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10(H22).7.25 市民集会（吉波伸治） 

議 会 報 告＜１０(H22)年 夏＞ 

（６月定例議会とその前後５～７月の動き） 

 

「着実に前進する改革」 

 

 

 

 

【１】市長提案議案（全１６） 

（１）条例の改制定（５件） 

＜１＞全会一致で可決 
  ①「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴う関連２条例の改正。 
  ②「雇用保険法」の改正に伴う関連２条例の改正。 
  ③「自転車等放置防止条例」の改正･･･放置自転車の処分内容の明確化＜売却（リサイクル）し、それが出来ない場合は廃棄＞ 
    と移送・保管料のアップ。 
＜２＞採決により可決  ○行政委員の報酬を月額制から日額制に改定 ＜詳述＞参照 

＜３＞採決により否決･･･なし。 
＜４＞撤回       ○「まちをきれいにする条例」の制定 ＜詳述＞参照 

 
（２）補正予算（２件） 

＜１＞全会一致で可決  ○平成２２年度国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 
＜２＞採決により可決  ○住民票等コンビ二交付システム設置のための今年度一般会計補正予算（第１回） ＜詳述＞参照 

 
（３）その他（９件）･･･全て、前回一致で承認・可決・同意された。 
  ①議会への報告が義務付けられた事項の報告（４件） 
    ○「平成２１年度一般会計繰越明許費※繰越計算書」など一般・特別会計関係の４報告。 
 
 
 
  ②先決処分※（１件） 
    ○平成２２年度国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 
 
 
 
 
  ③契約、財産の取得・処分（１件） 
    ○鹿ノ台中学校耐震補強工事の請負契約＜契約方法：事後審査型条件付一般競争入札 契約金額：１億７千４百１３万２ 
     千円契約の相手方：（株）米杉建設＞ 
  ④一部事務組合（※1）に関する件（１件） 
    ○「奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合」（※2）からの脱退（脱退理由：貸付金の回収が終了）。 
 
 
 
  ⑤４市道の認定（１件）  ⑥人事案件（１件）･･･藤本氏を監査委員に選任すること。 
 
【２】議員提出議案（全２） 
（１）学研高山地区第２工区事業の早期着工を求める意見書･･･撤回 

  ①凛翔の６議員が提出。 
  ②この議案は、北部地域開発特別委員会に付託されましたが、同委員会開催予定日の前日（6月21日）に撤回されました。そ 
   の理由は、「現在、意見書と同趣旨の署名収集が行なわれており、その結果を踏まえて改めて対応したいから。」というもの 
   でした。なお、同趣旨の要望書（提出者：商工会議所、高山６地区の各自治会、北親会など１１団体の長）が5月24日付 
   で議会に提出されています。 
 
 
 

文中、議員名には敬称を 

略させていただきます。 

Ａ．６月定例議会のまとめ 

※繰越明許費：事業の性質上、又は何らかの事情でその年度内に支出を終わらない見込みがある経費（例えば、地元との調整

が長引いて工事が遅延したなど）について、翌年度に繰り越して使用することができるように議会の議決を経て定める予算。 

※先決処分：市長において議会の議決すべき事案について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認めるときなどは、市長はその議決すべき事案を処分することができるとし、この処置については市長は次の会議

において議会に報告し、その承認を求めなければならない（ただし不承認でも処分は無効にならない）とするものです。 

（※1）複数の自治体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する特別地方公共団体。 （※2）組合市町村

が設けた条例に基づき貸付けを行った住宅新築資金・宅地取得資金・住宅改修資金の償還を進めるための事務を共同処理する。 
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（２）国道１６３号線の清滝生駒道路（生駒区間）事業を国の責任で早期に実施することを求める意見書･･･修正可決 

  ①凛翔の６議員が提出。市政改革クラブが修正案（※）を提出。 
     （※）危険箇所の改善（歩行者・自転車の安全確保のための歩道設置等）・地域住民の意思と生活環境に十分配慮を追記。 
  ②修正案を全会一致で可決。 
 
【３】その他 

（１）議会への提出が義務付けられた書類の提出（３件）＜注＞ 
 
 
 
