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2021 年 3 月 19 日 

議会運営委員会委員長 市川政明 殿  

（写）函南町議会議長 中野 博 殿  

（写）函南町議会議員各位  

（写）函南町議会事務局長殿 

オンブズマン函南町 代表幹事 山中 英昭 

議会改革に関わる公開質問書 ２ 

公開質問書２は、当オンブズマンが議会運営委員会委員長（以下「委員長」）に宛てた公開質問

書（2020 年 8 月 31 日）の回答（2020 年 10 月 12 日付け）に対する「論評・再質問」です。 

今日現在、委員長の回答にある「議会改革に関わる情報掲載を検討したい」は実現されていませ

んので、当会は議会改革に関わる情報を、町民へ届ける役目の一旦を担いたいと考えております。 

ご多用の折と存じますが、更に一歩議会改革の実を深めるため、ご対応を何卒宜しくお願い申し

上げます。 

黒字：前回の質問 青字：議会運営委員会委員長の回答 赤字：回答に対する「論評・再質問」 

【質問．１】 

議会運営委員会で議論されている「議会改革」の目的は何ですか。 

【委員長のご回答】 

町民にとってより身近で開かれた議会にすることが議会改革の目的であると考えています。 

【オンブズマンからの論評】 

議会だよりの一般質問のページは「一問一答方式」に変更して分かりやすくなりました。 

「議会中継」も実現し「身近で開かれた議会」に一歩前進した感があります。 

【質問．２】 

議会改革の進行状況を町民へどのように情報開示しますか。最終結果だけを提示しても、町

民に対する説得力はありません。中間報告も重要であると考えます。 

【委員長のご回答】 

議会だよりやホームページへの情報掲載を検討していきたいと考えています。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

今日現在、議会改革の進行状況等についてホームページに公開されていません。 

議会改革の進捗状況を可視化し「議会改革に関わる情報」を公開して町民へ説明して下さい。

（委員長の指示で、今すぐにでも出来るのではないでしょうか） 

【質問．３】 

法に基づく「町民の意思を反映させる仕組み（例：議会報告会、町民懇談会、意見交換会等）」

を議会改革案の一つとして検討する必要があります。委員会において、これを改革の項目と

して議論していただきたい。法の遵守は何よりも一番に求められるものです。 

委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

議会報告会については、函南町議会では開催しないことで結論付けています。個別の町民の意

見聴取については、各議員の活動の中で行います。 
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【オンブズマンからの論評と再質問】 

