
 

 

 

 

 

長野県内の広域連合議会の運営状況調べ 
～広域連合調査第三弾～ 

 

事務局 

 

 本研究所では、総務省『自治体戦略 2040構想』

への対抗軸を探る観点から、長野県内の広域連合

について調査を重ねています。都道府県内にくま

なく市町村広域連合が設置されているのは長野県

だけで、全国的に見て特異です。広域連合は地方

自治法に位置付けられた自治機関であり、2040

構想が掲げる圏域マネジメント組織との違い、機

能や業務の実態、課題などを明らかにしておくこ

とは、県内のみならず、全国的な意義があります。 

 今回は、自治機関のかなめとなる議会の運営状

況について、各広域連合のホームページより把握

できる情報を整理するとともに、前号に掲載した

インタビュー記事での大和幸久さん（会員、北ア

ルプス広域連合議員）の指摘に基づき、議会にお

ける選出市町村の構成、議員の発言機会などにつ

いて電話により補足調査しました。 

 次頁より調査結果を掲載し、総括表を４頁目に

掲載しています。 

≪町村議会からの選出枠≫ 

 広域議会は、構成する市町村の議会から選出さ

れた議員で構成されており、選出方法は各市町村

議会に委ねられています。選出議員のうち各市町

村議会の正副議長が占める割合は全体で約４割を

占めています。町村議会の選出枠は１～３人と少

なく、その場合はほとんどの議員が町村議会の正

副議長であることが多いようです。 

 松本広域連合は、他の広域と違って、各町村か

らの選出ではなく、東筑摩郡（５村）から１名の

みが選出されることになっています。 

≪委員会の設置状況≫ 

 常任委員会（議会運営委員会を除く）の設置状

況をみると、南信州広域と北信広域において設置

していません。他では、総務と保健福祉環境関係

で２つの常任委員会が設けられています。また、

木曽広域は、前々号に掲載したように広域観光な

どの業務数が多いことを反映して、経済に関する

常務委員会も設置しています。 

≪定例会の回数と一般質問の機会≫ 

 定例会の年度内における開催回数は、長野広域

の 0回が特異的ですが、4広域（佐久・木曽・上

伊那・北アルプス）で 4回、5広域（上田・松本・

南信州・北信・諏訪）が２回となっています。 

 定例会２回の広域議会では 2回とも一般質問を

設けています。４回の佐久広域は４回とも、他の

3広域（木曽・上伊那・北アルプス）は 2回とな

っています。一般質問の時間枠や回数は各広域議

会によって違います。 

◇ 

 調査結果からは、各広域連合によって議会の運

営方法に違いが見られることがわかります。自治

組織なので当然のことですが、どのような経緯や

考え方によりそのような違いが生じているのかを

調べることは、広域連携のあり方を考える上で重

要であるように思われます。 

 例えば、なぜ長野広域では定例会がないのか、

松本広域の村部選出議員はどのようなルールで選

出されて村々の声を反映しているのか、常任委員

会のない南信州広域や北信広域ではどのように広

域業務のチェックを行っているのかなどです。 

広域連合のあり方についての県内的な情報交流

が必要であることを示唆しています。 

今後、本研究所会員からのご助言や情報提供を

受けながら、さらに具体的な調査を進めていきた

いと考えています。会員の皆様のご協力をお願い

申し上げます。 

（傘木宏夫、中村正樹） 
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資料：長野県内の市町村広域連合における議会運営状況 

 

 長野県内の市町村連携型の広域連合（10団体）について、議会運営の状況を各広域連合のホームページ

から得られる情報を整理した上で、事務局への電話による取材で補完して作成した。 

調査実施期間；2020年 1月 20日～23日 

調査者：中村正樹（ＮＰＯ地域づくり工房） 

 

■上田広域連合 

議員数                   23人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（4人） 

市町村副議長職（2人） 

上田市 13人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（12人） 

・保健福祉常任委員会（11人） 

議会代表者会議（7人） 

東御市 4人 

青木村 2人 

長和村 2人 

坂城町 2人 

定例会の回数 2回 2月 10月  

一般質問のある定例会の回数 2回 ○ ○ 

質問できる議員数  4人   

■佐久広域連合 

 議員数                     22人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（7人） 

市町村副議長職（5人） 

佐久市 6人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（13人） 

・厚生常任委員会（13人） 

議会運営委員会（10人） 

 

小諸市 3人 

小海町 2人 

南牧村 1人 

南相木村 1人 

北相木村 1人 

佐久穂町 2人 

軽井沢町 2人 

御代田町 2人 

立科町 2人 

定例会の回数 4回 3月 7月 9月 12月 

一般質問のある定例会の回数 ４回 ○ ○ ○ ○ 

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：60分 

■松本広域連合 

議員数                  20人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（4人） 

市町村副議長職（2人） 

松本市 10人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（12人） 

・保健福祉常任委員会（12人） 

議会運営委員会（5人） 

塩尻市 4人 

安曇野市 5人 

東筑摩郡 5村 1人 

定例会の回数 2回 2月 11月  

一般質問のある定例会の回数 2回 ○ ○ 

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：無制限 

■木曽広域連合 

議員数                   20人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（6人） 

