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議会運営委員会の権限と役割 

全国市議会議長会調査広報部参事  廣瀬 和彦氏 

 

議会運営委員研修会 

Ｈ26.2.3（月）・ホテル北野プラザ六甲荘 

 

 

本日は議会運営委員会の権限と役割についてお話させていただきます。そもそも議

会運営委員会はどういう権限を持っていて、さらに議長の補佐機関としての役割をど

のようにはたすべきかを含めてお話させていただければと思います。 

 議会運営委員会はご存じのとおり、平成３年の自治法改正によって新たに制度とし

て設けられたものです。もともと常任委員会、特別委員会とは別個の第３の委員会と

して設けられており、ここが国会における議院運営委員会と大きく違うところです。

国会においては国会法４１条で議院運営委員会は常任委員会の一つとの位置づけに

なっている。ところで、なぜ地方議会においては議会運営委員会という第３の委員会

として存在しなければならなかったのかというところを考えていただきたいと思い

ます。これは簡単にいってしまうと、平成３年の自治法改正が行われるまで、地方議

会には議会運営委員会は必要ないという考え方があったから、法律上、制度としなか

ったとお考えいただければと思います。もともと地方議会は、野党、与党という区分

けがなく、さらに政党や会派がそれほど必要でないと考えられていました。それは地

方議会は地域的な事柄を定期的に審議することを主たる職務として行っていた。そう

いった場合、会派間、政党間における調整を執り行う議会運営委員会は必要ないんじ

ゃないか。それゆえ、平成３年になるまで議会運営委員会が法制化されなかったとお

考えいただければと思います。 

 ただ、現実問題として地方においても政党政治が浸透して、議会運営が複雑化して

きた。そうすると、議会運営委員会を設けて、そこで何らかの調整をしないと議会運

営が円滑に進まなくなってくるということが起きてしまった。そこで皆様方が何をさ

れたかといったら、事実上の議会運営委員会を設け、そこで議会運営の調整をしてき

た。それが法制化以前の皆様方の取り組みだったと思います。ただ、これにはやはり

限界がでてくる。議会運営委員会が事実上の場であると費用弁償も支払えないし、何

か事故があっても公務災害の適用も受けれない。準公務的なものであり、議会の重要

部分を担っているにもかかわらず、これらの補償がなされないのはおかしいというこ

とで、平成３年に自治法の改正がなされて法制化の道が開かれたということです。 
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この際、なぜ国会と同じように常任委員会化しなかったのか。２つの理由があると

お考えください。まず１つは、議会運営委員会を自治法に規定しようとしていた当時、

常任委員会は人口段階別で設置数が制限されている状況でした。つまり、どういうこ

とか。議会運営委員会を常任委員会として設置してしまうと、当然、現存するほかの

常任委員会の数に影響を及ぼしてしまう恐れがある。そこで、議会運営委員会を常任

委員会化するのは問題が生じるのではないかということで、第３の委員会とした。も

う 1つの理由は、今、自治法が改正になって議員は常任委員を複数所属ができるよう

になっていますが、平成３年当時は、１人の議員さんは１つ常任委員会の委員として

しか就任することができない。複数所属が認められていなかった時代です。そうする

と、議会運営委員会を常任委員会化して、それに就任してしまうと縦割りの常任委員

会に所属することができず、地方公共団体の事務に関わることができなくなってしま

う。そういう問題があったからこそ地方議会の委員会は国会と同じように常任委員会

化することができず、第３の委員会として存在するように法制化がなされたという状

況があったことを覚えておいていただけると幸いです。 

 さて、平成３年から地方自治法改正の施行がなされて、議会運営委員会を皆様方も

設置されているかと思います。この議会運営委員会の権限自体がどういうものを持っ

ているか、つまり常任委員会、特別委員会と同じように所管を条例や議会の議決によ

って定めることができるのかどうかということが一つ問題になります。議会運営委員

会は所管を条例や議会の議決で自由に決めることができない特殊な委員会になって

います。つまり、地方自治法１０９条３項で議会運営委員会の所管というのは、法律

で定められ、決まっています。その３つは、①議会の運営に関する事項、②議会の会

議規則、委員会に関する条例等に関する事項、③議長の諮問に関する事項です。議会

運営委員会はこの３つしか所管として設けることができませんし、条例で追加して所

管を広げようとしても、広げることは一切許されない。これが議会運営委員会の所管

における特徴であるとお考えいただければと思います。 

 議会運営委員会は３つの所管について調査、審査権限を有することとなりますが、

この議会運営委員会のそれぞれの権限は、具体的にはどういうものであるのか、それ

ぞれの事項についての一般的な解釈について一つずつお話させていただきます。 

 まず、議会の運営に関する事項というのは、そもそもどういうものなのかというと、

議会運営全般にかかわる事項になってくる。具体的にいうと、議席とか議事の順序を

定めていただく。あとは議員が一般質問、質疑を行うにあたって、発言順序とか発言

時間について調整していただく。あと、委員会の構成にかかわる事項を決めていただ

く。それが、まさしく①議会の運営に関する事項の具体的なものであります。  

②議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項というのは何かといったら、

会議規則、委員会条例、さらに現在、皆様方が議会の権限強化ということで自治法９
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６条２項をお使いになられて、議決事件の追加をされることがあるかと思います。最

近では、基本構想が改正前の地方自治法に基づき議会の議決事件だったのが、義務付

け・枠付けの廃止に伴い議決事件から外れてしまった。また、基本計画についても議

会の議決事件とは特に法律で定められていない。しかし、長期的な視点に立っていた

だいて町の将来図を決める大綱である基本構想は、執行部とともに議会が責任を負っ

ていただく必要性があると考えられますので、追加事件として設けていただくところ

が多くあると思います。こういうものについても議会運営委員会がその所管として審

査、調査することができると思います。それ以外にも議員報酬条例とか事務局設置条

例、議会図書室の設置条例とか自治法１８０条に基づく専決委任事項、これを審査、

調査していただく権限が２つ目としてあげられている。ここで、そもそも議員報酬に

ついては議会運営委員会の所管に入るというお話しましたが、議員定数は議会運営委

員会の所管に入らないのかということで問題があるかと思います。それについてはこ

の後、お話しいたします。 

③議長の諮問に関する事項、つまり議長権限に属する事項やそれに密接にかかわる

ような事項について議長から諮問があった場合、答申していただく、審査、調査して

いただく権限です。例えば、会期の決定、議員派遣の承認事項などがあがってきます。

ちなみに、議会運営委員会は常任委員会と同様、法律で規定された３つの事項につい

ては所管事務調査権を持っています。常任委員会の所管について能動的、自主的に調

査する権限は、議会運営委員会に付与されている。こちらはあまり皆様方お使いにな

らないように思われますので、どんどん使っていただく必要性があります。どうして

も議会運営委員会は議長の諮問機関としての意味合いが強く、色濃く出てしまう場合

が多々ありますが、議会運営委員会の所管にかかわることなら、議長の諮問を受ける

ことなく、議会運営委員会が必要であると認めればどんどん調査していただく必要性

があります。その調査された事項については、全議員がその内容について知っていた

だく必要があるとお考えになるなら、本会議できちんと委員長報告をしていただいて、

情報を共有化していただく。そういう取り組みも必要になってくるかと思います。所

管事務調査自体は調査の事項と目的、方法、期間、これを議長に通知していただけれ

ば、直ちに行えるものですから、どんどん行ってください。ただ、一つ気を付けてい

ただきたいのは、所管事務調査はあくまでも開会中にしか行えないということです。

閉会中も継続調査として所管事務調査やっているよという方がいらしたら、厳密にい

うと閉会中の継続調査は、所管事務調査とイコールで結ばれるわけではない。あくま

でも所管事務調査のうちの具体的な事件について、議会で議決して、閉会中に調査を

行っているだけですから、幅広い所管について権限を有してるわけではないというと

ころだけご注意ください。 

議員定数条例、議員報酬条例の取扱いで、議員報酬条例については当然、議会運営
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委員会の所管になります。なぜ言い切れるのかといったら、平成３年の自治法改正の

際に、総務省が②議会の会議規則、委員会に関する条例の後に「等」を入れました。

この「等」というのが何を示すのかといったときに、これは議員報酬条例を指すとい

われたので、議会運営委員会の所管として議員報酬条例の調査、審査権限を当然にお

持ちになられるとお考えいただけます。ところが一つ問題があるのは、議員定数につ

いての審査、調査権限は議会運営委員会が持っているのかどうかということになって

きます。これは、葉山町議会の議会運営委員会の会議録ですが、付議案件として「議

会議員定数条例の一部を改正する条例」が議会運営委員会の中に組み込まれている。

葉山町議会は議会運営委員会で定数条例の審査を行っていることになります。 

ところが、同じ町議会であるにもかかわらず大空町議会では、議員定数調査特別委

員会として、議員定数についての調査、審査権限を有している。なぜ片方では議会運

営委員会の所管として議員定数条例を扱っているのに、もう片方では特別委員会の所

管として扱っているのか。つまり議会運営委員会や特別委員会は自由に所管を決めら

れることができると考えられる方がいるがそれは、間違いです。なぜ自治体によって

議員定数条例の取り扱いが違うのかというと、法律を制定した時の総務省の解釈があ

まりにもアバウトだったことに端を発しているとお考えください。何がいいたいのか

というと、議員定数条例を審査することができる所管をもった委員会はどこかといっ

たときに、平成３年の自治法改正の段階で、大臣答弁資料の中では議会運営委員会の

所管の中に議員定数条例が含まれていた。つまり、先ほどの１０９条第３項２号の条

例等の「等」の中に定数条例、報酬条例が当然含まれるとしていました。ところが、

いざ法律が制定して、ふたを開けてみると総務省は考え方を変えてきました。つまり、

議会運営委員会の所管である「委員会条例、会議規則等」の「等」は議員報酬条例だ

けを示していて、定数条例は含まれない、定数は常任委員会の所管であると、考え方

を変えてアナウンスしてきた。そのために各自治体でさまざまな混乱が生じてしまい

ました。 

なぜ急に解釈を変えたのか。これには理由があります。簡単にいえば、国会が議員

定数について特別委員会の所管としていたから、地方議会においても議会運営委員会

の所管事務とすべきでない。あくまでも、常任委員会か特別委員会の所管とすべきだ

と考えを打ち出したことになります。このように総務省の考え方がコロコロ変わって

しまったために、各議会が混乱した。結局、法律上、どっちに審査、調査する権限が

あるのかとういうことになると、結論からいえばどっちでもいいということになって

しまったんです。玉虫色の解釈を最後に総務省がだしてきたということになります。

なぜこんなことになったかというと、議員定数の特殊性にあるかと思います。議員定

数は本来、常任委員会に属すべき事項だとされていますので、常任委員会の権限を委

譲して作られる特別委員会でも審査することは可能となりますが、議会運営委員会で
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は所管とはならないこととなります。しかし、議員定数というのは議会の構成に関わ

