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開 催 概 要 
 

開催趣旨：令和元年11月に市内全８地区で実施した「議員定数に関する意

見交換会」での意見等を踏まえ、議員定数調査特別委員会の議

論を経て、議員定数のあり方についての取組報告や議会として

の考え方を示すとともに、学識や住民代表等による、議会の役

割、そのために必要な定数のあり方をテーマに基調講演とパネ

ルディスカッションを行い、これからの西脇市議会を展望する。 

開催日時：令和２年１月25日（土）13：30～16：30 

開催場所：西脇市民会館 大ホール 

主  催：西脇市議会 

参加者数： 295人（市内 231人・市外64人） 

 

□ プログラム 

   13：30 開会挨拶 

       村井 公平（西脇市議会議長） 

   13：33 西脇市議会の取組発表 

村井 公平（西脇市議会議長） 

13：42 議員定数調査特別委員会による検討内容報告 

村井 正信（西脇市議会議員定数調査特別委員会委員長） 

13：55 基調講演「議会改革－削減から充実へ－」 

北川 正恭（早稲田大学名誉教授） 

14：55 パネルディスカッション「議員定数について考えましょう」 

【コーディネーター】 

土山希美枝（龍谷大学教授） 

【パ ネ リ ス ト】 

萬浪 三郎（西脇市連合区長会会長） 

高橋 章子（重春・野村地区交流推進委員会事務局長） 

盛  泰子（伊万里市議会議員） 

田口 裕斗（立命館大学学生） 

林  晴信（西脇市議会議員） 

【キーノートスピーカー】 

北川 正恭（早稲田大学名誉教授） 

【ホワイトボードレコーディング】 

小林美智子（茨木市議会議員） 

16：25  シンポジウム総括 

北川 正恭（早稲田大学名誉教授） 
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皆さんこんにちは、西脇市議会議長の村

井公平でございます。この度、西脇市議会

の主催で『議員定数を考えるシンポジウム』

を企画いたしました。 

年明けの何かとお忙しい中、このように

多くの皆さんに御出席をいただきましたこ

とに、深く感謝を申し上げます。 

 また、昨年11月には市内８地区において

「議員定数に関する意見交換会」を開催さ

せていだだき、各地区の代表区長さんをは

じめ区長さん、町内会長さん、自治会長さ

んの御協力を賜り、多くの皆様方から様々

な御意見・御提案を頂戴いたしました。 

 それらの意見を集約し、本日のシンポジ

ウムにつなげ、開催できますことは大変意

義深いものであり、重ねて感謝とお礼を申

し上げる次第であります。 

さて、西脇市議会の議員定数は、現在16

人でございますが、平成29年10月執行の市

議会議員選挙では立候補者が19人でありま

した。 

しかしながら、法定得票数に届かない候

補者が４人、結局、定数16人から１人減の

15人が当選した次第であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、誠に残念な出来事ではありますが、

平成31年２月に現職の議員が逝去され、現

在、西脇市議会は14人で運営しているとこ

ろです。 

今期は、この状態で議会運営をせざるを

得ないところではありますが、次期改選に

向けて、議会が主体的に議員定数のあり方

を検討すべきであるとの意見が一致し、平

成30年９月に『議員定数調査特別委員会』

を立ち上げ、以後、様々な切り口からその

検討を重ねております。 

 特に、今回のシンポジウムは、意見交換

会の集大成として、議員定数はもちろん、

西脇市議会のあり方等を、会場の皆さんと

一緒に考える機会になればと願っています。 

 皆さんもご承知のとおり、このシンポジ

ウムには、多くの著名な方々に参画いただ

いております。 

基調講演の講師に、早稲田大学・北川正

恭教授、パネルディスカッションのコーデ

ィネーターには龍谷大学・土山希美枝教授、

また、パネリストには、西脇市内外からそ

れぞれのお立場で御活躍されている様々な

分野の皆さんをお招きしております。 

西脇市議会議長 

村井 公平 

開会挨拶 
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さらには、本日は茨木市議会議員の小林

議員にファシリテーショングラフィックを

担っていただき、パネルディスカッション

の要点をリアルタイムに書き出していただ

きます。 

 これからいよいよ始まります、基調講演

やパネルディスカッションにおいて、どの

ような方向が示されるのか、しっかりと傾

聴させていただき、これからの西脇市議会

のあり方を考えてまいりたいと存じます。 

会場の皆さんも、議会について学ぶ機会

として、最後までお聴きいただきますよう

お願い申し上げ、誠に簡単ではございます

が、開会の御挨拶とさせていただきます。 
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それでは、西脇市議会の取組について報

告させていただきます。 

私たちは特に今期は、「市民から信頼さ

れる議会を目指し、そのためにも市民との

対話を重視して、そして前進していく」こ

とをモットーに活動しています。 

私たちが制定している西脇市議会基本条

例には、「市民の意見を反映した計画、政

策、施策、事業等の立案、決定及び評価の

ために、活動しなければならない」とあり

ます。そのためには「広く市民の意見を聴

取する機会の確保に努めなければならない」

ともしています。このことを達成するため

西脇市議会では様々な活動をしています。 

一つ目として、議会報告会であります。

私たちは議会と語ろう会という名称で行っ

ている取組です。皆さんの中にも参加して

いただいた方も多くおられるかと思います。

これは平成22年から行っていまして、以前

は各地区単位で開催していましたが、平成

27年からは各町、各自治会単位で開催する

ようにしました。これはもっと皆さんと膝

詰めで対話がしたいとの思いからです。 

地区単位の頃は学校の教室のような対面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式で行っていましたが、町単位になって

からは議員と参加者の皆さんでテーブルを

囲んでワークショップを行うスタイルに変

えました。これにより、意見も出やすく和

やかな雰囲気で実施でき、参加者から好意

的な意見を多く聴くようになりました。ま

た、西脇市には約80の自治会がありますの

で、半年に１回20自治会ずつ、年に40自治

会で開催し、２年で各自治会を回れるよう

にしています。 

次に、課題懇談会であります。議会と語

ろう会は個人での議会への参画制度なので

すが、市内で活動する団体が議会と意見交

換する場として、この課題懇談会がありま

す。 

課題懇談会は、市内で活動する団体と市

議会の所管委員会がテーマ（課題）を決め

て会議をする制度です。市内で活動する団

体は公的団体、任意団体を問いません。団

体からの申し入れで開催することもありま

すし、議会から団体へ開催をお願いする場

合もあります。開催実績としましては、資

料に記載の団体をはじめ、多くの団体と実

施しております。また、課題懇談会の報告

西脇市議会議長 

村井 公平 

西脇市議会の取組発表 
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書も作成し、ホームページに掲載していま

すので、興味のある方は、見ていただけれ

ばと思います。 

また、議会へ直接提案ができる制度とし

て、請願や陳情があります。請願や陳情は

どこか敷居が高いように思われがちですが、

私たちは議会基本条例の中で、「市民から

の請願・陳情は政策提言として位置付ける」

と決めています。 

請願と陳情の大きな違いは、請願には議

員の紹介が必要であることです。陳情には

議員の紹介は必要ではなく、１人でも出す

ことができます。また、陳情は西脇市で処

理できる事項に限られているのが特徴です。 

西脇市議会では、請願や陳情では、委員

会で請願者や陳情者が説明や思いなどを述

べる場を作っています。また、陳情書を年

４回の定例会だけではなく、スピーディに

毎月の委員会で審査し、委員会で採択した

陳情書を定例会本会議にかけて議会の意思

決定とする取組も行っており、令和元年12

月定例会では陳情２件を採択し、意見書、

決議として議決をいたしました。この取組

については、全国でも大変少ないと聞いて

おります。 

また、西脇市議会では議会による主権者

教育の取組として、平成29年度から市内の

３高校に出向いて、高校生版議会報告会を

開催しています。新聞などでも取り上げら

れていますので、御存知の方も多いかもし

れません。 

開催の目的としては、「若者に地域や政

治への関心を高めてもらう」、「若者に主

権者としての権利を理解してもらう」、

「若者に地域への愛着を高めてもらうこと」

であります。令和元年度のテーマは「あな

たが考える地域の活性化とは？」で、西脇

高校１年生７クラス、西脇北高校は２部１

年生２クラス、西脇工業高校では２年生６

クラスの生徒全員とワークショップを行い、

いろいろな意見を聞かせていただきました。

これらは、西脇市議会が発行している「議

会だより」に掲載しておりますので御覧い

ただければと思います。 

西脇市議会を含め、全国的に議会改革が

進められ、それに伴い議会改革の評価ラン

キングが公表されております。ランキング

が全てを表しているとは思いませんが、全

国規模で調査されている二つのシンクタン

クの評価では、最近はランキング上位に位

置しています。中でも、平成30年度の日経

グローカル議会活力度ランキングでは全国

１位に輝きました。私たちも驚きとともに

身の引き締まる思いです。 

また、今年度、日本最大の政策コンテス

トであります「第14回マニフェスト大賞」

では、総務産業常任委員会の取組が最優秀

成果賞を受賞しました。この内容につきま

しては、新庁舎完成に合わせて実施する、

西脇市地域公共交通網形成計画への提言で

あり、実施後の運営を注視していきます。 

しかし、これらの評価に甘んじることな

く、これからも市民の皆さんから信頼され

る議会であるよう努めていきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私から議員定数調査特別委員

会のこれまでの調査経過を申し上げます。 

西脇市議会では、平成30年の９月、議員

定数調査特別委員会を設置し、適正な議員

定数について調査をしてきました。 

まず、なぜ議員定数の調査を行ったのか

申し上げます。 

議員定数に関する経過ですが、議員定数

の変遷を掲載しています。議員定数は、平

成17年の合併時に20人となり、平成25年か

ら現行の16人となっています。定数削減の

背景には、市民から提出された「議員定数

削減を求める陳情」や「直接請求」が、そ

の大きなきっかけになっています。 

次は現状の課題です。全国的に見ても議

員のなり手不足の問題、特に若者や女性議

員の少なさは多くの自治体で共通の課題と

なっています。 

西脇市でも全国と同様の傾向にあり、特

に40歳代までの議員は皆無です。 

次は、合併以降の選挙結果です。平成25

年10月の選挙以前は当選者が定数です。 

平成29年は定数16人に対して立候補者は

19人でしたが、16番目の立候補者が法定得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票数に届かず欠員が生じました。 

このように議員定数を減らし続けてきた

西脇市では、定数が減ると立候補者も減る

という現象がおきています。 

これは定数減が議員のなり手不足に拍車

をかけるという難しい問題です。全国的に

もこのような傾向があるようですが、西脇

市議会では、これらの状況に問題を感じ、

西脇市の将来を見据え、平成30年に議員定

数調査特別委員会を設置いたしました。 

議員定数を検討するに当たり、私たちが

指針にしたものは、議会基本条例です。私

たちは、この条例を議会の基本規範に位置

付けており、議会や議員の活動原則や市民

と議会との関係などを謳っています。 

議員定数を調査するため、五つの視点か

ら調査分析することで、適正な議員定数を

導き出すことといたしました。すなわち、 

①全国の市議会議員数との比較②議会の能

率的な運営と意思決定…討議性と専門性を

高めることについて③多様な住民の意思の

反映…地域の視点や性別、年代、職業など

の視点から市民性を高めることについて 

④議会の機能を発揮できること⑤議事、立

西脇市議会議員定数調査特別委員会 

委員長 村井 正信 

議員定数調査特別委員会 

による検討内容報告 
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法（条例をつくる）、監視…議会運営性を

高めるということです。 

具体的な調査の内容は、資料を参照くだ

さい。今回はその結果について報告します。 

①全国の類似団体における議員定数は、少

ないほうである②討議性を高めるためには、

一つの委員会は７人～８人が良い③専門性

を高めるためには、より定数が多いほうが

良い④市民性を高めるためには、多様で広

い範囲から議員を選出できることが望まし

い⑤議会運営性を高めるためには、議員定

数は多いほうが良い 

これは、令和元年10月時点での到達点で

ありますが、調査の基本的考え方である

「議会の能率的な運営と意思決定」「多様

な住民の意思の反映」、そして「議会機能

の発揮」これら３点を達成するために必要

な議員定数は、特別委員会では15人か16人

となり、現時点では意見が分かれています。 

資料では、「今後の予定」となっていま

すが、私の説明は最後のページにあります

「検討課題」のところにつながっています

ので、申し添えます。 

令和元年11月に市内８地区で「議員定数

に関する意見交換会」を開催し、 332人の

参加者から意見をお聞きしました。特徴的

な意見と検討課題です。 

「議会や議員に求めること」については、 

①議会がどのようなことをしているのかよ

く分からない。議員活動や取組の情報発信

を望むという意見をお聞きしました。それ

については、発信の仕方や内容が悪いのか、

また議会に対する市民の関心が低いのかを

検討する必要があると考えています。 

②若者や女性に関心を持ってもらえる取組

や、若者や女性を議員に擁立できるように

すべきとの意見も多くありました。それに

ついては、議員として何をすべきか、議員

の待遇改善も必要ではないか、また立候補

のハードルが高いのではないかを検討課題

としています。 

③議会改革度は高いが、市民には実感がな

い。市民が議会と話をする機会をもっと設

けてほしいとの意見がありました。議会改

革により一定の仕組みは作られたと考えま

すが、その仕組みを市民の方に活用しても

らうためには何が必要か、また、議員が内

側の仕事に追われていないかを検討課題に

しています。 

意見交換会での議員定数に関する意見を

まとめたものです。 

現在の定数16人、定数増、定数減の意見

がほぼ等分に分かれました。 

現定数16人についての根拠として、８地

区×２人で16人が適当（これは必ず地区か

ら２人ということではありません）、市民

の意見の反映のため減らすべきでない、委

員会の構成を考えても16人が適切という意

見がありました。 

定数増についての根拠は、議員１人が四

つの委員会は無理と思う、報酬を下げて定

数を増やす、多いほうが市民の意見を聞い

てもらいやすいという意見です。 

これらの意見を受けての検討課題として

は、定数減になると市民の意見を反映しに

くくなるのか、また報酬削減は若者の立候

補を困難にするのではないかと考えます。 

定数減についての根拠としては、現在14

人で議会運営されていること、今後自治協

議会が全地区で立ち上がれば議員の役割も

小さくなるので、議員数も少なくて良い、

少数精鋭が良いという意見です。 

これについての検討課題は、14人で充分

に運営できているのか、また定数を削減す

ると精鋭になるのかということがあります。 

最後に今後の予定ですが、本日のシンポ

ジウムでの意見を踏まえ、令和２年の５月

頃には市議会として議員定数の結論を出す

予定であります。以上が、議員定数調査特

別委員会からの現時点までの報告です。  
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皆さんこんにちは。紹介いただいた北川

