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議会費財政問題検討部会開催状況 

開催回数 開催日 主な協議内容 

第 １回 平成 25年 ９月 24日（火） 

・部会としての今後の進め方について 

・次回委員会までに行うこと 

・スケジュールについて 

第 ２回 平成 25年 11月 １日（金） 
・検討すべきテーマ及び具体的改善策について 

・議員のあり方、進め方の方針について 

第 ３回 平成 25年 11月 11日（月） 

・今後のスケジュールについて 

・視察について 

・議員のあり方について 

第 ４回 平成 25年 11月 27日（水） 

・議員のあり方について 

・議員活動実態調査について 

・諮問機関や一部事務組合について 

第 ５回 平成 25年 12月 13日（金） ・市長諮問機関に関する法令等について 

第 ６回 平成 26年 １月 20日（水） 

・議員という立場における法律上の位置づけにつ

いて 

 （議員の定義、地方公共団体の議員、憲法・法

律に規定された議員の役割と仕事） 

・議員活動実態調査について 

・視察について 

第 ７回 平成 26年 １月 31日（金） 

・視察について 

・議員活動実態調査について 

・市長等諮問機関に関す議員の参加及び報酬につ

いて 

・今後のスケジュールについて 

先進市視察 平成 26年 ２月 14日（金） ・埼玉県川越市議会視察 

第 ８回 平成 26年 ２月 21日（金） 

・視察報告について 

・実態調査票について 

・審議会参加のあり方について 

第 ９回 平成 26年 ３月 14日（金） 

・視察について 

・議員の法律上の位置づけについて 

・実態調査について 

・市長諮問機関について 

・今後の議論の進め方について 
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開催回数 開催日 主な協議内容 

第 10回 平成 26年 ３月 20日（金） 

・視察について 

・「市民の意見を聴く会」の担当について 

・各ワーキンググループの作業状況について 

（議会活動について、諮問機関について） 

・議会費における平成 25年度と平成 26年度の比

較・確認 

第 11回 平成 26年 ４月 １日（火） 

・各ワーキンググループからの報告及び検討 

・議会費を考える項目について 

・議会活動の範囲と定義について 

・審議会等への議員選出について 

第 12回 平成 26年 ４月 ９日（水） 

・視察について 

・各ワーキンググループの報告及び検討 

・議会費（議員報酬）について 

・審議会及び協議会等の諮問機関について 

・今後の進め方について 

先進市視察 
平成 26年 ４月 17日（木） 

       ～18日（金） 

・福島県会津若松市議会 

・山形県山形市議会 

第 13回 平成 26年 ４月 25日（金） 

・議会費について 

（議員定数、議員報酬、期末手当の役職加算等に

ついて） 

・「市民の意見を聴く会」の進め方について 

第 14回 平成 26年 ５月 13日（火） 
・「市民の意見を聴く会」の進め方について 

・議会費についての論点整理 

第 15回 平成 26年 ５月 21日（水） 

・「市民の意見を聴く会」の整理、意見交換 

・議員定数について 

・スーパーバイザーからのコメントの確認 

第 16回 平成 26年 ６月 ３日（火） 

・スケジュールの見直しについて 

・スーパーバイザーからのコメントを検討 

（議員の法的位置づけ、議員活動の実態調査、市

長諮問機関である審議会等に議員が入ること

について） 

・議員報酬について 

第 17回 平成 26年 ６月 26日（木） 

・スーパーバイザーからのコメントの検討結果に

ついて各ワーキンググループから発表 

・議会報の原稿について 

・期末手当の役職加算について 

・議員定数、議員報酬など、それぞれの法的位置

づけの明文化について 
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開催回数 開催日 主な協議内容 

第 18回 平成 26年 ７月 ７日（月） 

・条例部会からの協議依頼について 

（公聴会と参考人招致などの第三者評価につい

て、議員の身分の待遇について） 

・今後のスケジュールについて 

・部会報告書について 

・政務活動調査費について 

・４項目（議員定数、議員報酬、政務活動費、役

職加算）の法的根拠及び歴史的経過について 

・議会報の原稿について 

第 19回 平成 26年 ７月 22日（火） 

・４項目の法的根拠及び歴史的経過について 

・委員会全体協議での部会としての協議ポイント

について 

・部会報告書の内容について 

第 20回 平成 26年 ７月 30日（水） 

・委員会全体協議の意見集約 

・市長諮問機関等への議員参画に関する全体協議

の仕方について 

・部会報告の内容について 

第 21回 平成 26年 ８月 11日（月） 

・委員会全体協議での各テーブルの意見集約 

・市長諮問機関等への議員参画に関する全体協議

の仕方について 

・委員会での追加協議について 

第 22回 平成 26年 ８月 26日（火） 

・委員会全体協議での４項目の集約 

・委員会全体協議での市長諮問機関等の集約 

・議会報臨時号の原稿について 

・部会報告書（案）について 

第 23回 平成 26年 ８月 27日（水） ・議会報臨時号の原稿について 

第 24回 平成 26年 ９月 １日（月） 
・議会報臨時号の原稿について 

・報告書案について 

第 25回 平成 26年 ９月 ８日（月） 
・議会報臨時号の原稿について 

・「市民の意見を聴く会」について 

第 26回 平成 26年 ９月 16日（火） 

・江藤先生へのプレゼンについて 

・最終報告書（案）の目次の確認 

・最終報告書（案）原稿担当分担について 

第 27回 平成 26年 ９月 29日（月） 

・江藤先生からのスーパーバイズについて 

・市民の意見を聴く会役割分担の検討 

・市民の意見を聴く会でのプレゼン原稿及び資料

について 
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開催回数 開催日 主な協議内容 

第 28回 平成 26年 10月 １日（月） 

・最終報告書（案）について 

 （委員長案の協議及び今後の作業について） 

・市民の意見を聴く会について 

第 29回 平成 26年 10月 20日（月） 

・第２回市民の意見を聴く会について 

・議会報原稿（市民の意見を聴く会の報告）につ

いて 

・市長諮問機関等の議決・議決外の仕分けについ

て 

・最終報告書（案）原稿作成分担について 

・その他 

第 30回 平成 26年 11月 10日（月） 

・最終報告書（案）について 

 （議員定数、議員報酬、役職加算、政務活動費、

市長諮問機関への議員の参画） 

第 31回 平成 26年 11月 12日（水） 

・最終報告書（案）について 

 各担当から論点整理等について説明及び書式

について確認 

・パブリックコメントの回答について 

第 32回 平成 26年 11月 17日（月） 

・第 23 回議会改革特別委員会での質問及び意見

について検討 

・パブリックコメントの回答について 

第 33回 平成 26年 11月 27日（木） 

・委員会での報告原稿協議を受けての確認 

・報告書に掲載する「市民の意見を聴く会での市

民の意見」原稿について 

・「審議会等の開催通知」における行政の対応に

ついて 

・第２回スーパーバイズの結果について 

・パブリックコメントへの回答について 

 