っている事項で、議会における各党、各会派の関わりが高い事項であるといえます。

さらに議員定数については議員同士で議論をして意見の調整して決めていただく事

案だということで、議会運営委員会で絶対にやっちゃいけないと言い切れない。こう

いう解釈をだして、議会運営委員会でも常任委員会でも、好きな方でやって構わない

という最終的な解釈を総務省はだしています。なので、皆様はどちらでもお好きな方

で議員定数の審査、調査をやってもらって構いません。ただ、私自身は、議員定数に

ついては本来は議会運営委員会、今日お集まりになられている皆様のもとで、審査、

調査すべきだと思います。どの程度議員定数を減らすのか、現状維持とすべきなのか。

増やすというのは現状においては非現実的な話なので難しいですけど、各議員、各会

派ごとにさまざまなお考えがある。それを住民の目線に立って、調整いただかなけれ

ばいけないのが議員定数ですから、議会運営委員会で取り扱うべきだとお考えいただ

けるのが一番よろしいと思います。ちなみに、平成３年以降に議員定数についての議

案を一度でも議会運営委員会に付託してしまったら、大変申し訳ありませんが、これ

から先も議員定数については、議会運営委員会の所管と議会において決めて運用した

ということになるので、常任委員会又は特別委員会において審査、調査するために議

員定数条例を付託することは一切できないのでご注意ください。逆のこともいえます。

平成３年に議会運営委員会が法制化され、議会運営委員会を設置した後に皆様が議員

定数に係る条例について、常任委員会又は特別委員会に付託してしまったら、ご自身

たちで議員定数条例については、常任委員会の所管だと決めたことになりますから、

逆に議会運営委員会に付託することはできなくなってしまう。そこに注意していただ

きながら、議員定数についての審査・調査を執り行っていただければと思います。 

 なお、せっかく議員定数の所管について、これを取り扱うであろう議会運営委員の

皆様方にお話させていただいたので、どういうふうに議会運営委員会で審査、調査し

ていくべきかをお話しさせていただきます。 

まず、議員定数はどういう意味合いを込めて、定数を定めていけばいいのか。これ

は議員の職務を考えていただく必要があると思います。それは何かと行ったら、議員

は住民の意思をできるだけ把握し、それを議会という場に反映していただく。それが

皆様方、議員の職務になってくる。そうすると人口が多くなればなるほど、住民の意

見も多種多様になって、さまざまなものがでてくるわけですから、それに伴って皆様

方の議員数も増やさなければいけない。それ故、人口に伴って議員定数を考えていた

だくというのが、根本的な考え方になります。ところが、実際、皆様が議員定数につ

いて住民、マスコミからどういう状況にさらされているかというと、肌身を持って感

じられているとおり、とにかく減らせのいってんばりです。議員報酬についても同じ

ことがいえると思いますけど、とにかく減らせ減らせと。そこで一つ気を付けていた
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だかなければならないのは、住民、マスコミからいわれた、減らせというのに乗っか

って減らすというのは、一番ダメなパターンです。住民の代表として本当に減らす必

要があるのか。それらの要求がきちんと理論的な根拠に基づいて要求されているのか。

そこを考え、長期的視点に立って議員定数というのを考えていただかないと、全く意

味のない議員定数の削減になってしまいます。つまり議会としての権能・機能を弱め

るような削減を行うことになってしまう。そこをぜひ気を付けていただきたいと思い

ます。住民が定数を削減しろ等の多種多様な意見が出てきますが、そもそもこれに根

拠はあるのか。私からいわせると、あまりにも住民というのは、議員定数について感

覚的なところで削減を叫ばれている方が多いとみてとれます。住民に無作為抽出でア

ンケートをやった時の結果ですが、議員定数が多いか少ないかを判断するに当たって

は、現状の議員数を分かったうえで判断するのが当たり前ですが、調査結果で分かる

ように、明石市は２８％、鳥取市は４６％、多摩市は３３％の方しか皆様の議員定数

を知っている方がいない。その状況の中で議員定数の削減を叫ばれている。これはあ

まりにもお粗末な話です。現在の議員数が分からなくて、なんで減らせっていうんで

すか。削減の根拠は、あまりにも弱いと、この結果から出ると思います。 

 あと、こういっては申し訳ないんですが、住民の方で議員数を知らない方は多くい

らしゃいますが、逆に議員数は知ってるけど、議員全員の顔と名前分かりますかって

いったら、答えれる方、まず普通はいらっしゃらないです。だいたいご自身が支持さ

れている議員さんのことはご存じであっても、そのほかの議員さんには関心が及ばな

いことが極めて多いことがあります。つまり議員定数についての住民の関心の低さに

も問題点があるといえます。よく考えていただきたいのですが、議員現在数が分から

ない方々に、議員定数をどれだけにするべきかと聞くこと自体が間違っているといえ

ます。このような状況で聞くとどういうことが起こるかというと、感覚的に何か多い

んじゃないか、議員というのは無駄な経費がかかっているんじゃないかと思われる方

が非常に多くなるということです。議員数が多いと答えた人、明石市は４２．３％、

浜田市は９８．３％で非常に多くて、議員又は議会としての役割がほとんど住民に理

解されていないといえます。横手市、鳥取市も過半数の住民が議員定数を多いと思っ

ています。なおここで問題なのは、議員数が分からないという方々も多くいらっしゃ

る。まったく議員定数に関心をもたないし、どうあるべきかと考える必要もないから

放棄してしまってる方々がいる。これをやられると住民自治そのものが成り立たない

ということになってしまうので、ここは注意してください。また住民と議員さんの議

員定数に関する考え方は、大きくかい離してしまっている。例えば、旭川市が現在の

議員数に対して、議員がどのように思っているかというと、現状維持でちょうどいい

と考える方が半数を超える状況になっている。しかし住民は議員と異なり議員数を多

いと考える方が過半数を超える状況となっている。このように議員と住民の議員定数
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に対する考え方のかい離が出てきているから、住民からいうと議員は自分たちの意思

を代弁しきれてない、住民の代表者として意見を議会に反映しきれてないと不満がで

てくる一つの要因になってきます。所沢市のアンケートでも同じことがいえます。減

らすという方もいらっしゃいますが、現状通りという方もいらっしゃる。住民の方々

の意見とは明らかに違っているというのが見てとれます。 

このような状況の中、議会は議会報告会等により住民とのさまざまな接点をもたれ

て、議会の広報・広聴活動を行っていると思いますけど、ここで注意していただきた

いのは、議会報告会だけに議会の広聴を頼ってしまうのは極めて危険であるというこ

とをご注意ください。皆様方議会運営委員は、議会における会派間の政策・意見調整

含めてさまざま協議を行っていただく必要があると同時に、きちんとした真の住民の

意見を聞いていただく必要性がある。その際には何をすべきかといったら、議会報告

会だけではなく無作為抽出のアンケート調査というのをやっていただく必要性があ

る。それも１回限りでなく、議会運営委員会等が中心となって行っていただいている

議会改革、これの評価を何年かにアンケート調査によりとっていただいて、きちんと

住民の代表として議会が行った活動が評価されているかどうかを確認していただく

必要性があります。ちなみにアンケート調査で議員定数の適正人数というのを行った

ところがあるので、議員数を聞くのも本来あまり意味がないですが載せました。住民

の意向はどういうとこに集中するかというと、現状の議員定数より１～２割減らすと

か、５とか１００の倍数とかに答えが集中してくるんです。結局、住民も感覚でしか

議員定数を選びようがない。適正な議員定数が分からないとなってしまう。これらの

声に基づいて、議員定数を削減するというのは、あまりにも根拠のない削減になって

しまう。多摩市の状況は２６人の定数に対し、適正と思う数は２０人、１５人とか５

の倍数です。極めて分かりやすく、キリのいいところで思われている方が多いという

ことです。このような状況の中、住民が議員定数を考えるにあたっての基準として何

をものさしとするかといえば、やはり皆様方もそうですが、他町村との比較、つまり

人口規模や財政規模を参考にして議員定数を決めようとするのが多いです。この考え

方をとるのはぜひ注意してください。なぜか。人口規模とか財政規模の中で、議員定

数を考えていくと、皆様のところと人口規模や財政規模は同等でより議員定数が低い

ところを参考にして議員定数を定めようとする。つまり、議員定数の削減合戦になっ

てしまうんです。減らすしかないという形になってしまう。そういう比較方式を用い

るのは、きわめて危険でありますので、ご注意いただきたいと思います。 

 さて住民は議会とか議員に何を望んでいるのか。その望まれていることに基づいて、

定数や報酬を考えていただく必要性があります。豊田市が調査したものでは、「市及

び市民の利益となるような政策の提言」、「意見・要望を聞く機会を設ける」、「市民生

活で困っていることの相談相手になる」といったことでした。こういうことで一つ考
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えていただきたいのは、皆様は住民のあらゆる方々と接点を持たれてますかというこ