正恭です。よろしくお願いいたします。 

私がきょうここで、何でこんな立場で喋

っているか、自己紹介を兼ねてお話したい

と思います。 

今、御紹介いただいたように48年前に三

重県議会議員になりました。その頃は、高

度経済成長で、例えば、田んぼや畑はほ場

整備をするとか、工場を誘致するために区

画整理をするとか、そういう基盤整備が盛

んに行われていました。 

土をめくりますから埋蔵物や文化財が出

てくる。そのときは国挙げて、市町村も県

も政治家も経済界も、出てきた文化財をで

きるだけ隠せ、文化庁ににらまれたら大変

だ。そんなことをやっていては日本の経済

は復興できないと。当時、県会議員でした

が『そんなもんだ』と思ってやってきまし

た。今考えたら犯罪です。 

私は、三重県四日市市の隣、鈴鹿市の県

議会議員をしていたんですが、四日市市に

コンビナートができ「何かおかしいな、四

日市の工場街を歩くと喘息になっちゃ

う。」、「空気が汚れて、伊勢湾の魚の背 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨が曲がっちゃった。」と。そんなことが

あると「公害のことを心配してて経済の発

展があるか、馬鹿者、隠せ」とかこういう

話で、日本のジャーナリズムも、政治家も

官僚もみんながそうやって頑張って日本の

成長がありました。 

悪いことばかりではありませんが、時代

が変化していくときに県会議員をして『そ

んなものだ』と思い込んでいました。今か

ら思うと恥ずかしいこともいっぱいありま

す。 

今から37年前に衆議院議員になり、４回

やりましたが、その頃は「そんなもんだ、

政治はお金で動く」と、経済もバブル、政

治もバブルで１億 5,000万円もらった人も

いるんですが、あの頃はそんなことが常態

化し、元内閣総理大臣も汚職で逮捕される

という政治不信が蔓延していたんです。 

けれども、「政治は派閥だ。数だ。」

「数は力だ。お金だ。」と、こんなことか

ら政治不信が起こり、そして、官僚の皆さ

んも名だたる大蔵省という、日本で最も有

力な大蔵省も開けてみると官々接待で、み

っともない接待を受けていた。 

早稲田大学名誉教授 

北川 正恭 

基調講演 
「議会改革－削減から充実へ－」 
による検討内容報告 
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奈良時代以来の大蔵省という名前を消さ

れて財務省に替わり、権限を分けられて金

融庁になった。「大改革をしなけりゃいけ

ないね」ということで、衆議院の後半、

1990年前後に政治改革が起こったんです。 

それで、今日の小選挙区比例代表の公職

選挙法の改正や政治資金規正法が1994年に

変わった。そして、翌年に地方分権推進法

が成立した。それが25年前です。 

時効ですから白状しますが、国へお願い、

陳情に行くんです。あれは差別用語なんで

す。 

国へお願いに行くのに一番良く効くのは

賄賂です。伊勢神宮のおいしい赤福餅、御

存知の方、手を挙げてください。あれをい

くつ運んだやろ。あれ食べたら予算つくん

です。それが駄目なら松坂肉です。当時は

神戸肉か松坂肉ですから、あのしゃぶしゃ

ぶを食べてもらい本当に予算がついた。そ

れでも駄目なら裏金を作りまくり接待する。

そういう官々接待が蔓延し、「そんなもの

だ」ということでした。 

このまま続いたら政治も行政もお金まみ

れ、政治不信、行政不信になるということ

で、政治改革が行われ『きちっとしよう』

ということを国会議員として体験しました。 

国と中央の上下主従の関係は戦後ずっと

確立してきたんです。 

1995年、私は衆議院議員でしたが、前の

三重県知事が病気で引退され『今度は官僚

ではなく民間人から出そう』という運動を

皆さんと一緒にしていたら、くるくるっと

回り「北川、お前やれ。」ということにな

り知事になった。政治改革の責任の一端、

端切れの責任者でしたが、そういう議論を

無理強いして通し、現場でいろいろなこと

をし『知事も一つの道かな』ということで

知事に立候補し当選しました。 

どうぞ御記憶ください。25年前の1995年、

この国の形が中央と地方の上下主従の関係

から対等協力になった年です。そのとき、

私は「知事になった以上、誰が何と言って

も分権推進法を進めていこう。」と決意を

固め、国会議員が何と言おうと、県会議員

が何と言おうと、県庁の職員が何と言おう

と嫌なら落とせぐらいの覚悟で知事になっ

た。そういう経緯があります。 

分権を進めていくため、改革派の知事と

言われながら、相当頑張ったつもりですが、

今、振り返ってみれば、形式的な要件や形

は大分整えました。地方分権推進法を通し

たとか法律改正、あるいは、それを具体的

な個別の法律に落とし込むため、 475本も

の法律改正がありましたが、これらを地方

分権一括法として通すとか、国と地方と対

等な関係の協議の場を作ることなどを一生

懸命やり、実態として形式要件を整えるこ

とができた。 

しかし、20年経ってみると、そんなに変

わってないじゃないかと。だからこれから

は主権です。国の東京に一極集中する集権

体制から分権してくださいというのが我々

の運動だったんですが、そんな消極的な依

頼ではなく、自分たちのまちは、自分たち

の地域は自分たちで作っていかなければな

らない。地方創生法が20年経過した2015年

から施行された。まずそういう時代の変化

があることを理解いただき、今からは国に

言われることではなしに、西脇なら西脇の

課題や問題点を皆さんで考えて自分たちで

決めていく。市の市長執行部と議会が堂々

と議論して決めていく。そして自己責任、

責任をとりましょうというふうに変わって

きたわけです。 

残念ながら地方創生は失敗だと思います。

国が勝手に決めて「2014年の暮れまでに総

合戦略を西脇市や兵庫県で作れ」とこうい

うことです。人口動態も調査して発表しろ、

国が考えた政策を出し、それをしてきたら

補助金やるぞと、従来の補助金施策と何に
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も変わらなかった。補助金はないよりあっ

たほうがましですが、地方創生はやらされ

感というか、国に押し付けられたという感

じで、無理強いに、昔の補助金行政の延長

をやってきたというのが現状だと思います。 

そういうことが戦後70年続いて行われて

きたときに、改革の問題を少し話しますと、

私が国会議員のときは本当に政治不信でう

つむいて歩かねばならない。ぼこぼこに叩

かれた。中央官僚も叩かれた。それで政治

改革ということになると官々接待を受けた

側が叱られ、直したんです。 

私は国会議員のときにたっぷり叱られ、

今度は官々接待の元を出した三重県の地方

自治体のトップになった。平成７年１月17

日のことでした。新大阪駅から吉野ヶ里遺

跡へ視察に行った県職員がいました。その

職員が出張で行ったと報告すると、その年

の６月にマスコミにばれた。「お前ほんと

に行ったのか。」、「行きました。」と

「嘘言っとれ馬鹿」、「いやいやほんとで

す。」と、何を言ってんだ、１月17日は阪

神・淡路大震災で鉄橋が全部落ちている。

これが空出張で嘘だった。これがばれたん

です。 

私はばれた以上、庁議、部長会議という

最も重要な会議があり、その会議で「ばれ

た以上はゼロベースに戻って、一遍全部裏

金や官々接待というのをやめよう。」と言

うと、三重県の中で一番立派な人格者であ

り人望の厚かった部長が手を挙げ、「知事

それは反対です、行政は現実でございま

す。」と。「お隣の愛知県や岐阜県は官々

接待やりまくっています、三重県だけがや

めたら補助金は取れません、それでいいん

ですか、県民福祉向上に役立ちません。」

と。これが全国の職員の基本的な考え方で、

必要悪と考えていたわけです。 

そこで私聞いたんです。「若い県庁職員

が逮捕されて辞めさせられたでしょ、県庁

を。君たちの部下ではなかったのか。」と。

「だから部長の皆さん、この中で官々接待

をしたことのない人があったら手を挙げて

くれ。」と言ったんです。当然ゼロです、

全員やっています。やるのが上手だから部

長になっている。「国土交通省の道路局長

は、俺が行ったら顔がつながっているから、

夜東京のホテルへ連れてくる力がある。」、

「帰りは10枚のタクシー券を渡して１億円

の予算がつく。」と、こういう図式があっ

た。 

公務員は真面目だから、中央集権の上下

の関係でいくと、そうしなければ地域の発

展はないという。これを制度補完というん

ですが、中央集権がもたらした制度的な補

完体制ができ上がり、裏金とか官々接待が

横行していた。私が知事になった途端にば

れ、本当にバッシングを受けました。 

そこで私は、部長の皆さんに「君らの作

ってきた文化だから３か月の時間を与える

から徹底的に議論しろ。」と言ったとき、

公務員は真面目だから本当に議論した。私

は、その間に毎晩自殺者が出ないか心配し

ましたが、内部告発がいっぱいありました。

「俺はあの時席にいたけど飲んでない。」、

「あいつだけが飲んでいた。」とか。 

そんなことを含めて３か月が経過し、代

表の総務部長が私の所へ来て「知事、この

問題は３点セットで解決いたします。」と。

一つは、使い込んだ裏金、空出張の代金は、

なんと真面目なことで「管理職手当で10年

以上かかりますが返します。」と言うんで

す。「返すって君、一体いくらあったん

だ。」と、「知事、驚かないでくださ

い。」、早く言えこの野郎って、11億 

6,000万円あったわけです。 

それが常態化していた。それがなければ

予算がつかない、この現実を変えるのにど

れほどの時間がかかったかということにな

ります。私が潰されるか今までの県庁、地



- 11 - 

方の自治はこういうものだという県庁組織

との戦いが激しくありましたが、その問題

は全部クリアにしようとみんなが理解して

やってくれた。県の職員組合ですね、自治

労の皆さんも「我々はまだ若い存在で官々

接待を受けたことはないが、私らにも責任

の一端がある。」と 5,000万円出してくれ

たんです。 

県会議員さんも。これが「相当な犯人で

すから、俺たちもやったね。」って、県会

議員が 5,000万円をどんと出してくれまし

た。何と官僚組織って恐ろしい組織か、す

ばらしい組織かっていうのは、誰一人反対

なくみんなが右に従った。これほどの恐い

存在であったんですけれども私は嬉しかっ

たですね。 

そこで初めて、『県がこのままではいか

ん』というので大改革が始まり、県庁の中

でいろいろなことを計画したら、プランを

したら住民福祉政策を実現しなきゃいけな

い、Ｄｏですね、実行しなければいけない、

プランＤｏ。そして、予算を組んで実行し

たら、今度は主権者である県民の皆さんに

それを検証してもらう、「このような結果

になりました」というチェックをきちっと

県庁からやらなければいけないね。ＰＤＣ、

チェックまできて来年度予算に加えていき

ましょうと、全国ではじめて三重県で公会

計においてＰＤＣＡサイクルが回り県庁が

クリーンになっていく、そういう体験をし

ております。 

その一連の流れの中で、国会議員や国の

官僚からしばらく経ったら、今後は執行部

側の知事や市町村長が徹底的に叩かれて裏

金やめろと、大被害を受けながら変えた。

その中で残っていたのが地方議会だったん

です。 

地方議会は、地方分権一括法において

2001年に議員も調査だけでは駄目だ、監視

機能だけでは駄目だと。今までは上下主従

で国が全部決めて執行部が仕事をして執行

していけば良いと、執行部優先の中央集権

体制が続いてきた。執行部中心の体制です

から、そのあり方についてちょっと文句を

言う程度が議会、追認機関扱いを国もして

きましたし、地方もそう思い込んでいたん

です。 

だから議会は、『執行権、権力者に対す

る監視機能だとおとしめられている』とい

うのが中央集権体制の中で作られてきた文

化だったと理解いただいて間違いはないと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、分権一括法で上下から対等協力

