
議員定数を考えるシンポジウム

令和２年１月

西脇市議会

☆意見交換会☆委員会検討内容
ご報告

テーマ
「議員って少ない方がいい？

多い方がいい？」

議員定数調査特別委員会
（平成30年９月～ ）
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西脇市議会の取組
市民の信頼に応えられる議会へ
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議会は、市の意思決定機関であり 、行政の
監視機関としての責任を果たすとともに 、
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。（第2条）

議会は、市民の意向を議会活動に反映するこ
とができるよう広 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。（第15条）

西脇市議会基本条例

このことを達成するため、さまざまな取り組みをしています！
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①議会と語ろう会（議会報告会）

議会基本条例制定以前の平成２２年５月から開催

平成２７年１１月からは名称を「議会と語ろう会」として、従来の
対面式議会報告会から参加者とのワークショップ形式へと変更

地区開催から各町単位での開催へ（年間４０町で開催）
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②課題懇談会

 市内で活動する団体と市議会の担当委員会がテーマ（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、任意団体問いません
 開催実績

建設協会・西脇小学校木造校舎を想う会・芳田地区ふれあい会議・民生委員
商工会議所・商業連合会・地域医療を支える市民の会・西脇市を考える会ほか

市内で活動する団体
・公的団体
・任意団体

西脇市議会
所管する委員会

書面で開催申し入れ

できる限り対応します

議会から申し入れる場合もあります
＜芳田ふれあい会議のみなさんと＞
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③請願・陳情制度

請願や陳情というと何か敷居が高いと思われがちですが・・・・・

市民からの請願や陳情は政策提言として位置付ける
（西脇市議会基本条例 第７条）

請願・・・憲法・請願法・地方自治法等に定めがあり、議員の紹介 が必要
陳情・・・議会基本条例・会議規則・陳情取扱規程に定めがあり、

一人でも提出できる
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西脇市議会では・・・・

請願者や陳情者が意見を
述べる場を作っています

陳情書は年４回の定例会中
だけでなく、毎月開催する
委員会で審査します

委員会で採択した陳情書は
本会議で議会の意思として

採決します

＜陳情者による説明の様子＞ ＜毎月開催される委員会で審査＞ ＜本会議での採決の様子＞
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④高校生版議会報告会
（議会による主権者教育の取組）

平成２９年度から
西脇高校・西脇北高校・西脇工業高校の市内３校で開催

目的
 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

令和元年度では

西脇高校は１年生 ７クラス
西脇北高校は２部１年生 ２クラス
西脇工業高校は２年生 ６クラス

計１５回開催

ワークショップテーマ

あなたが考える
地域の活性化とは？
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日経グローカル 議会活力度ランキング（２０１３年度までは改革度ランキング）

平成２３年度 ２６５位
平成２４年度 ６３位
平成２５年度 ６６位

平成３０年度 １位

早稲田大学マニフェスト研究所 議会改革度ランキング

平成２４年度 圏外
平成２５年度 １２０位
平成２６年度 ２６位
平成２７年度 １３位
平成２８年度 １４位
平成２９年度 １５位
平成３０年度 １０位

早稲田大学マニフェスト研究所

ランキングは全てを表すわけではありませんが、第三者評価のひとつとして
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第14回マニフェスト大賞 最優秀成果賞

西脇市議会総務産業常任委員会が受賞！！

『公共交通への取組』
西脇市議会が市内全80町を対象に実施する議会報告会。総務産業常任委員会では

「西脇市にとって公共交通はどうあるべきか」を、現地調査と議論を重ね、議会報告会や
まちづくり団体の意見を踏まえ、政策サイクルによって提案をまとめた。それらは、平成31
年３月策定の西脇市地域公共交通網形成計画に大きく反映された。

令和元年度
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しかし、これらの評価に甘んじることなく、

これからも市民のみなさんから

信頼される議会であるよう努めていきます



ご静聴ありがとうございました



議員定数調査特別委員会
報告

令和２年１月

西脇市議会

☆意見交換会☆委員会検討内容
ご報告

テーマ
「議員って少ない方がいい？

多い方がいい？」

議員定数調査特別委員会
（平成30年９月～ ）



議員定数に関する過去の経過

H21.3.2 議員定数16名否決

H20.6.24 議員定数調査特別委員会設置

H20.2.29 「定数を16名に削減を求める
陳情書」が提出される

H21.2.19 「定数を16名に削減を求める
直接請求」が出される

H20.9.19 議員定数18名可決（20名⇒18名)

