衆議院総務委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 8 月 7 日

ます︒笠原多見子さん︒
○笠原委員 おはようございます︒国民の生活が
第一の笠原多見子でございます︒
今までなかなか質問の機会をいただけませんで
した︒今回︑総務委員会で初めての質問をさせて
いただきます︒どうぞよろしくお願いいたします︒

○武正委員長 これより原案及び修正案を一括し
て質疑を行います︒
質疑の申し出がありますので︑順次これを許し

一定期間に集中しているということで︑ほかに職
を持っている住民が参画しにくい状況︑あるいは
議会が多様な幅広い住民の意見を反映できている
ということにおいては︑やはりもう少し改善の余
地があるのではないかという論点が一つ︒
それから︑閉会中に重要な議案を長が専決処分

まっていて︑年間スケジュールが組みやすいので
はないでしょうか︒総務大臣にお尋ねいたします︒
○川端国務大臣 おはようございます︒
この前︑そういう観点も御答弁を申し上げまし
た︒現行の定例会︑臨時会の課題ということを整
理させていただきますと︑一つは︑議会の審議が

の︑仕事と兼職している方もおられるということ
で︑議会運営が開かれるということでありますと
お答えになっておられます︒
これらの答弁を聞きましたら︑なおさら改正の
意味がわからなくなりました︒
現在の年四回の定例議会の方が︑会期日程が定

伊東委員の質問に対して︑川端大臣は︑メリッ
トとしては︑定例日を定めて︑一年間を通じて︑
住民にこういう時期に議会が開かれるという予見
性のある議会運営が行われていくことで︑幅広い
人たちが︑例えば傍聴にしてもそうですし︑議員
においても︑そういう予見性があるという部分で

ること︑今回法改正する意味がどこにあるのかよ
くわかりません︒
それで︑先日の答弁を聞いておりましたが︑い
ま一つ理解できませんでした︒

が悪いと感じたのは︑本会議と委員会の日程が定
まっていないことでございます︒平日の予定が一

度上できるということにして︑法的担保をつけて︑
そして︑そのときに想定されるいろいろな課題は︑
これも法律でしっかりと問題ないように手当てを
するという趣旨でございます︒
○笠原委員 地方議会は二元代表制に基づいてい
るので国会とは違いますが︑国会に来て一番効率

なお︑当然のことでありますが︑通年会期を導
入するかどうかは︑各地方自治体における議会の
あり方等にもかかわることであり︑議会審議の活
性化の観点から︑各自治体において判断されるべ
きものと考えております︒
今︑運用上できるという制度を真っ正面から制

例会を年一回とする運用による通年議会︑これは
今御紹介がありましたけれども︑そういう運用で
通年議会をやるということでは︑長等の議場への
出席義務に何ら限定がなく︑執行機関側の円滑な
事務処理に支障を及ぼす可能性があることから︑
正面から制度化しようとするものでございます︒

うな論点がございます︒
そこで︑今回の法改正は︑多様な層の幅広い住
民が議員として活動できるようにする観点から︑
通年の会期を設け︑条例で定例日を定めることに
より︑予見可能性のある形で定期的に議会審議を
行う議会運営を実現するということと同時に︑定

れから︑現行の限られた会期日数では︑十分な審
議時間や議員間の討議︑議会からの条例等の政策
立案︑積極的な政策提言のための時間が確保され
ない状況となっているのではないか︒こういうふ

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

で は ︑ 早速質 問に 入りま す ︒
地方議会の会期についてお尋ねいたします︒
先日の委員会で︑自民党の先生方からも︑この
件に関しましてそれぞれお尋ねがありました︒私
も︑現行制度でも通年議会を実施している市町村
議会が幾つかあり︑また︑県議会では栃木県及び

しているものがありまして︑議会のチェック機能
が必ずしも十分に働いていないのではないか︒そ

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

長崎県が採用している中で︑現行制度のままでも
会期についてそれぞれの自治体において定められ
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﹂というふうに目的を提示されております︒その
ことが︑私は︑多様な層の幅広い住民が議員とし
て活動できるようにすることを阻害している要因
とか︑活性化や議会審議の充実を阻む原因だとは︑
地方議会を体験して︑そのようには思いません︒
総務大臣の御所見をお伺いいたしたいと思いま