１．「議会報告会は、開催しないことで結論付けている」との回答には全く驚きました。 

10 年ほど前に伊豆の国市、三島市等の議会報告会を傍聴し「函南町では開催しないこと

を議会運営委員会で決定した」ようです。しかしながら、議会改革の最重要課題である「町

民の意思を反映する仕組み」について議論もせず、挑戦もせず、 議会改革を語る姿は残

念です。「改革」とは、今までの制度・方法などを大きく改めて、より優れた新しいもの

に変えることを意味します。 

２．法（憲法、地方自治法等）の言う「議会の存在」は、住民自治を保障することにあり、多

様性のある町民の意見を集約して町民と議会の意思疎通を図ることが基本です。 

町民の意思を反映する仕組み（議会報告会、町民懇談会、意見交換会、モニター制度等）

は、議会改革の案件名にも無く（令和２年 11 月 19 日配布の議会運営委員会 資料） 

全く検討されていません。「改革の一丁目一番地である、町民と議会の意思疎通を図る仕

組みを検討していない理由」及び「今後検討するのかどうか」の見解を伺います。 

委員長が、リーダーシップを発揮し案件項目として追加することは、今すぐにでも出来る

ものと思料します。 

３．「個別の町民の意見聴取については、各議員の活動の中で行う」との回答ですが、きわめて

的が外れた回答です。そもそも町において、不特定多数の人に意見聴取（後援会ではない）

している議員を見掛けたことはありません。「どのような方法で町民の意見聴取を行うの

か」再度、委員長の見解を伺います。 

行政（町長）は、地域において多様な意見の収集に努め丁寧な回答を発信しています。 

町民にとって一番身近な存在である議会ができない理由はありません。 

【質問．４】 

「議員定数の削減」及び「議員報酬の増額について」は、「町村議会議員の議員報酬のあり方 

最終報告」を学習した上で議論していますか。委員会の実態をお聞かせ下さい。 

（http://www.nactva.gr.jp/html/research/remuneration.html） 

【委員長のご回答】当該冊子は、議員全員に配布されています。 

【オンブズマンからの論評】特にありません。 

【質問．５】 

議員定数は、民意を適切に反映できる数を算出する難しさはありますが、町民にとって重要

な項目です。また、議員報酬の検討は、現在の議員報酬では意欲のある有意な新人候補者の

擁立は難しく、兼職していない議員にとっては厳しい額ではないかと思料します。 

いずれも、議会単独で決められるものではなく、町民への説明と意見交換が求められますが、

その必要性の認識と、具体的な方策について、委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

議員定数については、過去に特別委員会を設置して協議した例もあり、慎重に協議すべき案件

で あることから、継続して検討します。また、町民への説明と意見交換は必要であると認識し

ているので、具体的な方策も含めて委員会で協議します。  

【オンブズマンからの論評と再質問】 

町民への説明と意見交換について、委員会において協議した内容を伺います。 

議事録では確認できませんでした。 

http://www.nactva.gr.jp/html/research/remuneration.html
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【質問．６】 

費用の廃止（政務活動費）が検討されています。これを廃止することは、制度の趣旨から考

え「議員活動はやっていません」と自ら公表するようなものです。本制度の目的は、政策調

査研究等の活動のために支給される費用であり、しっかり学び議会審議の参考にする重要な

もので、一度廃止してからの再開は困難です。研修等に参加し、見聞を拡げたいと願う議員

もいるようですが、反対に「制約が多い」「使い勝手が悪い」「研修会参加等は自費にすべき」

「政務活動費を廃止して議員報酬に組み込む」といった議論は、制度の理解が十分でなく論

外と言えます。委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

制度の趣旨を念頭に置いた上で、各議員の意見を集約しながら廃止の是非を検討していきたい

と思います。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

１．清風会所属議員は、政務活動費の公開を始めた時「町民からの非難が多かった」ので制度

廃止の提案をしていると発言しています。清風会の報告書は、不適切な領収書の取扱い・

説明不足等が散見され、説明責任が不十分であると指摘されたものです。 

避難が多かったから廃止するといった発言は議会改革の本旨からはずれています。 

２．本制度を単独で廃止することに異論はありませんが、結論の集約ができず次年度予算に反

映することも出来ていません。一方「バーター取引として議員報酬で調整する」といった

発想もあるようです。清風会の基本的な見解は、１、２項ですが、会派長でもある委員長

の意見も同じなのか（同じでないとおかしい）、改めて委員長の考えを伺います。 

３．委員長は本件について「一旦保留にしてまた審議する」という発言で結びにしています。

これでは何年たっても結論は出ません。リーダー（委員長）として役目をどのように考え

ているのか伺います。 

【質問．７】 

費用の廃止（費用弁償）は、議員報酬、政務活動費とは別に支払われ、議会に出席した時に

支払われる交通費のようなものです。民間企業では馴染みがなく、制度そのものが時代錯誤

であると考えられ、弁償が実費精算や廃止方向に向かって議論するのであれば、自然な流れ

であるといえます。委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

議員全員協議会にて意見を取りまとめ、今後の具体的な運用については議会運営委員会にて 

審議する案件としています。 

【オンブズマンからの論評】特にありません。 

【質問．８】 

過去に、政務活動費を利用し、他市町を調査し、報告書を議長へ提出しましたが「条例は報

告を求めていない」という理由で書類の確認も行われませんでした。議員間の知識・情報共

有ツール（町民への報告もある）として利用価値は高く、調査報告書が無いことに違和感を

覚えます。条例の改正が求められます。委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

町民への報告方法については今後検討したいですが、議員間の情報共有については、各議員に

おいて任意で行われるものと考えています。 
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【オンブズマンからの論評と再質問】 

