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議会のあり方検討特別委員会記録

開会 10時 00分

稲田雅之委員長 ただいまから、議会のありん検討特別委員会を開会する。

今期定例会初日の本会議において、本特別委員会の名称も変更となり、定数や

報酬等も含めた、総合的な今後の議会のあり方について調査研究を進めていくこ

ととなったo 本日より、本格的な委員会活動を行っていくことになるが、皆様の

ご協力のもと、引き続き一生懸命務めて参りたいと思うので、今後ともよろしく

お願いする。

それでは、本日は、先にご案内していたとおり、本特別委員会における活動方

針や活動計画等について協議を行いたいと思っているので、どうぞよろしくお願

’‘ 
いする。これより順に協議を行ってし、く。

はじめに、本特別委員会における「活動方針」について、協議を行って参りた

いと思う。

（資料配布）

稲田雅之委員長 先ほども触れたが、本特別委員会は、議会基本条例の検証等に加え、定数や報

酬等も含めた、総合的な今後の議会のあり方について調査研究を進めていくこと

となったところである。ご案内のとおり、本年3月に、区長連協より、定数や報

酬の削減を求める要望書が提出されたところであり、また、これまで開催した議

会報告会や基本条例の説明会等においても、いまだ多くの市民の議会や議員への

関心が「定数や報酬」にあり、度々問題提起されているところでもある。その際

の意見では、「定数や報酬Jに関して、本市の厳しい財政状況の観点等から、削減

や見直しを求めるものもあったが、一方では、今後の議会運営や議員活動に対し

て、議会基本条例や数々の議会改革の取り組みへの評価と相まった期待等も寄せ

られていたところでもある。このような状況を背景に、「定数や報酬Jについては、,.. 財政状況等を勘案した検討が考慮される一方で、はじめから「定数・報酬の削減

ありきJという検討ではなく、議会基本条例を踏まえた、今後の議会・議員活動

のあり方も見定めながら検討していくことが必要で、はないかと考えているところ

である。このようなことから、本特別委員会としては、まずは、「議会基本条例の

検証作業」を先行して重点的に取り組み、その後、検証結果（素案）に基づく議

会・議員活動の現状や将来像を基軸としながら、「定数や報酬」のあり方に関して

協議を行い、適正な「定数・報酬Jについて本格的な検討を進めていってはどう

かと考えているところであるが、いかがか。

平田信広委員 それいいと思うが。

稲田雅之委員長 皆さんそのような進め方でよいか。

（「異議なしJと呼ぶものあり。）
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稲田雅之委員長｜ ご異議がないので、そのような方向で、今後、取り組んでいくこととしたいと

事務局

思う。なお、協議・検討に当たっては、お配りしている「活動方針（案）：資料①j

にもあるように、全国の類似都市との状況比較や、本市の社会経済情勢及び財政

状況等に関する調査・研究のほか、市内各団体等との意見交換会を開催し、市民

意見の聴取に努めるなど、総合的に検討していくよう考えているが、詳細につい

ては、今後、時機を見ながら、皆様にご相談させていただくこととさせていただ

きたいと思う。

続いて、「議会基本条例の検証方法」について、協議を行いたいと思う。この件

については、前回の委員会開催時に、委員の皆様から出されたご意見等を踏まえ

て、正副委員長において、今後の「活動方針（案）：資料②Jを取りまとめてみた

ので、これよりご説明させていただし説明については、事務局にお願いする。

それでは、事務局よりご説明させていただしまず、議会基本条例の検証に当

たっての基本的な考え方で、あるが、資料の②をご覧いただきたい。今回の検証は、

条例が施行されて初めて実施するものであるので、各条項がこの条例の思念に適

合したものかどうかを検討するとともに、これまでの議会の取り組みにおける課

題や、議会の改革・潤主化を推進する上で、必要となる今後の活動や取り組みを見

出すため、以下の3つの視点に基づいて検証作業を進めていくこととしている。

「検証に当たっての基本的な視点Jということで、まずは、「視点 1：条例運用

の検証」であるが、条例に規定された条文の趣旨に則って、すでに構築されてい

る様々な取り組みが適切に運用されているか、あるいは、いまだ条例の規定に基

づく運用が十分に行われていないものがないかどうかを精査して、条例に基づく

取り組みか確実に進められているか検証することとしている。具体的には、別紙

資料③にあるような「検証作業シートj を用いて、現状把握を行った上で、これ

まで運用してきた中での課題を整理し、既存の取り組み等について運用改善すべ

き点がないか、また、今後新たに取り組み等を整備する必要はないか検証するこ

ととしている。

次に、「視点2：市民意見等の聴取Jであるが、本条例は、制定・施行されたば

かりであり、市民にとってはまだ新しい概念であることから、その意識や関心を

高めていく必要があるかと思われる。今後、条例の検証作業を進めるに当たって、

さらなる市民への条例の周知を図っていくことも大切であるので、制定した背景

や意義、取り組み状況などについて理解を深めてもらうため、市内各団体等との

意見交換会の開催や、場合によっては市政モニターの活用等などにも努めること

としている。

次に、「視点3：条文改正・新設の検証Jであるが、前述の視点 1での検証結果、

それから、視点 2での市民の意見等を踏まえて、条文の改正や新設が必要となる

ものがないかどうかについても、あわせて検証することとしている。

続いて、先ほど触れた資料の③「検証作業シートJについてであるが、検証作

業に当たっては、基本条例の各条文ごとに、これまでの取り組み状況や実績等を

取りまとめるための、このような検証作業シートを作成して、この検証シートを

通じて課題や問題点を洗い出し、評価を出し合うとともに、さらなる改革等が求

められる取り組み等につきまして検討していくこととしている。各条文を逐条的

に検証していき、検誌結果として、①「条文に従いこれまで通り取り組むJ②「条

文に従い新たな取り組みを検討するjそれ以外については、③「その他Jに分類

していくものとしている。また、先ほどの「視点 3：条文改正・新設の検証」と
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あったが、これら一巡の検証作業を終えた段階で、新たに規定すべき条文がない

かどうかについても検討することとしている。説明は以上である。

稲田雅之委員長｜ 活動方針（案）についての説明は以上であるが、委員の皆様より、ご意見等が

あればお願いしたいと思う。

河野治満委員 ｜ 検証作業シートについて今説明を受けた拭 1条から 27条まで一括してやるの

か、あるいはいくつかに分けてやるのか、どう考えているのか。

稲田雅之委員長｜ 私としてはいくつかに分割して、例えば4条くらいずつ分けて、一度持ち帰つ

ていただき、会派の意見等もあると思うので、それを踏まえ次の委員会に持ち寄

り協議をして、また次の条文を持ち帰っていたた、くなど、それらの繰り返しを考

えている。会派に持ち帰っていただくことがベターだと思っているo

河野治満委員 ｜ 了解した。今後、定数や報酬についても合わせてそのあり方を協議をしていく

ことになるが、結論については当然何故そうなのかという説明をしていかなくて

はいけないわけだが、この条例の検証作業とどういった絡みで、やっていくのか、

ある程度のスケジュールなども考えていかないといけないと思うのだが、その辺

りについてはどう考えているか。

稲田雅之委員長｜ 大まかなスケジュールは考えてはいるが、基本条例の検証については今年度中

に中間報告としてまとめ、定数や報酬に関しては今年度中は情報収集や調査等を

中心に行い、来年度辺りからその本格協議に入っていってはどうかと考えている

ところである。それから来年度の7、8月辺りに市内各団体等との意見交換を行い

ながら、その後12月くらいを目途に、ある程度の方向性を見出していけば改選ま

でには間に合うのではないかと考えている。

河野治満委員 ｜ スケジュール表等があるならば、それを皆さんに示し検討していったらよいと

思う。

稲田雅之委員長｜ 活動祖母こ関する協議は、また後ほど予定しているので、そのときにお示し

したい。

佐藤裕臣委員 ｜ 1条から順番にやっていくということだが、区長連協から要望書も提出されて

おり、やはり何らかの形で早めに検討をしないと、来年の7、8月辺りでは遅いと

言われかねないのではないか。条例の検証も重要だが、一番の関心はやはり定数

や報酬となってしまうと思われる。そういったことも加味しながら進めていくこ

とも必要ではないか。

河野治満委員 ｜ 今言われたように同時並行的進めていくことも大事であると思われるが、我々

の最初の出発点は、基本条例の検証ということが一番の主であったので、まずは

そこに全力を尽くすことが大事である。作業することがどれだけ大きなものかと

いったことも今後、意見交換をしていく中で説明もできるであろうし、まずはこ

ちらを重点的に比率を置いて取り組んでいく方向がよいのではと思っている。
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高木益夫委員 ｜ 言われるとおりであるカミ一方で私は片方をやらずにおくわけにもいかないと

も思っているo 予定では来年の7、8月ということだが、果たしてそこまで、待って

くれるのかという懸念もある。我が会派では、報酬を考慮する際は政務活動費も

含めてだという話もしている。条例の検証についても 1回の会議でどれだけの条

文を検討していくかによっても変わってくると思う。私個人としては、そんなに

たくさん見直したり条文を追加したりするようなことはないものと思っているo

河野治満委員 ｜ 今、政務活動費の話が出たが、今後議会として検討していく中で、場合によっ

ては条文の新設等も考えられる。それはやはり検証である。それだけでも相当な

議論になると思う。それだけ検証作業というのは重要だと考えている。

高木益夫委員 ｜ どのような分量で検証作業を進めていくかにもよると思われる。進めていきな

がら、合わせて関係する調査も行い、情報については取っておいていただきたい。

検証作業において順を追っていくにしても、それら調査は行っておいていただき

たい。

河野治満委員 ｜ 要はスケジュールた、と思う。検証作業にどの程度重点的に充てて、その後どの

タイミンク、で、定数や報酬にも入っていくのか、その辺りのスケジュールを決めて

示していただかないと、何でもかんでもということで進めていくとまとまらない

と思う。

松田和己委員 ｜ 確認だが、方針として、この委員会で、具体的に結論まで、持っていくのか、それ

とも先ほどあったように削減ありきではないのだから、次の選挙もこのままでい

こうとするのか、減らすのであれば何名という結論まで出すのか、そこを明確に

しておく必要があるのではないか。前固定数について検討した際は、それだけの

議論に相当な期間を費やして結論に持って行ったo 先ほどあったスケジュールの

中で、どこまで、結論に持っていくのか明確にして欲しいと思う。結論によっては

10月くらいでないと、 12月では間に合わないかもしれない。その辺りをどうす

るのか、皆で共通認識を持つ必要があると思う。例えばの話だ於ある程度の方

向性はこの委員会で示し、次の改選後に定数・報酬に絞った特別委員会を作って、

a、

そこで具体的な本格検討をするとか、その辺りをきちんとしておいたほうがよいl a、
のではないか。私の認識では、名称変更前までの委員会では、そζまで結論出す

使命は持っていないと思っていたが、ただ、名称を変えたことによってこの 2年

間で結論まで、持って行くかは別にしても検討はしなくてはいけない。

平田信広委員 ｜ 今の意見だが、どちらにしてもこの委員会では何らかの結論を出さなくてはい

けないと思う。下げるのか、それとも現状維持か、あるいはこの委員会では判断

できないということで次の特化した委員会に繋ぐことも一つの結論である。そう

いう意味での結論は出さなくてはいけないと思っているo

松田和己委員 ｜ その結論をどこに持っていくかということを共通認識として持っておかない

と、 2年間のスケジュールはなかなか立てられないと思う。

平田信広委員 ｜ 今後を展望すると、ある程度のことまでは結論として出せるが、最終判断を出

すまでには間に合わないと。次の改選後の議会において最終判断を出すというこ
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とも結論である。