  ①平成２１年度土地開発公社の事業報告書・決算報告書 
    ○この公社は今年度においては公共事業用地の取得を１４００㎡（取得費は約１億２千万円）を予定しているだけで、ほ 
     とんどその機能を終えています。 
  ②平成２１年度生駒メディカルセンターの事業報告書・決算報告書 
  ③平成２１年度ふれあい振興財団（昨年度をもって解散）の事業報告書・決算報告書 
 
（２）奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 
  ①この広域連合には20名の議員（6名の奈良県各自治体市議会選出議員と4名の同町村議会選出議員と6名の同市長選出議 
   員と4名の同町村長選出議員）からなる議会がありますが、市議会選出議員に1名の欠員が生じたため今回の選挙となりま 
   した。 
  ②候補者は竹森氏（個人推薦／共産）と朝井氏（市議会議長会推薦／無所属）の2名でしたが、生駒市議会での選挙の結果 
   は、前者が8票、後者が15票でした。 
 
 
 
 
【１】議会改革に関する検討会（３部会を持つ）･･･07(H19).7 設置 

（１）議会活性化部会 第２５～２８回部会を開催 

  ○「議員定数・報酬の削減」について審議し、親会（議会改革に関する検討会）に提言した。 ＜詳述＞参照 

 
（２）行政監視部会 第２０～２２回部会を開催（２３回は７月２９日に予定）。 
  ①「先決処分」のルール案（議運を開催して当該先決処分を審査、承認・不承認を決定する）を、親会に提言した。 
  ②「テーマ別調査」については、常任委員会で現在試行されているそれを本格実施していくことが望ましいというのを結論と 
    する。 
  ③「長期財政に係る特別委員会」の設置について検討・論議している。 
 
（３）市民参加・広報部会 ３カ月ぶりに７月１５日に第１３回部会が開催。 
  ○議会の意思決定について市民に説明する「議会報告会」の設置について討議。議会の意思決定に市民の意見を取り入れるた 
   めの「（議会主催の）市民会議」・「（議会主催の）市民参加型の政策委員会」の設置についての討議開始。 
 
【２】特別委員会（６つある） 
（１）総合計画特別委員会 ３月１９日の第９回で「第５次総合計画基本構想」を定めた（３月議会で可決）。それ以来開催なし。 
 
（２）駅前再開発特別委員会 ２月２５日の第７回で「生駒駅前北口第二地区市街地再開発事業の進ちょく」について説明を受け、 
     質疑等を行なった。それ以来開催なし。 
 
（３）北部地域開発特別委員会 ２月２６日の第１０回で「学研高山第２工区のまちづくり」の検討経過の報告をうけ、質疑等を 
     行なった。それ以来開催なし。 
 
（４）新病院設置等に関する特別委員会 昨年６月９日の第１９回で「５月２８日の委員会での５人の参考人（３医師会会長と阪 
     奈中央病院の副理事長・事務長）招致での意見や提出された資料等」について理事者に質疑等を行なった（６月議会で 
    「病院事業設置条例案」が可決）。それ以来開催なし。 
 
（５）足湯施設新設工事の業務請負契約を調査する特別委員会 

  ①足湯事件※に1名の現職の市会議員も関与していたのではという疑いも浮上したため、08(H20)年５月の臨時議会でこの事案 

   を調査するために設置された百条委員会※。 

 

Ｂ．６月定例議会前後の動きのまとめ 

＜注＞外郭団体の中で地方公社（生駒市には土地開発公社だけある）や自治体の出資比率が２分の１以上の法人については自治体の長は

毎事業年度、その経営状況を説明する書類（事業報告書・決算報告書）を作成し、議会に提出しなければならないとなっています。 
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  ②一昨年１２月に第１回が開催され、証人喚問が開始されたが中断、それ以来開催はされてきませんでしたが、ようやく明日 
   （７月２６日）に準備会が開催される予定です。 
 
（６）新病院設置に係る随意契約を調査する特別委員会 

  ①議会多数派が強引に08(H20)年の９月議会で設置した百条委員会※ 

 

 

 

 

 

 

