最初に︑首長等の議場への出席義務の解除の件
についてお尋ねをいたします︒
今回の法改正によって︑首長が出席すべき日時
に出席できないことについて正当な理由がある場
合において︑その旨を議長に届け出たときは︑議
会への出席義務が免除されるという規定が盛り込

○武正委員長 次に︑塩川鉄也君︒
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です︒
地方自治法の改正案について質問をいたします︒

という意見が取りまとめられましたことを踏まえ
て︑このような改正に盛り込ませていただきまし
た︒
現行の制度の運用においては︑議長による出席
要求に対し︑急遽出席できない場合に︑議長宛て
に欠席届を提出することとしている例も見られま

た︒
そういう意味で︑地方制度調査会において︑そ
のような意見も踏まえて︑三議長会の代表の参画
も得て議論が行われた結果︑長の円滑な職務執行
に配慮し︑一定の手続を経た場合にも長等の出席
義務を免除することができるようにすべきである

い︑これが基本的な立場でございます︒
通年会期にした場合に︑いつでも議会を開会で
きるということから︑執行機関側の負担が過重に
なってはいけないという御懸念が出てまいりまし
た︒ということで︑長等の円滑な行政執行に配慮
すべき旨の意見が全国市長会等から寄せられまし

議会において︑首長の出席が今よりも後退するこ
とになりはしないか︑こういう懸念がありますが︑
この点についてはいかがでしょうか︒
○川端国務大臣 長等の判断によって議会審議が
軽視されるようなことがあってはならない︑御指
摘の︑御懸念されていることは起こってはいけな

会や臨時会を開催する場合の審議についても適用
されるとしております︒
そこで︑大臣にお尋ねしますが︑この改正によ
って︑現行の定例会︑臨時会を行っているような

に思っております︒
○塩川委員 具体的に︑後退させないという担保

席義務を免除する規定を設けましたが︑趣旨は︑
先ほど申し上げたこと︑正当な理由においては︑
円滑に執行機関の職務を遂行する等々のことにお
いては︑議会はそのことにおいて配慮するという
部分は担保する制度でありますので︑軽視すると
いうことにはつながらない制度であるというふう

行どおりとしますと︑逆に︑法的に正当な理由が
あっても拒否できる︑制度的に何もないんですか
ら︑拒否できるということになる︑休むことは認
めないということにもなりかねないということで︑
制度的には議会に対して同じ条件を付すという意
味で︑今までの議会にもこういう免除規定を︑出

ないということですけれども︑実際に後退させな
いという担保というのはあるんでしょうか︒
○川端国務大臣 通年議会にするというときにと
いう背景からこういう懸念が出てきて︑免除され
るという規定を設けましたが︑今︑これを適用し
ない議会においては何もしないということに︑現

この正当な理由は︑今言っていただいた例示も
申し上げましたが︑客観的に正当な理由であるこ
とが必要でありまして︑議会審議が軽視されるこ
とにはつながらないというふうに思っております︒
○塩川委員 現行の定例会︑臨時会で首長の出席
が後退することにならないのか︒起こってはいけ

ざいません︒
このため︑今回の改正において︑正当な理由が
ある場合に限定して︑出席義務を解除する手続に
関する規定を置くことにいたしました︒

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

まれることになっています︒
正当な理由については︑先日の答弁でも︑災害
による交通の途絶や現地対応︑その団体にとって
重要な影響のある公務出張︑あるいは重い疾病や
傷害︑出産といった事情を想定しているとしてお
ります︒

すけれども︑このような届け出は事実上の行為で
あって︑法的に出席義務が解除されるものではご

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

首長等の議会への出席義務の解除の規定は︑通
年議会の場合だけではなくて︑従来どおりの定例
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す︒
次に︑国等による違法確認訴訟制度の創設の件

ういう懸念というのを拭うことができない︒議会
出席を回避したいがために公務出張などという口
実で出席義務の解除を図るといった︑議会審議を
形骸化させることにもなりかねない︒議会の権限
を現行制度より後退させるような改定というのは︑
私は認められないと申し上げておくものでありま

○塩川委員 通年議会の話があるから現行の規定
でも盛り込むということ自身が︑実態として何か
具体の問題があるというよりも︑結局は︑法制度
上の整備の関係でそうなっている︒それが結果と
して︑現行の定例会︑臨時会において︑首長の出
席義務を後退させることになりはしないのか︑こ