政務活動費の原資は、税金です。町民への情報提供は当然行なわなければなりません。 

本件についての議論は不要です。町民への報告方法及び条例改正について委員会において協

議した内容を伺います。 

【質問．９】 

管外行政視察の廃止、縮小（議会運営委員会等）について検討されています。現在、函南町

議会で求められているのは「広い視野で、学習する機会を増やすこと」ではないでしょうか。

政務活動費を使って学習している会派は一部のようです。財政的な観点から考えると全体予

算の約１％の議会費に着目することより、しっかりと学びの機会をつくり、結果を出すこと

が重要であると考えます。少なくとも委員長が自ら「行政視察報告書」を作成し、他の議員

及び町民へ情報を分かりやすく提供することが大切ではないでしょうか。 

委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

私個人としては、管外行政視察は現状のままでいいと考えています。 

現在、閉会中に管外視察を行った際には、次の定例会の最終日に報告書を提出しています。 

報告書は、町のホームページや議会だよりにも掲載されています。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

「管外行政視察報告書」の原案作成者は誰ですか。 

【質問．10】 

議会改革は、長期に亘り（10 年以上）検討されてきましたが、「議会基本条例の制定」は、

相当前から検討項目として存在していました。（記憶違いでなければ多くの会派が提起） 

「基本条例を制定するのではなく、いまある条例、規則を充実させればよい」との議論があり

ますが、議会基本条例は、議会が町民との約束（町民との契約書）で、その目的は、見える化

を目指すこと、議会と住民・町長の関係を明確にすること、議会議員のあるべき姿を示すこと

…もって町民本位の開かれた議会をめざすことにあり、議会改革の本筋です。 

そもそも、いまある条例・規則と「議会基本条例」は全く異なるもので、しっかり学習した

上で議論することが求められます。議会基本条例制定について、委員長としての考えをお聞

かせ下さい。（必要なしとの考えであれば、その理由） 

【委員長のご回答】 

私個人としては、議会基本条例は、作成するべきであると考えています。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

「議会基本条例は、作成すべきと」ということであれば委員長は、改革のリーダーとして、 

議会基本条例に関わる議論を進める義務があります。「令和２年 11 月 19 日 議会運営委員会

資料」には案件名に「議会基本条例」がありません。「運営委員会資料に記載すること」及び

「対応時期（目標）について伺います。 

【質問．11】 

函南町議会は、先進的な改革を進めている地方議会の実態を知る機会が少ないため、議会改

革に関わる知見が不足しているように思います。先進的に議会運営を行っている、京都府京

丹後市、福知山市、北海道白老町（過去に政務活動費を使って訪問）は、「議会改革特別委員

会」を設置し、月 3～5 回（９時～17 時）の会合を繰り返し開催（１～２年間）し、徹底した
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議論が行われ、議員が汗をかいて取り組んでいました。また、特徴的なのは「議会事務局へ

の依存度の低さ」で、自分たちの力で創り上げるという信念が強く伝わってきました。 

特別委員会の設置については、「議会運営委員会で、従前から議会改革に取り組んでいるから

継続すべき」との意見があります。しかし、議会運営委員会において「議長はオブザーブ参

加」であり、議会全体を掌握しより良い方向性を示さなければならない議長の存在が薄く、

大きな違和感があります。函南町議会において議会改革に関わる委員会の開催頻度は、月１

回程度（1～２時間）で、スピード感は薄く、議事録からは、次回開催に向けての課題も明確

に提示されていませんし、議員全員が議論した内容を把握しているとは思えません。 

町民としては、委員会における議論が「町民の満足度をどうしたら高められるか」「町民の意

思が反映されるシステムは何か」等について議論されていれば問題ありませんが、残念なが

ら不十分です。 

「特別委員会の設置の是非」「開催頻度（スピード）向上策」「町民の満足度を高める施策」 

「町民の意思が反映されるシステム」について委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

さらに、今まで「議会運営委員会で議論した詳細を、議員全員に周知してきた方法」「議会運

営委員会で議論した内容を具現化するために議員が作成した資料」についてお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

