




 
 

会 議 及 び 運 動 等



 



№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

１ 24.４.５ 議会三団体、自由民主党総務部会等関係国会議員に対し要請 

山本教和会長（三重県議会議長）など議会三団体の会長が、自由

民主党総務部会等関係国会議員に対し、今通常国会に提出されてい

る「地方自治法の一部を改正する法律案」の審議促進・早期成立等

について要請を行った。 

山本会長は、今回の地方自治法改正案の速やかな成立並びに政務

調査費及び都道府県議会議員の選挙区制度の見直し等について格段

のご尽力をお願いする。また、議員年金廃止後の新たな制度につい

ては、被用者年金一元化法案の提出など国民全体の年金制度改革の

動きがあるので、地方議会議員についても、首長と同様に制度加入

できるよう、よろしくお願いしたい―旨要請した。 

＜要請先＞ 

・自由民主党 

 山口俊一 総務会長代理、石田真敏 衆議院総務委員会理事 

森山裕 衆議院総務委員会理事、平井たくや 総務部会長 

秋葉賢也 総務部会長代理、礒崎陽輔 総務部会長代理 

谷公一 総務部会副部会長、二之湯智 総務部会副部会長 

望月義夫 国土交通部会長 

 

２ 24.４.10 役員会 

 役員会を開催し、東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処

理について、横光克彦環境副大臣、福田昭夫総務大臣政務官から説

明を聴取するとともに、地方議会議員の位置付けの明確化及び都道

府県議会議員の選挙区制度の見直しに関する各党の検討状況、ＴＰ

Ｐ協定交渉に関する意見交換会（５月 30 日、都道府県議会議員共済

会総会に併せて開催）について報告した。 

 

３ 24.４.10 正副会長、与野党関係国会議員に対し要請 

正副会長が、与野党関係国会議員に対し、政務調査費及び都道府

県議会議員の選挙区制度の見直し等について要請を行った。 

また、その際に、地方議会議員年金廃止後の制度については、被

用者年金一元化法案が提出されるようなので、地方議会議員の制度

加入についても、よろしくお願いしたい―旨併せて要請した。 

＜要請先＞ 

・民主党 

逢坂誠二 総括副幹事長（総務部門・地方自治制度検討ＷＴ座長）

・自由民主党 

谷垣禎一 総裁、大島理森 副総裁、石原伸晃 幹事長 

塩谷立 総務会長、茂木敏充 政務調査会長 

菅義偉 組織運動本部長、逢沢一郎 総裁特別秘書役 

礒崎陽輔 総務部会長代理 

・公明党 

西博義 総務部会長代理（地方議会選挙制度ＰＴ副座長） 

＜本会参加者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 
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平弘造 副会長（山形県）、髙橋文吉 副会長（栃木県） 

植田徹 副会長（静岡県）、林正夫 副会長（広島県） 

樫本孝 副会長（徳島県）、馬場成志 副会長（熊本県） 

 

４ 24.４.16 

 

地方六団体、「国と地方の協議の場（平成 24 年度第１回臨時会合）」

に出席 

「国と地方の協議の場（平成 24 年度第１回臨時会合）」が、総理

大臣官邸４階大会議室で開催され、本会からは山本教和会長（三重

県議会議長）が出席した。 

会議冒頭、野田佳彦内閣総理大臣及び山田啓二全国知事会会長が

挨拶を行った。 

総理退室後、関係閣僚と協議に入った。政府側から、社会保障・

税一体改革及び災害廃棄物の広域処理について、地方六団体に対し

協力依頼があった。 

また、今国会に政府が提出した「地方自治法の一部を改正する法

律案」について、特に本会など議会三団体から、速やかな成立を申

し入れ、これを受け、政府から、成立に全力を挙げたい旨の発言が

あった。 

 

５ 24.４.16、17 

 

会長、与野党関係国会議員に対し要請 

山本教和会長（三重県議会議長）が、与野党関係国会議員に対し、

①今通常国会に提出されている「地方自治法の一部を改正する法律

案」の審議促進・早期成立、②政務調査費の見直しを含む地方議会

議員の位置付けの明確化、③都道府県議会議員の選挙区制度の見直

し―について要請を行った。 

また、その際に、地方議会議員年金廃止後の制度についても、被

用者年金一元化法案が提出されるようなので、地方議会議員の制度

加入についても、よろしくお願いしたい―旨併せて要請した。 

＜要請先＞ 

・総務省 

加賀谷健 大臣政務官 

・民主党 

稲見哲男 総務部門会議座長 

黄川田徹 前総務副大臣 

・自由民主党 

坂本哲志 総務部会副部会長 

村田吉隆 選挙制度調査会長 

岩城光英 参議院政策審議会長 

・公明党 

大口善德 地方議会選挙制度ＰＴ座長 

 

６ 24.４.18 みんなの党政策調査会、勉強会を開催 

みんなの党政策調査会（会長：浅尾慶一郎衆議院議員）が勉強会

を開催した。本会からは事務局が出席し、政務調査費の見直しを含

む地方議会議員の位置付けの明確化及び都道府県議会議員の選挙区

制度の見直しに係る本会の要請趣旨等について説明を行った。 
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

７ 24.４.24 民主党総務部門・地方自治制度検討ＷＴ、会合を開催 

民主党総務部門・地方自治制度検討ＷＴ（座長：逢坂誠二衆議院

議員）が会合を開催した。議会三団体からは事務局が出席し、本会

は政務調査費の見直しを含む地方議会議員の位置付けの明確化に係

る要請趣旨等について説明を行った。 

 

８ 24.５.11 民主党「公務員制度改革・総人件費改革ＰＴ」が役員会を開催 

民主党「公務員制度改革・総人件費改革ＰＴ役員会」（座長：山

花郁夫衆議院議員）が開催された。 

まず、総務省が、本ＰＴ役員会でのこれまでの議論などを踏まえ

取りまとめた、「地方公務員制度改革について（素案）」の説明を

行った後、意見交換が実施された。なお、地方六団体は事務局が出

席した。 

 

９ 24.５.17 会長、与野党関係国会議員に対し要請 

山本教和会長（三重県議会議長）が、与野党関係国会議員に対し、

今通常国会に提出されている「地方自治法の一部を改正する法律案」

の審議促進・早期成立及び都道府県議会議員の選挙区制度の見直し

について要請を行った。 

＜要請先＞ 

・民主党 

原口一博 衆議院総務委員長 

山田正彦 衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する 

特別委員長 

・自由民主党 

山口俊一 総務会長代理（地方分権・地域活性化特命委員長） 

 

10 24.５.17 全国自治体病院開設者協議会、平成 24 年度定時総会を開催 

 全国自治体病院開設者協議会の平成 24 年度定時総会が、東京・都

市センターホテルにおいて開催された。本会の新島雄社会文教委員

長（和歌山県議会議長）が来賓として出席し、本会、全国市議会議

長会、全国町村議会議長会の議会三団体を代表して祝辞を述べた。

 

11 24.５.30 自由民主党役員と本会役員との懇談会 

 自由民主党の主催により、同党役員と本会役員との懇談会が開催

された。 

懇談会においては、はじめに谷垣禎一同党総裁から「地方議会議

員の位置付けの明確化、都道府県議会議員の選挙区制度の見直しの

要請については十分承知しており、真剣に取り組まなければならな

いと思っている」旨挨拶があった。 

次に山本教和会長（三重県議会議長）が挨拶を述べ、地方議会議

員の新たな年金制度、議員の位置付けの明確化、選挙区制度の見直

し等について要請した。 

続いて懇談（フリーディスカッション）が行われ、本会出席者か

らは、政務調査費制度の見直し、原子力発電所の再稼働問題、今後
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

