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【はじめに】 

富岡市議会では、平成２５年に一度、議員定数問題研究会が設置され、平成２６年５月

に、富岡市議会『議員定数問題研究会』調査・検討報告書を作成した経緯がある。よって、

今回の議員定数問題研究会は、二度目の設置ということになる。前回の報告書を見ると、

６回の会議が開かれたが、会議の中での発言内容は記されておらず、どのような協議内容

を経た上で話し合いが進み、結論に至ったのであるかが把握しづらい。今後も人口減少が

急速に進んでいく以上、定数に関しては継続して検討をしていかなければならない課題で

ある。結論に至った経緯について、将来振り返った時、それが理解できるようにすることが

重要と考え、今回の報告書は委員の発言を重視する形に変更した。 

 

 

【富岡市の人口推移と定数問題研究会設置の経緯】 

現在、日本の多くの自治体にとって、今後予想される人口減少と少子高齢化は、避けて

は通れない大きな問題である。２００６年３月に、旧富岡市と旧妙義町の一市一町で合併し

た富岡市も、合併当時は約５万４４００人の人口であったが、２０２２年４月現在では約４万６

７００人と、この１６年間に約７７００人、率にして１４％ほど人口は減少している。 

また、国立社会保障・人口問題研究所による今後の人口推計では、富岡市の今後の人

口減少は以下の通りであり、さらに加速する見込みである。 

 

２０３０年 ４２０４１人 

２０４０年 ３６１３３人 

２０５０年 ３００７７人 

２０６０年 ２４４３０人 

 

そして、さらに深刻な問題と考えられるのは、１５歳から６４歳までの生産年齢人口の方

が急激に減っていくことである。 

（１５歳から６４歳の人口推計） 

２０２０年 ２５５１８人 

２０３０年 ２１１０４人 

２０４０年 １６２５２人 

２０５０年 １２７５６人 

２０６０年 １０３４３人 

 

生産年齢人口の減少は、税収の減少につながり、そのことによる財政の悪化は深刻な

問題となる可能性が高い。年々厳しくなることが予想される財政状況において、行政はあら

ゆる事業の進め方をさらに効率的かつ効果的に進める必要がある。また、同様に議会も、

非効率で改善できる点は積極的に見直す必要があることから、富岡市議会では、平成２１



 

 

年４月に議会改革検討委員会を設置し、継続して様々な改革に取り組んできた。定数に関

しては、先の合併後の最初に実施された富岡市議会議員選挙（２００７年４月）は定数２４人

で行われた。その後、２０１１年は定数２１人、２０１５年には定数１８人と削減し、先の２０１

９年の選挙は前回と同じ定数１８人で実施された。 

近年、全国的に多くの市町村議会が議員定数の削減に取り組んでいる。そして群馬県

内１２市の中で、現在の定数が１８人の市議会は富岡市を含め５市あるが、その中で人口

が最も少ないのは富岡市という状況である。 

 

議員定数１８人の県内５市の人口（令和３年６月１日現在） 

渋川市  ７万５３５９人 

館林市  ７万５２２７人 

藤岡市  ６万３９６８人 

みどり市 ４万９９３８人 

富岡市  ４万７３６８人 

 

そのような中、令和３年２月２２日に開かれた議会改革検討委員会において、『今後の人

口減少等の社会情勢を考えると、議員定数、議員報酬及び政務活動費の見直しを行うべ

き』という意見が出たことにより、これらについては、令和４年３月までに富岡市議会として

の見解を出すことに決まった。その後、令和３年９月２４日の同委員会において、議員報酬

と政務活動費の見直しについては、議員定数と関連があることから、新たに議員定数問題

研究会を設置し、その研究会での定数についての決定を踏まえた上で、議会改革検討委

員会で再度協議することになった。 

このような経緯で議員定数問題研究会が設置された。また、各会派から選ばれた７会派

の８名（田村、三ツ木、黒澤、木田、矢野、長沼、宮澤、茂原）が、この研究会の委員となっ

た。ちなみに、最多の５人の議員が所属する会派については委員が２名となった。 

 

【議員定数問題研究会の開催状況について】 

この研究会は、第１回目は、令和３年１１月２２日に開催された。その後、新型コロナウイル

ス感染症の拡大等による社会情勢により、順調に進めることが難しい時期もあったが、合

計８回の会議を開き、令和４年１１月１４日の会議で最終的な結論に至った。 

 

