
企画総務委員会・会議録（平成 26年 12月 15日開催） 

～議員定数の削減に関する請願書について～ 

 

●吉村委員長：ただ今から企画総務委員会を開催致します。尚、市民、報道の傍聴を許

可致しておりますので、ご了承願います。本日の会議につきましては、次第に基づき、

順次、審査を行います。１．審査事項、（１）請願第 2 号「議員定数の削減に関する請

願書」を議題と致します。本請願の審査にあたっては、紹介議員の樋口稔議員にも出席

願っておりますのでご承知おき願います。尚、内容につきましては、過日の本会議にお

いて説明を受けた通りであります。よって説明を省略し、直ちに質疑に入りたいと思い

ます。本請願について委員による質疑に入ります。質疑等はございませんか。中浦委員。 

●中浦委員：え～と、まず 1点。あの、今回のこの請願の紹介議員となられた、ま、両

議員はこの請願に賛同されておられるんですよね？ 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、そうです。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：樋口議員も？ 

●吉村委員長：樋口議員。 

●樋口稔議員：はい、賛同しております。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：先般の、ま、9月に提出された議案に対して、ま、え～、山田ひろみ議員

は、ま、委員会の中で、ま、その委員会の中でもそうですけど、その後ビラをその後、

出されているんですよね、会派で。そこには、え～、「提案理由に何一つ納得ができな

かった」というふうな内容があるんですが、今回の請願において、何に、どの部分に賛

同をされているのか、ご説明いただけますか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、あの、ま、なぜ紹介議員となったのかということだと思うんで

すが、あの、請願者の議員定数に対する、ま、思いを受け止めるとともに、ま、請願者

の請願権を尊重し、、ま、今回紹介議員となったということです。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：いや、違います。あの、すみません。質問の趣旨が通じていないので。こ

の請願の紹介議員になられたのは、ま、請願者の趣旨を受けて、ま、意見を受けてなん

でしょうけども、結局賛同されてるわけなんですよね、この内容に。この内容に賛同さ

れているが、前回の議案のとき、9月の議案には提案理由に何一つ納得できるものがな

かったというようなことをおっしゃられていると。じゃ、今回の請願においてどの部分



に賛同されているのか、何を賛同されているのかを教えてください。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、あの、請願者の書かれたこの要旨ですね、要旨について賛同し

ていたということでございます。 

＜「えっ、要旨。理由じゃなくて？」＞ 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：要旨とはこの生駒市議会議員の定数を行政改革の一環として 2名削減いた

だきたい、え、に賛同された理由は関係ないんですか。えっ、意味分かれへん。 

●山田弘己委員：いや、あの、その理由書きもそうです。要旨の下に理由として書かれ

たものもそうです。 

●中浦委員：すべてに賛同されているということですか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、あの、基本的にそういうでございます。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：すみません、私の理解では、あの、え～、前回の 9月の議案、9月の同様

の議案ですね、と、ま、今回の請願のこの提案理由、と今回の提案理由ですね。違いと

言うと4名が2名に変わったということ以外、大きな違いが見当たらないんですけども、

具体的にどの部分なのか、と教えていただきたいんですけど、違いを。前回はこれだか

ら賛同できひんかった、今回はこれだから賛同してるんですっていうような違いを教え

てほしいんです。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：前回は、9 月は議案ということですが、今回はその議案ではなくて、