の関係になったときに、議会は知事や市町

村長と別の選挙で選ばれるものですから、

本当の意味で『民意の代表機関は議会だ』

ということに変わったということを理解い

ただきたい。議会こそが執行権者に対して

議決権者が議論を通じて対等に牽制し合わ

なければ、地方自治は保たれないというこ

とに変わり、議員にもいろいろな勉強をし

ていただかなければいけないから、2001年

に政務調査費がついたんです。 

私が県会議員のときはなかったんですが、

2001年に政務調査費がついた。そして10年

ほど経過し2012年に地方創生が議論のまな

板の上にのってきたときに、議員も調査だ

けではいけないよね、活動費がいるよね、

ということで政務活動費がついたんです。 

ところが地方議員さん不慣れだったもの

ですから、自分の懐と錯覚する人もいたと
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思うんです。どこの県かは知りませんが、

錯覚して温泉へ毎日通ったというめちゃく

ちゃな号泣議員が出た。どこの県とは言え

ません。「何だこの野郎」と大バッシング

を地方議会が浴びせられた。当然だと思い

ます。だから地方議会も変わらなきゃいけ

ないという風潮がだんだん出てきたんです。 

私は早稲田大学出身ですが、早稲田大学

から「教授になってくれんか。」というこ

とで、公共経営的な教授の座につき、歴年

の体験を生かしながら地方議会が本当に元

気になって、主体的に活動しなければ、日

本の民主主義は保てないという思いを強く

持ったんです。 

なぜ持ったかというと、知事に就任した

とき「職員にＰＤＣＡサイクルを回せ、検

証して説明責任を果たすことをしろ。」と

言ったら、公務員は真面目だから一生懸命

やってくれました。知事を辞めるときに気

がついたら、公務員は真面目だからサイク

ルを回してくれてたんですが、政治はまだ

恩顧主義で票とお金を持ってきてくれたと

ころに利益誘導する文化があったわけです。 

それだと全然動かない。政治の原点は選

挙、選挙の原点は公約ですから、今までの

口約束のでたらめのウィッシュリストで、

願望の羅列の選挙の公約ではなしに、政権

を取ってきたときの約束は、必ず文字と数

字に表し、検証してＰＤＣＡサイクルを回

す。１年ごとに回して４年経ってこうです

と示す。達成した首長や議員は再選され、

できなかったら落ちてもらう、そういう考

え方をマニフェストと言います。 

私が、このマニフェストを提唱し、それ

が流行語大賞になってわっと流れてきた。

新しい考え方ですから「現在マニフェスト

ってどこへ行ったんだ？」、「マニフェス

トだったのか？」とか、「詐欺フェストで

はなかったか？」とか言われますが、基本

的に政治は、約束したことを忠実に実行し、

主権者にちゃんと応えなければ民主主義は

成り立たない。このことをきょういらっし

ゃる皆さんに理解をいただけたら嬉しいな

と思います。 

戦後の日本は、高度経済成長でしたから

あれもこれもできた。だから公約ででたら

めを言ってても、今年できなくても来年は

必ずできた。しかし、1995年、戦後50年経

った頃から景気が成長社会になり無成長に

なって景気が落ち込み始めました。 

西脇市でもあれもこれもというのはでき

ません。あれかこれかの選択にならざるを

得ない。だからマニフェストは必然的にい

るんです。子どもの教育のためならば、お

じいさんの年金ちょっと削ってくれません

かとか、公共事業のためには福祉をちょっ

と削ってくれませんかとか、そういったこ

とを決める執行権者と監視機能の議会がき

ちっと機能しなければ地方の政治はあり得

ないんです。ということを真剣に議会が考

え始めていただくという、そのトップバッ

ターが西脇市議会です。お世辞で言ってい

るわけじゃない。 

「議員定数を考えるってお前らで勝手に

考えろ馬鹿」という話です。普通なら議員

定数を増やしたいから皆さんに一生懸命言

って、その理屈付けということなんです。 

そうではなしに、現在の16人が妥当か、

あるいは２人少なくなっているが本当はど

うなのかという議論になったとき、私は早

稲田大学でマニフェスト研究所を作って、

全国の議会の評価をしています。良い政治

の競争という『善政競争』。西脇市議会は

本当に良いことをやっている、それならう

ちの議会も真似しようと、そういうマニフ

ェストの大会を行っています。 

その大会に、西脇市議会は『地方交通の

問題点の解決をこのように議会としてやっ

ています』というのを応募し優秀賞に輝か

れ、きょうはその縁でお邪魔をして、「頑
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張っていただいているから、私も、全国と

比較して西脇はこんな地位にいるから議員

さんだけではなしに、市民の皆さんと一体

となって、民意で動く市役所を作ったらど

うかな。」ということで、お邪魔したとい

うのが長い話でございます。 

今、お聞きいただいたように相当頑張っ

ていらっしゃる。こういう頑張った西脇が、

兵庫県内のいろいろな市町に伝播して「俺

たちもやろう」と、それが関西も変わり、

日本の国が変わっていくということが地方

創生の本来の意義であります。執行部だけ

がいくら頑張っても地方は変わりません。

本来、地方創生の主役は市議会にあると思

います。民意の反映ですから。だから、私

は市議会の皆さんがさらに一層頑張ってい

ただけたら嬉しいなと思ってきょうここに

お邪魔している、こういうことでございま

す。 

執行部があってそれが優先でしたから、

市長執行部はいろいろ言われますが、議会

というのは付随機関みたいな扱いになって

いた。議員自身も何か附属のような感じと

いう、ここを変えていかなければいけない。

二元代表は、執行権という首長サイドと議

会には決定権というものすごい権力があり

ます。議事を通じて決定する。 

だからこの二元が独立機関として牽制し

合わないといけない。このことを議員自ら

が理解をして、その上で市民の方に成り立

っているということを理解いただかないと、

二元代表の地方創生は進んで行かないと思

うわけです。 

きょう、こういう硬い内容で、これだけ

の市民の方に寄っていただいたというのは、

稀有なことです。日本で珍しいと思う。 

そして、議員は選挙で上がってきますか

ら、従来から議員個人の活動はやられてい

ましたが、議長を中心とした議会活動は全

国的にほとんどゼロだった。だって議長さ

んを決めるのに、申し合わせによって１年

交代とか２年交代とか自分たちの都合で勝

手に変えていく議会、組織なんて市民は信

用しない。 

会社の社長も、経営資源であるお金や人

を猛烈に一極集中して、一生懸命考えて改

革して、はじめて会社の社長になられる、

それは消費者が決めていくんです。 

議会も、今までは付属機関的な扱いだっ

たから、自分たちで申し合わせて「この次

はお前な、その次はお前な。」と決めてい

るところがいっぱいありました。ある県な

んか10年先まで議長決まっている。ボスが

１人いて、「はいこの次は、はい」って。

こういうことが続いてきた。 

私たちの若いときの選挙は、地方議会と

か地方の首長のほうが国会の選挙よりはる

かに投票率は高かった。ところがそんなこ

とをやり、中央集権で国が全部決めてくる

ことになり、現在、地方の投票率がぐんぐ

ん下がり、国のほうが高くなった。 

こういうことに視点を合わせ、きょうの

西脇市議会のように市民の皆さんに働きか

ける努力をしないと、地方創生は難しいと

いうことを市民の皆さんも理解をいただけ

たらありがたいと思うわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一旦中央集権で出来上がって補完され、

うまく機能する制度の中で、きょうは議員

定数の問題なんです。議員さんが今16人い

ても、議会事務局の支える職員側の正規職

員は４人、臨時が２人でしょ。勝手ばかり
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いう議員に対して６人で何が補助できます

かという議論が抜け落ちているんです。 

やっぱり議員は公職ですから、選挙で選

ばれた人ですから常勤者が支え、政策条例

を作ろうというとき、本当に４人の正規職

員だけで仕事ができるのか。今までは議員

を支える補佐役として、議事運営と執行部

側との調整ぐらいであった、きょうもこん

な大会をして、議員が一生懸命写真を撮り

受付もしている、良いことです。それぐら

い苦労したほうが良いと思う。こんなこと

ない、みんな事務局にやらせているんです。 

だけど、議員たちがやるということにな

ったときは、法律を作る、条例を制定する

専門の職員がいないと本当の仕事ができな

い。私はむしろ議員定数より、職員定数の

ほうが大きな課題だと思います。 

力が合わさってはじめて立派な力が出て

くる。地方構造的な問題が地方議会にはあ

るということも市民の皆さんに理解いただ

きたい。 

私は、全国の議会を何とか盛り上げよう

と思い、マニフェスト大賞というのをやり

ました。５年ぐらい前まで、ほとんどの議

会が改革というのは量的に削減をすること

ですというんです。「北川さん、我々の議

会は頑張って定数30人のところを28人に減

らしました」「歳費35万円を33万円に減ら

しました、政務活動費を減らしました。」、

こういう量的削減を改革だと錯覚したんで

す。 

無駄は省かなきゃいけませんが、必要な

ところには投資しなければいけません。 

このような削減の期間があって良いので

すが、それが落ち着けば、今度は質的に充

実させていく。『本当に16人で市民の要望

を聞けるのか』、『議会として市民の皆さ

んに報告説明ができるのか』、『もっと他

県や他国の調査をしなければいけない』と

いうことになる。 

きょう一つのきっかけがこの定数を考え

る会と理解いただき、単に議員の定数の問

題だけではなしに、これも重要ですが、定

数を考えるということは、西脇市政がどう

あるべきか、そして執行権者の市政に対し

て議会はどうあるべきかを市民の皆さん全

体で一緒に考えていただく、そのスタート

の日にしていただければ、本当に全国に先

駆けた一番の最トップランナーとしての位

置付けは確実にできると私も確信をいたし

ます。 

先ほど、議長さんらから説明いただくの

を「いやぁすごいな」と思って感心して聞

いていました。この議員活動を超えた議会

活動に対して市民の皆さんからエールを送

ってほしいんです。 

今度、市役所が建て替わるんですね。あ

る議会が情報公開をしているというので、

傍聴に行ったら署名しろと言うんです。何

で署名せにゃならんのか。議員のほうが怪

しいじゃないか、何がオープンだ、もう分

からない。 

ほいっと受付があり、請願・陳情に行け

るかと考えたとき、議場はオープンにして

おけば良い。県庁で一番無駄な施設は何か

と聞いたとき、「間違いなく議場です。」

って。１年に延べ30回しか入らないのに全

部閉めているとは一体何なんだと。議場は

１階に置き、開会中は議会を行う。閉会中

はそれをオープンにして市民の広場にする

ことを市民の皆さんと協議する、これが形

から変えていく改革というわけです。言い

過ぎました。 

今までは、市民の皆さんに議会活動とい

う全体の活動をやってこなかった。できる

だけ隠したほうが良かった。だから市民の

皆さんは議会が何をやっているか、さっぱ

り分からない。今も質問があったのは当然

のことです。 

けれども西脇市議会は頑張ってやってい
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る。議員の全体の考え方で、一度市民の皆

さんに問うていこうというのは自信の表れ

であって、そういう運動がどんどん全国で

起きてきたとき、地方創生は民意を反映し

たものとなり、地方から国を変えていくこ

とになると思います。 

地方を変えるのは議会からです。国を変

えるのは地方から、地方を変えるのは議会

からと、きょうは皆さんに理解をいただき、

真剣に民意が反映された市政運営ができて

いけばこんな良いことはないと考えており

ます。 

ということを考えていきますと、きょう

の大会はエポックメイキングな出来事にな

ると思います。やっぱり市民に訴えかけて

いるんですもの。市民の皆さんも「迷惑や

な、お前らで勝手に考えろ。」とか、「議

員の歳費は少ないに決まっている、もっと

減らせ。」という人もいっぱいいらっしゃ

ると思います。 

けれども市民の皆さんも、本当に量的な

削減だけで民意が反映できるかと言えば、

多様な意見が交錯し合い、一つの委員会で

いろいろな議論をするには７人か８人とい

うのは妥当だと思います。議長が発表され

た人数は。 

それぐらいがいるとしたら、四つの委員

会があるとしたら、だぶって議論するのは

仕方ないとしても、やっぱり専門の委員さ

んがいてくれたら良いよねと。そして、課

題別の市民との対話を年10回も開かれ、こ

れを行っていくには必ずしも定数が少なけ

れば良いとも言えない。多ければ良いとも

言えないから、皆さんと対話する中で決め、

なるほどもっと増やしてほしいという議会

活動を、議員自らが頑張ってやっていただ

ければ、本当の生きた地方自治、地方の創

生が始まるということを、きょう市民の皆

さんに理解いただけたら嬉しいし、結果、

自分たちが選んだ議員が市長さんの執行部

と一緒になって、子どもたちに冠たる自慢

できる西脇を作れることに必ずつながって

いくんだということを再確認していただけ

ればと思います。 

きょう、田口君という岐阜県可児市の高

校ＯＢが来ています。立命館大学に行かれ

たんですが、議会が率先垂範して18歳投票

で公民教育をしようと教育委員会と話をし、

可児高校の校長と話をし、そして、議会が

議長さん中心に徹底的に可児高校と話をし

て、公民教育で「自分たちも参政権を得た

ら一緒に投票に行こう。」という高校生の

皆さんが立ち上がった代表が田口君です。

お話を聞いていただきたいと思います。 

18歳投票になったとき、可児高校でその

勉強した高校生の投票率は90％を超えたん

です。今までは若者が投票に行かなかった

のは、大人の責任ではなかったのかという

ことを明らかに証明していると思います。

学校の先生は大学に何人入れたかだけです、

勤務評定は。 

公民教育をしたからといって先生の成績

が上がるわけではない。この教育体系も変

えていかなければ、本当の自治は生まれて

こないのではないかと思います。そういっ

たことも経験された田口君に来ていただい

ておりますので、これも「議会が変えた改

革」ということを知っていただき、実のあ

る議会活動に市民の皆さんのお力添えがあ

ればと、こんなことを期待申し上げ、私の

お話を終わらせていただきたいと思います。 
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ファーストセッション 

