
市民クラブ行政視察報告書 黒川智明

10月11日 宮城県石巻市 東日本大震災の被災地視察

東日本大震災震源地図

視察地：石巻

石巻視察地

・視察の狙い

東海・東南海・南海の三連動による大規模震災が８７％の確率で発生するといわれている。 国・県はこ

の予測震源地を見直し、市民の生命・財産を守る為に、その防災対策を抜け無く進めなくてはならない。

東日本大震災の丁度７ヶ月後の宮城県石巻市の現状を視察し,刈谷市の防災対策につなげることを目

的として、海岸沿いの被災状況・地盤沈下状態・仮設住宅の状況及び、仙台駅周辺における被災状況も

確認する。 但し、ボランティア目的でない為、復興支援中の各市役所にはアポなしでの視察を実施した。

・仙台空港から高速道路沿い状況

被災した状況が地震及び津波による倒壊した家屋は殆ど

見受けられなかった。 但し、その家屋は津波が通った痕跡として、

１階部分は何も残っていない状況はすさまじさを感じた。

逆に、新築の様な家があり復興に対する強い意識の市民もいると

感じた。海岸から高速道路までの距離は３km前後あるが、船の残

骸が田畑にあり、津波から避難する場合、高台に逃げる事しか無い

と感じた。

日程 10月11日 宮城県石巻市 東日本大震災の被災地視察

10月12日 全国市議会議長フォーラム聴講
基調講演 「二元代表制と地方議会改革」

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 「地方議会と直接民主主義」
10月13日 全国市議会議長フォーラム聴講

課題討議「議会基本条例について」

参加者 刈谷市議会議員 市民クラブ
沖野温志 山内智彦 黒川智明 伊藤幸弘
中嶋祥元 鈴木浩二 佐原充恭
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◎仮設住宅の状況
日本製紙社有地の仮設住宅（38棟）を確認。 前日の報道で

「宮城県の防寒対策は岩手県と比較し、何も手つかず」との事

であったが、各玄関の２重ドア化は進行中の状況であった。

「何を、いつまでに、どうする」を公表すれば、住民の不安も解消

できる事から、マスコミ含め、情報の開示が大切と考える。

◎仙台市内の状況
津波の被害は無い地域ではあるが、余震も含め３０年以上経過した

ビルの多くに外壁の亀裂が発生。 その修繕として、現在もその部位

にネット設置状態が散見できた。 震災発生直後は、停電により道路

交差点の信号機が停止し、大渋滞発生。 ガソリンの供給不足から３

週間タクシーは自宅待機したとの事。（タクシー運転手の体験談）

刈谷市に於いても、日ごろの慢性化した渋滞事情から、広域震災時

には同じ状況が発生すると考える。 これに対し、「車を側道に移動し、

鍵をつけたままの避難する事」を周知徹底する必要性を感じた。
●一日目の所感
日ごろの避難訓練により、生命を守った実績がある事から、刈谷市も更なる地域防災訓練のレベルアップが

必要と感じた。 その為には、防災に対する意識向上が課題と考える。 しかし、視察の翌日、「東北地方大震災

の発生以後、日本人の津波に対する意識が低下している」と日本地震学会で発表された。今回の震災も、誤

った認識により多くの尊い命を失った。高い意識による訓練が、有事の時その成果を発揮する。現状は、各町

で温度差がある中、あくまでも市民中心の訓練活動である。 この課題解決の為に、行政が防災意識・知識の

向上の仕掛けをする事が重要と改めて感じた。又、地盤沈下も想定した津波の被害想定も、再度確認・対策

検討や、慢性的な交通渋滞がある刈谷市は、震災状況の緊急車両・物資輸送と帰宅徒歩の通路確保が必要

である。それには、企業・商店と行政が協力して情報収集し活用するしくみづくりについて推進していきたい。

◎地盤沈下による冠水（大潮満潮1時間後）
地盤沈下67cmの地域の状況を確認した。 至る所で道路が部分
的・全体的に水没していた。（右写真は、道路交差点付近）対策

