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はじめに 

 

 平成 23 年の地方自治法（以下「法」という。）改正により、地方議会の議員定

数の上限が撤廃され、各議会は条例によって各々の議員定数を自由に定めること

になり、議員定数についての説明責任は各議会が負うことになったことから、議

会が自らどのような議会を目指すのか、先ずはその「在り方」を決定し、それに

基づく議員定数、議員報酬の議論がなされるべきであるが、現時点での寝屋川市

議会では明確な議会の「在り方」の議論はなされていない。 

 そのような中、寝屋川市議会専門的事項に係る調査会議（以下「調査会議」と

いう。）は、寝屋川市議会における議員報酬及び議員期末手当、議員の定数及び政

務活動費の額の３項目に係る調査について、同市議会からの依頼を受け発足した

が、寝屋川市議会として目指すべき議会の「在り方」が明確ではない現状では、

その「在り方」に基づいた議論を行うことは困難であるとの判断から、調査会議

では、現状での上記３項目の妥当性等を検証するという方向で議論を進めた。 

なお、調査項目のうち議員定数については、調査会議の開催直前の平成 29 年

９月定例会において、３人の定数減が議決されたため、そうした状況を踏まえた

審議にならざるを得なかった。 

また、調査会議では、各調査項目について、各委員の専門的知見により、様々

な角度から議論を行うとともに、実態把握のための議員へのヒアリング・アンケ

ート調査を実施した。こうした調査結果に基づく調査会議としての見解を以下に

報告する。 
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Ⅰ 寝屋川市議会の現状 

 

１ 議員報酬 

  これまで、市長の諮問機関である寝屋川市議員報酬及び特別職給料審議会（以

下「報酬審議会」という。）の答申に基づき議員報酬の額が改定されてきたが、

平成 10 年を最後にこの答申に基づく改定は行われていない。以後、答申に基づ

かずに、市議会独自の減額を実施しており、その推移は以下のとおりである。 

年月日 

議員報酬月額（円） 

議長 副議長 
常任委員会 

委員長 

常任委員会 

副委員長 
議員 

H10. 4.1 750,000 710,000 675,000 670,000 665,000 

H24. 4.1 730,000 690,000 655,000 650,000 645,000 

H24.10.1 700,000 660,000 625,000 620,000 615,000 

H26. 8.1 745,000 705,000 670,000 665,000 660,000 

 

２ 議員定数 

  旧法定上限は 38 人（20 万～30 万人の都市）であったが、平成 11 年度以前の

36 人をピークに、議員改選ごとに議員定数を削減している。また、常任委員会

の数は４で変更はない。その推移は以下のとおりである。 

年月日 
議員定数 

（人） 

常任委員会定数（人） 

総務 建設水道 厚生 文教 

～H11.4.30 36 9 9 9 9 

H11.5.1 34 9 8 9 9 

H15.5.1 32 8 8 8 8 

H23.5.1 28 7 7 7 7 

H27.5.1 27 7 7 7 6 

 

３ 政務活動費 

  政務調査費（当時）の返還を求める住民訴訟が提起された過去の経過や、他の
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議会における違法な支出が報道で取り上げられることが多い状況等もあり、平

成 13 年度の制度導入時の月額８万円から大幅に減額している。その推移は以下

のとおりである。 

年月日 政務活動費月額(円) 

H13.4.1 80,000 

H24.4.1 70,000 

H27.4.1 45,000 
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Ⅱ 議員報酬等について 

 

１ 議員活動実態アンケート調査結果（資料１） 

  議員報酬額の妥当性を検討する際の参考とするため、議員活動実態アンケート

調査を次のとおり実施した。 

【実施要領】 

対象：全議員（但し、議長・副議長は、議長・副議長の公務について調査） 

期間：平成 29 年 12 月及び平成 30 年１月（12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

内容：各日毎の３時間単位で、議員活動の時間を活動の種類ごとに、各議員

が記録する 

  