土山教授こんにちは。土山希美枝と申しま

す。着座で失礼いたします。 

さて、後半のパネルディスカッションで

すが、普通の形式とちょっと変えて、せっ

かく具体的な課題を示していただいていま

すので、その課題についていろいろな活動

や知見をお持ちの方にお話をいただいて、

会場の皆さんとも共有して進めていきたい

と思います。ですので、パネルディスカッ

ションといっても横一列に並んでいるので

はなく、半円のような形でお話をさせてい

ただきます。またキーノートスピーチをお

願いいたしました北川先生にも同席いただ

いて、折々のコメントをいただきたいと思

っております。 

大きく分けて前半、後半、その前半と後

半の間に来ていただいている皆さんにも意

見を言っていただいたり、考えていただい

たり、発言いただいたりする時間を置きた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いと思っております。 

また、ホワイトボードレコーディングと

いうことで、お話の内容を小林さんに書い

ていただきます。書いていただいた内容は、

玄関のところでお帰りのときに確認してい

ただけるようにしたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

さて、本日のディスカッション、議員定

数を考えるとなっていますけれど、もちろ

ん定数のこと大事ですが、ただ、定数を考

えるためにはどんな仕事をして、どんな仕

組みで動くのかという、いろいろな条件を

考えなければいけないと思うんです。何を

するか分からないのに何人いるか分からな

いわけですよね。そうした点についてこれ

まで議員定数、市民の期待に応える議会で

あるにはどういう活動やどういう人数であ

れば良いのかということを悩んでこられた

前議長、また改革にも取り組んでこられた

【コーディネーター】 

土山希美枝（龍谷大学教授）  

【パ ネ リ ス ト】 

萬浪 三郎（西脇市連合区長会会長） 

  高橋 章子（重春・野村地区交流推進委員会事務局長） 

  盛  泰子（伊万里市議会議員） 

  田口 裕斗（立命館大学学生） 

  林  晴信（西脇市議会議員） 

【キーノートスピーカー】 

北川 正恭（早稲田大学名誉教授） 

【ホワイトボードレコーディング】 

小林美智子（茨木市議会議員） 

パネルディスカッション 
「議員定数について考えましょう」 
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西脇市議会の代表として林さんに来ていた

だいてます。 

まず林さんから、定数を考えるときに、

どんなことで悩んでいるのかをお話いただ

いて、そのお話に対していろいろな考えを

お持ちの方から意見をいただきたいと思い

ます。まず林さんからお話いただきたいと

思います。 

林議員西脇市議会の林でございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

令和元年11月に意見交換会を８地区で開

催させていただき市民の方からいろいろな

お話を聞かせていただきました。その中で

私が悩むというか、課題意識が出てきたの

が２点ございます。 

１点目が、議会っていうのはいつも片思

いだなということでございます。議会の思

いと市民の思いにかなりギャップがあるな

というのをまず感じました。 

何がギャップかと言いますと、一つ目が

議会は市民の意見を聞こう、市民との意見

交換の場を持とう、語り合おう、議会を知

ってもらおうと様々な取組をしています。

先ほど村井議長からいろいろな取組につい

てお話をさせていただきました。議会と語

ろう会ではおそらく全国で最多ではないか

と思う、年間40回させていただいています。

また課題懇談会では市民団体と今年で10回

ぐらいさせていただいていますし、高校に

行って15回話し合いをさせていただいてお

ります。 

しかしながら、11月の意見交換会で市民

から出てきた意見は、議員が何をしてるの

か分からない、市民の意見を聞く場をもっ

と作ってほしい、議員と話す機会がないと

いうふうに議会と語り合う場がないという

のが一番多くありました。ここに議会が今

行っていることと市民の皆さんとの思いに

ギャップがあるなと。第一のギャップであ

ります。 

次のギャップですが、議会本来の役割は

一体どういうものだろうということを少し

考えるようになりました。これは市民の皆

さんが思い描いている議員像と本当の議会

の役割っていうのはギャップがあるなとい

うところでございます。 

11月の意見交換会ではいわゆる御用聞き

ですね。ある方は、議員というのは我々の

意見をどれだけ聞いてくれるかだと。どれ

だけ我々の要望が叶うかだということをお

っしゃられました。市民の皆さんからいろ

いろな意見や要望を聞いて、それを議員は

行政の担当課長や担当部長に伝え、答弁を

いただいて、それをそのまま市民に伝える、

いわゆる市のコールセンターあるいはスポ

ークスマン、そういった役割を期待されて

いる市民が多かったように思います。 

しかしながら本当に議会の役割って、先

ほど北川先生のお話にもありましたが、そ

れでいいのかなっていうのが私の問題意識

であります。この２点についてパネリスト

の皆さん、あるいは会場の皆さんから意見

をいただけたらと思っているところでござ

います。 

土山教授ありがとうございました。二つの

ギャップがある、いろいろ頑張ってるし、

やってるんだけれど何をしてるか分からな

い、話す場がないと言われる。でも、考え

てみると、そもそも議会の役割、議員の役

割って何だろうというところにお悩みを持

っておられるということです。 

さて、本日伊万里市議会議員の盛さんに

来ていただいています。盛さんも伊万里市

議会でいろいろ活動しておられるというと

ころで、今のお話を聞いて、お感じになる

ことやお考えになってることなどあったら

ぜひ教えてください。自己紹介もお願いし

ます。 
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盛議員失礼いたします、佐賀県伊万里市議

会議員の盛泰子と申します。私どもは決し

て先進の議会ではありません。では、なぜ

ここに座らせていただいているかと言いま

すと、林議員や土山先生と一緒に議会事務

局研究会という会に所属しておりまして、

そこで西脇はとてもすばらしい取組をして

いらっしゃるというのをお聞きしておりま

した。 

それで私の経験からお役に立つことがあ

ればということで伺わせていただいており

ます。補欠選挙で当選して現在８期目でご

ざいます。 

林さんからの問題提起、同じ議員として

うなずくことばかりです。いただいた資料

の最後のページに今後の検討課題が書かれ

ておりますけれども、気になる点が二つあ

ります。まず一つには「議会改革度は高い

が市民には実感がない」という部分です。

私は普通の主婦から議員になりましたので、

議員になる前は、議会って一体何をしてい

るのかという疑問がありました。ひょんな

ことから、議員になって、議員研修会で聞

いた言葉が今でも私の活動の中心になって

います。 

それは「古いものを見たければ博物館か

議会へ行けと言われないように改革を常に

続けていかなければならない。」という言

葉でした。いろいろやりたいことがあるけ

れども、一番ここに全力を注いでいこうと

いうことで、もう25年を過ぎましたけれど

も議会改革をメインテーマとして活動して

います。 

ですから、改革度は高いが市民に実感が

ないというのはそうかもしれないけれども、

まずはいろいろなことを変えていこうとし

たら、議会の内部のことから手を付けない

と大きな改革にはつながっていかないとい

うことが実はあるということを理解いただ

いて、西脇市議会の活動に注目していって

いただきたいなというのがまず一つ目の問

題提起に対するお答えでございます。 

それからもう一つの議会の役割ですが、

先ほど北川先生からもお話がありましたよ

うに、わざわざ私が申し上げるまでもない

ことですが、全てを決定しているのは議会

なのだということに尽きると思います。い

ろいろなことを首長が提案されますが、こ

れをやりたいと言ったからといって、議会

が予算などを可決しなければやれないとい

うことです。皆さん分かってはいらっしゃ

ると思うのですけれども、その意識が足り

ない場合もあるのではないかなと。全ての

ことを決めるのは議会ですから、議会はい

ろいろな視点でそれを分析し、議論し、そ

して決定していくというプロセスをきちん

と行っていくことが当然ながら重要になっ

てくるわけです。 

そうすると、現在若い世代の議員さんが

いらっしゃらないということですけれども、

それでは若い世代からの声が直接的には入

りにくい。もちろん意見交換会あるいは高

校生とのやりとりなどで入れていただくこ

とはできますが、そこの部分が間接的に少

なくなってしまうわけですから、やはりい

ろいろな世代の人が議会の中にいていただ

くためにはどういう状況が良いのかという

ことを考えていただきたいと思います。 

そして、少数精鋭が良いという意見があ

りました。私も全く同感です。議員として

少数精鋭でやりたいと思います。でも逆に
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皆さんに問いたいです。議会が少数精鋭で

あるためには、どうしたらいいですか。伊

万里市で地元の自治会長さんたちとの意見

交換で、これを尋ねたら皆さんからびっく

りされました。入試のように試験があるわ

けではない、選挙というハードルがあるわ

けですけれどね。そこでは地元の人だから

とか同級生だからとか、いろいろな選び方

があると思いますが、本当に少数精鋭にな

るためにはもっといろいろな仕掛けが必要

かと思っています。 

その一つが選挙のときに候補者がしっか

りと自分のマニフェストを示して、住民か

ら選んでいただく、そういうことがあった

上で、議員になられた方々は不断の努力で

いろいろな学びをされて、そして議案の審

査などに向かっていく、そういう仕組みは、

今西脇市議会さんでもされておりますが、

これからより充実していくことが必要では

ないかなと思っております。 

土山教授ありがとうございます。追加的に

お伺いしたいのですけれども、古いものを

見たければ博物館か議会に行けば良いと言

われないように、言い換えると新しいこと

をしていかなきゃいけないということだと

思うのです。新しいというか、古いものに

ならない取組をしなければいけない。その

ために内部のことに手を付けないと進まな

いというコメントがあったのですが、内部

のことって例えばどんなことですか。 

盛議員例えば、一般質問のやり方を変える

とか、会議の公開を制限するなどの旧態依

然とした議会の仕組みをいろいろ変えてい

くということだと思います。必ずしも全て

を新しくしていかなければいけないという

わけではなくて、「これは慣例だからこれ

でいこう」というのが議会ではありがちで

すので、常に時代遅れになっていないかの

点検をして、変えるべきものは変えていこ

うということではないかと思います。 

土山教授そうすると、こういう問題がある

からこう変えていこうという議会のあり方

とか、いろいろな今の仕組みについてこれ

でいいのかと考えることがその時々の議員

さんに必要だということですね。ありがと

うございます。 

それでは、今お悩みを同じくする議員の

方、盛さんからお話をいただきましたが、

林さんの提起を市民の方はどう受け止めて

るんだろう、もちろんいろいろな受け止め

方があると思いますし、ここにおいでの皆

さんがそれぞれどう受け止めているか違う

と思いますが、萬浪さんと高橋さん、２人

から林さんの提起について、市民の１人と

してどうお感じになっておられるかという

ことをお話いただきたいと思います。自己

紹介と一緒に、５分ほどお願いします。ど

うぞ萬浪さんから。 

萬浪会長失礼します。西脇市連合区長会会

長の萬浪と申します。この場に座りますと、

心臓がバクバクしておりまして、まともな

ことが言えないかも分かりませんが、よろ

しくお願いいたします。 

地区区長会長になりまして議会と関わる

ことが多くなりました。特に、年間40回実

施される議会報告会、議会と語ろう会では

きめ細やかに地域を回り、住民の意見を聞

こうと努力されておりますことはよく分か

っております。また、これも北川先生が全

国的に数少ない、非常に評価される取組だ

とおっしゃっておりました。 

またこのような取組が、北川先生が所長

をされております早稲田大学マニフェスト

研究所で上位に評価されているということ

も聞きました。 

しかしながら、これらの取組が住民の多

くの方に評価されておらず、私の住んでい

る野村地区で令和元年11月に実施されまし

た「議員定数に関する意見交換会」でも議

会がどのようなことをしてるのかよく分か



- 20 - 

らないという声が多く出されていました。 

本当、ここのところが非常に問題になる

ところで、なんとか市民に分かっていただ

ける方法を見つけてやっていただきたい。

議会報告会で聞いた課題や個別に相談があ

った課題をしっかり受け止めていただいて、

議会として調査・検討し、市行政へ提案す

るということで課題解決につなげていって

ほしいというのが議会や議員に期待すると

ころであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマからはちょっとずれるような話に

なりますが、住民の方に分かっていただけ

る方法としまして、野村地区では３人の議

員さんが出ておられますが、年１回議員さ

んと地区の代表者、町内会長、副会長を含

めまして意見交換会を実施しており、それ

ぞれの活動状況を聞くようにしております。

他の地区では毎月の区長会に議員が参加し

ているところもあると聞いておりますが、

懇談会などを増やし、地域と議会の連携強

化を図る必要があると考えております。 

住民の意向を踏まえ、市政に反映してい

くことが議会本来の役割であるということ

を念頭に、そのために住民の意見をしっか

り聞き、的確な判断を行ってもらいたいと

思います。 

これらの取組をしっかりやっていただく

ことによってその成果を住民が実感できれ

ば、議員さんを見る目も変わってくるので

はないかと思っております。私のほうから

は以上です。 

土山教授ありがとうございました。もう少

しお伺いしたいのですけれども、議会や懇

談会で聞いた課題に取り組んで解決につな

げていってほしいというお話がありました

けれども、これまで地区のほうでそうした

提起が活かされたな、議会で解決に取り組

んだなっていうことはありますか。 

萬浪会長特に感じないんですが、そういう

場でこういうことをしている、ああいうこ

としているということを具体的に出してい

ただいて、それと我々のところでやってい

る町の役員や町内会の役員さんだけでなし

に、一般の人も含めて理解してもらえるよ

うな方法を数多くとっていただければ理解

していただけるのではないかなと思います。 

土山教授ありがとうございます。役員とか

地区のことだけじゃなく、広くいろいろな

課題にちゃんと耳を傾けてというお話だっ

たと思います。一方でもう一つ、議会と語

ろう会のお話もいろいろいただいたんです

けれども、語ろう会と住民の問題意識や課

題をつなげていってというお話があったん

ですけれども、そうした議会とお話をする

機会と行政とお話をする機会って何か違い

ってありますか。 

萬浪会長行政と。 

土山教授例えば提起することが違うとか。

逆に同じだったら同じでもいいんです。例

えば行政の方や首長さんとお話する機会に

出てくるのと、話題は一緒なのか、それと

も話の様子とかが議会とする場合は違うの

かというようなお気付きのことってありま

すか。同じだなっていうことも違うってい

うことでもいいんですけれども。 

萬浪会長同じようなことを話されていると

は思います。 

土山教授話し合いの形みたいなことは違っ

たりしますか。例えば、議会が何をしてい

るか分からないという話の続きなんですけ

れど、参加している方が、これ行政との話
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だったかな、議会との話だったかなって分