とです。どうしても特定の支持者、後援者に偏ってしまう可能性があります。これを

どうするか考えるのも議会運営委員会の役割と考えていただければと思います。那覇

市も同じような状況です。回答の中で議会、議員に望まれるのは、「市民の声が反映

できる懇談会や意向調査」、「報酬、定数の検討」とかあがってくるわけで、そういう

中で議員定数を考えていただくべきであるといえます。 

 次に議員定数を考えるにあたっての基準を５つほどあげさせていただきました。い

ちばん使われているのが 5番目の類似都市との比較方式で人口規模、財政規模が似て

いるとこを比較して議員定数はどうあるべきかを考える方法です。 

私からあげさせていただいている基準の１つ目は常任委員会数方式です。町議会に

おいても委員会中心主義をとられているところが多いと思います。その場合に議会に

おける審議の中心がどこにあるのか、実質的な審議がなされている機関を基準に、そ

こできちんと討議ができる人数を考えていただいて、そこに常任委員会数をかけてい

ただいて議員総数をだしていく考え方です。どういうことかというと、皆様が常任委

員会で町政について、さまざまな意見、要望を反映して地方公共団体の利益を踏まえ

れるような討議ができる人数ってどのくらいかというと、１委員会あたり通常６～７

人でしょうか。ただ、私はできれば８人をひとつの単位としていただいた方がよろし

いかとあげさせていただいてます。あとは状況に応じてお考えいただく。下は６～７

人から上は１０～１１人、人口段階でお考えいただいて１委員会の人数をだして、そ

こに常任委員会の数をかけて議員総数をだす。それが一つの議員定数の出し方です。 

 ２つ目は人口比例方式です。たとえば、１万人あたり１人とかいう形の中で、議員

定数を定めていくやり方です。ただ、これは人口段階ごとにばらつきがありますから、

ばらつきの中で何人に１人というのが適正かどうか勘案してもっていくやり方にな

ります。 

 ３つ目は、住民自治協議会方式とか小学校区方式とか、自治会をある一定の枠組で

くくって、そこから１名選ぶやり方とかです。小学校とか住民自治協議会方式、自治

会は、そこだけでひとつのコミュニティを作っているわけですから、そこから必ず１

人を代表者として議員さんを送り込む。そういうのをすべて満たして議員定数を決め

ていくやり方です。 

 ４つ目の議会費固定化方式は、皆様の町においても一般予算にしめる議会費の割合

は定まっていると思います。私が見る限り、議会費の絶対額が減るのはしょうがない

ですが、議会費のパーセンテージ、割合まで年々減らしているのが今の状況です。こ

れは絶対ダメです。二元代表制のもとで長と議会が調和をしながら、議会の役割を果

たしていくに当たっては、どうしたってある程度の経費は考えなければいけない。せ

めて絶対額は難しくても、一般会計予算に対しての一定の議会費の割合がないと、議
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会としての役割を果たしきれない場合がある。つまり例えば、議会費は一般会計の何

パーセントと決めていただいて、そこから議会の必要経費を全部除いていただいて、

残ったものを定数、報酬で掛け合わせてだしていく決め方です。それぞれの基準には

一長一短がありますが、できれば常任委員会方式、きちんと委員会で討議ができるよ

う、これを踏まえて議会としての議員定数のあり方をお考えいただければと思います。 

 続いて、議員報酬については議会で調査、審査する権限を有しているのかといいま

したら、先ほどいいましたように議員報酬については法１０９条第３項第２号の「等」

に入ってきますので、議会運営委員会の調査、審査権限に入ってきます。ただ、ここ

で注意していただきたいのは、あくまでも議員報酬条例の審査、調査権限は議会運営

委員会の所管ですが、議員報酬以外の町長とか特別職の報酬が合算されているような

条例の場合、議会運営委員会の所管にならないということだけご注意ください。横浜

市は議員報酬、費用弁償、期末手当を１本の条例でまとめられている。これだと議会

運営委員会の所管になります。ところが、守谷市は特別職の報酬、給料、議員報酬、

費用弁償に関する条例として、議員報酬以外のものも規定している。これだと改正条

例案がでてきたときに、議員報酬だけでなく、特別職の給料も入っているので、議会

運営委員会の所管ではなくて、総務常任委員会の所管になる。議員報酬だけを対象と

した改正条例は、議会運営委員会の所管に入ってきますが、それ以外を含んだ場合は

議会運営委員会の所管にはなりません。 

議員報酬は働いたら働いた分だけ、反対給付として支給されるもの、これが議員報

酬です。よく、議員報酬と議員定数を関連付けて考えられますが、関連付ける必要が

まったくありません。完全な別物です。議員定数はいかに住民の意向を把握し、把握

したものを議会に反映させるために必要な人数は何人かと考えていただくものです。

議員報酬はそうではなくて、原則として議員さんとしての職務を行っていただいた際

の職務量、これに応じて反対給付として付与されるものです。両者には、関連性は原

則としてありません。ただ例外として、議会費を固定化して議員報酬、議員定数を考

える場合についてだけは、経費の観点から関連付ける必要性がある例外がある。それ

以外は別個に考えていただくべきものです。 

議員報酬の決定要因を５つほどあげました。例えば、議員報酬について町長からだ

された場合、特別職報酬等審議会を通して議会の審議にかけますが、皆様自身が議会

運営委員会の所管として、議員報酬を改正する必要性があると考えた場合、特別職報

酬等審議会にかける必要性は法律上、一般的にはありません。ただちに議員提案とし

て報酬条例案を議会運営委員会に付託して、議会で議決していただく。法的にはなん

ら問題ありません。ただ、そうするとどうしてもお手盛りという批判を受けてしまう

ためにどうすればいいのかというと、地方自治法１００条の２に基づく専門的知見の

活用を使ってもらったり、参考人や公聴会を活用して、第三者の意見をうまく反映し
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て報酬についての考え方を示してもらい、それを参考に考慮していく。その方が住民

からの批判も、それほど多くはないと思います。 

町村議会の方々も、１０年前と比べたら議員としての職務量が違っています。議員

としての職務を一生懸命やろうとすれば、他の職業を持つことは難しくなる状況とな

る場合があります。特に正副議長は、毎日議会にでられる方も多くいらっしゃる中で、

ほかの職業を持つことができない状況が多くみられるのですから、ある程度生活給と

しての意味合いを込めて、報酬を考えないといけないのが現実問題としてでてきてる

と思います。また特に町村議会の議員報酬は、あまりにも低すぎるといえます。低す

ぎるとどういうことが生じるかというと、今、皆様が議員として頑張っている時代は

いいんですが、次の世代の議員のなり手がいなくなってしまって、町村議会の選挙を

されても立候補者がいない。そのため無投票どころか完全に立候補者数が議員定数に

達しなくなってしまう。つまり自分の生活を投げうって、町村議員になろうとする方

が少なくなってしまう。そういうのを踏まえて議員報酬は考えていただかないといけ

ない。それを考えるのは、まさしく議会運営委員会の中で各会派や各議員さんがそれ

ぞれお持ちいただいている意見を調整し、今後の議会のあり方を勘案して定数、報酬

を考えていただかないといつまでたっても改善がなされないとなってしまうのでご

注意いただきたい。 

 さて、市レベルで一番報酬額が少ない１８万円の夕張市ですが、実際に議員に「こ

れで生活できますか。」って聞いたら、「できるわけないだろ。」と怒られました。そ

れはそうですね。配偶者に頼らざるをえない。現在は、議員年金も廃止されてしまっ

ており、さらに退職金もない状況ですから議員を辞められた後、生活保護を受ける方

が増えている。さんざん皆様が議員として頑張られた後がこれかとなります。なんと

かして改善措置をとらないと、議員のなり手がなくなってしまう。住民は皆さんが、

年金をもらって、さらに退職金ももらっていると誤解されている方が数多くいらっし

ゃいますから。皆様方は議会運営委員会の役割として、住民に正しい情報をどんどん

伝えていかないと、誤解を生んだままとなってしまい、せっかくの活動が評価されな

くなってしまう。 

 議員報酬については身に染みて感じてられる通り、とにかく減る一方です。市の状

況も同じことがいえます。報酬の推移状況ですが、町村議会はさらに厳しい状況とう

かがっております。専業化の推移率は、市レベルですが、平成２０年に３０％だった

のが平成２５年には３６．４％になっています。それは町村議会議員の皆様も同じだ

と思います。やっぱり専業化して、町のために頑張っていただこうとする方がいらっ

しゃるんだから、それに報いるだけの、ある程度の措置は必要なんじゃないかと思い

ます。 

 もう一つ、本来、議会というのは、その地方公共団体の住民の構成を反映するにこ
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したことはないといえるかと思います。しかし現実問題としては、６０歳以上の方が