今の御答弁の中にもありましたけれども︑総務
省の︑今回の改正案のもとになったもので︑地方
自治法抜本改正についての考え方というのがあり
ますが︑その中で︑先ほどの大臣の答弁の中の同
じフレーズがありますけれども︑﹁多様な層の幅
広い住民が議員として活動できるようにするため

の専決処分が減少し︑議会で審議できる事件︑案
件が多くなること︑議員間の討議︑議会からの条
例等の政策立案︑積極的な政策提言の機会が確保
できることなどにより︑議会運営の充実︑活性化
が図られるというふうに期待をしております︒
○笠原委員 ありがとうございました︒

総務大臣︑改めてお尋ねします︒今いろいろと
申されましたけれども︑メリットを簡潔に申して
ください︒お願いいたします︒
○川端国務大臣 通年会期のメリットとしては︑
導入前よりも十分な審議時間の確保が可能となる
こと︑議会の活動能力が常時担保されるため︑長

週間前でも確定できない︒異なる点が多くあるの
は承知ですが︑地方議会はやるべきことを会期内
に決める︑そういう点では私は利点がある点もあ
ると思います︒

基本的に︑会期のあり方はそれぞれの地方議会
が決めることであり︑通年にするかも含めて地方
に委ねるべきだと思います︒多くの地方議会が求
めるのは抜本的改革であり︑今回のような︑現在
でもそれぞれの議会が判断して変えられることで
はないと思います︒

まな方策が必要であることは当然でありまして︑
今後︑国民的な幅広い議論が行われることを期待
しておりますし︑議会の活性化の観点から︑議論
をより充実させるというほかの方策についても︑
引き続き検討はしてまいりたいと思っております︒
○笠原委員 ありがとうございました︒

ございません︒
そういう意味では︑労働法制︑あるいは例えば
兼職を禁止されているとか︑いろいろな状況の中
での︑議会人になることへの制約があることは事
実であります︒
そういう環境整備を幅広くすることにはさまざ

職を持ちながらという方においては︑それは︑仕
事との調整とかいうことでいうと︑調整しやすく
なるということで︑改善は当然されると思うんで
すけれども︑議会が幅広い人たちで構成され︑活
力あるためにということのときには︑こういう議
会運営のあり方だけで全て解決するものでは当然

層から幅広い住民が議員として活動できるように
するためには︑議会運営のあり方として︑こうい
う通年議会で︑例えば月の第何曜日の何時からは
必ずあるというふうにするということは︑例えば

私が県議会に初当選したとき︑私の家は県庁ま
で三十分以内でしたが︑それでも応招旅費は九千

通年会期の導入により︑災害等の突発的な事件
や緊急の行政課題等に速やかに対応できる︑こう
いうメリットも見込まれているところでございま
して︑各議会において適切に御判断いただく︑こ
ういうことかと思います︒
○笠原委員 ありがとうございました︒

七つほど︑市町村名は省きますが︑マイナス二千
三百万円︑マイナス二百万円︑プラス三百万円︑
マイナス九百万円︑プラス二百万円︑マイナス三
百万円︑プラス百万円︑少し早口でしたけれども︑
おおむねマイナスの方が多い︑こういうふうなこ
とであります︒

検討する例もありまして︑これまでのところ︑極
端に増加しているケースはない︑生じていないと
いうふうなことであります︒
前回︑宮城県の蔵王町︑それから北海道の福島
町の例を出しましたけれども︑今︑自治行政局の
方で調べた結果でいいますと︑そこを含めまして

○稲見大臣政務官 議会に係る予算の問題であり
ますが︑前回もお答えいたしましたように︑通年
会期の導入に伴い会議の開催が増加をすれば︑そ
れに伴う費用弁償は増加することが見込まれます︒
ただ︑現行制度の運用におきまして︑実施をして
いる団体では︑会議開催や費用弁償のあり方等を

する懸念があります︒先日の答弁では幾つかの自
治体の例を挙げておられましたが︑その点につい
て︑総務大臣︑どのようにお考えでしょうか︒お
尋ねいたします︒

御指摘のように︑地域の多様な

また︑通年議会にした場合︑費用弁償の問題等︑
議会に係る予算が膨れ上がり︑行革の流れに逆行

す︒
○川端国務大臣
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に限定されているのはなぜでしょうか︒総務大臣
にお尋ねいたします︒