からなくなるような、それぐらい近い感じ

ですか、それともやっぱり雰囲気が違いま

すか。 

萬浪会長その辺は分かりにくいところがあ

りますね。 

土山教授議会なりの話し合いの仕方という

よりも、やっぱり似ているものがあるって

感じでしょうかね。はい、ありがとうござ

います。もう一つはそうした住民に評価さ

れていないというところですけれども、そ

うしたことの見え方や見せ方みたいなとこ

ろ、区長さんになられてから、議会って区

長さんになられる前は感じておられなかっ

たけれど、このあたり頑張っているんだな

って感じる場面とかってありましたか。 

萬浪会長やはり年１回ないし２回とか、11

月にありましたような、議員定数を考える

ということだけでなく、議会として市行政

にどういうふうに伝えて、どういうふうに

やっていってほしいというような具体的な

ことを提案して、できたら実を結ぶような

形にしていっていただけたらなとは思いま

す。 

土山教授議会としてのその具体的なものと

一緒に姿を見せていくっていうことが大事

ということでしょうかね。 

萬浪会長そうですね。 

土山教授ありがとうございます。では高橋

さん、お願いいたします。 

高橋局長失礼します。重春・野村地区交流

推進委員会の高橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

私は、『みらいえ』にあります、コミュ

ニティセンターを管理・運営している重

春・野村地区交流推進委員会に勤務してお

ります。地域の皆さんにサークル活動や体

力づくりなどで施設を利用いただいており、

公共施設でもありますので、市の皆さんと

連携を取りながら運営しております。 

そしてもう一つ、比延地区自治協議会の

事務局もさせていただいています。会長を

はじめ地区の区長さん方、そして多くのボ

ランティアの皆さんと比延地区のまちづく

り活動を一緒にしています。 

私は今の仕事が本当に大好きで、その大

好きだと思える原点を作ってくれたのが比

延地区の皆さんなので、これからも一緒に

活動していきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

今回このお話をいただいて、スタッフに

議員さんのことをどういうふうに見ている

かという質問をしてみました。すると、う

ちの若い、30代、40代のスタッフ、20代も

いますが、聞いてみると、やっぱり公共施

設にいるので多くお見かけをするし、お顔

もよく拝見して、分かっているので、挨拶

はするけれどもすごく遠い人、偉い人と遠

くに感じる、そこにはすごく距離があると

いう話を聞きました。では知っている人が

議員だったらどうか、例えば私が市会議員

になったらどう思うと聞いてみたら、高橋

さんが遠い人になってしまったような気が

する。もうそこには距離があるような気が

するという話をしてくれました。私はそこ

までではないですが、確かに距離があると

いうか、すごく近い関係ではないなと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談をしてくださいというようなお話が

議員さんからありますが、人に相談すると

かこういうことで困っているっていうのを

言える人っていうのは、そう多くないと思
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います。そこに問題提起をしにいくまでっ

ていうのは、やっぱり努力も必要だし、力

も必要だし、議員さんに相談に行くなんて

いうのは、やっぱりパワーがいることだな

と思います。一度日常会話の中で、お会い

する機会も多いので、こういうことで今困

っているんですよねっていう話をしたこと

があるのですが、さらっとかわされてしま

って、ちゃんとお願いしますって言いに行

かないと聞いてもらえないんだなと思った

ことがありました。 

もしかすると、問題提起とか悩みや困り

ごとの小さな種はいっぱい落ちているけど、

そこは気付いてほしいし、見てほしい、現

場を知ってほしいっていうのは多くの皆さ

んが思っておられるのではないかなと思い

ました。 

いつも気にかけてくださる方、そうじゃ

ない方はいらっしゃらないと思います、い

つも気にかけていただいているので、本当

に感謝しているのですが、気付いてほしい

な、高橋さん頑張っているねっていう挨拶

はよくあるけれども、本質が知ってほしか

ったり、なぜ私がこういうことをやってい

るのかっていうことが知ってほしかったり、

見てほしい、気付いてほしいって思ってい

る皆さんは多くいらっしゃるのではないか

なと思いました。以上です。 

土山教授ありがとうございます。いろいろ

な示唆をいただいたと思うのですけれども、

印象的だったのは、例えば高橋さんが議員

になったときに、議会あるいは政治や議員

という存在が近くなるのではなくて、高橋

さんが遠いところにいっちゃうっていう、

そういうコメントがありました。 

高橋局長はい、そうです。スタッフには市

から配られる広報だとか議会だよりとかは、

市のいろいろな動きが見えるので、たくさ

ん施設を利用していろいろなことがありま

すので、読むようにと言っているので、多

分皆さんちゃんと読んでいると思います。

でも、やっぱり遠いので、仕事を理解しよ

うとは思っていないと思います。だから本

当に偉い人、あ、来たったっていう感じが

あるように、当たり障りのないようにお疲

れ様ですって挨拶して終わるっていう感じ

が多いように思います。 

土山教授なんて言うんですかね、昨今自己

責任論みたいなものがすごく強かったりし

ますが、その弱いところとか困っていると

ころを見せないようにする、偉い人、強い

人にはそういうところを見せないようにみ

たいな、逆にそれで開いてしまう部分って

あるってお感じになったりしますか。 

高橋局長そうですね。やっぱり言えない、

言わない、見せないっていうのもきっとあ

ると思います。でも、気付いてほしいとか

っていうのが、その何かもやもやしたとこ

ろがあるのかなと思います。 

土山教授そういう意味ではさっき林さんか

ら、一生懸命に頑張っているけど、姿が見

えないって言われるっていう、片思いなん

じゃないかっていうご発言がありましたけ

れど、そういう意味では本当は困ってるこ

ともあるんだけれど、頑張ってくださいね

っていうところでなんとなく距離が出てし

まうっていう、そういうところにも本当は

何て言うんですかね、頑張るって大変です

よね。いやいつも頑張っててえらいねって、

その反面こういうこと困っているんだけど

なっていうことが言えないみたいな、そこ

にもひょっとしたら片思いがあるのかもし

れないですね。ありがとうございます。 

もう１人、田口さんにいらっしゃってい

ただいています。若者代表というお話があ

りましたが、代表させられても困りますよ

ね、市民代表と代表させられると困ります

よね、女性も代表しなくていいのですけれ

ど、でも議会と同年代あるいは、議会とそ

の議会の外の人をつなぐ、特に若い人たち
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や女性というような、多様性の中で挙がっ

てくるのですが、それだけじゃないと思う

んですが、でもそうした議会と若い市民が

つながるということにいろいろ取組を持っ

ておられる田口さんからお話をいただきた

いと思います。自己紹介もお願いします。 

田口氏皆さんこんにちは。ただいま紹介い

ただきました、立命館大学法学部３回生の

田口裕斗と申します。出身が岐阜県の可児

市というところですけれども、知っておら

れる方いらっしゃいますか。意外と知って

いただいていますね、うれしいです。今ち

ょうど大河ドラマで「麒麟が来る」をやっ

ておりまして、明智光秀のゆかりの地とい

うことで、可児市が出ておりますので、そ

ちらのほうも関心を持っていただければう

れしいなと思います。 

宣伝染みたことを言ってしまいましたが、

私が政治や社会問題、社会に昔から関心を

持っていて、ここに座っている、話してい

るということではないということをはじめ

にお伝えしたいと思っています。私が政治

や社会に関心を持ったのが高校生のときで

した。それ以前、中学生、小学生のときっ

てどうだったかと言いますと、先ほど高橋

さんがおっしゃられたように議員のイメー

ジは、よく分からない、それこそ皆さんが

思っている疑問でありますが、何やってい

るのか分からない、あとはやっぱり遠い存

在だとか、来たら本当にビビるねみたいな

話も高橋さんのお話を聞きながら、なるほ

どそうだなと思っていました。 

その自分のイメージが大きく変わったの

が高校生のときでした。可児高校で、先ほ

ど北川先生からも紹介いただきましたが、

課題懇談会というものが開かれました。西

脇市議会でもやられているということです

が、この課題懇談会で実際に議員さんと一

緒にグループワークという形でお話をする

機会があり、そのときに大きくイメージが

一変したんです。 

どういうことかと言うと、実際話してみ

ると、すごいまちのことに対して熱い想い

を持っているなとか、まちのここを直した

いんだっていう問題意識を持っているなと、

本気度、熱い議員さんに私は出会うことが

できたのです。 

その瞬間、今まで遠かった議員さんのイ

メージが、ちょっと語弊あるかもしれませ

んけれど、同じ人間なんだみたいな、語弊

ありすぎですかね、同じ思いというか関心

があるんだということにはじめて気付いて、

そのときから議員の仕事って面白いな、す

ごく大切な仕事だなっていうことを感じる

ようになりました。 

そして可児高校では、ちょうど18歳選挙

権、選挙権年齢が引き下げられまして、模

擬選挙が行われました。これは高校生、私

たちと議会の方、そして行政の方が一緒に

タッグを組んで行いました。そこではたく

さんの議員の方が高校生にかかわっていた

だいて、その結果、北川先生がおっしゃっ

たとおり、私たちの高校の投票率が90％を

超えたと。今まですごく遠い存在だった議

会が身近になった瞬間っていうのを私はそ

の経験を踏まえてすごく感じています。 

そして西脇市議会さんがやられている高

校生版議会報告会を見学に行かせていただ

いたことがありまして、そこで実際に高校

生の声を聞いたんですけれども、私と同じ

ような感想を持っている方がすごく多いと

思いました。授業に来る前は必修の授業だ

から絶対行かなきゃいけないと。まあ行く

かという感じで、実際に議員さんと話して

いく中で、自分たちのまちの問題ってこれ

なんだなとか、自分もここをこうしてほし

いと思っているなっていう自分の意識が分

かったっていう生徒さんもいらっしゃいま

したし、もっともっとこの議会や政治につ

いて知ってみたいという思いを持った生徒
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さんにたくさん出会うことができました。

私が経験したことが、実際にこの西脇市さ

んでもやられているなということを強く感

じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで最初の問いですけれども、市民と

議会の思いにギャップがあるというところ

で、まだギャップがあるのは事実かなと思

います。実際、私が高校生のときに経験し

たと言っても、可児市民全員が議会とギャ

ップを持っていないかというと、やっぱり

そうではない。 

でも、議会側が一生懸命頑張っている姿

勢をアピールしていくことで、市民の皆さ

んも高校生も含め若い世代も興味・関心を

持っていくんじゃないかなと、そういった

中で議会は、もちろん市民の意見を反映さ

せるという重要なところもありますが、そ

れ以上に市民を育てる。特に、有権者だけ

ではなくて選挙権を持ってない小学生、中

学生も当然市民です。そういった市民の意

見を吸い上げられるっていうのも一つ大き

な議会の役割なんじゃないかなと思います。 

土山教授ありがとうございます。高校生議

会、高校のときの経験がすごく身近になっ

たという距離のお話が出ましたけれども、

ただ、大学生に授業で教えている身からす

ると、行って触れ合うだけでイメージが変

わるんだったら、どんどん行けと思うわけ

です。そんなに調子良くいかないだろうと

思うんです。 

また、高校生議会、ある学年からは全部

の高校に顔出ししておられるんですよね。

そしたらこのあとの高校生、皆さんもう意

識が高くなるはずなんで、多分そうでもな

いと思うんです。ただそうすると、田口さ

んのイメージが変わったっていうのは何か

仕掛けがあるんだと思うんです。 

先生の代わりに教壇に立ってしゃべって

いるだけだと多分そうはならないだろうと

思うんですけれども、例えば同じ人間なん

だ、また自分のまちに関心がってというコ

メントがあったので、きっとまちをめぐる

話し合いがあったんだと思うんですけれど

も、具体的に、何があって身近に感じるよ

うになった、何があってイメージが変わっ

たのかっていう、そのあたりを教えていた

だけますか。 

田口氏何があってイメージが変わったかと

言いますと、同じテーブルで多様な世代の

方がいて、同じ共通の市の問題、私のまち

では多文化共生、外国籍の方がすごく多い

ので、それについての議論であるとか、投

票率に関する議論を議員さんであるとか、

ほかにも市民の皆さんも招いて、高校生が

同じテーブルで話し合ったという事例です

けれども、そこで感じたのは、議員さんだ

から言っていることが偉いとか、年配の方

が言っているからそれは正しいということ

ではなくて、私たちも同じテーブルで対等

な立場で話すことができる、そういう安全

な場をファシリテーターの方に提供してい

ただいて、話し合いを深めていくことで自

分の意見が反映させられたっていうところ

に一番私は変わったのかなと。議員さんが

言っているから正しいとかではなくて、自

分の意見ももちろん認められることもあれ

ば認められないことも当然あるんですけれ

ども、受け止めてくれたっていうことがす

ごく大きなポイントだったと思っています。 

土山教授それまで例えば家族とかそういう

近しい立場じゃない大人とまちの課題につ
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いて意見交換をしたことってありましたか。 