  のエネルギー政策、東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理、首

都直下型地震発生時におけるバックアップ体制や南海トラフ地震等

に係る防災対策、道路整備の促進などについて発言があった。 

これに対して党側からは、政府提案の地方自治法改正案に対する

修正案（政務調査費の「政務活動費」への変更等）、国土強靭化基

本法案、首都直下型地震や南海トラフ地震に係る特別措置法案の提

出を予定していることなどについて発言があった。 

最後に大島理森副総裁が「いただいたご意見はしっかりと受け止

めて、誠意を持って対応していく所存である」旨述べ、閉会した。

＜自由民主党出席者＞ 

谷垣禎一 総裁、大島理森 副総裁、塩谷立 総務会長 

茂木敏充 政務調査会長、田野瀬良太郎 幹事長代行 

溝手顕正 参議院幹事長、菅義偉 組織運動本部長 

田中和德 団体総局長、平井たくや 総務部会長 

稲田朋美 法務・自治関係団体委員長 

＜本会出席者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

平弘造 副会長（山形県）、小楠和男 副会長（静岡県） 

佐野高典 副会長（滋賀県）、樫本孝 副会長（徳島県） 

馬場成志 副会長（熊本県）、斎藤健治 理事（福島県） 

小島信昭 理事（埼玉県）、山田憲昭 理事（石川県） 

内山登 理事（岡山県）、武石利彦 理事（高知県） 

近藤永太郎 監事（京都府）、岡田志朗 監事（愛媛県） 

細谷典幸 茨城県議会副議長（監事県） 

＜本会提出資料＞ 

・「地方議会議員の新たな年金制度についての要請（案）」 

（後刻開催の都道府県議会議員共済会総会で正式決定） 

・「地方議会議員の位置付けの明確化、都道府県議会議員の選挙区

制度の見直し議員立法を求める緊急要請」（平成 22 年 11 月） 

 

12 24.５.30 ＴＰＰ協定交渉に関する意見交換会 

ＴＰＰ協定交渉に関する意見交換会を開催し、河相周夫内閣官房

副長官補からＴＰＰ協定交渉の現状について説明を聴取した後、石

田勝之内閣府副大臣（国家戦略室）、筒井信隆農林水産副大臣等と

意見交換を行った。 

 

13 24.５.30、31 正副会長、与野党関係国会議員に対し要請 

正副会長が、与野党関係国会議員に対し、30 日開催の都道府県議

会議員共済会総会において決定した「地方議会議員の新たな年金制

度についての要請」について要請を行った。 

また、その際、今通常国会に提出されている「地方自治法の一部

を改正する法律案」の審議促進・早期成立、政務調査費を含む議員

の位置付けの明確化、都道府県議会議員の選挙区制度の見直しにつ

いても併せて要請を行った。 
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  ＜要請先＞ 

・総務省 

 川端達夫 大臣、大島敦 副大臣、福田昭夫 大臣政務官 

加賀谷健 大臣政務官 

・民主党 

 稲見哲男 総務部門会議座長 

 逢坂誠二 総務部門・地方自治制度検討ＷＴ座長 

・自由民主党 

 岸田文雄 国会対策委員長、浜田靖一 国会対策委員長代理 

 佐藤勉 国会対策副委員長（筆頭） 

田村憲久 国会対策副委員長、平井たくや 総務部会長 

坂本哲志 総務部会副部会長（国会対策副委員長） 

・公明党 

 坂口力 副代表 

井上義久 幹事長 

＜本会参加者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

平弘造 副会長（山形県）、小楠和男 副会長（静岡県） 

佐野高典 副会長（滋賀県）、林正夫 副会長（広島県） 

樫本孝 副会長（徳島県）、馬場成志 副会長（熊本県） 

芝清 広島県議会副議長（副会長県） 

 

14 24.５.31 第 30 次地方制度調査会第 13 回専門小委員会を開催 

本会など地方六団体は、第 30 次地方制度調査会第 13 回専門小委

員会（委員長：碓井光明明治大学教授）に出席した。 

会合では、これまでの議論などを踏まえて作成された、「大都市

制度の見直しに係る今後検討すべき論点について（案）」について、

地方六団体からの意見聴取が行われた。 

本会からは、同調査会委員である山本教和会長（三重県議会議長）

が出席した。 

 

15 24.７.18、19 正副会長等、与野党関係国会議員に対し要請 

正副会長のほか全国町村議会議長会（会長：髙正群馬県榛東村

議会議長）の代表が、与野党関係国会議員に対し、政務調査費制度

の見直しを含む地方自治法改正案の審議促進・早期成立及び本会が

要請している公職選挙法の早期実現について要請を行った。また併

せて地方議会議員の新たな年金制度についても要請を行った。 

この要請の結果、同改正法案については、７月 23 日衆議院総務委

員会に付託、同 24 日に趣旨説明、同 31 日の質疑を経て、８月７日

に「政務調査費」を「政務活動費」とすることなどを内容とする修

正案が民主党、自由民主党、国民の生活が第一、公明党から提出さ

れ賛成多数により修正可決された。また、同じく４党より附帯決議

が提出され賛成多数により可決された。 

その後、同 10 日の衆議院本会議において委員会審査のとおり賛成

多数により議決され、参議院に送付された。 
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

  

＜要請先＞ 

・総務省 

稲見哲男 大臣政務官 

・民主党 

武正公一 衆議院総務委員長 

赤松広隆 衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する 

特別委員長 

逢坂誠二 衆議院総務委員会理事（総務部門会議座長） 

・自由民主党 

岸田文雄 国会対策委員長 

浜田靖一 国会対策委員長代理 

石田真敏 衆議院総務委員会筆頭理事 

平井たくや 総務部会長、礒崎陽輔 総務部会長代理 

坂本哲志 総務部会副部会長、村田吉隆 選挙制度調査会長 

・公明党 

西博義 総務部会長代理 

＜本会参加者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

平弘造 副会長（山形県）、髙橋文吉 副会長（栃木県） 

小楠和男 副会長（静岡県）、佐野高典 副会長（滋賀県） 

林正夫 副会長（広島県）、樫本孝 副会長（徳島県） 

 

16 24.７.18 地方自治委員会 

 第 142 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、望月達史内閣府地域主権戦略室次長から「地域主権改革の取

組状況」について説明を聴取した後、11 件の議案を決定した。 

 

17 24.７.18 社会文教委員会 

 第 142 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、木村博承厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長から「が

ん対策基本計画」について説明を聴取した後、５件の議案を決定し

た。 

 

18 24.７.18 経済産業委員会 

 第 142 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、野原諭経済産業省経済産業政策局調査課長から「円高による

我が国経済への影響とその対策」について説明を聴取した後、３件

の議案を決定した。 

 

19 24.７.18 国土交通委員会 

 第 142 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、菊川滋国土交通省道路局長から「安全な国土や生活、地域等

を維持するための道路政策に関する話題」について説明を聴取した

後、８件の議案を決定した。 
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

20 24.７.18 農林環境委員会 

 第 142 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、環境省から「再生可能エネルギーの導入促進」について説明