市民の請願という、この願意に対して、ま、賛同したということです。 

●吉村委員長：その請願の内容について中浦委員は多分、、。はい、山田委員。 

●山田弘己委員：ですからあの内容は、そこの理由に書いてあるところですね。内容と

いうのはそこです。 

●吉村委員長：具体的に示していただければより判りやすいかなと思うんですが。山田

委員。 

●山田弘己委員：具体的にと言いますと？はい、あの、具体的と言いますと？ 

●吉村委員長：樋口議員。 

●樋口稔議員：要旨に書いてますね。その 2番目の理由と書いてますね。平成 21年 11

月に提出された生駒市行政改革推進委員会の提言は 4名削減でしたが、議会は 2度にわ

たって否決されました。ならば、天理市、橿原市、大和郡山市のように 2名削減はでき

ないでしょうか。こういうことですね。これの、これのいわゆる請願者からの要旨でも

って賛同し、私は紹介議員となったわけです。えっなんか、なんかおかしいか？ 

＜「めっちゃ、おかしい。」＞ 



●中浦委員：えっ、質問の仕方が悪いのかな。これ以上、どう質問すればいいのかな？

えっと、えっと。 

●吉村委員長：中浦委員は前回の議案には、内容的にも賛同できなかった方々が、今回

の請願には賛同できた、そこの違いの内容的な違いをお聞きになっておられると思うの

ですが。その辺、紹介議員の方、お答えいただけますでしょうか。山田委員。 

●山田弘己委員：はい、ま、あの請願者と共にですね、9月議会で、ま、定数 4名の削

減の議案が否決されまして、ま、ま、これを踏まえて、ま、定数 2名削減という形を提

示したと、え～、してきた願意を含んで、ま、紹介議員となりまして、ま、4 名から 2

名という、そこがポイントとなります。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：例えばなんですけども、前回 9月の議案では 2名だったら賛同していたっ

てそういうことですか？意味が？ 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：ま、そこは議論の内容によりますが、あくまでも、あの、ここはあく

まで今回は請願者の願意を私どもは紹介議員として伝える、というのが趣意だと思って

おります。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：請願者の願意を委員として賛同議員、えっと失礼、紹介議員として議会の

場に提出されたということは分かります。ですから、最初に質問したとおり、ま、この

請願に賛同して提出されたんですよね。賛同して、賛否は、賛否は別として議員として

紹介議員になったんだというんじゃなくて、賛同して提出されてるわけなんですよね。

確認です。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、この今回の請願に賛同して紹介議員となったと、2名の紹介議

員となったということです。 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：なんか、繰り返しの質問、もう一度聞きます。これ最後にしますわ。理解

していただけたらすごく有り難いんですけども。前回の 9月の同様の議案と今回請願者

が提案されている理由と、の、提案理由と、に私は違いがあまり見えないんですね。で

当時 9 月でも、ま、山田弘己議員、樋口稔議員は納得、失礼、、え~、提案理由に何一

つ納得できなかったということで反対されている。でも今回の請願には賛同、納得され

て賛同されて提出されてるわけなんですよね。ではその違いは、9月とこの請願の違い

は何なのか。どこに賛同されたのか、あの、具体的に教えていただけたら。できればこ

の理由をただ読み上げるだけじゃなくて、理由を教えていただきたい。 

●吉村委員長：樋口議員。 

●樋口稔議員：あの、9月の時点はですね、4名を、え～、吉波議員、それから有村議



員さんとかですね、4 名を削減をですね、え～、ま、あ~いう具合で答申されとったん

ですけども。そこで、ま、否決されたと。だから今回は請願者は是非 2名を削減してほ

しい。で、その根拠はと言いましたら、いわゆる、ま、私も請願者の方からですね、え、

別の請願者の方からこの間本会議で読んだと思いますけども、いわゆる奈良県下で本市

を含んだ 12市でですね、定数削減に踏み切った市は 7市あるんですよ。で、議会改革

の先進地でもある生駒市議会でも実現可能な施策とこの請願者の方は考えておられま

す。これに賛同して私は 2名削減に賛同したわけです。 

＜「これ、水掛け論や！分かってへんわ。」＞ 

●吉村委員長：有村委員。 

●有村委員：私は市民からの願いをダイレクトに受け止めたこの請願書については賛成

いたします。意見です。 

●吉村委員長：あの、質疑、質疑等、他ございませんか。塩見委員。 

●塩見委員：ま、あの～9月の定例会におきまして、ま、吉波議員、西山議員、山田耕

三議員のほうから、ま、議員提出 4 名削減ということで議案提出されました。で、ま、

その時の理由としては 6つ、7つくらい挙げられていたかと思うんです。で、ま、その

内の一つが行革であった、で、ま、他市の平均などもその時に理由として述べられてい

たかと思います。で、今回のこの請願の理由を拝見いたしましたところ、やはり、その

行革というところがメインであるかと思うんですが、その何一つ賛成できなかったとお

っしゃっておられた、ま、今回の紹介議員がですね、その行革を以って、この請願に賛

成できるのかどうかというところを確認させていただきたいと思います。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、何一つ賛成できなかった、というのはちょっと、あの、新聞社

