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そのため、現在、国と地方は一致協力して地方創生に向けた取組を進めており、地方議会としても
それぞれの地域において執行機関と連携し、様々な施策の展開に取り組んでいるところです。
また、人口減少・少子化の問題が国民的課題となっている今日、議会は住民代表機関として、地域
の先頭に立って人口減少時代に的確に対応していく必要があります。
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第１０回目として、ここ福島市において開催いたしました本フォーラムは、全国の市区議会議員が
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一堂に会し、さらなる地方議会の機能強化を目指し、共通する課題や今後の議会のあり方について意
今回は、東日本大震災の被災地に槌音が響く復興の取組も参考としながら、地方創生において地
方自治体、とりわけ地方議会がどのような役割を果たすべきか、また同時に、福島市での開催である
ことから、災害対策や震災復興と地方議会の関係について広く討議してまいります。
各分野における専門家、識者の方々や議員の皆様方によって活発な議論が交わされ、実りある成
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務めるほか、東日本大震災後は公益財団法人地域創造基金さなぶり理
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合併後は花巻市地域づくり課長、東日本大震災時は総務課長として防
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、連載
に月刊誌『地上』エッセイ『ふるさとづくり』
（以上、家の光協会）がある。
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年議会に関することや、会議の公開、傍聴手続きの簡素化等の課題を
議会運営委員会において、検討することとされ委員長として取りまと
めに努めるなど、議会改革に尽力する。
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東北大学大学院経済学研究科教授
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パネリスト

課題討議

休憩
「震災復興・地方創生の課題と自治体の役割」
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「震災復興と議会～現場からの報告」
コーディネーター

熊本県立大学理事長

1967年群馬県生まれ。東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、東
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見交換を行うとともに、議員同士の一層の連携を深めることを目的としております。

果が得られますことを期待するとともに、皆様方の今後の活動の一助となることを祈念いたします。
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などを担当し、政局、国会、選挙を中心に取材。広島放送局選挙担当
デスク、政治部副部長などを経て 2004 年から解説委員。政治全般、
選挙、地方自治を中心に担当。12 年から解説副委員長。15 年から福
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れの地域で住みよい環境を確保していくことが極めて重要です。
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城本 勝
我が国が、将来にわたり活力ある社会を維持していくためには、人口減少に歯止めをかけ、それぞ

全国市議会議長会会長
高松市議会議長

興推進委員会」委員長などを歴任。主な著書に『戦後日本外交史』( 有斐閣）
、
『歴史としての現代日本』
、
『日本は衰退するのか』
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15 年 8 月に第 5 代議長に就任。東日本大震災から 4 年 7カ月が経過
した今、震災からの 1 日も早い完全復興、地方創生によるまちづくり
を推し進め、市民の幸せな暮らしの実現に向け、取り組み行動する議
会を目指している。

1948 年生まれ。68 年福島県立農業短期大学校卒業。合併前の旧原
町市議会議員を２期務め、2006 年から南相馬市議会議員を務める。
現在４期目。文教常任委員会委員長、建設経済常任委員会委員、総務
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意見交換会［会場：エルティ（福島県文化センターからバス移動）］
事例報告者

ひらた たけし／南相馬市議会議長

事例報告者

