
　今般の市議会定例会において私は当選前の政治活動中より主張しておりました議員定数
の見直しについて、定数を現在の24名から22名に変更する議員提出議案第1号「国分
寺市議会議員定数条例の一部を改正する条例」を提案者の一人として提出・提案致しました。
結果、9月13日開催の本会議において賛成多数で可決となりました。
　これにより次回改選時より22名体制で国分寺市議会が運営されることが決定しました。

　本議案提出の主な理由は①前回議員定数の改正(2006年 )以来12年間見直しが行われ
ておらず、結果として国分寺市と人口規模や産業構造が類似する他の自治体と比較すると
国分寺市の議員定数は多すぎる状況にあり
是正を図る必要があること、
　②定数の見直しは、議員や立候補
予定者等に対しより広く民意を問う
ことを迫る環境を作り出すものであ
り、このことにより議員・議会の
質的向上を実現することが出来る
というものです。
　さらに③副次的な効果として、
議員一人当たりにかかる年間の費用
として約1千万円、4年間合計で
2名削減で約8千万円の財政効果
も生み出すことになります。
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　国分寺市議会議員 丸山哲平です。2018年 8月 31日～10月 1日にかけ
平成 30年第 3回定例会が開かれました。本定例会で私が公約として掲げて
いた議員定数削減が決定致しました。今回は議員定数削減議案並びに一般質
問において提案した「しごと改革」の進捗状況についてご報告致します。
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議員定数削減議案を提出、賛成多数で可決
24名 → 22名に、12年ぶりの見直しを実現！

参考：国分寺市議会議員定数のこれまでの推移
年月日 西暦 内容

平成2年12月20日 1990年 議員定数を30名→28名に

平成14年9月30日 2002年 議員定数を28名→26名に

平成18年12月22日 2006年 議員定数を26名→24名に

　　12年ぶりの見直し

平成30年9月13日 2018年 議員定数を24名→22名に
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「しごと改革」　立席会議の導入・検証実験が始まりました TOPICS
　「働き方改革」「生産性向上」という言葉が昨今大きく取り沙汰されています。今後の行政を
考える上で、避けては通れないテーマです。しかしただ掛け声だけに終始していては、現場に
負荷がかかるのみであり、具体的な改革・工夫が必要です。こうした観点に立ち、私は昨年度
立席会議・スタンディングでの会議手法を提案致しました。
　行政側では私の提案を受け止めて頂き昇降式デスクを使っての
立席会議の検証実験を現在行なって頂いています。最終結果はまだ
出ていませんが、アンケート途中結果では「打ち合わせ時間が短縮
できた」「発言がしやすくなった」等の反応があるとのことで、
今後の推移をチェックしたいと思います。
　これからも市民利益実現のため具体的提言をして参ります。

　議員定数は地方自治法により条例＝議会
自身で人数を決定することになっています
（地方自治法91条 )。つまり議会が判断し、
動かなければ何も変わらない性質のテーマ
です。
　私は議員には常に議会のあるべき姿、適
正な定数について問題意識を持つこと、そ
して市民の納得感を得られる形に作り上げ
ていく責務があると考えています。「市議会
は民間とは違うのだ」などという「勘違い」
「象牙の塔」とも言うべき世間の感覚から乖
離した議会であってはならないと考えます。
　こうした前提に立って今回議案を提出し
たわけですが、これに対し自らの立場がど
うなるかということではなく、客観的な情
勢を踏まえ、大局的視野に立ちご賛同頂い
た議員各位には心より敬意を表したいと思
います。なお、当然ですが、今回の改正で
終わりということではありません。今後も
不断に検証を行い、その結果、適正と判断
される人数に変更があればまた率先して見
直しに務めて参りたいと思います。

昇降式会議デスクの前にて

 参考：一都三県・大阪府・愛知県 類似団体の議員定数の分析  　
          ※愛知県に類似団体なし     単位：人
都道府県 市名 人口 議員定数 議員一人あたりの人口

(A) (B) (A) / (B)
埼玉県 鴻巣市 119,029 26 4,578
埼玉県 戸田市 138,738 26 5,336
埼玉県 入間市 148,723 22 6,760
埼玉県 三郷市 140,100 24 5,838
埼玉県 坂戸市 101,364 20 5,068
埼玉県 ふじみ野市 114,058 21 5,431
千葉県 木更津市 135,174 24 5,632
千葉県 我孫子市 132,388 24 5,516
千葉県 鎌ケ谷市 109,919 24 4,580
東京都 武蔵野市 144,902 26 5,573
東京都 青梅市 135,248 24 5,635
東京都 昭島市 113,244 22 5,147
東京都 小金井市 120,268 24 5,011
東京都 東村山市 151,018 25 6,041
東京都 国分寺市 121,673 24 5,070
東京都 東久留米市 116,830 22 5,310
東京都 多摩市 148,724 26 5,720
神奈川県 伊勢原市 100,518 21 4,787
神奈川県 海老名市 131,789 22 5,990
神奈川県 座間市 130,519 22 5,933
大阪府 池田市 103,556 22 4,707
大阪府 守口市 144,102 22 6,550
大阪府 泉佐野市 100,739 18 5,597
大阪府 富田林市 112,931 19 5,944
大阪府 河内長野市 107,280 18 5,960
大阪府 松原市 120,835 18 6,713
大阪府 箕面市 137,980 23 5,999
大阪府 羽曳野市 112,719 18 6,262

合計 3,494,368 627 5,573
国分寺市に平均人口をあてはめた場合の定数 21.83
＊類似団体とは：総務省により人口規模や産業構造で分類された自治体グループのこと
参考資料：
・『平成30年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、平成29年（1月1日から
　　同年12月31日まで）人口動態（市区町村別）（総計）』総務省HP
・『平成28年度類似団体別市町村名一覧』月刊「地方財務」平成30年7月号別冊付録
・『平成30年版市議会手帳』全国市議会議長会 編　・各市市議会HP
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