任と見識において行うものであると考えます︒議
会は議長が招集すべきだというのが私の考えです︒
このことが議会の活性化において大変大切なこと
であるとも思っております︒
今回の改正案で︑議長等から臨時会の招集請求
があったにもかかわらず長が招集しないときのみ

地方議員になられた方々の思いとしては不十分だ
と思います︒
地方公共団体の組織のあり方を鑑みると︑長に
招集権が付与されている点は︑理解しようと思え
ば理解できなくもないですが︑本来︑議会の運営
は︑議会を構成している議員︑その議員がその責

ております︒ですから︑議会の活性化はそれぞれ
に任せて︑議会の質を高めるべきだと私は思いま
す︒
次に︑招集権の問題についてお尋ねいたします︒
この件は︑ある地方都市の問題から改善を図ら
れたんだと思います︒しかしながら︑私を含め︑

の朝運転してくるのは無理︑岐阜市内に泊まらな
きゃならない身にもなってほしいと言われました︒
地方によっても︑選出される選挙区によって実
情は全く異なるわけです︒岐阜県議会では︑議会
活性化改革検討委員会なるものを設けて︑費用弁
償ほか︑いろいろとみずから身を切る改革を進め

七百円でした︒当選間もないころ︑同僚議員に︑
この制度は必要ないんじゃないかと言いましたと
ころ︑三時間半かけて車を運転してきて︑本会議
が終わってまた三時間半かけて帰って︑またあす

たさないという例外的な状況に限定して議長が招
集を行うこととしたものでございます︒

できない状況に陥ることのないよう︑このような
特別の事案に対応する必要があります︒
このため︑今回の改正は︑招集権は統括代表権
を有する長に属するという考え方を維持しつつ︑
議長または議員定数の四分の一以上の者から臨時
会の招集請求があった場合に︑長が招集義務を果

二十八次地方制度調査会の議論を踏まえて︑議長
が臨時会の招集を請求することができるというふ
うに改正をされました︒
しかしながら︑最近︑長が議長等の招集請求に
応じず︑招集義務を果たさないという事案が生じ
ており︑本来議会が有する権限を行使することが

いわゆる統括代表権を有するということになって
いるんだというふうに思っております︒
長だけでなく︑今おっしゃいましたように︑議
長が有するということ等の論点については︑過去
の地方制度調査会においても議論されてきており
まして︑平成十八年の自治法改正においては︑第

れを代表する︒﹂というふうに書いてあります︒
これを根拠にして︑法律上︑議会の招集権も統括
代表権を有する長に専属することとされていると
ころでございます︒
国会の召集は天皇陛下が行う︑天皇が国会を召
集するというのと考え方は同じようなことになる︑

○川端国務大臣 この部分は︑いろいろな長年の
議論の経過もございます︒
地方自治法の百四十七条では︑﹁普通地方公共
団体の長は︑当該普通地方公共団体を統轄し︑こ

このような議会軽視があってはならないことだと
私は思います︒

成十八年度予算の各費目の削減が行われ︑例年な
らばこれを繰越金として翌年度の財源としたとこ
ろを︑基金に積み立てる措置が専決処分されまし
た︒さらに︑年度当初に議決された予算の一部を
執行保留するという措置がとられ︑本来予定して
いた事業に着手できないという状況が生じました︒

がよほど独裁者でない限り︑ないと思っています︒
しかしながら︑時に横暴な専決処分をされる場合
が︑自治体によっては行われることがあるのでは
ないかと思います︒
我が岐阜県においても︑平成十九年三月末︑つ
まり県議会の改選時期でありましたけれども︑平

体について本当にもっと議論を深めて変えていっ
ていただきたいと私は切に願います︒
次に︑専決処分の問題について質問をいたしま
す︒
専決処分を濫用するようなことは︑大きな災害
が起こり︑議員の参集が困難な場合以外では︑長

の中で最終的にこういう結論に至りましたが︑見
直し等はこれからも議論されていくものだという
ふうに思っております︒
○笠原委員 大臣︑ありがとうございました︒
今お答えいただきましたけれども︑特別な例を
もってこの改正案があったと思いますが︑構造自