ういう議会の判断というのも︑法的には何の担保
も制度的な規定もございません︒それは運用とし
てそれぞれがやっておられたことでありますので︑
逆に︑こういう正当な理由があるときにおいては
免除されるということを法定したということでご
ざいます︒

たわけであります︒
今回の法改正ですと︑そういう正当な理由につ
いて︑首長側が判断するということへ変更される︑
議会側の判断から首長側の判断に変更されるとい
うことになるんじゃありませんか︒
○川端国務大臣 そういう意味で︑今までは︑そ

のお話はありませんでした︒
これまで首長が議会に出席できない正当な理由
というのは︑議会の方の議会運営委員会などで︑
その議論を通じて︑議会の側での判断を行ってき

ところが︑分権一括法の是正の要求では︑地方
自治体に是正を義務づける規定を明記しておりま

の要求に対して自治体側が必要な措置を講じなけ
ればならないという規定があるわけですけれども︑
一括法以前はそれがなかったということでありま
す︒ですから︑一括法以前は︑自治体の自治事務
に対して是正義務を課す規定は設けられていなか
ったということであるわけです︒

るとき︑一定の要件がある場合に︑当該普通地方
公共団体またはその長に対し︑その事務の処理ま
たは管理及び執行について違反の是正または改善
のため必要な措置を講ずることを求めることがで
きる︑こういう規定がございました︒
○塩川委員 ですから︑現行の法では︑国の是正

要求の規定は︑地方分権一括法によって盛り込ま
れたものでございます︒
分権一括法の改正前の旧自治法には二百四十六
条の二の規定がありまして︑内閣総理大臣は︑普
通地方公共団体の事務処理またはその長の事務の
管理及び執行が法令の規定に違反していると認め

必要な措置を講じなければならないとされており
ます︒
このような規定というのは一括法以前はどのよ
うになっていたのか︑この点についてお答えをく
だ さい︒
○久元政府参考人 今御指摘がありました是正の

についてお尋ねをいたします︒
地方分権一括法以前の国の関与規定を踏まえた
自治体の対応についてですけれども︑現行の自治
事務に関しては︑国の是正要求に対し︑自治体は

対する是正の要求を行った際に現実のものとなっ
たところであります︒こうしたことから︑裁判所

訴えの提起も行われないときには︑問題が解決し
ない状態が継続することになります︒
このような事態は︑地方分権一括法による制度
導入時から懸念されていたところでございますが︑
具体の例でというお問いでございますが︑住基ネ
ットに関して︑東京都国立市及び福島県矢祭町に

に︑国等は違法確認訴訟を提起することができる
こととするものであります︒
現行制度上︑国等の側から審査の申し出や訴え
の提起を行うことができないことになっておりま
すので︑地方自治体側に不服があり︑是正の要求︑
指示に応じた措置を講じず︑かつ︑審査の申し出︑

制度の創設という今回の法改正を行う契機となっ
たのは何なんでしょうか︒
○川端国務大臣 国等による違法確認訴訟制度は︑
国等が是正の要求等を行った場合において︑地方
自治体がこれに応じた措置を講じず︑かつ︑国地
方係争処理委員会への審査の申し出もしないとき

る国の関与が強まったわけであります︒
今回の国等による違法確認訴訟制度の創設とい
うのは︑この分権一括法によって強められた国の
是正の要求を︑さらに実効あるものにするための
措置だと言わなければなりません︒
そこでお尋ねをしますが︑国等の違法確認訴訟

す︒これによって︑国は︑法定受託事務だけでは
なく︑地方自治体の全ての事務に対して︑強制的
な是正を含む介入︑干渉の権限を持つことになり
ました︒地方分権一括法によって︑自治体に対す
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方公共団体の運営が混乱・停滞し︑著しい支障が
生じている場合など︑限定的・抑制的にこれを発

ますが︑地方分権一括法の際の参議院における附
帯決議ではこのように書いてあります︒
﹁自治事務に対する是正の要求については︑地
方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し︑当
該事務の﹂﹁公益を侵害しており︑かつ︑地方公
共団体が自らこれを是正せず︑その結果︑当該地