松田和己委員 ｜ その辺りをこの委員会の共通認識としてどのように展望するか考えておかない

と、結論を出して改選後の次の議会に反映させるのか、それとも、検証結果も踏

まえ、ある程度の方向性を出し、例えば下げる方向ではあるとするが、具体的に

は次の改選後に改めてやるのか、それを持ってこの委員会の結論とするのか。

河野治満委員 ｜ 前回もいろいろな団体と意見交換もし、会派でも相当な協議をし、それらを持

ち寄って委員会で、も議論をした経緯がある。今回は、条例の検証作業もありなか

なか厳しいと思う。削減ありきではないのだから、どうしても現状が必要だと思

えば、必要ならば自分達の仕事がどうだとか、これほど活動をしているのだとい

うことをもっと示さなければいけないと思う。それからすると、やはり条例の検

証に重点を置いてやっていくことが重要であると思うし、そこから生まれてくる

新たな問題もあると思う。そういうことを考えれば、この委員会で今任期中に結

論まで出すことは厳しいのではないかと思う。

平田信広委員 ｜ そういう意味での結論も、この委員会で出さなくてはいけないと思う。

河野治満委員 ｜ 言われるように結論と言っても協議によってはいろいろあると思う。

平田信広委員 ｜ そういう意味でも、今出されている案で進めていけばよいのではないれ今結

論を決めるようなことをしても仕方がないと思うが。

熊本貞司委員 ｜ 何らかの方向性を出すことだ。

平田信広委員 ｜ そういうことだと思う。

佐藤裕臣委員 ｜ 基本条例を見ると、やはり 1年くらいかけて検証を行っていかないといけない

と思うので、なるべく今年度の 3月くらいまでには条文の精査をするようなスケ

ジュールを組んでいくべきではないかと思う。

稲田雅之委員長｜ それでは方針に関してはそのように決定し、どこまで結論を出すのかというこ

とに関しては、この場で決めきれることでもないので、今後の協議の流れで、検討

していきたいと思う。

澗 治 満 委 員 ｜ できれば議長から、この委員会に対して議長の考え方を示してもらいたいと恩

うのだが。

高木益夫委員 ｜ 名称を変更した時点で、ここでやることだと思うが。新聞報道や区長連協の広

報紙などを見ると、少しでも早めに着手できるようにし、調査や情報収集も行っ

ていくほうがよいと思う。

平田信広委員 ｜ その件については、本会議において名称を変更したときに、議長が、議会基本

条例の検証に加え、定数や報酬等も含めた、総合的な今後の議会のあり方につい

て調査研究を進めていくといった発言が、最高の決定だと思う。改めて何か必要
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だとは思わない。

佐藤大志委員 ｜ 前固定数を 29人に下げて選挙があって初めてで、あり、現体制でまだ 1期4年

が経っていない。そういう中での削減案というのは、皆それぞれ意見もあるだろ

うが、私は異論があるものと思う。会派に持ち帰っても、賛同できないといった

ことや意見が割れた場合などは、なかなか調整にも時聞がかかりとても大変だと

思うのだが。

熊本貞司委員 ｜ 我々の活動をもっと広く知ってもらい、きちんと説明できれば、削減という意

見は出てこない場合だって可能性としてはあると思う。そういう努力は当然必要

だと思う。

佐藤裕臣委員 ｜ 区長さんとお話することもある抗議員の実態等を説明すると報酬惇も含めて

誤解もあることだってあるo そういう意味で民知ってもらう努力は必要である。

区長連協と早めに意見を交わすこともあってもいいのではないかと思う。

稲田雅之委員長｜ それでは、議会基本条例の検証作業方法や方針については、ただいまのとおり

決定することとし、次に活動計画について、協議を行いたいと思う。

（資料配布）

稲田雅之委員長｜ 各委員のお手元に、正副委員長において考えている活動計画（案）を提示して

いるが、それに基づきご説明させていただきたいと思う。説明については、事務

局にお願いする。

事務局 それでは、事務局よりご説明させていただし「資料④の活動計画（案）」であ

るが、検討事項の大枠として、それぞれ「議会基本条例の検証J、「議員定数の検

討」、「議員報酬の検討」の3つを掲げ、工程表のような感じで示している。

まずは、今年度の取り組みとして、先ほどご協議いただいたように、まずは「条

例の検証作業」を先行して重点的に取り組むこととしており、「定数や報酬Jにつ

いては、必要な情報の収集や各種調査等は同時並行的に行つては参るが、本格的

な協議・検討については、この時点ではまだ行わないこととしている。 3月定例

会では委員会としての中間報告を行うことになると思われるが、この時点では一

定の検証作業が進んでいるものと思われるので、現行条例の運用上の課題や見直

しの必要性なと、の検証結果の素案が、ある程度固められるのではないかと考えら

れる。それから、次年度に入り、「定数や報酬Jについても本格的な協議・検討に

入っていき、その後、 7月・ 8月辺りになったら、条例の検証等に基づく議会活動

や定数・報酬のあり方について、市民ニーズを把握し、相互理解を図るべく、市

民の意見を聴くために、「市内各団体との意見交換会Jの開催を予定している。場

合によっては、検証結果（素案）については、幅広く市民が意見を述べることが

できるように、パブリックコメントの実施も視野に入れている。その後、それら

市民の意見や各団体との意見交換会等における市民意見を踏まえながら、さらに

協議・検討を重ねていき、最終的には、平成26年 12月には「検証結果報告書の

原案」を取りまとめ、また、「定数・報酬Jについて決定をし、条例改正等の必要

がある場合には、それぞれ 12月もしくは 3月定例会において上程をし、最終的
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な委員会の活動報告を、平成 27年3月に行う目標としている。説明は、以上で

ある。

稲田雅之委員長｜ 活動計画（案）についての説明は以上であるが、条例の検証作業を踏まえた検

証結果の報制械までにある程度の期間が必要であり、また、合わせて、定数や

報酬のあり方についても検討を進めていくことから、正副委員長としては、相当

の活動期間を要するのではないかと考えているところである。このため、活動計

画（案）にも記載しているように、委員会としてのこれらの最終的な「検証結果

報告の原案作成J及び「定数・報酬に関する最終報告Jについては、来年度の 12
月頃を目標とし、また、それらを含めた最終的な委員会活動報告等については、

その後の 3月定例会を目標として取り組んでいきたいと考えている。活動計画

（案）についての説明は以上であるが、委員の皆様より、ご意見等があればお願

いしたいと思う。

高木益夫委員 ｜ 区長連協から要望書が出されていることを考えると、意見交換など早めにして

おいたほうがよいのではないか。

松田和己委員 ｜ こちらがいろいろと情報を収集し、活動を精査することももちろん大事だが、

まずは区長連協と意見交換をやって、相手方の思いを聴くこともあってもいいの

ではないか。どうしてこのような要望書が出てきたのか、直接意見を聴きたい気

もする。その中で、議会としては特別委員会の名称も変更し、今後取り組んでい

くということを話しておくべきだと思うのだ抗最初から結論や答えを持つ必要

はない。相手方が要望書を出してきでいる以上は、何らかの根拠があるはずであ

るので、逆にこちらはその考えなどを聴いておきたいとも思っているo まずは要

望書を出してきた理由というものを聴いておきたい。区長連協の考えている意見

や理由を一度聴いて、そこからスター卜してもよいのではないかと思う。事前に

やっておいたほうが、後の作業もやりやすいのではないか。

平田信広委員 ｜ 区長連協はアンケートも取っていたようだが、その内幹線も踏まえて、我々

も何らかのやり取りはしたほうがよいかもしれない。

松田和己委員 ｜ やはり実態を聴くためにも、区長連協とはやったほうがいいと思うし、名称変

更した背景も伝わるものと思う。

佐藤裕臣委員 ｜ 協議、検討の方針や計画はこれでいいと思うが、情報収集という形で、その前

に区長連協とは話し合いを一度しておいたほうがいいと思う。

稲田雅之委員長｜ それらの件については、相手方の都合もあるので、まずは正副委員長に任せて

いただいて、近いうちにご連絡したいと思う。この他、スケジュール等に関して、

何かご意見等はないか。

（「なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ それでは、活動計画については、このとおり決定することとさせていただし

以上で、本日予定していた案件の協議は全て終了したが、このほか、委員の皆様
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より何かないか。

（「なしJと呼ぶものあり。）

稲蹴委員 長｜ これをもって議会のあり方検問委員会を耐るo

閉会 1 0時 53分

a、

4、
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議会のあり方検討特別委員会 活動方針〈案〉

【議員定数及び議員報酬のあり方について検討】

議会基本条例に基づいた議会活動・議員活動の現状及び将来像を踏まえつつ、

全国の類似都市との状況比較や、本市の社会経済情勢及び財政状況等に関する

調査・研究のほか、市内各団体等との意見交換会を開催し、市民意見の聴取に

努めるなど、総合的に検討する。

《検討に当たっての基本的な視点》

,. 「議員定数・議員報酬Jについては、財政状況を勘案した検討が考慮、される

r 

一方で、はじめから「定数・報酬の削減ありき J という検討ではなく、議会基

本条例を踏まえた今後の議会活動・議員活動のあり方も見定めながら検討して

いくことが必要であると思われる。

議員報酬は、議員活動という役務に対する対価ということから、まず役務で

ある議会活動・議員活動の内容について議論を深める必要があり、また、安易

な定数削減は、議会を機能不全に陥らせる危険性があるため、議会の監視機能

や政策提言・立案機能が十分に発揮でき、いかに議会基本条例に基づく議会活

動・議員活動を維持・向上させていくことができるかという視点から検討する

ことが求められる。

このように、議員定数・議員報酬は、議会の機能に関わる重要な要素である

ため、議会基本条例に基づく議会活動・議員活動を基軸として、そのために

必要な定数・報酬について検討する。
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［議会丙あり方検討特別委員会 資料②］

議会のあり方検討特別委員会 活動方針〈案〉

【議会基本条例の検証】

今回の検証は、条例が施行され初めて実施するものであるが、この検証に

より、各条項がこの条例の理念に適合したものかどうかを検討するとともに、

これまでの取り組みにおける課題や、議会の改革・活性化を推進する上で必要

となる今後の取り組みを見出すため、次の 3つの視点に基づき検証作業を進め

ていく。

《検証に当たっての基本的な視点》

①視点 1：条例運用の検証

条例に規定された条文の趣旨に則って、すでに構築されている様々な取り

組みが適切に運用されているか、あるいは、いまだ条例の規定に基づく運用

が十分に行われていないものがないかどうかを精査し、条例に基づく取り組

みが確実に進められているか検証する。

具体的には、現状把握を行った上で、これまで運用してきた中での課題を

整理し、既存の取り組み等について運用改善すべき点がないか、また、今後

新たに取り組み等を整備する必要はなし、か検証する。

②視点 2 ：市民意見等の聴取

本条例は、制定・施行されたばかりであり、市民にとってはまだ新しい

概念であることから、市民参加と協働の推進を図るためには その前提と

a、

なる市民の意識や関心を高めていく必要がある。今後、条例の検証作業を a、
進めるに当たって、さらなる市民への条例の周知・啓発を図り、制定した

背景や意義、取り組み状況などについて理解を深めてもらうため、市民や

市内各団体等との意見交換会の開催や、市政モニターの活用等などに努める。

③視点 3 ：条文改正・新設の検証

前述の視点 1での検証結果を踏まえるとともに、他自治体議会での改革

状況との比較や社会状況等を勘案し、条文の改正や新設が必要となるもの

がないかどうかについて検証する。
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条 文

取り組み状況

〈※特記事項がなけ

れば記述不要〉

課題等

検証結果

（議会のあり方検討特別委員会 資料③：

議会基本条例 検証作業シート〈案〉

（目的）

第 1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めることにより、

議会の活性化を推進し、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉

の向上と延岡市の発展に寄与することを目的とする。

口①条文に従いこれまで通り取り組む

口②条文に従い新たな取り組みを検討する

口③その他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上欄の検証結果が

①以外の場合、

具体的な説明や

案などを記載
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議会基本条例 検証作業シート〈案〉

条 文

取り組み状況

〈※特記事項がなけ
れば記述不要〉

課題等

検 証 結果

上欄の検証結果が

①以外の場合、

具体的な説明や

案などを記載

（議会活動の原則と責務）
第 2条議会は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさな

ければならない。
( 1 ）市民を代表する議決機関であることを認識し、公平性及び透明性

を重視して、市にとって重要な事項の意思決定を行うとともに、市長

その他の執行機関（以下「市長等Jとしづ。）が行う市政の運営状況

を公正に監視、評価すること。

(2）市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるために必要な政策を

立案し、市長等への政策の提言に努めるとともに、国会又は関係行政

庁への意見書提出にも積極的に取り組むこと。

(3）市民に聞かれた議会を目指し、情報公開に取り組むとともに、

市民に対して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明する

こと。
(4）常に社会情勢を的確にとらえ、市民の視点に立った政策形成の

ため、調査機能体制の強化を図ること。 I 、

口①条文に従いこれまで通り取り組む

口②条文に従い新たな取り組みを検討する

口③その他

’、
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議会のあり方検討特別委員会 活動計画〈案〉
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。定数・報酬決定※ 1：検討・協議の結果、定数及び報酬の変更が必要な場合は、あわせて条例提案

。最 終報 告※ 2：検討・協議の結果、条例改正が必要な場合は、あわせて条例提案
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議会活性化特別委員会記録
書記

氏名
印遠田幸宏

開催
｜ 平成25年7月26日（金）

月日
議会委員会室

開催

時間

自 13時 00分

至 13時 42分

開催

場所

職 名 氏 名 出欠 職 名 氏 名 出欠

委員 長 稲田雅之 。委 員 高 木 益 夫 。
委

員 副委員長 小 野 正 二 。委 員 平田信広 。
の

委 佐藤大志 。委 員 熊本貞司 。員
出

欠 委 員 河野治満 。委 員 佐藤裕臣 。
委 員 松田 和己 。

席議員出

説
明
の
た
め
の

席者出

露

議案番号 件 名 結 果

一 活動方針について 一

一 先進地視察について 一



議会活性化 特 別 委 員 会 記 録

開会 13時 00分

稲田雅之委員長｜ ただいまから、議会活性化特別委員会を開会する。

本日は、先にご案内していたとおり、本特別委員会における活動方針に関する

意見交換や、先進地視察等について協議を行いたいと思っているので、どうぞよ

ろしくお願いする。

これより順に協議を行って参るo はじめに、本特別委員会における活動方針に

ついて協議を行って参りたいと思うが、まずは、前回の委員会開催時にご意見等

が出ていた「広報・広聴特別委員会との活動のすみ分けJに関して、先日（6月

21日）、両特別委員会の正副委員長において協議を行ったところであるので、そ

_., I ｜の結果をご報告させていただきたいと思う。

,. 

