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調査概要

１ 調査名 議会改革度調査2021

２ 調査実施期間 2022年01月31日〜2022年02月28日

３ 調査対象期間 2021年01月01日〜2021年12月31日（2021年中）

４ 調査対象 都道府県議会及び市区町村議会 全 1,788議会

５ 調査方法 オンライン調査（ウェブフォームによる回答）

６ 回答状況 回答数 1,355議会 ／ 回答率 75.8％

７ その他
・本調査は2010年より実施し、今回12回目（12年目）の調査となります。
・時点調査については、2021年12月31日現在のものとなります。
・詳細の調査分析結果は、随時公開を予定しています。
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回答状況

区 分 議会数 回答あり 回答なし 回答率

都道府県 47 47 0 100.0%

市区

政令市 20 20 0 100.0%
中核市 62 61 1 98.4%
一般市 710 673 37 94.8%
特別区 23 23 0 100.0%
町村 926 531 395 57.3%

合計 1,788 1,355 433 75.8%

'10年 '11年 '12年 '13年 '14年 '15年 '16年 '17年 '18年 '19年 '20年

議会数 1,797 1,789 1,789 1,789 1,789 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788 1,788

回答数 1,356 1,356 1,371 1,444 1,503 1,460 1,347 1,318 1,447 1,433 1,404

回答率 75.5% 75.8% 76.6% 80.7% 84.0% 81.7% 75.3% 73.7% 80.9% 80.1% 78.5%

○回答議会一覧 http://www.maniken.jp/gikai/2021kaito.xlsx

【自治体区分別】

【過去推移】

http://www.maniken.jp/gikai/2021kaito.xlsx
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調査の目的

早稲田大学マニフェスト研究所では、2009年に議会改革
調査部会を発足し、議会改革の取組状況や傾向を把握す
ることを目的に調査を行っています。さらに、次のよう
な考えで調査の分析を進めています。

・取組を数値化することにより、各議会が取組向上を図
る際の客観的指標を示す

・上位ランキングの公表により、地方議会に善政競争を
促し、二元代表制の一翼を担う議会を強化したい

・議会改革の方向性を定め、次なる課題・ステージを提
示する
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調査における評価軸

2010年の調査開始以来、各地で議会改革が活発になり、さまざ
まな取組が生まれました。こうした取組に対応し、設問が増え
た経緯があります。

しかし、議会改革の取組が進んでも、地域課題の解決や住民か
らの評価には繋がっていない議会があることも事実です。住民
の問題意識や地域の課題解決と議会とが繋がっていないことが
要因であると考えられます。

そこで、「住民の意見を集めて調査し・議論し・決める」とい
う議会本来のプロセスに照らし、設問の再構築を進めてきまし
た。(2018年:76問 ⇒ 2021年:53問)

これにより、議会が目指すべき「地域経営を実現しようとする
議会」を評価する調査となってきています。
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2021年は引き続き、以下のような新型コロナ感染対策のな
かでの議会活動に迫られました。

ことしの特徴と傾向

・住民の意見を集めること（意見反映）ができない

・意見を持ち寄り話し合うこと（合意形成）ができない

・意見反映度・合意形成度の高い意思決定ができない

しかしながら、昨年までを教訓に、議会報告会にネット動
画やネットアンケートの手法を用いたり、オンライン会議
を活用した住民対話など、住民と議会の間でのデジタル・
オンライン化の動きが活発化しました。



早稲⽥⼤学マニフェスト研究所 7

設問構成

設問は、基本情報のほか、情報共有、住民参画、議会機
能強化、の３分野で構成しています。

設問内容

設問1 都道府県名

設問2 議会名

設問3 担当者氏名

設問4 連絡先

設問5 議員及び議会事務局職員の条例定数（在籍の女性内数）

設問6 議員の平均年齢

設問7 議員の平均期数

設問8 議員報酬及び政務活動費の月額

設問9 一般選挙における無投票選挙の直近の状況

設問10 一般選挙における選挙公報発行に関する条例の制定状況

設問11 一般選挙における選挙ビラ公費負担に関する条例の制定状況

設問12 議員の任期満了年月日

設問13 議会基本条例の制定状況
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設問と評価「情報共有」

議会が持っている情報を同じ情報の量と質で、
同じ時のなかで住民と共有できているか？

また、議会は住民に対して説明責任を果たせ
る様な環境を構築しようとしているか？

設問内容

設問14 住民は、会議でこれから何を話し合おうとしているか知ることができますか?

設問15 住民は、会議のようすをネット動画で容易に見ることができますか?

