
視 察 報 告 書

１ 視察年月日
平成２９年１１月１５日から１１月１７日まで

２ 視察場所
・平成２９年１１月１５日（水）・１６日（木）
第１２回全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路

・平成２９年１１月１７日（金）大阪府寝屋川市役所

３ 視察事項

第１２回全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路

・基調講演：議会改革の実績と議会力の向上

・パネルディスカッション：議会改革をどう進めていくか

・課題討議：議会基本条例のこれまでとこれからを考える

寝屋川市

・青少年の居場所づくりについて（スマイル・ハピネス）

４ 視察参加者（６名）

赤羽直一、佐藤 清、結城 繁、渡部日出雄、岩澤 信、小堤 修

５ 視察行程

別紙のとおり

６ 視察報告

別紙のとおり

上記のとおり報告します。

取手市議会議長 佐藤 清 殿

平成２９年１２月１５日

取手市議会会派はやぶさ代表者 赤羽 直一 ㊞



取手市議会会派はやぶさ代表 赤羽 直一 殿

行政視察報告書

取手市議会議員 小堤 修

１ 視察日

平成２９年１１月１５日（水）・１６日（木）

２ 視察先

第１２回全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路

３ 調査項目

・基調講演：議会改革の実績と議会力の向上

・パネルディスカッション：議会改革をどう進めていくか

・課題討議：議会基本条例のこれまでとこれからを考える

４ 視察内容

（１）１日目

第１部 基調講演

議会改革の実績と議会力の向上と題し、明治大学名誉教授中邨章氏の講演を聴

いた。講演の論点として、４つの項目を挙げていた。

１つ目は、変わる地方議会として議会基本条例の１０年について、この１０年

での条例設置件数や％、議員提出条例案件の実績、議会基本条例の意義と成果に

ついて評価や課題を話された。

２つ目は、改革から政策創造へとして直面する課題＝人口減少と地域振興につ

いて、国内人口の推移と政策展望、将来の人口予測、人口減少と自治体の対応、

連携中枢都市構想の背景及び連携中枢都市圏構想等を話された。

３つ目は、地方議会のこれからとして防災と政策創造／政策チェックについて、

地元選出議員の役割について被災経験の有無からの議論、市議の危機対応への期

待、議会の防災業務への積極的対応や災害対策本部運営・支援物資管理・マスコ

ミ対応・罹災証明発行・仮設住宅・業務継続計画・指定避難所等の防災対策の再

検討に関することを話された。

４つ目は、地方議会の政策展望として電子政府の試み／エストニアから学ぶに

ついて、エストニアでの経験や電子投票の試み、そして最後にこれからの議員像

について話された。



第２部 パネルディスカッション 「議会改革をどう進めていくか」

コーディネーター 人羅 格 氏（毎日新聞論説副委員長）

パネリスト 大山 礼子 氏（駒澤大学法学部教授）

金井 利之 氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

新川 達郎 氏（同志社大学大学院総合政策科学研究科・

政策学部教授）

川西 忠信 氏（姫路市議会議長）

先ず、１つ目の題目として、大山礼子氏からは、「議会改革を議会の中だけで

終わらせないために」について提言があり、地方議会の危機的状況、議会の改革

意欲は住民に届いていない？、選挙制度の改革も視野に、選挙制度改革の論点、

議会活動を住民にとって魅力のあるものにするには？のそれぞれについて、各パ

ネリストの活発な意見の交換がなされた。

２つ目の題目として、金井利之氏からは、「議会改革をどう進めていくか」に

ついて提言があり、議会基本条例について、議会改革の論点、地方議会の将来に

ついて討論がなされた。

また、高知県大川村に見る、議員のなり手不足から村議会廃止、そして町村総

会へという動きについて言及された。

３つ目の題目として、新川達郎氏からは、「議会基本条例と議会改革の展望」

について提言があり、議会基本条例と議会改革の現状と課題、議会改革でとりわ