を聴取した後、７件の議案を決定した。 

21 24.７.19 役員会 

 役員会を開催し、①第 142 回定例総会の日程及び運営、②役員の

選任方法、③第 142 回定例総会の提出議案、④定例総会議決事項の

推進方法（案）―について協議した。 

22 24.７.25 第 142 回定例総会 

第 142 回定例総会を東京・都道府県会館において開催した。総会

の主な経過概要は次のとおりである。 

１ 山本教和会長（三重県議会議長）が挨拶を述べ、続いて来賓と

して出席された長浜博行内閣官房副長官が野田佳彦内閣総理大臣

の挨拶を代読するとともに、川端達夫総務大臣の代理として出席

された大島敦総務副大臣が挨拶を述べた。 

２ 新任正副議長の紹介に続いて議事に入り、役員会提出の「東日

本大震災関連対策等の推進に関する決議」、「東日本大震災に伴

う原子力発電所事故対策に関する決議」、「九州北部豪雨等によ

る災害に関する決議」を決定するとともに、各委員会の委員長報

告の後、「平成 25 年度政府予算編成並びに施策に関する提言」を

決定した。 

３ 同日付で辞職届の提出があり欠員となった関東、東海北陸、四

国、九州の各ブロックの役員の選任に移り、先ず副会長について、

事前に開催した役員選考委員会（各ブロックの理事で構成）にお

ける候補者の選考結果について斎藤健治委員長（福島県議会議長）

が報告した後、選任を行った。続いて、理事、監事及び各委員会

の正副委員長について、各ブロックにおける互選の結果を事務総

長が報告した後、選任を行った。 

４ 次期第 143 回定例総会の開催地である静岡県議会の小楠和男議

長が挨拶を述べた。 

５ 竹内英明神奈川県議会議長が拉致問題地方議会全国協議会等の

主催による国民大集会の開催（９月２日）等について、喜納昌春

沖縄県議会議長がオスプレイ配備反対に係る各議会における協

力・支援について発言した。 

なお、役員及び各委員会の正副委員長は、次のとおりである。

全国都道府県議会議長会役員（敬称略） 

会長 三重県議会議長 山 本 教 和 

北海道議会議長 喜 多 龍 一 

山形県議会議長 平   弘 造 

長野県議会議長 平 野 成 基 

富山県議会議長 山 辺 美 嗣 

滋賀県議会議長 佐 野 高 典 

副会長 

広島県議会議長 林   正 夫  
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

  

香川県議会議長 平 木   享  

宮崎県議会議長 外 山 三 博 

福島県議会議長 斎 藤 健 治 

群馬県議会議長 松 本 耕 司 

岐阜県議会議長 駒 田   誠 

大阪府議会議長 浅 田   均 

岡山県議会議長 内 山   登 

徳島県議会議長 樫 本   孝 

理事 

佐賀県議会議長 石 井 秀 夫 

千葉県議会議長 川 名 寛 章 

京都府議会議長 近 藤 永太郎 

監事 

高知県議会議長 武 石 利 彦 

 

全国都道府県議会議長会各委員会正副委員長（敬称略） 
委 員 長 茨城県議会議長 磯 崎 久喜雄 

青森県議会議長 西 谷   洌 

和歌山県議会議長 山 下 直 也 

地方自治委員会

副委員長

鳥取県議会議長 伊 藤 美都夫 

委 員 長 愛媛県議会議長 岡 田 志 朗 

秋田県議会議長 大 里 祐 一 

社会文教委員会

副委員長

愛知県議会議長 小 林   功 

委 員 長 兵庫県議会議長 藤 原 昭 一 

栃木県議会議長 髙 橋 文 吉 

経済産業委員会

副委員長

沖縄県議会議長 喜 納 昌 春 

委 員 長 岩手県議会議長 佐々木   博 

福井県議会議長 田 中 敏 幸 

山口県議会議長 柳 居 俊 学 

国土交通委員会

副委員長

福岡県議会議長 松 本 國 寛 

委 員 長 大分県議会議長 志 村   学 

埼玉県議会議長 小 島 信 昭 

奈良県議会議長 上 田   悟 

農林環境委員会

副委員長

島根県議会議長 原   成 充 

23 24.７.25 農林環境委員会正副委員長会議を開催し、現地視察の実施を決定 

第 142 回定例総会終了後、本委員会正副委員長会議を開催し、本

委員会による現地視察の実施について協議した。 

その結果、８月 23 日に香川県直島町の直島環境センターを視察す

るとともに、８月 31 日に北海道帯広市周辺の農業施設等を視察する

ことを決定した。 

また、決定後、志村学委員長（大分県議会議長）から、平木享香

川県議会議長並びに喜多龍一北海道議会議長に現地視察の依頼文書

を手交した。 

 

24 24.７.26 内閣総理大臣と都道府県議会議長との懇談会 

 内閣総理大臣官邸において、総理主催による都道府県議会議長と
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№ 年 月 日 会 議 の 名 称 及 び 内 容 

  

の懇談会が開催された。本懇談会は昭和 59 年４月に初めて開催され

て以来、今回が 26 回目となる。 

懇談会には、政府側から野田佳彦内閣総理大臣、藤村修内閣官房

長官、齋藤勁内閣官房副長官、長浜博行内閣官房副長官、竹歳誠内

閣官房副長官、川端達夫総務大臣、大島敦総務副大臣の７名が、本

会側からは山本教和会長（三重県議会議長）を始め議長 41 名、副議

長２名が出席し、電力問題、人口減少問題、使用済核燃料の問題、

東日本大震災の被災者の住宅再建等に係る消費税、2020 年東京オリ

ンピック招致、九州北部豪雨災害、在日米軍のオスプレイ配備の問

題について意見交換が行われた。 

25 24.７.26 役員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

役員会が第142回定例総会議決事項について要請活動を実施した。

＜要請事項＞ 

・平成 25 年度政府予算編成並びに施策に関する提言 

・東日本大震災関連対策等の推進に関する決議 

・東日本大震災に伴う原子力発電所事故対策に関する決議 

・九州北部豪雨等による災害に関する決議 

＜要請先＞ 

・民主党 

小林正夫 企業団体対策委員長 

逢坂誠二 総括副幹事長（総務部門会議座長） 

・自由民主党 

谷垣禎一 総裁、大島理森 副総裁 

塩谷立 総務会長、茂木敏充 政務調査会長 

・公明党 

山口那津男 代表、石井啓一 政務調査会長 

横山信一 参議院国会対策委員 

・国民の生活が第一 

鈴木克昌 国会対策委員長 

＜本会参加者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

平弘造 副会長（山形県）、平野成基 副会長（長野県） 

山辺美嗣 副会長（富山県）、佐野高典 副会長（滋賀県） 

林正夫 副会長（広島県）、平木享 副会長（香川県） 

外山三博 副会長（宮崎県）、馬場成志 熊本県議会議長(被災県）

26 24.７.26 地方自治委員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

地方自治委員会が第 142 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

地方分権改革の推進について 等 

＜要請先＞ 

・民主党 

小林正夫 企業団体対策委員長 

逢坂誠二 総括副幹事長・総務部門会議座長 
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  ・自由民主党 

平井たくや 総務部会長 

秋葉賢也 総務部会長代理 

＜本会参加者＞ 

磯崎久喜雄 委員長（茨城県）、西谷洌 副委員長（青森県） 

山下直也 副委員長(和歌山県）、伊藤美都夫 副委員長（鳥取県）

 

27 24.７.26 社会文教委員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

社会文教委員会が第 142 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

少子化対策の推進、教育環境の充実 等 

＜要請先＞ 

・文部科学省 

城井崇 大臣政務官 

・自由民主党 

加藤勝信 厚生労働部会長代理 

＜本会参加者＞ 

小林功 副委員長（愛知県） 

 

28 24.７.26 経済産業委員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

経済産業委員会が第 142 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

円高対策等の推進、中小企業の活性化と地域産業の再生 等 

＜要請先＞ 

・経済産業省 

牧野聖修 副大臣 

・自由民主党 

片山さつき 経済産業部会長代理 

藤川政人 経済産業部会副部会長 

＜本会参加者＞ 

藤原昭一 委員長（兵庫県）、髙橋文吉 副委員長（栃木県） 

 

29 24.７.26 国土交通委員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

国土交通委員会が第 142 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

道路の整備促進、防災対策の充実 等 

＜要請先＞ 

・参議院 

岡田直樹 国土交通委員長 

・民主党 

辻元清美 国土交通部門会議座長 

・自由民主党 

北村茂男 国土交通部会副部会長 
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  ＜本会参加者＞ 

佐々木博 委員長（岩手県）、田中敏幸 副委員長（福井県） 

新村雅彦 福岡県議会副議長 (副委員長県) 

 

