予算決算常任委員会への付託議案等

報告の審査を行う

○議案

○一般報告

＊予算、決算と関連するもの

＊議案と同時に審査すべき一般報告を除き、予

（例：指定管理者指定議案）

算決算常任委員会では扱わない。

＊基金の設置など予算の根幹に関わるもの

○請願・陳情

（例：基金条例設置議案）

＊原則として予算常任委員会では請願・陳情の

＊手数料条例に係る歳入予算を伴うもの

審査は行わない

（例：手数料条例改正議案）
○法定報告
＊繰越明許費等の繰越計算書及びこれまで決算

●予算決算審議の流れ
①議会運営委員会

②予算内示会

③予算説明会／決算説明会

＊⑦の全体会の流れ

本会議開会１週間前

本会議開会前日

・本会議場で開催し、正副委員長は
演壇部分に着席
・議案を分科会へ送付するのみの場
合、①の決定により省略可能
・通常は開催されない。
＊⑨の全体会の流れ

④本会議（初日）

⑤理事会

・議会の付託先を決定
・⑦の全体会開催の是非を判断
・予算決算常任委員会の運営の競
技のほか、運営方法の見直し（要
綱改正等）を行う

＊⑧の理事会の流れ

⑥本会議（質問）

⑦予算決算常任委員会（全体会）

⑧理事会

⑨予算決算常任委員会（全体会）

⑩分科会

⑪理事会

⑫予算決算常任委員会（全体会）

!

⑬本会議（最終日）

・総括質疑を行うが、予算決算常任
委員会に付託された議案に関連し
て市長に対して質疑を行うことが
できる。

・本会議から付託された議案を各
分科会へ送付
・理事会の決定により開催を省略
する場合がある
・予算決算常任委員会（全体会）
の進行を決定
・総括質疑、通告制、一問一答
・会派持ち時間制（会派基本持ち
時間40分＋会派人数×5分）、無会
派議員10分）答弁含
・詳細審査（質疑のみ）
・採決は行わない
・予算決算常任委員会（全体会）
の進行を決定
・分科会委員長報告
・締め括りの総括質疑
通告制・持ち時間10分答弁除く
一問一答
・討論はしない、採決
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・⑨で開催する全体会の議事運営を
協議する。
・総括質疑の順番を決める。
＊⑩の分科会の流れ
・予算は、分科会と部門別常任委員
会を同時に開催し、所管部局を一
括して審査する（基本的に、部門
別常任委員会の前に開催）
・決算は、分科会を単独開催し、部
局別に審査する。
＊⑫の全体会の流れ
・分科会委員長報告では、分科会の
主な質疑を報告
・複数の分科会にまたがる内容及び
政策的な判断を求める内容に限
り、市長に対して総括質疑を行う
ことができる。→ 実績はなし

!

●予算決算常任委員会設置による効果と課題
（１）分割付託解消による円滑な議案審査
（２）同一議員が予算決算審査を行うことによるチ
ェック機能の強化
（３）議案採決を行う本会議開催時間の減
（４）総括質疑のあり方等について、今後再検討が必
要。

●その他の調査
○委員会等の構成
・常任委員会へは、議長も委員として参加
・小松空港の関係から、「小松基地・空港対策特
別委員会（定数７人）」を設置
・議会主導によるタブレットの導入により、議会の
すべての資料をタブレットで管理。

＜感想＞

!

予算決算常任委員会の運営に
ついて学んだが、全体会で総括
質疑があるとはいえ、分科会方
式をとっているため、各分科会
は既存の常任委員会のメンバー
だけが参加できるというもので
あり、議案審査が常任委員会メ
ンバーに偏らないか心配ではあ
る。
また、議会事務局の方も言わ
れていた通り、質疑の重複もあ
り、総括質疑も再考が必要との
ことなので、今後の状況を見て

▲タブレットの中にすべての議会資料が入っており、設定により説
明者と同じ画面が全員のタブレットに表示される。

みたい。
また、委員会の流れとして、
理事会、全体会、分科会をうま
く活用し、「要綱」を策定し、
運営されていることは参考にな
った。
しかし、予算の内示から説明
会、全体会、分科会、さらには
最終の全体会議でも一定のルー
ルはあるとはいえ、質疑の機会
が設けられており、日程もタイ
トな状況なのは、当局の準備の
大変さが伺い知れた。
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さらに、ここでもそうであっ
たが、やはり「タブレット」の
導入であり、ペーパレス化はも
とより、議案説明等における事
務的な作業の軽減化は、当局に
もメリットがあることなので、
当市としても導入に関する検討
のスピードを上げるべきと考え
る。
議会の公開については、昭和
48年からケーブルテレビによる
本会議の配信などされており、
平成25年からは、生中継がス
タートしているなど、先進的で
あり、今後当市においても学ぶ