け重点を置くべきと考える分野と論点、地方議会の将来を考えるという項目につ

いて意見交換がなされた。

最後の４つ目の題目として、開催地姫路市議会議長の川西忠信氏からは、「姫

路市議会の現状と今後の方策」について提言され、議会基本条例と議会改革の状

況の全体的な評価について仔細に渡り説明がなされた。

（２）２日目

課題討議 「議会基本条例のこれまでとこれからを考える」

コーディネーター 新川 達郎 氏（同志社大学大学院総合政策科学研究科・

政策学部教授）

事例報告者 目黒章三郎 氏（会津若松市議会議長）

豊田 政典 氏（四日市市議会議長）

盛 泰子 氏（伊万里市議会前議長）

先ず、目黒章三郎氏からは、会津若松市議会における「市民意見を起点とした

政策サイクルとその成果について」、議会活動活性化事始と題し、議長選挙で「所

信表明会」、 請願・陳情者の意見陳述の確保、議員間討議、市民の声の政策化

など数々の成果について報告がなされた。

次に、豊田政典氏からは、「議会基本条例の制定への想い～議会のあるべき姿



の実現に向けて～」、四日市市のあらましから始まり、基本条例制定への経緯、

基本条例の構成図、基本方針の三本柱、基本条例に基づく特徴的な内容、市議会

の特徴的な取り組み、今後実施する取り組みについて盛りだくさんな報告があり、

最後に「地方議会から政治改革の狼煙を！」で締めくくられた。

そして、盛泰子氏からは、伊万里市議会前議長としての立場から、「議会基本

条例を通して、地方自治を考える」と題し、伊万里市の位置から入り、市議会の

状況、３０人中２２人が入れ替わった補欠選挙の話、衝撃を受けた４つの言葉、

前議長がやってきたことを提言として、都道府県議会議長会や市議会議長会での

新人議員研修会やブロック研修会の開催について報告された。

（３）所感

新幹線姫路駅のホームに降り立った瞬間、ホームは市議会議員のような雰囲気の

人々で溢れんばかりであった。もしかして、この人々が全員姫路市文化センターへ

向かうのかと思うとぞっとしたぐらいである。もう、シャトルバスには長蛇の列が

できていた。会場は、まっすぐ歩けないほどの混雑ぶり、しかも私達の会場（ホー

ル）はサテライト会場で、本会場の様子が映し出されるといった具合であった。

正直なところを言うと、狭い座席に長時間座り続けるのは辛かったが、それぞれ

の内容とも、発言者の言葉が面白くも新鮮に耳に入って来た。

このような大勢の人が一堂に会し、ひとつのテーマについて、語り合い報告し考

え合うのは、なかなかあり得ないことである。話題に引き込まれる感じがした。

何と言っても、コーディネーターが話を進行していく話術、そしてパネリストの

豊富な知識・学識には感心させられた。

また、２日目の各事例報告者からの報告には、自分達の議会ではこのようなこと

を一生懸命やってきたという自負のようなものすら感じられた。全国の議会では、

生活様式や気候風土など様々なものを踏まえて、その土地に合った議会活性化への

活動が行われていることを再認識した。

我が議会も、ここで得たことを参考に、県内改革度１位に満足することなく、住

民ニーズを的確に捉えた市民の安寧と公共の福祉向上のため、更なる進展に努めな

ければならないと感じた。



取手市議会会派はやぶさ代表 赤羽 直一 殿

行政視察報告書

取手市議会議員 岩澤 信

１ 視察日

平成２９年１１月１７日（金）

２ 視察先

大阪府寝屋川市役所

３ 調査項目

青少年の居場所づくりについて（スマイル・ハピネス）

４ 視察内容

平成２８年８月１日にリニューアルオープンされた「スマイル」、同日新設オー

プンの「ハピネス」の行政視察を行いました。市立池の里市民交流センター２階に

ある「スマイル」は旧池の里小学校跡地に平成２４年５月２０日開所され、その後

市立こどもセンター３階に「ハピネス」が開所しました。今回は「スマイル」の視

察を行い、担当課職員から施設の説明と現状についての説明を受けました。

設置目的として核家族世帯・共働き世帯・ひとり親世帯の多様化に伴い、居場所

のない青少年や、スマホ・ゲームに熱中するあまり、コミュニュケーション能力の

不足や、孤立化傾向にある青少年が増えている中、自分の居場所づくりとして、青