半数を占める状況になっている。それが決して悪いとは思わないです。それまで社会

で働いて、それまでの経験を生かして、退職後に当該地方公共団体のために働こうと

いう方には働いていただきたいんですが、ただ、議会においてさまざまな意見を反映

したうえで議論をするにあたっては、例えば、子育てについての施策を議会において

審議するときには、以前携わっていた方と現在携わっている方では、とらえ方が違っ

てくる場合があるといえます。しかし、議員の構成が偏ってしまうと現在携わってい

る方の意見が議会に反映しきれなくなって、施策に現状とずれが生じてくる場合があ

る。できるだけ幅広い年齢層から、均一とはいかなくても、ある程度の割合で議員の

構成ができるようにお考えいただく必要があるということです。議員報酬は町でさま

ざまな取り組みがされていると思います。熊本県五木村は、ダム計画で人口が著しく

減少して危機的な状況にありました。議員の競争意識を生むために何をしたかという

と、月額２１万３千円の議員報酬をもらっていたんですけど、その８割の１７万円は

毎月支給しますが、残りの２割については成果報酬とした。つまり、きちんと議員さ

んとして働いた方に対して、評価に応じて報酬を払いましょうとやられました。ここ

で誰が評価するのかというと、議長が任命する村民５人以内で作られる評価委員会、

この方々が閻魔帳を持って、議員活動を監視する。活動を監視して５段階で評価する。

この方はなかなか素晴らしいといった場合には、全額支給する。多少落ちるけどかな

り頑張っていた場合、やや優秀で３/４支給。良好は半額、やや良好は１/４可もなく

不可もなくだと０になります。普通だと村民の方が、議員さんを評価したとき、優秀

とやや優秀でほとんど割り振られると思われるでしょうが、ここの住民の方々はかな

り厳しくて、優秀は誰もいなくて、良好は８名、やや良好は２名とかなり厳しい評価

をするんです。こういう状況が何回か続くとどうなったかというと、平成２４年の１

２月をもって村の活性化につながっていない、振興にもつながっていない、そして住

民の方々が公正な評価をしてないということでこの制度はなくなってしまったんで

す。胸をなでおろしたはずの議員さんでしたが、その後、もともとの２１万３千円の

議員報酬に戻ったかというと、実際は１７万円になってしまって、結局減っただけで

終わってしまったという話です。 

いろいろな議会改革をしている白老町では、町長がいい方で議員報酬をぜひ上げて

くれと議員さんから言われもしないのに２０万７千円だったのを４３％あげの２９

万６千円と９万円アップするといわれたんです。増額の理由として、やる気のある若

い方が議員になりたがらないのを解消したり、通年議会制をとっているから、実際ほ

かの職との兼職が困難だと、ずいぶんご理解のある町長さんで、それを議会に提案し

て、報酬等審議会でも段階的ならやむを得ないと答申をえて、実際に議会に提案をし

ようとしたんです。皆様方ならぜひ賛同したいというのが、当たり前ですが、白老町
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議会は待ってくれといいました。なんで待つのかというと、議会としては頼むからそ

んな物騒なものださないでくれと。なんで物騒なのかというと、提案予定の６月定例

会後の１月後に町長選と議員選が控えてたんです。そこでこんなもの上げられて、賛

成なんてしようもんなら、これを争点に財政を厳しくした張本人はあいつらだといっ

て、選挙でやり玉にあげられる。だから選挙後にその議案を出してくれといった。た

だ、ものごとにはチャンスがあって、そのチャンスを逃すと二度と回ってこない。選

挙後にこの議案の提案がされたかというと、当然提案されなかった。報酬は上がらず

じまいで終わってしまった。なかなか報酬というのは難しいです。皆様も議会運営委

員会でもあまり触りたくない話だと思います。実際、埼玉県下の地方公共団体の議会

で人口段階、財政規模を見たときにあまりにも自分たちの議員報酬が低すぎる、飛び

ぬけて実際低かったんです。これを報酬の改正条例で多少でも上げようとし、そのく

らいなら住民も納得してくれると思ったんです。そこで議員報酬についての改正条例

をだそうとしたら、それを聞きつけた住民団体が、この財政が厳しいときにバカなこ

とをいうんじゃないといって、その提案自体を見送らせただけじゃなくて、議員定数

の削減までさせてしまったんです。それを見たまわりの団体はどさくさに紛れて上げ

ようとしてたんですが、恐れをなして上げられなかったということもありました。そ

れだけお金に関しては、住民は敏感になるのでご注意ください。定数と報酬には関連

性がないとお話しましたが、例えば石川県の白山市だと、平成２４年９月に議員定数

２８人だったのを２１人に削減したが、そのかわり報酬を４３万から５０万に引き上

げた。定数を下げるから報酬を上げてくれと、交換条件をやられてるところもありま

す。ただ、この考え方は関連性がないにもかかわらず関連付けるのは、ちょっと無理

があります。 

 次に議員報酬の算定基準をあげさせていただきました。①市政や町政への貢献度を

把握し、それをもとに議員報酬を定める考え方。つまり議員さんが、どれだけ町政の

ために利益をもたらしたか、貢献したか。その数字に基づいて議員報酬を決めていく。

これが一番、住民が納得いく方法です。民間企業と一緒です。利益をあげたら、その

分だけ給料に反映する。ただ、問題があります。町政に対する貢献度をどうやって数

値化するのか。これは極めて難しいです。皆様方は地方公共団体の住民の代表である

議会ですから、利益の得ないところ、明らかに不利益なところも行政上の観点から資

本、行政サービスを投下しなければならない。それを考えると、必ずしも貢献度とか

利益だけでは判断しきれない部分が多々でてくる。そういうところから、議員報酬を

算定するのは極めて難しい。理論的には適当だけど、事実上は難しいということです。 

②は、執行部の給料から算定するやり方です。皆様の給料は、執行部の職員に比べ

てどうですか。私も町村議会の方に招かれて、お話を伺っていると、自分の報酬は新

しく入ってきた執行部の職員とあまり変わらないよと言う方がいらっしゃるんです。
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選挙で選ばれた議員さんが一般職の初任給とあまり変わらないなんておかしいと思

いますが、実際にいらっしゃるんです。選挙を通ってきたのに、それはあまりじゃな

いですかと言ったら、町の財政が厳しいからとひと言で終わってしまう。これは何を

いいたいのかといったら、皆様は選挙で当選されてきた方ですから、せめて一般職の

事務方職員の最高給に近い形で報酬を考えていただくという考え方を取ってもおか

しくない。この後に続く国会議員の歳費で考え方が似てくるところがありますけれど、

国会議員も一般職の事務方職員の最高給より低くない額で決められています。そこま

でとはいわなくても、準じるような形で課長級、部長級で考えていく方法です。 

③番目は、国会議員と地方議会議員は同じ議員ですから、これらの方々を参考に算

出していく。この際には、国会議員としての職務執行日数と皆さんの職務遂行日数を

対比していただきながら、それぞれの割合から国会議員を基にして議員報酬をだして

いく。 

④日当制は何かといったら、執行部の職員で皆様に相対させる方々の日給をまず求

めます。そこに皆様の議員として働かれた日数をかけて、議員の年俸を決めていく。

例として矢祭町議会がおとりになられています。ただ、矢祭町は課長が最高というこ

とで、課長の平均日給をだして、そこに議員だから７割かければいいかということで

３万円をだされた。よくその当時の議員は怒らなかったなと思います。常勤職員より

働いてないんだから、そんなものでいいよといわれて納得してるわけですから。いや

いやもっと働いてるよと、胸を張っていただく必要があります。矢祭町も現在問題に

なってきてるのは、「日給３万円の仕事って何か。」と住民に言われてるそうです。大

工さんでも１～１万５千円の時代に、お金ばっかりが先行して批判されてしまってい

る状況です。 

 ⑤は、当該団体の長の給与額を基準とする考え方です。皆様方だと町長を参考とす

ることとなりますが、町長も議員も住民の代表として選挙で選ばれているわけですし、

町長の給料には様々な調整がなされているからそれをうまく活用する方法です。どう

するかというと、町長の職務執行日数と議員の職務執行日数をそれぞれだしていただ

いて、その割合を町長の給料にかけることによって、皆さんの議員報酬を算定してい

くやり方です。 

 いろんなやり方がありますが、一番多く使われているのが⑤のやり方です。皆様が

議員としてどれだけの職務を行われたか、当然正規の議会活動である本会議、委員会、

協議等の場、議員派遣、委員派遣、これにかかった日数は参入していただいて構いま

せんが、それ以外の１議員としての日々の活動、その日数をどこまでいれるかについ

て問題が出てくるかと思います。当然、全部入れ込むことはできませんから、皆様が

議員としてこれは報酬としてきちんと参入してほしいと思うものは、住民に納得して

もらえる必要があります。ここで注意していただきたいのは、よく大学の先生の講演
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を聞かれたりすると思いますが、報酬はボランティアにするべきだという話が多々で

てきます。確かに日本に比べて外国はボランティア、無報酬でやられているところが

多いんですけど、それが果たして適当なのかどうかを考えていただきたい。何をいい

たいのかというと、町村議会において皆様のおかれてる権限と比較されている外国の

町村議会議員の権限は一緒なんですかというところを比べていただく必要性があり

ます。皆様が法９６条１項で議決事項として規定されている１５項目だけでなく、プ

ラスして法９６条２項で追加付議事件として議決権限を持つことができますけど、こ

れらに比べて外国はあまりにも狭いというか、議決事項やその権限の及ぶ範囲が少な

いです。この程度の権限だったらボランティアでやって当然でしょうという話になっ

てきます。皆様の権限とはあまりにも違うんだから、あまりにも違う権限を参考にし

てボランティアだ無報酬だという議員報酬の議論を行うこと自体に問題があると認

識してください。 

次に議会運営委員会が議会費を所管として取り扱うべきかどうかという問題です。

議会費の取り扱いは２つあると思います。１つは、予算要求の段階で議会費をどれだ

けとするというのを決めていただき執行部に要求していただく。その際、議長が議会

運営委員会に議会費をいくら要求すれば妥当かと諮問するのが１つ目です。２つ目は、

予算として執行部からあがってきたものに対して、例えば２月定例会、３月定例会で

予算の中に議会費があった場合、その議会費について分割して議会運営委員会に案件

を審査することを求めていくか。大きく分けてこの２つの状況が、議会運営委員会が

携われる中で考えられると思います。まず１つ目は、予算編成に当たって議会費をど

れだけ要求してくるかを議長が議会運営委員会に諮問することができる法的根拠は

あるのかというと、実は一切ないということになります。なぜか。予算編成というの

は、あくまでも地方公共団体の長がその権限をすべて握ってしまっているので、議長

が法的に議会費をどれだけ長に要求するかと皆様に諮問する権限がないからです。実

際、議会費について議会運営委員会に諮問されている例は多いと思いますけど、法的

にはすることができない事項であるということをご注意ください。 

予算案に含まれた議会費についての審査ですが、今も町村、市議会もそうですが、

分割付託されているところが数多くあると思います。これがそもそも可能かどうか。

つまり、一般会計予算の中で議会費だけ抜き出して、分割して議会運営委員会に審査

していただくことが適当かどうかというと、これは申し訳ないですが、議案一体の原

則に反するので明らかに違法となってしまう。どういうやり方をとるべきかといった

ら、予算常任委員会を設置していただいて、そこに予算を付託していただき、それを

もとに各常任委員会を分科会として設けていただく中で審査していただく。このやり

方がベストな方法です。ベターな方法は、予算特別委員会を設置していただいて、そ

のもとに分科会として常任委員会、議会運営委員会を置いていただいて、そこでそれ
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ぞれ審査していただく。なぜベストな方法は常任委員会なのか。これは平成１８年の