設問16 住民は、会議で使用される同様の資料を容易に入手することができますか?

設問17 住民は、議案・請願の進展状況を容易に知ることができますか?

設問18 住民は、会議の議事録を容易に見ることができますか?

設問19 住民は、政務活動費による会派や議員の活動を容易に知ることができますか?

設問20 住民は、選挙後においても全ての議員の政策や選挙公約を容易に知ることができますか?

設問21 住民は、全ての議員の人物基礎情報を容易に知ることができますか?

設問22 住民と議会が「情報共有」し易くするため、工夫している点や特徴的な取組はありますか?
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設問と評価「住民参画」

議会が住民と対話し、ともに学び合うなどし
て、多様な民意を形成し集めているか？

また、住民は積極的に議会と関わることので
きる環境を構築しようとしているか？

設問内容

設問23 住民は、会議に傍聴参加することができますか?

設問24 住民は、会議に参加し発言することができますか?

設問25 住民は、会議に参加し議員に発言を求めることができますか?

設問26 住民は、議会の会議以外にも、議会に参画できる機会や制度はありますか?

設問27 議会として主権者教育・シティズンシップ教育への貢献活動を行っていますか？

設問28 住民が議会に「住民参画」し易くなるため、工夫している点や特徴的な取組はありますか？
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設問と評価「議会機能強化」

設問内容

設問29 議員同士が互いに意見・考えを引き出し合いながら話し合う、議員間討議が行われていますか?

設問30 議員間討議がし易くなるため、で工夫している点や特徴的な取組はありますか？

設問31 説明員として出席した首長等は議員に発言を求めることができますか?

設問32 首長から提出される議案とその説明以外に、議会として情報源を活用していますか?

設問33 総合計画・総合戦略への議会としての関わり方についてお聞きします。

設問34 首長提出議案に対する議会の代案提示など原案可決以外の意思表示がありますか？

設問35 政策課題の解決・立案に向けた、常任委員会の所管事務調査の取組方法についてお聞きします。

設問36 委員会提案または議員提案による条例の制定・改廃の状況についてお聞きします。

設問37 上記に該当する新規条例の名称を教えてください。

設問38 政策課題について調査しようとする場合、議会図書室の活用・機能がありますか？

設問39 政策課題について調査しようとする場合、議会事務局の体制・機能がありますか？

設問40 議会事務局の独立性確保や業務の状況についてお聞きします。

設問41 議会と他機関・団体との連携はありますか?

設問42 連携している団体名と連携目的を教えてください。
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設問と評価「議会機能強化」

調査を行って、議員間で話し合い、政策の質向上や
地域課題の解決に、直結した活動ができているか？

情報共有や住民参画を進めていくために、従来の議
会の制度や運営等を改める取組に着手し、議会を活
性化しているか？

○設問一覧 http://www.maniken.jp/gikai/2021setsumon.pdf

設問43 通年的な運営体制がありますか？

設問44 議会基本条例や議会活動に関する評価・検証についてお聞きします。

設問45 非常時の議会・議員の行動指針を定めたものについてお聞きします。

設問46 議員の裾野を広げることに資する取組はありますか？

設問47 議長選挙にあたって、志願者が所信やマニフェストを表明する機会がありますか?

設問48 ICT活用を図るPC・タブレット端末の利用状況についてお聞きします。

設問49 端末の所有元と利用形態についてお聞きします。

設問50 デジタル・オンラインの対応状況についてお聞きします。

設問51 政策立案やICT活用など議会の機能強化として、工夫している点や特徴的な取組はありますか？

設問52 各分野・各設問に属さない独自の取組や力を入れている点がありますか？

http://www.maniken.jp/gikai/setsumon2020.pdf
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スコア分布

ランキング上位300位程度で
取組度合いが高いと見られる

順位

MAX 9,550

スコア
グラフの立ち上がりが400位前後まで
拡がっている。(昨年は300位程度)

コロナ禍において従来の議会活動に
何かしらの変化を起こした議会が増
加してきたといえるのではないか。
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スコア分布(昨年との比較)

順位

スコア

上位層では上昇したものの、
下位層では低下している。

議会改革に積極的に取り組ん
でいる議会と消極的な議会と
の差が拡がりつつある。
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ランキング紹介

