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市議会議員になりました！
ビ

市議会議員 てどんな仕事？

ビフォア／アフター
市議会議員ってどんな仕事？

市民が市政に声を反映させるには？
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三原市議会議員（是々非々の会）

安藤志保



本日のメニュー本日のメニュー

自己紹介／議員になる前• 自己紹介／議員になる前

• 立候補を決意！

• 議員になってみて

• 地方議会って必要なの？• 地方議会って必要なの？

• 大きな転換、変化を迫られる時代

ゴ• 議員のシゴト

• 市民として、どう政治に関わるか市民として、どう政治に関わるか

• 市民と議会：良い関係を築くために

※立候補を考えている人※立候補を考えている人へ



自己紹介／議員になる前自己紹介／議員になる前

出産退職で専業主婦に• 出産退職で専業主婦に・・・

• 「環境・平和・命」をテーマに市民活動環境 平和 命」をテ マに市民活動

• 広島県環境保全アドバイザー

広島県地球 暖 防 動推進員• 広島県地球温暖化防止活動推進員

• 三原市の各種委員 広島県の脱温暖化三原市の各種委員、広島県の脱温暖化
センター運営委員など

全国規模の ／• 全国規模のNPO／NGO
• 広島連塾Sus☆テラス広島連塾 ☆テラ



自己紹介／議員になる前



立候補を決意！立候補を決意！

• 2012年６月：地元紙に「立候補予定」掲載2012年６月：地元紙に 立候補予定」掲載
• 2012年９月：選挙に向けて動かなきゃ！と焦り始
める（周りから「ホンマに出るんか？」）る（周り ら ホン 出る 」）

• 2012年10月：選挙プランナー松田馨さん
• 2012年11月25日：政治団体設立2012年11月25日：政治団体設立
• 2012年12月23日：後援会キックオフ
• 2013年２月22日：立候補予定者説明会• 2013年２月22日：立候補予定者説明会
• 2013年３月10日：事務所開き
• 2013年３月12日：供託金３０万円振込• 2013年３月12日：供託金３０万円振込
• 2013年４月７日：告示、14日：投開票
1545票１６位当選（２８議席／３６人立候補）• 1545票１６位当選（２８議席／３６人立候補）



立候補を決意！立候補を決意！

「みどりのはらっぱ通信」４号より



立候補を決意！

2012 エデルマン・トラストバロメーターhttp://www.edelman.jp/sites/jp/pages/insights.aspx?ItemID=30 より



立候補を決意！

2012 エデルマン・トラストバロメーターhttp://www.edelman.jp/sites/jp/pages/insights.aspx?ItemID=30 より



立候補を決意！立候補を決意！

政治が変わる必要があると思うなら・・

↓
↓

自分が立候補する自分が立候補する

立候補する人を応援する立候補する人を応援する



議員になってみて
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議員になってみて議員になってみて



議員になってみて議員になってみて



地方議会って必要なの？

議会とは？ 議員とは？

議会の使命 議員の使命

• 具体的な政策の最終 • 一般的意思／分化的具体的な政策の最終
決定

般的意思／分化的
意思 を 合議、調整

• 行財政運営の批判と
監視

• 住民の声と心を受け
止める監視 止める



地方議会って必要なの？地方議会って必要なの？

市民参加・市民協働を進める行政

中央集権から地方分権へ

地域 生活課題 複雑化 多様化地域の生活課題の複雑化・多様化

↓↓
（行政）市民協働の推進

（議会）市民の声と「心」を受け止める

（栗山町議会）「一般会議」（市民と議会の討議の場）

（会津若松市議会）市民参加型政策サイクル



大きな変化を迫られる時代

人口減少・高齢化人口減少 高齢化

平成26年版高齢社会白書http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w‐2014/gaiyou/26pdf_indexg.html より



大きな変化を迫られる時代

平成23年度国土交通白書平成23年度国土交通白書
国交省所管の社会資本の維持管理・更新費を推計

今のままでは 2037年時点で「維持管理・更新費すら賄えなくなる」今のままでは、2037年時点で「維持管理・更新費すら賄えなくなる」



大きな変化を迫られる時代

GDPが伸び続けることはGDPが伸び続けることは・・・
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大きな転換を迫られる時代・・・大きな転換を迫 れる時代