  ②５月２５日の第３回で決定した「（すでに終了した）証人喚問の証言録の分析」を行なうため２回の準備会を開催したが、分 
   析作業ははかどらず、作業能率化をはかるため今後は「作業・打ち合わせ会」を開催する（７月２１日現在、開催日未定） 
   ことになっています。 
 
【３】議会が委員を出している委員会 

（１）病院事業推進委員会 ＜詳述＞参照  （２）市民自治推進会議 ＜詳述＞参照 

 
 
 

 

 

【１】行政委員の報酬を月額制から日額制に改定（「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の改正） 
（１）行政委員とは、行政委員会（教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会)の委員と監 
   査委員のこと。 
（２）地方自治法では、行政委員の報酬は勤務日数に応じて支給する日額制を原則とし、例外的に条例で特別の定めをした場合に 
   限り※月額制（勤務日数に関係なく毎月定額の報酬を支給）にできるとしています。 
 
 
 
（３）生駒市の行政委員の毎月の活動日数は、平成１８年度から２０年度の３カ年平均で、教育委員会で２.９日（委員の月額報酬 
   は９万９千円）、選挙管理委員会で１.９日（同４万５千５百円）、公平委員会で０.８日（同３万７千円）、農業委員会で３. 
   ０日（同５万６千円）、監査委員で月１.９日（識見委員の月額報酬は１４万５千円）。この５委員会の1回の活動に要する平 
   均時間は１０９分であり、これらの活動状況を見ると日額制は妥当性を欠きます。 
（４）そこで今回の改定で、委員ごとの報酬が月額３７０００円～１４５０００円であったのが日額１６０００円～３２０００円 

   に改められました。節税効果は１２９０万円（平成２０年度決算ベース）。 
（５）昨年１月に大津地裁で滋賀県の行政委員の月額報酬を違法とする判決が出て以来、全国的に行政委員の報酬月額制を見直す 
   機運が高まる中、生駒市は全国に先駆けて、すべての行政委員の報酬を月額制から日額制に改定しました。これは、２市（茨 
   木・浜松）・５県（神奈川・静岡・熊本・鳥取・青森）に次ぐ画期的な改革です。 
（６）行政委員の報酬月額制が違法か否かはまだ係争中ですが（今年４月、神戸地裁は兵庫県の行政委員の報酬月額制は違法とは 
   いえないという判決を出しています）、違法でないとしても、明らかに妥当性を欠く状態が長年にわたって続いてきたこと 
   に驚きます。かかることは、まだ他にもあるでしょう。「妥当性を欠く状態」を改革する取り組みを更に進めていかねばなり 
   ません。 
（７）また、今回の改定を行なう議案は、賛成１３・反対９（凛翔６・公明３）で可決されましたが、２～３人の議員が賛成から 
   反対に回れば否決されるところでした。議会において改革に抵抗する勢力はまだまだ力を保持していることも明らかになり 
   ました。 
（８）なお、この議案の付託を受けた企画総務委員会に市民派クは以下内容の修正案を提出しましたが、凛翔・市政改革クが賛同 
   せず（公明は委員長）否決されました。「議会選任監査委員の報酬は、原案では日額２４０００円とあるが、日額１６０００ 
   円とする。」 

Ｃ．詳
しょう

 述
じゅつ

 