少年同士の交流を深めることを目的としています。元教員や子どもに関わる仕事の

経験がある方をコーディネーターとして、利用者の安全管理、物品管理等の施設管

理に関することや、各スタッフをまとめ対応等の指導や助言、利用者へのアドバイ

ス、関係書類の作成管理、事務局への報告書等の提出を行っています。また、現役

大学生等がスタッフとして、利用者との円滑なコミュニュケーションを図り、少し

年上のお兄さんお姉さん的立場から利用者が来室しやすい空間になるよう気を配

るとともに、コーディネーターと協力し、安全管理と物品管理を行っています。

青少年の居場所「スマイル」は市内在住、在学、在籍の中学生から概ね 30 歳ま

での青少年が気軽に立ち寄れ、集える場として活用でき、平成２８年８月１日に拡

充オープンしました。ポットやレンジ、冷蔵庫が自由に使え、漫画やギターなどの

遊びグッズが充実した「MAIN」、壁一面に鏡が張られ、ダンス等の練習ができる

「ACTIVITY」、全面たたみ張りで寝転んだりできる「TATAーMI」、食堂として、ゆっ

くり食事のできる「REST」、防音設備され楽器を思い切り弾くことができる「STUDIO」

など、１つのフロアに楽しめるスペースが整備されています。



費用等（平成 28 年度決算）

・「スマイル」

計約 2,020 万円

施設改修費用（改修工事、備品等）約 1,290 万円

ランニングコスト（報酬、消耗品、印刷、保険料等）730 万円

・「ハピネス」

計約 1,190 万円

施設改修費用（改修工事、備品等）約 550 万円

ランニングコスト（報酬、消耗品、印刷、警備委託等）640 万円

「スマイル」の 1日利用者は平均して２０～３０人であり、コーディネーターが

親、スタッフがお兄さんおねえさんの役割を担い、家族のような関係を気づき、不

登校や近隣でない青少年の相談、くつろげる空間をつくっています。また、団体で

のダンス練習、音楽バンド練習などすべての青少年の集まる事のできる、安全に安

心して共有できるスペースを確保されていました。駅から近い「ハピネス」が開所

し、さらなる拡充を行っていますが、他地域にも開所してほしいとの声があるとい

う事で、今後ますます孤立してしまう青少年の環境整備の必要性を強く感じる行政

視察となりました。

以上、行政視察報告といたします。



茨城県取手市議会会派「はやぶさ」行政視察研修行程表

○１１月１５日（水）

取手駅 東京駅 のぞみ 313 姫路駅 姫路市文化センター第一中継会場

7：33 8:20 8:50 11:54 13：00～17:00 （研修）

ホテル

17：30

【研修事項】

・第 12 回全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路における「基調講演：議会改

革の実績と議会力の向上」「パネルディスカッション」

【宿泊先】

ホテルクレール日笠

住所：姫路市十二所前２２

電話：０７９－２２４－３４２１

○１１月１６日（木）

ホテル 姫路市文化センター第一中継会場 姫路駅 のぞみ 136 新大阪駅

8:30 9：00～12:00（研修） 16:59 17：28

（御堂筋線）淀屋橋駅 ホテル

18：00

【研修事項】

・第 12 回全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路における課題討議

【宿泊先】

ホテルＷＢＦ淀屋橋南

住所：大阪市中央区平野町３－１－６

電話：０６－６２２３－４６９０



○１１月１７日（金）

ホテル 淀屋橋駅（京阪本線）寝屋川市駅 寝屋川市役所 寝屋川市駅

9:05 9:23 9:42 10：00～11：30（研修） 11：50

（京阪本線）淀屋橋駅 （御堂筋線） 新大阪駅 のぞみ 240 品川駅 取手駅

12:09 12：16 16：10 18：36 18：53 19：51

・大阪府寝屋川市議会事務局

住所：寝屋川市本町１－１

電話：０７２－８２４－１１８１（代表）

【研修事項】

○青少年の居場所づくりについて（スマイル・ハピネス）

・施設概要、経費、利用状況

・これまでの経過や今後の展開

・各施設で実施されている事業の説明（特に寝屋川リーダーズ）


