
令和元年 7月 10 日 

 

各議会議長 様 

 

呼びかけ人 宮田村議会 

議長 天野 早人 

 

 

「第 5回町村議会改革シンポジウム長野 in 宮田村」の開催について（ご案内） 

 

 

盛夏の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、日頃より住民福祉向上のため議会改革を推し進めていることと存じます。 

さて、去る平成 28 年度より県町村議会の議会改革の一層の前進のため飯綱町議会

が呼びかけ人となり「町村議会改革シンポジウム in 長野」が開始され、昨年度実施

の軽井沢町議会を経て、第 5回目となる同会を引き継ぎ、当村議会が別紙企画書のと

おり開催させていただく運びとなりました。 

従来、有志にて開催をしてまいりましたが、今回、広く県下町村議会の皆様にお声

掛けをさせていただきこととなりました。 

つきましてはご多忙中のところ誠に恐縮ですが貴町村議会の参加についてご配意

賜りますようお願い申し上げます 

また、今回のシンポジウムを開催するに当たり事前のアンケートをご依頼させてい

ただいています。まとめた結果は後日、参考資料として県下町村にお配りしたいと存

じます。大変お忙しい中かと存じますがご返答の程、切にお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宮田村議会事務局 福澤（局長） 平岩（書記） 

 TEL 0265-85-3181  内線 105 

 FAX 0265-85-4725    

 Email  gikai@vill.miyada.nagano.jp 

      gikai@vill.miyada.ig.jp 



「第 5回町村議会改革シンポジウム長野 in 宮田村」企画書 

 

１．主 催（呼びかけ人） 

 

  宮田村議会 

  共催 飯綱町議会・軽井沢町議会 

 

２．目 的 

 

  長野県下の町村議会議員があつまり「町村議会改革シンポジウム」を開催してき

ました。地方分権のもと多くの議会が議会改革に取り組み、お互いの活動を共有化

し、切磋琢磨してまいりました。議会、議員同士が学び合い、経験を交流し合って

進めてきた会は 5回を開催する運びとなりました。節目の 5回として中間のまとめ

となるシンポジウムをここに開催し、更なる長野県下町村議会の議会強化のすすめ

となれば幸いです。 

 

３．開催日時 

 

  期日 令和元年 10 月 7 日 

  時間 開会 12 時 30 分（受付 12 時 00 分） 

     閉会 16 時 30 分 

 

４．場 所 

 

  宮田村民会館 

  住所）宮田村 7021 

    電話番号) 0265-85-2314 

 

５．シンポジウムテーマ 

 

  ①議員の成り手不足について 

  ②議会の広聴活動（説明会・報告会・意見交換会）について 

 

６．参加呼びかけ議会 

 

  長野県下全町村議会 

  但し、参加受入予定者数は会場の関係上、約 250 人とさせていただきます。 



  受入の方法として、過去参加議会を第 1次の呼掛けとし、残りの枠を第 2次 

で呼びかけさせていただきます。 

 

（第 1次呼掛け） 

過去参加町村議会（順不同） 

  ①佐久穂町②御代田町③立科町④下諏訪町⑤富士見町⑥南箕輪村⑦松川町 

⑧高森町⑨阿南町⑩阿智村⑪上松町⑫小布施町⑬高山村⑭木島平村⑮飯綱町⑯

喬木村⑰軽井沢町 17 町村 

 

(第 2 次呼掛け) 

40 町村議会 

 

７．日 程 

 

  12：30       総合司会 竹村照美議員          10 分 

開 会 

             登壇者）中 邨 章 明治大学名誉教授 

千葉 茂明 月刊ガバナンス編集長 

         開会のことば  久保田秀男議員 

         あいさつ    天野早人議長 

         講師の紹介   城倉栄治副議長 

【第 1部 講演】 

  12:40～14:00   ・演題「地方議会人の苦悩―町村議会の役割と改革」   80

分 

             中邨 章 明治大学名誉教授 

    14:00～14:10   質問     川手三平、小林宏美議員     10 分 

 

  14:10～14:30    ・事務連絡  小野章議員            20 分 

（WS 会場移動について） 

[ 移動・休憩 ] 

 

 【第 2部 意見交換】 

  14:30～15:30    ・6～7 名にてワークショップ          60 分 

           進行役：宮田村議会議員、飯綱町議会議員、軽井沢町議会議

員 約 30 グループ 

           テーマ：「議員の成り手不足」について 

               「議会の広聴活動」について  

 