【結論】 

８回の研究会で協議を重ねた結果、以下の２点が決まった。 

①２０２３年４月の富岡市議会議員選挙は、現在と同じ定数１８人で行う。 

②富岡市議会基本条例を一部改正し、第１６条に以下の第２項を追加する。 

  （議員定数） 

第１６条 委員会及び議員提案による議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題



 

 

並びに市民の多様な意見を十分に考慮するものとする。 

第２項 議員定数は、人口、面積及び類似市の議員定数との比較など多角的な見地から、

継続的に検討し、決定するものとする。 

 

【議員定数問題研究会で出された各会派からの意見の要旨】 

今回の協議では、富岡市議会の現状と今後の課題などについて重要な内容が述べられ

ているので、将来、再び定数に関する協議をする際の参考となるよう、詳しく記すことにした。

各回の協議の主な内容は下記の通りである。 

 

議員定数問題研究会 第１回（令和３年１１月２２日） 

１：正副委員長の互選について 

互選の結果、委員長に茂原、副委員長に宮澤が決まった。 

 

２：研究会のスケジュール、報告書の作成及び議員定数についての協議 

令和３年９月２４日の議会改革検討委員会で『令和４年３月までに、議員定数、議員報酬、

及び政務活動費の見直しの見解を出すこと』が決まった。事務局から『そのためには１月中

旬までに、この研究会で議員定数の研究結果を出す必要がある』との説明があった。それ

に対して、委員から以下の要旨の意見があった。 

 

・２か月という期間で結論を出すのは無理ではないか。（会派 G） 

・今後の人口減少等を考えれば、次の選挙の定数を決めるということだけではなく、１０年

後、２０年後には、人口減少に合わせてこの程度まで議員数を削減するという長期的なこと

も考える必要があるのではないか。（会派 G） 

・前回の定数削減は人口を基準に考えたので、これからの人口を基本にして定数を考える

べき。（会派 E） 

・定数は１８のままを続けて、財政的なことから報酬削減を提案したい。（会派 D） 

・市民に理解してもらうには、議員定数の削減よりも報酬の削減のほうがよいのではないか。

（会派 B） 

・定数削減はせず、人口に合わせて報酬を削減すべきではないか。２０％削減ではどうか。

（会派 C） 

・報酬は３割くらい削減すべきではいか。（会派 D） 

・定数の削減に反対で報酬削減が多いことは不思議に思える。現在も選挙に出る若い人が

少ないのに、これから先、さらに報酬を削減することになったら、若い議員がもっといなくな

ってしまい、現在の議員が少しずつ報酬を削減しながら、長期間残るようなことになり、議

会が停滞するのではなかろうか。報酬を削減すれば、若い人、優秀な人が出てこなくなると

思える。定数を削減し、逆に報酬を少し上げるくらいにすべきと考える。（会派 G） 

・報酬を減らした方が、本当にやる気のある人が出てくるんじゃないか。（会派 B） 



 

 

・人数を残した方が、地域からいろいろな人が出てくるので、報酬は減らしても人数は減らさ

ず、議会を活性化していかなければならないと思う。（会派 B） 

・今年度中に結論を出すということになっていたのだから、先送りはすべきではない。（会派

A） 

・若い人が選挙に出てもらう土壌は必要と思うが、この時世に報酬を上げるというのは現実

的ではない。だったら報酬を下げて、土日議会とか夜間議会などを行い、普通に仕事をして

いても議員になれるようなものをつくったほうが、いろいろな人が手を挙げやすくなすのでは

なかろうか。（会派 D） 

・これから避けて通れないのは人口減少であり、それに基づいての定数削減であって。報

酬を下げればいいという問題ではないと思う。各地区から出た議員が意見をくみ上げて議

会はやっているとの意見があったが、今の議会の状況で本当に議員はその地区の意見な

どを行政に訴えていると言えるのだろうか。（会派 E） 

 

以上のような様々な意見が各会派から出された後、事前に議会事務局に調べてもらった

全国の市議会についての資料１～３の説明を受ける。 

その主な内容は下記の通りである。 

 

・富岡市より人口が多くて定数が少ない市は全国で３０市ある（富岡市の人口は令和３年６

月１日現在の４万７３６８人を基準とした）。その中で人口が最も少ないのは静岡県伊豆の

国市の４万７７７４人で定数は１７人。逆に最も人口が多い市は大阪府大東市の１１万８９４

７人で定数１７人。 

・令和３年６月１日現在で、全国で１３２市議会が定数１８人。この中で人口が一番少ないの

は岩手県陸前高田市で１万８４２０人。最も多いのは大阪府松原市の１１万８２８２人。 

 