として、川沿いの防潮堤の嵩上げ工事や、道路の土盛り工事（通

行する部分のみ）を行っていた。 散発的な工事に見えるが、範囲

が広すぎ、優先順位をつけにくい状況の為、これも止むを得ない

事と感じる。

海岸から800mの門脇小学校。 津波が来た直後火災

が発生。１・２階の半分と３階がほぼ全焼した。
下校時刻であった為、海に向かって帰宅途中の7名の
子供は、残念ながら津波に巻き込まれた。しかし、日

ごろの避難訓練により裏山に避難したその他の児童は、
全員助かった。（この学校に通うお子さんと母親談）

以上の事から、最悪を想定した減災施策をする行政

の責務と、防災訓練の重要性を再認識した。

海岸から200mの缶詰工場付近全体が

全て被災。 この工場には、缶詰が山積さ

れていた。 被災直後の三日間、この缶詰

を「命の缶詰」と呼び食料として活用。

その後、社員とﾎﾗﾝﾃｨｱの皆さんで泥を洗

い、「奇跡の缶詰」として、各地の道の駅な

どで出張販売している。東北復興プロジェ

クト「希望の環」として、みんなの力で前進!!
宮城の方の力強さを感じた。

◎海岸から800mの小学校

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ写真

◎缶詰工場

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ写真

震災後震災前

10月11日

10月11日
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基調講演 「二元代表制と地方議員改革」

講師 増田寛也氏（元総務大臣、野村総合研究所顧問、東京大学公共政策大学院客員教授）

１、首長（知事・市町村長）ｖｓ議会

首長と議会は、お互いが程よい緊張感の中で論議し、行政の企画提案に対し監視していく事が重要である。

昨今、市民からの不信感が増大している現状に対し、首長は、行政評価委員会の開催など、市民とのコミュニ

ティの充実を図ってきている。 これに対し、議会の施策に大きく変化がないのが現状である。議会に求められ

ていることは、以下３項目がある。

①市民との接点を持つことが必要・・・１回/４年の選挙だけでなく、議会報告会の開催

②議会の中で、もっと討論をする・・・議員としての質を高め、学習・議論しﾚﾍﾞﾙを上げていく

③多くの場面を見せていく・・・夜間議会・通年議会etc.

本来、議会で論議し尽くし、賛否により議案を可否決する。 一議員として、どういう理由で考察し､結果を出し

たかを、市民に説明する責任がある。 更に、今後の方向性を市民公表すべきである。

２、リコール（事例：阿久根市）

首長が、施策を強行していくのは、議会がチェック機能としての仕組みを無視するものである。

こういったポプュリズム は、議会の弱さから来ているものである。首長・議会の力のバランスをお互いが

維持しつつ、行政の向上を推進していくことが重要と考える。

３、暴走する首長と首長新党（事例：名古屋市）

首長が、毎年の税収に見合う施策のメリハリを調整し仕事をするもの。 行政サービスと税の関係を、市民

に説明し、税収にあった施策削減、又はサービスの維持向上に対し増税するかを決めるのがあるべき姿。

この事例は、首長が毎年の税収を無視し、通年減税するという提案は、明らかに暴走である。 それを実現さ

せるべく、首長新党を結成しているのも、ポプュリズムとして誤った方向に進んでいる事例である。

４、地方議会の改革

今後「税と社会保障の一体化」での地方分権が進められていく事が予想される。 このように、地方の事は、

地方議会で決めていく為に、議員としての資質向上が必須である。 この為にも、国・県・市での最悪分担の

明確化・見直しも行っていかなくてはいけない。

福祉・高齢化対応について、行政サービスを向上させ税金を増額するのか、サービスをある部分抑え、

税額維持して行くのかなどしっかり検討し、市民に開示し了解を得ることが必要である。

５、住民自治と直接民主制

「 ４、地方議会の改革」について述べた事を含め、市民に対し見える化を進める事は必須である。

直接民主主義としての住民投票については、その結果に拘束力を持たせる事は、議会制民主主義の根幹

を大きく変質させるものである。 制度の対象となる範囲や議会のあり方の見直しとの整合性など含め、十分

な論議が尽くされたとは考えられない。但し、今後の原発建設については、住民投票は有効な判断材料となる

と考える。

６、地方政治の活性化

今後、現状の議会運営に対する、市民の声を傾聴し、足元を見直す時が来ている。 議員定数の低減や、議

員報酬の妥当性がマスコミ等で話題となっているが、これについても、議会・議員として現状の状況や数値の

妥当性について、明確な説明ができる様にしなくてはならない。そして、議会の取り巻く環境変化を見据えつつ、

今後、切磋琢磨して議会のあるべき姿を描き、より市民に分かりやすい議会になるよう進化していく事が重要

である。

全国市議会議長会研究フォーラム

目的 行政運営に対し緊張感を持って議会側がチェック機能を果たしていく二元代表制のあるべき姿
を見つめ直し、改革する上での考え方を今回の聴講を参考にする。 今の議会改革の時流を認識