田口氏ないですね、特に高校生は学校に行

って勉強して部活して、帰って寝てまた学

校に行っての繰り返しで、そこに地域とか

自分のまち、政治っていう視点が抜け落ち

ていると思うんです。 

特に高校生すごく勉強大変だと思います

し、なのでやっぱりそういう意味ではそれ

以外、自分の身近な家族以外で話すことっ

ていうのはあまりなかったです。 

土山教授例えば外国人の住民の方が多いと

いう、そういうことについては社会科とか

で教えられたかと思うんですけれども、そ

ういう先生に教えられるっていうのはまた

違いますか。 

田口氏やっぱり違いますね。教科書とかを

使って今こういうふうになってるよ、外国

人の方が多く日本にいらしてるよっていう

情報はもちろん得てるわけですけれども、

それが身近なレベルで実際に起きてる、自

分の地域の課題だっていう、いわゆる当事

者意識っていうものはないというか、学校

の授業ではあまり付きにくいのかなと思っ

ています。 
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サブセッション 

土山教授ありがとうございました。同じテ

ーブルでいろいろな年代の人が同じテーマ

でまちのことについて一緒に話し合うとい

う経験だとお伺いしました。 

大体一回りお伺いして、いろいろなキー

ワードが出てきたかと思います。そのキー

ワードを深めていきたいと思います。深め

ていくためにも会場の皆さんにも一緒に考

えていただきたいと思うのですが、長いシ

ンポジウムでお疲れかと思うので、お体の

具合が悪くない方は背伸びをしてすっきり

してみたいと思うんですが、いかがでしょ

う。会場の方も是非立っていただいて、多

分ほどよく眠気とかきていると思うので、

立っていただいてよろしいですか。 

はい、皆さん足が疲れてない方以外は立

っていただいて、はい、伸びします、伸び。

はい、まだ座らないでくださいね、はい伸

びします。それからここにツボがありまし

て、このツボは眠いとき、会議のときとか

に効く、目が良くなるツボです、ぜひここ

ぐりぐりしてみてください、はい、ぐりぐ

りしていただきます。 

せっかくですから、ちょっとゲームもし

てみたいと思います。手を挙げて、右手と

左手をこうやって用意していただいて、い

いですか、右手と左手でじゃんけんをしま

す。私が右手グーとか右手チョキとか右手

パーって言いますから、それに勝つものを

左手で出してください。 

いいですか。はい、右手は私の言うとお

りにしてください、左手は私が言ったグー

とかチョキとかパーに勝つやつを出してく

ださい。いいですか、いきますよ、はい、

じゃんけん、右手チョキ。左手何でしょう、

はい、左手グーですね。はい、すばらしい

ですね。もう１回いきます。じゃんけん、

右手パー。はい、チョキ。正解です、お疲

れ様です。 

 

まだそのままにしていただいて、手を下

ろしていただいて、肩なんかも回していた

だいてですね、ここ肩甲骨とか回すと良い

ですね、ぐきっていわないようにしてくだ

さいね、はい。ちょっと眠気も覚めてきた

かなと思います。 

さてそのまま立っていていただいて、通

路の端っこの方手を挙げてみてください。

通路の端っこにいる方恐縮ですけれども、

端っこにいる方から１人、はい。端っこに

いる方の隣の方も手を挙げてください、２

人目も手を挙げてください、通路から２人

目の方、通路の端っこから２人目の方も手

を挙げて、１人目、２人目、３人目挙げて

ください。この３人でグループになってみ

てください。５分、10分だけで結構ですの

で、寄っていただいて、初めての方だった

ら自己紹介もしていただきたいのですが、

まだです。まだ立っている方は通路の端っ

こ、こっちの端っこの方も１人、２人、３

人で寄っていただきたいと思います。そし

たら真ん中の方余ると思うので、余ったら

２人か３人で寄せ合ってみてください、よ

ろしいですか、一、二、三で。１人余られ

た方は３人のほうに混ざっていただいてい

いですか、もう１回いきますよ、いいです

か、通路の端っこの方から３人で一グルー

プになってください。なれましたか、お仲

間見つかっていませんか。通路の端っこか

ら３人の方。はい、いいですか。じゃあ３

人か２人になっていただいて、その３人、

２人の状態で着席していただきたいと思い

ます、はい。 

お話ししていただきたいのは、前半をキ

ーワードで振り返って、皆さんの印象に残

ったキーワードを紹介いただいて、初めて

の方もおられると思うので、最初はこんに

ちはって話をしていただいて、どうしてき

ょうここにいるのかを話してください。ア
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イスブレークの時間を用意しますので。 

そのあとで少しきょう私たちが話をしたこ

とから気になっていることやもっとこうい

うことを聞いてみたいとか、いや自分はこ

う思うんだけどねということを意見交換し

ていただきたいと思います。そのためには

前半を振り返る必要があると思いますので、

ホワイトボードレコーディングをしていた

だいている小林さんに前半で出てきたキー

ワードをいくつか振り返っていただきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林議員なかなか全部書き切れてないんで

すけれども、まず議会の片思いです。議員

は御用聞きなのだろうかという林さんの相

談ごとに対して、決定は議会でもその議会

の年齢が偏っているんじゃないかというと

ころ、それから市民の方から見たときに議

会とか議員は遠い人、偉い人、なんか自分

たちと同じ人ではないように感じるという

こと、でもそれを同じテーブルについて体

験したら少し議会に対する印象っていうの

は変わるんじゃないかっていうような話だ

ったと思います。 

土山教授これらの話の中で、皆さんにとっ

て印象に残って議会にとって大事だなって、

こういうことをする議会であってほしいな

とかですね、それから林さんがおっしゃっ

ていた片思いですね、そうしたことにこの

あたりが大事なポイントなんじゃないかな

と思う、その大事なポイントを皆さんと話

し合っていただきたいと思います。 

突然話せって言っても大変だと思うので、

今こんな無茶ぶりをされたお気持ちを３分

ぐらい用意しますので、３分間自己紹介を、

全員知っている人だったら今の気持ちを話

してみてください。 

でも３人の中に、３人あるいは２人の中

に知らない方がいたらちょっと自己紹介を

していただいて、きょうこの天気の良い冬

の日にわざわざこんな日も差さないような

会場でよく分かんないような議会のことと

かどうでもいい定数のこととかを考えるよ

うな場面になんで来てくださっているのか

っていうことを話していただいて、こうい

う話を聞いたけど、このあたりのことが大

事だと思ったなということを、そのあと５

分くらい意見交換してみてください。 

それでは最初３分間、自己紹介してみて

ください。では始めてください、自己紹介

ですよ、まずお名前と何できょうここに来

たのか、何でここにわざわざ付き合ってあ

げているのかということを意見交換してみ

てください。 

 

～ 会場内意見交換 ～ 

 

 はい、２分経過しました。もし自己紹介

が終わっていれば、前半話した中でどのあ

たりが大事なところかなというのを意見交

換してみてください。誰の話が印象に残っ

たとか、そこからいっていただいても結構

です。 

また議会について、もっとこうなったら

いいのになと思っていることがあったら何

でもお話になってみてください。 

はい、ぜひお話になってみてください。

それぞれの顔を見ながら話した内容を思い

出していただいて、意見交換してみてくだ

さい。お話し合いになっている中で質問や

意見があったら、あとでマイクを回す時間

を用意しますので、しゃべりにくいとは思
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うんですけれども、皆さんで話したことを

ご紹介ください。 

 はい、あと２分ぐらいでコメントをいた

だく時間にしたいと思います、よろしくお

願いします。 

 

～ 会場内意見交換 ～ 

 

 はい、本当に盛り上がってお話いただい

てありがとうございます。そろそろお話い

ただいたことを何人かコメントをいただい

て、後半のディスカッションに活かしてい

きたいと思います。 

はい、いかがでしょうか。宴もたけなわ

な風情ですけれどね、挙手でいきましょう

かね。しにくいと思うんですけれども、で

は、意見を発言いただける方、手を挙げて

いただけますか、周りでお前挙げろよと言

っていただいて結構ですので、推薦いただ

いて。ありがとうございます、まず挙がり

ましたね。じゃあ、拍手で。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津万地区の方トップバッターということで。

周りは皆さん西脇市の津万地区というとこ

ろからきているんですが、そこの区長が皆

さん参加してくれております。いろいろと

意見を聞いた中では、やはり距離感と言い

ますか、住民と市会議員の方の距離がある

のかなと。ここに来ていらっしゃる方はそ

れなりに理解が進んでいると思うんですが、

実際この何十倍もの住民がいらっしゃいま

して、ほとんどの方はあまり興味がないと

いうか、理解をしようとされてないんじゃ

ないかなと。 

その中でどうやっていくかという方法論

として、津万地区区長会としては議員さん

といろいろお話をして、その中身を持ち帰

って各地区の住民に伝えて、また逆に住民

の意見を聞いて議員さんにお伝えするとい

う、地道な活動を少しずつやっていけば何

年か経てばそんなことしなくても住民がそ

れぞれの議員さんに自分の思いを伝えるこ

とになるのかなと思っております。そうい

う形をとっていこうかなと思っております。

以上です。 

土山教授ありがとうございました。それで

は続いてもう１人どうでしょうね、いかが

でしょうか。お願いします。 

ちょっとお待ちください、拍手を忘れて

いました。 

藤本氏どうもありがとうございます。きょ

う３人か４人でお話していましたら、赤穂

市のほうから議員さんが来られていますの

で、お話を聞きたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

土山教授すばらしいマイク回しです、お願

いします。 

家入議員こんにちは、赤穂市議会議員の家

入と言います。実は私どももこの議員定数

削減を今協議しているところですけれども、

なぜかと言いますと、赤穂市では自治会と

いう組織がございます。その連合自治会か

ら現在の18人は多い、16人にしてほしいと

いう要望書が出ております。 

その一つの理由が、議員の活動が見えな

い、だから削減してほしい。ただこの文言

だけを読みますと、私が感じるのは全ての

議員さんの活動が見えないのではなくて、

多分何人かの方が見えないから削減してほ

しいという言葉になっているんだと思うん

です。もちろん、いろいろ活動報告をやっ

たりしている人もおられますが、私どもは
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議会としての活動報告をやっておりません。 

これはいろいろ研修もしたんですが、議会

改革の先進地ではなかなか人が集まってく

れない、来られるのは同じ人たちだけだと

いう話を伺って、まだ議会の活動報告をや

っておりません。委員会ごとの意見交換会

はやっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういう状況ですけれども、先ほどから

皆さん方の発表の中にもありましたように、

どうしても議会の活動、議員の活動が見え

ない。そして人口が減ってくるので減らす

べきだ、財政を健全化するためにも役に立

つと。こういった声をいただいておりまし

て、今それに対しての議会の考え、18人で

すので、先ほど北川先生が言われたように、

うちは三つの委員会で６人ずつであり、こ

れが委員会を運営する最低の人数かと思っ

ておりますけれども、そういった部分をど

う住民の皆さんに分かっていただけるかと

いうのがこれからの議会の中で協議すべき

ことかなと思っております。 

土山教授ありがとうございました。思いを

同じくされる、また実際に市民からそうい

う提起があるというお話でした。せっかく

ですので、お薦めいただいた方にも、市民

としてその赤穂市の家入さんの悩みを聞い

てどうお感じになったか、西脇市のことを

どうお感じになっているかということをぜ

ひコメントをいただきたいと思います。 

藤本氏失礼いたします。私、鹿野町に住ん

でおります藤本でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 きょう、３人、４人で話していて、すご

く熱心な議員さんいらっしゃるんだなと驚

きまして、いろいろお話を聞いて、私の考

え方なんですけれども、高橋さんが若い方、

20代、30代、40代の方がすごく議員さんが

遠くにいらっしゃるみたいなお話されてい

ましたけれど、生意気なことを言うかも分

かりませんけれど、そうでなくて、議員さ

んのほうから市民に寄り添っていけば、も

っともっと身近に感じられるんじゃないか

なと思っております。 

多分、議員さんも一生懸命されていると

は思いますけれど、もっと寄り添っていた

だいて、本当にいろいろな悩み事など気楽

に話ができる議員さんであってほしいなと

思っております。 

どうも失礼いたしました。 

土山教授ありがとうございました。どうし

ても言いたいという方がいらっしゃったら、

おっしゃってください、ありがとうござい

ます。 

山下氏市原町から来ました、山下と言いま

す。我々住民の代表は議員さんですので、

議員さんの役割は非常に大事だと思うんで

す。ですから議員の定数よりも、議員の果

たす役割、特に最近ではいろいろな要望を

出すんですけれども、例えばさっきも出ま

したけど、今いろいろな高齢化の要求をす

れば、今度は若い人が大事だと言って、高

齢者の予算を減らしてそっちに回すという

ような、何かパイの理論というんですかね、

こういうのにはまって、これをされたら言

いようがないんです。 

それでいろいろ聞くと、下手すると国の

ほうからペナルティがあると。このペナル

ティの枠にはまって、前にも後ろにも行か

ないと。いろいろな要望を出すけれど、何

かこっちをよくしたらこっちは悪くせなあ
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かんというのが、もう枠が決まっているか