調査期間の２ヶ月は年末年始ではあるが、定例会がある月とそうでない月と

なっており、本調査会議の審議期間に鑑み設定したものである。平成 25 年に京

都市会で行われた事例＊を参考にして、議員活動を 22項目に分類するとともに、

議員活動を報酬対象とすべき活動か否かの基準を設けた。 

また、正副議長については、同期間における正副議長の職務時間数を各日毎

に調査した。 

  調査結果の概要は、以下のとおりである。 

  ⑴ 正副議長を除く全 25 人の議員の報酬対象とすべき活動（本調査では、政

党活動、後援会活動、選挙運動、私的活動以外の議員の活動とする。）の

時間数は、平成 29 年 12 月と平成 30 年１月を合計すると、12,144 時間で

あった。従って、議員一人当たりの活動時間は月平均で 242.88 時間とな

った。これをベースにして一年間の活動時間を試算すると、 

 242.88÷28 … ①（調査対象月はいずれも調査日数が 28 日であるため） 

①×31×７月＋①×30×４月＋①×28×１月 ＝ 3,166.11時間 となる。 

ちなみに、京都市会の事例では調査実施月に違い（３月及び４月に実施）

はあるが、3,426.72 時間となっており、単純比較では 260.61 時間（約 8％） 

の差となる。なお、一日当たりでは、寝屋川市議会議員は毎日約 8.67 時 

 

＊
駒林良則『京都市会における議員定数と議員報酬に関する意見書』（平成 25 年 7 月） 
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間の議員活動を行っていることとなる。 

  ⑵ 今回の調査では、市長の公務遂行時間の調査は叶わず、直接的には市長

の公務遂行時間と議員活動の時間の時間数の比較を行っていないが、他の

議会の事例では、首長の公務遂行時間を１とした場合の議員活動の時間の

は、京都市会 0.77、三重県議会 0.7、さいたま市議会 0.704 という試算結

果となっており、便宜上、これらの試算結果を参考値として活用するもの

とする。 

  ⑶ 議長、副議長の役職加算相当額はそれぞれ、85,000 円、45,000 円で、各々

12.8％、6.8％の加算率となる。議員の活動時間に対する公務時間の増加

分はそれぞれ月平均で 60.2 時間、47.3 時間で各々24.8％、19.5％の増加

率である。加算額は、時間数比較からすると少ない額であるが、例年１月

は議長、副議長の公務が集中するとの事情があることを勘案すれば、その

差は特段問題のないレベルであると推測できる。 

  ⑷ 活動分類別の時間の割合は、議会活動に付随する用務（議会の会議の準

備等）が 11.7％と最も大きく、会議出席に係る時間（3.6％）に比べ、市

民から見えにくいところに多くの時間を要していることや、市民や団体等

への対応等にも多くの時間を費やしている結果となった。また、報酬の対

象外の活動ではあるが、政党活動を始めとする議員特有の活動があること

も確認された。 

 

２ 他市との比較 

  他の市議会の議員報酬額等の調査を行った。その調査結果から他市との比較

を行ったところ、府内中核市平均に近い水準にあると言えるが、府内中核市（高

槻市、豊中市、東大阪市、枚方市）とは、人口等規模に差があることに留意す

る必要がある。 

  また、府内施行時特例市、府内市及び河北市の各平均との比較では、高い水

準にあると言える。 

  なお、議員定数については、現行の 27 人でも、府内中核市平均、府内施行時

特例市平均を下回っており、定数削減後の 24 人では、府内市平均を下回るこ
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とになる。また、政務活動費の額については、府内中核市、府内施行時特例市、

府内市平均のいずれも下回っている。 

 
議員報酬月額（円） 

議員 

定数 

(人) 

政務活動

費月額 

(円) 
議長 副議長 委員長 副委員長 議員 

寝屋川市 745,000 705,000 670,000 665,000 660,000 27 45,000 

府 内 中 核 市

平均 
750,000 705,825 663,350 638,200 655,950 35 90,000 

府内施行時

特例市平均 
714,500 672,000 668,000 ― 631,000 30 67,500 

府内市平均 682,531 633,759 647,814 655,050 594,494 25 75,906 

河北市平均 659,833 621,717 615,567 610,067 582,467 20 51,667 

 ※ 各平均値に寝屋川市の数値を含まない 

 

３ 議員へのヒアリング調査 

各会派代表者（５会派・計５人）に対して、平成 29 年 11 月 29 日(水)に実施

した。調査の方法については、事前に調査票への回答を求め、当日はその回答

を基に、個別にヒアリングを行った。 

  ヒアリング内容から、 

・議会での質問の準備や調整等、負担が大きい割に市民に見えにくい活動に

多くの時間を割かれていること 

・平日・休日を問わず地域や市の行事等があり終日休みとなることが少ない

など会社員等と比べて拘束時間が長いと感じていること 

・交際費や広報紙の発行経費等、政務活動費で賄うことのできない多くの経

費があること 

・市民への対応等、議員活動をしっかりと行うには専業であることが望まし
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いと感じていること 