し、その行動手段として、推進事例を参考に考え方・進め方を学び、議会改革に結びつけていく。

※１

※１ ポプュリズムとは、民衆の利益が政治に反映されるべきという政治的立場を指す。ポピュリスト政治家は、一
般大衆との近さをアピールするために、従来の政治過程や官僚制度をバイパスした政策（直接民主主義制度に近
い手法）を実行する。このため、しばしば国民投票や住民投票が多用される。（インターネット ウィキペディアより）
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コーデュネータ：振動宗幸（東京市政調査会研究担当常務理事）
パネリスト：宇賀克也（東京大学法学部教授）、金井利之（東京大学公共政策大学院教授）

青山彰久（余毛利新聞東京本社編集委員）、花田明仁（青森市議会議長）

パネルディスカッション 「地方議会と直接民主主義について」

講演内容

昨今の問題は、経済の衰退が地方財政を圧迫した事から、公共サービスが縮小した事などで、住民の

苛立ちが生まれた。 これを背景に、市職員や議会の批判する市長に、市民が喝采し、議会のチェック

機能を無視し、緊急・異常時にだけ対応できる専決処分により処理するという、市長の暴走が生まれた。

問題に気づいた市民から住民運動がおこりリコール投票となった。 結果、市民が生んだ市長・議会の

混乱は市民自身の手で収束させ、現在新たな自治を模索し始めている。

又、減税を訴える場合、その財源を提示するだけでなく、どの公共サービスを減らして、これから必要

となるサービスにはどう対処するかという広範なプログラムが必要なはず。 特に大都市では、さまざま

な都市問題を解決して暮らしを支えるサービスが必要になる。 偏った公約は責任ある政治と言えるの

かを判断できるように、議会も市民に対し説明責任が果たしていなかった。 自治体の政治・行政に対

する不信が凝集されたものと考える。 直接民主主義はその形がリコール・住民投票という形。 原発

問題により今後の原子力政策の是非を問う為の住民投票のような事例は必要と考えるが、偏重した

情報や世相の中で直接民主主義をすることはねじれた行政を生み出すことがあり、注意していく必要

がある。 一方、地方議会を自治体の基本構造としての地方政治制度を見ると、以下の要素で成り立つ。

首長・・・住民から一人選ばれ「住民多数の代表者」

議会・・・住民の中にある様々な意見や階層を代表することから、「住民の多様な意見の代表者」

二元代表制・・・住民が自分たちの代表機関である首長・議会を直接選挙で選ぶ。その事から、

首長も議会も住民に直接責任を負う。首長・議会は住民の為に行動することを目的として緊張

関係の下で協力しあう。

この制度は本来期待した姿として、地域の多様な意見（住民・企業・団体等）を基に、首長と議会は

説得したり、説得されたりしながら自治体の進む方向を意思決定する。 首長は、政策立案と執行に

一貫性を発揮できる。議会は、多様な意見を基に討論によって論点を明確にし、首長の独善的な自治

体経営を正す事ができる。

このような、地方政治制度を進める中で、昨年６月に、政府に於いて地方公共団体も自治事務につい

て、法令で縛っている義務付け・枠づけの見直しと条例制定権の拡大等を盛り込んだ「地域主権戦略

大綱」が閣議決定された。 地方公共団体自らの判断と責任に於いて行政を実施する事が求められる

ようになった。 一方、議会の成果が市民に実感されなかったため、議会への期待と関心が相対的に

希薄になってきている。 これを受け止め、強い危機感から議会改革として、市民の意思を的確にとらえ

以下のような検討を始める地方議会が出てきた。

・ 市政に反映する為、議会の責務と使命を定める議会基本条例の制定

・ 市民参加促進の為、市民と議会との対話の場の設置・運営

・ より透明性のある議会とする為の議会広報の充実

など、あるべき議会の姿を進める地方議会が行動し始めた。 その目指す姿は以下の通りである。

・住民に開かれ、住民と歩む議会

・政策全般にわたって首長と切磋琢磨する議会

・議員同士の十分な討議による議決と市民への説明責任をはたせる議会
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コーデュネータ：牛山 久仁彦（明治大学政治経済学部教授）
報告者：佐々木勇一 （帯広市議会副議長）、玉川 喜一郎（越 前 市議会議員）