の書き用だったと思うんですが、今回は、ま、請願者より行政改革推進委員会の提言と、

奈良県下で定数削減に踏み切った他議会、他市議会の動向と合わせて総合的に判断され

たと聞いており、ま、これに賛同して、請願者、紹介者、紹介議員となったということ

です。あの、何一つというのはちょっと書きぶりなので、あの、行政改革推進委員会の

提言には、あの、納得していないとは一切言っていません。 

●吉村委員長：塩見委員。 

●塩見委員：えっと、じゃ、この行政改革の推進委員会の提言のどの部分に関してであ

れば行革の範疇の中で賛成できるということなんですか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：ま、あの、これも請願者との意見を受けた上で行政改推進では、推進

委員会の提言では議員定数は 4名程度削減ということですので、その 4名程度の削減と

いうのを受けて紹介議員と、その願意を受けて紹介議員となった、ということでござい

ます。あの、どの程度と、どこの部分というと、議員定数削減 4 名程度削減の中に 2

名程度も含んでいると、いう理解でございます。 



●吉村委員長：塩見委員。 

●塩見委員：では、ちょっと趣旨を変えまして、請願者は行政改革というのは具体的に

どのようなことを言うというふうにお考えなのでしょうか。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：私は、あの、請願者の方から聞いたところですね、、行政改革推進委員

会の提言の実行ということにつきましては、報酬削減と定数削減をしてほしい、という

ことを聞いております。だけど、4年前に報酬削減がなされたのは、残っているのは定

数削減だけでもないのでもない。で、今回定数を削減してほしい、いうことを聞いてお

ります。 

●吉村委員長：塩見委員。 

●塩見委員：あの、今お聞きしたのは、請願者は行革をどのように捉えておられるのか、

ということです。あっ、すみません。だから、えっと、報酬削減と定数削減が行革の中

身であるということですか。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：すみません、あの、行政改革推進委員会の提言ということで、塩見議員

が言われたその通りでございます。 

●吉村委員長：塩見委員。 

●塩見委員：えっと、じゃ紹介議員も同じ考えということで間違いないですか。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：はい、その通りです。 

●吉村委員長：塩見委員。 

●塩見委員：えっと、つまり、えっと、要するにコストを削減するというそれが行政、、

コストを削減するという、そこの部分だけですね。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：あの、コスト云々とは言ってませんけど、この当時、あの、行政改革推

進委員会からは確か、え～、出たのは、報酬削減と、それから定数削減がですね、答申

されたものと思います。それは先ほども言いましたように請願者よりそのように聞いて

おります。 

＜「ちょっと、全然」「何やねん、この答弁は」＞ 

●吉村委員長：他に。塩見委員。 

●塩見委員：さきほですね、ま、えっと、生駒市議会は議会改革が進んでいるから天理

や橿原と同じように削減ができるはずだということであったかと思うんですけれども、

議会改革と行政改革の相関関係について紹介議員はどのようにお考えなんでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、これ、あくまで請願書ということで、え~、請願者から特に行

政改革と議会改革の関連、というのは特に確認をしておりません。 



●吉村委員長：他にございませんか。中浦委員。 

●中浦委員：1点だけ。あの、よくわからない文章があるので、紹介議員さんはどうい

うふうに理解してんのかお伺いしたいんですけども、一人あたりの負担は増えますが、

これまで以上に議長の強いリーダーシップのもと、議会内の風通しをよくしてコミュニ

ケーションをはかっていただければうまくいく。これもうちょっと噛み砕いて、何らか

説明受けてないですかね。なんか紹介議員から説明いただけると有り難いんですけど。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、ここの部分も請願者のほうに確認すると、、請願者よりですね。

ま、議長のリーダーシップとは何かと言うと、え~、答えについては議会を統括する議

長の、ま、議会運営を推進する力と考えているんですと、ここを、え～、強く協調され

ておりました。 

＜「意味が分かれへん。」＞ 

●吉村委員長：中浦委員。 

●中浦委員：議会内の風通しをよくするとは？ 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：ま、これもあの、請願者よりですね、さらにコミュニケーションをと