※足湯事件：酒井元市議会議長が中本前市長に働きかけて足湯建設工事の大規模化をはかった上で、本来一般競争入札で行うべ 

      き同工事の契約を違法な随意契約にさせ、入札を実施した場合よりも約２０００万円高い工費を支出させ市に損害 

      を与え、便宜を図った見返りに現金４００万円を受け取った＜06(H18).2.1＞容疑があるとされる汚職事件。 

※百条委員会：地方議会が自治体事務の調査権を行使するため設ける委員会で、地方自治法１００条に規定があることからこの 

      名前がついています。議会はこの委員会において証人の出頭を命じることができ、これに正当な理由なく拒否した 

      場合は刑事罰が科せられます。また、虚偽の証言をした場合も同様に刑事罰が科せられます。ただし、基本的には 

      議会が告発をしたときに限定されます。いわば地方議会に、国会同様の行政調査権を持たせたものです。 

※市は08(H20)年３月末に開催される見込みであった県医療審議会に新病院の開設許可を間に合わせる必要があり、一般競争入札

している間がないと判断し、新病院の設計図面作成を２月４日に口頭発注し、同２５日以降に正式に随意契約を結んだが、その結

果、表面上あまりに短期間で設計できたことになり不自然に見えるため、やむを得ず契約書類の日付をさかのぼらせた。この件に

関し、市は事務手続きの不備を認めて陳謝し、調査・審議の必要があれば既存の「新病院設置等に関する特別委員会」の中で行な

えば十分であるにもかかわらず議会多数派が強引に設置した。 

※その例外の基準を、滋賀県の行政委員の月額報酬を違法とした大阪高裁判決（今年４月）は①勤務量が常勤職員並み②役所外での

仕事・待機等の拘束時間がある③勤務量の認識が困難、などとしています。 
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【２】「まちをきれいにする条例」の制定 
（１）条例の内容 

＜１＞禁止規定 

  ①たばこの吸い殻・空き缶等のポイ捨ての禁止。  ②犬等のふん放置の禁止。  ③落書きの禁止。 
  ④公共の場所において、吸い殻入れが設置されていない場合又は吸い殻入れを携帯していない場合の喫煙の禁止。 
＜２＞義務規定 

  ①自動販売機に隣接する場所に空き缶等を回収する容器を設置しなければならない。 
  ②公共の場所においてチラシ・リーフレット等を配布した者は、散乱した当該チラシ等を収集・処理しなければならない。 
  ③空き地等に雑草又はこれに類するかん木類が繁茂しないよう、除草等を行なわなければならない。 
    注：川岸の除草については、県が地域団体の草刈活動を奨励しています。 
＜３＞努力規定 

  ○公共の場所において、歩行し又は自転車・原付・バイクにより移動しながら喫煙をしないよう努めなければならない。 
 
 
＜４＞環境美化の推進を図るため、環境美化巡視員（※）を置く。  （※）ボランティアです。 
＜５＞市職員はこの条例の施行に必要な場所に立ち入り、調査・指導することができる。 
＜６＞禁止規定・義務規定の違反にたいする処置 

  ①指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告※する。  ※勧告：行政指導の１つで,公権力の行使ではありません。 
  ②勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うべきことを命令※する。  ※命令：公権力の行使です。 
  ③命令に従わないときは、意見を述べる機会を与えた上で、氏名・住所・命令内容・違反の事実等を公表することがある。 
＜７＞罰則 

  禁止規定のうち２つ（ポイ捨て・ふん放置）については、違反した者で命令に従わなかった者に５万円以下の過料※を科す。 

 
 
 
 
＜７＞委任 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
＜８＞附則 この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。ただし、命令・氏名等公表・罰則の規定は、平成２３年１月１日 
      から施行する。 
 
（２）この議案を付託された環境文教委員会での審査 

＜１＞市民派ク・市政改革クがそれぞれ修正案を提出しました。 
   ○いずれも、「喫煙の定義付け（火のついたタバコを持つことも喫煙であるとする）」「命令を効果的にする手順設定」「周知 
    徹底をめざす施行日の設定」など条例の内容強化をはかるものでした。 
＜２＞「過料５万円以下というのは大雑把過ぎる」といった条例の不十分さを指摘する意見が出ました。 
＜３＞委員会は「継続審議」を決定。 
 
（３）本会議前、市長はこの議案を撤回･･･撤回の理由・説明は以下の通り。 
  ２つの修正案が出されたことと環境文教委員会での審議内容を見るとこの条例案は不十分な点があるので撤回。今後、修正案 
  の趣旨を取り入れた条例案を仮称「生駒市まちをきれいにする条例」検討委員会ではかっていただき、不十分さを解消した 
  条例案を９月定例議会に提出する。 
 
【３】住民票等コンビ二交付システム設置＜平成２２年度一般会計補正予算（第１回）＞ 
（１）システムの内容 

  ①住民票・印鑑証明（いずれは戸籍証明も）が市内外のコンビ二（当面はセブンイレブンのみだが他のコンビ二にも拡大して 
   いく）に設置の端末機から住基カード（現在、生駒市では普及率は２.５％に過ぎないが･･･）と暗証番号を使って交付を受 
   けることができる（手数料は本庁窓口と同額の200円、うち120円はコンビ二が取得／手数料は将来は本庁窓口より減額の 
   可能性もあり）というもの。 
  ②システムは９ヶ月かけてつくり、来年４月より利用に供する予定。 
 