（16名は否決）

H21.12.9 議員定数16名可決

H17.10合併時

２０人

議員定数

H21.10選挙時

１８人

H29.10選挙時

１６人

H25.10選挙時

１６人

合併前 20＋12人



⑴議員のなり手不足。
⑵特に若者や女性の議員数が少ない。
（国では女性議員の割合、３割を目指している）

現状の課題

⑴若者０人・・・・・・議員の高齢化
⑵女性２人
・・・・国の目標値では4.8人

西脇市の場合

全国的傾向

20代 ０人

30代 ０人

40代 ０人

50代 ４人

60代 ５人

70代 ５人

80代 ０人



現状の課題

なり手不足に拍車がかかる傾向

西脇市の場合

選挙実施年月 立候補者 当選者

H17年10月 24人 20人

H21年10月 20人 18人

H25年10月 16人 16人

H29年10月 19人 15人

⑶議員のなり手不足か？

定数が減ると立候補者も減る現象

４人オーバー

２人オーバー

無投票

欠員

議員定数調査
特別委員会の

設置
（H30年９月）

注）H29年10月選挙の定数は16人



「議会基本条例」を実行するため、
必要となる議員定数を調査検討

議員定数調査特別委員会の検討の視点

議会基本条例

・議会及び議員の活動原則

・議会機能の強化

・議会と市長等との関係

・市民と議会との関係

・議員の政治倫理 など

議会基本条例を
しっかり実行す
るための

議員の数は？

平成24年12月制定



必要な議員定数を求める調査

基本的考え方

☆全国の市議会との比較

☆議会の能率的な運営と意思決定
討議性、専門性

☆多様な住民の意思の反映
市民性（地域視点・性別・年代・職業など）

☆議会の機能を発揮（議事/立法/監視）
議会運営性



委員会での検討経過
①全国の類似団体における議員定数・・・少ない方である

②討議性を高めるため

③専門性を高めるため ・・・・・・・・・・・・・・・・より多い定数が良い

④市民性を高めるため

・・・・・・・・・・・・・・・・１委員会 ７～８人

⑤議会運営性を高めるため

15人or16人?

・・・・・・・・多様で広い範囲での議員選出

・・・・・・・・・・・・・多い方が良い



意見交換会での意見と検討課題

☆市民が議会と話をする機会をもっと設けてほしい

☆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、取組の情報発信を

☆若者・女性に関心を持ってもらえる取組を
若者・女性を議員に擁立できるように

☆議会改革度が高いが、市民には実感がない

発信の仕方が
悪い？

発信の内容
が悪い？

市民の関心が低い？
（議会傍聴も少ない）

何をすれば
良いのか？

待遇改善も
必要では？

立候補のハードルが
高いのではないか？

議会改革により
仕組はつくった

仕組を活用してもら
うには何が必要か？

議員が内側の仕事に
追われていないか？

「議会や議員に求めること」について



・議員１人が４つの委員会は無理
・市民の意見を聞いてもらえる
・報酬を下げて定数を増やす

・現在14名で議会運営されている
・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
・少数精鋭がよい

・８地区×２名で16名が適切
・市民の意見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

定
数
16
名

定
数
増

定
数
減

定数削減は市民の
意見反映に
マイナス大？

若者の立候補が困難

本当に14名で十分に
運営できているか

定数削減すると精鋭
になるのか

「西脇市に必要な議員定数は」について



今 後 の 予 定

令和元年11月

令和２年１月25日

令和２年５月頃

令和２年９月定例会

令和３年10月

＜市民の意見を聴く＞

市内８地区での意見交換会

＜学識経験者基調講演とパネルディスカッション＞

シンポジウム（市民会館にて）

最終検討期間

市議会としての結論を出す

定数変更の場合は条例案提出

次回選挙

・・・・



ご静聴ありがとうございました