長とも何の行動も起こさないという事態で︑違法
が続いていることの状態を踏まえての措置でござ
います︒
○塩川委員 お答えがありましたように︑住基ネ
ットの不接続の問題で是正の要求を出された︒現
行で該当するのは矢祭町ということになると思い

対して是正要求を行うよう︑総務大臣より東京都
知事に対し指示を行い︑国立市に是正の要求がな
されました︒矢祭町に対して是正の要求を行うよ
う︑総務大臣より福島県知事に対して指示を行い︑
矢祭町に是正の要求がなされました︒
そういう段階で︑いずれも︑国立市長︑矢祭町

状態になりまして︑東京都知事より是正の勧告を
二度出しました︒矢祭町は︑住民基本台帳ネット
ワークシステムに不接続状態で︑違法状態︒福島
県知事より是正の勧告を二度実施︒そしてその後︑
最高裁によって︑合憲の判決が出ました︒
そういう意味で︑是正の要求として︑国立市に

の判決により違法を確認する本訴訟制度を創設す
ることといたしました︒
この両件に関しては︑例えば︑国立市は住民基
本台帳ネットワークシステムに不接続状態︑違法

法状態というお話をされましたけれども︑この参
議院の附帯決議というのは︑それだけにとどまら

障が生じているというのは︑住基ネット︑全国ネ
ットに︑途切れているという状況でありますが︑
どういう判断をするかという︑今言われたことに
個々にお答えすることは差し控えさせていただき
ます︒
○塩川委員 矢祭町が住基ネット接続問題では違

た場合の手続としてやっていることでありますの
で︑この部分に関して︑今︑矢祭町の住基ネット
が法で決められた部分︑最高裁の判決も出たのに
接続されていない状況にあるという違法状態にあ
ることはお認めいただけると思いますが︑それが
トータルとしてどういう状況になっているか︑支

点からのことでありますので︑この矢祭町に対し
て︑個別にこれをするためにつくるわけではあり
ません︒そのことは御理解をいただきたいと思い
ます︒
国︑地方の関係というのは︑義務づけ・枠づけ
などの事前規制を縮減して︑例外的な事象が生じ

か︒
○川端国務大臣 お問いの趣旨は個別の町の状況
についてのことでありますが︑この法律の趣旨は︑
そういう事態があるというときに︑制度上︑そう
いうことに対して何らかの国としての行動ができ
るという仕組みを持たなければいけないという観

動すること︒﹂と政府に課しております︒
住基ネットの不接続に関して︑矢祭町の自治体
運営が混乱︑停滞し︑著しい支障が生じている事
態なんでしょうか︒この点について︑いかがです

用するかということは︑参議院の附帯決議とかい
うふうな趣旨は︑当然の一つの意思として示され

ういう矢祭の住民の意思に対して︑それに反する
ようなことを国が行おうとしている︒住民の頭越
しに民意を否定するようなこういう国のやり方は
認められないと言わざるを得ませんが︑その点に
ついて︑大臣のお考えはいかがですか︒
○川端国務大臣 この制度を当該自治体にどう適

だものであります︒住民は︑改めて住基ネットへ
の不参加を継続する意思を示したわけで︑この民
意こそ尊重されるべきであります︒
是正の要求において︑当該自治体がその措置を
とらないということをもって今回の違法確認訴訟
制度の創設となっているということを見ても︑こ

が生じているという事実はありません︒昨年四月
の町長選挙でも︑住基ネットの接続が争点となり
ましたが︑現職が再選となりました︒町民は︑個
人情報の保護が十分ではない︑国が地方自治に介
入するのは地方分権に逆行する︑住民に全く利便
性がなく経費の無駄遣いだと訴えた候補者を選ん

った自治事務に対して国が物申すことについて抑
制的であるべきだ︑こういう参議院の附帯決議を
踏まえた対応を考えたときにも︑今回の措置とい
うのは︑やはり踏み越えるような中身となってい
るということを言わざるを得ません︒
矢祭の自治体運営が停滞︑混乱し︑著しい支障

ず︑その結果において︑当該自治体の運営が混乱︑
停滞︑著しい支障が生じている場合︑こういう場
合に限って︑限定的︑抑制的に是正の要求を発動
すべきだという趣旨を述べているわけで︑こうい
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仮に自治体に違法な事務処理があるとすれば︑
監査委員制度や︑議会による監視機能の発揮や︑