「減らす」議論が必要な難しい時代「減らす」議論が必要な難しい時代
（総論賛成・各論反対）

国の制度にのった拡大・開発から、地域実情国の制度にのった拡大 開発から、地域実情
に沿った地域政策へ

経済財政運営と改革の基本方針2014
「魅力ある地域づくり 農林水産業 中小企業「魅力ある地域づくり、農林水産業・中小企業

等の再生」 （H26年6月24日閣議決定）



議員のシゴト

議員 人あたり人口の推移（三原市）議員１人あたり人口の推移（三原市）
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議員のシゴト

議員１人あたり人口 広島県内比較議員１人あたり人口 広島県内比較
（H24年度）（ 年度）
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三原市議会ホームページより



議員のシゴト

是々非々の会 政務活動費（ 年度）是々非々の会 政務活動費（H25年度）

執行日時 使途 金額執行日時 使途 金額

① 6月30日
7月1日

市町村財政分析ステップアップ講座受
講料

21,000円
～7月1日 講料

② 8月23日 システム思考トレーニングベーシック
コース受講料

39,000円

③ 10月24日 自治振興セミナー交通費（愛媛県） 11,260円

④ 2月3日～6日
行政視察（札幌市、函館市、浦幌町）、
シンポジウム「地域から幸せを考え
る」（東京） 旅費・宿泊費

157,740円

る」（東京） 旅費 宿泊費

⑤ 3月29日
～31日

市町村財政分析実践ゼミナール旅費・
宿泊費（東京）

71,000円
31日 宿泊費（東京）

合計 300,000円



議員のシゴト

ホームページや通信（紙媒体）での活動報告ホ ム ジや通信（紙媒体）での活動報告



議員のシゴト

議員報酬 政務活動費 県内比較（月額）議員報酬・政務活動費 県内比較（月額）
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議員のシゴト

議員報酬・政務活動費と議員あたり人口の比較議員報酬 政務活動費と議員あたり人口の比較
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議員のシゴト
公式な日程

平成26年度三原市議会

• 第１回定例会（2月26日～3月19日）第１回定例会（2月26日 3月19日）

• 臨時議会（5月12日）

第２回定例会（ 月 日 月 日）• 第２回定例会（6月9日～6月23日）

• 第３回定例会（9月8日～9月25日）

決算特別委員会（10月14～17日）

• 第４回定例会（12月5日～12月19日）• 第４回定例会（12月5日～12月19日）

※その他：常任委員会視察・ヒアリング、特別
委員会 全員協議会 議会報告会など委員会、全員協議会、議会報告会など



市民として、どう政治に関わるか市民 、 う 治 関わ



市民として どう政治に関わるか市民として、どう政治に関わるか





市民として 政治にどう関わるか市民として、政治にどう関わるか



市民として、政治にどう関わるか

G ! とは？JUDGIT! とは？

国の行う事業に意見を表明し ウ ブ上で事業仕分けを行え国の行う事業に意見を表明し、ウェブ上で事業仕分けを行え
る、国民参加型の共創プラットフォームです。内閣官房作成の
「行政事業レビューシート」に対して 様々な角度から自由に意「行政事業レビュ シ ト」に対して、様々な角度から自由に意
見を投稿したりすることができます。
●国の事業に対する国民の意見を可視化

●国が行う数多くの事業に触れ、それについて考える機会を
提供することで、「モノ言う国民」を増やす



市民と議会市民と議会、

より良い関係を築くために



立候補を考えておられる方へ



ご清聴 ありがとうございました！ご清聴 ありがとうございました！

続いて、意見交換へ

三原市議会議員 安藤志保



いただいた質問について

• わがまちの財政を知るためにわがまちの財政を知るため
「市民が財政白書をつくったら」 → http://goo.gl/bDyiz
住民版財政白書 → http://www.tamaken.org/books.html
自治体決算カード

→ http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/card.html
決算カ ドを読み解くために決算カードを読み解くために・・・

「習うより慣れろの市町村財政分析」 → http://goo.gl/Hb5qMA

• 会派のメリット/デメリット
会派が政策集団として機能している例会派が政策集団として機能している例

→ 自民党川口市議会議員団（マニフェスト大賞グランプリ受賞）

http://www.kc‐jimin.gr.jp/p // j g jp/
会派のない議会例 → 行方市議会（茨城県）