資料の説明後、話し合いを再開する。今日の各会派の意見では、隔たりが大きいので、

令和４年１月に結論を出すのは困難と委員長は判断し、議会改革検討委員長と相談をして、

期限を延期することを提案し、委員の了解をもらう。 

その後、会議を閉会した。 

 

 

議員定数問題研究会 第２回（令和３年１２月１７日） 

１：報告事項 

会議の冒頭に議会事務局から以下の内容が報告された。 

・令和３年１２月２日に開催された区長理事会の懇談会で、ある地区の区長から、富岡市議

会議員定数について、少子化に伴い毎年人口減少となる将来を見据え、財政のことを考え

ると、次の選挙は定数１８人を１５人から１６人に削減していただきたい、との要望が出され

た。それについて議会事務局長が区長理事会で、現在、議員定数問題研究会を立ち上げ



 

 

て適正な定数について検討を行っている旨を説明したところ、以下の主な意見が出された。 

・研究会を開催しているのなら、議会だより等で議論されたことを公開してほしい。 

・研究会の報告書を作成し公表してほしい。 

・途中経過も知らせてほしい。期限を定めてそれまでに決めてほしい。 

 

２：議員定数についての協議 

まずは、区長会からの意見に関することから、協議は始まった。主な意見は以下の通り

である。 

 

・区長さんから定数削減についての意見が出る前に、定数問題研究会を設置していたこと

は、良かったと思う。（会派 E） 

・区長会から正式に言われたわけではないので、それに臆することなく、議会として話を進

めていけばいい。（会派 F） 

・正式に区長会から要望が出されたわけではないので、定数問題研究会で議論していけば

よい。（会派 C） 

・局長が説明したときは、複数の区長さんが意見を述べたということなのか。（会派 G） 

    （局長より３，４人との回答あり） 

・議員定数を減らすのが正義みたいな話になっているが、議員定数は削減するほど投票率

が下がり。それで立候補できない地域が生まれると思う。ただ削減すればいいというわけで

はない。（会派 B） 

・議員を削減すると、議員がいない地域が多数出てくるので、目が届かない部分が増える

のではないか。（会派 C） 

・議員の定数と議員の報酬は連動するものではないと思う。だから、この研究会で検討する

のは、富岡市の定数はどうあるべきかを議論すればいい。きちんと議論し結論を出して、そ

れを報告書として市民に見ていただかないとまずいのではないか。（会派 A） 

・議員報酬を削減して、もっと選挙に出やすくし、例えば夜間議会を導入し働きながら議員

活動ができるようにする方法もあるのではないか。人数を減らすことにこだわらず、限られ

た財政の中で、議員活動をしながら市政をまわしていくかを考えるべきと思う。（会派 B） 

・議会は市民の意見を反映させる場所なので、議員の経費を削るというのは本末転倒では

なかろうか。市の人口減少という話も含めながら、適切に市民の皆さんの民主主義を徹底

できる議員定数を決めていくべき。経費の問題と定数の問題は関連しているが、きちんと定

数の問題として議論しないとおかしくなってしまう。（会派 A） 

・夜間議会を行えば、当局側の人件費が膨大になる可能性があるのではなかろうか。また、

報酬削減をすれば、若い人の議員のなり手がさらに減ってしまい、現在も停滞している富

岡市議会はもっと停滞してしまう。（会派 G） 

・人数を減らし報酬を引き上げたとしても、若い人が出るかはわからないのではなかろうか。

（会派Ｆ） 



 

 

・議員は地域の代表ではなく、富岡市の議員なのだから、全市的に物事を考える必要があ

る。定数は人口を原則に考えるべきである。以前の定数削減は、議員一人当たりの人口を

約２８５０人でやったはずだ。報酬を減らすというのは、自ら仕事をしていないことを言って

いるようなものなので、おかしいと思う。（会派 E) 

・きちんと定数の議論をすればいい。きちんとした根拠に基づいて議論し、報告書を作り、

市民に示すことが必要だと思う。（会派 A） 

 

以上のような意見が出た後、委員長が『最終的に報告書を出すこと及び経過報告も市議

会だよりに掲載し市民に周知する形でやること』を委員会で諮り、全員が賛成した。 

 