（資料配布）

稲田雅之委員長｜ まずは、「議会活性化特別委員会J及び「広報・広聴特別委員会」の設置の経緯

や基本的な事項等について、事務局より説明していただし

事務局 それでは、事務局より、ご説明させていただし

はじめに、資料の①「議会活性化特別委員会の設置の契機や目的等についてJ
をご覧いただきたい。

まず、 1番目の「本特別委員会設置の契機Jであるが、四角囲みの中の①、昨

年度まで設置されていた「議会基本条例制定特別委員会Jの昨年度3月定例会で

の委員会の活動報告の抜粋であるが、その中で、「この議会基本条例に関しては、

実効性のあるものでなければならないことから、制定後に関しては、条例の検証、

また、条例に基づいた各種の議会改革に取り組むための体制整備に向けた検討が、

ぜひとも必要であるJと本会議で言及されている。

また、その下の②であるが、今年度の5月臨時会での本特別委員会の設置の際

には、「議会基本条例の検証および今後の議会活動を積極的に推進するため、設置j

と本会議で言及されているところである。

次に、 2番目の「基本的な活動の目安」であるが、議会基本条例の第22条及び

第27条には、「継続的な議会改革の取り組みゃ、条例の実効性を高めていくため

の条例の検証とその結果に基づく必要な措置について検討するJことが規定され

ているところである。

続いて、資料の②「広報・広聴特別委員会の設置目的及び活動概要等」をご覧

いただきたい。

まず、 1番目の「広報・広聴特別委員会設置の契機Jであるが、平成23年度の

5月臨時会での本特別委員会の設置の際には、「議会報や議会報告会・シティミー

ティングなど議会の広報・広聴活動の充実強化を図るため、設置jと言及されて

いるところである。

次に、 2番目の「議会基本条例における広報広聴音動の位置づけ」であるが、

議会基本条例の第 17条には、「議会が多くの市民に議会や市政への関心を持って
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もらうための広報活動に努めるとともに、市民からの意見や要望等を聴き、議会

審議等での参考にするための広聴活動にも努める」とされており、また、第2項
では、広報広聴機能を充実させるために、議員で構成する組織を置くJことが定

められている。

それから、 3番目の「これまでの活動経過」であるが、平成23年度と 24年度

の委員会の活動報告を抜粋したものであるが、かいつまんで申すと、これまでの

取り組みとして、「議会だよりの紙面の充実jや「本会議中継の充実Jを図ってし、

くための調査が行われてきているところであり、例えば、「シティミーティング／

議会活動報告会の充実Jに関しては、今後、「議会活動報告会とシティミーティン

グという 2つの手段を駆使して、議会における広報・広聴機能の向上を図ってい

くためJ調査・研究を進めていくとされているところである。

以上が、両特別委員会の設置の経緯や活動等に関する一つの目安となる基本的

な背景である。説明を終わる。

稲田雅之委員長｜ ただいま説明のあったとおり、「広報・広聴特別委員会」については、「議会報

や議会報告会・シティミーティングなど議会の広報・広聴活動の充実強化を図る

ためJ設置されたものであり、また、基本条例においても、「広報広聴Jに関する

条文が規定されているなど、現在もその趣旨に則って、鋭意取り組みが進められ

ているところである。

このような背景を踏まえ、基本的には、「議会活性化特別委員会Jについては、

基本条例の検証を行うことで、本市議会の活動状況を整理しつつ、その結果に基

づく必要な措置について検討し、今後のさらなる議会改革・活性化を図っていこ

うとするものであるが、議会報や議会活動報告会をはじめとする広報広聴機能の

維持・向上を図るための具体的な取り組みの構築や運用については、今後とも引

き続き、これまで同様、「広報・広聴特別委員会Jにおいて活動していただくとい

うことで確認をしたところである。

報告については、以上であるが、何かご意見等はないか。

（「なしJと呼ぶものあり。）

a、

稲田雅之委員長｜ それでは、そのような方向で、今後、取り組んでいくこととしたいと思う。 I 、
続いて、本特別委員会の「活動方法Jについて、協議を行いたいと思う。

先ほども触れたが、本特別委員会は、本年4月から施行された議会基本条例の

実効性を高めるため、条例の検証を行うととともに、条例に基づいた今後の議会

活動を積極的に推進するため設置されたところである。

前回の委員会においても、委員の皆様からいろいろとご意見等が出されたが、

場合によっては、これまでに会派内での協議も行われたのではないかと思う。

まだ、活動を開始したばかりで、これから詳細を詰めていく状況にはあるが、

現時点における本特別委員会の活動方法や活動計画について、どのような視点で

取り組んでいくべきか、それぞれのお考え等について、意見交換を行って参りた

いと思う。

委員の皆様より、ご意見等があればお願いしたいと思う。

河野治満委員 ｜ 検証に当たっての基本的な視点で、あるが、どの部分について皆に意見を聴きた

いのか、先にそういったものを提示していただきたい。いろいろとあると思うが、
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基本的にどのように検証していくのか、まずこのことについて投げ掛けてもらう

といいのだが。例えば基本条例の条文をどう見ていくかなど。

稲田雅之委員長｜ いろいろとやり方はあると思うが。

佐藤裕巨額 ｜ 鉢条例もできたばかりで、ようやく進行し始めたばかりであるので、問題が

起きたときに検討していくなどしないと、現時点では何をどうするというわけに

はいかないと思う。今度、区長会も定数や報酬について、いろいろとあるらしい

のだが、その辺りも踏まえて考えていかないと現時点では漠然としていてなかな

か意見も出にくいと思われる。

熊本貞司 委員 ｜ 活動方法と言っても、まだ方針が漠然としている。いったい何をやるのか。

稲田雅之委員長｜ であるので、その辺りも含めてどう進めていくかということだ。

熊本貞司 委員 ｜ 例えば、この特別委員会の設置の契機のところで書いてあるように、基本条例

の検証については異論はないと思われる。問題は、今後の議会活動を積極的に推

進するためにどうしていくかとか、それから常に市民の意見及び社会情勢の変化

を勘案し等となると、佐藤委員も言われたが、区長会から出た要望に対してもし

っかりと対応をしないと、それをまた別に委員会を設けて検討するとなると大変

である。

河野治満委員 ｜ 今の議会活性化という名称を考えなければならない場面も出てくるかもしれな

い。新たに特別委員会を設置するのではなく、この委員会で名称等を変えて対応

するといったことも考えておかないといけないと思う。

高木益夫委員 ｜ 今の件は、先日の代表者会の中で出ており、正副議長の考えもあるだろうし、

また、複数の特別委員会を作るのもなかなかだろうし、議会活性化特別委員会の

中で扱うかどうかという話も出たということは議論したところであるが、しばら

くは待とうということになっているo ただ、あまり長くは待てないであろうし、

,_. I ｜来週から始まる議会活動報告会では、必ずそいつた意見糊されるものと思う

ので、ある程度の対応を考えておかないといけないとも考えている。また、話が

少しそれるかもしれないが、議会改革度ランキングの資料を見ると、佐伯市議会

も上位に位置しているので、佐伯市議会との意見交換なども開催していろいろと

情報収集してはどうかと思うところである。

稲田雅之委員長｜ そうなってくると、状況によっては、この委員会の方向性が流動的になってく

るものと恩われる。

高木益夫委員 ｜ 議会運営委員会で、行っている定例会の反省会だが、これについてはここで検討

する考えはないのか。

稲田雅之委員長｜ それは、灘で行った反省会の結果を、またこの委員会に持ち込むということ

か。
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高木益夫委員 ｜ 反省会については、躍の場でいろいろと意見糊されるが、その後どうした

かまでは開いていない。そこまで検討したほうがいいのではないか。

平田信広委員 ｜ 今まで瀧でやっていることを、こ乙でしたらどうかというのは、それは難し

いのではないか。

熊本貞司 委員 ｜ その話の内容のレベルにもよると思う。場合によっては、重要なものについて

は特別委員会で探んでもらいたいという話になることはあり得ると思う。

高木益夫委員 ｜ 瀧との兼ね合いなので、なかなかできないとは思う拭取捨選択することは

あるとは思うのだが占

稲田雅之委員長｜ 鑓｜こ限らず重要な問題について投げ掛けられれl式場合にもよるカミこちら

で検討することは出てくるとは思う。

佐藤裕臣委員 ｜ 基本条例を作っていく際も、他市の事例を参考にしながら延岡市独自のものを

作り上げたわけだが、やはり先進地事例などを研究しながら活性化につなげてい

くよう検討していかなければならないと思う。先進地の取り組みを大いに活用す

ることはいいことだと思う。

佐藤大志委員

稲田雅之委員長

ちょっと話が前後するかもしれないが、予定している先進地視察については、

議会報告会などをやっている先進地を視察することを予定しているのか、それと

も今議論していることを含めて、テーマを絞って視察に行こうとしているのか、

正副委員長においてどのようにお考えか。

先進地視察については、この後の協議案件で予定しているのだがよ実は先ほど

もあったように、この特別委員会の進め方自体が流動的になっている部分もあるo

いわゆる定数や報酬のことに関して、もしこの特別委員会で検討するということ

になれば、やはりそういったことも含めて視察先も考えていく必要があるのでは

ないかと考えるところもある。

松田和己委員 ｜ 前回も言ったのだが、もともとこの特別委員会を作ったということは、目的が

あって作ったわけなので、今頃何をやるのか模索していること自体がおかしい。

名称は活性化だが、資料にもあるように、その内容は、昨年度制定した議会基本

条例を検証していくということで、設置されたもので、あったはずである。それから

すると、要はまだ作っただけで、あるので、この基本条例に沿って取り組まれてい

ることもあるだろうが、もしかするとまだできていない部分も出てくるものと思

われる。そうなれば当然、第1条からずっと順に1つずつ見ていって全ての条文

を検証していくことがこの特別委員会のやるべきことではないのか。 29人全員

が、この基本条例を完全に熟知してはいなし、かもしれないので、この特別委員会

が先頭に立って1つずつ検証していきながら、場合によっては条例とずれている

事象も出てくるかもしれない。そのための議会基本条例であるので、私は第1条
からずっと順を追って見ていき、委員会を開く際には何条から何条までやるとか、

次に委員会を開くまでには何条から何条までを皆で考えてこようとか、できてい

る部分はこれでよいが、できていない部分があればこれはどうすればいいのかと
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か、この委員会でそういった案を作成して皆に投げ掛けるなどすべきではないか

と、私はこの委員会の役目を理解しているのだが。そういう中で、もしかすると

先ほどあったような定数・報酬の話もでてくるかもしれない。そうしたときにど

こまで議論をするのか。ここはもともとそういったことを議論するために作った

委員会ではないので、議論はするが最後まではそうはならないであろうが、大枠

で考えれば知らないとも言えないことにはなる。

河野治満委員 ｜ 松田委員のおっしゃるとおりで、やはり第1条から第27条まで、 1条ずっきち

んと検証していって、運用がうまくできているものはいいが、新たに取り組まな

ければならないものはまた考えていかなければならないし、場合によっては条例

の中に入れ込まなければならないものも出てくるかもしれない。そしてその次に

作業方法である。検証作業をする上でシートなど作ったりしてやっていくべきで

ある。

l稲田雅之委員長｜ 私も全くの同感である。例えば検証結果を場合分けするなどして、 1つずつ検

証していくことがこの委員会の作業だとは思っている。

松田和己委員 私は最初からそうだと思っているo

河野治満委員 私もそうだ。

稲田雅之委員長 ただ、ここにきて、先ほどから話が出ている定数・報酬に関してはどうするの

かという議論もある。

松田和己委員 ｜ そういうものは、その都度話し合っていかなければならないと思う。出るか出

ないか分からないものを、今話し合う必要はないと思う。

河野治満委員 ｜ 代表者会での協議を踏まえて、今後の方向性が出てくるはずである。

稲田雅之委員長｜ 投げ掛けられたことに対して、それについて作業を行うことはあると思うが、

,-. I ｜基本的には条例の精査を行うことがこの委員会の実際的な作業であると思う。

熊本貞司委員 ｜ 先ほどからもあるように、条例の検証については異論はないし、これは誰もが

そうだと思う。たまたま定数・報酬の議論が出てきているので、我々議会として

は報酬を今下げているが、そういうものが知られていない状態で3月に要望書が

出された。そして今回のような議論になっているo

平田信広委員 ｜ 定数・報酬の本格的な議論というのは、いずれにしても正式な形で何か出てき

てからの話だと思うが。

佐藤裕臣委員 ｜ 議会報告会の説明の中にも、最初はなかったのだが、情報としてこれまでの議

会構成の遍歴を掲げるようにしたところである。いろいろな団体と協議をした結

果、現在の29名になっており、しかもまだその29名になってから 1期目である。

何も議論もなく 29名になっているわけで、はない。
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松田和己委員 具体的な方向性が決まってからの話で、はあるが、出てきたとしてもこの委員会