地方自治法の改正にその意味が込められているとお考えください。もともと議員は１

人１常任委員会しか所属できないと規定されていたのが廃止されて複数所属ができ

るようになった。なぜそのような改正が行われたのかというと、国会と同じように予

算、決算の常任委員会を設けて、縦割りの常任委員会のほかに予算、決算の常任委員

会に複数所属できるようにするためとの意味を込めて改正が行われたといえます。そ

の改正の主旨を勘案して、予算常任委員会を設置していただいて、そこで審査、調査

する。なぜ特別委員会じゃダメなのかという方がいますが、これには理由があります。

特別委員会は、予算を審査するものとして適当でないからということです。特別委員

会というのは常任委員会と違って、必要な期間に必要なときに設置される機関ですか

ら、予算のように恒常的に審査しなければいけないものというのは、まさしく常任委

員会として審査する案件になってきます。法律上は議案一体の原則が諮られて、予算

は特別委員会に付託されますので、別に違法とまではいいませんが、適当ではない。

適法であって、適当であるのはやはり予算常任委員会に付託していただく。これに勝

るものはないとお考えください。この取り扱いはまさに、議会運営委員会で決めてい

ただく話です。議会運営委員会として予算の取り扱いはどうあるべきか。ご自身たち

の審査方法、調査方法をぜひお考えください。 

市レベルでも予算の審査方法をあげましたが、予算常任委員会を設置し審査してい

る状況は、ほとんどとられてないのが現実です。常任委員会化しているのが３０市前

後になってしまっている。なかなか常任委員会にするのは勇気がいる。特別委員会で

やられてるのがほとんどで、５０％程度です。残りは分割付託をいまだにやられてい

る状況です。分割付託をとってなければ、とりあえずは違法ではないので結構です。

時機を見て常任委員会化していくという形で移行を段階的に行っていただければい

いのではないでしょうか。予算常任委員会をつくられるときに議会運営委員会の協議

の中ででる話が、予算常任委員会をつくってしまうと権限が集中しすぎてしまう、ほ

かの委員会がやること何もなくなってしまうのでないかという方がいらっしゃいま

すが、そこの所管を調整するのも議会運営委員会の役割です。そうすれば縦割りの常

任委員会と予算、決算の常任委員会を併存させることはいくらでもできるわけですか

らうまくご活用ください。ちなみに、常任委員会化している一つの例は横須賀市です。

三重県議会とか豊田市議会とかも常任委員会化しています。常任委員会化したときの

一番の利点は、予算に関して所管事務調査権というのを使うことができるので、予算

の審査だけでなく予算が提案される前から委員会として予算に係る事項を調査する

ことができる。知識の蓄積に努めることができるということにプラス点がでてくる。

そして、予算要求の段階から常任委員会として意見をだしていく。こうして、予算要

求に対して議会の意思を決議として議決して反映させることができる。 
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 また所管事務を調整するにあたって、特別委員会と常任委員会で競合がおきた場合、

当然、議会運営委員会が所管事項の調整をしていただく必要性があります。そのとき

にまず、考えていただかなければいけないのは、常任委員会の所管に競合するような

特別委員会の所管を設けた場合、所管の競合はどうのように解消されるのか。これは

結論からいってしまうと、常任委員会の所管の部分を特別委員会の所管として設けた

場合、競合というのは理論的に起こりえないことになります。なぜか。それは特別委

員会というのは、各常任委員会の所管を一時的に委譲して、移し替えて、集めてでき

たものが特別委員会ということです。つまり、競合している部分、本来だったら常任

委員会の所管の部分だけど、特別委員会を設置したことによって特別委員会の所管に

なった。その時には、一時的に常任委員会は特別委員会の所管に属する部分の所管の

権限というのはなくなるとお考えください。消滅してしまうんです。消滅した所管と

いうのが、特別委員会が消滅することによって、再び戻ってくるということで、理論

上は所管の競合は起こらないということです。ただ、現実的には特別委員会の所管を

決めるときに、それほど事細かに決めないので競合が生じる。そこを具体的にここか

らここまでは常任委員会、ここまでは特別委員会と差配していただくのが議会運営委

員会の皆様の役割であるということです。 

 議会運営委員会と常任委員会、特別委員会、こちらは所管の競合が起こりえるのか

というのをお話しいたします。議会運営委員会の所管が、特別委員会と競合するかど

うかは、常任委員会のように特別委員会を議会の議決で設置して所管事務調査を定め

た場合、常任委員会の権限の一部が委譲されて、特別委員会の所管になりますが、議

会運営委員会の場合も、特別委員会設置の議決をすれば、議会運営委員会の所管を特

別委員会に移し替えることができるのかどうかがポイントとなります。これは一切で

きませんのでご注意ください。議会運営委員会の所管は法律で３項目に定められてい

ますので、増やすことも減らすこともできませんし、ほかの委員会へ移し替えること

も当然できません。ですから議会運営委員会の所管が侵されるということも、理論的

にありえません。ただ、どうしてもグレーな部分がでてくるので、議会運営委員会の

中で話し合いしていただいて、きちんと住み分けをしていただく必要がある。 

 ここで議会運営委員会で会期末に急に、ある議員が議案をだしてきた。ところが、

この議案の中身を見ると、今の定例会で審議するには時期早尚だから審議の対象にし

ないとして、議事日程に載せないことは議会運営委員会の力でできるのかどうか。こ

れも実務上よくでる話です。もともと会期末の３日前までに議案を提出しなければ、

当定例会では審議しませんという申合せを議会運営委員会の中でしていたが、申合せ

を守らない議員さんがでてきて会期末にいきなり法的要件を満たして提出してきた

場合、議会運営委員会は申合せにより、その案件を突っぱねることができるか。議会

運営委員会にはそのような権限はないのでできません。どういうことか。申合せと会
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議規則、委員会条例が競合した場合、どちらが優先されるかというと、当然、会議規

則、委員会条例が優先されます。議会運営委員会の申合せは、全議員が守っていただ

く紳士協定ですので、あくまでも事実上の効力しかありません。事実上の効力は、法

的効力に優先することはできません。そのため、万が一、議会運営委員会の方々は、

急に会期末にでてきたものを申合せに反しているからといって受理しない、日程に載

せないこともできません。それをやると違法な取り扱いとなってしまいます。どう取

り扱うべきか。例えば、当該議案に緊急性があると判断すれば、議事の途中であって

も日程追加を諮って、直ちに審議するということを議会運営委員会の中で協議して、

決定していくやり方が考えられます。また、会期末、日程を全部審議し終わってから、

最後の段階で日程追加をして、そこで審議に入る調整をする。それも議会運営委員会

は行うことができます。どちらを選択するかは、案件の内容に応じていただいて、皆

様が判断していただければいいと考えてください。ただ、法律上は申合せより形式的

要件を満たした会議規則、委員会条例が優先するのは分かるが、議事運営上のテクニ

ックで審議に供さないことはできないのか。これは、一応できてしまいます。どうい

うことかというと最終日の日程がすべて終わった後に、日程追加として措置する場合

に、日程追加をするかしないかは議会の議決で判断することになります。つまり、こ

こで日程追加を否決すれば、その案件を当該会期中に審議させないということが可能

となります。これは、法律上は何ら問題のないやり方です。ですが、このやり方は皆

様お使いにならないでください。こんなやり方があるといっておきながら、それを使

うなというのもおかしな話ですが、やはり提出された議案は、きちんと日程追加を諮

って審議の議題に供していただく。そのあとの審議で、内容がおかしければ否決とい

う意思表示をとっていただくのがよろしいです。審議の手続きにおいて、審議にすら

入らないという判断を下すというのは控えられた方がよろしいかと思います。 

そうはいっても、議員さんとしては、この人からでた議案は審議に供したくもない

という方もいらっしゃいます。分かりますが、議長が皆様に諮問をして、そんなもの

は審議しない、日程追加もさせないというと議長が困ってしまいます。議長もその判

断を尊重して違法な手続きをとれば責任問題となります。それ故、議長は議会運営委

員会ででた違法な手続きを取るのでなく、再度、議会運営委員会に諮問していただく。

諮問は１回しかやってはいけないとされてませんから。もう１度、議会運営委員会に

考えなおしていただく意味合いをこめて再諮問していただく。そこで皆様が、議長か

らこういう形できてるんだから、考え方を改めて適当なやり方にしましょうとお考え

を改めていただければ、そこで一件落着ですけど、やはりどうしてもダメだという方

がでれば、あとは議長対議運です。議長が皆様の意見をとるかとらないか。議長の裁

量権にゆだねられてしまいます。議長がここで違法な手続きをとってしまうと、先例

とか慣例になってしまうのでとるべきではない。委員会と対立してしまっても、譲れ
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ない一線があります。違法か違法でないかという、譲れない一線は守っていただかな