■分野別ランキング
①情報共有、②住民参画、③議会機能強化

■自治体区分別ランキング
①都道府県、②政令市、③中核市、④一般市、⑤町村

■エリア別ランキング
①北海道、②東北、③関東、④中部、⑤近畿、⑥中国、
⑦四国、⑧九州

■総合ランキング
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分野別ランキング

上位30位
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分野別 ①情報共有

町田市議会が昨年に続きトップ。上位30位には、北
海道・東京(各4議会)から多くランクイン。

順位 順位 順位

1 東京都 町田市議会 11 千葉県 船橋市議会 20 山口県 山口県議会

2 北海道 福島町議会 12 北海道 芽室町議会 22 石川県 加賀市議会

3 茨城県 取手市議会 13 長野県 松本市議会 23 神奈川県 茅ヶ崎市議会

4 北海道 栗山町議会 14 神奈川県 横須賀市議会 24 奈良県 生駒市議会

5 兵庫県 西脇市議会 15 京都府 城陽市議会 25 山口県 山陽小野田市議会

6 岩手県 奥州市議会 16 東京都 調布市議会 26 広島県 呉市議会

6 東京都 多摩市議会 16 東京都 小金井市議会 27 新潟県 上越市議会

6 大阪府 大阪市会 18 三重県 三重県議会 28 京都府 京都市会

6 千葉県 流山市議会 19 神奈川県 相模原市議会 28 福岡県 飯塚市議会

10 北海道 登別市議会 20 大阪府 箕面市議会 30 鳥取県 鳥取県議会

議会名 議会名 議会名
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分野別 ②住民参画

取手市議会が昨年から1ランク上げトップ。上位30位
には、北海道(5議会)から多くランクイン。

順位 順位 順位

1 茨城県 取手市議会 11 岩手県 滝沢市議会 21 熊本県 御船町議会

2 北海道 登別市議会 12 北海道 栗山町議会 22 宮城県 大崎市議会

2 長野県 伊那市議会 13 長野県 松本市議会 23 北海道 浦幌町議会

4 北海道 芽室町議会 14 兵庫県 西脇市議会 24 愛知県 犬山市議会

5 東京都 町田市議会 15 宮城県 柴田町議会 24 長野県 飯綱町議会

6 愛知県 知立市議会 16 三重県 四日市市議会 24 兵庫県 上郡町議会

7 愛知県 岩倉市議会 17 埼玉県 富士見市議会 27 宮城県 登米市議会

8 茨城県 茨城県議会 18 宮崎県 日向市議会 28 北海道 平取町議会

9 栃木県 那須塩原市議会 19 岐阜県 高山市議会 29 富山県 滑川市議会

10 長崎県 小値賀町議会 20 長野県 喬木村議会 29 徳島県 那賀町議会

議会名 議会名 議会名
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分野別 ③議会機能強化

奥州市議会が昨年から1ランク上げトップ。上位30位に
は、北海道・長野・三重(各3議会)から多くランクイン。

○分野別ランキング300 http://www.maniken.jp/gikai/2021rank_bunya.pdf

順位 順位 順位

1 岩手県 奥州市議会 11 北海道 登別市議会 21 北海道 沼田町議会

2 宮城県 柴田町議会 12 長野県 松本市議会 22 三重県 三重県議会

3 京都府 舞鶴市議会 13 鳥取県 琴浦町議会 23 福島県 会津若松市議会

4 東京都 多摩市議会 13 兵庫県 太子町議会 24 大阪府 堺市議会

5 長野県 飯田市議会 15 鳥取県 南部町議会 25 三重県 いなべ市議会

6 茨城県 取手市議会 16 兵庫県 兵庫県議会 26 岡山県 岡山県議会

6 神奈川県 横浜市会 17 長野県 麻績村議会 27 広島県 府中市議会

8 富山県 黒部市議会 18 愛知県 岩倉市議会 27 北海道 滝上町議会

9 埼玉県 所沢市議会 19 栃木県 那須町議会 29 滋賀県 米原市議会

10 秋田県 湯沢市議会 20 滋賀県 大津市議会 30 三重県 四日市市議会

30 京都府 京都市会

30 静岡県 菊川市議会

30 福井県 勝山市議会

議会名 議会名 議会名

http://www.maniken.jp/gikai/setsumon2020.pdf
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自治体区分別ランキング