で結論を出すところまでには至らないと思う。しかしながら、あるところまでは

議題に乗せて何らかの話はしないといけないとは考えている。だが、この委員会

で結論を出すにはこの委員会は目的が違う。もしゃるとなれば、定数等を検討す

る特別委員会等を立ち上げて、そこが集中的にやらなければならないと思う。こ

の委員会は全く関知しないということは言えないので、あるところまではここで

議論はするが、それから先の結論を出すということは無理だと思う。あくまでも

議会基本条例の検証ということが大前提にあって、今から各団体と意見交換を行

ったり協議を進めたりするというわけにはいかない。そうなった場合には、新し

く委員会などを作って結論まで導き出すという方法を取らざるを得ないと思う。

熊本貞司委員 別に委員会を設けてそこがやるのか、それともここがやるのか、その辺りの方

向性はこれから検討すべきである。

松田和己委員 私の個人的な考えだが、この委員会で残された期間検討しながら、改選後に特l a、
別委員会を作って結論まで導き出すという流れでいいように思う。外部から言わ

れたからすぐに削減を検討するという考え方はおかしいと思う。先ほども佐藤委

員が言われたように、これまでも何度か削減してきでいるわけであるし、その辺

りの経緯もある。地域でも度々定数や報酬の話が出ることがあるが、私はそれな

らぱ政務活動費の有無についても議論すると今までも言ってきている。

河野治満委員 削減を訴えてきているが、こちらは議会としての考えを示せばいいだけである。

松田和己委員 内容から言って、ある程度の検討期間は十分必要であるo

平田信広委員 来週から始まる議会活動報告会でも、おそらく定数・報酬の意見などが出され

ると思うので、ある程度議員同士でも意思統一はしておいたほうが良いと思う。

松田和己委員 その点は、佐藤委員が先ほど言われたような経緯を説明するという形で出てく

るわけであるので、それ以上のことは、例えば陳情等が出てくれば今後検討して

いくといったことしか言えないのではないか。現時点では何もまだ検討されていl a、
ないわけであるので、今のようなことしか言えないと思うし、言うにしても個人

的見解になってしまう。

河野治満委員 陳情等が出てくれば、提出者の意見を聴くなどの機会もあっていいと思うo 相

手の一方的な意見だけというのもよくないと思う。

松田和己委員 すぐに結論が出るようなことではないと思う。 33人、 29人にしたときもいろ

いろな団体と協議をしてきたわけで、それ相応の時間をかけての結論である。

平田信広委員 私も定数・報酬というのは、そう簡単に決めていいような内容ではないと思う。

高木益夫委員 とりあえずは、松田委員やその他の委員も言われるように、第1条から順に見

ていって、取り組みの現状がどうだとか、これはまだ取り組みがされていないと

か、そういう方法で検証していくようにしてはどうか。
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松田和己委員 ｜ 条例を作ったときにも説明を受けて、個々人でも理解をしているとは思うが、

実際に動き始めて考慮しなければいけない部分も出てくると思うので、この委員

会で再確認する意味でも、まずはそれをすることが本来の目的ではないかと思う。

それ以外に途中で、入ってくるような案件については、その都度協議していくよう

にすればいいのではないかと思うが。

稲田雅之委員長｜ それでは、そういった検証作業のフォーマットのようなものを正副委員長崎

いて案として作成しご提示したいと思うので、またそれについてご意見をいただ

き調整を進めながら詰めていきたいと思うがよいか。

稲田雅之委員長

稲田雅之委員長

（「異議なし」と呼ぶものあり。）

それでは、そのように進めて参りたいと思う。ほかに意見等はないか。

（「なし」と呼ぶものあり。）

それぞれ委員の皆様のご意見等を伺うことができ、大変有意義な意見交換にな

ったと思う。本因出された貴重なご意見等を参考にしながら、今後の具体的な活

動方針や活動計画を検討し、取りまとめて参りたいと思う。

続いて、本特別委員会の先進地視察についてであるが、前回の委員会での調整

後、実施日程については、 8月20日（火）～22日（木）の2泊3日で予定して

おり、また、視察先についても、「兵庫県加西市」と「京都府亀岡市Jを軸に実施

することで、現在、調整を進めているところであるが、先ほどからのお話もあっ

ているが、視察についてはこのまま計画通り進めていってもよいか。それともこ

れから起こるであろうアクションまで含めて、視察先や時期についても検討し直

したほうがよいのか、ご意見をいただきたいと思う。

松田和己委員 ｜ それは考慮する必要はないのではないれ議会基本条例を作って、その後どの

ように活用して議会改革を進めているのか、そういった取り組みが見聞きできる,.. I ｜ような視察で仰ょいと思う。

佐藤大志委員 ｜ 現在予定している2市議会については、議会基本条例はすでに制定されている

のか。

平田信広委員 ｜ 絵基本条例を作って数年経っているようなところである必要があるo そうい

うところを是非見たい。

松田和己委員 ｜ 実際に作つてはみたけど、事情があってその後改正した事例など、そこまでの

生の事例は出てこないかもしれないが、あるいは制定後数年経過しているが問題

は起きていないとか、そういった状況が質問したりできるような計画であればい

いと思う抗

平田信広委員 ｜ 今後の仮定の動きまで考慮しなくてもよいと思うがー
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河野治満委員 ｜ 現在計画している加西市議会と亀岡市議会の概要を教えていただきたい。

稲田雅之委員長｜ 事務局から何か補足してないか。

事務局 加西市議会と亀岡市議会での取り組みの概要について簡単にご説明させていた

だしまず、両市議会とも前回の委員会でお配りした議会改革度ランキングの資

料ではどちらもかなり上位に位置している。また、議会基本条例については、両

市議会とも平成22年、 23年くらいに制定しているようである。それぞれ議会基

本条例に基づいた議会改革の取り組みを進めているようであるが、もちろんその

中には本市議会においても取り組まれているものもある爪本市議会がまだ取り

組んでいない事例であれば、例えば議会の IT化・情報化や議員の賛否の公表、

あるいは決算審査の充実など、この他いろいろと年次的に取り組みを構築してき

ているようである。いずれも議会基本条例を制定してから、急速的に改革度ラン

クが上昇しているようであるので、条例制定が一つの大きな契機となって、それ

を基に改革の取り組みを進めてきているようである。ちなみに、定数・報酬につ

いてだが、これら両市議会においても、これまでの本市議会と同じように徐々に

下げてきているようではあるが、定数・報酬の検討に関する取り組みの先進地と

いうわけではない。あくまでも議会基本条例に基づく議会改革の取り組みを進め

ている、議会改革度の高い地域ということである。説明は以上である。

平田信広委員 ｜ 是非受け入れてもらえればいいと思うが。

稲田雅之委員長｜ それでは、この件については、予定通りの方向で取り組むこととしてよいか。

（「異議なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ 以上で、本日予定していた案件の協議は全て終了したが、この他、委員の皆様

より何かないか。

（「なしj と呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ これをもって、議会活性化特別委員会を閉会する。

閉 会 1 3時 42分
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議会活性化特別委員会 協議案件

開催日時：平成25年7月26日（金） 1 3時00分～

開催場所：議会委員会室（中小企業振興センタ－3階）

1 .活動方針について

( 1 ）広報・広聴特別委員会との協議結果について

( 2 ）活動方法について（※意見交換）

2. 先進地視察について
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i議会活性化特別委員会 資料① j

議会活性化特別委員会の設置の契機や目的等について

1 .本特別委員会設置の契機

①平成 25年 3月定例会での「議会基本条例制定特別委員会」報告（抜粋）

(H25.3.21) 

「この議会基本条例に関しては、実効性のあるものでなければならない

ことから、制定後に関しては、条例の検証、また、条例に基づいた

各種の議会改革に取り組むための体制整備に向けた検討が、ぜひとも

必要であると考えております。 J

②平成 25年 5月臨時会での設置目的言及（平成 25年 5月 9日）（抜粋）

「議会基本条例の検証および今後の議会活動を積極的に推進するため～

設置j

2 .基本的な活動の目安

《延岡市議会基本条例（抜粋）》

（議会改革の推進）

第 22条 議会は、議会の信頼性を高めるため、議会運営に関する評価と

改善を行い、継続的な議会改革に取り組まなければならない。

（条例の見直し）

第 27条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の

変化を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について、

検討を加えその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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i議会活性化特別委員会 資料② j

広報・広聴特別委員会の設置目的及び活動概要等について

1 .広報・広聴特別委員会設置の契機

大平成 23年 5月臨時会での設置目的言及（平成 23年 5月 13日）

「議会報や蟻会報告会・シティミーティングなど議会の広報・広聴活動の

充実強化を図るため～設置J

2 .議会基本条例における広報広聴活動の位置づけ

《延岡市議会基本条例（抜粋）》

ヂ ｜（広報広聴）

第 17条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民

が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるとともに、市民の

意見や要望等を聴くための広聴活動に努めるものとする。

2 議会は、広報広聴機能の充実のため、蟻員で構成する広報及び広聴

に関する組織を置くものとする。

3 .ζれまでの活動経過〈活動概要〉

《委員会活動報告（抜粋）》

女平成 24年 3月定例会での「広報・広聴特別委員会J報告〈抜粋） (H24.3.22) 

r- I <1）議会だよりの取り組み

「年間の調査をふまえ、本委員会では、議会だよりについて、どんなに内容

が優れていても、手にとって読まれない限りは、よい広報紙とは言えない

との考えで一致し、その解決策として、まず 2色刷りを行い、目につきや

すいものにしていくことを優先的に考えたところであります。なお、その

他の検討課題として、一般質問の質問者名や写真の掲載の問題、レイアウ

トの刷新、議員編集の可能性などがあげられ、来年度以降も引き続き調査

する必要性を認識したところであります。J

( 2 ）議会だより以外の広報・広聴活動

「今後もシティミーティング／議会活動報告会や インターネット

中継、コミュニティ FM の活用などについて今後も引き続き調査を

笠主二、広報・広聴、活動のさらなる充実に努めてし、かなければならない

ことを認識したところであります。 J

1/2 ;-



（議会活性化特別委員会 資料② j

女平成 25年 3月定例会での『広報・広聴特別委員会』報告〈抜粋） ( H25.3.21) 

( 1 ）議会だよりの充実

「24年度から 2色刷りを実施し、見やすさや親しみやすさに配慮しました。

また、編集に関する勉強会や、各委員作成案による議会だよりの検討を行う

など、議会だよりの充実に向けて、取り組みを進めたところであります。J

「議会だよりがより多くの市民に読まれるためには、内容の充実を図る必要が

あると考え、①一般質問の質問議員の氏名・写真の掲載、②ページ数の増加、

③編集に関して常任委員会委員長への協力を依頼すること、など、従来の

議会だよりをあらゆる面から見直す必要があると考えたところであります。

今後も、市民の皆様に胸を張って提供できる議会だよりを目指し、調査活動

を継続していく必要性を感じたところであります。j

( 2 ）本会議中継の充実

「本特別委員会といたしましては、情報伝達手段は多くあったほうがよいと

考えております。～ケーブルテレビ中継などにかかる予算を見直しながら、

インターネットによる本会議中継の実現に向けて取り組みを進めることが

必要ではないかと考えるところであります。j

( 3 ）シティミーティング／議会活動報告会の充実

「本特別委員会では、毎年見直しを行う中で、相手方の対象拡大や、テーマの

自由設定など内容の改善を図るとともに、広報・広聴機能の強化を図って

きたところであります。今年度においては、 4つの斑に分かれて実施して

いるこの会議の回数を 1班当たり年 1回から 2回に増やし、広報・広聴機能

の強化を図ったところです。その一方で、この会議の発展形として、童昆

，司~

交換的な特徴を持つシティミーティングと、議会活動の報告的な特徴を持つ｜ ‘ 
議会活動報告会の 2つに分けて開催することを協議したところであります。

「本特別委員会としましては、議会基本条例制定特別委員会において、議会

活動報告会の実施を同条例に組み込む方針を打ち出していることもあり、

議会活動報告会を重視して実施するという意見で一致したところであり

ます。なお、シティミーティングについても、所管事務に関する意見交換の

会議として各班年 1回以上開催することが望ましいという意見で一致した

ところであります。J

「し、ずれにいたしましでも、次年度以降、議会活動報告会とシティミーティン

グという 2つの手段を駆使して、議会における広報・広聴機能の向上を図っ

ていくための協議を進めていくことが、本特別委員会には必要であると考え

たところであります。J
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長 長｜議⑧ 

議会活性化特別委員会記録
書記

氏名
遠回 幸宏 印

開催
｜ 平成25年6月19日（水）

月日
議会委員会室

開催

時間

自 10時 00分

至 10時 40分

開催

場所

職 名 氏 名 出欠 職 名 氏 名 出 欠

委員長 稲田雅之 。委 員 高木益夫 。
委

員 副委員長 小野正二 。委 員 平田信広 。
の

委 佐藤大志 委 熊本 貞 司員 。 員 。
出

欠 委 員 河野治満 。委 員 佐藤裕臣 。
委 員 松田和己 。

席議員出

小田忠良副議長

説
明
。〉

た
め
。〉

席者出

震 報道関係者（夕刊デイリ一新聞社）

議案番号 件 名 結 果

活動計画について 一

一 委員間による意見交換について 一

一 先進地視察について 一
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議会活性化特別委員会記録

開 会 10時 00分

稲田雅之委員長｜ 開会前に、委員の皆様にお諮りする。本委員会について、報道関係者より傍聴

の申し出が出ているので、委員長において、これを許可したいと思うが、ご異議

はないか。

（「異議なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ 先の5月臨時会において、本特別委員会設置後、本日より、本格的な委員会活