いと、なんでもかんでも数の力で行えてしまうとなるとその時はいいですけど、のち

によくない先例、慣例になります。 

次に議会運営委員会でやっかいになってくるのが、不穏当発言をされた議員です。

何の発言が不穏当に該当するのかを議会が判断するのが難しいです。発言の取消し命

令権を持っているのは法１２９条に基づいて議長ですが、議長が好き勝手に発言取り

消し命令をだすなんてありえません。それ故実務上は議会運営委員会の皆様が議長の

諮問により当該発言が不穏当かどうか判断することとなります。そこでまず、議運の

委員である皆様方が言われるのが不穏当発言の基準はどこかにないのといわれます。

しかし、不穏当発言の基準はいっさいございません。皆さんの議会において不穏当な

発言が、隣の町議会で不穏当かといったら必ずしもそうとは限らない。つまり町議会

ごとに不穏当発言の基準がバラバラであっていいんです。それは議会の自律権の範中

ですし、発言したときの状況が個々それぞれあるわけですから、その時の状況に加え

て発言の内容というのを議会運営委員会の中で判断していただければと思います。皆

様が不穏当じゃないと判断すれば、議長はそのままとするでしょうし、不穏当だと判

断されれば最終的には発言した議員に対して、議長から発言の取消しの勧告をしてい

ただいて、発言の取消しの処理をするか、発言した議員さんが、不穏当発言とは考え

ていないと引き下がらなければ、議長は最後、発言の取消し命令をだすことによって

処理をせざるをえない。議会運営委員会の判断が、不穏当発言かどうかの判断に直結

することにご注意いただければと思います。 

 あと、本会議で動議が急に提出されるときがあります。議会でもめているときに、

議員さんが緊急動議だといって動議を提出する場合があります。緊急動議といわれて

も動議には法的にそのようなものはないので緊急動議というのは本来ないんです。し

かしこういう動議が出るときは議会が混乱しているため、その取扱いに議会の判断が

求められます。動議がだされたときに、まず議長が行わなければならないのは、その

動議が所定の要件を満たしているかどうか、成立する動議かどうか、その場で判断し

ていただく。他に賛成者が必要である状況だったら、動議の賛成者の確認をしていた

だいて成立するかどうか判断する。成立した後は、議会運営委員会での当該動議の取

扱いについての判断になります。その動議を今後どう取り扱うのか。通常、議長は一

度休憩して、その後、議会運営委員会を開いて、その動議を休憩後に直ちに審議に供

して、議会の議決を得るとするのか。それとも、それを預かっておいて、会期中の適

当な時期に動議として取り上げるのかどうか、そこのところ判断を迫られます。それ

は皆様方議会運営委員が、動議の内容を踏まえたうえで、最終的に、どこのタイミン

グで議事日程にあげるのか、お考えいただくことになります。これも案件の内容をふ

まえて、ぜひお考えください。ただ、このとき注意していただきたいのは、違法性の



- 19 - 

ある動議は、議会運営委員会において無視していただいて構わないということです。

例えばどういうことかといったら、質疑省略の動議ってありますね。これはやってい

ただくことは当然できません。質疑、討論省略の動議、これをやってしまうと、議会

が言論の府としての存在する意味がなくなってしまうからです。よく、質疑、討論を

行いたい方がいらっしゃらない場合、質疑、討論を終結したとするところは多々あり

ます。これは、別に発言したい方がいないわけで、当然質疑、討論を行わなくても問

題ありません。省略の動議というのは、やりたいという方がいるのに、それを無視し

て、言論の府である議会の役割を無視することであるため、違法な動議になります。

違法な動議の場合は、議会運営委員会としても見過ごすことはできません。当然、そ

の動議はいくら要件を満たして成立していても、審議する必要性もないし、議題に供

する必要もありません。それを議会運営委員会の中で確認していただいて、措置する

必要性があります。 

 議会運営委員会には、当然さまざまな議案が集まってきます。特に、定例会が始ま

るにあたって、執行部からでてくる議案、議員からでくる議案、委員会からでてくる

議案、さまざまなものがありますが、会期が始まる招集日の前に、まずは皆様のとこ

ろに、すべて集まってくる。これはどういうことを意味しているのか。よく、議会運

営委員の中には、自分たちにすべての議案の内容を審議する権限があるんだといわれ

る方がいる。だから議会運営委員会にすべて集まってきて、議案を地ならし的に、あ

る程度中身を審査して、それに対しての疑義をただし、会派に持ち寄って、会派等で

その説明をしてから本会議でやった方が、円滑な運営ができるからという意味を込め

て議案がすべて集まってくるといわれる方がいる。これは大きな間違いです。なぜ議

会運営委員会に、定例会に提案される予定の議案が、まず一度集まってくるのかとい

うと、それらの提出案件の状況を踏まえて、会期の日程をどれぐらいにすれば、議案

の審議が終わるかどうか考えていただくためだったり、また、それぞれの議案をどこ

の委員会に付託すればいいのか。それを協議していただくために、まず議会運営委員

会に議案が集まるのです。その際には、執行部や議案の提出者から説明がありますけ

れど、その説明というのはあくまでもどういう会期の日程にするとか、どこの委員会

に付託するという意味合いを踏まえたうえでの説明、つまり、極めて簡易な説明に限

られており、それぞれ案件が付託された後に委員会で審査されるのと同様の詳細な説

明までは聞くことができません。あまり議運で説明等をやりすぎてしまうと、事前審

査に該当する恐れがありますので、議案の提出者の説明を一方的に聞くぐらいの中で

判断していただくのが適当です。その議案に対して議運で質疑までしてしまうと、実

質的な審査をしたとみなされてしまう可能性が極めて高くなってきます。議会運営委

員会に何のために開会前に議案が集まってくるのかということをお考えのうえ、それ

ぞれの議案に対して接していただきたいと思います。 
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 次に、最近では議会運営委員会を公開してほしいという話もでてきます。議会運営

委員会をインターネット中継している我孫子市の場合とか、ユーストリームを使って

放映している流山市は様々な議会広報をやられている。確かに、各常任委員会、特別

委員会では審査の状況は傍聴に来られる方だけに限られてしまうので、住民に対して

の情報提供という観点からインターネット等で公開していただくのは私も賛成です。

でも、議会運営委員会の審査をすべて公開する必要があるのかというのを皆様にぜひ

考えていただきたい。私は基本的には、議会運営委員会の協議については、公開にな

じまないと考えています。なぜか。議会運営委員会は初めにお話ししたように、議員、

各会派の意見を調整していただく場で、様々な考え方をお持ちになられている議員さ

んが会派等を代表して構成しているけれど、最終的には地方公共団体の住民の利益に

なるためと議員さんが良識に基づいて、お互いが互譲し合って決着点をだしていただ

く、それが議会運営委員会という場になってきます。そこの決着する場での過程を、

果たして住民に見せていいんですか。住民に見せたら、決着するものも決着できなく

なってくる。逆にいうとスタンドプレーが多くなり議員として本来引き下がるべきと

ころで引き下がれなくなる。つまり、調整がきかなくなってしまう。そうするとどう

いうことが生じるか。議会運営委員会でない、公開しない他の協議機関に議会運営委

員会の役割を委ねなくてはならなくなる。例えば、会派代表者会とか。それが果たし

て適当ですか。それは私はやめられた方がよろしいと思います。議会運営委員会こそ、

法的に会派や議員さんの様々な意見の対立等を最後に調整する法的な場ですから、で

きるだけそこでの審査や協議を重視していただく。そのためには、公開になじまない

部分が多いといえます。但し、他の常任委員会と同じように、議会運営委員会の所管

に属する請願の審査、陳情の調査とか、議員定数や議員報酬の審査、調査、そういう

ものは当然、議会運営委員会といえども公開していただく必要がありますが、それ以

外の会派間、議員間の調整していただくものについては公開すべきでない。公開して

もあまり効果がえられないといえます。 

次に議会運営委員会の役割として議長の諮問、補佐機関としての役割をあげさせて

いただきました。当たり前の話ですが、議会運営委員会は議長を補佐していただく立

場ですから、議長と対立するというのは本来考えられないのですが、対立することも

多々あります。こうなると、議会運営委員会の補佐機能としての効力が発揮できなく

なってしまう。本来対立すべきでないけど、さまざまな事情から反目し合ってしまっ

て、議会運営委員会の補佐機能としての効力が発揮できなくなってしまうというのは

ご注意ください。つまり、議長は議会運営委員会における答申というのは最大限尊重

していただく必要性があるということを注意していただきたい。 

 あと、諮問機関として、議長から様々な事項について議会運営委員会に諮問がださ

れます。議長の権限に属する事項、議長の権限に属する事項に近い形で密接に関連す
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る事項、本来は議長が決めていただくことが法律上規定されたとしても、やはり議長

１人で決めるよりは、議会運営委員会の皆様に協議していただき同意を得てから進め

たほうが、よりスムーズな議会運営ができるということで、議会運営委員会に対して

諮問されることが極めて多いです。議長は議会運営委員会の役割を踏まえたうえで、

諮問してくるわけですから、その意向を汲んでいただいて、利己的な意見・要望に基

づくことなく議会運営委員としての判断を下していただきたい。それが議会の円滑な

運営につながっていくわけですから。 

 次に問題となるのは議会運営委員会は協議機関ですから、意思決定はどうあるべき

かという話がでてきます。横須賀市の議会運営委員会の申合せでも、全会一致制を原

則、尊重しましょうとしており、そのようにされるところが多いです。私も議会運営

委員会は全会一致を原則としていただく必要があると思います。ただ、全会一致とす

ることができない場合、そこで委員会の協議が完全にストップしてしまう、先に進ま

ないというのは許されるのかということですが、それは当然許されません。全会一致

にならない論点は必ず存在するはずですから、その場合の論点についてはお互いがき

ちんと協議し、互譲し合っていただいて、できるだけ解消していただく。そのための

手はずは、ある程度時間をかけて行っていただく必要性があります。でも、ある程度

の時間をかけて行っていただいても、どうしても解消できない場合もあります。その

場合には、議会運営委員会といえども委員会の１機関ですから、最終的には常任委員

会とか特別委員会と同じように、過半数によって議決して、意思決定をしていただく

のはやむを得ないということになります。最後まで全会一致を貫いたばかりに、議会

運営委員会としての意思をまったく提示できなかった。これでは本末転倒になってし

まうわけですから、最後の最後の手段としては、過半数議決による意思決定はやむを

得ない。ただ、これは乱発すべきではないというところで、処理をしていただければ

と思います。 

 議会運営委員会には議員、会派の代表者を送りこむわけですから、送りこむことが

できる会派の方々は構いません。でも、送りこめない会派とか無所属の方々がいらっ

しゃる場合、その方々に何らかの措置をする必要性がある。それが、横須賀市でださ

れているような、オブザーバーとして出席していただくという手法です。要は、委員

外議員の規定を使っていただいて、議会運営委員会の委員として出席することができ

ない会派とか議員の意見を、きちんと議会運営委員会に反映するためにある程度の措

置を考えていただく必要性があります。委員外議員は、委員会において意見をいうこ

とはできても討論、表決権はお持ちになられてません。そこのところは、どうしても

弱いということになります。ただ、そうであったとしても、議会運営委員会の委員と

して述べることができなかった意見を拾い上げることが、委員外議員の制度を使うこ

とによってできる。そちらのプラス点に注目していただいて、運用していただければ
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と思います。 