ている︑こういうことをもって︑抑制的に是正の
要求を行うべきだということを確認しているわけ
で︑今回の矢祭等に対する是正の要求というのは︑
まさにそういう参議院の附帯決議を踏まえないも
のとなっている︑こちらの方こそ問題だというこ
とを言わざるを得ません︒

たいと思います︒
○塩川委員 町長選挙の選択を踏まえての︑住民
の意思として接続しないという選択をしていると
いうのが矢祭の現状ですから︑この参議院の附帯
決議というのも︑違法状態ということだけではな
くて︑当該自治体の運営というのが混乱︑停滞し

トに接続されていないことで生じていることは事
実であります︒その部分を踏まえて︑我々として
はトータルとして判断をさせていただきたいと思
います︒
接続していないけれども何の問題もなく済んで
いるという状況でないことは御承知おきいただき

年金受給者現況届の省略とか︑行政手続における
住民票の写しの省略等が不可能になっている︑あ
るいは︑住基カードが交付されていないから︑国
税の電子申告・納税システム︑ｅ︱Ｔａｘを利用
できないでいる︑転入通知等々の部分に不都合が
起こっている等々が︑行政執行上は︑やはりネッ

ていることは我々も承知をしておりますし︑そう
いう個別の判断をどうするかということは差し控
えさせていただきますが︑現に住基ネットを接続
していないということにおいて︑やはり︑例えば︑

趣旨が規定上明確ではない︑このように考えます︒
特に必要があると認めるときという文言を追加す

とから︑関係人の出頭等の要請につきましては︑
その必要があると認めるとき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︑こういった必要があると認めるとき等の文
言はございません︒したがいまして︑こういった

益と︑出頭︑証言を要請される方がこうむる影響
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ます︒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ということになりますと︑
関係人の方に不当な負担を強いるおそれがあるこ

そこでお尋ねしますが︑特に必要があると認め
るときというのは何を意味するのか︑この点につ
いてお答えください︒
○橘︵慶︶委員 お答えいたします︒
一般的に︑百条調査権の発動︑あるいは出頭︑
証言を要請する場合には︑調査により得られる公

ばなりません︒
次に︑修正案の提出者に百条調査の件について
お尋ねをいたします︒
この百条調査の件については︑関係人の出頭︑
証言及び記録提出の請求をする場合には︑特に必
要があると認めるときに限るとしております︒

住民監査請求とか︑住民訴訟とか︑そして選挙な
どを通じて︑住民によって自律的に解決されるべ
きものであって︑国が口を出すというのは地方自
治の趣旨に反するということを重ねて言わなけれ

めに議会制度の見直しを行うということで提出さ
れているわけでありまして︑そういう中で︑実は

を行う︑そういう具体的な問題というのは何かあ
るんでしょうか︒
○石田︵真︶委員 塩川先生にお答えをさせてい
ただきたいと思います︒
今回の地方自治法改正案というのは︑地方公共
団体の議会による適切な権限の行使を確保するた

りません︒こういう規定が入ることが︑逆に︑地
方自治法に定められた議会調査権を制限するもの
になりはしないのか︑そういう懸念が出てくるわ
けであります︒
そこでお尋ねしますが︑こういう百条調査の件
について︑このような法改正を今行う︑今見直し

よろしくお願いします︒
○塩川委員 百条調査に係る関係人の出頭等とい
うのは︑その百条委員会において必要があると認
めるからこそ︑つまり公益性︑公益が上回るから
こそ要請をするのであって︑特に必要があると認
めるときという限定をする理由というのは見つか

なお︑当然︑それぞれのケースについてはそれ
ぞれの御判断ということになります︒したがいま
して︑個々具体のケースにおいて︑特に必要があ
ると認めるときということに当たるか否かについ
てはそれぞれの地方議会の判断に委ねる︑こうい
う趣旨での改正を提案しておるわけでございます︒

ることによりまして︑今申し上げたような比較考
量︑あるいは本当に必要がある場合︑こういうこ
とで運用していただいたらどうかということで︑
趣旨を明確にするものであります︒
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そういうのが今回の修正案の趣旨でございます︒
以上でございます︒