ら。この枠にはまっているような気がして

いるんです。そういう点で、いろいろ聞い

たら全国市長会が国に要望しているという

こともよく聞くんですけれど、ただそれに

自治体も議会も逃げているのではないかと

思っているんですけれど、そういう点では

このペナルティいうのはどうなんですかね。

赤穂の市会の人も来ていますので、そうい

う点ではどこの議会も、それから自治体も

それに悩んでいるのではないのかなという

ことはあるんですけれど。以上です。 
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セカンドセッション 

土山教授はい、ありがとうございました。

最後のところなんですけれども、今キーワ

ードで、皆さんの中からも困りごとってい

うキーワードと要望っていうキーワードが

出てきました。 

その言葉の意味、雰囲気の違いはともか

く、本質としてどこが違うのかなと思いな

がら伺っていたのですが、一方でその要望

とか困っていることに応える、つまり課題

に対応するというのは、確かに資源が必要

で、おそらくそのペナルティというのは何

かの補助金のやり方の問題なのかなと思い

ながら伺っていたんですけれども、そうし

た資源が、だんだん限られていくわけです。 

資源が減少しているっていうことが見えて

いて、北川先生の講演にもありましたけれ

ど、予算がずっと今年の予算より来年の予

算が伸びているとなったら、我慢していた

ら何か来たかもしれないけど、逆に減少す

ることが見えているっていったらどこを削

るんだという話になる。 

どこを削るんだというときには、そうす

ると困っていることや要望のぶつかり合い

になったときに最後に決着をつけるのは、

それは議会だろうという、そのお話があり

ました。その中で、市民の方に納得がいく

ような議論や結論を出すということが求め

られているっていうことなのかなと思いな

がらお伺いしていました。 

いずれにしてもそのキーワードの中でこ

ういう多くの方がおっしゃっていたのは距

離ですね。困っていること、課題、それか

ら寄り添ってという言葉もありました。そ

うした距離感や距離を縮めるということに

ついてもう少し考えてみたいと思います。 

議会と市民の間の、議員のほうから市民

に寄り添ってというお話もありましたが、

その距離を詰めていくというところで、も

う少しその話を深めてみたいと思いますが、 

 

最初に距離のお話を提起いただいた高橋さ

ん、いかがですか。 

高橋局長そうですね、その話につながるか

どうかですが、先ほども申しましたが、女

の人はきょう・明日のご飯、家族や自分の

周りのこと、親のことというのに普段から

よく気が付いたりとか、そういうことに一

番よく気が付いているかも知れないですね。

あそこのおじさん、最近見ないなとか、そ

ういう日々の暮らしの中の困りごとの積み

重ねがまちづくりにどんどんつながってい

く、その先にあるのがまちづくりだといつ

も思いながら活動しています。 

比延地区は、重春と比べると高齢化も進

んでいるし、まちづくりという意味では皆

さんが力を合わせて頑張っているところで

すが、やっぱりそういう気付きが多いとこ

ろだなと思います。 

そういう小さな声を拾い上げていくとか、

どんどん出していくとか、地域自治協議会

に上げていくとか、もしかするとそういう

まちづくりにつながっていくことが、政治

につながっていくのだと思うので、11月、

私は３回出席しましたが、本当に女の人が

少ないと思いました。三百何人参加をされ

たのですが、その割合を聞くと、女性が28

人だったそうです。そのうち私が３回行き

ましたので、26人だと思います。やっぱり

女の人が出にくいというのはもちろんある

し、７時の会議となると、５時で仕事が終

わってご飯作ってさあ行こうかと思うと６

時台に出ないといけない。大変難しいと思

います。 

うちわりと主人が協力というか目をつぶ

ってくれているんだと思うのですけれど、

ラーメン食べてくるわということができる

ので、やりますが、でもそういうのがある

と、きょうお母ちゃんおらへんのかと言わ

れたとかというのがあるので、やっぱり女



- 32 - 

の人が出やすい環境っていうのも大事で、

声を上げるということにつながるかどうか

分かりませんが、女の人が外で活躍する、

活動するということは家の中もすごい戦い

があるなというふうに思います。 

土山教授ありがとうございます。三百何十

人の参加があったっていう、すごいなって、

一方ではやっぱり28人女性で、うち３人は

高橋さんっていう、そういうところを聞く

と、ああ、なるほどと思うところはありま

すね。 

 また今のコメントの中で、困りごとを拾

い上げるということと出していくというこ

とが両方あったかなと思います。距離をど

っちが詰めていくか。私自身、両方であろ

うと思うんですけれども、両方であろうと

いうのと同時に、困りごとを持っている人

はなかなか声を出しにくい。声を出す場に

も出にくい人もいるっていう中で、そうい

う寄り添い方が課題になってくると思いま

すが、そうしたら議会や議員と市民との距

離を縮めようと努力している議会や議員の

活動を、北川先生、御存知だったら、全国

の例からお話いただきたいと思います。 

北川教授いろいろな困りごと、相談事があ

ると思うんですね。議員さんが御用聞きす

るのは、本来の仕事です。これは避けては

いけないと思います。それは民意の反映で

すから、やっぱり市役所へ行くのは本当に

敬遠したいなというときにはやはり蝶番も

いるわけです。ただ、それが正しいことか

ゆがんだことかというのも両面あるわけで

す。 

議会はなぜ存在するかというと合議制だ

からです。こういった問題があるけど皆さ

んで叩いたらやっぱりあの要望は駄目だよ

ねというような合議体もなければ進んでい

かない、そういう役割があって、だからい

わゆるお願い事については、例えば斡旋利

得についてはもう最初からしないというよ

うな政治倫理規程や斡旋禁止文書化条例と

かいうのも作っておきながら、しかし民意

はいっぱいあるわけですから、それは聞き

入れて、市役所の税金を使う側の論理では

なしに、こっちのサイドの窓口は開けてお

くべきだとは思います。そういうようなこ

との具体的な議会としての対応もいると一

つは思います。 

 山形県の遊佐町は、一つの県立高校と二

つの中学校の小さなまちですが、町当局と

議会が力を合わせて高等学生と中学生が少

年の町長さんになるわけです、立候補して。  

それで10人の町会議員さんで、少年議会が

できるんです。 

それで、その議会に対して町当局と議会

が了解した上で年間執行予算を45万円つけ

るんです。選挙で選ばれてない子どもたち

が予算執行するのは自治法違反ですから、

執行部と議会がその子どもたちの決定事項

は最大限尊重するということになって、そ

こで子どもさんの町長と議会が真剣に議論

するんです。 

私聞いたんです、本当にまともに議会で

きるのかといったら、現在の議会よりよっ

ぽどましですって、あちらの方が答弁して

いました。そしたら、いかに大人が子ども

の人権を無視しているかというのがすぐわ

かったんです。 

例えば部の活動で遅くなって、この間、

雨が降って通学路の防犯灯が消えていた。

だから危険だというのは大人ではなかなか

分からない。そこでそういうことがきちっ

と出て、自分たちの言ったことに予算がつ

いて仕事ができたというので、張り切るリ

ズムということですね。だから議会を自分

たちが変えていく。部活で遅くなって、防

犯灯が消えていたというのはなかなか大人

では分からない。 

例えば、あそこのタロウちゃんの家の木

の枝が大きく外に張り出していて、ヨシコ
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ちゃんが歩いていて怪我をしたから、市町

に言って切ってもらおうと、こういう話で

す。そんなの市町まで行かなくても、お前

の父ちゃんが切れば済むのではないかとい

う話です。 

だから何でも市町でということではなし

に、子どものときから自分たちでできるこ

とは自分たちでやってしまおうという、そ

ういう教育が、偏差値教育ですから、受験

戦争で勝つだけの教育委員会になっている

恐れもあるということで、議会が関連して、

子どもさんたちが言ったことができた。自

分たちが予算を使ったということになれば、

参加意識ができてきて、自分たちがまちを

変えていくという、そういう雰囲気のまち

もあるということで、お願い事だけでなし

に、議会から働きかけて一緒に作っていく

という、コラボレーションといいますか、

協働でまちを作っていくとなると、本当の

自治がいくのではないかという、一つの例

です。 

土山教授ありがとうございます。声の出し

方として意見を出してもらって、その出し

た意見を再度どうしましょうかということ

を議論して議会の声に変えていくという例

をお話いただきました。 

 今、いろいろな要望とか困りごとに議会

として、議員としてどう寄り添うかという

ようなお話が出ているかと思うのですが、

萬浪さんは、先ほどお話になった時、役員

の声だけじゃなくって、いろいろな人の意

見の反映をとおっしゃいましたけど、こう

いう寄り添い方をしてくれたらいいのにな

とお感じになるようなこととかってありま

すか。 

萬浪会長先ほど言ったことと同じようなこ

とになるのですが、やはり11月にやったよ

うな、それをもっともっと頻繁にできれば、

住民の方と一緒に話し合いをするというこ

とで吸い上げてもらうというようなことで

いいのではないかなと思います。 

土山教授やっぱり機会そのものを広げてい

く。 

萬浪会長そうですね。 

土山教授おそらくそういうやり方とかもあ

ると思うんですけれど、機会をいろいろ広

げていく、そういう開かれた状態にしてお

く、そういう意味では出しやすく拾い上げ

る場面をもう少し積極的に作っていってほ

しいって、拾い上げるっていう姿勢を見せ

てほしいということかなと思います。 

 盛さんは今お話になったいろいろな要望

や困りごとがある中で、それをどうやって

具体的な形にしていくのかということにつ

いては何かお考えになっておられることあ

りますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛議員まず個人で受けた要望などについて

は、もちろん実現すればそれが一番、それ

でオッケーなわけですけれども、やはりす

べてが叶うわけではない。その叶わない理

由として、もちろん予算の問題が大きいで

すけれども、中には国や県の制度がおかし

くて叶わないというような場合もたまにあ

ります。 

そういう場合は制度を変えていくような

方法を、方向性を議会として議論し、意見

書とかいろいろなやり方がありますので、

そういう形で提起していく。それでも困難

な場合には、なぜ困難なのかということを

きちんと説明する。「市役所に言ったけど

駄目だった」ではなく、根拠を含めた理由
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をお伝えするということが大事かなと思っ

ています。 

実は今週のはじめに林議員に伊万里市に

来ていただいて、西脇市議会の取組につい

て講演をしていただいたのですが、地域交

通のことを委員会でしっかりと議論して政

策にしていったというお話は、うちの議員

はもとより、九州各地から参加された多く

の議員にとって、大変参考になる事例でし

たので、やはり議会としての塊としてこう

いうことを解決していくということを自分

たちも努力し、住民の皆さんにもお示しし

ていくことをこれからしていきたい。まさ

に西脇に学ばせていただいているというと

ころです。 

土山教授ありがとうございます。先ほど子

ども議会のお話もありましたが、田口さん

も若い方がそういうまちの課題を考えたり

共有したりということを言っていただきま

したけれども、今のお話を聞きながら、ど

うやったらその距離を縮めていけるかとい

うことについてコメントをお願いします。 

田口氏今の皆さんのお話を聞いていて、協

働やコラボレーションという言葉がキーワ

ードになると個人的に思っています。それ

は先ほどお話もあったように、自分はこう

してほしいという思いがある。それを例え

ば行政に伝えた、議員に伝えた、叶わなか

った、もう駄目だという思考に陥ったら、

多分駄目なんですよね。 

というのは、市民だからそれをやっても

らう権利があるみたいな過度な権利主張で

はなくて、お互いが寄り添う、先ほどもあ

ったようにコラボレーションですよね、ま

さに。自分たちでここまではできますと。

でもここからはやっぱり壁があるから議員

さん何とかしてくださいませんかとか。そ

れに対して議員さんがこういう理由ででき

ないんですと言われたら、それはそれで納

得する場面もあると思うんです。 

先ほど子ども議会のお話であるとか、実

際に私が経験した、高校における主権者教

育の例をとりますと、やっぱり高校生が言

ったこと、全てが全て叶うわけではないで

すよね。言ったことが全て叶うのだったら

それこそ不健全な議会でありますので、そ

うではなくて自分たちのこういう思いがあ

るんだ、それに対していろいろな方にメリ

ットもデメリットも生じるということを共

有すること。それによって、自分もまちづ

くりに参画する一員なんだっていう意識、

コラボレーションする意識、協働する意識

が大事なんじゃないかなと思いました。 

土山教授ありがとうございます。今いろい

ろコメントを伺いながら、まずいろいろな

困り事や要望がまちのなかにいっぱいある

ということが前提だと思います。それをど

ういうふうに拾い上げるか、議会や議員と

して拾い上げるっていうことと、どう出し

ていくかっていうことのその両方なのかな

と思うんです。 

その中では先ほどコラボレーションとい

うお話もありましたけれども、議員と個人、

あるいは議会と要望を持っている個人、市

民の関係だけではなくて、市民同士の関係

もあるかもしれないですね。よかったら議

会や議員に言ってみたらっていう、そうい

うことがあるとまた違うのかもしれません。  

でもそうなるためには、紹介してくれる

人が話したりしたらきっとより出てきてく

れるよ、寄り添ってくれるよっていうのが

ないといけないというとこで、そういった

意味では、議員の方のある意味、基礎体力、

その議員の方が16人、今実働されている方

は14人ですけど制度的には16人の方がどれ

ぐらいいろいろな方の声を聞いたり、声を

拾い上げるような動きを熱心にしておられ

るかということがまず一つは問われるんだ

ろう。 

でも、じゃあ私聞いたからこれ全部通せ
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よと、それは今おっしゃっていただいたよ