（２）このシステムのメリット・懸念事項 

  ①メリット  ○利便性（コンビ二が営業している時間・場所ならいつでも・どこでも住民票等の交付が受けられる）。 
         ○役所窓口業務を減らせる。 
  ②懸念事項  ○システムの安全性（ウイルス感染等による個人情報漏洩のリスクはないか）。 
         ○住基ネットに問題点はないか（東京都の国立市・福島県の矢祭町やまつりまちは住基ネットに接続していない）。 
  ＊メリットがある一方でシステムの安全性は大丈夫かという審査が、市民福祉委員会（6.25）で行なわれました。 
 

注：これを禁止規定にするには、この条例を「歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」とする必要があります。 
 

※過料：刑罰ではなく行政罰。科料（1000円以上1万円未満の刑罰）・罰金（下限が１万円の刑罰）と区別されます。 

＜注意＞落書きについては県の「落書きのない美しい奈良をつくる条例」＜01(H13).7＞に罰則規定があるので市の条例では 

    罰則を規定しません。 
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（３）採決の結果、賛成１８・反対４（共産３・市政改革ク１）で可決されたが、来年４月からのシステム稼動後も２つの懸 
   念事項（システムの安全性・住基ネットの問題点）をチェックしていく必要があります。 
 
【４】議会活性化部会･･･７人。角田部会長・吉波（市民派ク）、中野･山田（凛翔）,矢奥（公明）、小笹(市政改革ク）,浜田（共産） 
（１）議員定数について･･･親会（議会改革に関する検討会）に対して次の提言を行なった。 
  ①議員定数について当部会としては現状維持を提言。 
  ②付帯意見 ＜付帯意見は、角田部会長と吉波の意見です。＞ 
    ○「議員定数・議員報酬」については議会として市民に対する説明会を行なうべきとの意見があった。 
    ○市民からの強い要望のあること及び「行政改革推進委員会」からの提言を踏まえつつ、常任委員会構成委員数も考慮し 
     て２～４名の削減を考えるべきとの意見もあった。 
 
（２）議員報酬について･･･親会（議会改革に関する検討会）に対して次の報告・提言を行なった。 
＜１＞報告･･･議員報酬については合意に至らなかった為、審議の結果を以下のように報告する。 
  ①現行のまま据え置きを主張する･･･２名（中野・山田） 
  ②引き下げにやぶさかではないが、子育て世代等への配慮も必要ゆえ据え置きが妥当･･･１名（矢奥） 
  ③「行政改革推進委員会」の提言等を踏まえ１５％以上の削減を主張する･･･２名（角田・吉波）。 
  ④議員の処遇に係る問題ゆえ引き下げも含めて、全議員で審議するべきとの提言を親会にあげる･･･２名（小笹・浜田） 
＜２＞提言 
  ①議員報酬については、議員報酬を労働の対価として見た場合に議員の労働とは何かについて、続いて生駒市議会議員は兼業 
   が可能かについて審議を行いました。また、民間給与との比較等も行い、更には行財政改革の視点から見た場合はどうある 
   べきか等について多くの議論を交わしました。しかしながら、どの論点からも議員報酬はかくあるべきとの結論は得られな 
   かった。一方、生駒市の議員報酬は議員定数と月額報酬を乗じた額が類似団体中全国第５位と上位にあることや、市民から 
   の削減に対する強い要望のあること、本年４月から市長等特別職の報酬が改定されたこと、また、生駒市行政改革推進委員 
   会が平成２１年１１月にした「議員及び特別職等の適正化に向けた提言」では報酬に関しては少なくとも１５％の削減（定 
   数は４名削減）と述べられていることなど、約２年間でこの問題を取り巻く情勢は著しく変化してきている。このような状 
   況を踏まえ、議員報酬の見直しについては全議員で審議を行なうべきと提言する。 
  ②付帯意見： 
    ○議員報酬に関しても議会として市民に対する説明会を開催すべきである。＜これは角田部会長と吉波の意見＞ 
    ○議員報酬の定義について、国に対し明確にするよう求めるべきとの意見があった。 
    ○議会が幅広い市民層を代表する機関であることは民主主義の根幹であり、全議員の協議に際してしては、そのことを考 
     慮いつつ議論すべきとの意見があった。 
 