市町村副議長職（3人） 

木曽町 6人 常任委員会（3） 

・総務常任委員会（7人） 

・福祉環境常任委員会（7人） 

・経済観光常任委員会（7人） 

議会運営委員会（10人） 

上松町 3人 

南木曽町 3人 

木祖村 3人 

王滝村 2人 

大桑村 3人 

定例会の回数 4回 2月 5月 8月 11月 

一般質問のある定例会の回数 2回 ○  ○  

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：30分 
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■南信州広域連合 

議員数                   33人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（13人） 

市町村副議長職（3人） 

飯田市 12人 議会運営委員会（8人） 
松川町 3人 

高森町 3人 

阿南町 3人 

阿智村 2人 

喬木村 2人 

平谷村 1人 

根羽村 1人 

下條村 1人 

売木村 1人 

天龍村 1人 

泰阜村 1人 

富丘村 1人 

大鹿村 1人 

定例会の回数 2回 2月 11月  

一般質問のある定例会の回数 2回 ○ ○  

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：40分 

■上伊那広域連合 

議員数                    26人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（6人） 

市町村副議長職（4人） 

伊那市 8人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（13人） 

・厚生常任委員会（13人） 

議会運営委員会（10人） 

 

辰野町 3人 

箕輪町 3人 

駒ヶ根市 4人 

飯島町 2人 

中川村 2人 

宮田村 2人 

南箕輪村 2人 

定例会の回数 4回 2月 5月 8月 11月 

一般質問のある定例会の回数 2回  ○  ○ 

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：30分（再質問 3回まで） 

■諏訪広域連合 

議員数                    22人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（5人） 

市町村副議長職（5人） 

下諏訪町 3人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（10人） 

・福祉環境常任委員会（11人） 

議会運営委員会（6人） 

 

茅野市 5人 

諏訪市 5人 

原村 2人 

岡谷市 5人 

富士見町 2人 

定例会の回数 2回 3月 9月  

一般質問の定例会の回数 2回 ○ ○ 

質問できる議員数 5人 持ち時間：30分 

■北信広域連合 

議員数                       23人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（5人） 

市町村副議長職（4人） 

中野市 9人 議会代表者会議（6人） 
飯山市 5人 

山ノ内町 3人 

木島平村 2人 

野沢温泉村 2人 

栄村 2人 

定例会の回数 2回 2月 10月  

一般質問のある定例会の回数 2回 ○ ○ 

質問できる議員数 制限なし 持ち時間：20分 
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■長野広域連合 

議員数                    29人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（6人） 

市町村副議長職（3人） 

長野市 9人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（15人） 

・福祉環境常任委員会（15人） 

議会運営委員会（12人） 

須坂市 5人 

千曲市 3人 

坂城町 2人 

小布施町 2人 

高山村 2人 

信濃町 2人 

小川村 2人 

飯綱町 2人 

定例会の回数 2回 2月 10月  

一般質問のある定例会の回数 まだ設けていない。 

質問できる議員数 なし 

■北アルプス広域連合 

議員数                  18人 委員会 

市町村別選出議員数 

うち、市町村議長職（5人） 

市町村副議長職（4人） 

大町市 7人 常任委員会（2） 

・総務常任委員会（9人） 

・福祉環境常任委員会（9人） 

特別委員会（1） 

・ごみ処理特別委員会（12人） 

議会運営委員会（5人） 

池田町 3人 

松川村 3人 

白馬村 3人 

小谷村 2人 

定例会の回数 4回 5月 8月 11月 2月 

一般質問のある定例会の回数 2回 ○  ○  

質問できる議員数 5人  

 

■総括表：長野県内市町村広域連合における運営状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『住民と自治』今月号に県内関係者２名執筆 

 同封の『住民と自治』４月号より、本研究所の

傘木宏夫理事による連載「再生可能エネルギーと

環境問題」が始まりました。 

 連載「おいでよ」（第 49回）では長野県泰阜村

の横前明村長が村を紹介しています。 

 ぜひお読みください。 

≪広域連合に関する情報をお待ちしています！≫ 
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広域連合名 

選出議員のうち 

市町村正副議長の割合 
常任委員会 

設置状況 

定例会の 

回数 

一般質問の
できる定例
会の回数 議席数 ％ 

上田広域連合 6／23 26.1 2 2 2 

佐久広域連合 12／22 54.5 2 4 4 

松本広域連合 6／20 30.0 2 2 2 

木曽広域連合 9／20 45.0 3 4 2 

南信州広域連合 16／33 48.5 0 2 2 

上伊那広域連合 10／26 38.5 2 4 2 

北信広域連合 9／23 39.1 0 2 2 

長野広域連合 9／29 31.0 2 0 0 

諏訪広域連合 10／22 45.5 2 2 2 

北アルプス広域連合 9／18 50.0 2 4 2 

集計 96／236 40.7 平均 1.7 平均 2.4 平均 2.0 
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