上位30位
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自治体区分別 ①都道府県

茨城県議会が昨年から1ランク上げトップ。総合300位以
内の議会は、昨年の32議会から減り、27議会となった。

順位 順位 順位

1 茨城県 茨城県議会 11 沖縄県 沖縄県議会 21 鹿児島県 鹿児島県議会

2 三重県 三重県議会 12 長野県 長野県議会 22 神奈川県 神奈川県議会

3 兵庫県 兵庫県議会 13 京都府 京都府議会 23 徳島県 徳島県議会

4 岡山県 岡山県議会 14 福井県 福井県議会 24 秋田県 秋田県議会

5 宮城県 宮城県議会 15 山口県 山口県議会 25 岩手県 岩手県議会

6 大阪府 大阪府議会 16 山形県 山形県議会 26 北海道 北海道議会

7 福岡県 福岡県議会 17 鳥取県 鳥取県議会 27 大分県 大分県議会

8 群馬県 群馬県議会 18 滋賀県 滋賀県議会 28 奈良県 奈良県議会

9 山梨県 山梨県議会 19 高知県 高知県議会 29 愛知県 愛知県議会

10 東京都 東京都議会 20 静岡県 静岡県議会 30 栃木県 栃木県議会

議会名議会名 議会名
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自治体区分別 ①都道府県

順位 順位 順位

31 埼玉県 埼玉県議会 41 佐賀県 佐賀県議会

32 宮崎県 宮崎県議会 42 石川県 石川県議会

33 愛媛県 愛媛県議会 43 岐阜県 岐阜県議会

34 熊本県 熊本県議会 44 千葉県 千葉県議会

35 広島県 広島県議会 45 島根県 島根県議会

36 富山県 富山県議会 46 和歌山県 和歌山県議会

37 福島県 福島県議会 47 香川県 香川県議会

38 長崎県 長崎県議会

39 新潟県 新潟県議会

40 青森県 青森県議会

議会名 議会名 議会名
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自治体区分別 ②政令市

横浜市会が昨年から2ランク上げトップ。総合300位以内
の議会は、昨年の15議会から増え、16議会となった。

順位 順位 順位

1 神奈川県 横浜市会 11 千葉県 千葉市議会

2 京都府 京都市会 12 福岡県 福岡市議会

3 大阪府 堺市議会 13 熊本県 熊本市議会

4 愛知県 名古屋市会 14 新潟県 新潟市議会

5 神奈川県 川崎市議会 15 宮城県 仙台市議会

6 福岡県 北九州市議会 16 神奈川県 相模原市議会

7 広島県 広島市議会 17 静岡県 静岡市議会

8 大阪府 大阪市会 18 埼玉県 さいたま市議会

9 兵庫県 神戸市会 19 北海道 札幌市議会

10 岡山県 岡山市議会 20 静岡県 浜松市議会

議会名 議会名 議会名
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自治体区分別 ③中核市

松本市議会が昨年から1ランク上げトップ。総合300位以
内の議会は、昨年の31議会から減り、23議会となった。

順位 順位 順位

1 長野県 松本市議会 11 山梨県 甲府市議会 21 北海道 旭川市議会

2 滋賀県 大津市議会 12 香川県 高松市議会 22 岩手県 盛岡市議会

3 神奈川県 横須賀市議会 13 東京都 八王子市議会 23 大阪府 枚方市議会

4 長野県 長野市議会 14 千葉県 船橋市議会 24 和歌山県 和歌山市議会

5 沖縄県 那覇市議会 15 千葉県 柏市議会 25 福島県 福島市議会

6 広島県 呉市議会 16 福島県 郡山市議会 26 栃木県 宇都宮市議会

7 大阪府 八尾市議会 17 兵庫県 姫路市議会 27 福島県 いわき市議会

8 大分県 大分市議会 18 兵庫県 明石市議会 28 群馬県 前橋市議会

9 兵庫県 尼崎市議会 19 山口県 下関市議会 29 宮崎県 宮崎市議会

10 兵庫県 西宮市議会 20 愛媛県 松山市議会 30 大阪府 豊中市議会

議会名議会名 議会名
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自治体区分別 ③中核市

※全国62の中核市のうち、未回答1議会を除く、61議会をランキング化。

順位 順位 順位

31 長崎県 佐世保市議会 41 秋田県 秋田市議会 51 埼玉県 越谷市議会

32 鳥取県 鳥取市議会 42 山形県 山形市議会 52 大阪府 寝屋川市議会

33 北海道 函館市議会 43 高知県 高知市議会 53 鹿児島県 鹿児島市議会

34 奈良県 奈良市議会 44 埼玉県 川越市議会 54 大阪府 東大阪市議会

35 大阪府 吹田市議会 45 青森県 八戸市議会 55 青森県 青森市議会

36 愛知県 豊橋市議会 46 石川県 金沢市議会 56 大阪府 高槻市議会

37 長崎県 長崎市議会 47 富山県 富山市議会 57 岐阜県 岐阜市議会

38 福岡県 久留米市議会 48 岡山県 倉敷市議会 58 福井県 福井市議会

39 愛知県 岡崎市議会 49 広島県 福山市議会 59 愛知県 一宮市議会