なお︑一般的な議会の招集権を議長にも認める
べきという課題については︑長と議会の基本構造
のあり方にも関係することでありますので︑これ
は︑地方制度調査会を含めて随分いろいろな議論
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したように︑長に︑必要と認める措置を講じ︑議
会に報告する義務を課すこととしたものではござ

例及び予算に基づき行政処分等が行われたときに︑
その効力が専決処分が不承認とされたことにより
否定されることは︑法的安定性の観点から問題が
あるものでございます︒
今回の改正案では︑条例︑予算に関する専決処
分を議会が不承認とした場合には︑今申し上げま

処分の内容などを踏まえて︑長が適切に判断する
ものであると考えております︒
○笠原委員 簡潔にお尋ねします︒
それでは︑不承認とした場合︑その専決処分は
有効なのかどうなのか︑お尋ねいたします︒
○川端国務大臣 一旦︑正常に効力が発生した条

じ︑議会に報告する義務を課すことといたしまし
た︒
この場合の必要と認める措置の具体的な内容に
ついては︑補正予算の提出や条例改正案の提出な
ども含めて長の裁量に委ねられており︑専決処分
が必要となった理由あるいは不承認とされた専決

はどのようなことをお示しされておられるのでし
ょうか︒総務大臣にお尋ねいたします︒
○川端国務大臣 今回の改正案では︑条例︑予算
の議決が議会の最も基本的な権限であることから︑
条例︑予算に関する専決処分を議会が不承認とし
た場合には︑長に対して︑必要と認める措置を講

今回の改正案を見ますと︑長の専決処分につい
て議会が不承認としたときは︑長は︑必要と認め
る措置を講じ︑議会に報告しなければならないこ
ととすることとありますが︑必要と認める措置と

○稲見大臣政務官 人口が大規模な地方自治体に
おきまして法定署名数の収集が困難になっている

四十万から八十万の部分については六分の一︑八
十万を超える部分については八分の一に緩和する
ことは︑規模の大きい自治体で署名活動をするこ
との難しさが背景にあったかと思いますが︑この
ことは民意の反映という点でどのように考えられ
るのか︑総務大臣にお尋ねいたします︒

べきだと思っております︒
次に︑直接請求制度の見直しについてお尋ねい
たします︒
現行法で︑解散︑解職の請求に必要な有権者署
名数が︑有権者数の三分の一︑四十万を超える部
分については六分の一であるものを︑改正案では︑

そのことについて︑例えば専決処分が行われたこ
とについて︑一般質問等を通じて長に対して説明
責任は必ず行うように要求してきたことだと思い
ます︒それですから︑この法改正が余り意味をな
さないものだとするならば︑大変残念なことだな
と私は思います︒改正するなら意味あるものにす

確かに︑不承認となって︑それが有効でないと
いう状況になった場合にはさまざまな問題が生じ
ますので︑その結論はいたし方がないかと思いま
す︒
ただ︑今回の改正で︑効力がない︑影響を与え
ないということならば︑多分︑今までの議会でも︑

いますが︑不承認とされた専決処分は引き続き有
効であり︑この点は今回の改正案によっても変更
はないものでございます︒
○笠原委員 大臣︑ありがとうございます︒

見解をお尋ねしたいと思います︒
市長が︑選挙のときに掲げていない︑京都にあ

います︒しかしながら︑安易な解職及び解散請求
は行政運営に支障を来したり住民サービスに影響
を与えかねませんので︑住民にとっての大事な最
後の手段としての制度であるべきものと考えます︒
また︑その反対の︑私の地元ですけれども︑岐
阜市の例を少しお話しさせていただいて︑その御

います︒
○笠原委員 政務官︑ありがとうございました︒
議員及び行政の長は︑選挙で掲げた公約︑これ
を実践していくことが求められ︑直接請求は︑地
方自治体のトップや議員が間違った方向に大きく
傾いているときに大変有効な︑大切な制度だと思

