
木津川市議会 「議員定数・報酬等検討会」開催概要                        資料資料資料資料    ＤＤＤＤ 

項目＼回 第１回 第２回 第３回 第４回  

 開催日時 ２６．５．８（木）9:30～11:22 ２６．５．１９（月）9:30～11:37 ２６．６．３（火）9:30～11：38 ２６．６．１３（金）9:30～11:33 

出 席 者 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長）
吉元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・
西山議員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長） 
吉元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・西
山議員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長） 
吉元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・西
山議員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長）・吉
元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・西山議
員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

場    所 第１委員会室 第１委員会室 第１委員会室 第１委員会室 

 

 

 

内   容 

 

 

①会長・副会長の選任 
②各市議会の状況について 
③木津川市議会 議員定数・報酬等について 
 
＊全国市議会議長会調査結果 
＊山梨学院大学教授江藤俊昭氏の執筆資料 
 
説明後、上記内容について議論 

 
①今後のスケジュールについて 
②各市議会の状況等について 
③木津川市議会 議員定数・報酬等について 
 
＊スケジュール案 
＊全国市議会議長会調査結果 
＊新設合併市の議員定数・報酬 
＊山梨学院大学教授江藤俊昭氏の執筆資料 
＊早稲田大学マニフェスト研究所公表資料 
＊日本大学教授甲斐素直氏の執筆資料 他 
 
説明後、上記内容について議論 

 
①今後のスケジュールについて 
②木津川市議会 議員定数・報酬等について 
 ・各議員の考え方 
 ・会派研修の状況 
 
＊スケジュール 
＊全国都道府県議会議長会議事調査部長野村 
稔氏執筆資料 

 
説明後、上記内容について議論 

 
①他団体の状況について 
②資料に基づく議会費の割合について 
③全員協議会・市民との意見交換会について 
 
＊新設合併市、府内市議会の議会費の占める割合 
 
説明後、上記内容について議論 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

決定事項 

 

□ 

主な意見 

○会長：さくら会尾﨑議員、副会長：民主改 
革クラブ西岡政治議員。 
 
○検討会は任意の会で、表決は採らない。 
 
□２人削減の根拠は。 
 
□根拠に絶対的なものは無い。捉え方も色々。 
同規模自治体の定数、運営を研修しての２人 
削減である。 
 
□自治法上の上限が廃止されたため、他の市 
議会の人口、議員定数、実人数、報酬月額等 
の現在の状況を把握することが必要だ。 
 
□議員全体での勉強会をどこかで実施を 
 
□検討会の今後のスケジュールが必要。 
 
□市民の意見を聴く場等をスケジュールに盛 
り込むべき。 
 
□議会基本条例に則り勉強会が必要。 
 
□検討会での議論がある程度進めば、市民に 
対する報告を行うことが必要。 
 
□議会報告会のテーマにしてはどうか。 
 

○定数については削減ありきではないが、さく 
ら会からの「２人削減の提案」をベースに議論 
を行う。 
 
○報酬については、議論の結果により、市長に 
対して特別職報酬等審議会への諮問を求める。 
 
○市民の意見を聴く場を設ける。 
 
○次週開催の議会報告会において、議論を行っ 
ていることを報告する。 
 
□詳細スケジュールの中には、全員協議会や市 
民の意見を聴く場等を入れるべき。 
 
□全国調査の人口が５万人以上１０万人未満 
の市では、木津川市は定数では若干多く、報酬 
は少ないという位置にある。市民と共に考えて 
いくことがよいと考える。 
 
□他市を見習う必要は無い。議会基本条例並び 
に議員活動を参考にして、この７年間を振り返 
り、また、将来を見据えての検討が必要。 
 
□市民には、定数増が必要との声もある。 
 
□来年の市議選を見据え、９月中旬に検討会の 
まとめとなると考えられる。それに向けて、議 
会基本条例に基づき、市民の声を聴くことも含 
めて進めてはどうか。 

○スケジュールの確認。①検討会では削減あり 
きではないが、さくら会の２人削減をベースに 
議論する。②報酬については議論の結果により、 
市長に対して特別職報酬等審議会への諮問を 
求める。③定数削減の条例改正案は９月議会に 
は提案する。それまでに検討会は議論を整理す 
る。 
 