30 24.７.26 農林環境委員会、第 142 回定例総会議決事項について要請 

農林環境委員会が第 142 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

食料・農業・農村政策の推進、環境保全対策の推進 等 

＜要請先＞ 

・農林水産 

仲野博子 大臣政務官 

・環境省 

三好信俊 大臣官房審議官 

・自由民主党 

野村哲郎 農林部会長代理 

＜本会参加者＞ 

志村学 委員長（大分県）、小島信昭 副委員長（埼玉県） 

上田悟 副委員長（奈良県）、原成充 副委員長（島根県） 

 

31 24.８.８ 地方六団体、「民主党総務部門会議」に出席 

本会など地方六団体等の代表は「民主党総務部門会議」へ出席し

た。 

会議では、平成 25 年度予算の概算要求及び平成 25 年度税制改正

に対する要望についてヒアリングが行われ、各団体代表からの発言

の後、出席国会議員と意見交換を行った。 

本会からは、喜多龍一副会長（北海道議会議長）が出席し、第 142

回定例総会で決定した「平成 25 年度政府予算編成並びに施策に関す

る提言」を提出した上で、①平成 25 年度の地方税制改正、地方交付

税の決定の際に、地方の意見を最大限反映し、各団体が安心して行

財政運営を行うことができるようにすること、②地域自主戦略交付

金について、地方が必要とする事業が着実に実施できるよう総額の

確保を図ること、③都道府県議会議員の選挙区について、都道府県

が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること、④更なる議

会機能の充実強化を図ること、⑤地方議会議員の新たな年金制度を

早急に実現すること－について発言した。 

 

32 24.８.９ 議会三団体、与野党関係国会議員に対し御礼・要請 

山本教和会長（三重県議会議長）など議会三団体の代表が、与野

党関係国会議員に対し、８月７日の衆議院総務委員会において、地

方自治法改正案について政務活動費への見直しなどの内容を含む修

正が行われ可決されたことに伴い、御礼活動を行うとともに、衆議

院本会議において一日も早い議決並びに参議院での審議促進につい

て要請を行った。 
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  なお、自由民主党の村田吉隆選挙制度調査会長については、本会

が要請している公職選挙法改正案が自民・公明両党により提出され

る見通しとなったことから、御礼を行った。 

（なお、本改正案は翌８月 10 日、国会に提出された） 

＜御礼・要請先＞ 

・民主党 

武正公一 衆議院総務委員長、 

逢坂誠二 衆議院総務委員会理事（総務部門会議座長） 

皆吉稲生 衆議院総務委員会理事 

原口一博 前衆議院総務委員長、黄川田徹 前総務副大臣 

・自由民主党 

岸田文雄 国会対策委員長、山口俊一 総務会長代理 

浜田靖一 国会対策委員長代理 

佐藤勉 衆議院議院運営委員会筆頭理事 

石田真敏 衆議院総務委員会筆頭理事 

平井たくや 総務部会長、礒崎陽輔 総務部会長代理 

坂本哲志 総務部会副部会長、橘慶一郎 衆議院総務委員会委員

村田吉隆 選挙制度調査会長、中曽根弘文 参議院議員会長 

溝手顕正 参議院幹事長、脇雅史 参議院国会対策委員長 

世耕弘成 参議院国会対策委員長代理、山本一太 参議院議員 

・国民の生活が第一 

福嶋健一郎 衆議院総務委員会理事 

・公明党 

木庭健太郎 総務部会長、西博義 総務部会長代理 

稲津久 総務部会副部会長 

 

33 24.８.10 地方六団体、「社会保障・税一体改革関連法の成立について」を発

表 

本会など地方六団体は、社会保障・税一体改革関連法の成立を受

け、「社会保障・税一体改革関連法の成立について」を発表した。

 

34 24.８.23 農林環境委員会、現地視察を実施 

本委員会は、香川県内の直島環境センターを視察した。 

当日は、まず、香川県議会議事堂の会議室において視察の概要説

明会を開催し、浜田恵造香川県知事等から視察概要の説明を受けた。

続いて、直島環境センターに移動し、香川県環境森林部長から豊

島廃棄物等処理事業について説明を聴取した後、同センター所長の

案内により、回転式表面溶融炉等の施設を視察した。 

また、視察後、委員と直島町長等の間で質疑応答が行われた。 

 

35 24.８.30 議会三団体、与野党関係国会議員に対し御礼活動 

山本教和会長（三重県議会議長）など議会三団体の代表が、与野

党関係国会議員に対し、８月 29 日の参議院本会議において、政務調

査費を政務活動費とすることなどの修正を含む地方自治法改正案が

成立したことに伴い、関係国会議員等に対し御礼活動を行った。 
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  ＜御礼先＞ 

・総務省 

 川端達夫 大臣、大島敦 副大臣、稲見哲男 政務官 

 加賀谷健 政務官、岡本保 事務次官、久元喜造 自治行政局長

 山﨑重孝 自治行政局行政課長 

・民主党 

 逢坂誠二 衆議院総務委員会理事（総務部門会議座長） 

 池口修次 参議院国会対策委員長 

吉川沙織 参議院総務委員会筆頭理事 

・自由民主党 

 谷垣禎一 総裁、大島理森 副総裁、石原伸晃 幹事長 

 塩谷立 総務会長、茂木敏充 政務調査会長 

菅義偉 組織運動本部長、秋葉賢也 副幹事長 

 石田真敏 衆議院総務委員会筆頭理事、平井たくや 総務部会長

 礒崎陽輔 総務部会部代理、二之湯智 総務部会副部会長 

 中曽根弘文 参議院議員会長、溝手顕正 参議院幹事長 

 岩城光英 参議院政策審議会長、脇雅史 参議院国会対策委員長

 世耕弘成 参議院国会対策委員長代理 

 鶴保庸介 参議院議院運営委員長 

金子原二郎 参議院総務委員会筆頭理事、山本一太 参議院議員

・国民の生活が第一 

 主濱了 参議院国会対策委員長 

・公明党 

 山口那津男 代表、木庭健太郎 総務部会長 

 魚住裕一郎 参議院国会対策委員長、草川昭三 参議院総務委員長

・みんなの党 

小野次郎 政策調査会副会長 

36 24.８.30 地方六団体、「国と地方の協議の場（平成 24 年度第１回）」に出席

「国と地方の協議の場（平成 24 年度第１回）」が、総理大臣官邸

４階大会議室で開催され、本会からは山本教和会長（三重県議会議

長）が出席した。 

会議冒頭、野田佳彦内閣総理大臣及び山田啓二全国知事会会長が

挨拶を行った。 

総理退室後、関係閣僚と協議に入った。地方六団体から、「社会

保障・税一体改革関連法の成立について」、「地域経済・雇用対策

の充実等について」、「地域主権改革の推進について」を提出し、

これらに対する対応を求めた。 

37 24.８.31 農林環境委員会、現地視察を実施 

 本委員会は、北海道帯広市周辺の農業施設等を視察した。 

当日は、現地の経営者等から、大規模な畑作・酪農経営、付加価

値向上に向けた高収益作物の導入や加工の取組について説明を受け

るとともに施設等を視察した。 

また、前日には、意見交換会を開催し、米沢則寿帯広市長を始め

とする地元関係者から十勝地域における農業等の概況について説明

を受けた。 
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38 24.９.11 役員会 

 役員会を開催し、事務局から第 180 国会における地方自治法改正

に伴う今後の対応等について説明するとともに、防衛省防衛政策局

日米防衛協力課の原田道明班長からオスプレイ配備に関する説明を

聴取した。 

39 24.９.11 会長、与野党関係国会議員に対し御礼活動 

山本教和会長（三重県議会議長）が、与野党関係国会議員に対し、

８月 29 日の参議院本会議において、政務調査費を政務活動費とする

ことなどの修正を含む地方自治法改正案が成立したことに伴い、８

月 30 日に引き続き、関係国会議員等に対し御礼活動を行った。 

＜御礼先＞ 

・民主党 

 黄川田徹 前総務副大臣 

・自由民主党 

 坂本哲志 総務部会副部会長 

・国民の生活が第一 

 鈴木克昌 国会対策委員長 

40 24.10.10 地方自治委員会 

 第 143 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、青柳一郎内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）