の三以上の同意︑こういうふうなことで︑そこで
民意が正確に反映をされるとするならば︑議会審
議の契機というふうなことで︑全ての地方自治体
において︑直接請求が必要とされる場合に機能す
る有効性のある制度であることが必要であるとい
うことで︑今回の改正に至ったという経過でござ

うなことでの御指摘でございますが︑議会の解散
請求︑議員の解職請求︑長の解職請求︑これにつ
きましては︑その署名が有効になったとしても︑
その後に選挙権者の投票というのがございます︒
また︑主要公務員の解職請求におきましても︑議
会に付議をされて三分の二以上の出席による四分

ということは︑住民に直接請求を認めた制度創設
の趣旨に沿わない状況であるというふうに認識を
いたしております︒
民意の反映あるいは民意の平等な反映というふ
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そういう中で︑二元代表制においては︑そこで
議会を通じて活発な議論︑熟議を重ねていただい

長と議会はそれぞれが選挙で選ばれるというこ
とでありますので︑住民との関係では︑ともに正
当に選挙で選ばれたという立場でございます︒託
された民意を背景として御主張されるというとき
に互いに異なる立場をとるということは︑そう珍
しくないことも起こります︒

しくお願いいたします︒
○川端国務大臣 個別の自治体における事案につ
いて直接にコメントすることは差し控えさせてい
ただきたいと思うんです︒それは御理解いただき
たいと思います︒隣の県でありますので︑実情は
私も承知はいたしております︒

その選挙というのは︑一回の選挙費用が大体約
六千五百万円です︒その誘致結果はどうだったか
というと︑結局︑誘致できずにだめだったという
結果になっているわけです︒トップがみずから混
乱の種をまき︑多額の税金を使い︑結局何も残ら
なかったことについて︑総務大臣の御見解をよろ

分する︑そういう結果になりました︒議会で否決
されまして︑そのことに納得できなかった市長が
任期あと一年というところで辞職したわけです︒
そして︑もちろん任期途中ですから︑一年後また
選挙が行われたわけです︒全く同じ人物が︑現在
も市長ですけれども︒

る私立高校の誘致を突然言い出して︑御存じだと
思いますが︑高校の設置は県の所管でございます︒
その一年前に県内の公立高校の再編計画が策定さ
れたばかりなのに︑打ち出したことが市議会を二

これまで一部事務組合は︑全構成団体︑全ての
議会の議決を受けなければ︑設置や組織・規約の

するのは住民ですから︑そういう点に配慮できる
ような議会運営がなされることを私も願いますし︑
これからちょっと改善していかなきゃいけない地
方自治体のあり方ではないかと思います︒
次に︑一部事務組合からの脱退手続の簡素化に
ついてお伺いいたします︒

○笠原委員 大臣︑ありがとうございました︒な
かなか答えにくい事案だったと思いますけれども︒
ただ︑多くの自治体で︑自分の思いどおりにな
らないからといって︑議会を解散とか辞職すると
か︑こういった事例が最近多々見られますので︑
やはりそういうことのないようにというか︑混乱

りませんが︑制度的にはそういうことであります
ので︑いろいろなことが当然ながら起こる︑そし
て︑結果として︑いろいろな経過を住民の皆さん
が見ておられる中で︑またこれからいろいろなこ
とを判断されていくということになるのかな︑そ
ういう制度であると理解をしております︒

は議会が解散される︑いろいろな形があります︒
その部分で︑改めていろいろな形で住民の意思
を反映する立場を確認するということは制度的に
担保されているものでありますから︑個別の事案
に︑これがよかったとか悪かったとか︑費用がど
うかということはちょっと議論できる立場ではあ

ていい方向に進めていただくというのが理想だと
いうふうに思いますが︑どうしてもその意見が合
わないときに改めて信を問うという形で︑例えば︑
辞職をされる︑あるいは不信任案が出る︑あるい

かせください︒
○川端国務大臣 今回の改正の背景として︑第三

どは︑県が脱退すれば存続そのものが不可能にな
るであろうと思われます︒
地元の例を述べさせてもらいましたが︑一部事
務組合等からの脱退手続の簡素化は︑慎重な対応
が必要であり︑安易な脱退を助長させない手だて
が必要かと考えますが︑総務大臣︑お考えをお聞