 

議員定数問題研究会 第３回（令和４年１月１７日） 

１：議員定数についての協議 

前回の会議に引き続き、定数についての協議を行った。主な意見は以下の通りである。 

 

・これから先も人口が減っていくため、市民や区長会から定数についての意見は必ず出てく

ると思う。そうした意見で議会が動くのではなく、市の人口や環境を考慮した富岡市議会と

しての定数に関する基本的な考え方をきっちり決めて、示したほうがよいのではないか。

（会派 E） 

・議員定数は、区長会に言われる筋合いではないと思う。それに今回の意見は、会としてで

はなく数名の区長の意見だ。定数は今のままでいいと考える。（会派 C） 

・私がある区長から聞いた話では、区長の中でも『減らしたほうがいい』『今のままでいい』

等、様々な意見があるとのことだ。（会派 B） 

・正式に会派の考え方を示したものを、市民全体にちゃんと周知するような形にして、富岡

市議会はこの結論に至ったとする必要があると思う。何となく『今のままでいいだろう』と、多

数決で決まってしまうと問題じゃなかろうか。委員長 

・何となく今のままというのは問題である。人口で考えるべきだ。 （会派 E） 

・人口も考えなければいけないが、議会を運営していくのには本当に何人が必要なのかで、

定数を考えなければならないと思う。議会を存続していくには、委員会はいくつで委員の数

は何人が妥当なのか、そちらを優先して考えるべきではないか。 （会派 B） 

 

ここからは『議会事務局が作成した 資料１～３』を基に議論を行う。 

 

・人口４万３千以上４万９千未満の市の議員定数を見ると、富岡市議会は平均的と思える。

著しく減らす方針を出すのなら、それなりの考えがなければまずいと思う。 （会派 A） 

・これだけ見れば平均的だが、それぞれの市の税収は違う。（会派 B） 

・全部の自治体が同じ状況ではないし、人口の減少率なども異なるので簡単には言えない



 

 

が、人口で比較すると標準的という印象だ。富岡市よりも人口は多くて定数が少ない市は３

０ほどある。最も定数が少ないのは、大阪府四条畷市の１２人である。また、大阪府大東市

は人口が１０万人以上いても定数は１７人である。（会派Ｇ） 

 

ここで議会事務局から、議員定数が１８人の市は、全国で１３２市との説明がある（資料

は令和３年６月１日現在）。 

・群馬県内には定数１８人の市は５つある。議員一人当たりの人口は、館林と渋川は４２００

人ほどで、藤岡は約３６００人、みどりが２８００人ほどであるが、それから考えると富岡は約

２６００人なので、ちょっと多いのではないかという見方もできる。（会派Ｇ） 

・市議選が近づくと、区長から定数についての意見が出てくるように思える。前々回の選挙

でもそうだった。だから、次の選挙は定数を削減しましょうだとか、そんな小さな考えではな

く、長期的に考えるべきではなかろうか。 （会派 E） 

・長期的に考えることも大切だが、とりあえずは次の選挙での定数を削減するかどうかに焦

点を合わせて、しっかり決めるべきだ。（会派 F） 

・人口が何人減ったら定数は一人減らすという基本的な原則が必要と思う。（会派Ｅ） 

・全国的には、議員一人当たりの人口は富岡市よりも少ないところは多数ある。将来的に

何人になったら一人減らすということになれば、将来５人くらいで議会を回す時代が来てし

まう。よって人口ばかりで考えるのは危ないように思う。（会派 B） 

・人口が同規模である全国の市との比較では、富岡市の定数は平均的とみることができる

し、県内の定数１８人の５市で見れば、減らすべきという見方もできると思う。また、富岡市

よりも人口が多く定数が少ない市は全国に３０ほどあるというのも事実だ。定数が少ない市

は、委員会の構成を３つではなく２つにしてやるなどの様々な工夫をしていると思われるの

で、そのようなことも知った上で、最終的な結論を出さなければいけないのではなかろうか。

（会派Ｇ） 

・視察で訪れた市で、２委員会でやっていた市があった。（会派 E） 

その後、今回の資料を会派の全議員で確認した上で会派ごとに結論を出してもらい、それ

を全部リスト化して他の会派の考え方を把握しながら次回は議論することでよいかを委員

長が諮り、その方法に決まる。 

 

 