動を行っていくことになるが、皆様のご協力のもと、一生懸命務めたいと思うの

で、今後ともよろしくお願いする。

さて、本日は、初めて協議を行うことになるので、委員会の活動計画や活動方

法に関する意見交換、先進地視察等を中心に協議を行いたいと思うo

これより順に協議を行って参る。本特別委員会は、本年4月から施行された議

会基本条例の実効性を高めるため、条例の検証を行うとともに、条例に基づいた

今後の議会活動を積極的に推進するため設置されたところである。

そのため、条例に基づくこれまでの取り組みを振り返りながら、本市議会の活

動状況を整理しつつ、議会運営や活動等のあり方を改めて見つめ直すとともに、

今後のさらなる議会活性化を図っていきたいと考えている。なお、本日は、初め

ての協議であるので、これからしばらくの問、委員の皆様より、今後の本特別委

員会の活動計画や活動方法について、どのような視点で取り組んでいくべきか、

それぞれの思いやお考え等について、自由に意見交換を行って参りたいと思う。

何かご意見等があれば、お願いする。

平田信広委員 ｜ 今回制定された基本条例の中で、年1回、議会報告会をすると決まったわけだ

が、それについては広報・広聴特別委員会が取り仕切るということで理解してよ

いのか。この件については、班編成を行い実施するというものであったが、そう

いった砿編成の仕方なと、と、ういう進め方となるのれ

稲田雅之委員長｜ それについては、広報・広聴特別委員会がするということで、現在も実施方法

等について協議が進められている。

平田信広委員 ｜ その件については、我々は関知しないということでよいのか。確認だカえもう

6月議会も終わりに近づいているし、どこが中心に取り仕切るのかと考えていた

ところである。

河野治満委員 ｜ この件については、広報・広聴特別委員会に全て任せていいのかといった議論

も一部あって、そういったことも勘案して協議したほうがよいのではないか。議

会基本条例制定特別委員会時の協議の中で、今後条例の検証だとか、広報・広聴

特別委員会に任せるとか、そこまで、はっきりしていたか。
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事務局 ｜ これまでの協議の中では、どの組織がどの部分をやるといったような、きちん

とした明確な協議は決まっていないと思われる。従って、必要があればこちらの

委員会と広報・広聴特別委員会とで協議なりを行い、そういった中で、すみ分けと

いったことなどご判断いただければ、今後の検証の取り組みを進めていく上でも

分かりやすいものと思われる。

河野治満委員 ｜ 委員長において、その辺りの方向性などをしっかりとしてもらわないと、不確

定な部分については今から議論していかなければならない。

平田信広委員 ｜ 何もしないまま、このまま事務局任せといったことにもなりかねないと心配も

される。先ほどの話で、も班分けも今までと違った方法でしなければいけないよう

であるし、議論するとすれば議運なのか両特別委員会なのかといったことも考え

られる。

熊本貞司委員 ｜ 基本条例の検証をしていくということであれば、その条例の中で、従来のシテ l 、
ィミーティングから報告会のあり方を変えたわけであるので、シティミーティン

高木益夫委員

事務局

グは消えたわけであると思うカミ

発展的解消であると理解しているが。

シティミーティングの位置づけについては、現在、広報・広聴特別委員会のほ

うで、これまで、議会報告会のあり方と含め協議がなされているところであるが、

その結果については正式にはまだ議長にも具体的な報告まで、には至っていないの

で、方向性が出てからの協議になるかと思われる。今まで取り組んできたシティ

ミーティング／議会活動報告会のやり方が、以前設置されていた議会改革特別委

員会の中での協議では、議会活動報告会というのは市民の方々にオープンに来て

いただいて、議会の活動などを報告するもの。一方、シティミーティングについ

ては常任委員会の所管事務調査機能等を補完する観点からスター卜したものであ

り、それらをどのようにやっていこうかということで議会改革特別委員会におい

て検討した中で、当面はとりあえず常任委員会を単位とするけれども議会活動報

告会の部分とシティミーティングの部分を抱き合わせて実施してはどうかという

結論に至って、これまで毎年実施してきでいるところである。今後、議会活動報

告会とシティミーティングを分けるということになれば、まずはシティミーテイ

ング自体の考え方に戻り、議論がスター卜するものではないかと考えられる。

熊本貞司 委員 ｜ シティミーティングは常任委員会単位となれば、最低4回、できれば各2回の

計8回となり、それでは大変だから議会全体としての報告会に変えていこうとい

った趣旨があったので、はないのか。そうなるとシティミーティングについても何

らかの整理が必要となってくる。

河野治満委員 ｜ この特別委員会として何をするのかということを、基本的な部分をきちんと決

めておかないと、なかなか難しいと思われる。もともと本特別委員会は、条例の

検証とそれを踏まえた次の改革をどのようにやっていくのかということが位置づ

けだと思う。
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平田信広委員 ｜ どのように検証し、今後どうやって改革に取り組んでいくのかというところが、

やはり市民にとっても一番の関心だと思うので、それをどのようにどこがやるの

かといったことが多少不安には思っていたところである。従来のシティミーティ

ングであれば、この特別委員会とは基本的には関係ないと思っているが、基本条

例に謹われているからということになると関係もしてくることになる。

佐藤大志委員 ｜ 議会基本条例制定特別委員会を2年間やって、その中でアンケートなどにも取

り組み、そして条例が制定されたわけだが、私としては一応はそれで終わりかな

と考えていたのだが、そうではなく検証するということなので、議会改革までを

やるということではないなと考えていたところである。それは別のところがやる

のかなと思っていたところである。

佐藤裕臣委員 ｜ あちこちに方向性を持っていってもなかなか定まらないと思うのだが、やはり

議会基本条例に基づいて、その条文に則ってどれくらい活性化されているかとい

俳 I ｜うことを一番の目標にしていかないと、今回から討議も取り入れられたしまた、

定数も報酬も謹われているので、そういった面も協議していかなければならない

と思う。基本的には、基本条例に則った確認をしていき、広報・広聴特別委員会

とも連携をしていかなければよなかなか先には進まないと思う。

河野治満委員 ｜ 今日の協議案件について、 3つのうち「委員聞による意見交換Jと「先進地視

察Jについての2つは分かる。もう 1つの「活動計画Jについては、委員長があ

る程度の骨子というか基本的な部分を説明してもらわないと、なかなか難しいと

思われる。基本的な部分についてはどう考えているのか。

稲田雅之委員長｜ とりあえず本日は、皆さんの意見を聴いて、そこから次回に向けて集約してい

こうと考えていたところである。

佐藤裕臣委員 ｜ これから方向性を定めていかないといけないのではないか。

高木益夫委員 ｜ 先ほど言われたように、基本条例が目概直りにいっているかということの検証

r I ｜が本特別委員会の目的の第ーであると思っている。それから定数の問題も上がつ

ているので、それも遡上にということで考えているところである。また、先日の

一般質問では反問権は行使されなかったと思うが、反問権が長くなれば時間的な

ことも含めていろんなことを検証していこうという話もあったと思うので、そう

いったことを検証していこうということではなかったのかなと考えているのだが

が。

河野治満委員 ｜ それに近いようなものは見受けられたが。

平田信広委員 ｜ 反問権というのは、議長に許可を得てということになるので、これまでのよう

な確認の意味で聴くようなことはあったかと思う。基本条例の検証といっても、

まだ定例会自体も 1回終えただけなので、今後定例会が終わるたびにそういった

検証をやっていくのか。例えば、常任委員会における議員間討議がどうだったか

とか、そういったことをいちいち検証しなければならないのか。検証するのは分

かるが、今言ったような内容は議運での反省会でやれることであるし。
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熊本貞司 委員 ｜ その辺りとも微妙に関係してくる。タイミングの関係もある。

稲田雅之委員長｜ 反省については、ここで、ゃったものを議運に持ち込むこともあり得る。特別委

員会のほうが先にあるので、大体の議論はできるのではないか。その結果を、議

会終了後に行っている議運で、の反省会の場で、報告する形もできるのでは。

熊本貞司委員 ｜ そういった方向性をこの委員会でルールづけしていかなければならない。条例

の検証をやっていく上では反省会ともだぶるので、そのタイミングを合わせるこ

とも考えなくてはいけないのではないか。

稲田雅之委員長 どちらにしろ、この特別委員会のほうが早いことになるのではないか。

松田和己委員 そうではないのではないか。議会の運営に関して何かあれば、議運は即座に開

くことができるので、あって、特別委員会はそういうわけにはいかない。今話して l
いるのは、例えば6月議会において討議されたことが基本条例にどのように照合

しているかなど、 1つ1つ見ていってもしかすると条文を改正しなければいけな

いことも発生してくるかもしれない。そういうことが目的だったのではないか。

何か目的があったから特別委員会を作ったわけであって、今ここで活動テーマに

ついてどうだということ自体がおかしい。先ほどから皆が言うように、基本条例

の検証することであって、今はまだ何も問題はないかもしれないが、検証してい

くうちにこの部分は条文に則っていないとか、そういうことを確認していこうと

いうことを目的としてこの特別委員会を作ったのではなかったのか。

熊本貞司委員 それが大前提だと思う。

松田和己委員 そういうことが明確になっていないと、今からやることを探すようでは何のた

めに特別委員会を作ったのか。

熊本貞司委員 やはり検証をやることだと思う。

松田和己委員 基本条例に則ってやっていくとなると、分野的には幅広いものになると思われ

るので、この特別委員会として検証するという意味でどう取り組むのか、整理し

ていかなければならないと思う。

平田信広委員 ｜ 先ほど松田委員が、何か議会運営で起こったときには、議運でその都度協議で

きると言われたが、総括的な反省会としては現在は定例会が終わってから数日後

に議運を開いてやっているので、特別委員会で協議したものを議運に持っていく

というやり方はないことはないと思う。そういうルールづくりをするのかどうか

は別だが。

松田和己委員 ｜ 議会報告会についても、広報・広聴特別委員会がリーダーシツプを取るのであ

れば、この特別委員会において、それが基本条例に則っている取り組みかどうか

を検証して、場合によっては口出しできる立場にあるとも考えられなくはない。

その辺りの進め方をどう取り組んでいくのか。
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小野正二副委員長｜ 広報・広聴特別委員会に昨年度まで所属していたので、議会報告会について発