40 島根県 松江市議会 50 愛知県 豊田市議会 60 群馬県 高崎市議会

61 茨城県 水戸市議会

議会名 議会名 議会名
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自治体区分別 ④特別区

墨田区議会が4年連続トップ。総合ランキング300位以内
の議会は、昨年の7議会から減り、3議会となった。

順位 順位 順位

1 東京都 墨田区議会 11 東京都 豊島区議会 21 東京都 渋谷区議会

2 東京都 大田区議会 12 東京都 台東区議会 22 東京都 練馬区議会

3 東京都 品川区議会 13 東京都 葛飾区議会 23 東京都 中央区議会

4 東京都 板橋区議会 14 東京都 北区議会

5 東京都 足立区議会 15 東京都 文京区議会

6 東京都 杉並区議会 16 東京都 中野区議会

7 東京都 新宿区議会 17 東京都 目黒区議会

8 東京都 港区議会 18 東京都 世田谷区議会

9 東京都 江戸川区議会 19 東京都 江東区議会

10 東京都 千代田区議会 20 東京都 荒川区議会

議会名 議会名 議会名
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自治体区分別 ⑤一般市

取手市議会が昨年に続きトップ。上位30位には、愛知(3
議会)から多くランクイン。

順位 順位 順位

1 茨城県 取手市議会 11 長野県 伊那市議会 21 三重県 いなべ市議会

2 北海道 登別市議会 12 栃木県 那須塩原市議会 22 愛媛県 西条市議会

3 岩手県 奥州市議会 13 岐阜県 高山市議会 23 富山県 滑川市議会

4 東京都 町田市議会 14 埼玉県 所沢市議会 24 宮崎県 都城市議会

5 東京都 多摩市議会 15 愛知県 知立市議会 25 宮城県 登米市議会

6 愛知県 岩倉市議会 16 新潟県 上越市議会 26 静岡県 菊川市議会

7 長野県 飯田市議会 17 福島県 会津若松市議会 27 石川県 加賀市議会

8 京都府 舞鶴市議会 18 宮城県 大崎市議会 27 愛知県 犬山市議会

9 兵庫県 西脇市議会 19 秋田県 横手市議会 29 富山県 黒部市議会

10 三重県 四日市市議会 20 秋田県 湯沢市議会 30 岩手県 滝沢市議会

30 滋賀県 米原市議会

議会名議会名 議会名
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自治体区分別 ⑥町村

芽室町議会が8年連続トップ。上位30位には、北海道（10
議会）から多くランクイン。

順位 順位 順位

1 北海道 芽室町議会 11 北海道 別海町議会 21 長野県 飯綱町議会

2 宮城県 柴田町議会 12 鳥取県 南部町議会 22 岡山県 美咲町議会

3 北海道 栗山町議会 13 熊本県 御船町議会 23 北海道 滝上町議会

4 北海道 福島町議会 14 鳥取県 琴浦町議会 24 福島県 桑折町議会

5 北海道 浦幌町議会 15 兵庫県 太子町議会 25 北海道 下川町議会

6 栃木県 那須町議会 16 北海道 新ひだか町議会 26 島根県 吉賀町議会

7 長野県 麻績村議会 17 長野県 宮田村議会 27 宮崎県 椎葉村議会

8 長野県 喬木村議会 18 新潟県 湯沢町議会 28 北海道 平取町議会

9 京都府 精華町議会 19 長野県 軽井沢町議会 29 埼玉県 嵐山町議会

10 北海道 沼田町議会 20 徳島県 那賀町議会 30 神奈川県 大井町議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別ランキング

上位30位
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エリア別 ①北海道地方

全国的にも取組を牽引してきた芽室・栗山・福島の町議
会をおさえ、調査開始以来初めて、トップに市議会から
登別市議会がランクイン。

順位 順位 順位

1 北海道 登別市議会 11 北海道 平取町議会 21 北海道 北海道議会

2 北海道 芽室町議会 12 北海道 恵庭市議会 22 北海道 木古内町議会

3 北海道 栗山町議会 13 北海道 白老町議会 23 北海道 幕別町議会

4 北海道 福島町議会 14 北海道 美幌町議会 24 北海道 斜里町議会

5 北海道 浦幌町議会 15 北海道 ニセコ町議会 25 北海道 南幌町議会

6 北海道 沼田町議会 16 北海道 鹿追町議会 26 北海道 新十津川町議会

7 北海道 別海町議会 17 北海道 旭川市議会 27 北海道 稚内市議会

8 北海道 新ひだか町議会 18 北海道 帯広市議会 28 北海道 豊富町議会

9 北海道 滝上町議会 19 北海道 網走市議会 29 北海道 秩父別町議会

10 北海道 下川町議会 20 北海道 遠軽町議会 30 北海道 北広島市議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別 ②東北地方 （青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）