議員定数問題研究会 第４回（令和４年５月１１日） 

１：議員定数についての協議 

前回１月１７日の会議以降、新型コロナウイルス感染症の再拡大や富岡市長選挙が行

われたため、４カ月ぶりの会議となる。『議員定数に関する各会派の意見 資料４』を基に、

今後の協議をどのように進めるべきか、最初に話し合う。 

 

 



 

 

・会派ごとの意見が出たので、かいつまんで各会派の意見を示してもらったらどうか。（会派

A） 

・意見は文書で提示されたが、読んだだけでは誤解や勘違いも生じる可能性があるので、

会派ごとに概略の説明とそれに対する質疑を行い、議論を深める必要があると思う。（会派

Ｇ） 

・早々に決められることではないので、これから回数を増やして少しずつ詰めていくべきと

思う．（会派 B） 

・そういう形だと、行ったり来たりになってしまうのではないか。 一番の基本は人口なので、

それを骨子として進めるべきと考える。（会派 E） 

・各会派で骨子についての考え方が違うと思う。よって色々な意見を聞いた中で骨子を決

めていくのが良いと思う。（会派 B） 

・各会派の考え方や根本的なベースを説明してもらって、それに対して、どういう考え方な

のですか、根拠は何ですかということを確認することは、すべきではないか。（会派Ｇ） 

・会派で考え方は違うので、それを話して考え方が変わるかと言ったら、変わらないと思う。

（会派 B） 

・この会議では、会派の代表がそれぞれの会派の意見を元にして議論をし、それを深めな

がら一定の方向性を出すべきだ。そうしないと意見の違いに関して歩み寄ることができない

と思える。（会派 A） 

・それぞれの会派の意見を、ホワイトボードで一覧できるように書いて、議論したらどうだろ

うか。（会派 F） 

・根本的な会派の考え方を、一覧表にまとめたものを作成し、次回は協議するということで

よろしいか。（会派 G） 

・それだと今日集まったことの意味がなくなってしまう。この会議で各会派の意見を出し合っ

て、質問等があれば持ち帰り、会派でもう一回練るようにしてほしい。（会派Ｂ） 

・今日会派から出た意見書について、基本的なことをちゃんとみんなが理解を深める場を

設けたほうがいいのではなかろうか。後になって、我々の会派はそういうつもりではないと

いうことになると困る。例えば質疑応答をやって、内容をみんなで共有した上で、最終的な

結論を出すべきと思う。（会派Ｇ） 

・会派ごとに、どういうところがどのような理由で賛成なのか反対なのか、明確にしたほうが

いい。（会派Ｆ） 

・定数についてどのように考えるか、という投げかけをしたのに、賛成・反対というのはどい

うことなのか理解できない（会派Ａ） 

・意見書を見ると、概ねの会派から定数は現状維持という意見が出ている。少なくなれば市

民の意見を汲めない。議員定数に対する意見は給料のことだと思う。（会派Ｃ） 

・定数削減ありきではなく、人口を基本にすべきということで、現状で見れば定数削減かもし

れないが、例えば人口が３０００人増えたら定数を１増やすということだ。（会派Ｅ） 

・単なる定数維持ではなく、報酬の引き下げとか、議会の開催方法を変えるとか、議会・委



 

 

員会の活性化をしていくことも強く言いたい。（会派Ｂ） 

・議会として、議員として、議会基本条例に定められている内容については実現できるよう

に変えていかないと、議員に対する批判の声の解消にはつながらないと思う。議員が多い

という意見は、お金の部分ではなく、議員は何をやっているのだという思いが根底にあるの

ではなかろうか。（会派Ａ） 

・時代は変わるので、そういう中で、将来の定数についてのレールを引いてしまうことが本

当にいいのかという疑問が残る。危険性を感じる。（会派Ｂ） 

・人口は減っても、定数は減らさないで給料を削減しろというグループがあるが、それでは

どんどん給料が減っていて若い人たちがますます議会に出て来なくなり、高齢者ばかりで

年金をもらうような人しか議員にいないということになる。それではさらなる議会の停滞につ

ながるのではないか。（会派Ｇ） 

 

ここで、議員定数に関する市民アンケートを行った全国の自治体についての事例を、議

会事務局から説明してもらう。主な内容は以下の通り。 

 

大分県佐伯市議会（人口約６万８千人、定数２５人） １８歳以上の市民千人の無作為抽出

アンケートを実施。 

 