されているわけでありまして︑私どもは︑政府と
しても︑今後︑より深い議論がなされていくもの
と理解をいたしております︒
こういう状況の中で︑当面の対応として︑出頭
や証言を要請する場合の要件を明確化することに
より︑議会による適切な権限の行使を確保しよう︑

当たらないかという仕組みに関しては︑今のとこ
ろ︑我々の法律の改正案を含めては手当てをして
おりませんが︑いろいろな議論の中で︑御指摘が
ある︑検討すべき大きな課題の一つであることは︑
実態を踏まえての議論があることは私も認識をし
ているところでございます︒﹂このように答弁を

用において適正であるのか濫用で行き過ぎている
のかということを︑今ダイレクトにチェックした
り︑そこに物申したりということの仕組みは制度
的にはございません︒﹂中略ですが︑﹁制度的に
どういうふうにすればそれが円滑に運営できる︑
本来の使命を果たすことの節度を持って︑濫用に

先日︑坂本議員の質疑がございました︒また︑
先ほど笠原議員の質疑があったわけですけれども︑
やはり現行法における問題点というのも指摘され
ているわけであります︒
そして︑先日の坂本議員の質問に対しまして︑
川端大臣がこのように答弁されております︒﹁運

党内で議論をいたしました︒そういう議論の形と
して︑今回の修正案という形で出させていただい
たわけでありますけれども︑その一つが百条委員
会についてでございました︒

れたことから︑同特別委員会において政策決定手
続や事業決定手続の透明性︑合理性等を検証する

諫早湾干拓農地の入植者選定手続の適否につい
ては︑これまで県議会・県政改革特別委員会にお
いて︑関係書類の提示や長崎県農業振興公社の当
時の事務局長等を参考人として出席を求めながら︑
五回にわたって集中審議をしてまいりました︒
この問題は︑かつて国会の論戦でも取り上げら

てあります︒
そこで︑参考までに読み上げますけれども︑一
枚目の左側︒
諫早湾干拓事業における入植者選定に関する調
査特別委員会の設置を求めることについて︑提案
理由を申し述べます︒

うなものではないのかということを言わざるを得
ません︒
資料を配付いたしました︒これは︑長崎県議会
における諫早湾干拓事業における入植者選定に関
する調査特別委員会の設置についての提案理由説
明と︑反対討論及び賛成討論の一部の抜粋を載せ

いての問題点の指摘があったというお話がありま
した︒坂本委員の質問の中におきましては︑長崎
県議会の例が紹介をされておりました︒
そこでお尋ねしますが︑長崎県議会において︑
こういった事例をもってこのような修正を行うと
いうのは︑余りにも一方の当事者に肩入れするよ

○塩川委員 今回のような法改正を行うに当たっ
て︑今見直すべき具体的な問題があるのかという
ことについての直接のお答えはありませんでした︒
同時に︑先日の坂本議員の質問で︑現行法につ

広さの農地の中に時の長崎県知事及び主管庁の時
の農林水産大臣政務官︑それぞれ職務権限を持つ

あわせて︑二枚目の賛成討論︑左側の下から七
行目から読み上げます︒
御高承のように︑平成二十年四月から営農開始
した諫早湾干拓農地の総面積は六百七十二ヘクタ
ール︑その五％に当たる三十二ヘクタールは︑何
と東京ドーム七個分の広さと言われており︑この

植をかち得たことについては︑当時から︑これを
いぶかしがる多くの県民の声が聞かれたのは事実
であり︑そうした声に応えるためにも︑また︑税
金の適正な執行を確保するためにも本件の真相を
解明することは︑県民の負託を受けた議会として
当然果たすべき職責でありますとしております︒

らうことに関し︑県から県農業振興公社に二十五
億四千四百万円が貸し付けられる予定であること
など︑多額の血税が投入され︑また︑されるだけ
に︑事業の推進に大きくかかわってきた両責任者
の親族が︑それまで農業にはほとんど無縁であっ
たにもかかわらず︑他の入植希望者に優先して入

川弥一衆議院議員の子供さんたちが設立した農業
生産法人Ｔ・Ｇ・Ｆの入植に関し︑その選考及び
措置が客観的に公平︑公正に行われたか否かとい
う点であります︒
諫早湾干拓事業は︑全体事業費二千五百三十億
円が投じられたほか︑国から農地を払い下げても