□人口増への対応、議会のチェック機能を高め 
るべきで、削減に反対。 
 
□研修の結果、常任委員会は７人で十分機能で 
きる。行財政改革の観点から削減すべき。 
 
□報酬は決して高くない。考える時期に来てい 
る。 
 
□若年層が議員になれるように報酬を上げるべ 
きだ。 
 
□特別職報酬等審議会への諮問を市長に要請す 
べき。 
 
□定数・報酬について市民との意見交換の場が 
必要。 
 
□削減による監視機能低下を心配する。機能低 
下しなければ削減は可能。 

□議員全員での議論の場が必要。 
 
○これまでの議論の状況を全員協議会で報告し、 
議論を行う。 
 
○９月定例会までに、講師を招き市民との意見交 
換会を実施する。 
 
□他団体の状況を見れば、木津川市の議会費は高 
くない。報酬については考える時期に来ていると 
考える。 
 
□条例改正案の提出前に、市民の意見を聴く場が 
必要。 
 
□市民の意見を聴く場を設けるのは当然。有識者 
の考えを市民と共に聴くことが良い。 
 
□全員協議会では、検討会の経過説明、意見交換 
会の実施を案件とし、それに対する意見を求める 
こととしてはどうか。 
 
□条例改正案提出後は、特別委員会の設置を願い 
たい。 
 
□特別委員会設置の是非については、会派で検討 
いただきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 



項目＼回 第５回 第６回 第７回 第８回 

開催日時 ２６．７．１４（金）9:30～11:51 ２６．７．２５（金）9:30～11:05 ２６．８．１８（月）9:30～10:59 ２６．９．１１（木）9：30～11：33 

出 席 者 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長）
吉元議員・中野議員・柴田議員・西山議員・
呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長） 
吉元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・西
山議員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政議員（副会長）・吉
元議員・中野議員・長岡議員・柴田議員・西山
議員・呉羽議員・片岡議員 
西岡努議長・倉副議長 

尾﨑議員（会長）・西岡政治議員（副会長）・吉
元議員・中野議員・柴田議員・西山議員・呉羽議
員 
西岡努議長・倉副議長 

場    所 第１委員会室 第１委員会室 第１委員会室 第１委員会室 

 

 

 

内  容 

①市民との意見交換会の開催について 
②定数・報酬等についての意見交換 
 
＊意見交換会実施要項案 
＊意見交換会周知チラシ案 
＊意見交換会役割分担案 
＊全員協議会での主な意見 
 
説明後、上記内容について議論 

①定数・報酬等についての意見交換 
②特別委員会設置に関しての意見について 
 
＊府内市議会の議会費の占める割合 
 
説明後、上記内容について議論 

①特別職報酬等審議会への諮問要請文について 
②市民との意見交換会における報告内容につい
て 
③全員協議会での意見について 
④市民との意見交換会について 
 
＊市長への要請文案 
＊報告内容案 
＊全員協議会での主な意見と対応 
＊意見交換会実施要項 他 
 
説明後、上記内容について議論 

①「市民との意見交換会」の総括について 
②議員定数について 
③議員報酬について 
 
＊議員定数・報酬等に関する市民との意見交換  
会（H26.8.24）記録 

 
 資料を基に協議 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

決定事項 

 

 