（３）これから  提言は親会（議会改革に関する検討会）で審議され、議事運営委員会（議運）に上げるか部会に差し戻すかが 
         決められ、前者の場合は議運で扱いが審査されます。 
 
【５】病院事業推進委員会 

（１）第５回（５月３１日）１１月１７日以来半年ぶりに開催された。学識経験者の関本氏を委員長に、市医師会を代表する委員 
   である山上氏を副委員長に選んだのち、『病院事業計画案』について、これまでの第４回までで審議未了とされていた案件で 
   ある新病院建設の必要性（小児科二次医療・二次救急医療）を審議した。これで『病院事業計画案』の審議終了、次回で答 
   申をとりまとめることが可能となった。 
（２）第６回（６月１７日） ①医師会代表委員が議論を蒸し返したが、３医師会代表委員３人が欠席した第４回で審議された項 
   目について県医師会代表委員が述べた修正意見を少数意見として追記した最終答申案の文面を事務局が作成し、次回でそれ 
   を答申とすることを承認して市長に答申することを決定。②（市と徳洲会で作成した）『指定管理者との基本協定書案（諮 

   問案）』の審議を開始して「委員会作成の指定管理者との基本協定書案（答申書）」を作成することとなり、審議に入った。 
   しかし、審議の入口で「徳洲会を指定管理者とすること」について、これを前提としないことを主張する医師会代表委員・ 
   井上市議会代表委員とこれを前提とすることを主張する市民代表委員・市長とが応酬。結局、次回より、指定管理者の名を 

   特定しないまま協定書案を審議することとなった。 
（３）第７回（７月５日） ①ついに、『病院事業計画案の答申』が最終確認され、委員長より市長に答申された。②協定書（全 
   １０章）案の審議に入ったが、県医師会代表委員は、指定管理者候補の名は伏せて協定書案を審議するという確認があ 

   るにもかかわらず徳洲会の批判を繰り返すなど審議を足踏みさせる発言も目立ったが、市民代表委員の奮闘と委員長の 

   手堅い采配で審議は第４章途中まで進んだ。 

（４）第８回（７月１６日） ①今回は、従来の回とは２つの点で違った様相で審議が進んだ。１つは、医師会代表委員・市議会 
   代表委員から「審議を足踏みさせる意見」が出ることが少なくなり、「前進的な審議」が続いた。もう１つは、これまでの「３ 
   医師会代表委員＋市議会代表委員」対「３市民代表委員＋関係行政職員」という論議・採決結果のパターンが崩れた。こう 
   して、時間はかかったが基本協定書案第４章の最後まで審議は進んだ。②審議終了後、７月７日に医師会が市長に提出した 
   「医師会独自の病院事業計画案」が話題に出た。医師会は「扱いは市におまかせする」とし、市は「（この計画案は病院事 
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   業推進委員会への諮問の対象ではないから）病院事業推進委員会とは別途に、医師会の求めに応じて協議する。」とした。 
（５）これから 第７回で『病院事業計画案の答申』が出されて市立病院開設への道に置かれた最も高いハードルの１つを越えま 
   したが、次のハードルである『基本協定案の答申』も第９回（７月２６日）か第１０回で出される見込みとなりました。こ 
   の２つの答申が出ると、いよいよ最大のハードルともいうべき「市立病院の指定管理者に医療法人徳洲会を指定すること」 
   と「病院建設のための予算」の議会承認が待っています。この２つを、昨年１２月、議会は病院事業推進委員会の審議が終 
   了していない（２つの答申を出していない）という理由で不承認（議案否決）にしたのですが、その理由はなくなりつつあ 
   ります。「医師会独自の病院事業計画案」が提出されるなど、まだ波乱含みではありますが、１日も早い新病院の開設を！と 
   の市民の声に押されて市立病院開設への歩みは着実に進んでいます。 
 