奥州市議会が昨年に続きトップ。最多の岩手県(10議会)
では、県議会を除けば全て市議会からランクインし、市
議会間での善政競争が見られる。

※上位30位：岩手(10議会)、宮城(7議会)、福島(6議会)、秋田(4議会)・山形(3議会)、青森(0議会)

順位 順位 順位

1 岩手県 奥州市議会 11 岩手県 一関市議会 21 山形県 酒田市議会

2 宮城県 柴田町議会 12 岩手県 宮古市議会 22 秋田県 にかほ市議会

3 福島県 会津若松市議会 13 福島県 桑折町議会 23 岩手県 盛岡市議会

4 宮城県 大崎市議会 14 福島県 喜多方市議会 24 宮城県 美里町議会

5 秋田県 横手市議会 15 山形県 川西町議会 25 岩手県 岩手県議会

6 秋田県 湯沢市議会 16 山形県 山形県議会 26 福島県 塙町議会

7 宮城県 宮城県議会 17 福島県 郡山市議会 27 宮城県 涌谷町議会

8 宮城県 登米市議会 18 福島県 白河市議会 28 岩手県 陸前高田市議会

9 岩手県 滝沢市議会 19 岩手県 北上市議会 29 岩手県 大船渡市議会

10 岩手県 久慈市議会 20 秋田県 秋田県議会 30 宮城県 仙台市議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別 ③関東地方 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

取手市議会が昨年に続きトップ。最多の東京都(8議会)は
昨年の6議会から増え、東京都議会もランクインしてきた。

※上位30位：東京・神奈川(各8議会)、埼玉・千葉・栃木・茨城(各3議会)、群馬(2議会)

順位 順位 順位

1 茨城県 取手市議会 11 神奈川県 川崎市議会 21 埼玉県 嵐山町議会

2 東京都 町田市議会 12 神奈川県 茅ヶ崎市議会 22 千葉県 船橋市議会

3 東京都 多摩市議会 13 神奈川県 藤沢市議会 23 東京都 調布市議会

4 茨城県 茨城県議会 14 栃木県 矢板市議会 24 東京都 大田区議会

5 栃木県 那須塩原市議会 15 茨城県 つくば市議会 25 埼玉県 富士見市議会

6 埼玉県 所沢市議会 16 群馬県 群馬県議会 26 東京都 国立市議会

7 神奈川県 横浜市会 17 群馬県 桐生市議会 27 神奈川県 大井町議会

8 栃木県 那須町議会 18 東京都 東京都議会 28 千葉県 柏市議会

9 神奈川県 横須賀市議会 19 神奈川県 秦野市議会 29 神奈川県 鎌倉市議会

10 東京都 墨田区議会 20 東京都 八王子市議会 30 千葉県 千葉市議会

議会名議会名 議会名
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エリア別 ④中部地方

松本市議会が昨年から2ランク上げトップ。最多の長野(11
議会)は、昨年の10議会から増え、県議会・市議会・町村
議会と広く善政競争が見られる。

（山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県）

※上位30位：長野(11議会)、愛知(4議会)、新潟・岐阜(各3議会)、山梨・静岡・福井・富山(各2議会)、石川(1議会）

順位 順位 順位

1 長野県 松本市議会 11 富山県 滑川市議会 21 福井県 勝山市議会

2 愛知県 岩倉市議会 12 静岡県 菊川市議会 22 長野県 軽井沢町議会

3 長野県 飯田市議会 13 長野県 長野市議会 23 長野県 飯綱町議会

4 長野県 伊那市議会 14 石川県 加賀市議会 24 山梨県 山梨県議会

5 岐阜県 高山市議会 14 愛知県 犬山市議会 25 山梨県 甲府市議会

6 愛知県 知立市議会 16 富山県 黒部市議会 26 静岡県 掛川市議会

7 新潟県 上越市議会 17 岐阜県 可児市議会 27 長野県 長野県議会

8 愛知県 名古屋市会 18 新潟県 柏崎市議会 28 長野県 塩尻市議会

9 長野県 麻績村議会 19 長野県 宮田村議会 29 福井県 福井県議会

10 長野県 喬木村議会 20 新潟県 湯沢町議会 30 岐阜県 下呂市議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別 ⑤近畿地方 （三重県、滋賀県、京都県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