うに不健全なので、そうすると、いろいろ

な困り事を聞いた議員の方が集まって、い

ろいろな困り事の中のどれに対して議会と

してより緊急に、より根が深いものについ

て寄り添っていくべきかということを話し

たり、でもそれは要望や困り事に対するこ

とが実現、取組が実現しなかった人にとっ

て、あなたを切り捨てたんじゃないんです

よということ、それを伝えることも必要だ

ということです。 

そういうふうにいろいろな人の困り事を

議員を通じて、議員と市民の関係の中から

拾い上げられてくる困り事、声を出しても

らった困り事を、議員や委員会や議会とい

う仕組みでつないでいって可視化するとい

うことが、寄り添うとか声を出すとか要望

や困り事に対する距離の縮め方なのかな。

でも言い換えると、先ほど津万地区の方も

地道な活動って言っていましたが、要する

に地道にやらなきゃいけないことなんです

よね。というあたりかなと思うんです。 

ここまで最初に問題提起してからずっと

口にバッテンをさせられていた林さんに感

想を聞いて、そのあとにパネリストの皆さ

んからコメントをいただいて、最後に北川

先生から総括のコメントをいただいて、そ

ろそろ終了かなというところでございます。 

 林さん、林さんの問題提起から今こんな

やりとりがありましたが、いかがでしょう

か。 

林議員一番衝撃的だったのが、近しい高橋

さんが議員になったら遠い存在になるとい

うお話っていうのは、本当に示唆に富んで

いるなと。そういえば確かに我々も友人た

ちといろいろな話はするんですが、でも行

政の話とか議会の話になると途端に向こう

も口が重くなっちゃうというようなことも

あるなと思いました。 

 私がよく言うんですが、いろいろな市民

から要望とか意見というのは、たくさん出

てくるんですね。従来の右肩上がりのとき

っていうのは、それを先ほども言いました

ように、行政に伝えて、行政の答弁をもら

う、できたら議員の手柄、できなかったら

市長のせいというような活動っていうのが

なかったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でなくて、例えば家の前の道路がでこぼ

こだった、直してほしい。議員さんがそれ

を聞いて担当に伝えて、直ればいいですけ

ど、直ったところでそれはその人だけが満

足する話であって、本当の問題っていうの

はその道路がぼこぼこのままなぜ放置され

ているのかっていうことなんです。これ課

題だと思うんですよ。それには市の予算が

足りないのか、あるいは道路を見回る職員

が少ないのか、という問題もあるでしょう

し、例えば市民がスマホで撮って、それを

行政に直接すぐ送れるようなシステムがあ

れば、解決できるのかみたいなことを考え

るのが議会であり政策かなと。私はその思

いも考えているところであります。 

 市民の方から個人的にいっぱい話を聞く

というのは、多分議員の数っていうのは限

りないぐらい、一番いいのは多分、市民ひ

とりひとりに議員がいれば、コンシェルジ

ュのようにできるんでしょうけども、そう

はいかない。では、そういったことをする

ために議員の数ってどの程度がいいのかっ

ていうのは、これから特別委員会等でまた

話し合ってもらうのかなと思っております。 
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土山教授ありがとうございました。本当に

定数って正解はないですけれども、とにか

く寄り添う、困りごとを拾い上げる、距離

を縮めるということが、まず前提にあるの

かなと。 

それを赤穂市の議員の方もお話になって

おられましたけれど、議会としてこう見え

てくるような姿、議会として議員の活動と

議会の活動がつながって、それが市民との

距離を縮めていくようなあり方というのが

模索されているんだなというふうに感じま

した。 

 それでは、せっかくパネリストの皆さん

にいろいろな知見をいただきました。感想

を１分程度で言っていただいて、締めてい

きたいと思います。では、田口さんからど

うですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田口氏本日、議員の定数を考えるというこ

とで、その問題を考える前に、どういうふ

うに議会があるべきか、あるべき姿につい

てお話させていただきました。 

若者目線からいきますと、若者も一人の

市民なんだっていうことをすごく思ってい

て、そのためには若者自身も政治に関心を

持たなきゃいけない一方で、それだけに頼

るのではなくて、議員の皆さんから寄り添

っていただく、それこそまさに寄り添いだ

と思うんですけれども、そういったことが

大切なんじゃないかなと思っています。 

今後もこの西脇市の動きがどうなってい

くかというのを見守っていきたいなと思っ

ております。本日はありがとうございまし

た。 

土山教授盛さん、お願いします。 

盛議員もう一度申し上げますが、マニフェ

スト大賞の最優秀成果賞を獲られたという

のはものすごいことなのですよ。議会のオ

リンピックで金メダルを獲ったと同じぐら

いと言っていいですよね、先生。伊万里市

議会ではこれに応募さえしたことがないの

ですから。 

もし今後、西脇市議会のいろいろな政策

能力が落ちて、マニフェスト大賞に応募で

きなくなったら、伊万里市議会としてはチ

ャンスが増えるからうれしいのですけれど

も、困るのは誰だと思いますか。それは西

脇の市民の方ですよね。ですから、議会が

見えにくいとかおっしゃらないで、ぜひ議

会のことを注目していっていただきたいと

思いますし、お話を聞いていて、私は高橋

さんにぜひ議員になってほしいなって思い

ました。というのは、「お仲間が議員にな

ったら遠くなっちゃうのではないかと言わ

れた」というのは、それは今の議員が遠い

存在であるが故の妄想だと思います。市民

運動から議員になった私が断言します。決

してそうではない。高橋さんならきっと、

市民に寄り添う議員になられると思います

ので。 

土山教授そうじゃない議員の姿を見せてほ

しいと。 

盛議員ですね。きょうをきっかけにそれを

考えてほしいと。選挙のときは高橋さんの

応援に来たいと思います。よろしくお願い

します。 

林議員非常にいろいろな示唆に富んだお話

をいただきまして、ありがとうございます。 

それで、西脇市議会の議員この場にいま

すので、きょう出た話をまた振り返りとし

て、あるいはまた報告書にまとめて、皆さ

んのところにも提示させていただきたいな
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と思っております。 

そして、議員定数の数の部分につきまし

ては、きょういただいた話も含めて特別委

員会で議論して、結論が出ていくんだろう

なというふうに思っております。きょうは

本当にありがとうございました。 

市民の方林議員、現段階の定数要望、言え

る範囲でおっしゃっていただければありが

たいんですが。 

土山教授いや、でも書いてますよね、資料

に書いてます。では前議長にお願いします。 

林議員今、特別委員会では15人あるいは16

人で議論が分かれておるというところでご

ざいます。 

土山教授きょう聞いて、何人が良いって思

われた市民の方は、ぜひおっしゃっていた

だいたほうが良いと思います。ぜひ議会の

姿を見てくださいというお話がありました

けど、むしろ良いなと、ちゃんと褒めて、

ちゃんと怒るっていうのが何にしても大事

ですから、議会って市民のためにあるツー

ルですから、でもそのツールを市民の方に

より良くするためには、自分はこうしてほ

しいって、それはやっぱりどんどん言った

ほうが良いと思います。事務局が困るぐら

い言っていただけたら。でも、ちゃんと褒

めるとこも褒めたほうが良いですよ、がっ

くりしちゃいますからね。 

 ということで、いろいろなご意見をどん

どんこれからもいただいてほしいというこ

とで、すみません、萬浪さん、お願いしま

す。 

萬浪会長最後に変な話をするかも分かりま

せんが、先ほど高橋さんのほうから議員さ

んとは距離があるからなかなか近付きにく

いという話がございましたが、懇談会や議

会と語ろう会で、一般の人も含めて一緒に

話をして解決の方向に向かっていけばとい

う話をして、市民の意見を吸い上げて行政

に訴えかけていく、そういう方向に持って

いければと思います。待っていたらなかな

か実現しないということを思いましたので、

どんどんこちらのほうから働きかけていく

という方向に持っていければと思います。 

それと、話ができなかったんですけれど、

若い人のというか、議員のなり手がないと

かいうようなことの話がもっと出てくると

思っていたんですけれど、何で若い人が出

てこないのか。働く場所がなくて、遠くへ

行っているとか、仕事を辞めて議員になっ

て、議員が１期４年だと。４年で次落選し

たら無職になるということから、そういう

ようなことで意見交換ができたらなとかは

思いながら、そういう意味でフェイントを

されたような感じがしています。 

土山教授じゃあ、次のフォーラムですね。 

萬浪会長また、よろしくお願いいたします。 

 それと、田口さん、本当にすばらしい。

いや、私はこの中へずっと入っとこうと思

うぐらい、すばらしかったです。皆さん、

田口さんに拍手をしてください。以上です。 

高橋局長きょう参加させていただいて、お

話を聞いて、林議員が最初に片思いってお

っしゃったのが、市民のほうからも来てく

れへんな、待っているのにという、お互い

の片思いがあるのかなと思いました。近付

くためには、市民のほうももっと近付いて

いくという力を付けないといけないなと思

いました。 

今回こういう機会をいただいて、議員の

皆さんともお話する機会が多かったし、私

もよくいろいろな方とお話をして聞かせて

いただくことがあって、市長さんは１人し

か選ばれないし、議員さんも選ばれた数の

方しかできない、本当に誰でもできる仕事

ではない、話を聞いていると良い仕事だ、

すばらしい仕事だと思いましたが、私はま

だやりたいことが二つぐらいありますので、

はい。本日はありがとうございました。 

土山教授では、北川先生、お願いします。  
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北川教授ありがとうございました。 

きょう、これをやったこと自体が、議会

全体で議長さん中心にたくさんの市民の方

に集まっていただいて、議会っていうのは

遠い存在だったなとか敬遠しがちだなとか

怪しいことやっているんじゃないかとか、

そういったことがだんだん解消されていく

っていうこの姿は、実は全国の自治体の議

会の中で、こんな面倒くさいことはやめよ

うという雰囲気のほうが強いんですよ。 

議会全体で良いとこも悪いとこも全部見

せて、定数のこと一緒に相談しましょうっ

ていう、こういう会がどんどん進展してい

くと、高橋さんが心配されていたようなこ

とが近付くというか、そういうふうに変わ

ってくるということ自体が私は良いし、そ

ういった風土ができてくる。風の流れが変

わってきて、議会が本当にリードしはじめ

た、住民の声が届いてきた、地方創生だな

と言われる、本当に大きな第一歩だと思い

ますし、この風土は日本中に、私は全国回

っていますからよく分かるんですけれども、

自慢できるところまで成長いただいて、今

後今から実績を、また西脇が一つ、二つ足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

していただくと、それが一気に全国に普及

していくようなサポートをしていきたいと

思っておりますので、きょうのことを一つ、

次なる過程に向かって、その創造に向かっ

てやっていただけたらありがたいなと。 

来年もこの会できたらいい。何にもでき

てなかったら終わってる。いや、やったね

というような、そんな連続もまたお考えい

ただきたいと思います。きょうは本当にあ

りがとうございました。 

土山教授さて、土曜の午後の長い時間をい

ただきました。また参加者の方にも立てと

か動けとか話せとか、いろいろ注文の多い

コーディネーターで失礼いたしました。ま

たパネリストの皆さん、基調講演をいただ

きました北川先生、問題提起をいただきま

した林さんも本当にありがとうございまし

た。 

登壇いただいた皆さんに、拙い司会でし

たけれども、また参加いただいた皆さんに、

お互いに拍手を送り合って終わりたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

～ 拍手 ～ 

早稲田大学名誉教授 

北川 正恭 

シンポジウム総括 
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 それから、ずっと司会と手話通訳をして

いただきました皆さんとホワイトボードレ

コーディングをしていただきました小林さ

ん、ホワイトボード、このあと入口のほう

に置いておきますので、ぜひきょうの記念

にですね、こういうふうに書いたことが実

行されているかどうか確認するためにも見

て帰っていただければと思います。 

どうぞ皆さん前に出ていただいて、手話

通訳いただいた方、司会の方ですね、すみ

ません、それぞれの名前が出てこなくてす

みません、運営を支えていただいてありが

とうございました。 

 では、シンポジウムは終了とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

西 脇 市 議 会 
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