島根県浜田市議会（人口約５万１千人、定数２２人） 全世帯を対象としたアンケートを実施。 

 

静岡県菊川市議会（人口約４万８千人、定数１７人） 市民２千人の無作為抽出アンケート

を実施。 

 

岡山県浅口市議会（人口約３万３千人、定数１６人） ２０歳以上の市民２千人の無作為抽

出アンケートを実施。 

 

鳥取県境港市議会（人口約３万３千人、定数１６人） １８歳以上の市民２千人のアンケート

で、定数の他に、市議会に何を求めているか、地元に議員がいないと困るか、議員報酬、

政務活動費などの内容も入れて行われた。 

 

その後、協議を再開する。 

・富岡市も同じような形で、市民の考えを伺う必要があると思う。（会派Ｇ） 

・一番理想的だとは思うが、それをやっても現状は変わらないと思う。（会派Ｅ） 

・市民アンケートは民意を計る一つの方法だが、抽出であるし、結果が絶対ではないと思う。

アンケートで議会の方向を定めることには疑問を感じる。私たちは選挙で選ばれているの

で、市民の負託を受けているが、市民アンケートをやれば、アンケートに拘束されてしまう。

（会派Ａ） 



 

 

・ムードに流された多数の意見が出た場合、議員がそれを否定したら、アンケートをした意

味があるのかということになりかねない。そういう意味で拘束されてしまう。リスクを感じる。

（会派Ｂ） 

・全市民のフリーに意見を述べてもらう方法ではなく、無作為抽出で千人、２千人ほどのア

ンケートならば、市民の意見を聞けるのではなかろうか。（会派Ｇ） 

・アンケートというのは、一つの目的を持って、アンケート項目を作る。ある意味、市民誘導

だと思う。アンケートにはメリットとデメリットがあるので、慎重にやるべきだ。（会派Ａ） 

・議員定数については、削減を結論にするのではなく、議会基本条例という立派なものがあ

るのだから、それに附帯させて、きちっとした基本的な考えをそこに書いたらどうだろうか。

（会派 E） 

・我々は議員なのだから市民に選ばれているわけだ。そこに一つの民意があると考えない

と議会は成り立たない。市民の代表として、ここできちんと議論すべきだ。（会派Ａ） 

・アンケートは危険だと思う。（会派Ｃ） 

・危険だと思う。（会派Ｂ） 

・議会報告会など、市民が集まった時に、問いかけるのが一番かと思う。（会派Ｅ） 

・ならば議員定数について議会として市民の意見を聞くイベントや会をやるのならいいのか。

（会派Ｇ） 

・いやいや、そうは言っていない。そういう機会があれば聞いてもよろしいのではないか。あ

えて催せということではない。（会派Ｃ） 

・議会基本条例の第１６条に委員会及び議員提案による議員定数の改正にあたっては、市

政の現状及び課題並びに市民の「多数の意見」を十分に考慮するとあったのではないか。

（会派Ｇ） 

・多数じゃなく多様な意見とある。多数決じゃない。（会派Ｂ） 

・我々は市民の代表なのだから、市民に成り代わって、議会として定数はどうあるべきか議

論すればいいわけだから、それ以外のことは考える必要はない。（会派Ａ） 

 

その後、次回の会議では『各会派の意見をまとめた一覧表』を基に協議を行うことに決まる。 

 

 

議員定数問題研究会 第５回（令和４年６月３日） 

１：議員定数についての協議 

『議員定数に関する各会派の意見一覧 資料５』を基に、協議を行う。 

 

・我が会派は、全国の定数削減を進めている市議会に倣い１８人を１２人ほど減らすことを

結論としましたが、これまでの協議で難しいと判断した。よって、一定の人口ベースで人口

が増えれば定数を増やし、人口が減れば定数も減らすという考え方の会派と意見を合わせ

たい。（会派Ｇ） 



 

 