【６】市民自治推進会議 
（１）７月２日の第５回で「市民投票条例案」について審議し、次のように結論･･･この結論を元に事務局が全２０条の「市民投 
    票条例案」を作成、次回（８月３０日）の推進会議に提出することになった。 
  ①制度の形態：常設型 
  ②対象事項：判断は市長が行なう。４項目※は対象事項に含めない。判断しにくい事案が生じた場合には市長は第三者機関の 
   意見を聴くことができる。 
 
 
 
 
 
  ③発議権：市民・市長・議会の３者  ④市民発議の請求要件：投票資格者の１／６以上の署名 
  ⑤議員発議の請求要件：地方自治法通り議員定数の１／１２以上の提案で過半数議決 
  ⑥市長発議の請求要件：自ら発議できるが、それについて第三者（附属機関）の意見を求めることができる。 
  ⑦年齢要件：１８歳以上（外国人含む） 
  ⑧外国人の扱い：特別永住者（日本との平和条約）と一般永住者（在留期間が無制限）に加え、三年以上日本に定住している 
          外国人も対象とする。 
  ⑨投票の形式：二者選択  ⑩投票の成立要件：設けない。 
  ⑪投票結果の取扱い：投票資格者の１／４以上の意見について尊重義務を課す。 
  ⑫尊重義務：市民・議会・市長の３者  ⑬投票日：普通選挙と同一日に実施しない。 
（２）大事なことは皆で決めよう会（略称「決めよう会」）の案＜07(H19)年7月＞との違い 

  ①対象事項：決めよう会案は、対象とならない事項ではなく対象となる事項を挙げている。 
  ②市民発議の請求要件：決めよう会案は、投票資格者の１／８以上の署名 
（３）これから 推進会議が策定した案を元に条例案が作成され、パブリックコメント等で市民の意見が聴取されて、議会に上程 
   される条例案が策定されます。 
 
 
 
【１】６月議会での吉波の一般質問 

（１）国民健康保険の窓口負担減免制度とは、国民健康保険法が定める、生活困難を理由に病院で支払う医療費を減額、免除、徴 
  収猶予する制度であるが、本市では未実施である。この制度については、全国的に窓口負担を苦にした受診抑制が深刻化する 
  中、セーフティネットとして、活用するべきと考えるがどうか。 
   Ａ．奈良県では奈良市以外の自治体では実施されていないが、厚労省が昨年度に実施したモデル事業の結果・動向をみてこ 
     の制度の活用を検討していきたい。 
（２）「緑の基本計画」には「親水型公園の整備に取り組みます。」「親しみの持てる水辺空間づくりを支援します」とあるが、住宅 
  地の公園にあるため池の保全・活用について、どのように進めていくか。 
   Ａ．住宅地内のため池（都市公園にあるため池）は６つあるが、それらを利用した親水空間の整備については、コミュニテ 
     ィーパーク事業等を推進する中で、行政主導で行なうのではなく市民からアイデアを募りながら保全・活用策を考えて 
     いきたい。 
（３）常設型住民投票について、必要署名数はどのようにしようとお考えですか。また、成立要件は設けますか。 
   Ａ．これらについては、市民自治推進会議でも活発に論議していただいており、いろんな考え方があるが、一定の結 
     論を出していきたい。 
 
【２】国民健康保険税 

   ３月議会で国保税の総額１８．３５％の引き上げが決定。最近、納税通知書を見て負担増が苦しいとの声が寄せられていま 
   す。国保会計の赤字化を黒字化に転換していく努力が求められています。 

（以上） 

Ｄ．その他の特記 

※４項目：①市の権限に属さない事項 ②法令の規定に基づき住民投票を行なうことができる事項（※） ③専ら特定の市民又は 
     地域のみに関係する事項 ④市の組織や人事及び財務に関す事項。 
     （※）一つの普通地方公共団体のみに適用される特別法（憲法第９５条で住民投票を行なうとされている）。地方自治 
        体議会の解散請求。地方自治体の議員・長の解職請求。合併協議会の設置（合併特例法第４条）。 