・多くの議員が専業であり、議員報酬以外の収入はない議員がほとんどであ

ること 

  等の理由により、議員は他市との比較では府内平均値等を上回っていること

を認識しているものの、議員活動の実態との見合いからは妥当と感じているこ

とを確認した。 

 

４ 審議の概要（各委員の意見） 

調査会議では、議員の職務・職責を明確に定めた上でそれに見合った対価と

すべきではないか、単に役務の対価としてではなく任期中議員の職務に専念で

きるだけの額を支給すべきではないかとの意見が出されるなど、議員報酬につ

いて、生活給の意味合いを含む歳費・給与的なものとして位置付けるべきかど

うかという、議員報酬の在り方そのものの見解については、委員間でも意見が

分かれたところである。 

しかしながら、寝屋川市議会の現状における議員報酬の妥当性を検証するた

めには様々な視点からの検証が必要であるとの認識のもと、 

  ・全国の平均値等を寝屋川市に当てはめるのでは、寝屋川市の特殊性が反映

されないので、近隣市との比較の方が有効ではないか 

  ・議員活動実態アンケート調査及び議員へのヒアリングの実施により、寝屋

川市議会の議員活動の特性を可能な限り可視化し、確認する必要がある 

  ・議員報酬額のみでの議論ではなく、議会費としての視点も必要ではないか 

・市長等特別職や一般職の給与も参考にしてはどうか 

  ・寝屋川市民の所得水準の動向も考慮する必要があるのではないか 

  ・常任委員会副委員長の役職加算の位置付け等を確認してはどうか 

 等の意見が出された。 

 

５ 議員報酬額の妥当性の検証・見直す場合の条件 

  議員報酬額の絶対的な基準は存在しない。また、現時点では寝屋川市議会の

将来的な在り方が定まっていないことから、各委員からの意見に基づき、なる
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べく多くの視点から検証することとし、下記のとおり確認した。 

⑴ 議員へのヒアリング調査 

ほとんどの議員が専業であり、議員活動の実態面から専業であることが望ま

しいと多くの議員が感じている。また、広報紙の発行経費（市政に関すること

以外の内容が含まれる場合等）等、本来、政務活動費から支出すべき経費まで

も一部議員報酬から支出している実態がある。 

⑵ 議員活動実態アンケート調査 

活動分類別の時間の割合として、議会活動に付随する用務（議会の会議の準

備等）が最も大きく、市民から見えにくいところに多くの時間が割かれている

こと及び市民や団体等との応対等へ多くの時間を費やしている実態が明らか

になった。年間の活動時間の試算では、単純比較で京都市会の事例よりも約 8％

少ない結果となったが、政令市である京都市との事務領域の違い等を考慮する

と、議員活動の実態としては大きな差はないと言える。また、休・祝日を含め

毎日８時間を超える議員活動を行っていることが分かった。なお、寝屋川市長

の給料月額 1,020,000 円（報酬審議会の答申による額）に対し、現行の議員報

酬月額は 660,000 円であり、金額の比較では、市長を１とすると議員は 0.65

となる。一方、Ⅱ－１－(2)でも示した他市（京都市会、三重県議会、さいた

ま市議会）の事例によれば、議員と首長の公務時間の単純な比較では、首長を

１とすると議員は 0.7～0.77 と試算されており、参考までにこの試算値を用い

て比較すると、 

1,020,000 円（市長の給料月額）×0.7＝714,000 円 

 であり、現行の議員報酬額は、この額を下回っている。 

⑶ 他市との比較 

 ① 議員報酬月額 

府内中核市平均    655,950 円（寝屋川市議会が 4,050 円高い） 

府内施行時特例市平均 631,000 円（寝屋川市議会が 29,000 円高い） 

府内市平均      594,494 円（寝屋川市議会が 65,506 円高い） 

 ② 議員定数 

   寝屋川市 27 人に対し、府内中核市平均 35 人、府内施行時特例市平均 30
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人と、現行の定数でも、他市を下回っている。 