 次に議長、副議長が議会運営委員会に出席することができるかどうかという話がで

てきます。 

私は、議長、副議長は当然、議会運営委員会に出席していただくべきと考えていま

す。 

議長はもともと地方自治法１０５条に基づいて、委員会であればどこにでも出席して、

発言できる権利が付与されていますから、議会運営委員会に出席していただくのは、

何ら問題がありません。ただ、副議長は議会運営委員会に出席できるかというと、皆

様が先例、慣例で副議長も議会運営委員会に出席できるとしていたとしても、副議長

には議会運営委員会に出席することができる法的根拠はいっさいないんです。つまり、

法的根拠なしに副議長が議会運営委員会に出席していると費用弁償や公務災害の適

用を受けれませんので注意してください。じゃ、何か法的な根拠を付与することがで

きないか。ここでも使っていただくのは、委員外議員として議会運営委員会に副議長

の出席を求める手法をとっていただく。これも議会運営委員会の皆様の議決でできる

ことですから。委員外議員として出席していると、何か問題があったとき公務災害の

適用も受けれるし、費用弁償をもらうこともできる。このように措置をお願いします。 

 諮問機関、補佐機関としての役割、協議機関としての役割として議会運営委員会を

とらえさせていただいてますが、プラスαもう一つ、議会改革のための役割をぜひ議

会運営委員会がもっていただきたい。つまり、議会改革の推進役としての役割を議会

運営委員会の皆様でお持ちいただいて、住民のための議会というのを先導していって

いただきたいと思います。議会改革を実際、所管される委員会というのはさまざまで

す。柏崎市では議会改革特別委員会というのを設けられて、特別委員会で議会改革を

進められている。ここは法１０２条の２に基づく通年会期制もとられて、さまざまな

試みをされている。ただ、必ずしも特別委員会じゃないといけないのかというと議会

改革の内容を見てもらえば分かるように、議会の運営に関する事項とかさまざまなも

のが含まれている。そうすると、これこそまさしく議会運営委員会の所管じゃないで

すか。 

それ故、議会運営委員会が議会改革の先導役できちんと役割を果たしていただくの

が必要かと思います。京都府議会は議会運営委員会が議会改革を行って、その中に議

会改革検討小委員会というのを設けられて、議会改革を進められている。こういうや

り方もありますし、小委員会を設けなくても議会運営委員会自身が議会改革について

の調査、審査を行っていただくことも当然可能です。ぜひ議会運営委員会はそういう

役割を果たしていただければなと思います。 

 議会改革にはさまざまなものがありますが、いま多く導入されているのが一括質問、

一括答弁を一問一答制にすること、こちらも議会運営委員会で何を協議するかという
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と、一問一答制に移行するとき、ただちに一問一答制に変えるのか、それとも段階的

に変えるのか。段階的に変えるとはどういうことかというと、一度、一括質問、一括

答弁を議員が選べるような会議規則に改正した後、実態を踏まえて一問一答のみの規

定にするのか一括質問、一括答弁に戻すのかを見て判断していただく。それも議会運

営委員会の一つの役割です。ただ、ほとんど一問一答制を取り入れられたら、一括質

問、一括答弁に戻るところは一般的にはありません。やはり一括質問、一括答弁は、

内容が分かりづらいところがありますので、一問一答で運用されているところがほと

んどです。 

 次に議会だよりのあり方をお考えいただきたいと思います。議会だよりについては

様々な意見があるかと思いますが、議会がどんどん発行していただきたいと思います。

いま現在、議会だよりを発行していないところがあると聞いてびっくりしていますが、

議会の正規の活動として行っていただきたいと思います。よく議会だよりをお作りに

なっているところで、任意の委員会を作られて、そこで編集委員会は議員で構成され

たり、事務局職員の方が一緒に構成したりする方法でやっている。そうでなくて、議

会の正規の活動として、議会広報を取り扱っていただきたいと思います。つまり、常

任委員会、特別委員会、または協議の場として設置していただく必要があります。議

会の役割としては、さまざまな住民の意思を把握して、それを議会に反映する。ただ、

そこには前提があるということに気を付けてください。住民の意思を把握する場合、

まず議会側から町村における政策等について、議会の審議状況、議会の考え方につい

て、住民に正しい情報を流さなくてはいけないというのがあるんです。正確な情報を

流してこそ、住民の正確な意思がなされるわけですから、議会広報というのはやはり

重要性がある。特に執行部から様々で数多くの情報が住民に提供されていて、議会か

らの情報というのはどうしても少ないわけですから、執行部の情報に基づいた意思を

住民がなすのが多いので、執行部プラス議会からの情報を勘案して住民が判断できる

材料を出すべきだと思います。それゆえ、議会だよりに重きを置いていただく必要が

あるかと思います。いま、ホームページで情報を発信しているところも多々あると思

います。ホームページも活用していただいてよろしいんですが、アンケート調査結果

を見ると、住民が議会の情報を何で把握しているかというと、議会だよりからという

のが全体の６～７割を占めている状況です。逆にホームページからというのは、だい

たい１０％に満たない状況にあります。手間ひまかけているわりには、あまり効果が

得られてない場合がでてくる。もったいないですけど、現実はそういう状況です。議

会は今後将来に向けてより広報というのをぜひ注力していただく必要があります。そ

のためには正規の議会活動の範疇になるような体制を整えていただく必要がありま

す。ちなみに、議会だよりの編集体制がどうなっているかというと、常任委員会化し

ているのが１９市２．７％、特別委員会化しているのが１８７市２６．１％、協議等
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の場とされているのが２４６市３４．４％、その他は事実上のものですが２６４市３

６．８％となっています。 

 次に会期のあり方ですが、いままでの定例会、臨時会方式以外に法１０２条の２で

通年会期制をとれるようになりました。会期のあり方は、まさしく議会運営委員会の

所管ですから、今後皆様の審議、調査の状況によりますが、通年会期も一つの選択肢

として考えていただくことが重要になってきます。現状で見る限り、森町議会をはじ

めとして法１０２条の２に基づく通年会期制を取り入れてますが、使いきれてないで

す。確かに、議会が１年間活動能力がある、いくらでも委員会が所管事務調査を行え

る、いつでも審査ができる特性がある通年会期制ですけど、それを生かし切れてない。

つまり、定例会、臨時会方式と実質なんら変わりがない形でやられてる。皆様も通年

会期制をとりあえず取り入れてみて、メリット、デメリットを踏まえていただいて、

これを行うべきかどうか、やってみないと効用というのは分からないし、それをどう

活用するかというのを皆様方は議会改革をさまざまやられていると思いますけど、体

験して初めて分かるものが多いと思います。一度取り入れて、ダメだったらやめると

いう勇気も必要です。議会運営委員会主導のもと、ぜひお考えください。ただ、通年

会期を入れると議会運営委員会の負担がかなり増えてきます。良くも悪くも長期的な

会議日程の調整を考えないといけない。どのタイミングで、そのように審議していく

とか、そういうのもすべて議会運営委員会に委ねられてくる。そうすると、かなりの

負担が議運にかかってきますのでご注意ください。 

 表決結果を公表する必要性があるのかどうかも、皆様お考えいただきたいです。起

立表決であれば、議員の多少を認定していただいて、多い場合は可決、少ない場合は

起立少数で否決と判断していただければいいだけの方法であって、誰が立ったか座っ

てるのか具体的に把握するような方法ではありません。起立表決でもって具体的に賛

成か反対かを判断して、最終的に議会だよりとかホームページに掲載されているとこ

ろは極めて多いです。この手法をとるかどうかは、まさしく議会運営委員会でお考え

いただかないといけないということになります。議員の政治的な責任、つまり、議案

の可否についての政治的責任をどこまで求める必要があるのか。厳格に求める必要が

あると考えれば、表決結果を公表して議員が賛成、反対となされた意思について住民

に対し、きちんと説明責任を負わさせる。そういう観点から表決結果の公表は必要と

考えることもできますし、逆にあまりにも地方公共団体の利益に直結するような内容

について、いちいち議員名を公表していると、議員の真意が表決に伝わらないという

場合もでてきます。そういうことも考えていただきながら、先ほどの委員会の公開で

はないですが、なんでもかんでも表決結果を公開すればいいというものではないとい

うところを議会運営委員会の中でもご協議いただければと思います。とにかく議会の

透明性やガラス張りを進める必要があるとかされてますけれど、それが皆様の議会運
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営の円滑化にプラスになるのかを十分お考えください。 