□ 

主な意見 

○市民との意見交換会の実施要領、役割分担、 
運営。 
 
○意見交換会開催周知のために全議員による 
チラシの配布を行う。 
 
○全員協議会で出された意見について、引き 
続き検討会で議論を行う。 
 
□意見交換会開催に当たっては、全議員の統 
一した認識が必要。 
 
□定数・報酬については、セットでの議論が 
必要。定数減とした場合、事務局等どこかに 
負担はかからないか。 
 
□定数減という市民の声は聞かない。 
 
□定数減とした場合の行政監視機能の低下を 
どう考えるのか。２６人から２４人へ減とな 
って影響はあったと考える。 
 
□報酬に関しては、特別職報酬等審議会に諮 
問を求めることが必要では。 
 
□本件は、特別委員会設置に値する案件であ 
る。 
 
□議論をもっと深く行うよう。 

○議員報酬のあり方について、特別職報酬等審
議会に諮問をしていただくよう市長に対して
要請する。 
 
□府内市議会の状況で、木津川市は報酬が低い
位置にある。報酬について、誰が言い出すのか。
現在の議員が見直しを考えていかなければな
らない。 
 
□若年層の人材のためにも、報酬増は必要だ
が、貧困層の増加、最近における地方議員の不
祥事が多い背景の中で、どうかという思いもあ
る。 
 
□木津川市の政務活動費の使途については問
題は無い。報酬が低いのは事実で、若年層のた
めにも、今の議員が見直す必要がある。また、
政務活動費も額が少ないので、活動に限界があ
る。 
 
□議員として、確実に活動できる相応の報酬、
政務活動費が必要。 
 
□市民に何でも相談いただけるように、活動を
活発にして魅力を感じていただける議員活動
のためにも、政務活動費の見直しも必要。 
 
□若年者が議員に出られる環境整備が必要。片
手間でできる仕事ではない。そのためには報酬
を引き上げることは必要。この検討会の議論を
踏まえ、議員がアクションを起こすことが必
要。 
 
□市民感情として、定数減を行いながらの報酬
引き上げは、理解を得られない。 
 
□来年市議選のため今行動を。 

○議員報酬に関して、特別職報酬等審議会への
諮問を、市長に対して要請する文案。 
 
○意見交換会における、検討会からの検討状況
報告内容。 
 
○全員協議会での主な意見についての整理。 
 
○市長宛て要請文の提出時期は、正副議長、正
副検討会会長の協議により決定する。 
 
○要請文は、全議員に配付することとする。 
 
□検討会で報酬に関しては色々な意見があっ
た。若年層が議員になれるような、また、議員
自らの資質の向上のために環境整備が必要であ
ることの趣旨が伝わるように。 
 
□口頭報告だけで、参加市民に議論の内容が伝
わるのか。検討会での資料を付けるべき。 
 
□参加市民に検討会各回の資料が必要ではない
か。 
 
□資料を配布することにより、考えていただく
ことができるのでは。 
 

□多くの参加者を得た意見交換会の結果をどう 
していくのか。ホームページへの記録掲載も必 
要。 
 
□定数削減に反対する意見が圧倒的に多かった

が、参加者の中には、賛成意見を述べる雰囲気で

なかったとの声もあった。 

 

□文言整理して、事実公表をすべき。 

 

□時間の制約があったが、多くの参加者の意見を

聴きたかった。 

 

〇意見交換会の記録をホームページに掲載する

こととし、発言者・議員の個人名は掲載しない。 

 

□定数減の条例案を会期中に提出したい。 

 

□人口増、監視機能低下の面から削減に反対。 

 

〇議員定数については、削減賛成、削減反対双方

の意見がありこれまでの協議や意見交換会での

多様な意見を貴重な参考事項とし、検討会として

の協議は終了とする。 

 

〇議員報酬については、第７回検討会の協議に基

づき、本日の検討会終了後に、「特別職報酬等審

議会への諮問要請について」を、正副議長、正副

検討会長から市長宛て提出する。 

 

〇検討会は本日をもって解散することとし、後

日、議長宛てに協議内容報告書を提出し、併せて、

全議員に写しを配付する。 

 


