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栗  東  市  議  会

栗東市民ネットワーク 
行政視察報告 

報告：田村隆光

視察日 : ２０１９年１１月１２（火）～１１月１３日（水） 
視察先 : 愛知県新城市・犬山市 
目　的 : ①若者議会について 
　　　　②フリースピーチ制度について 
出席者 : 議会改革特別委員会　中村昌司・林 好男・田村隆光・上石田まさこ

▲犬山市議会議場にて
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■人口 
　・46,103人（R1.11現） 
■面積　 
　・499.23.㎢ 
■沿革 
　新城は、1575 年(天正 3 年)
織田・徳川連合軍と武田軍の両
兵 5 万 3 千人が戦った「長
篠・設楽原の戦い」において、
戦功のあった長篠城主奥平貞昌
(信昌)が、その翌年徳川家康の
長女亀姫をめとり、新しく築い
た城の名称 「新城城(しんしろ
じょう)」に由来。 
　昭和33年に市政施行。その
後平成17年に鳳来町と作手村
が合併。 
　スポーツが盛んで、特に「新
城ラリー」は日本最大級のラリ
ーイベントとなっており、人口
の倍以上の方が観戦に来る大イ
ベントとなっている。 

■観光・産業 
・湯谷温泉 
・村歌舞伎 
・新城ラリー 
・奥三河しいたけ　など 
■議会 
　・定数　１８人 
　・会派　なし 
　・常任委員会　４委員会 

【新城市の特徴】

愛知県新城市 
　～若者議会について～ 

新城市

■視察の目的 
　 
　愛知県新城市では、全国的にも画期的な「若者議会」や 
「女性議会」を開催されており、本市議会の議会改革の参考に 
　するため。 
　 

■若者議会とは 
　 
　①生い立ち 

・穂積市長第３期マニフェストに掲げた「若者総合政策」及び
「若者政策市民会議」を、平成27年度からスタートするた
め、平成26年度に「若者政策ワーキングチーム」を立ち上
げ、若者にとりまく様々な問題を考え若者の力を活かすまち
づくり政策を12回にわたる会議を経て、練り上げていった。 

　　その結果、「新城市若者条例」、「新城市若者議会条例」
が平成27年4月１日施行され、それに基づき「若者議会」の
設置となった。 

　 
②位置付け 

・平成27年4月１日施行の「新城市若者条例」、「新城市若者議
会条例」に基づく市長の附属機関。 

　 
③機能 

・市長の諮問に応じ、若者政策について話し合い、政策を立案
し市長に答申。 

　 
④趣旨 

・若者総合政策を実施していくにあたりその実効性を担保する。 
・新たな若者参加の仕組みを構築し、若者が活躍するまちを目
指す。 

　 
⑤委員 

・定員　20名以内 
・任期　1年 
・報酬　3,000円／日 
・資格　市内在住か在学、在勤いずれかで、概ね16歳から29歳 
　　　　まで 
　 
⑥年間スケジュール 
　 
・３月～４月　応募機関（スタート） 
・４月　　　　準備会 
・５月　　　　所信表明 
・５月～７月　政策検討 
・８月　　　　中間発表 
・９月～10月　政策再検討 
・11月　　　　市長答申 
・12月～3月　 次期へ（ゴール） 
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■若者議会「市長答申」 

　【内容】 

　上記、②で若者議員がテーマによってグルー
プに分かれ答申政策を概ね15分ぐらいでプレ
ゼン。 
　この日は、下記の３つのテーマで▼課題問
題点の整理、▼委員会の目的と目標、▼所管
課、▼対象者、▼具体的な政策内容、▼新城
市へのメリット・効果、▼想定される予算、
の順でプレゼンがあった。 

　 
　　（1）C＆Hマッチング事業 

・新城市内や近隣の高校生が市内の企業
情報をほとんど知らない状況から、卒業
後就職を考えている高校生にWEB上で、
市内・近隣市の企業情報が得られるよう
企業に情報提供の協力要請。承諾企業か
らの情報を有料でHPに掲載し、マッチ
ングを図るというもの。予算は、300万
円超え。 
　 

　　（2）新城でオパろう事業 
・新城市に埋もれていた観光資源である「オパール」を活用した観光PRと体験イベントの開催。
予算は、33万円。 
　 

　　（3）手渡しは最高のコミュニケーション事業 
・新城市のPR事業。新城市のイベントや観光資源がうまく生かされていないため、若者議員が
様々なイベントに直接出向きPRすることや、軽トラ市でのPRなどを行う。予算の使途は、その
準備としてのぼり旗や法被の制作費約13万円。 
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日時：2019年11月12日（火）19:00～20:00 
場所：新城市議会議場 
次第：①若者議会議長あいさつ 
　　　②事業報告 
　　　③答申（若者議会議長） 
　　　④議会議長あいさつ 
　　　⑤市長あいさつ

【感想】今回の視察は、「若者議会」についてお聞きすることと、19:00～ではあったが、実際の市長
答申の状況を傍聴することにあった。実際、傍聴してみるといつもは殺伐とした重たい雰囲気の議場も
明るく賑やかで、傍聴者も多く、若者と行政、議会が