  15:30～15:45    [ 移動・休憩 ]                                 15 分 

 

 【第 3部 まとめ】 

  15:45～16:25    ・まとめ                    40 分 

千葉 茂明 月刊ガバナンス編集長 

             講師の紹介  宮井訓議員 

              

  16:25～16:30    ・閉 会                    5 分 

           閉会のことば   加藤恭一議員 

   

16:30～      片付け 

 

８．必要経費及び各議会の負担 

 

  ・参加議員 1人当たり 300 円～500 円（未定）、引率職員は除きます。 

  ・講演会費用については宮田村議会の研修予算にて公開講演で実施します。 

  ・参加議会が確定次第、各議会の負担金を算出し後日改めて参加議会事務 

   局に通知いたします。 

  ・負担金はシンポジウム当日の受付時に徴収させて頂きます。 

 

９．アンケート、参加方法について 

 

【アンケート調査】 

 

 今回のシンポジウムテーマについて別紙の実態アンケート調査を実施し、集約

することで意見交換会の資料としていただきます。また、県下町村に参考資料と

してお配りするようにいたします。 

 

第 1 次 発送 6月中旬  回答締切り 6月 28 日(金) 

第 2 次 発送 7月上旬  回答締切り 7月 25 日(木) 

 

【参加方法】 

  

  別紙参加申込書の受け付けにより取りまとめます。 

  発送及び返答締切りはアンケート調査日程に同じです。 

 

10．案内状送付及び連絡方法 

 



  初回の「案内状」、「アンケート用紙」、「参加申込書」は郵送と電子メール 

にて並行で送付させていただきます。返答後のやりとりについては主として 

電子メールでお願いします。 



１．テーマ

２．郡名

３．議会名

４．人口 [人]
(※2019年7月1日現在)

５．議員定数 [人] ６．議員実数 [人]

(１) 平均年齢 歳

(２) 女性議員割合 ％

(３) 議員報酬
(※全役職の期末手当を含む年
報酬平均額)

円／年

(４) 無投票選挙
(※過去3回分の選挙のうち) 回／3回

(５) 定数割れ選挙
(※過去3回分選挙のうち) 回／3回

(６) 専業議員の割合
(※年金所得のみを含む、不労
所得のみを含む)

％

(７) サラリーマンと
の兼業議員の割合 ％

第5回町村議会改⾰シンポジウム⻑野in宮⽥村【調査票A】

議員の成り手不足

７．成り手不足問題
の概況
(※2019年7月1日現在)
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(８) 議員の成り手不
足問題への取り組み
(自由記述)
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１．テーマ

２．郡名

３．議会名

４．人口 [人]
(※2019年7月1日現在)

５．議員定数 [人] ６．議員実数 [人]

(１) 広聴活動の担当
委員会等名称
(複数の場合はすべて記載)

※例：○○村議会広報広聴会議

(２) 広聴イベント等
の名称
(複数の場合すべて記載)

※例：議会と語ろう会

(３) 実施回数 回／年

(４) 参加住⺠ 人／年(延べ)

(５) 参加対象住⺠
(あてはまるものすべてに✔)

(６) 参加対象議員
(あてはまるものすべてに✔)

第5回町村議会改⾰シンポジウム⻑野in宮⽥村【調査票B】

議会の広聴活動(説明会・報告会・意見交換会)

□経済団体    □農業団体
□地区      □個人
□女性団体    □学生
□その他(            )

７．広聴活動の概要
(※2018年度実績)

□全議員     □担当委員会等
□その他(            )
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(７) 呼びかけ方法
(あてはまるものすべてに✔)

(８) 予算・経費
(ある場合)

円／年

(９) 実施後の対応
(あてはまるものすべてに✔)

(10) 実施条件
(ある場合、箇条書き可)

※例：5人以上で要事前申し込
み

(11) 実施テーマ
(複数の場合できる限り記載、
箇条書き可)

(12) 工夫している点
(自由記述、箇条書き可)

□議会だよりで事後報告している
□参加者と事後連絡をとっている
□行政側に要望等を伝えている
□その他(            )

□議会だより   □行政広報
□新聞記事    □ケーブルテレビ
□口コミ
□その他(            )
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(13) 今後の課題・悩
み
(自由記述、箇条書き可)

3 / 3 ページ