 ③ 一般会計に占める議会費の割合 

   寝屋川市 0.55％、府内中核市平均 0.44％、府内施行時特例市平均 0.58％

と、予算規模に比例した割合となっており、寝屋川市の割合は一般的な数値

と言えるが、議員定数削減後（24 人）は低下することが見込まれる。 

⑷ 議員報酬及び特別職給料審議会の答申 

報酬審議会の答申書（平成 29年 11月 21日付）による改定率は、市長△0.97％、

副市長△4.4％、教育長△4.94％、上下水道管理者△4.94％である。仮にそれ

ぞれの改定率を用いて、議員報酬の改定額を試算すると以下のとおりの額とな

る。 

△0.97％ 665,000×（1－0.0097）＝658,550 円 

△4.4％  665,000×（1－0.044） ＝635,740 円 

△4.94％ 665,000×（1－0.0494）＝632,149 円 

※試算に用いた 665,000 円は、前回の審議会答申に基づく議員報酬額 

⑸ 一般職の給与水準 

一般職の管理職（理事）の平均給料等に基づく給与モデルとの比較では、月

額では、議員報酬月額が 31,102 円高い結果となる。 

⑹ 寝屋川市の市勢・財政状況 

寝屋川市は人口 23 万人余りを抱える施行時特例市であり、現在、中核市へ

の移行（平成 31 年４月予定）への手続きを進めていること及び市の財政構造

は硬直化の傾向が見られるものの、健全化判断比率はいずれも健全な数値を示

している。 

⑺ 寝屋川市議会の活動状況 

市議会の活動状況（本会議・委員会の開催日数及び時間数）について、他市

との比較を行ったが、特徴的なものは見られなかった。 

 

以上の検証結果と各委員の意見を基に、現行の議員報酬額の妥当性について検

討する。 

 アンケート調査の結果等からは、議員報酬額を引き下げるべき理由は見当たら
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ない。また、無秩序に引き下げの議論を持ち込むことは、議員活動に支障を来す

ことにつながりかねないとの懸念がある。これらの実態調査の結果に鑑みて、調

査会議としては、基本的には議員報酬額を引き下げるべきとの立場には立たない。 

 しかしながら、このアンケート調査の結果等をもって、現行の議員報酬額その

ものの妥当性ないしは適切性が完全に承認されるわけではなく、具体的な妥当性

を見出すためには、相対的な視点等も加えて検討する必要がある。 

 他市との比較や市長等特別職等との額の比較においては、いずれも、現行の議

員報酬額が高い結果（市長等特別職等とは異なり議員には退職手当や地域手当等

が支給されないことは考慮していない）となっている。市長等特別職及び一般職

の給与との比較の要否については検討の余地はあるものの、多くの項目で議員報

酬額が高い結果となっていることは考慮する必要がある。 

 これらのことから、その妥当性をより具体的なものとする手法の一つとして、

大阪府内市との比較結果を参考とすることとした。その比較結果の内、参考値と

しては同規模の市との比較が最も有効であると考え、府内施行時特例市平均額

（631,000 円）ないしは府内中核市平均額（655,950 円）を目安とし、これらの額

を検討のベースとする。ただし、寝屋川市は平成 31 年４月に中核市へ移行予定で

あり、大規模な権限移譲に伴い議会・議員の責任と権限も拡大することから、基

本的には府内中核市平均額をベースとしつつ、人口等規模においてそれらの市と

は相当の差があることに留意する必要があるため、この両者の中間値（643,475

円）を参考として検討されることを提言する。 

 なお、議員定数の 24 人への削減により、議員の活動負荷の増加がどの程度にな

るか現段階では判断できないことから、検討要素に加えることを差し控えたが、

この点については、今後、検証が必要であることを指摘しておく。 

 また、期末手当については、現状、市長等特別職と同じ支給月数及び役職加算

率で支給されているが、ベースとなる議員報酬額に比例して支給額が算定される

ことから、職に応じた額となっていると言える。他市においてもこの方法は一般

的であり、特段見直しの必要性は認められない。 

 なお、議員報酬額を見直す場合の条件として、議員活動に支障を来さないこと、

ひいては議会の活動を低下させないことを考慮することが必要である。他市との
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比較においても、議会費が一般会計に占める割合は一般的な数値となっており、

市の財政面からも議会費の削減が要請される状況にはないことから、議員報酬額

の引き下げ相当分については、後述する政務活動費の外部監査の実施経費等、議

会活動の充実に充てるべきであることを申し添える。 
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Ⅲ 政務活動費について 

 