った議会を、ま、え～、つくってほしい、というふうに聞いております。 

＜「もうええわ。」＞ 

●吉村委員長：他にございませんか。え～、塩見委員。 

●塩見委員：すみません、えっと。理由の 4行目ですね。以前に比べればはるかに多様

なチャンネルによって云々のところなんですが、以前というのは、いつと比べて以前と

いうふうに認識しておいでなんでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、請願者より以前という、その時系列的ないつ時点というふうに

は、あの、聞いておりません。そこは確認はしておりません。 

●吉村委員長：他にはございませんか。無いようでございますので、これにより委員に

よる質疑を終結いたします。次に委員外議員による質疑に入ります。質疑等はございま

せんか。上原議員。 

●上原議員：えっと、私は民主主義の立場からね、議員というのは様々な立場の人の代

表をね、議会に送り込んで市民の声を反映する、これが民主主義の基本だと考えていま

す。そういう立場からね、議員定数を削減するということがね、民主主義との関係でね、

どういう風にお考えになっているのかをお聞かせください。 

●吉村委員長：紹介議員の方？山田委員。 

●山田弘己委員：ここ請願者には、そこの観点からの意見は特になかったです。 

●吉村委員長：上原議員。 

●上原議員：今の答えは私の質問の答えになっていません。 



●吉村委員長：紹介議員の方？樋口稔議員。 

●樋口稔議員：えっと、あの今、言われたのはですね、あの、たぶん、え～、多様なチ

ャンネルのことを言われてるんじゃないかと思うんですけども、そうでもないですか？

例えば、あの、市議会の市民懇談会とかですね、それから議会報の生駒市議会の動きと

かですね、それから議員の個人別、会派別報告会とか、それから議員会派の会報とかで

すね、そういうあらゆるチャンネルでですね、市民の方々に色んな議会のことを知って

もらっておると思っておるんですけども、そうでもないですか。 

＜「反対やんか。市民からの、、」＞ 

●吉村委員長：上原議員。 

●上原議員：あの、市民懇談会であるとか、ここに書いてある多様なチャンネルとかい

うのは議会の問題であって、議会がいかにね、市民に対してガラス張りになるかという

ことを言っているのであって、私が言っているのは多様な市民の代表としてできるだけ

多くの代表を議会に送り込んで、そしてそれぞれ立場の人の意見を議会に反映させる

と、、そういうことを言っているのでありますから、今の答えはもう一度変えてくださ

い。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：多様な意見の反映ということですが、ま、あの、そもそも議員は、あ

の、生駒市民 12 万人全員のですね、或いは自分に投票してきたすべての人の意見を反

映することは非常に難しいことだと思っております。で、ま、あの、多様な意見の反映

というのは、え～、ま、これ地方自治法にもですね、市民の職責としては規定はされて

いませんが、ま、これをやはり担保するためにですね、あの、それは市民の参画とか、

共同の推進とか、え、進められるべきものである、というふうに、ま、あの、請願者の、

との話の中では聞いております。 

●吉村委員長：上原議員。 

（「ちょっと違うな。」） 

●上原議員：あの、議会というのは市政に関わる色々な重要な問題をね、きちっと一つ

一つ審議して決めていく機関だと思うんですね。で、そういうところに送り込まれる議

員さんというのはやはりあらゆる市民の代表者としてのね、役割を果たさなくてはなら

ないと、そういう風に考えています。で、そういう立場から、私はできるだけ多くの市

民の代表を議会に送り出して市政に反映するということになっているので、今の山田議

員のお答えも、樋口稔議員のお答えも、あの、議員の定数を削減するというね、、あの、

本質的なね、理由にはならないと私は思いますので申し上げておきます。 

●吉村委員長：他にございませんか。樋口清士議員。 

●樋口清士議員：ま、少しあの、委員から出ていた質問と重なるところがあるんですが、 

先ほど来、全然答えが返ってきていないので、ちょっともう一度お尋ねします。先ず、

あの、理由で大きく 3点ほど挙げられているんですね。で、一つ目なんですけど、えっ



と、市民の声は議員を通じて行政に反映されるだけでなく、以前に比べればはるかに多

様なチャンネルによって行政に反映されていますと。じゃ、この 9月の提案理由の中で

ありましたのが、市民へのその声が行政に反映されるシステムが整備されてきた。ま、

多分、同じこと、意味同じだと思うんですけども、これ意味違いますでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：多様なチャンネルとは、先ほど樋口稔議員からも、申し上げた、説明