過程において︑個別審査事項として取り上げ︑審
査を行ってきたものであります︒
特に審査対象になったのは︑当時の本県知事で
あった金子原二郎氏と農林水産政務官であった谷
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ことが反対の理由となっているわけで︑問題があ
る︑解明しなくちゃならぬという点では議会とし

に理解しがたく︑県民の皆さんの怒りもけだし当
然のことだと考えるのであります︑このように述
べています︒
一枚目の右側に反対討論もありますけれども︑
この百条委員会の設置には反対としながらも︑現
行の特別委員会での審議が不十分で拙速だという

税の事業費を拠出するところであり︑一ヘクター
ルの事業費は三億七千七百万円︑親族企業の三十
二ヘクタールを事業費で換算すると︑実に驚くな
かれ百二十億六千七百万円になると言われている
のであり︑それだけ莫大な公金支出の恩恵を︑こ
の親族企業が真っ先に受けるということは︑率直

県民の声や入植した︑あるいは応募された関係
者からは︑長年の営農経験があれば問題はないが︑
入植するために急遽つくった会社なら︑選定作業
の透明性などについて世間の批判を浴びても仕方
がない︒さらに︑この干拓の事業費は二千五百三
十三億円︑我が長崎県も五百五十二億円に上る血

五倍の高い競争率を︑わずか一年前に設立した新
規参入の親族企業が選ばれ︑しかも︑獲得した小
江干拓地は︑国道の脇に位置し︑海面より高く浸
水のおそれのない好条件の一等地と言われており︑
その親族企業は︑その三分の一︑約十万坪を手に
入れたとも言われているのであります︒

二人の政治家の親族企業が入植しているのであり
ます︒
入植者選定については︑六十二の経営体が応募
し︑入植決定件数は現在四十二経営体と︑約一・

○塩川委員 しかし︑今回の流れを見ても︑長崎
の事例というのは人権云々のお話もあったという

しに︑先ほども御指摘ありましたけれども︑やは
り人権の問題とかそういうことに配慮してやると
いうことが今の段階︑当面の課題として必要では
ないかということでありまして︑特定の個別の団
体を念頭に置いて今回の修正案を出させていただ
いたものではありません︒

六十三年︑これは十三︒そして︑その後もずっと︑
例えば平成十九年から平成二十年︑十一というよ
うに︑ほとんど毎年十台の市町村でこの百条の調
査が行われているわけであります︒
我々といたしましても︑百条委員会の権限につ
いて今ここで修正どうこうするということではな

れたのではありません︒熊本県のお話もされまし
た︒そして︑先ほどの笠原議員のお話では岐阜県
のお話がなされたわけであります︒
そしてまた︑市町村を見てみますと︑これは市
町村数がずっと減ってきていますので︑一千団体
という単位で見てみますと︑昭和六十二年︑昭和

めているわけで︑関係人は出席して堂々と語れば
いい︑このように率直に思いますが︑提出者とし
てのお考えをお聞かせください︒
○石田︵真︶委員 塩川議員にお答えをさせてい
ただきたいと思います︒
先日の坂本議員の御質問は︑長崎県だけを言わ

ての共通の認識だということであります︒
現行︑このように長崎県議会において行われて
いる事態というのは︑そもそも百条調査そのもの
が県民要求に応えたものだ︑県民は真相解明を求

○塩川委員 百条の委員会を濫用するようなこと
があるとしたら︑それはそもそも県民の理解が得

のは︑やはり︑適正な県政運営ができるようにと
いうことの中で︑いろいろな調査権限を持つ︑か
なり重い権限を持つということであります︒趣旨
はそういうことだと思います︒
それは︑それぞれの自治体議会において適切に
運営されるべきものであると思っております︒

大臣にお尋ねしますけれども︑そもそも百条調
査については︑県議会が自律的︑自主的に対応し
ていく︑そのことを通じてこそ県民の信頼を得る
ことができるというふうに思いますが︑この点に
ついての大臣のお考えをお聞かせください︒
○川端国務大臣 百条委員会の趣旨︑目的という