１ 経緯 

  寝屋川市では、平成 13 年度の政務調査費（当時）の支出について、市議会

各会派（一部）に対し、交付目的外の使途に違法に支出したとして、市長に対

し、各会派に返還請求することを求めて住民訴訟が提起され、平成 19 年 12 月

26 日大阪高裁判決において一部会派が返還を命じられる事案があった。 

その経過から、独自の厳しい使途基準を設けており、結果、支出することを

難しくしている。さらに、他の議会における違法な支出が問題となり、報道で

取り上げられることが多い状況の中、政務活動費の支出に消極的になっている

傾向が見受けられる。 

  そのため、制度導入時８万円であった月額を、現行の４万５千円にまで大幅

に減額してきていることに加えて、執行率も平成 26 年度 86.2%、平成 27 年度

78.7%、平成 28 年度 75.4％と、年々低下している状況にある。 

 

２ 現行制度の問題点 

  政務活動費の執行率の低下から、議員活動に支障を来していないかが懸念さ

れる状況にある。 

  議会の活性化が求められる中、議員活動の充実を図ることは重要であり、政

務活動費を充分に活用できる環境をつくることが必要である。 

 

３ 議員へのヒアリング調査 

  ヒアリング内容から、 

・個人事務所を持たず、刊行物等も多く発行しなければ、現在の額で特に不

足は感じない 

・疑義が生じる可能性があるものは、大事を取って支出を自粛（議員報酬か

ら支出する等）する場合がある 

・政務活動と政治活動は非常に近いにも関わらず、政務活動費の支出では明

確な線引きが必要である等、支出には慎重にならざるを得ない 
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  等の理由により、議員は他市との比較では金額としては低いことを認識して

いるものの、支出環境の厳しさ等から増額は望んでいないことを確認した。 

 

４ 審議の概要（各委員の意見） 

  調査会議では、政務活動費が議会の活性化及び議員の調査活動基盤の充実を

図る観点から導入されたものであり、また、その使途の公開により議員活動の

可視化に寄与するものであることから、更なる減額を行うことは好ましくない

との認識のもと、 

  ・現行の金額は他市との比較からすると低額であるが、減額に至った経過や

執行率が低下している状況から判断すると増額すべきとも言えない 

  ・今後、通年議会の導入等の議会改革等が進められれば、調査・研究の機会

が増え、政務活動費の充実が必要となることが考えられる 

  ・疑義の生じる恐れのあるものは支出を避けている実態があるが、議員活動

に必要な経費は支出できるようにするべきである 

  ・必要な政務活動費の支出が支障なくできるよう、チェック体制の充実やア

ドバイスを行う組織の導入等を検討してはどうか 

 等の意見が出された。 

 

５ 政務活動費の額を含めた今後の在り方及び改善点 

議員報酬同様、政務活動費の額には絶対的な基準は存在しない。 

議員ヒアリング調査の結果からは、金額に不足は感じていないようである一

方、疑義の生じる恐れのあるものは政務活動費からの支出を避け、議員報酬か

ら一部支出している実態が伺える。また、寝屋川市の人口等規模に鑑みれば、

現行の額は比較的低額であることから、政務活動費の目的に鑑み積極的に活用

すべきとの観点から増額の方向で検討することも可能と考えられる。 

しかしながら、現状では、増額を検討することよりも執行率の引き上げを図

ることが優先される状況にあり、そのための手法の一つとして、第三者による

外部監査を取り入れることにより、支出の事前チェックや支出方法についての

アドバイスを受けるための専門機関の設置等を検討することを提言する。 
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Ⅳ 議員定数と今後の寝屋川市議会の在り方 

 

１ 議員定数について 

「はじめに」でも触れたように、寝屋川市議会は、議員定数を次の一般選挙

から 27 人を 24 人に３人削減する改正条例を可決している。採決では賛否が分

かれ全会一致ではなかったものの、議会としての結論が出されていると言える。 

このことに鑑み、調査会議では、議員定数の具体的な数値の提示を行うので

はなく、寝屋川市議会の現状を踏まえつつ、今後の在り方に基づく議員定数の

議論が行われる際の参考に資するための提言を行うものとした。 

 