したとおりに、ま、あの、基本的に市民懇談会とかいう例示を挙げられましたけども、

樋口稔議員が、それと同じです。 

＜「質問にちゃんと答えろや！質問に答えてへんやん！」、 

「それと違うんや。」＞ 

●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：あの、もう一回言いますね。今書かれているのは市民の声は議員を通

じて行政に反映されるだけでなく、だけでなくですよ。以前に比べれば遥かに多様なチ

ャンネルによって行政に反映されています。これはあの、行政が意見徴収していること

以外、あ、すみません、行政が意見聴取するためにとっておられることはこの中に含ん

でいない、ということですか。 

●吉村委員長：山田弘己委員。 

●山田弘己委員：あの、すみません。もう一度質問をお願いします。 

●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：ま、ここに書かれている、以前に比べれば遥かに多様なチャンネルに

よって行政に反映されていますと。この多様なチャンネルの中に、例えばその「聞き耳

ポスト」であるとか、タウンミーティングであるとか、ま、行政がやっておられる広聴

の方法ありますよね。そういったものは、ここには含んでいないということなんでしょ

うか。 

●吉村委員長：山田弘己委員。 

●山田弘己委員：それらはすべて含んでいると請願者より聞いております。 

●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：であれば 9月に述べられていた理由と、ま、殆ど同じようなことなん

だろうな、というふうに理解します。で次いきます。2つ目なんですが、行政はこれま

で多くの人員削減を行ってきました。今、市議会自身も行政改革の一環として形を示す

べき時ではないでしょうか。9月の中ではですね、財政状況の厳しさが、ま、これから

増していくと、市の行革が進められており、これを、えっと、声をいつにして、ま、議

会の削減は必要であると。これ２つのこと、同じことを言ってるんじゃないでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、請願者よりこの文を、ま、あの、そのまま捉えれば、そういう

ことだと思います。強調されているとこだと思います。 



●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：ではもういっぺん言います。人口 10 万人以上で議員定数 24 人未満

の市は全国で 30 市程度あります。他市でできていることが当市でできない筈がないと

考えます、とあるんですが。ま、あの、少し範囲は広がりますけれども、9月には全国、

この議員定数の削減というのは全国的な流れであると、ま、人口が類似する都市で 24

人未満の、え～、24 人未満の議会もありますということで、ま、同じくその世の流れ

に沿うべきである、という、こういう趣旨の言葉なのかなというふうに思うんですが、

これは間違いないですね。 

●山田弘己委員：あの、請願者より、あの、全国的な流れではなくて、ま、全国で 30

市程度という例示というふうに聞いています。 

●吉村委員長：山田委員。 

●樋口清士議員：ま、いずれにしてもそういう都市があるからそれにならいましょう、

ということでおっしゃているということは間違いないですね。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：請願者よりこういう自治体がある、ということであると聞いておりま

す。 

●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：ま、結局あの 9月の提案理由と今回のこの請願の趣旨、要旨に対する

理由というのはほぼ同じものであるというふうに理解できます。で、同じものであるこ

の同じ理由で 9 月には反対をされていた議員さんが今回はこの同じものを以って賛同

する立場で紹介されている、というのはなかなかこう理解し難いところがあるというふ

うに感じます。それともう 1点。あの先ほどちょっと質問出てましたけれども、あの議

長の強いリーダーシップのもと、議会内の風通しをよくしてコミュニケーションを図れ

ばうまくいくと書いてあるんですが、この何がうまくいく、というのが、ちょっと僕、

あの、私理解できないんですが。そこだけ確認させてください。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの請願者より、このうまくいくというのは、ま、議長を中心として、