修正案の提出者となっているということについて︑
甚だ疑問の思いもせざるを得ないということが率
直なところであります︒長崎県の関係者の衆議院
議員もこの委員会におられるわけで︑私︑そうい
う点でも︑こういうあり方というのは本来あって
はならないということを言わざるを得ません︒

係人は堂々と出て説明をすればいいと思う︒
ましてや国会議員であるならば︑当然のことな
がら︑国民︑県民の前に説明をする責任があるん
じゃないでしょうか︒民主党の県会議員もこの百
条調査委員会の設置に賛成をし︑議論をしている
ところであります︒その民主党も含めてこういう

ことの御紹介もありました︒しかし︑実際長崎県
議会で行われている百条委員会というのはこうい
う議論となっているわけで︑私は︑真相解明こそ
県民の要求だ︑それに応える百条調査委員会に関
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関し︑総務省から陳情の取り扱いを変更させるよ
うな働きかけを行う予定はございません︒

言を改めることにさせていただきました︒これは︑
文言の使用例の整理という観点でございます︒
文言を改めることになっても︑その意味すると
ころは変わるものではないため︑陳情については︑
﹁議案︑請願等﹂の﹁等﹂に含まれるものと解さ
れます︒したがって︑今後︑標準議会会議規則に

ということで︑今まで法律として書いてまいりま
した︒
ただし︑陳情と規定する用例は地方自治法以外
に一例しかなく︑一方︑請願は憲法や地方自治法
等に根拠がある規定であることから︑今回の改正
に合わせ︑国会法に倣い︑﹁議案︑請願等﹂と文

言が削除されております︒これはなぜなのか︑お
答えください︒
○川端国務大臣 現行法上は︑委員会の審査の対
象になる議案︑陳情等については︑請願が議案の
うちに含まれているということで請願と書かずに︑
等が陳情類似の要望︑意見書のようなものを指す

案は撤回をすべきだと強く申し上げておくもので
あります︒
最後に︑残りの時間で︑百九条の二項で︑﹁常
任委員会は︑その部門に属する当該普通地方公共
団体の事務に関する調査を行い︑議案︑請願等を
審査する︒﹂とありますが︑今回︑陳情という文

られないということであるわけで︑議会そのもの
が批判を受けるわけであります︒今回の法改正と
いうのは︑事件の真相解明を求める住民要求に逆
行するものだと言わざるを得ない︒こういう修正

そういう点では︑今回の︑陳情という文言が落ち
ることによって︑この扱いというのは変更するこ

ております︒また︑陳情書のコピーの配布や陳情
書の一覧表の配布等の処理で審査しなかった陳情
の処理状況は六千八百八十三件というふうになっ
ております︒
○塩川委員 つまり︑陳情を審査している例が多
数あるというのが地方議会の現状でありまして︑

ですが︑この点について︑確認で御答弁いただけ
ますか︒
○久元政府参考人 御指摘の︑全国市議会議長会
が行った実態調査でありますが︑平成二十二年の
一年間で︑各市議会の委員会において審査した陳
情の処理件数は八千百五十五件というふうになっ

ないのが陳情というだけであり︑請願権を保障す
る重要な手段の一つが陳情ということであります︒
地方議会では︑請願を審査するだけではなくて︑
陳情も審査をしている場合が少なくありません︒
全国の市議会においても︑こういった陳情を審査
する処理状況というのも大変多いというのが現状

の罷免︑法律︑命令又は規則の制定︑廃止又は改
正その他の事項に関し︑平穏に請願する権利を有
し︑何人も︑かかる請願をしたためにいかなる差
別待遇も受けない︒﹂と定めております︒憲法上
は︑陳情も本条に言う請願に含まれると解されて
おります︒いわば︑議員の紹介があるのが請願で︑

○塩川委員 文言の使用例の整理ということで︑
意味するところは変わらない︑﹁請願等﹂の﹁等
﹂に陳情が含まれるというお答えもありました︒
憲法十六条は︑﹁何人も︑損害の救済︑公務員

せることになりかねないような文言変更こそやめ
るべきだ︑このことを申し上げて︑質問を終わり
ます︒

とになりはしないのかという現実の問題が生まれ
てまいります︒
そもそも︑変更しないというのであれば条文を
変える必要がないわけで︑国民の請願権を後退さ
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