て︑解消したい側の自治体が通告すれば二年後に
は解消ということに簡単にはならないと思います︒
また︑市町村退職手当のような︑一つの自治体
が抜けるだけで運営や存続に大きな影響を与える
ところもあります︒岐阜県が唯一構成団体に入っ
ている笠松競馬を主催する岐阜県地方競馬組合な

住民が困る事態に陥る可能性も考えられます︒
例えば︑私の地元の岐阜市と隣の羽島市は︑ご
み処理で一部事務組合を構成しておりますが︑ご
み焼却施設の問題というのは大変難しいもので︑
それが絡んでくるので大変難しい︒構成団体を解
消したい側と解消したくない側︑その双方があっ

って不利益が生じる場合があっても︑手続の難し
さから諦めざるを得なかったりすることがあった
かと思います︒その意味で︑画期的であると思い
ますし︑自治体の自立を促す意味でも評価できる
ものと考えております︒
しかしながら︑一方で︑行政サービスが滞り︑

変更︑廃止・解散︑財産処分を行うことができま
せんでした︒このことは︑構成団体を組織する自
治体間において︑事業によっては負担が大きいと
感じたり︑構成団体の一員となっていることによ
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の事務処理体制の構築などの課題については︑関
係地方公共団体で誠実に協議することが求められ

期間を設け︑安定的な事務執行の確保を図ってい
るところでありまして︑また︑脱退に際しての財
産処分については︑協議によって定められること
としており︑残る側が一方的に負担を負うもので
はないものでございます︒
いずれにしても︑脱退に伴う財産処分や脱退後

でありまして︑改正後も事務執行をより円滑に継
続する観点からは︑できるだけ現行の手続により︑
脱退する際に関係地方公共団体間の協議が調うこ
とが期待をされております︒
なお︑特例手続による場合も︑二年以上という
法定の予告期間を設けることによって十分な準備

い予告による脱退の手続を設けるものでありまし
て︑これは︑現行の手続では︑脱退を希望する地
方公共団体の意思が拘束され︑過度の負担を強い
ると言わざるを得ない場合があることを想定した
ものであります︒
あくまでも手続の特例的な選択肢を設けるもの

とから︑これらの事項を構成団体で誠実に協議し
予告期間内に適切な結論が得られるよう努力すべ
きである︒﹂との意見をいただいております︒
そういうこともありまして︑今回の改正は︑全
ての構成団体の協議が調うことを要する現行の脱
退の手続の特例として︑協議が調うことを要しな

十次地方制度調査会の地方自治法の一部を改正す
る法律案に対する意見において︑﹁一部事務組合
等からの脱退については︑これに伴う財産処分や
その後の事務処理体制の構築などの課題があるこ

○橘︵慶︶委員 笠原委員にお答え申し上げます︒
一般的に︑百条調査権の発動や出頭︑証言を要

ため特に必要があると認めるときは︑選挙人その
他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請
求することができる︒﹂という条文の中に入れら
れた特に必要があると認めるときとは︑どのよう
なときを示されておられるのでしょうか︒修正提
案者に御説明をお願いいたします︒

にさまざまな問題が出てくるかと思いますので︑
そういう点についても誠実に対処できるような体
制をとっていただきたいと願います︒
次に︑修正案に盛り込まれました百条委員会に
ついて︑提案者にお尋ねいたします︒
当該普通公共団体の事務に関する﹁調査を行う

○笠原委員 ありがとうございます︒
大変難しい問題ですので︑脱退者側だけじゃな
くて︑脱退されるほかの構成団体についても御配
慮いただき︑二年というのは長いようで短い︑そ
の期間にきちんと対処できるような形を︑また︑
この法案が通った後に︑こういう事案が出たとき

今御指摘のように︑抜けたらそのもの自体がな
くなるということは︑やはりよほどよく話し合っ
ていただかないといけないというのが基本にある
という制度でありますので︑そういう対応の中で︑
それぞれがしっかり御議論をいただきたいという
ふうには思っております︒

ているものでありまして︑総務省としても︑法案
の成立後︑各地方公共団体に対し︑こうした制度
の趣旨及び留意点を周知してまいりたいと思いま
す︒

百条委員会を設置するのはよほどのことがない
限りないと思っておりますが︑人権問題につなが

については︑この条文をもとに︑それぞれの地方
議会において︑その個別具体のケースについて判
断をいただければと考えているわけであります︒
以上であります︒
○笠原委員 橘委員︑御丁寧な説明︑どうもあり
がとうございました︒