安本 美恵子（伊賀市議会 議 長）、花田明仁 （京丹後市議会議長）

課題討議 「議会基本条例について」

報告者 佐々木勇一 帯広市議会副議長

議会基本条例について

地方の事は地方で決定し、地方が担っていくという地方分権の時代を迎えている。

市長とともに市民の代表である議員・議会には、市長等の執行機関と緊張関係を保ちながら、市の意思

決定をし、行政執行を監視、評価する疑似機関としての役割と責任に加えて市民の意見を反映した政策

提案機能の充実が求められている。

その為には、公正かつ透明で、市民にわかり易く開かれた議会運営のもとに、市民への情報の提供と

共有化を図る事が何よりも重要である。

その上で、議員が活発に議論を交わして結論を出し、その議論の中で、市政の問題点を広く市民に明ら

かにして、自治への関心を喚起し、その理解と参加を得ていく事が必要である。

私たち市議会議員は、市民の声を真摯に受け止め、期待される役割を発揮できるよう研鑽努力し、更な

る改革に努め、市民の負託にこたえていかなければならない。

ここに、帯広市議会は、住民自治の主権者である市民への誓約として、議会、議員の活動原則並びに

議会と市民及び市長等との関係など基本的な事項を定め、議会の最高模範として、この条例を制定する。

議会・議員自ら律することで、改革を進め、市民との距離改善と監視機能の充実・政策提案の充実を進め

ていく事となった。 わかりやすい議会にする為、議会基本条例を作成するに当たり、議会の必要要件を

８項目に定め、１年かけ作成した。 活動成果は、一般質問を60分以内に変更。議会同士の自由討論も

進めるなど、議会改革は３５項目を２年間検討・実施してきた。

報告者 玉川 喜一郎 越前市議会員

議会基本条例制定に向けた取り組み

◎一般質問に於いては市民からの要望に対応し、質問と答弁が隣接するため、傍聴者や視聴者が理解し

やすいとの理由から、一問一答方式の採用（答弁含む５０分以内、回数制限なし）

【刈谷市は一括質問（答弁含まない60分以内、回数制限3回）又は、一問一答（答弁含む60分以内、

回数制限なし）の選択制】

◎案質疑に於ける一問一答方式の採用（答弁含む３０分以内、回数制限なし）【刈谷市も同様】

◎代表質問の実施時期見直し（変更後３・１２月議会時）【刈谷市は実施なし】

◎議会ＰＲ・市民への情報提供・会派控室へのインターネット接続環境の整備【刈谷市と同等】

◎各種審議会、協議会等への議員参画の取止め【刈谷市は委員長の許可制で膨張課】

◎会派要件を２人から認定【刈谷市は3名から認定、】

◎議会活性化検討委員会 【刈谷市は議会運営委員会として機能している】

さらなる議会活動を図り、これまで以上に市民の意思を反映した活動を積極的に行い、市民の負託に

的確に応えるため、中長期的な視点から議会の在り方に関し、調査・検討を行ってきた。

・意見書の提出、議員提出条例について

・議会報告会「市民と議会の交流座談会」の開催について

・各種団体と議会との語る会開催

・越前市議会基本条例の制定に向けて

議会の基本理念や活動原則、市民と議会の関係、首長と議会の関係を明確に定めた「議会の最高法

規」と位置付け、徹底的な情報公開、共有を行政・市民と進めていく。 そして、果たすべき役割や機能の

充実強化を進めている
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所管

行政が行政評価委員会・パブリックコメントなど「開かれた行政」を進める中で、刈谷市長はこの度、タウン

ミーティングを検討している。一方で、議会を無視し独断で進めた市長や議員報酬の在り方について金額

ありきを先行させた市長もいる。 これは、行政や市民に対し、世相をキャッチし、議会としての活動を考え

方含め説明・周知ができていない歪の表れと感じた。 刈谷市議会も、本議会のビデオや議事録公開・議会

だより配布など、わかりやすく周知することを既に実施している。 議会運営委員会においても、各会派から

改善案が出され審議中である。 今後は、議会条例制定に向け動き始めているが、市民に参画の議会にす