 最後に、広報広聴活動の一つとして議会報告会を入れさせていただきました。やは

り、議会報告会を主導していただくのは、議会運営委員会での協議があってのことだ

と思います。議会報告会自体は町政とか議会活動について、住民に報告していただく

とともに、住民と意見交換をしていただく。その意見交換から政策形成に資すること

を目的としてなされる、広報広聴活動の一形態が議会報告会となります。議会報告会

の機能を簡単にまとめましたけど、住民に対する町政とか議会活動の報告である広報

機能のほかに、テーマを決めて広聴していただく場合と決めないで広聴していただく

場合、この広聴にもさらに２つの機能があるとお考えください。つまり広報機能１つ、

広聴機能２つは単独だったり、複数だったり重なり合って議会報告会は成り立ってい

るとお考えください。いろいろな議会報告会がありますが、議会運営委員会でどの議

会報告会が必要か、住民が求めているのかどうか、そこのところご協議いただいて、

議会報告会のあり方をお考えいただきたいと思います。議会報告会なんていらないよ

という話もあると思います。必ずしも議会報告会を設置しないといけない義務はあり

ません。ただ、議会報告会じゃないとしても、住民に直接接点を持っていただいて、

住民の生の声を聞いていただく、そういう場は必要だと思います。そういうときに議

会の広報広聴はこれだけやってるんだということを示すために、議会報告会または、

それに近い形のものを行っていただいた方がよろしいかと思います。 

ちなみに、議会報告会の導入状況ですけど、市レベルで３割近いところがやられて

ますし、栗山町議会を初めとしてさまざまな議会報告会を開催して、実をあげている

ところがあるわけです。必要がありましたら、ぜひ議会報告会を入れてもらいたいと

思います。議会報告会をやるにあたってどうすればいいのか。これも議会運営委員会

で協議していただかないといけない事項になります。対象地区は、細かければ細かい

ほどいいということになります。町を細分化すればするほど、住民との接点が多くな

るわけです。理論的にはそれが適当ですけど、現実的にはなかなかそうもいかない。 

大きく分けて４つの対象地区の区分けがあります。使っていただきたいのは、行政区

とか小学校区等を一つの単位としていただきながら、議会報告会のあり方、場所を考

えていただきたい。実施回数ですが、議会報告会をやろうとした場合に、できれば定

例会ごとの年４回やっていただくにこしたことはありません。ですが、いきなり４回

やると負担が大きすぎるので、その回数も議会運営委員会で考えていただきたい。車

と一緒で、最初からトップギアでやってしまうと、途中で燃料切れを起こしてしまい

ます。すこしずつギアを上げていただくように先導していっていただきたい。議会基

本条例をつくられてるところがあるかと思いますが、一度規定してしまうと将来にわ

たり未来永劫延々とやり続けないといけない。たまったもんじゃないと言われる方が、

中にはいらしゃるんです。やめようとしてもやめれないというジレンマに陥ります。
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やるときには対象、地域をよく考えないと、オーバーワークになってしまって、悲鳴

をあげることが多いんです。 

 あと、議会運営委員会がかかわっていただくことといえば、班編成をどうするのか

というのも皆様が協議して決めていただくことです。通常は議会の縮図として考えて

いただく必要があるので、所属会派とか所属委員会、これらを考慮して班を決めてい

ただくのが一般的です。あとは派遣地域をどうするかといった場合に、３形態あげま

した。一番多いのが、①班を決めていただいた後に、班ごとに機械的に地域を回れる

ように設定してあげる。例えば、ＡＢＣ班があって甲乙丙という地域があった場合、

Ａ班はまず甲乙地域に行く、その後、単純にずらして乙丙地域に行くというように機

械的にずらして全部の地域に行くようにするというのが極めて多いです。これもどう

いうやり方でするのかは議会運営委員会で協議していただいて、町ごとに合うやり方

を見つけ出していただければと思います。注意していただきたいところですが、議会

報告会を議会基本条例に定めた、あるいは会議規則に定めたからといって、正規の議

会活動、公務として認定できるかというとこの話がでてきます。これは結論からいう

と、議会報告会を議会基本条例、会議規則に規定したからといって公務にはなりませ

ん。あくまでも非公務、極端にいうと皆様が自分勝手にやった広報広聴活動という形

になってしまう。公務であろうとなかろうと関係ないでしょ、費用弁償もでないし構

わないよと言う方いらっしゃるんですが、ここで注意していただきたいのは、通常、

議会報告会は町の中でやられるので、移動に車を使われることが多いかと思います。

その移動の際に事故があった場合に、公務災害の適用が受けれないということになっ

てしまう。それはあまりにも可哀想じゃないかと考えていただかないといけない。ど

うするかというと、公務になるように手続きをしてあげることになります。法１００

条１３項に基づいて、議員派遣の手続きをぜひ行っていただきたいと思います。どな

たをどこに行かせて、それらに対して公務としての裏付けを取ってあげる。ここまで

やって初めて議会運営委員会としての議会報告会における役割を果たしたことにな

るんじゃないかと思います。 

議会報告会をもう始められてるとこの方はお分かりになると思いますけど、開催し

た直後はどういう状況かというと、住民は、皆様にたまりにたまったフラストレーシ

ョンをぶつけてくるんです。定数多い、報酬高い、費用弁償もいらない、政務活動費

もいらないとかさんざん言われます。私も議会基本条例の市民とのシンポジウムに呼

ばれたり、初めての議会報告会に一緒に行ってくれといわれるんですけど、それはひ

どいもんです。皆様方、サンドバッグ状態になりますから。私も聞いていて、いくら

住民だからといって言っていいことと悪いことがあると思いますね。住民同士で喧嘩

するときもあります。議員さんひどいことを言われていますが、住民だから反論がで

きないと言います。反論するとあとあと困る。なので私が代弁して、火に油を注ぐこ
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ともあるんですが。最初はとにかくあまりいいことがありません。それが終わると、

次は住民の利害関係に関する要望、つまり自分の近くの下水道や街灯に不都合がある

とかの話がでてきます。それが終わると議会の役割、二元代表制としての議事機関、

立法機関としての役割を踏まえて町民と議員で政策論議をして、政策を出そうという

議論の場に議会報告会がなるかといったらなりません。皆様も注意していただきたい

んですが、議会運営委員会が先導していただいて、さまざまな議会改革を行うと議員

の資質向上は当然図られてきます。ただ問題は、皆様の資質向上とともに、住民の資

質も向上していただかないとついていかなくなってしまう。議会が先にいって、町民

がついてこれない、きちんとした評価が下していけなくなってしまいます。そのため、

町民の方々の資質を上げるための方策をとっていただく。これは教育の中で措置して

いただくしかないと思います。せっかくの皆様の活動が評価されていない場合が多々

あるので、もったいないなと思います。 

あと議会報告会に参加されるにあたって、議会運営委員会の申合せ等で発言の留意

点を定めていただく必要があります。議会報告会に参加される方は、自分の言いたい

ことだけを言って帰ってくるわけには当然いきません。申合せで何を決めていただく

かといったら、議会報告会に参加される議員さんは、議会を代表して行かれるんです

から、議会で決定したこと以外のお話は原則ダメですよ、つまり、自身の考えを述べ

る場ではありませんよということです。あくまでも過半数で決まった案件について、

議会で報告する。そういう中での発言に留意していただく必要がある。ただ、例外が

あります。案件について議会報告会参加議員さんが賛成か反対かを意思表示した。そ

れについて、住民からなぜ賛成したのか、反対したのか聞かれた場合、その理由は個

人的な見解の中で述べていただいて結構です。それ以外の個人的見解はダメとお考え

ください。 

報告会でよく持って行かれる資料は４つです。議会だより、基本条例、議会の役割、

定数・報酬ですね。特にこの中で、主たるものとして議会だよりを議会報告会の資料

として使っている例が多いです。これは、確かに議会だよりをお使いになって、定例

会ごとに審議の状況をきちんと分かりやすくまとめられている。これを見れば、だい

たい議会が何を審議して考えたかというのが分かりやすいんですが、議会報告会に参

加される方は議会だよりを読まれている方が来られますから、読んで分かるものを何

でまた議会報告会で説明するんだとなります。こんなことでなく、議会だよりに書い

てないことを知りたいんだと言われる方もいらっしゃいます。そこの取扱いを気を付

けていただきたいのと、もう一つは議会報告会のタイミングというのを考えていただ

きたいと思います。年１回だと通常４、５月に議会報告会を開かれて、予算審議の状

況を住民に報告される形が多い。これはダメです。終わったことを報告してもなんの

意味もない。予算の編成過程で、住民が何を予算に反映してほしいか陳情、要望があ
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るわけじゃないですか。それをぜひ議会報告会で受けていただきたいと思います。陳

情、要望合戦に議会報告会が使われるのかという方がいらっしゃいますが、その住民

の陳情、要望の意向を聞いて、その中から住民の代表として取捨選択していただいて、

予算にどういうふうに反映していくか。これをやってこそ議会の役割というのは発揮

できると思います。結局、終わってしまったことを聞いて、それで終わりといっても、

報告会に参加された方は、自分たちが言ったことが何か町政に反映できてるのか、実

感がわかないとなってしまう。そうすると議会報告会に行く必要がなくなってしまう。

自分たちが言ったことが予算等に反映されれば、また行ってまた意見を言えば採用さ

れるかもしれないということで参加される方が増える場合もある。課題として、議会

報告会の参加者数はとにかく減ってきます。皆様の議会報告会に対する熱意が右肩上

がりに比例して、右肩下がりです。会津若松市の意見交換会の人数の推移を見たら、

最初は来られるんですが、どんどん少なくなっていくのが現状です。これを止める手

段は今のところないです。もう一つは、属性の偏りが極めて多い。ＡＢＣという３会

場があったときに、Ａ会場に参加してた人が、Ｂ会場、Ｃ会場でも最前列に座ってい

る。そこで皆さん同じことを大きい声で言う。それが住民全体の意向だなんてなった

ら大変なことになります。そこの隔たりがあるのもぜひ、お考えいただいて措置して

いただきたい。これから先、減ってしまうのを改善する手法は何かあるかといったら、

議会報告会に住民を呼ぶんじゃなくて、住民が集まっているところに議会報告会が行

く。そういう観点で考えていただくのが一つかなと思います。ＰＴＡ、保護者会、自

治会、町内会、そういうのをやってるときに、そこで話されるテーマに基づいて議会

報告会をやる。人が集まっているところに行くわけですから、きちんと議会報告会と

しての広報広聴機能がある程度果たせるという部分があると思います。 

 議会運営委員会にはいろんな機能とか役割があるわけですから、それを最大限に活

かしながら議会としての運営の円滑化、そして議会運営委員会としての役割を踏まえ

た住民の代表機関としての議会につなげていっていただければと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 