２ 委員会と議員定数について 

  調査会議では、議員定数を考えるうえで、委員会の在り方がその目安の一つ

となりうるとの認識のもとに、寝屋川市議会の委員会の分析を行った。同市議

会の常任委員会数は、現行４である。そのうちの厚生常任委員会の所管範囲の

広さや将来の中核市移行を考慮すると、現行の４委員会を減らすことは難しい

と考えられる（議員ヒアリング調査でも同様の意見が確認された）。 

従って、４委員会とすると、定数減によって今後は 24 人の議員定数となる

ので、各委員会の委員数は６人となり、委員長を除くと実質的に委員会で審議

することになる委員は５人となる。委員会での審議の重要性からすると、この

人数で様々な角度から実質的な議論することができるのかという懸念を持た

ざるを得ない。もっとも、ヒアリング調査では、「４常任委員会では一委員会

当たりの人数が少ないので、３常任委員会も考えられる。」として、３常任委

員会にして一委員会８人にするとの意見もあったが、調査会議は、上記のとお

り、常任委員会数を３に減ずることには問題があると考える。 

 

 なお、この点に関するヒアリングでの上記以外の意見は、以下のとおりである。 

・厚生常任委員会の所管は多いが、午前中で委員会が終わることも多いため、５常任

委員会にするのではなく他の常任委員会に割り振ってもよいのではと思う。 

 ・他の常任委員会と比べると、厚生常任委員会の所管が多いと感じるため、中核市移
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行後に検討が必要と考える。 

  ・審議する委員の数を確保する観点から１人の議員が複数の委員会に所属すること

も考えるべきである。 

 

３ 議員定数と今後の寝屋川市議会の在り方 

議員定数を議論するためには、本来、当該議会の在り方に関して一定の方向

性が示された上で、その在り方に相応しい議員定数の議論がなされるべきもの

であろう。そこで、調査会議では、今後、寝屋川市議会において、目指すべき

議会の在り方についての検討が行われることを想定し、その際に特に重要と考

えられる条件等について議論した。主な内容は以下のとおりである。 

⑴ 常任委員会の機能面等からの検討 

「中核市移行により事務領域が大幅に拡大するため、委員会審議をより活発

にする必要があることに鑑み、あるべき常任委員会の数及び一常任委員会当た

りの委員数を検討するとともに、各委員会の所管内容を精査するべきである。」

更に、「一常任委員会当たりの委員数については、充実した議論を行うために

必要な人数は維持するべきである。」との意見の他、 

「議員定数を 24 人としたことによる委員会審議等への影響の検証を行うべ

きである。」というものであった。 

⑵ 議会改革への対応等に必要な人的資源面からの検討 

 「議会改革の進展に伴って、寝屋川市議会においても、今後、所管事務調査

（市から提出された議案の審査だけではなく、委員会が自主的に行う所管事務

についての調査）の実施、議会報告会等の開催及び政策条例の議員提案への取

組等、新たな議会活動が展開されることが期待されるが、このような活動を支

えるに足るだけの人的資源を確保することも考慮すべきである。」との意見が

あった。 

 

 以上の議論から、寝屋川市議会において、目指すべき議会の在り方に基づく検

討が行われる際には、上記の議論・意見を参考に必要な議員定数についての検討

を行うとともに、その結論に対し市民の理解が得られるよう、議員活動を含む寝
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屋川市議会の活動全体の可視化と情報発信をより積極的に進めるよう求める。 

また、当面は、議員定数を 24 人としたことによる委員会審議等への影響の検

証を行いつつ、その影響を最小限に止めるため、各議員は一層の能力・資質の向

上に努めなければならないことを申し添える。 
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最後に―調査報告書の提出にあたって 

  

 調査会議では、Ⅳでも示したように、今後の寝屋川市議会の在り方についても

触れざるを得なかった。これは、調査事項を審議するに当たって、調査会議の各

委員の共通認識として、寝屋川市議会の今後の在り方を議論せざるを得なかった

ためである。換言すると、調査事項は、本来寝屋川市議会の在り方と切り離して

は議論できないものだからである。 

 なお、調査に当たって、寝屋川市議会議員には、多忙にも拘わらず活動実態調

査に快く協力していただいたし、各会派へのヒアリング調査にも真摯に回答して

いただいた。調査会議として厚く御礼申し上げる次第である。 

 既に述べたように、議員定数や議員報酬について、客観的な基準は存在しない。

それだけに、議員定数や報酬額について、議会は自ら決めた内容につき市民にそ

の根拠を説明し市民の理解が得られるようにしなければならない。つまり、議会

には自ら判断したことの説明責任を果すことが求められるのである。 

最後に、調査会議としては、寝屋川市議会に対して、本報告書の内容の実現を

お願いすると共に、それを踏まえて、同議会が今後の自らの在り方を議論される

ことを切に望むものである。 

  

 