る為、議会・議員自身の立ち位置を明確にし、課題を整理しＰＤＣＡを回して進めていく事が大切であると認

識した。市民クラブでは、各議員が今回の事例のように、 市民に対し情報公開と意見収集を行っているが、

議会としても条例制定とともに開かれた議会運営の改善に努めていきたい。

報告者 安本美恵子 伊賀市議会議長
市町村合併を平成16年に実施。 そして都市内分権の推進が行なわれた。 これをきっかけに市民の

声を真摯に受け止め、議会に於ける3つ課題について、議会の在り方検討委員会の設置がされた。

市民の声 ・議論が見えない議会 議会の課題 ・市民との関係

・議会でのくだらない質問 ・行政との関係

・それに対し理解できない答弁に対し、 ・議決に対する責任をどう

「ありがとう」というなど はたすのか

議会の在り方検討委員会 ： 小学校区56会場・83団体・約500人の市民の方々と意見交換した。

これを行うことにより、議会基本条例を以下のステップで制定していった。

①素案作成②タウンミーティング（市民参画）③パブリックコメント④議員懇談会（議員論議）⑤発議

●伊賀市議会基本条例の特徴

①議会報告会実施：市民に対し意見交換・情報共有や参画と民意反映の場、議員の説明責任の場

②一問一答と反問権（議員の質問に対し行政が逆に質問できる権利）採用

③重要政策の明確化④政治討論会開催⑤出前講座開設：各種委員会の活動報告・意見集約の場

⑥議会での議決内容・理由について議員が評決態度公表⑦議員提案での議員定数・報酬の改正

この条例制定・施行により変わったことは、市民としてⅠ議員の顔が見え、議員活動と議会活動の違い

は明確になってきた。Ⅱ市民は自分の発言に責任を持つ様になった。 議員は。Ⅰ地域の問題が把握

でき、政策提言の手がかりとなった。Ⅱ行政との緊張感のある関係が構築されてきた。

報告者 池田恵一 京丹後市議会議長
平成１６年市町村合併し、旧６町の議員数94名から30名の定数4常任委員会でスタート。 平成17年

行財政改革等調査特別委員会を設置し、厳しい財政状況から、行財政改革の提言と議会改革の必要性

に触れた。 平成18年議会改革特別委員会を設置し、議員研修と市民アンケート意見・市民懇談会を踏

まえ、20回の作業部会、37回の委員会で基本条例を提案。 平成20年4月に市議会基本条例を施行し、

同年5月定数24名の3常任委員会で現在に至る。 議会改革特別委員会の活動は、①議会の役割・任務

を振り返り②議会基本条例のあり方を検証し、③議員定数・報酬・政務調査費を検討した。又④議会の

活性化を狙いに、討議の活性化の進め方と⑤市民へのわかりやすさと市民参加（傍聴規則）も検討した。

そして、議会の基本事項として、議会規則・委員会の在り方進め方を論議した。２回の議員研修と議会

改革特別委員会で視察を集中的に１ヶ月で実施した。 現状の意識調査として市民アンケートを行政

関係団体経験者も含め実施。 そのアンケート結果を基に市民との懇談会（議会改革・基本条例について

８回）・意見聴取（議員報酬・定数・政務調査費についてパブリックコメント含む）を実施。 これを基に、

①市民と議会との関係、②執行機関と議会（議員）との関係、③討論の拡大、④委員会の活動会の活動、

⑤議会及び議会事務局の体制整備、⑥議員の政治倫理、身分及び待遇⑦議会の最高規範性と見直し

の手続き の７項目について議会基本条例を定めていった。 議会と首長は緊張感を持った関係に努め、

論点及び争点を明確にする。 一問一答方式議会の代表質問・一般質問に変更した。反問権も採用する

事で、市長が１６人に行使した。議員は市民の代弁者として、自分に意見に責任を持ち発言するように

なりレベルが上がった。 市長による政策等についても、その背景や提案経緯・総合計画の整合性・財政

措置と投資対効果を明確にするようになった為、市民にわかりやすい議会運営に改革が進んでいる。
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