舞鶴市議会が昨年から8ランク上げトップ。最多の京都
府(9議会)は、昨年の7議会から増え、多くが市議会から
のランクインし、市議会間での善政競争が見られる。

※上位30位：京都(9議会)、兵庫(8議会）、三重(5議会)、大阪・滋賀(各4議会）、奈良・和歌山（各0議会）

順位 順位 順位

1 京都府 舞鶴市議会 11 滋賀県 米原市議会 21 三重県 亀山市議会

2 兵庫県 西脇市議会 12 京都府 京丹後市議会 22 大阪府 大阪府議会

3 三重県 三重県議会 13 兵庫県 朝来市議会 23 京都府 綾部市議会

4 三重県 四日市市議会 14 京都府 福知山市議会 24 兵庫県 養父市議会

5 滋賀県 大津市議会 15 京都府 亀岡市議会 25 兵庫県 西宮市議会

6 京都府 京都市会 16 大阪府 八尾市議会 26 滋賀県 長浜市議会

7 大阪府 堺市議会 17 京都府 宮津市議会 27 滋賀県 彦根市議会

8 兵庫県 兵庫県議会 18 兵庫県 太子町議会 28 京都府 京都府議会

9 三重県 いなべ市議会 19 三重県 伊賀市議会 29 大阪府 大阪市会

10 京都府 精華町議会 20 兵庫県 尼崎市議会 30 兵庫県 芦屋市議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別 ⑥中国地方 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

岡山県議会が昨年から2ランク上げトップ。最多の岡山
県(8議会)は、昨年の7議会から増え、県議会・市議会・
町議会と広く善政競争が見られる。

※上位30位：岡山(8議会)、広島(7議会)、山口(6議会)、鳥取(5議会) 、島根(4議会)

順位 順位 順位

1 岡山県 岡山県議会 11 広島県 広島市議会 21 島根県 雲南市議会

2 鳥取県 南部町議会 12 島根県 吉賀町議会 22 岡山県 井原市議会

3 広島県 三次市議会 13 山口県 山陽小野田市議会 23 岡山県 備前市議会

4 広島県 呉市議会 14 岡山県 岡山市議会 24 岡山県 鏡野町議会

5 広島県 府中市議会 15 山口県 山口県議会 25 鳥取県 日南町議会

6 鳥取県 琴浦町議会 16 岡山県 真庭市議会 26 広島県 庄原市議会

7 島根県 浜田市議会 17 鳥取県 鳥取県議会 27 山口県 萩市議会

8 広島県 東広島市議会 18 島根県 美郷町議会 28 山口県 山口市議会

9 岡山県 新見市議会 19 広島県 三原市議会 29 山口県 周南市議会

10 岡山県 美咲町議会 20 山口県 下関市議会 30 鳥取県 八頭町議会

議会名 議会名 議会名
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エリア別 ⑦四国地方 （香川県、愛媛県、徳島県、高知県）

西条市議会が昨年から1ランク上げトップ。四国地方では、
総合ランキング300位以内の議会が、昨年の10議会から8
議会に減っており、今後の善政競争に期待したい。

※上位30位：愛媛(10議会)、香川(8議会)、徳島(7議会)、高知(5議会)

順位 順位 順位

1 愛媛県 西条市議会 11 愛媛県 内子町議会 21 愛媛県 今治市議会

2 徳島県 那賀町議会 12 愛媛県 四国中央市議会 22 愛媛県 八幡浜市議会

3 香川県 高松市議会 13 香川県 さぬき市議会 23 徳島県 鳴門市議会

4 高知県 高知県議会 14 高知県 宿毛市議会 24 香川県 観音寺市議会

5 愛媛県 松山市議会 15 香川県 丸亀市議会 25 高知県 三原村議会

6 愛媛県 西予市議会 16 香川県 三豊市議会 26 香川県 東かがわ市議会

7 徳島県 徳島県議会 17 愛媛県 新居浜市議会 27 徳島県 北島町議会

8 高知県 四万十町議会 18 香川県 坂出市 28 香川県 土庄町議会

9 愛媛県 愛媛県議会 19 高知県 高知市議会 29 徳島県 美馬市議会

10 徳島県 小松島市議会 20 徳島県 佐那河内村議会 30 愛媛県 伊予市議会

議会名議会名 議会名
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エリア別 ⑧九州地方

都城市議会が昨年から11ランク上げトップ。最多の宮崎県
(6議会)は、昨年の5議会から増え、多くが市議会からラン
クインし、市議会間での善政競争が見られる。

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、（大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