から「南海トラフ巨大地震に着目した震災対策」について説明を聴

取した後、11 件の議案を決定した。 

41 24.10.10 社会文教委員会 

 第 143 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、小川誠厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長から

「地域の雇用対策」について説明を聴取した後、５件の議案を決定

した。 

42 24.10.10 経済産業委員会 

 第 143 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、資源エネルギー庁の後藤収審議官、山田仁電力・ガス事業部

原子力立地・核燃料サイクル産業課原子力発電立地対策・広報室長

から「革新的エネルギー・環境戦略」について説明を聴取した後、

３件の議案を決定した。 

43 24.10.10 国土交通委員会 

 第 143 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、国土交通省国土政策局の大森雅夫局長、北本政行総合計画課

長から「災害に強い国土づくり」について説明を聴取した後、８件

の議案を決定した。 

44 24.10.10 農林環境委員会 

 第 143 回定例総会に提出する本委員会関係議案を審査するため開

催し、小林祐一農林水産省農村振興局整備部長から「農業農村整備

事業の現状」について説明を聴取した後、７件の議案を決定した。

また、８月下旬に実施した現地視察の報告を行った。 
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45 24.10.10 正副会長等、総務省政務三役と面談 

 10 月１日に野田佳彦 第三次改造内閣が発足したことを受け、正副

会長等が、新たに就任した総務省政務三役と面談し、挨拶を行った。

＜面談先＞ 

樽床伸二 総務大臣、藤末健三 総務副大臣 

石津政雄 総務大臣政務官 

＜本会参加者＞ 

 山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

 平野成基 副会長（長野県）、佐野高典 副会長（滋賀県） 

 林正夫 副会長（広島県）、佐々木博 国土交通委員長（岩手県）

46 24.10.11 役員会 

 役員会を開催し、①第 143 回定例総会の提出議案、②第 143 回定

例総会の日程及び議事運営等、③定例総会議決事項の推進方法、④

平成 25 年度予算大綱、⑤標準会議規則、標準委員会条例及び標準傍

聴規則改正（案）、⑥事務総長人事について協議、決定した。 

47 24.10.23 役員会 

 役員会を開催し、第 143 回定例総会の議事運営等について協議、

決定した。 

48 24.10.23 第 143 回定例総会 

第 143 回定例総会を静岡県において開催した。総会の主な経過概

要は次のとおりである。 

１ 地元の小楠和男静岡県議会議長、山本教和会長（三重県議会議

長）の挨拶に続いて、来賓の大須賀淑郎静岡県副知事（川勝平太

知事の代理）が歓迎挨拶の後、野田佳彦内閣総理大臣のメッセー

ジ、樽床伸二総務大臣の祝辞（関博之総務省大臣官房審議官が代

読）、衆・参両議院議長の祝電を披露した。 

２ 自治功労者として次のとおり表彰した。 

特別功労者１名（議長在職５年以上）及び永年勤続功労者 131 名

（議員在職 30 年以上２名、25 年以上 66 名、同 20 年以上７名、同

15 年以上 34 名、同 10 年以上 22 名） 

３ 議事に入り、本会の会務及び会計報告の承認を経て、「東日本

大震災関連対策等の推進に関する決議」、「東日本大震災に伴う

原子力発電所事故対策に関する決議」、「南海トラフ等を震源と

する震災対策関係施策に関する決議」、「平成 24 年度政府予算編

成に関する提言」を決定した。 

４ 喜納昌春沖縄県議会議長がオスプレイ配備に関する対応につい

て御礼の発言、竹内英明神奈川県議会議長が拉致問題に関する状

況報告と各県の協力に対する御礼の発言を行った。 

  また、明年度秋に開催予定の第 146 回定例総会を中国ブロック

の岡山県において開催することを決定した。 

次に、山本会長から 10 月 11 日開催の役員会において決定した事

務総長の交代について報告を行った。 

  最後に、小楠静岡県議会議長があいさつを述べ、閉会した。 
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５ 引き続き、小和田哲男静岡大学名誉教授「戦国武将に学ぶ～人

材活用と組織の活性化～」と題する講演を聴取した。 

49 24.10.30 地方六団体、「地方交付税の執行抑制に関する共同声明」を発表 

本会など地方六団体は、「地方交付税の執行抑制に関する共同声

明」を発表した。 

50 24.11.２ 役員会 

役員会を開催し、地方自治法改正に伴う政務活動費交付条例

（例）・規程（例）(案)について協議、決定した。 

51 24.11.２ 役員会、第 143 回定例総会議決事項について要請 

役員会が第143回定例総会議決事項について要請活動を実施した。

＜要請事項＞ 

・東日本大震災関連対策等の推進に関する決議 

・東日本大震災に伴う原子力発電所事故対策に関する決議 

・南海トラフ等を震源とする震災対策関係施策に関する決議 

・平成 25 年度政府予算編成に関する提言 

＜要請先＞ 

・民主党 

一川保夫 幹事長代理 

・国民新党 

自見庄三郎 代表、平山泰朗 国会対策委員長 

・自由民主党 

安倍晋三 総裁、細田博之 総務会長、菅義偉 幹事長代行 

・国民の生活が第一 

鈴木克昌 国会対策委員長 

・公明党 

石井啓一 政務調査会長、松あきら 副代表、 

木庭健太郎 参議院幹事長、西博義 政務調査会会長代理 

＜本会参加者＞ 

山本教和 会長（三重県）、喜多龍一 副会長（北海道） 

平弘造 副会長（山形県）、平野成基 副会長（長野県） 

佐野高典 副会長（滋賀県）、外山三博 副会長（宮崎県） 

佐々木博 岩手県議会議長（震災被災県） 

中村功 宮城県県議会議長（震災被災県） 

小楠和男 静岡県議会議長（南海トラフ関係県） 

武石利彦 高知県議会議長（南海トラフ関係県） 

 

52 24.11.８ 経済産業委員会、第 143 回定例総会議決事項について要請 

経済産業委員会が第 143 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

円高対策等の推進、中小企業の活性化と地域産業の再生 等 

＜要請先＞ 

・民主党 

中根康浩 経済産業部門会議座長 
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・自由民主党 

塩崎恭久 経済政策調査会長、新藤義孝 経済産業部会長 

＜本会参加者＞ 

藤原昭一 委員長（兵庫県）、髙橋文吉 副委員長（栃木県） 

喜納昌春 副委員長（沖縄県） 

 

53 24.11.８ 農林環境委員会、第 143 回定例総会議決事項について要請 

農林環境委員会が第 143 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

食料・農業・農村政策の推進、環境保全対策の推進 等 

＜要請先＞ 

・農林水産省 

鷲尾栄一郎 大臣政務官 

・環境省 

南川秀樹 事務次官 

・自由民主党 

若林健太 農林部会副部会長、中原八一 環境部会副部会長 

＜本会参加者＞ 

志村学 委員長（大分県）、小島信昭 副委員長（埼玉県） 

高柳忠夫 奈良県議会副議長（副委員長県） 

馬場成志委員（熊本県） 

 

54 24.11.８ 地方六団体、「国と地方の協議の場（平成 24 年度第２回）」に出席

「国と地方の協議の場（平成 24 年度第２回）」が、総理大臣官邸

4階大会議室で開催され、本会からは喜多龍一副会長（北海道議会議

長）が出席した。 

会議冒頭、野田佳彦内閣総理大臣及び山田啓二全国知事会会長が

挨拶を行った。 

総理退室後、関係閣僚と協議に入った。地方六団体から、「平成

25 年度予算編成に向けて」、「地方公務員制度改革について」を提

出し、これらに対する対応を求めた。 

 