言させていただし議会報告会については、広報・広聴特別委員会の中で案をま

とめて、各定例会が終わった後に報告することになるのだが、全 11会場を回り、

班編成についても広報・広聴特別委員会で案を作ることになっているo 案である

ので、それが代表者会等に上がってくるとは思う。

平田信広委員 ｜ それでは、シティミーティングについてはどのような協議がなされているのか。

小野正二副委員長｜ その話も残っているので、先ほど事務局から説明があったように、性格成絵

報告会とは違うが、開催する方向で検討・協議が行われていくことになっているo

平田信広委員 ｜ それらの活動については、広報・広聴特別委員会ですでに協議が進められてい

るということなのか。

小野正二副委員長｜ まだ中身について決定ではないが、そうである。

熊本貞司委員 ｜ 確認だが、議会ごとなのか。

小野正二副委員長｜ 定例会が4回あるので、終了するごとに各会場で開くことになっている。 トー

タルで 11会場ということである。

平田信広委員 ｜ 私もそのように理解している。

高木益夫委員 ｜ 3月議会は入っていなかったと思うが。また、それとは別にシティミーティン

グともなると、回数が多くなり大変であるということで、シティミーティングに

ついては発展的解消だというような気がしていたのだが。

小野正二副委員長｜ シティミーテイングについても広報・広聴特別委員会において協議していくこ

とになっているが、まだ結論は出ていない。

平田信広委員 ｜ いずれにしろ広報・広聴特別委員会において協議が進められているのであれば、

その検討結果が代表者会などに上がってくるものと思う。はじめはそのこともこ

の特別委員会で協議しなければならないのかなと思っていたのだが、そういう進

め方がされているのであれば別に問題はないと思う。早めに広報・広聴特別委員

会においてまとめないと、議会終了ごとに実施となれば6月議会後はすぐなので、

大変ではあるがそういう段取りで進められているのであれば了解した。その他の

課題として、定数や報酬の話も本当にこの特別委員会でするのか。

松田和己委員 ｜ もしその話が出てきて、本当に検討しなければならないのであれば、内容や重

要性から言って、専門的に検討する新たな特別委員会を設置しなければならない

レベルの話だと思う。定数なら定数だけを専門にやる特別委員会を作らなければ

とてもじゃないが大変である。

佐藤裕臣委員 ｜ 定数や報酬については区長連協から要望書が出されたが、ああいう組織との意
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見交換もしていく必要があるのではないか。

熊本貞司委員 やり方としてはあると思う。

佐藤裕臣委員 そういう問題が出てきているのは、ほとんどは区長会だけである。そういう意

昧では区長会とは意見交換会などをしなくてはいけないのではないか。

平田信広委員 整理していくひつようがあると思うが、基本条例に書かれているのは、定数や

報酬などの問題が出た場合はどういう手続きを踏むかということで、あって、例え

ばこの特別委員会が自ら発議して定数や報酬を決めていくといった内容のことは

書かれてはいない。

河野治満委員 そもそも「議会基本条伊験証特別委員会Jという名称にすればよかったのだ抗

実際取り組んでいこうとしている内容はそういうことだと思う。

松田和己委員 私もそう思うし、我が会派はそういう揺であっh 「油化』としてしまった｜

からあれもこれもといった印象を持ちがちだが、名称に振り因されることはない

と思う。

熊本貞司 委員 ｜ 報酬を下げろといった要望書が出たわけだが、そういうときには報酬等審議会

はどういう対応をするのか。関わり合いはないのか。

甲斐次長 ｜ 常勤特別職あるいは非常勤特別職の報酬を検討する機関として、いわゆる第三

者機関的であるので、そこで区長連協の意見を聴くかどうかというのは審議会の

考えになってくると思う。

熊本貞司 委員 ｜ 通常、報酬審議会で検討がされるときというのは、社会情勢を勘案してといっ

たことになると思うのだが、今回の場合は具体的に市民団体から要望が出たわけ

で、報酬審議会は何らかの対応をしなければならないのではないかと思うのだカ九

、

平田信広委員 ｜ 議会としては、区長連協から出された要望というのは、あくまでも要望書なの1 4‘ 
で、正式に議会として取り上げるかどうかというのは強制されるものではない。

要望書なのでひとまず置いておくのか、それとも積極的に取り上げて論議をする

のか、そういう判断は必要であると思う。

稲田雅之委員長 そういった場合には、議運や代表者会といったことが出てくると思う。

熊本貞司委員 新聞などでは都農町の報酬引き下げが県内第一号のような報道がされていた

が、実際はうちのほうが早いわけである。世論なんてあの程度の認識である。定

数についても都城が34から 32に削減するような検討がされているとあったo

平田信広委員 32に下げたとしても、まだ延岡のほうが少ない。それはそれとして、本当にこ

の特別委員会で定数・報酬までやるべきことなのか。

佐藤裕臣委員 条例に譲われている以上はやらざるを得ないのではないか。
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平田信広委員 ｜ 再度確認させてもらうが、基本条例には定数や報酬を検討すると書いてあるわ

けではない。定数や報酬を検討するとなったときの手続きの踏み方が規定されて

いるだけで、ここで定数や報酬を議論しなければならない必要はない。

稲田雅之委員長｜ 通常は、代表者会等でどうするか議論されて、その後、議長や各会派の意見を

聴きながら進められていくものだと思うが。

平田信広委員 ｜ そうだとは思うが。

高木益夫委員 ｜ 正副委員長においては、広報・広聴特別委員会の正副委員長と打ち合わせ的な

ものをやって、広報・広聴特別委員会がやるべきことなどの方向性について、再

確認しておいたほうがよいのではないか。

事務局 この特別委員会は、基本的には基本条例の検証をするということで、範囲も広

く、また検証作業についてもかなり膨大な事項になろうかと思われる。従って、

広報・広聴特別委員会もあるし、この特別委員会が今後活動していく中で、ある

程度すみ分けというか方向性などを確認されておいたほうがよいのではないかと

思われる。

稲田雅之委員長｜ ほかに意見等はないか。

（「なし」と呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ 現時点における委員の皆様の、それぞれの思いを伺うことができ、大変有意義

な意見交換になったと思う。なお、本格的な協議・検討については、本日出され

た貴重なご意見等を参考にしながら、今後の具体的な活動方針を検討し、取りま

とめていきたいと思う。

そのため、来月中にもう一度委員会を開催し、再度、意見交換を行い、本特別

委員会の活動計画や活動方法等を詰めて参りたいと考えているが、よろしいか。

（「異議なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ それでは、そのように進めて参りたいと思う。

続いて、本特別委員会としての先進地視察についての協議を行いたいと思う。

（資料配布）

稲田雅之委員長｜ この件に関しては、やはり委員会内での本格的な条例の検証を始める前に、先

進地視察を行っておくことが効果的であると考えているので、 8月中での実施を

考えているところだが、いかがか。

（「異議なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ なお、視察の日程を調整させていただきたいと思うが、先ほど申したように、
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8月中を目途に計画して参りたいと考えているが、現時点において、不都合な日

程等があれば、お知らせいただきたい。

（視察日程の協議）

稲田雅之委員長｜ それでは、ただいま決定した日程で、先進地視察を計画して参りたいと思う。

次に、視察地であるが、現在、正副委員長においては、その候補地として「兵

庫県加西市」及び「京都府亀岡市Jの2市はどうかと考えている。

加西市及び亀岡市の両市とも、 3年前に議会基本条例が制定されており、それ

ぞれ各種議会改革においても、様々な取り組みを実施しており、さらに、両市と

も、お手元の資料を見てもお分かりのとおり、各種の議会改革度調査においても

上位に位置しているなど、大変参考になるのではないかと考えている。

私からの説明は以上であるが、何かご意見等はないか。

（「なしj と呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ それでは、本特別委員会としての先進地視察は、加西市と亀岡市を軸に実施す

ることで調整させていただきたいと思う。

なお、視察に関する具体的な計画等については、正副委員長にご一任いただき

たいと思うカ丈ご異議はないれ

（「異議なし」と呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ それでは、そのように決定する。

以上で、本日予定していた案件の協議は終了したが、このほか、委員の皆様よ

り何かないか。

（「なしJと呼ぶものあり。）

稲田雅之委員長｜ これをもって、議会活性化特別委員会を閉会する。

閉 会 1 0時 40分
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議会改革度調査2012ランキングベスト100 早稲田大学マニフェスト研究所

都道府県｜ 強会名



議会改革度調査2012ランキングベスト100 早稲田文学マニフエスト研究所

フンキングの説明：
．『情報公開J「住民参加J『機能強化』3カテゴリそれぞれの点数を足し合わせた値が「和』、乗算（掛け算）した値が「積Jとなります。
1項目だけ高い／低いといった場合はバランスよく加点されている場合と比べ、「和Jが同点であっても「積Jは低くなります。
マニフェスト研究所では『積』の値でランキングを作成しています。（合計の「積Jは1/1,000（こして表示しています）

・調査回答絡会は全地方機会の76.6%にあたる1,371議会です。上記に示す100議会は「全回答議会の上位7%』と言えます。
• 101位以降については、ご回答された事務局に対してのみ、自身の順位・得点についてお伝えしますのでお問い合わせください。
．平均点／配点は以下の通りです。

合計 431.2/1,965 （和） 4,540, 133/248, 776,500 （積）
区分別 情報公開 118.9/665 住民参加 154.7/430 機能強化 157.5/870
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靭集／

義会改革度、トップは流山（千葉）

九＇•

,,... 
" "'I 

日本経済新聞社産業地域研究所が全国810市区議会を対象に、情報公開や住民参加

などの取り組みを調べた第2回議会改革度調査によると、流山市（千葉県）、鳥羽市（三

重県）、嬉野市（佐賀県）がベスト3となったo 地方議会の改革の動きは全国的に広が

っており、議会の役割を定め改革を促す議会基本条例を制定した議会は175と、この

2年余りで3倍以上に培えた。制定予定・検討中を含めると504議会と全体の6割を

超える。一方で、県庁所在市といった比較的規模の大きな市区などは相対的に改革の後

れが目立ち、上位と下位の二極分化が強まっているo （井上明彦、市川嘉一）

＝次号以降に地域別、人口規模別動向などを連載

あ

ふ

、・・
4

‘7

・・BF

空木条例の制定、予定・検討申書め6割超

表1 全国市区隠会の『強会改革度』ランキング上位20位（総合得点は100点満点）

,.. 

総合順位 自治体名 都道府県名 総合得点 総合偏差値 公開度偏差値 住民参加度偏差値 運営改善度偏差値

9) 流山市 千葉県 66.8 96.26 ( 87.73) 85. 79 ( 63.04) 76.86 ( 7 4.48) 94.60 ( 91.02) 

2 ( 84) 鳥羽市 三重県 57.4 86.23 ( 61.98) 80.80 ( 45.97) 74.79 ( 73.07) 83.90 ( 55.22) 

3 9) 嬉野市 佐賀県 57.2 86.02 ( 87.73) 77.69 ( 47.86) 78.93 ( 85.77) 81.11 (91.02) 

4 ( 148) 四日市市 三重県 56.6 85.38 ( 56.37) 70.21 ( 50.71 ) 79.45 ( 51.89) 81.11 ( 56.50) 

5 ( 108) 上越市 新潟県 56.2 84.95 ( 59.34) 77.06 ( 68.73) 77.38 ( 61.77) 78.78 ( 47.54) 

6 8) 所沢市 埼玉県 55.6 84.31 ( 88.06) 66.47 ( 66.83) 85. 15 ( 7 4.48) 80.18 ( 89.11 ) 

7 ( 39) 取手市 茨結県 55.4 84.10 ( 69.24) 80.80 ( 67.78) 81.00 (71.66) 72. 73 ( 54.58) 

7 ( 74) 加西市 兵庫県 55.4 84.1 0 ( 62.97) 76.44 ( 67.78) 76.86 ( 64.60) 79.71 ( 48.82) 

9 (299) 名古屋市 愛知県 55.2 83.88 ( 50.75) 84.54 ( 38.38 ) 61.34 ( 53.30) 82.50 ( 52.66) 

10 ( 80) 亀岡市 京都府 54.2 82.82 ( 62.64) 7 4.57 ( 65.88 ) 76.35 ( 60.36) 78.78 ( 53.30) 

11 (470) 高山市 岐阜県 53.4 81 .96 ( 46.13) 75.82 ( 56.40 ) 76.86 ( 42.01 ) 75.53 ( 44.35) 

12 ( 9) 会滞若松市 福島県 51.0 79.40 ( 87.73) 68.34 ( 78.21 ) 69.62 ( 82.95) 77.39 (73.12) 

12 ( 1) 京丹後市 京都府 51.0 79.40 ( 97.90) 66.47 ( 68.54) 68.58 ( 84.36 ) 85.30 ( 92.94) 

14 ( 20) 大東市 大阪府 49.6 77.91 ( 77.49) 73.33 ( 69.67) 76.86 ( 85.77) 68.55 ( 56.50) 

15 ( 3) 松本市 長野県 49.4 77.69 ( 93.01) 68.97 ( 78.21 ) 70.65 ( 77.30) 73.20 ( 83.35) 

16 ( 502) 防府市 山口県 49.2 77.48 ( 45.47) 57.75 ( 49.76) 75.83 ( 43.42) 80.18 ( 46.27) 

17 (265) 花巻市 岩手県 48.6 76.84 (51.74) 58.38 ( 46.92 ) 77.90 ( 54.71 ) 79.25 ( 53.94) 

17 ( 2) 伊賀市 三重県 48.6 76.84 ( 93.67) 78.93 ( 53.55) 70.65 ( 91.42) 67.62 (87.19) 

19 (590) 店原市 広島県 47.0 75.13 ( 43.42) 59.00 ( 39.14) 74.79 ( 43.42) 75.99 (50.74) 

