
議会改革検討委員会の取組経過 

（第３代：H22.5.1～H26.4.30） 
【第３代前期】 

 開 催 日 時 協  議 ・ 検  討 内  容 

※ 平成 22年 5月 7日 

市議会議員選挙後の臨時議会の本会議において、 

議会改革検討委員会の設置及び委員の構成について、 

議決された。 

第１回 平成 22年 8月 4日 

(1)正副委員長の互選について 

(2)今後の進め方について 

・全議員から議会改革の新たな検討項目について提案を 

受け付ける。 

・広報紙により、市民から議会改革のご意見を募集する。        

第２回 平成 22年 10月 22日 

(1)議会改革検討事項提案書について 

（議員提案の集約、市民意見応募なし） 

(2)住民懇談会について 

第３回 平成 22年 11月 10日 

(1)議会改革検討事項について 

① 議会改革検討委員会で検討する項目 

② 議会運営委員会へ引き継ぐ項目 

③ 議会改革検討委員会で検討しない項目 

（議員の議会改革に関する提案を、上記①～③に分類） 

※ 平成 22年 11月 22日 
議会改革検討事項のうち、議会運営委員会へ引き継ぐ 

事項について、議会運営委員長へ引き継いだ。 

第４回 平成 23年 2月 15日 

(1)県内市議会調査結果について 

（県内 18 市に対し、①常任委員会開催方法、②予算決

算特別委員会開催状況等について調査を実施し、当市

を含めた県内 19市の状況を集約した結果を説明） 

(2)政務調査費について 

(3)日当について 

(4)今後の進め方について 

第５回 平成 23年 5月 30日 

(1)先進地視察について 

(2)1日１委員会について 

(3)特別委員会の設置について 

第６回 平成 23年 7月 13日 先進地視察について 

先進地 

視察 
平成 23年 7月 19日 

茅野市（予算決算委員会、1日１委員会） 

松本市（決算特別委員会、1日２委員会、議会基本条例） 

第 7回 平成 23年 8月 3日 
(1)視察内容の集約と課題について 

(2)今後の日程について 



 開 催 日 時 協  議 ・ 検  討 内  容 

第 8回 平成 23年 8月 22日 

(1)特別委員会の設置について 

(2)１日１委員会について 

(3)議会基本条例について 

（これまでの経過及び(1)～(3)について成文化し、議事

運営日程などの参考資料を含めた中間報告にまとめ、 

 今後全協等に諮っていくこととする） 

第 9回 平成 23年 11月 17日 

中野市議会議会改革検討委員会中間報告（案）について 

（中間報告案の検討を行い成案とした。同日付けで 

議会改革検討委員長より議長あてに報告した。） 

議会運営 

委員会 
平成 23年 11月 22日 

中間報告について、議会運営委員会において取扱いを 

協議した。 

その結果、平成 23年第 7回定例会（12月議会）初日、

11月 29日の議会全員協議会に全議員に報告書を配布、

委員長が概要説明を行い、12月 13日の本会議終了後、

議会全員協議会にて協議・検討を行うこととした。 

議会全員

協議会 
平成 23年 11月 29日 

中間報告について、議会改革検討委員長より概要説明を

行った。 

議会全員

協議会 
平成 23年 12月 13日 

中間報告について、協議・検討を行った。正・副議長  

及び議会改革検討委員会以外の議員から意見の集約を

行った。 

第 10回 平成 23年 12月 21日 

議会全員協議会の結果について協議し、現在の議会改革

検討委員会としての検討をこの回で終了し、最終報告を

とりまとめることとなった。引き続きとりまとめを行

い、同日付けで議長あてに報告書を提出した。 

議会運営

委員会 
平成 24年 1月 11日 

最終報告書の取扱いについて協議し、全議員に配布する

こととなり、配布した。 

 

※ 第 10回議会改革検討委員会までに結論を得た課題 

○ 政務調査費 

 政務調査費のうち、各区で発行の区誌の購入費用について、議員が居住する区以外の  

区誌の購入費用については、政務調査費として認める。 

○ 行政視察 

 行政視察における日当については、一般職員等の日当に係る条例改正などとの均衡があ

るため、現状とする。 

○ その他 

クールビズ等服装関係の見直しについて及び議場内の施設・設備については、議会運営

上の問題であるため、議会運営委員会に依頼した。 

（クールビズ等服装関係の見直しは、対応済み） 



【第３代後期】 

 開 催 日 時 協  議 ・ 検  討 内  容 

※ 平成 24年 5月 8日 

臨時議会の本会議において、 

議会改革検討委員会の設置及び委員の構成について、 

議決された。 

第１回 平成 24年 7月 17日 

⑴正副委員長の互選について 

⑵今後の進め方について 

・議会改革検討委員から議会改革の新たな検討項目につ

いて提案を受け付けることとした。（8月 10日締切り） 

第２回 平成 24年 10月 17日 
⑴議会改革検討事項提案書について 

⑵議会改革検討事項について 

第３回 平成 24年 10月 30日 ⑴政務活動費について 

第４回 平成 24年 11月 20日 ⑴政務活動費について 

第５回 平成 25年 1月 22日 
⑴政務活動費の内規について 

⑵インターネット中継について 

第６回 平成 25年 8月 7日 ⑴議会改革検討事項について 

第７回 平成 26年 1月 28日 
⑴議会改革検討事項について 

⑵最終報告について 

 

※ 第 7回議会改革検討委員会までに結論を得た課題 

 

○ 結論を得たもの 

インターネット中継を検討し、インターネットによる本会議の録画中継を実施する

ことといたしました。その結果、平成２５年６月市議会定例会分から本会議の録画中

継が配信されているところです。 

地方自治法の一部改正に伴う検討項目では、政務調査費については、政務活動費に

改正されたことから、経費の基準や中野市議会政務活動費についての内規の見直しを

行いました。 

また、第６回の議会改革検討委員会及び平成２６年２月５日に、公共拠点施設立地

に係る課題等について住民懇談会を開催されるよう議長に申し入れを行いました。 

 

 ○ 経過及び方針 

検討過程においては、１日１委員会の開催などの「中野市議会第３代前期議会改革

検討委員会の中間報告」を尊重することとし、検討してきました。その間、議会改革

検討委員以外の議員の意向も確認する中で、現状維持を求める意見も多数あり、第３

代中野市議会では「中野市議会第３代前期議会改革検討委員会の中間報告」の項目の

実現には至りませんでした。 



今後は、「中野市議会第２代議会改革検討委員会」からの「改選後の検討課題」のう

ち結論を得ていない「政治倫理条例の制定」なども含め、「改選後の検討課題として引

き続き検討することを希望する」といたしました。 

また、通年議会制度の導入については、「周辺自治体の動きを見ながら研究していく」

としました。 

 

○ その他 

テレビ北信ケーブルビジョンの議会関連放送について、放送時間の周知が徹底され

ていないため、番組表などで確実に周知できるようテレビ北信ケーブルビジョン株式

会社に申し入れを行い、改善されました。 