55 24.11.12 地方自治委員会、要請活動を実施 

地方自治委員会が第 143 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

地方分権改革の推進について 等 

＜要請先＞ 

・内閣府 

下地幹郎 内閣府特命担当大臣（防災） 

・総務省 

大島敦 副大臣 

石津政雄 大臣政務官 
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・自由民主党 

井上信治 総務部会長 

＜本会参加者＞ 

磯崎久喜雄 委員長（茨城県）、西谷洌 副委員長（青森県） 

山下直也 副委員長（和歌山県）、武石利彦 委員（高知県） 

石井秀夫 委員（佐賀県） 

56 24.11.13 第 12 回都道府県議会議員研究交流大会 

第 12 回都道府県議会議員研究交流大会を東京・都市センターホテ

ルにおいて、約 500 名の都道府県議会議員及び議会事務局職員の参

加を得て開催した。 

 本大会では、山本教和会長（三重県議会議長）が主催者を代表し

て挨拶した後、講演を聴取した。 

その後、５つの分科会に分かれ意見交換を行った。 

講演の講師・演題、各分科会のテーマ並びにパネリスト・コーディ

ネーターは次のとおりである。 

＜講演＞「日本政治の行方」 

  倉重篤郎 毎日新聞社論説委員長 

＜第１分科会＞「政策立案機能の強化（条例制定権の拡大の視点か

ら考える）」 

国による義務付け、枠付けの見直しが進み、各自治体では、独自

に条例で決めていくことが増えていることから、条例の制定・改廃

を担う議会は、今後どのように対応していくべきか、改めて考える。

パネリスト 

新藤精二 山口県議会議員 

コーディネーター 

   出石稔 関東学院大学法学部教授 

＜第２分科会＞「議会の監視機能の強化（改めて行政監視について

考える）」 

議会による行政監視は、住民の代表機関として極めて基本的な機

能であるが、政策立案へのフィードバックや事業成果の検証なども

行われていることから、議会の監視機能のあり方と具体的手法につ

いて、改めて考える。 

パネリスト 

   螺良昭人 栃木県議会議員 

   木本利夫 石川県議会議員 

  コーディネーター 

   川村仁弘 立教大学経営学部教授 

同大学 21 世紀社会デザイン研究科教授 

＜第３分科会＞「議会における住民との連携・協働（復興と自治の

視点から考える）」 

東日本大震災からの復興は、多様な主体（国、地方、自治組織、

民間事業者及びボランティアなど）の連携・協働により、社会の総

力を挙げなければ実現しないことから、議会における住民との連

携・協働について、震災復興と自治の視点から考える。 
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  パネリスト 

  長谷川洋一 宮城県議会議員 

  佐藤金正 福島県議会議員 

コーディネーター 

  金井利之 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

＜第４分科会＞「議会運営の改革」 

地方分権の進展に伴い、自主的・自律的な議会運営や住民に開か

れた議会運営が求められており、各議会において様々な取り組みが

なされていることから、改めて、今後の議会運営改革の方向につい

て考える。 

パネリスト 

   大関衛 秋田県議会議員 

   舟橋裕幸 三重県議会副議長 

  コーディネーター 

   牛山久仁彦 明治大学政治経済学部教授 

＜第５分科会＞「大都市制度改革と広域自治体議会」 

「大阪都構想」や「特別自治市構想」などの提案や更には「道州

制論議」も再燃の兆しを見せており、これらを踏まえ、今後の地方

自治制度について展望するとともに、広域自治体議会である都道府

県議会の役割などについて、改めて考える。 

パネリスト 

   菅谷寛志 京都府議会議員 

   重村栄 熊本県議会議員 

  コーディネーター 

   江藤俊昭 山梨学院大学法学部政治行政学科教授 

 

57 24.11.14 国土交通委員会、第 143 回定例総会議決事項について要請 

国土交通委員会が第 143 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 

＜要請事項＞ 

社会資本整備財源の確保、防災対策の充実 等 

＜要請先＞ 

・衆議院 

平野博文 国土交通委員長 

・国土交通省 

若井康彦 大臣政務官 

・自由民主党 

北村誠吾 国土交通部会長 

＜本会参加者＞ 

佐々木博 委員長（岩手県）、吉田伊三郎 副委員長（福井県）

新村雅彦 福岡県議会副議長(副委員長県) 

 

58 24.11.15 社会文教委員会、第 143 回定例総会議決事項について要請 

社会文教委員会が第 143 回定例総会議決事項について要請活動を

実施した。 
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＜要請事項＞ 

少子化対策の推進、教育環境の充実 等 

＜要請先＞ 

・厚生労働省 

 梅村聡 厚生労働大臣政務官 

・文部科学省 

村井宗明 文部科学大臣政務官 

・自由民主党 

石井みどり 厚生労働部会長代理、義家弘介 文部科学部会長 

＜本会参加者＞ 

岡田志朗 委員長（愛媛県）、大里祐一 副委員長（秋田県） 

近藤永太郎 委員(京都府) 

 

59 24.11.15 地方六団体、「地方公務員制度改革関連法案について」を発表 

本会など地方六団体は、「地方公務員制度改革関連法案について」

を発表した。 

60 24.11.16 全国過疎地域自立促進連盟第 43 回定期総会 

磯崎久喜雄本会地方自治委員長（茨城県議会議長）が、東京・メ

ルパルクホールで開催された「全国過疎地域自立促進連盟第 43 回定

期総会」（会長：溝口善兵衛島根県知事）において、総会議長を務

めた。 

総会では、前回総会後に退任した理事の後任者の承認及び副会長

の後任者の選任が行われ、本会関係では、副会長に原成充島根県議

会議長が選任された。 

また、平成 25 年度過疎対策関係政府予算・施策に関する決議・要

望などが決定された。 

 

61 24.12.13 第 30 次地方制度調査会第 25 回専門小委員会を開催 

本会など地方六団体は、第 30 次地方制度調査会第 25 回専門小委

員会（委員長：碓井光明明治大学教授）に出席した。 

会合では、第 24 回専門小委員会において提示された、「大都市制

度についての中間報告（素案）」について、地方六団体からの意見

聴取が行われた。 

本会からは、喜多龍一副会長（北海道議会議長）が出席した。 

 

62 24.12.26 地方六団体、「新内閣発足に当たっての共同声明」を発表 

本会など地方六団体は、安倍晋三新内閣の発足に当たり、共同声

明を発表した。 

 

63 25.1.8 地方六団体、「平成 24 年度補正予算及び平成 25 年度予算に係る要

請について」を発表 

本会など地方六団体は、「平成 24 年度補正予算及び平成 25 年度

予算に係る要請」を発表した。 
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64 25.1.8 地方六団体、安倍内閣総理大臣等と面談 

 本会など地方六団体は、安倍内閣総理大臣等と面談した。 

面談においては、地方六団体が同日に発表した「平成 24 年度補正

予算及び平成 25 年度予算に係る要請について」を要請した。 

 本会からは山本教和会長（三重県議会議長）が参加した。 

＜面談先＞ 

・政府 

 安倍晋三 内閣総理大臣、菅義偉 内閣官房長官 

新藤義孝 総務大臣 

・自由民主党 

高村正彦 副総裁、野田聖子 総務会長 

高市早苗 政務調査会長、河村建夫 選挙対策委員会委員長 

細田博之 幹事長代行、竹下亘 組織運動本部長 

土屋正忠 政務調査会総務部会長 

・公明党 

 山口那津男 代表、井上義久 幹事長 

石井啓一  政務調査会長 

＜地方六団体参加者＞ 

 山田啓二 全国知事会会長（京都府知事） 

 山本教和 全国都道府県議会議長会会長（三重県議会議長） 

 森 民夫 全国市長会会長（新潟県長岡市長） 

 関谷 博 全国市議会議長会会長（山口県下関市議会議長） 

 藤原忠彦 全国町村会会長（長野県川上村長） 

 髙橋 正 全国町村議会議長会会長（群馬県榛東村議会議長） 

 