20 ( 91) 鹿島市 佐賀県 46.8 74.92 (61.05) 67.72 ( 54.69) 71.69 ( 66.01 ) 73.66 ( 56.50) 

（注）カッコ内の数字は前回調査（2010年実施）の順位、スコア

BE置亙ヨ｝
3月初めから 4月上旬にかけて全国810市区（787市・ 23区）議会の議長を対象に、日経リサーチを通じて郵送で実施。

804市区（781市・ 23区）識会から回答を得た（回答率は99.3%）。議会の情報公開、議会への住民参加、議会の運営方法な
どについて今年4月1日現在の制度や過去の実績などを聞き、回答を数値化してランキングにした。 2010年2～3月に実

施した前回の第 1回調査は同年1月1日現在の制度や実績を尋ねている。今回、無回答の議会は以下の6市＝北上市（岩
手県）、市原市（千葉県）、紀の川市（和歌山県）、岩出市（同）、美作市（岡山県）、豊見城市（沖縄県）

日経グローカル No.196 2012. 5.21 禁複製・無断転載
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｜ 、 ~ ｜【市役所茄 酋｜【 07卯~2-1110 ‘｜現在｜｜！
四 ![URL】http仇 ww.city.kasai.hyogo.jp/ I 一年前｜

l【発足年月日】 1967年 4月 is ・・ . , I a・111.I l‘量刑
【市長】西村和平いごしむらかずひら］（1955.10.18生）就任ー：11ド就任回数：i白 ；岨・（γ｜ I~ 
党派：無所属任期満了 15.6 経歴：市国保健康限最終報：神戸大法79特 畑・’｜一年後｜’＇， 1

【齢】聴い回糊識員：M 任期7'1J';~＼J~.5 I ~ ~ －~ 
【由来】賀毛国の西の意味。「加西郡」といわれた旧3町が 1967年（昭和 42年）に合併して加西市になJ
たι 、＼。 一司

【歴史と花のまち】県南部、播磨平野の中ぬこ位置。市内印刷余基もの古墳ゃ、良質な石の産地賢！

て多くの石造文化財が残る。また、旧市街地は、住吉神社・酒見寺の門前町や街道の宿場町として栄元J

た．明治時代に入ると、西脇市とともに矯州織の中心に。戦後、三洋電機発祥の地として発展し、中国縦

貫自動車道開通以来、企業進出が相次く二県立フラワーセンターが立地する花のまちでもある。 －~ 
【まちづくりの新拠点】 08年 11月に旧三洋電機北条工場跡地にイオン加西北条 SCが開業し、まちの新制

点となった。工業面では、 03年に産業集積特区に認定され加西南・東の 2つの産業団地を造成。 10年記

は三洋電機のリチウムイオン電池工場が稼働開始。

【交通】北条鉄道（北条町駅他＇ 6）、中国縦貫自動車道（加

西 IC）、国道372号、中国縦貫道ハイウェイパス（:ll
泉）

【主要事案所】三洋電傾倒エナジ一社、イオンモーJV加西

北条、側千石、是常精工側、伊東電機側、側コタニ、 JA 仰低例ズ~ \lU 月八事実主栄 u~ 月 J、来允守出遅ひ..... lll 
兵庫みらい .；ぺ 会 tfl日、 。い J ,,;,.:¥l・1

【特産品／酒】播州織物、ぶどう「加西ゴールデンペリー

AJ、加西米「AFK米」「根目女のかがやき」、大棟、ばれ

いしょ、万願寺とうがらし、ハリマ王にんにく、はちみ d ’一、山山村四品

っ、いちご、トマト／富久錦・加西ワイン「RAKAN（ら 【出身者】永田商（絵本作家）、宮崎突保（曹洞宗永掛

かん）J 貫主）、大谷武一（ラジオ体操創始者）、野田誠三（元医
【観光】フラワーセンター、五百躍漢、法草山一乗寺（西 神電鉄会畏）、三枝輝行｛元阪神百貨店会畏） ：：：！｝イ

hやき長l
くまちづくり〉 ,I', ・0・f ＼＇＇，川崎 1i 
【総合計画の策定状況】策定時期： 2011・年 計画期間： 2011年～却20年 4年寄1
【将来都市像】引き出そう！ふるさと加西の元気力 --1 

事~！『 1

【主要プロジェクト】市立加西病院改革プラン（08～ 12年度）、公立幼保施設統合・民営化実施計画（10～ 12年船出

財政再建推進計画後期5カ年計画 （QB～・12年度）、行財政改革プラン（11～初年度） ？到
4到

【ご当地グルメ】へらへとパーガーー ソl 〈公共料金〉

【聡員採用】 【水道料金（ 1か月）】 4,500円

応募者数： 193人（男性 142人、女性別人） 【下水道料金（ l •か河）】 4,420 円
採用者数： 5人（男性2人、女性3人） 【介憧保険料】 4，侃O円

〈子育て支媛・母子健康策〉 〈防災対箪〉

【毘可保育所】月額保育料： 43,500円 【ハザー；．ドマップ】作成

施設数： 15 定員数： 1,190人 （待機児童＂＇ o入）'. ：＇.~ 洪水、土砂災害．公表＇！＇ HP、文・配布

【小児医療費助成制度l:' 【絞射線量・温度測定】来実施 ··~＇.‘i常－買来資宮－事樋国制契£制~ 対象：（外来） 中学校卒業まで （入院）十制年空隈生学校あ収上卒弘業前、ま自lで
所

担担【【妊不得．婦妊外入制検，台段限来惨車はな2助助小·~成底車学制割町~ 誕生日の翌月から所得 己負
年生までなし、I小学4 割負 置 L

度度】】特14定回 75,000円 〈高齢者湖東〉 ？ 霊
助成額：県の助成額（必須）を控除した額で上限5万円． 【施【施高特股股別齢E散者t聾1は盟向3 老ヶ人所ホー総ム定】員数： 265人 ぺlJ自

期間： 5年 。 1, けヶグ所ル入ー総プ定ホ員ー数ム：】 .'11・,i；.：入支
M人 一I：一l人

・【国民健康保険料（税｝】 【生活保聾】

年間上限額 所得制額の料率 均等割 平等Ill 資産Ill 申締件数 日円

1 医療分 巧10，α）（）円 所得額 6.296 21，αね円 22，αm円 一% 被保護世帯数 152世帯「

I 3 支援金分 140，αm円 所得額 2.596 7.αm円 7.α）（）円 -96 .保護実人員数 l回λ訂
111 t畑山阿南側 2附 8醐円叩円 一% _J  

（〈ランキング順位〉ー ペ 、
1笑みよさ：総合377位（50.13)（安心倒位利便5附使適側位宮戸374位住居内）

H成長力：総合 55.，？~位（96.23) （消費548位産業579位）

力度 l：総合1841〆位オ僧ー66) （消費却7位産業 ~88 位｝
11財敬健全度：総合3部位（49.67) （脱借金体質437位弾力性・自主性313位

E 園田一回 -I 4幽幽自，，，

地方説収額

同.~首減率

！ 同・人口 1人当たり

歳出決算総額

同・人ロ l人当たり

実質収支比率

公債費負担比率

［実質公債費比$

；：将来負担比＊

1財政力指数

｜自主財源比率

交付説依存度

｜人口 1人当たり地方債残高

；人口 1000人当たり苧員数

最新データ ｜順位

150.95凶

84.87凶

47，田＠人

企 2.896

736人

46,9叫人

企 3.596

311.2人／凶

企 0.5596

企 0.7496
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1.37 

... 5.496 

41.296 

56.896 

10.096 

25.896 

200.6 

16,351世帯

1.396 

2.87人

1,671世帯

回7世帯

最新データ

66.3億円

6.696 

13.9万円

182.2億四

38.3万円

91.196・ 
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最新データ ｜順位

2,337”所I ss1 
2,258事業所｜ 549 

従業者数

うち民営事業所の従業者数

上渇企業本社散

来上渇有力企業本社数

製造品出荷額等

同？増加率

同・従業員 1人当たり

製造品出荷額l位業種と梅成比

製造品出荷額2位業種と様成比

製造品出荷額3位業種と縫成比

粗付劇画値観

l 同・従業員 l人当たり

却売業年間販売甑ソ

小売業年間販売額

同・増加率

同・人口 l人当たり

大型店店舗数

同・店舗面積

同・人口 1人当たり

園田園田園副圃彊園田画面圃

労働力人口

同・増加率

労働力率・ 30～40代女性

労働力率・高紛者

就業人口構成（第1次産業）

就業人口権成（第2次産業）

就業人ロ梅成（第3次産業）

完全失業率

同・若年層

11 
密渥接部軍盟E櫨

量夜間人口比率

自市内従業曾l合
納読者 1人当たり所得

持家世櫛比率

住宅延べ床面積

1 Ill当たり住宅地平均地価

｜世帯当たり乗用車保有台数

人口1万人当たり病院・診療所教

人口 1万人当たり医師数

．企謹老ム撞段定員数一一

｜公共下水道普及率

l万世帝当たり建物火災出火件数

人口l万人当たり交通事故発生件数

人口 l万人当たり刑法Je認知件数

fl新データ・ 順位
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キング順位〉ロ i 、I 

よさ：総合357位（50.33) （安心4附利便2剖位嫡507（位脱却9位 住 居312f&.) 
t総合343位（99.38) （消費433位産業剖1位）

度k総合田7’位＇（.75,03) （消費485位産業621位）

健全度：総合392位（49.臼）（脱借金体質問位弾力性・自主性457位財政力436位財政基盤剖7’位j

経週間

：示室

！都三

26206 亀岡

｜ ｜【市役所】…1 制服…坐 訟｜【電話】 0771・22・3131

竜，同II [URL】http://www.city.kameoka.kyoto.jp/
l【発足年月日】 1955年 1月 1日

【市長】栗山正隆iくりやま まさたか］（1945.6.23生）就任：03.1』1～町就任回数：3回

党派：無所属任期満了 15.11 経歴：京都府農林水産部畏最終学歴：京大農68年卒

【録会】臓畏：木曽利蹟組員： 26名佳期滞Ji,V,_15.2

【由来】丹波亀山城築城以後、城下町として、また山陰道宿場町「亀山」として栄えた。

【京阪神圏の住宅田園都市】古来より都と山陰を結ぶ交通の要衝として栄えた．現在は京都市都心まで）

分、大阪市・神戸市への利便性も高く、京阪神大都市圏の住宅都市として府内3位の人口を有する。 l常
業者の 25.7%が京都市に、 4.9%が大阪府に通勤（05年）。水と緑に彩られた自然と都市的な機能を併せ持軍

【セーフコミュニティ活動の推進】不慮の事故やけがは、偶然の結果ではなく予防することができるとい吋

念のもと、地域住民のきずなで地域力を高め、地域住民・消防・警察・学校・病院・行政等の協働で去

を講じる.08年 3月に WHOセーフコミュニティ協働センターによる圏内初のセーフコミュニティ認証匙

得。セーフコミュニテイネットワークの一員として、安全・安心活動の啓発・拡充を推進していく。一一方
H 

列車、 l穴太寺、接村八l暗宮、七福神めぐりと布r;
道、亀山城跡と城下まち並み

【イベント】出雲大神宮花祭り（4 月）、亀岡光秀ま~：
(5月）、保津川花火大会・観光ききょう困 ・d訟
園ーコスモス園・構図野神社佐伯灯寵（8月）、亀唖
(10月） ＇.~ 

【日本一】 WHOセーフコミュニティ協働センタ一面

る圏内初セーフコミ pニティ認E取得、生涯学習4

（ガνリアかめおか）、保津川下り、亀岡牛肉、京野

【出身者】石田梅岩（心学者）、山脇東洋（医師）、・何

時（画家）、田中源太郎（政治家｝、出口王信帯当
教家）

' :p 
くまちづくり〉 : 1: ¥ 1お
【総合計画の策定状況】策定時期： 2010年計画期間： 2010年～2020年 今言
【将来都市像】水・緑・文化が織りなす 笑顔と共生のまち かめおか～セーフコ主ユニティの推進とにぎおレの
づくり～ 裕資
【主要プロジェクト】ごみ処理基本計画（05～ 15年度）、セーフコミュニティ推進事業・総合防災体制強化事業（op磐
～）、亀岡健鹿プラン 21推進事業（06～14年度）、建築物耐震改修促進計画（ω～15年度）、学校耐震化事業（～i札
度）、市立病院改革プラン（ω～13年度）、新亀明市生涯学習推進基本計画（10～ 19年度）、第4次総合計画～夢ビジー母

一－ゅう・あいステッププラン～亀岡市男女共同参画計画～（11～20年度）、第2次環境基本計画（12～20年度）．ー一ー一一ー
に当地グルメ】ー ・＼・ ' '' 〈公共料金〉 耳喧審園田
【聡員採用】 【水道料金 (l'か月）】 2，日2円 」
応募者数： l閑人（男性 145人、女性48人） 【下水道料金（ 1か月）】 3,339円 イ副司｜地方税収額