ま、議会活動、議会運営、すべてのことだと聞いております。 

●吉村委員長：樋口清士議員。 

●樋口清士議員：で、そのうまくいく、議会運営がうまくいく、ということと議員の数

を減らす、ということとの関係性というのはどこにあるんでしょうか。 

●吉村委員長：山田弘己委員。 

●山田弘己委員：はい、あの、これも請願者より議員定数 2 名を図っても、あの、ま、

議会の運営は議長の強いリーダーシップのもと更に、ま、あの、運営に、え、運営にう

まくできるんじゃないか、ということ、と聞いております。 

●吉村委員長：樋口清士議員。 



●樋口清士議員：あの、人数が増えるほどに議長のリーダーシップを発揮しないとうま

くいかないという理屈はよく分かるんですが、であればよく分かるんですが、減らせば

減らすだけ、ま、議会運営は多分議長としてはやりやすくなるのではないのかなという

ふうに思うんですね。で、要はこれまで 9月の議会の中でもあの、色々、各議員さんも

述べられていたと思うんですけれども、やっぱり多様な意見を聞くためにできるだけ多

くの議員が必要なんだ、と。で、今まさにその議会改革を進めている中で、その市民の

方々から声を聴くチャンネルを議会として増やしていこうと、いうことの取組を進めて

いる中で、それがまだきちっと出来上がってるという評価をまだ皆さんされていない、

と私は感じているんですけれども、そういった中でさらに減らしてしまうと、いうこと

には非常に問題があるのではないか。これは、ま、9月に述べさせていただいたことと

同じなんですけども。なかなかこの理由を以って、しかも、その行政改革の一環として、

というところが非常に気になるわけですけれども。議会は議会の立場で議会の改革とい

うことを進めてきておりますので、そのあたり、私自身はなかなか理解し難いところが

あるかなと。ま、最後に聞きますけども、今、私が申し上げたようなところを紹介議員

はどのように理解されて、この行革の一環として 2名削減というところに賛同されたの

か、と、これだけ、もしお答えいただけるんであれば、お答えいただきたいな、という

ふうに思います。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、ま、請願者よりですね、ま、これも繰り返しですけれども、こ

の、え～、議員定数削減を求める会の方々の、ま、え~、行政改革の２つのうち、報酬

削減は、ま、果たされた、ともう一つ果たされていないところに対する熱い思いを受け

止める、というところ。それから請願者の請願権を尊重し、ま、ここで、ま、賛同した、

ということでの行動が紹介議員となったということでございます。 

●吉村委員長：他にございませんか。浜田議員。 

●浜田議員：えっと、先ほどの樋口清士議員からも、そして中浦委員、塩見委員からも

あって全然答えができていないのが、9月議会では同じような理由で出された議員定数

削減の議員提出の議案に関しては反対をしておきながら、今回ほぼ同じ理由なのに賛成

する、これはなぜなんですか、という質問に対して一貫して答えておられないんです。

意図的の答えておられないのか、答える能力がないのか、それは判りませんが、答えて

いただけますか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：浜田議員の、あの、今の発言ですが、能力というのはどういうことを

言っているんでしょうか。そこは、ちょっと言葉、、はい。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：質問に答えていただけますでしょうか。そうすれば、すべて分かると思い

ます。 



●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：ま、あの、9月の時には市民派クラブとしては吉波議員、西山議員が

出された 4名減の定数、4名減の、え～、定数の議案については反対しましたが、これ

は、え~、ま、あの、提案趣旨の概要についての、え~、質疑の中で、え～、ま、明確

な回答がされなかった、ということがありまして、それでということです。あの、例え

ば定数削減は全国的な流れであるとか、ですね。類似団体の取り扱い、というような類

似団体についてのですね、齟齬があったとか、そういう説明について納得できなかった

から、ということで、え～、賛意を示さなかった、ということでございます。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員： 先ほど賛意を示されなかった理由が、またここにも同じような削減の理由と

して載っているんですが、だから、あの 3 人から質問が出てるんですよね。同じような理

由でありながら 9月では反対をし、そして 12月では賛同すると。その違いは一体どこから

くるのか、と。ここで表面的に見える点は 1点だけですね。4名か 2名か、という点だけな

んですが、それだけということでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、数的には 4名と 2名というのは、これは歴然としている違いで

ございます。 

＜「ということは 2名に賛成、4名に反対ということか。」＞ 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：その 4 名と 2 名の違いと、この理由に述べられていることが 9 月議会と