議会改革に関する特別委員会の設置は、現在のところ、議会運営委員会では必要がないという

結論に至っています。不十分だとされる議論についても、今後の議会改革の中で検討していきた

いと考えています。議論内容の議員への周知は、会派に所属する議員については議会運営委員会

の委員を通じて、無会派の議員については、必要に応じ議会事務局から情報提供を行うことで、

議員全員への周知を行っています。 

スピード感については、今後迅速に行うよう努めます。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

１．令和元年及び令和２年度における、議会運営委員会（議会改革に関わる）の開催日と議論

した時間の合計について伺います。 

２．令和２年１月～令和３年３月 19 日の間、議会運営委員会において「議会改革」を議題と

して検討したのは、７回です。（情報公開請求による議事録から）計算すると、15 ヶ月で

７回開催しているので、約２ケ月に一回（１～２時間）のペースです。これでは前回に議

論されたことが記憶に残っていない可能性が考えられます。「スピード感については、迅

速に努める」との回答と齟齬があるようです。再度「スピード感」について伺います。 

３．議会運営委員会（議会改革に関わる）の日程は、委員長の意思で計画していますか。 

【質問．12】 

憲法第 93 条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設

置する」とあります。さらに、地方自治法第 96 条「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる

事件を議決しなければならない」とあり、15 項目が記載されています。「議事機関」とは「事

を議する」つまり、議論して議決することが議会の役目です。 

町民の代弁者の集合体が議会であり、議員同士が話し合って物事が決められて然るべきとこ

ろですが、函南町議会は、議案に対して「議論する」ことは行なわれていません。つまり、憲 

法・地方自治法の意思が反映されていないことになります。 

問題は、議会運営を定めている「函南町議会会議規則」には 

第 44 条（討論及び表決） 
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議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。 

とあります。この討論は賛成、反対の意思を表明するものであり、議員同士での議論では

ありません。法の趣旨は、表決する前に「町民のために役立つことなのか等」を念頭に 

議論することを求めています。討論と議論は似て非なるものです。 

この古典的な「函南町議会会議規則」は、憲法と地方自治法の趣旨に基づき改訂が求められ

ます。本件は、議会改革の案として議論しなければなりません。委員長としてこれを提案し

ていただきたいと思いますが、委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

法の遵守は何よりも一番に求められるものです。 

【委員長のご回答】 

函南町議会での討論については、賛成・反対の姿勢を明らかにしたうえで、意見を述べる形式

がとられています。ただし、全ての議案の審議前には、討論を省略し、採決に移ることに異議

は無いか確認が行われています。異議がある際には、議論をする場は提供されているものと認

識しております。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

質問は、法（地方自治法）の趣旨に基づいた「議論する場が無い」ことを指摘しているもの

です。質問の意味を理解した上で再回答をお願いします。 

実際に議員同士が議論して物事を決める場は無く、案件に対して議論したことはありません。

「議論不要」の根拠を法の観点から示して下さい。 

【質問．13】 

日本の地方議会には、住民に寄り添った改革が進められてきた市町村が多く存在します。実

際に「どのような改革が行われ、どのような状況にあるのか」「改革とは何か」「苦労したの

は何か」等を議員全員で学ぶことは、改革を進める上で役にたちます。 

地方議会・議会改革等を専門分野として研究し、執筆している大学の教授等を招聘し「議会

改革の実態と住民との関係等」について講演してもらい客観的な知識を吸収する研修会を開

催することを提案致します。（町民参加も考慮する） 

【参考】山梨学院大学 江藤 俊昭 教授（TEL．090-8019-9422） 

NHK「地方議会の現状と課題」で出演されていた方で推薦したいと思います。 

「井の中の蛙」にならぬよう、委員長としてこれを実行していただきたいと思います。 

委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

研修会や講演会等は費用面も考慮しなくてはならないのですが、客観的な知識を吸収すること

も必要であると考えるため、前向きに検討したいと思います。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

前向きに検討した結果をお知らせ下さい。 

【質問．14】 

議会運営委員会運営要綱の見直し（改革ではなく改善では）が検討されています。詳細は不

明ですが、その趣旨が「多様性のある意見を取り入れるため」の変更であれば説得力があり

ますが、委員会に会派のメンバーを出来るだけ多く（過半数）取り入れることが目的であれ

ば残念な改革（改善）の項目になります。委員長としての考えをお聞かせ下さい。 
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【委員長のご回答】 

