
生駒市議会 

市民の皆さんとの 

意見交換会 

１１月２７日（土）から 

市内各小学校で開催！ 

      詳しくはコチラ 
 

校 区 開催日時 開催場所 担当グループ 

生駒北小学校 １１月２７日（土）  １０時～１２時 生駒北小学校  多目的室 A グループ 

鹿ノ台小学校 １１月２７日（土）  １４時～１６時 鹿ノ台小学校  多目的室 B グループ 

真弓小学校 １１月２８日（日）  １０時～１２時 真弓小学校  多目的室 C グループ 

あすか野小学校 １１月２８日（日）  １４時～１６時 あすか野小学校  多目的室 A グループ 

生駒台小学校 １１月２９日（月）  １９時～２１時 生駒台小学校  多目的室 B グループ 

俵口小学校 １１月３０日（火）  １９時～２１時 俵口小学校  多目的室 C グループ 

桜ケ丘小学校 １２月 １日（水）  １９時～２１時 桜ケ丘小学校  多目的室 A グループ 

生駒小学校 １２月 ２日（木）  １９時～２１時 生駒小学校  多目的室 B グループ 

生駒東小学校 １２月 ３日（金）  １９時～２１時 生駒東小学校  多目的室 C グループ 

壱分小学校 １２月 ４日（土）  １０時～１２時 壱分小学校  多目的室 A グループ 

生駒南小学校 １２月 ４日（土）  １４時～１６時 生駒南小学校  多目的室 B グループ 

生駒南第二小学校 １２月 ５日（日）  １０時～１２時 生駒南第二小学校  多目的室 C グループ 

＊お車でのご来場はご遠慮ください。 ＊スリッパ等上履きをご用意ください。 ＊議員は 3 グループに分かれて出席します。 

 

 

議員定数と報酬の問題についての 

お問い合わせ先 ・・・ 生駒市議会 市民との意見交換会幹事会  座長 福中眞美  ℡:090-8826-1409 



 

   

正しい情報で、議会の役割と議員定数・ 

報酬の問題をご一緒にお考えください。 
   

地方議会の役割と市議会の活動実態 

●地方自治は二元代表制 

市長と議員はそれぞれ別々に選ばれ、市長と議会は、互いに

対峙（たいじ）し、けん制し合いながら、政策をよりよい形に

深めていきます。 

            

 

 

 

●議員は賛否の表明だけしていればいいの？ 

 「生駒市自治基本条例」には、市の意思決定機関であ

る市議会は、市の重要事項を議決するほか、市の執行機

関を監視、けん制する権限を行使しなければならないこ

とが定められています。 

●生駒市議会の活動は年間 171 回（平成 21 年度）

 生駒市議会は本会議のほか、常任委員会、特別委員会、

議会改革に関する検討会など、年間 171 回の会議や委員

会視察などを行っています。これには個人や会派で行う

研修、市民相談、市の行事への出席等はカウントされて

いません。 

生駒市の人口と議員定数 

 

 

 

 

 

 

 

市   民 

市長 

議会 

議員 

＊日本国憲法第 93 条 

１ 地方公共団体には、法律の定め

るところにより、その議事機関とし

て議会を設置する。  

２ 地方公共団体の長、その議会の

議員及び法律の定めるその他の吏

員は、その地方公共団体の住民が、

直接これを選挙する。 

生駒市の議員報酬の推移 

●議員の年収・可処分所得と生駒市部長級給与、生駒市の給与

所得者の平均収入との比較   
（  ）内の数字は対平成 8 年度比

平成 8 年から議員報酬の月額（570,000 円）は変わ

っていませんが（平成 22 年 1 月からは条例の付則で

0.3％減額し、現在月額は 568,290 円。）、賞与が減って

いるため議員の年収は平成 8 年と比べて 8.8％下がって

います。また、議員年金掛金や国民健康保険税等が上が

っているため可処分所得は扶養家族なし・兼業なしの議

員の場合、16.3％下がっています。 

 一方、生駒市の給与所得者の平均収入額は、平成 8 年

比で 17.6％減、平均所得額は 20.0％減となっています。

生駒市議会議員の手取りは？ 
～扶養家族なし・兼業なしの A 議員を市長と比較して～ 

（H2２年度見込み、市長の健康保険・年金は概算で 1000 円以下 

切り捨て                     単位：円） 

生駒市議会議員 A  市長 

4 年 任期 4 年 

非常勤特別職 勤務形態 常勤特別職 

9,250,340 報酬・給与 17,721,292

542,700 所得税 3,062,880

493,500 市民税・県民税  1,446,200

国民健康保険税 

730,000 
健康保険 

職員共済健康保険等の

掛金   819,000 

国民年金 

181,200 

議員年金掛金＊ 

1,276,650 

 

年金 

職員共済年金

801,000

 なし 諸手当 地域手当 

通勤手当 

なし 退職金 4 年間で 2,544 万円

＊議員年金掛金…市町村合併による議員数の大幅な減少と受

給者の増加により、地方議会議員年金制度の運用は困難にな

り、今後は廃止される予定。廃止に伴う現在までの掛金は、賞

与時掛金を除いた掛金の、約６割分だけが返還される見込み。 
 

 

●議員定数は市制施行以来変わらず 24 人 
 昭和 46 年の生駒市制施行以来、人口は約 3 倍にな

りましたが、議員定数は変わっていません。 

（昭和 46 年＝40,560 人、平成 22 年＝119,876 人） 

 

 

 

 

 

 

●類似団体平均は 2５人 
 生駒市と人口規模や産業構造が似ている類似自治体

3６自治体の平均議員定数は 2５人です。 

＊地方自治法 第 9１条 第 2 項 

 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区

分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなけれ

ばならない。 

  人口十万以上二十万未満の市 三十四人 

＊生駒市自治基本条例 第 11 条 第 7 項 

市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議

会の役割を十分考慮して定められなければならない。 



「市民の皆さんとの意見交換会」各グループ所属議員 

（メンバーは多少、変更する可能性があります。） 

A グループ 

矢奥憲一 山田正弘 西口広信 上原しのぶ 

有村京子 小笹浩樹 角田晃一 中浦新悟 

 

B グループ 

福中眞美 稲田欣彦 井上 清 井上充生 

下村晴意 浜田佳資 伊木まり子  

 

C グループ 

宮内正厳 中野陽泰 塩見牧子 白本和久 

谷村淳子 八田隆弘 吉波伸治  

 