65 25.1.15 地方六団体、「国と地方の協議の場（平成 24 年度第３回）」に出席

「国と地方の協議の場（平成 24 年度第３回）」が、総理大臣官邸

４階大会議室で開催され、本会からは林正夫副会長（広島県議会議

長）が出席した。 

会議冒頭、安倍晋三内閣総理大臣及び山田啓二全国知事会会長が

挨拶を行った。 

総理退室後、関係閣僚と協議に入った。地方六団体から、「平成

25 年度予算・地方財政対策及び税制改正について」を提出し、対応

を求めた。 

 

66 25.1.22 地方六団体、「総務大臣・地方六団体会合」に出席 

本会など地方六団体は、「総務大臣・地方六団体会合」に出席し

た。 

本会からは平弘造副会長（山形県議会議長）が出席し、平成 25 年

度地方財政対策について総務省の政務三役と意見交換を行った。新

藤総務大臣から、平成 25 年度においては、国家公務員の給与減額を

踏まえ、各地方公共団体において、国に準じて速やかに必要な措置

を講じていただきたいとの協力要請があった。 
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67 25.1.24 地方六団体、自由民主党「総務部会」に出席 

本会など地方六団体は、自由民主党「総務部会」に出席した。 

本会からは山本教和会長（三重県議会議長）が出席し、後日行わ

れる平成25年度地方財政対策大臣折衝へ向かう新藤総務大臣の激励

送出しを行った。 

 

68 25.1.24 役員会 

 役員会を開催し、第 144 回定例総会の議事運営等について協議、

決定した。 

 

69 25.1.24 第 144 回定例総会 

第 144 回定例総会を東京・都道府県会館において開催した。総会

の主な経過概要は次のとおりである。 

１ 山本教和会長（三重県議会議長）が挨拶を述べ、続いて来賓と

して出席された坂本哲志総務副大臣（新藤義孝総務大臣の代理と

して出席）が挨拶を述べた。 

２ 新任正副議長を紹介した後、第 143 回定例総会開催県である静

岡県議会の大石哲司副議長が御礼挨拶を述べた。 

３ 議事に入り、「平成 25 年度本会予算」、「本会会則の一部改正」

（「農林環境委員会」の名称を「農林水産環境委員会」に変更）

について協議、決定した。 

４ 山本会長から地方公務員の給与と地方交付税の削減問題をめぐ

る情勢について報告した。これに関連して、岡田志朗愛媛県議会

議長、金子万寿夫鹿児島県議会議長、喜多龍一北海道議会議長が

発言した。これに対して山本会長が、地方六団体で連携を図りな

がら、適宜・適切に対応して参りたい旨発言した。 

５ その他として、武石利彦高知県議会議長が本会議、委員会にお

けるあいさつの実施（起立・礼の励行）について、各都道府県議

会における検討をお願いする旨の発言を行った。 

 

70 25.1.24 地方六団体、「『平成 25 年度与党税制改正大綱』について」を発表

本会など地方六団体は、「『平成 25 年度与党税制改正大綱』につ

いて」を発表した。 

 

71 25.1.25 地方六団体、「総務大臣・地方六団体代表者 意見交換」に出席 

本会など地方六団体は、「総務大臣・地方六団体代表者 意見交

換」に出席した。 

本会からは林正夫副会長（広島県議会議長）が出席し、平成 25 年

度の地方公務員給与の取扱いについて総務省の政務三役と意見交換

を行った。 

 

72 25.1.27 地方六団体、「平成 25 年度地方財政対策・地方公務員給与について

の共同声明」を発表 

本会など地方六団体は、「平成 25 年度地方財政対策・地方公務員

給与についての共同声明」を発表した。 
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73 25.2.7 平成 25 年北方領土返還要求全国大会を開催 

本会など地方六団体は、北方領土返還要求運動連絡協議会及び内

閣府との共催により、2月 7日の「北方領土の日」に、東京・新宿文

化センター大ホールにおいて、「平成 25 年北方領土返還要求全国大

会」を開催した。 

安倍晋三内閣総理大臣、宮腰光寛北方領土返還・四島交流促進議

員連盟事務局長が挨拶を行い、鈴木俊一外務副大臣が岸田文雄外務

大臣の、伊達忠一内閣府副大臣が山本一太内閣府特命担当大臣（沖

縄及び北方対策）の挨拶を代読した。 

また、各界各層の代表者が発言するとともに、最後にアピールを

採択し、閉会した。 

なお、本会からは正副議長・議員 9名をはじめ、24 名が出席した。
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１ 24.４.12 第 178 回全国都道府県議会事務局職員研修会（総務・共済関係、

議事新任関係） 

 前愛知県議会事務局長の和泉仁氏から「議会事務局の役割と職

員のあり方」と題する講演を聴取した。 

 その後、総務・共済事務担当職員に対しては、全国議長会総務

部、議員共済会から事務連絡・説明を行った。 

 また、議事事務担当新任職員に対しては、全国議長会の内田議

事調査部長から「委員会審議の流れ」について説明した。 

 

２ 24.４.19 議会運営等問題協議会（第２回）担当課長会【会議規則及び委員

会条例関係】 

 議会運営等問題協議会（第２回）担当課長会を開催し、前回（２

月 14 日開催）の検討結果に対する各ブロックから提出された意見

を踏まえ、標準会議規則等検討の方向性について協議した。 

 

３ 24.４.20 全国都道府県議会事務局長会 

全国都道府県議会事務局長会を開催し、以下について説明、報

告を行った。 

説明 

・平成 24 年度本会諸会議の運営等 

・役員の選任方法等 

・今後の全国議長会としての意思決定のあり方等 

・各委員会正副委員長のブロック別割当 

・定例総会提出議案 

報告 

・議員の位置付けの明確化、都道府県議会議員の選挙区制度

の見直しを求める本会要請をめぐる状況 

・地方自治法改正に伴う標準会議規則等の改正 

・本会アドバイザー制度 

・地方議会議員の新たな年金制度に係る要請 

 

４ 24.６.１ 議会運営等問題協議会（第３回）担当課長会【会議規則及び委員

会条例関係】 

 議会運営等問題協議会（第３回）担当課長会を開催し、前回（４

月 19 日開催）の検討結果に対する各ブロックから提出された意見

を踏まえ、標準会議規則等検討の方向性について協議した。 

 

５ 24.６.21 

～７.２ 

 

各委員会正副委員長県事務局長会 

地方自治委員会等５委員会の正副委員長県事務局長会をそれ

ぞれ開催し、第 142 回定例総会に提出する議案の原案等について

協議した。 

 

６ 24.７.18 参与会 

参与会を開催し、第 142 回定例総会の日程及び運営等について

事前に協議した。 
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７ 24.７.20 議会運営等問題協議会（第４回）担当課長会【会議規則及び委員

会条例関係】 

議会運営等問題協議会（第４回）担当課長会を開催し、前回（６

月１日開催）の検討結果に対する各ブロックから提出された意見

及び本会法制執務アドバイザーである浅野善治 大東文化大学大

学院法務研究科（法科大学院）教授等の意見を踏まえ、標準会議

規則及び標準委員会条例の改正（案）等を取りまとめた。 

ただし、新たな論点や細部等について、再度各ブロックに意見

を照会することとし、提出された意見については事務局において

調整を行うこととされた。 

また、今後は、地方自治法改正案の国会での審議状況を見なが

ら、対応することとした。 

 

８ 24.８.30 

～８.31 

第 179 回全国都道府県議会事務局職員研修会（議事事務関係） 

北海道議会事務局議事課速記室長である山崎恵喜氏から「会議

録（発言記録）……位置づけと作成上の課題」と題する講演及び

議会制度研究アドバイザーである元本会議事調査部長の野村稔氏

から｢地方議会に関する 30 の『なぜ』について｣と題する講演をそ

れぞれ聴くとともに、出席者が２班に分かれて各都道府県提出の

議事運営上の課題について研究討議を行った。 

 