とても近く感じた。

　議場には、若者議会の議員15名と、市長、副市

長、議長および副議長のみが出席。

　若者が積極的にまちづくりに興味を持ち、自分の

まちを自分たちの手で良くしようと思うモチベーシ

ョンは素晴らしい。この若者議会から市議会議員に

なった人もいるとのこと。我が市議会の議会改革に

もつなげて行きたい。 ▲若者議会市長答申が始まる前の議場
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■人口 
　・73,893人（R1.10末現） 
■面積　 
　・74.90㎢ 
■沿革 
・愛知県の最北端に位置し、北
側（木曽川を隔てて）と東側が
岐阜県に隣接する歴史のある城
下町。戦国時代には織田氏の所
領となり、江戸時代には尾張藩
付家老である成瀬氏の城下町と
して発展し、国宝犬山城ととも
に当時の町割りが現在も見ら
る。 
　明治から数次の合併を経て、
昭和29年4月1日に犬山町、城東
村、羽黒村、楽田村、池野村の1
町4村が合併し、犬山市が発足し
市政65年を迎える。 

■観光・産業 
・日本最古の天守を持つ国宝犬 
　山城 
・犬山祭 
・木曽川鵜飼 
・朝市　など 
■議会 
　・定数　20人 
　・会派　5会派 

【犬山市の特徴】

愛知県新城市 
　～市民フリースピーチ制度について～ 

犬山市

■視察の目的 
　 
　愛知県犬山市では、全国的に例のない「市民フリース 
ピーチ制度」という市民参加の取り組みがなされており、 
本市議会の議会改革の参考にするため。 
　 

■市民フリースピーチ制度とは 
　 
　①生い立ち 

・なり手不足や投票率の低下など数々の課題に直面する地方議
会。そうした現状に風穴を開ける取り組みを愛知県犬山市議
会の議長でニューヨーク出身のビアンキ・アンソニー氏が、
自身の故郷（ニューヨーク市ブルックリン）の制度をモデル
に、議長選挙時の公約に掲げ当選。平成30年2月から試行的
にスタート。 

　　キーワードは「市民参加」。この取り組みで、「第13回マ
ニフェスト大賞」を受賞。 

　　また、議会改革推進委員会を平成22年に立ち上げ、平成29
年7月から議会改革委員会へ格上げ。 

　 
②ポリシーと目的 

・「市民にとってより役立つ議会になるためには、市民参加、
議員間討議、議会の政策立案・政策提言能力の向上が不可
欠」。 

・市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議
会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に
努めることを目的としている。 

　　 
③制度の内容 

・市民が議場で、犬山市政に関する発言を５分以内で議員（議
会）に対して行う。 

・開催時期は、平成30年が、3月、6月、9月の3回。令和元年
は9月開催。 

・発言者は、市内在住、在勤、在学なら誰でも可能。1回に７
名の定員。過去４回で合計２６名が発言。 

　発言後は、その内容等を市議会が全員協議会で協議し、決議
や付帯決議、申し入れという形で議会としての行政への提言
につないでいる。また協議した結果や市政側の回答は直接発
言者に郵送するとともにホームページにも掲載。 

・発言に対し、発言者への質疑応答はないが、議員が発言内容
を確認することはある。 

・発言の記録は作成しない。 
・市民フリースピーチ制度開会の案内は、ホームページや
SNS、市の広報などで行う。
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④定着に向けた取り組み 
　 
・要綱、議会基本条例への同制度の位置付け
を検討中。 

　  
⑤その他の議会改革として取り組む事案 
　 
・行政との共催により「いちにち女性議員」
を公募し、模擬議会的に一般質問を行う「女
性議会」、毎週水曜日午後に議長らに直接相
談できる「議会の市政相談」＝オープンドア
ポリシー、親子議場見学会などに取り組んで
いる。 

■女性議会～もう一つの市民参加～ 
　 
　　①目的 
　 
・犬山市の市議会議員女性比率は10％（平成
29年2月現在）であり、日頃から抱いている
市政に対する質問や意見、提案などを女性の
視点から発信してもらい、市政への関心を深
めてもらうことを目的としている。 
　 

　　②内容 
　 
・公募により「いちにち女性議員」を募集。 
　事前勉強会の後、模擬議会で一般質問を行
い、市側の答弁に対する疑問を、議員も加わ
る「いちにち女性議員議員間討議」において
意見交換し、その結果を議長に申し入れ。 
　市に対する申入れは、全員協議会で討議
し、意見集約できたものが対象となる。 

　　③具体的事例 

・具体的事例としては、小中学校の「置き
勉」（置き勉強道具の略）の許可や、制度の
廃止について、説明や周知の不足で市民に情
報が正しく伝わっていないことについて、今
まで以上に市民目線の情報伝達に努めてほし
いというもので、市からの回答も、申入れに
沿った内容となった。 

【感想】　犬山市議会のビアンキ・アンソニーさんとは、Facebookでのつながりもあり、お出会いで
きること期待していたが、残念がらそれは叶わなかったが、市民フリースピーチ制度については、本市
議会でも取り組みたい事案の一つであり、興味深く話を伺うことができた。

　この制度の素晴らしいところは、「市民参画」の本筋を行くところで、我々議員は市民の意見を取り
上げるのが仕事であり、どこの議会も意見交換会や議会報告会などいろいろな形で市民の意見を集めて
いるが、いずれも議場の外でのこと。なぜ、議場でなされないのか。そういう場を用意するのが議会側
の義務であろう。

　また、議会改革も表面的、義務的でなく、ま
た、他議会の後追いでもなく、常に「市民のた
めに」をモットーとされており、そのことが、
フリースピーチ制度だけでなく、女性議会やオー
プンドアポリシーの実施などに生かされてい
る。

　視察にも丁寧に対応いただいた、大澤副議
長、大井議員、久世議員、そして栗東市議会事
務局の栗木さんには心から感謝申し上げます。

▲犬山市の議会改革についての説明を犬山市議から受ける