採用者数： 16人（男性 12人、女性4人） 【介鐙保険料】 4!498円L ~，.「~肩榊

〈子育て支短・母子健康簾〉 . 〈防災対箪〉 , ・ i~Oll 同・人口 1 人当たり
【毘可保育所】月額保育料： 49,500円 Iハザードマップ】作成•： ・出怠竃｜愈出決算総額

施設数： 15 定員数： 2,371人 （待被児童 0人） 洪水、地震．公表： HP~ 文書配布 i,l !II同・人口 1人当たり

【小児医療費助成制度】 【惣射線量，温度測定】実施 原到 •1経常収支比率
対象：（外来）小学校卒業まで （入院）小学校卒業まで 農産物等（牛肉）、その他（市民・市内事業者を対象崎11実質収支比率

所得制限：なし、自己負担：外如来就学が1医療機関ご射線測定器の貸出しを実施）．公表：未公表 パ司.11公開負担比率
と月 200円、小学生は月 3,000円上限．入院はl医療機関 コa
ごと月 200円 l ・ 咽II実質公債費比率

【妊婦勝助成制度】 14回卯．ω円 :・ ' ι町宮陛里些率
【不妊治療助成制度】一般 • "' '. 〈高齢者支蹴〉 叫S阪茄蚕
助成額： l人 1年度あたり治療に要した金額の半額以内【特別組老人粁ム1 ! I面11伝説日
で、上限は医療保険適用の不妊治療のみ 6万円三医療保険施設数： 4ヶ所総定員数：加入 i可II長蒜五扇
町の人工授精阿円・期間：診療日から l年以内 盟主：~，~~~亘弘九人 i'. I 1人口 1人当たり地方債残高

ムl11人口1側人当たり蔵員数
E由民健康保険料｛税）.］ ' ＼町： 1 【生活保種1 I 

｜年間上限額｜ 所得糊の料恕 ｜ 均等劃 ｜ 平等割 ｜ 資産制 申謂件数 I 145'f!P.S I面幽
l 医療分 I s10，側円｜ 所得額 I s.196 I 2s.蜘円 I21.仰向｜ 一% 被保腹世宇野数｜ 573世帯， I「
l支援金分 ｜肌側円 l 所得額 1 i.996 I s.抑円｜ 5，抑円｜ 一% 彼鰭実人員数｜ 蜘人 l属 新 数

j介穫分 I 120.000円｜所得額｜ 2.496 I問円 Is.ooo円｜ 一% 「云言側新数

【支通】 JR山陰本線（亀岡駅、馬繍駅他2）、嵯峨野観

光鉄道（トロッコ亀岡駅）、京都縦貫自劃車道（亀岡

IC、篠 IC、大井 IC、千代川 IC）、国道9・372・423・
477号$｝；。

【主要事業所】グンゼ脚亀岡工場、ニチコン亀岡側、パ

ナソニックセミコンダクターディスクリートデバイス

側、一志側、ロームメカテック樹、太陽横械工業側、イ

一トン機器棚

【特産品／酒】松茸、丹波果、伝統京野菜、丹波大納宮

小豆、ぼたん鍋、犬甘野そぱ、亀岡牛／このはな桜・翁
酋・丹山

【観光】渇の花温泉、保津i実谷と保樽川下り、トロッコ

・11, 

憲新データ ｜順位
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最新データ ｜順位

3,357事象所

3,2回事業所

部5

381 

従業者数

うち民営事業所の従業者数

上場企業本社数 l

来上渇有力企業本社数

製造品出荷額等

同・増加率

同・従業員 1人当たり

製造品出荷額l位業種と梅成比

製造品出荷額2位業種と.成比

製造品出荷額3位業種と総成比

粗付加価値額

岡・従業員 1人当たり

卸売業年問販売額

小売業年問販売額

同・増加率 ！？ 

同・人口 1人当たり

大型店店舗数

問・店舗面積

問・人口 1人当たり

内湿潤＂：；J.証芝立が丹

労働力人口

問・増加率

労働力率・ 30～40代女性

労働力率・高齢者

批象人口構成（第1次産業）

批業人ロ権成（第2次産業）

就業人口調t成（第3次産業）

完全失業率

問・若年層

住~盤盤孟環撹

畳夜間人口比~

自市内従業割合

納税者 1人当たり所得

持家世帯比率

住宅延べ床面積

1 n{当たり住宅地平均地価

世帯当たり乗用車保有台数

人口 1万人当たり病院・.鍍所数

人口 l万人当たり医師数 ｜ 

一一一．介腫老ム施設定員数 I 、

公共下水道普及率

1万世管当たり建物火災出火件数

人口l万人当たり交通事敏発生件数｜

人口 l万人当たり刑法犯毘知件数

最新データ ｜順位

31,561人

29,186人

O社

0 社

1，剖1.2僅円

... 16.796 

2,390.0万円

電線 22.496

金属 11.596

デパ 8.196

575.3億円

1,025.1万円

328.l億円

前9.7億円

... 2.696 

91.5万円

17店

11.194nt 

0.77nf 

燈新データ ｜順位

名笠A
... 1.996 

69.296 

25.196 

3:8Jt) 

25.696 

日.296

5.796 

9.096 

tτ1' 

最新デ－~ー1順位
85.1596 

57.296 

293.5万円

77.596 

107.Sm 

82，的O円

1.26台

7.1所

11.8人

坐出
78.096 

5.65件

印.23件

12ゆ.35件
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45203 延岡

！のぺ 汁：：政……イ路2.1 ~ 〈経糊況〉吋d
岡 I[URL】川~i~！·2~~~ 1現在！ J幽 l

｜【発足年月目】 79~3 ；η~~o~a.…iya
【市畏】首膝正泊［的まさはる附1.2生）就任：侃2～就佳耽2回 岨~I 1~但‘ 

党派：無所属任期満了 14.2 経歴：会f土役貝最終学歴京大工 年卒 畑’ l一年後Ii－・一
【踊会】蛾長：佐勝勉繊貝： 29名任期澗町：15.5 : 79 1司’l l’a 

接関諮問開制：i~~こ：~~~~：~｝謀説的J忠誠「華岡
市議脱出：：：：：~t:ff:iiif;鉱山続抑北浦町…倒書院雲
山イカルタウン摘想】医療機器産業の誘致や地場企業の医療関連産業への参入をめざした「 1~ :1陪論調査）

ぷif~！r~r~：~？~？~~~，~~日制限＝~韓協産局長補l~i~：台帳）
1•1 同・地加率

【交通】 JR日豊糊（延岡駅他7）、国道岬・同延岡道路 像）、鈷ゃな（かおり風景聴） 1;j .T匝概回
ぽ~~~自·；！~：~謀、·＇：絞鳴（延岡JCT• 【プベント】似師祭州、……；（j~~ _I：信義
【主要職所】旭化成側、旭有機材工業側 へおか（5月）、ホタルまつり（6月）、まつりのぺおか＜!m • 陸型率

野c.~~r：.~~~おう？関税扱 lijn~~＇.~~~立政~：：~~I~~：埼 1 臨榊
大；；.，月；.·~0 ：：＞~rFM珠 l~M~： ~~~号、五月織、 月）、第九演奏会（問、延岡西附みンc~~t~~ I~ I~鈴~~率
剛】大朋山、行勝山、下阿廊ピーチ、微減議行対 【日本一】也法大師像（附川、オオスリパチ珊珊駅 J'1生産年齢人口糊率

臨謀議？時晴謀議長i臨ザヰj1;i;. 
くまちづくり〉 " - : r~封 書｝ 怪笠企E生率

【総合計画の眠状況】策定時期： 2007年問期間： 2町 一 l耐宮腰璽
【将来鶴市町市民力・糊カ・都市抑制するまちのベぷ。 当 ;I 幌お言民基本台帳）

I ’ ｜ 問・増加率

鰭制強続出設立制吋相R明示レ~9~て裕司 11~器官

、
最新データ 順位

部8.00凶 36 

134.93凶 207 

131,182人 212 

.A 3.096 497 

262人 .579 

132,854人 2叩

.A 1.896 484 

153.1人／凶 641 

.A 0.3296 4日

.A 0.2渇% 495 

47.2歳 285 

企 8.296 452 

13.996 248 

1.62 82 

企 5.896 435 

52.496 83 

58.096 439 

6.796 534 

27.296 268 

195.1 349 

58，時8世術 195 

1.996 451 

2.27人 638 

6,535世帯F 174 

6,269世椿 157 

【ご当地グルメ】チキン南蛮
【喰員探用】

応募者数： 316人（男性 209人、女性 107人）

採用者数： 20人（男性 19人、女性 1人）

〈子育て支援・.母子健康貰〉

【毘可保育所】月額保育料： 50，αm円

施般教： 36 定員数： 2，印5人 （待機児童 0人）
【小児医療費助成制度】

対象：（外来）未就学 （入院）未就学

所得制限：なし、自己負担：月 3叩円

【妊婦検診助成制度】 14回 95,050円 l

【不妊治療助成制度】なし

〈公共料金〉

【水道料金（ 1か月）】 3,207円

【下水道料金（ 1か月）】 3,083円
【介種保険料】 4,300円

〈防災対策〉

【ハザードマップ】作成

洪水、浄波．公表！ HP、文書配布
【般射線量・温度測定】釆実施．

倒
閣

1
Jバ
リ
寸

wn 
厩麗君

最新データ 順位

地方税収額 139.9憤円 287 

同.t普減率 0.996 640 

同・人口 1人当たり 10.5万円 6似

歳出決算総額 562.5億円 ‘185 

同・人口 1人当たり 42.1万円 305 

経常収支比率 91.896 448 

実質収支比率 3.896 ．． 

公債費負担比率 21.296 7倒

実質公債費比率 13.596 456 

将来負担比率 116.396 439 

財政力指数 0.51 542 

自主財源比率 36.196 5田

交付税依存度 27.096 536 

人口 1人当たり地方債残高 51.2万円 584 

人口 1α）（）人当たり臓員数 9.69人 447 【国民健康保険料（税｝】

｜年間上限額

1 医療分 I s10.ooo円

？支捜金分 I 140，側円

2介腹分 I 120.000円

〈高飴者支復策〉、 4

【特別養腹老人ホーム】

施設教： 8ヶ所・総定員数：臼5人
【高齢者向けグループホーム】

施般教： 13ヶ所総定員数： 2何人

【生活保鐙】

平等割 l扇「布存薮
21,000円｜ 15脱 蚕藻蚕亙術数

6，側円｜ 3.096 線験人員数

一円 i -%  
事業所教

うち民営事業所数

最新データ ｜順位

6,9お事業所｜ 179 

6.767事業所｜ 178 

市
中
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一
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一
泊

料一
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一
一

額
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十
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側
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側
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所
一
所
一
所

均等割

21.000円

5，αm円

12，α）（）円

334件

1,818健常

2,357人

穏覆愚

盟揖置

従業者数

うち民営事業所の従業者数

上場企業本社数

来上場有力企業本社数

製造品出荷額等

同・増加率

同・従業員 1人当たり

製造品出荷額l位業種と構成比

製造品出荷額2位業種と栂成比

製造品出荷額3位業種と嫌成比

粗付加価憧額

同・従業員 1人当たり

卸売業年問販売額

小売業年問販売額

同・増加率

同・人口 1人当たり

大型店店舗数

問・店舗面積

同・人口 1人当たり

雇理rtヲぞ玄埋ちて子守

労働力人口

同・滑加率

労働力率・ 30～40代女性

労働力率・高齢者

批業人口権成（第1次産業）

就業人口構成（第2次産業）

就業人口健成（第3次産業）

完全失業率

同・若年層

盤郭量盤盛量調甥

量夜間人口比率

自市内従業割合

納税者 1人当たり所得

持家世帯比率

住宅延べ床面積 ｜ 

1 rd当たり住宅地平均地価

世帯当たり乗用車保有台数

人口1万人当たり病院・診療所数

人口 l万人当たり医師数

介護老人施設定員数

公共下水道普及率

1万世管当たり建物火災出火件数

人口1万人当たり交通事欽発生件数

人口 1万人当たり刑法£1!知件数

富裕 594位ぜ居 589位）

最新データ ｜順位

59,020人l

54,329人

1社

1社

2,966.5億円

.A 7.196 

3,573.7万円

化学 36.496

総縫 10.896

食料 5.496

1,331.2億円

1,60③.7万円

1,129.7億円

1,160.1億円

2.396 

85.1万円

23店

92,575nf 

0.70nf 

最新データ ｜順位

62,508人i

企 4.696

76.796 

15.496 

5.596 

28.396 

63.696 

8.996 

11.896 

憲新データ ｜順位

100.93961 

－% 
253.4万円

64.496 

95.9nf 

27,300円

1.15台

7.6所

18.7入

1.020人

71.596 

6.05件

卯 .63件

76.弱件
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