12 月議会でほぼ同じことであるということの関連、それをどのように考えておられる

でしょうか。 

●吉村委員長：樋口稔委員。 

●樋口稔議員：えっと、あの、9 月の時はですね。これは、あの、議員提案ということで

出されたわけです。その時は、え~、ま、議員のみんなで賛成、反対の意思表示をしたわけ

です。今回はそれを受けて、え~、この請願者の方が是非、え~、2 名ならもう一度考え直

してもらえるんじゃなかろうか、いうことで請願者が出されてきたので、それを思って紹

介議員となって今回提案しているわけです。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員： あの、議案で請願であれ、賛同するか、賛同しないか、賛成するか、反対し

ないか、というのは各議員それぞれが判断をして行うことで、それに関しては何ら違いは

ないはずです。そうでなければ、市民が出された請願はどんな内容であれ賛同して出すと、 

それは当然だということのように、今の答弁では聞こえるんですが、そういうことでしょ

うか。 

●吉村委員長：樋口稔議員 

●樋口稔議員：なんでもかんでも議員がいわゆる請願者の方に言われて出す、というわ



けではありません。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員： そうですよね。ですからこの請願に賛同して出されたということですから、

その賛同した理由を同じような理由では 9 月では反対したのに、12 月には賛同されるその

理由について説明してください、と先ほどから再三、何にも質問しているんですが、それ

にはお答えいただけないのでしょうか。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：そんなことはありません。私は請願者の思いを伝えている、おります。 

●吉村委員長：いやいや、浜田議員。 

●浜田議員： いや、請願者の思いを伝えております、と言っても賛同されたわけですから、

その賛成の理由はどうですかということを聞いているんです。請願者の思いをちゃんと伝

えていますか、という質問をしているんじゃないんです。9月では同じような内容で反対を

しておきながら、12 月では同じような内容で賛同する。これ一見矛盾するような行為なん

ですが、いや、矛盾しません、と言うんであれば、それを説明してくれれば、それでいい

んです。 

●吉村委員長：山田弘己委員。 

●山田弘己委員： あの、先ほども申しましたが、あの、9 月議会では、え~、削減理由と

してですね、ま、定数削減は全国的な時代の流れとか、え~、或いは、類似団体の説明の時

に、ま、あ～、その古い類似団体を挙げられて説明されたと、そいうこと自体に納得いか

ないから、ということで反対ということを、え~、え~、示しました。要は、あの、説明理

由が不適切であったということです。 

＜「それだけ？＞」＞ 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員： それでですね。じゃ、この理由の下から 5行目に人口 10万人以上で議員定

数 24人未満の市は云々というのがありますが、これも 9月議会で同じようなことだったん

ですよね。で、この理屈で減らすというのであれば、逆に議員定数 24人以上の市もあるん

ですよね。で、これはかつて 4 年前に議員定数をどうするかという議論になった時にすべ

て 10 人程度の市議会をすべて調べて平均するとほぼ 25 人プラス１だったと思うんですよ

ね。つまり、24 人未満という自分たちに削減ということに都合のいい数字だけを出して、

それを理由にやっているという点に関しては 9月と全く同じなんですが、違いますか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：9月と全く同じとは考えておりません。あの、9月は類似団体という

説明がありましたが、この請願者のほうでは人口 12 万人以上で議員定数 24 人未満の

え～、市を、ま、あの、例示したと、いうふうに聞いております。 

●吉村委員長：浜田議員 

●浜田議員：ま、微妙な違いで自分たちに都合のいい数字だけを挙げていることは何ら



変わらない。で、確かそういう 24人未満の点を 9月では挙げられていたと思いますの

でね。そういう点でいったら違いがないんです。で、結局違いも 4名か 2名かいうこと

なんですが、4名か 2名か以前の問題に、先ず削減する必要性、これを先ずきちっと論

証しなければいけないんです。その上で、それがいいとなった上で何名なのか、という

のが次の問題として出てくるはずなんですよね。で、9月でもその減らす必要性に関し

ては何もなく、減らしても何とかなる、という根拠しか示されていないんです。で、こ

れを見る限り、多分先ほどの議会運営がうまくいくのではないかということに関しても

減らす必要性に関しては何も言及できず、減らしてもうまくいくと、こういった答弁で

しかないんですよね。この議員定数を減らさなければいけない理由は何なんでしょうか。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：請願者よりですね、あの、ま、減らす 2名減の理由としましては、あ～、