き﹂という文言を追加することによってこういっ
た趣旨を明確にしようという意図で改正を提案す
るものであります︒
なお︑﹁特に必要があると認めるとき﹂という
のは︑それぞれ個別具体のケースについては︑そ
れぞれのいろいろな問題があると思います︒それ

に限り行われるべきものであると考えるわけであ
ります︒
しかしながら︑現行の地方自治法の規定におい
ては︑この必要があると認めるときなどの文言が
ありません︒その趣旨が規定上明確でないという
ふうに考えまして︑﹁特に必要があると認めると

るわけです︒
もし出頭等を要請する必要性が乏しい場合にま
で関係人の方に対して出頭等を要請できるものだ
とすれば︑関係人の方に不当な負担を強いるおそ
れがあります︒したがいまして︑関係人の出頭等
の要請については︑その必要があると認めるとき

請する場合におきましては︑調査によって得られ
る公益︑それと出頭︑証言を要請された方がこう
むる影響というものを比較考量した上で︑公益が
上回る場合に行われるべきものであると考えてい
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判へと発展し︑今なお裁判の結審がされておりま
せん︒

ったと私は今でも思っております︒なぜなら︑弁
護士もチームも知事が任命しているからです︒
この結果︑七人もの関係者の自殺者が出てしま
いました︒この結果は︑長きにわたり︑県庁内に
暗い影を落とし︑県職員の士気を奪い︑そして不
満と禍根を残しました︒このときの処分問題は裁

当時あったかと思います︒
最終的には︑不正資金問題調査検討委員会が議
長のもとに設置され︑数回にわたる委員会での検
討の後︑最終的に再生プログラムが作成されまし
た︒これにより多くの県職員が処分されましたが︑
主導権は時の権力者の意向が大きく働いた結論だ

され︑その後︑弁護士三名によるプール資金問題
検討委員会が発足し︑その後︑県議会において︑
調査権限の強い百条委員会の設置を希望された議
員もおられましたけれども︑手続の問題として時
間がかかる︑裏づけをとらなければならない︑偽
証罪の問題でプレッシャー等がかかる等の議論が

がよかったかなと思うんですけれども︑いろいろ
なことを配慮︑また考慮されて提案されたという
ことで御理解いたしたいと思います︒
それで︑私が県議会に在職しておりました十八
年七月五日に︑県庁の裏金問題が発覚いたしまし
た︒そこで︑執行部による資金調査チームが設置

ることも想定されるので︑このことについては︑
有識者等を参考人として︑本来は議論を重ねた上
で︑濫用されない︑けれどもきちんと手順を踏ん
で︑関係人の人権を侵害しない制度としていくの

また住民の皆さんが監視をなさる︑こういった形
によりまして︑この政務活動費の無駄の排除ある

そこで︑笠原委員御指摘の︑まず無駄の排除や
活動費の妥当性といった問題でありますが︑これ
は︑政務活動費として具体的に充てることができ
る経費の範囲を条例で定めるという形にいたしま
すので︑この条例を定める際にそれぞれ地方議会
において審議をされる︑その審議の過程において︑

地方議員の活動である限り︑その他の活動につい
ても使途を拡大し︑具体的に充てることができる
経費の内容については条例で定めるという形にし
たわけであります︒これに伴いまして︑名称につ
いては政務活動費という名称に変更することとし
ております︒

妥当性︑透明性の確保につながるのでしょうか︒
提案者の橘委員︑よろしくお願いいたします︒
○橘︵慶︶委員 お答え申し上げます︒
これまで︑政務調査費につきましては︑条文上︑
交付目的は調査研究に資するものに限定されてい
たわけですが︑今回の修正によりまして︑今後は︑

問題については︑ぜひとも引き続き検討課題とし
ていただきたいと切に願います︒
次に︑修正案に盛り込まれました︑政務調査費
の名称の変更についてお尋ねいたします︒
名称を変更することにより︑今住民の方々から
議員に向けられております無駄の排除︑活動費の