※上位30位：福岡・宮崎(各6議会)、熊本(5議会)、沖縄(4議会)、佐賀(3議会)、大分・長崎・鹿児島(各2議会)

順位 順位 順位

1 宮崎県 都城市議会 11 福岡県 大牟田市議会 21 熊本県 菊池市議会

2 熊本県 御船町議会 12 宮崎県 椎葉村議会 22 福岡県 筑前町議会

3 沖縄県 那覇市議会 13 福岡県 小郡市議会 23 福岡県 福岡市議会

4 大分県 大分市議会 14 長崎県 諫早市議会 24 沖縄県 豊見城市議会

5 宮崎県 小林市議会 15 佐賀県 佐賀市議会 25 熊本県 熊本市議会

6 鹿児島県 霧島市議会 16 熊本県 上天草市議会 26 宮崎県 日南市議会

7 福岡県 福岡県議会 17 宮崎県 延岡市議会 27 佐賀県 鹿島市議会

8 福岡県 北九州市議会 18 宮崎県 日向市議会 27 佐賀県 嬉野市議会

9 沖縄県 沖縄県議会 19 長崎県 小値賀町議会 29 大分県 大分県議会

10 熊本県 水俣市議会 20 鹿児島県 鹿児島県議会 30 沖縄県 中城村議会

議会名 議会名 議会名
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総合ランキング
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総合ランキング（TOP5）

取手市議会が2年連続で総合トップ。上位5位には、
北海道・東北・関東の東日本太平洋側からの市町
議会がランクイン。

順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア

取手市議会 1位 3,473 3位 603 1位 1,225 6位 1,645

登別市議会 2位 3,138 10位 558 2位 1,070 11位 1,510

奥州市議会 3位 2,956 6位 561 47位 445 1位 1,950

芽室町議会 4位 2,831 12位 531 4位 1,050 36位 1,250

柴田町議会 5位 2,792 144位 317 15位 635 2位 1,840

議会機能強化住民参画

総合 分野別

議会名
順位 スコア

情報共有
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総合ランキング

政令市・中核市からのランクインが昨年より増え、自治
体規模を問わず、全国各地で取組が拡がっている。

※上位30位：都道府県(3議会)、政令市(4議会)、中核市(2議会)、一般市(17議会)、町村(5議会)

○総合ランキング300 http://www.maniken.jp/gikai/2021rank_sougou.pdf

順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア

1 茨城県 取手市議会 3,473 11 京都府 舞鶴市議会 2,467 21 埼玉県 所沢市議会 2,248

2 北海道 登別市議会 3,138 12 茨城県 茨城県議会 2,436 22 神奈川県 横浜市会 2,194

3 岩手県 奥州市議会 2,956 13 兵庫県 西脇市議会 2,413 23 京都府 京都市会 2,176

4 北海道 芽室町議会 2,831 14 三重県 三重県議会 2,317 24 愛知県 知立市議会 2,152

5 宮城県 柴田町議会 2,792 15 三重県 四日市市議会 2,295 25 新潟県 上越市議会 2,121

6 東京都 町田市議会 2,769 16 滋賀県 大津市議会 2,293 26 大阪府 堺市議会 2,119

7 長野県 松本市議会 2,668 17 北海道 栗山町議会 2,290 27 北海道 福島町議会 2,095

8 東京都 多摩市議会 2,591 18 長野県 伊那市議会 2,268 28 福島県 会津若松市議会 2,078

9 愛知県 岩倉市議会 2,582 19 栃木県 那須塩原市議会 2,262 29 兵庫県 兵庫県議会 2,041

10 長野県 飯田市議会 2,525 20 岐阜県 高山市議会 2,258 30 北海道 浦幌町議会 2,013

30 愛知県 名古屋市会 2,013

議会名 議会名議会名

http://www.maniken.jp/gikai/2020rank_sougou.pdf
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調査に関するお問合せ・ご取材

お手数ですが、メールにてお問合せいただきますようお願
い申し上げます。また、今後の調査分析の結果については、
下記サイトにて随時公開していきます。

早稲田大学マニフェスト研究所
議会改革調査部会ページ

http://www.waseda-manifesto.jp/gikaikaikaku

早稲田大学マニフェスト研究所

議会改革調査部会
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町517-1

ドラード早稲田402

MAIL:mani@maniken.jp

TEL:03-6709-6739/FAX:03-6709-6752

担当：長内、松本

http://www.waseda-manifesto.jp/gikaikaikaku
mailto:mani@maniken.jp