特別委員会ですね、常任委員会をですね、兼務する議員も現在おるわけですから、これ

は実現可能だということを申し上げているわけです。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：特別委員会と常任委員会を兼務する議員がいるとはどういうことでしょう

か。 

●吉村委員長：樋口稔議員。 

●樋口稔議員：あっ、ごめんなさい。常任委員会で。はい、すみません。あの、兼務とい

うことはあれですけでも。両方に、ま、在籍して。え～。 

●吉村委員長：削減しなければいけない理由ではないですよね、今言われているのは、多

分ね。今、浜田議員は削減しなければいけない理由をお聞きになっておられるんで、それ

は多分、今、言われているのは削減したら、削減したらこういう方法やったらいけるよ、

ということを述べようとされているんであって、削減しなければいけない理由を今、浜田

議員は聞かれているんです。はい、山田委員。 

●山田弘己委員：えっ、ま、請願者より聞いておりますのでは、この 2 名削減の、ま、あ

の、理由と言いますか、背景と言いますか、ま、あの、何度も言っていますが、行政改革

推進委員会の提言、それから奈良県下で定数削減に踏み切った他議会もあると、他の市議

会もあると、それを合わせて総合的に判断されての請願書であると聞いております。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：他が減らすから、うちも減らさなきゃいけない、これはなぜ減らす理由に

なるんですか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：ま、なんで減らす理由と言うとですね、請願者より、やはり行政改革

推進委員会の提言ということを、あの、全面に出されておりました。 

●吉村委員長：あの、またちょっと違うのですが。浜田議員。 

●浜田議員：それではちょっと変えてお伺いしますが、議会というのは行政の一環でしょ



うか。それとも三権分立でいうところの立法にあたるのでしょうか。どちらでしょう。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：議会というのは、請願者もかねてより申しておりましたが 2元代表制

の一つと、議会は 2元代表制の一つというふうに認識でございます。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：それは議会は三権分立（さんけんぶんりつ）で言えば、ま、正確にいえば

三権分立（さんけんぶんりゅう）と言いますが、立法にあたるという理解でよろしいで

すね。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：あの、三権というのはですね、国の制度ですから、あくまでも地方自

治体の中で 2元代表制の一つという認識であると請願者より確認しております。 

●吉村委員長：浜田議員。 

●浜田議員：地方には司法がないからそうなっているだけなんです。でなぜ、で、地方

であっても議会は立法の範疇に入るんです。例えば条例において一定の権に対する制限

とか、市民に対する負担を課すことができるというのも、国会ができるというのと同じ

で、それは立法だから可能なんです。条例でね。従って、そもそも議会は立法であって

行政ではないので、行政改革の対象にならないし、行政が何らかやったからと言って議

会も同じことをしなければいけない理由には全くならない。性格はまったく違うものな

んです。そういうことは全く理解されていないということでしょうか。 

●吉村委員長：えっと、申し訳ないです。あの、紹介議員には請願の趣旨を質疑できるの

み、となっておりますので。あの、紹介議員個人の意見、意向を質疑する場ではございま

せんので、ご了承願います。他ございませんでしょうか。浜田議員。 

●浜田議員：じゃ、それで趣旨ですね、行政改革の一環ということを議会は立法である

ことを、それに関しては、それはどのようにお伺いしているでしょうか。 

●吉村委員長：山田委員。 

●山田弘己委員：はい、あの、先ほども申し上げたとおり、請願者よりですね、ま、議

会は 2 元代表制の一角であるということしか伺っておりません。それ以上の、ま、論議的

なことはしておりません。 

●吉村委員長：他にございませんか。無いようでございます。これにて委員外議員による

質疑を終結し、本請願を採決いたします。お諮り致します。請願第 2 号は採択することに

賛成の議員の起立を求めます。起立少数であります。よって委員会としましては、請願第 2

号は採択しないことに決定しました。 

 

※生駒市議会HPより、過去のインターネット中継により審査内容をご覧になれます。 

「生駒市議会」➡「生駒市議会ライブ中継」➡「過去の生駒市議会本会議、常任・特別

委員会の様子を録画映像でご覧になれます。」➡「○企画総務委員会（12月 15日）」 