多様性のある意見を取り入れることは重要であると考えますが、現在の要綱では、議員定数の

半数を占める会派が、議会の根幹を担う議会運営委員会の委員定数の半分を占められない状況

が生じる可能性があるため、見直しは必要であると考えています。 

【オンブズマンからの論評と再質問】 

地方自治法第 109 条の規定に基づき設置される*議会運営委員会は、議会を円滑に、かつ効

率的に運営するため、各**会派等から選出された委員により構成されるものです。 

委員長が所属している最大会派は、議会議員の過半数を確保し「議長、委員長等」を独占し

てきました。「議会運営委員会も過半数を確保し、会派の意思に沿った運営を行いたい」故に

「運営要綱改定が必要」という、数の論理を背景とした発想は驚くばかりです。 

そこには、多様な意見を取り入れ町民のための議会を目指すという基本原則が見あたりませ

ん。本回答は、委員長の考え方を伺ったものですが、最大会派に所属するメンバーも同じ考

えで議論をしているようです。これは、長期間にわたり数の力で役職等を独占してきた最大

会派の「驕り」以外何物でもありません。再度伺います。「議会運営委員会の委員定数の半分

を占めなければならない理由」について伺います。 

＊ 議会運委員会における意思決定は、全会一致を原則とし、そのために反対の立場にあって

もお互いの立場を尊重し互譲することが基本です。そもそも本会は、多様性のある意見を

集約することを目的としています。 

** 議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための

会派を結成することができます。会派は所属する新人議員に教育を行う、所属議員で分担

して調査を行い、会派として意見の集約を行う等、議会における政策集団となります。 

役職に就くことを目的に最大会派に所属しているのであれば恥ずべき事です。 

【質問．15】 

議会の役割は、憲法・地方自治法等の趣旨から「町民の立場で」「町民の視線（目線）で」

「町民の利益のために議論、審議する」ことが求められています。従って、議員は「町にでか 

け、町民と膝を交えて話し合いをする」ことが重要です。町民と話し合いをする施策を議会

改革の一つとして、加えていただきたいと思います。委員長としての考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

質問.３で回答しております。 

【オンブズマンからの論評】 

質問．３【オンブズマンからの論評と再質問】を参照下さい。 

【質問．16】 

「議会改革」は、町民の皆さまに「議会の仕組み」や「議会の働き」を知ってもらい、政治に

関心を持っていただくと共に「町民と一緒にまちづくりに参加してもらう」ことが基本とな

ります。つまり、議員だけで改革を論じるのではなく、町民の方の意見を吸収し、改革は 

町民のために行うことを前面に掲げないと、議会の信頼感を失ってしまうことになります。 

町民の意見を把握、検討するための具体的な施策について委員長の考えをお聞かせ下さい。 

【委員長のご回答】 

具体的な施策をたて、町民の意見を把握・検討することは必要であると考えますが、まずは住
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民から直接選ばれた各議員が自ら議員活動に邁進すべきと思います。  

【オンブズマンからの論評と再質問】 

質問．３【オンブズマンからの論評と再質問】を参照下さい。 

 

 

【オンブズマンからの質問 番外編 ①】 

町民は議長がどのように選ばれているかを知りません。日本の地方議会の多くは、議員が自

由に投票できる方式を採用していますので、数の論理で最大会派の誰かが選ばれることとな

り、他の有能な人が議長になる事は絶対にありません（委員会も同じ傾向にある）。 

選挙は、立候補者が「所信表明」を行い「選挙」という手順が一般的ですが、函南町議会は最

大会派が密室で人事を決め選挙に臨みます。最大会派に所属していない議員は誰が議長にな

るかを知ることはできません。 

小・中学校において生徒会の会長等を決めるとき、皆の前で堂々と自分の主張を述べている

実態を議会は学ぶ必要があるようです。 

全国には、「議長選挙の所信表明等含め決定するプロセス」を中継配信し透明性を担保してい

る議会もあります。議長選挙等における「選挙方法の改善」を改革の項目として加えていた

だきたいと存じます。見解について伺います。 

 

【オンブズマンからの質問 番外編 ②】 

１．議会だよりの「委員会報告」は「どんな質問と議論があり結果はどうなったのか」の情

報が重要です。一般質問と同様に「一問一答方式」方式の検討をお願いします。 

２．委員会（常任委員会・議会運営委員会・特別委員会）の傍聴が可能となりましたが、各委

員会開催に関わる情報が公開されていません。公開の手続きを早急にお願いします。 

 

本質問書２は、議会運営委員会において議会改革の議論を行っている「議事録」の情報公開を求

め、議論している内容を確認した上で作成したものです。 

赤字で示した「再質問・質問」に対する回答は、４月 19 日までお願い申し上げます。 

なお、質問書及び貴回答は、当会のホームページにて公開することを付言いたします。 

 

オンブズマン函南町 代表幹事 山中 英昭 

Mail：temp5421101@ny.thn.ne.jp 

TEL．090-2579-2146 

mailto:temp5421101@ny.thn.ne.jp