ですから︑こういう問題について議論を重ねて︑
人権を侵さないような形にしていかなければなら
ないと思います︒今回の修正案は︑百条委員会設
置の濫用を避ける意味では理解できますが︑この

私は︑個人的に一円以上の領収書を添付しまし
て︑議長提出前に議会事務局の方にチェックをし

うになりました︒議長に報告して︑一万円以上の
支出については領収書の添付が必要とされました︒
調査研究費︑資料購入費︑事務所費︑人件費など
九項目について︑別々に分けて書き込むようにな
っておりまして︑改選を迎えるごとに厳格化され
ていった気がします︒

の使途においてさまざまな指摘がなされていると
ころでございます︒議員活動と政治活動の違いを
述べるような大変な難しさがあります︒各自治体
によって形式等も違いがあると思います︒
私が県議時代には︑当選当初は会派ごとにまと
めておりましたけれども︑途中から個人に行くよ

せていただいて透明性を確保する︑こういう形の
改正を提案しているものでございます︒
よろしくお願いいたします︒
○笠原委員 橘委員︑御丁寧な説明︑ありがとう
ございました︒
政務調査費というのは︑各自治体において︑そ

笠原委員御指摘のとおり︑その透明性を確保する
ことが従来に増して重要となると考えております︒
このため︑現行の規定における︑議長に対する
個々の議員の収入︑支出の報告書の提出に加えて︑
当該議会の議長におかれて政務活動費の使途の透
明性の確保に努めるよう義務を課す規定を追加さ

いは活動費の妥当性ということについて担保され
るものと考えるわけであります︒
また︑政務活動費が調査研究以外の活動にも充
てることができるようになることに伴いまして︑
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務調査費のあり方について︑総務大臣に御見識を
お伺いしたいと思います︒簡単に︑よろしくお願
いいたします︒
○川端国務大臣 今回の実施は︑議員活動が幅広
くあるということで︑調査費ではなくて︑名称を
変更して︑幅広くいろいろ活動できるようにしよ

あります︒
私自身で政務調査費の収支報告書を作成してい
て感じたことは︑これは議員個人の見識の違いが
あらわれるというふうに思って書いておりました︒
これからますます︑住民の政務調査費を含めた
議会の支出に厳しい目が向けられていく中で︑政

電気料金を後援会︑政治団体それから政党支部と
三つの分野に分けて︑三分の一ずつにしていたわ
けですね︒物によっては二分の一︑そういったこ
とで政務調査費と政治団体を分けた記憶と︑また︑
年度の開始が違うわけです︑そして締めも違うの
で大変難しかった︑ややこしかったという記憶が

ていただきまして︑それが妥当であるかどうか︑
そういう判断をしていただきました︒間違った支
出がないということを確認した上で提出させてい
ただいておりましたけれども︑面倒だったのは︑

今回の改正案は︑改正することに問題はないけ
れども︑その必要性についてはいささかの︑ほか
の見直ししなければならない事案に対して見劣り
がすることを申し上げて︑質問を終わらせていた
だきます︒
ありがとうございました︒

現在の県議会の監査制度は形骸化していると思
います︒監査委員会の人選は︑県議会議員からの
選出を初め︑教育委員会と同様に名誉職扱いにな
っており︑形だけになっているように思います︒
監査制度が有効に機能していたならば︑裏金問題
も発生が難しかったのではないかと考えます︒

実は私︑県議会で最大会派に所属しておりまし
て︑期数を考慮し順番を大事にする県議会ではあ
り得ないことに監査委員の順番を外されました︒
原因はよくわかりませんが︑一説によると︑知事
が私に︑監査委員になるのを嫌がっての措置だっ
たというふうに人づてに聞きました︒

ております︒
○笠原委員 ありがとうございました︒
最後に︑今回の改正案では見送られました監査
制度について述べさせていただきます︒

うという趣旨だというふうに思います︒
同時に︑やはり公費でありますので︑それが透
明化されるということが非常に大事であるという
ことで︑議長への報告義務と同時に︑何に使うか
を議会で条例で決めるということを法定しました
ということは︑議会の中でけんけんがくがく︑有
権者の前で御議論いただいて決めていただくとい
うことは大変意味のあることだというふうに思っ
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