９ 24.９.４ 第 42 回議会運営等問題協議会【政務活動費条例関係】 

 各ブロック１名の事務局長（青森県、群馬県、岐阜県、大阪府、

岡山県、徳島県、佐賀県）を委員とする第 42 回議会運営等問題協

議会を開催した。 

同協議会は、８月 29 日に成立した「地方自治法の一部を改正す

る法律」のうち、修正議決された内容の一部である政務調査費の

名称の変更等が行われることに伴い、政務調査費の交付に関する

条例（例）及び同規程（例）の改正等について協議するため開催

したものである。 

同協議会では今後のスケジュールについても協議し、同条例

（例）及び同規程（例）については、11 月初めの役員会の議題と

して提出できるよう取りまとめを行うことを決定した。 

なお、具体的な検討は、同協議会担当課長会で行うこととして

いる。 

10 24.９.20 

～９.28 

 

各委員会正副委員長県事務局長会 

地方自治委員会等５委員会の正副委員長県事務局長会をそれ

ぞれ開催し、第 143 回定例総会に提出する議案の原案等について

協議した。 

 

11 24.10.１ 議会運営等問題協議会（第１回）担当課長会【政務活動費条例関

係】 

議会運営等問題協議会（第１回）担当課長会を開催し、前回（９

月４日開催）、事務局が素案として示した政務活動費の交付に関

する条例（例）及び規程（例）に対する各ブロックから提出され

た意見を踏まえ、検討の方向性について協議した。 
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11 24.10.１ 議会運営等問題協議会（第１回）担当課長会【政務活動費条例関

係】 

議会運営等問題協議会（第１回）担当課長会を開催し、前回（９

月４日開催）、事務局が素案として示した政務活動費の交付に関

する条例（例）及び規程（例）に対する各ブロックから提出され

た意見を踏まえ、検討の方向性について協議した。 

 

12 24.10.10 参与会・第 43 回議会運営等問題協議会合同会議【会議規則及び委

員会条例関係】 

 各ブロック１名の事務局長（青森県、群馬県、岐阜県、大阪府、

岡山県、徳島県、佐賀県）を委員とする第 43 回議会運営等問題協

議会を開催した。 

 同協議会は、「地方自治法の一部を改正する法律」が８月 29 日

成立、９月５日公布となり、同法改正に伴う標準会議規則に係る

部分は既に公布日施行となっており、また標準会議規則及び標準

委員会条例の改正（案）等についても７月 20 日の会議後、意見照

会を行い、事務局において調整も済んでいることから、同改正（案）

等について議題とし、協議を行った結果、原案のとおり決定し、

来る 10 月 11 日開催予定の役員会に提出することを決定した。 

 また、第 143 回定例総会の日程及び運営等について事前に協議

した。 

 

13 24.10.25 議会運営等問題協議会（第２回）担当課長会【政務活動費条例(例)

関係】 

議会運営等問題協議会（第２回）担当課長会を開催し、前回（10

月１日開催）の検討結果に対する各ブロックから提出された意見

並びに全国市議会議長会及び全国町村議会議長会との調整を踏ま

え、政務活動費の交付に関する条例(例)及び同規程(例)(案)につ

いて協議した。 

なお、11 月１日開催の議会運営等問題協議会で同条例(例)及び

規程(例)(案)について成案を決定する予定であることから、それ

までに同協議会委員府県議会事務局を通じて、各議会事務局に意

見照会を行い、特段の意見があれば事務局において意見調整を図

ることとなった。 

 

14 24.11.１ 参与会・第 44 回議会運営等問題協議会合同会議【政務活動費条例

(例)関係】 

各ブロック１名の事務局長（青森県、群馬県、岐阜県、大阪府、

岡山県、徳島県、佐賀県）を委員とする第 44 回議会運営等問題協

議会を開催した。 

同協議会は、これまで計２回(10 月１日、10 月 25 日)の担当課

長会及びその後の意見調整を経て得た政務活動費の交付に関する

条例(例)及び同規程(例)の成案を協議するため、開催したもので

ある。 

同条例(例)は、「政務調査費」から「政務活動費」への名称変

更を行ったうえで、交付の名目を「調査研究」から「議会の議員
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  の調査研究その他の活動」に改め、政務活動費の交付対象を明ら

かにするとともに、新たな経費の範囲を条例で定めることとされ

たことから、政務活動費を充てることができる経費の範囲を明確

化し、これまで政務調査費の交付に関する規程(例)において別表

方式で規定されていた使途基準を条例に引き上げ、さらに条例に

相応しい様式に改めたものである。 

また、今回の改正により、議長は、政務活動費については使途

の透明性の確保に努めるものとする(地方自治法第 100 条第 16 項

関係)とされたこと等から、条例(例)において、その趣旨を踏まえ

た規定を設け、法律の要請を条例上も重ねて明確にした。 

同条例(例)及び規程(例)については、協議を行った結果、原案

のとおり決定し、翌２日開催予定の役員会に提出することを決定

した。 

 

15 24.11.１ 全国都道府県議会事務局長会 

全国都道府県議会事務局長会を開催し、事務局より①地方自治

法改正に伴う政務活動費交付条例（例）・規程（例）(案) 、②道

州制に関する動向、③第 30 次地方制度調査会における大都市制度

問題、④地方公務員制度改革、⑤地方交付税の執行抑制に関する

地方六団体共同声明等について報告を行った。 

 

16 24.11.７ 改正地方自治法並びに標準会議規則改正等に係る事務説明会 

第 180 回通常国会で成立した改正地方自治法並びにこれに伴う

標準都道府県議会会議規則、標準委員会条例の改正(平成 24 年 10

月 11 日役員会決定)及び政務活動費の交付に関する条例(例)(同

11 月２日役員会決定)の説明のため、事務説明会を開催した。 

改正地方自治法については、議会関係を中心に総務省自治行政

局行政課から説明を聴くとともに、標準都道府県議会会議規則、

標準委員会条例の改正並びに政務活動費の交付に関する条例(例)

については、本会事務局から説明を行った。 

 

17 24.11.９ 第 180 回全国都道府県議会事務局職員研修会（調査事務関係） 

 東海大学文学部広報メディア学科教授の河井孝仁氏から「行政

広報と議会広報」、九州大学大学院法学研究院准教授の田中孝男

氏から「昨今の地方議会に関わる制度改革と議会事務局の役割等

について」と題する講演を聴取した。 

また、三重県議会事務局次長の神戸保幸氏から「三重県議会に

おける議会改革の状況」、福岡県議会事務局調査課長の安武弘光

氏から「政策立案機能の強化について ～福岡県議会の事例から

～」と題する事例発表が行われた。 

 

18 24.12.３ 議会運営等問題協議会（第３回）担当課長会【政務活動費運用関

係】 

議会運営等問題協議会（第３回）担当課長会を開催し、11 月２

日の役員会で決定した政務活動費条例(例)・規程(例)に基づき、
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  政務活動費の運用についての考え方等について検討した。 

 

19 24.12.27 議会運営等問題協議会（第４回）担当課長会【政務活動費運用関

係】 

議会運営等問題協議会（第４回）担当課長会を開催し、前回(12

月３日開催)に引き続き、各ブロックから提出された意見を踏ま

え、政務活動費の運用についての考え方等について協議した。 

 

20 25.1.16 参与会 

参与会を開催し、平成 25 年度本会予算案、本会の運営に対する

提言、委員会の名称変更に係る本会会則等の改正について協議し

た。 

 

21 25.1.24 参与会 

参与会を開催し、第 144 回定例総会の日程及び運営等について

事前に協議した。 

 

22 25.１.31 議会運営等問題協議会（第５回）担当課長会【政務活動費運用関

係】 

議会運営等問題協議会（第５回）担当課長会を開催し、前回(12

月 27 日開催)に引き続き、各ブロックから提出された意見を踏ま

え、政務活動費の運用についての考え方等について協議した。 

政務活動費の運用についての考え方等については、第３回の同

担当課長会から３回にわたり検討を行ってきたが、今回、その検

討結果の整理を行った。 
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