・我が会派も、人口の増減に合わせて定数を増減するという方向に変更したい。（会派Ｆ） 

・定数減少は地方自治の弱体化につながるということから、現状を維持すべきと考える。た

だ、１人の議員でどのくらいの人口というような目安を明確にすれば非常にわかりやすい。

市民から議員定数を減らせとか、議員は何をやっているのかなどの不信感を持たれている

ことも事実で、この報酬を減らせば解決するという問題ではないと思う。（会派Ａ） 

・財政状況が厳しい中で、議会も改革をしていく上で、議会も身を切る姿勢が大事だろうと

考え、我が会派は定数の削減ではなく、報酬のカットを提案した。（会派 D） 

・議会にかかる経費の問題と、財政の問題は切っても切れない関係にあると思われるので、

定数を減らすと広い地域で偏りが出てしまうことから、報酬を削減したらどうかという考え方

になった。人口は指標とすればわかりやすいが、人口が減れば必ず議員も減らしていくとい

うルールを決めると危険に思えるので、それには反対だ。（会派 B） 

・人口に合わせて定数を削減するのなら、富岡市の人口は毎年６００人ほど減少している

ので、一つの目安として、４年か８年で定数を１減らすということになると思う。しかし、その

都度報酬を削減するとなったら、一度３割の削減をすれば、次回も３０００人ほどの人口減

少で再度３割減らさなければならなくなりはしないか。そのようなことになったら、今でも若い

人が選挙に出ないのに、さらに出づらくなってしまう。給料が低いほうが若い人は選挙に出

やすいという考え方の会派があるが、若い人は生活費もかかる。報酬をどんどん下げてま

でして定数を維持するという考えには疑問だ。（会派 G） 

・我々はこの定数問題について、財政的に考えてきたが、若い人が選挙に出やすい環境を

つくるという議論になれば、考え方は変わってくる。（会派 D） 

・財政的なことだけでなく、これからの市議会をどういう形で運営していくのが一番富岡市の

メリットになるのかという視点で考える必要がある（会派 G） 

・議会が市民からどのように見られているかは重要だと思う。（会派 D） 

・今回報酬を３割減らせば、人口が将来減った時に『今回は減らさないのか』というようなこ

とになると、年金をもらいながら出てくる議員ばかりになりかねない。そうなると議会として

難しい状況になるので、先のことも考えて慎重に結論を出す必要があると思う。（会派 G） 

・今回の定数問題研究会は、次の選挙の定数をどうするかで始まったイメージだが、どうし

ても未来のことも決めなければならないのか。（会派 B） 

・その先のことも、議会として説明できるようにすることが形にすべきではないだろうか。（会

派 G） 

・この定数についての問題は、必ず区長及び市民から今後も言われるので、堂々と説明で

きるよう基本的なものは決めておくべきだ。議会基本条例の第１６条に定数という問題もあ

るのだから。（会派 E） 

 

 

議員定数問題研究会 第６回（令和４年７月１５日） 

１：議員定数についての協議 



 

 

・前回の会議で複数の会派は、人口２６００人から２７００人ほどをめどにして、人口が減れ

ば１人定数を削減し、逆に人口が増えれば１人増やすという目安を設定し基本としたらどう

かということになった。（会派 G） 

・我が会派は、次の選挙は現在の１８人定数で行い、その後は人口減少や社会情勢を踏ま

えて考えればいいのではないかといいう結論になった。ただ。人口が何人減ったらという具

体的なものは明記せずにやっていきたい。（会派 B） 

・我が会派は、報酬削減でも定数削減でも、どちらでもいい。ただ、人口減少に合わせて定

数削減をするのだとしても、具体的な人数は参考資料として残すのはいいが、明確に決め

るのは慎重にすべきと考える。（会派 D） 

・議会基本条例第１６条に議員定数という条項があるのだから、そこに附帯する形で残すべ

きだ。それをしないと将来、今回の協議の経緯や結果がわからなくなってしまうのではない

か。具体的な人数については記さなくてもいい。（会派 E） 

・我が会派は、定数は現状維持で、報酬は３万円の減額でいいのではないかという結論に

なった。（会派 C） 

・人口減少のある程度の目安は必要かと思う。どこに基準を置くかは、全国的な平均の数

値でいいのではないか。現在の富岡市議会の定数は、平均的な水準なので、定数は現状

のままでいいと考える。（会派 A） 

・次の選挙で１人くらい減らすことが妥当ではないかと当初は考えたが、全国的には平均的

な人数なので、定数は現状でいいと考える。今後人口減少が進んだ時には、それを踏まえ

て考えるべきだ。（会派 F） 

 

その後、議会基本条例の第１６条を一部改正して今回の決定を記すことが決まり、次回

の会議までに正副委員長と事務局で、複数の案を考えることに決まる。 

 

 

議員定数問題研究会 第７回（令和４年９月１日） 

１：議会基本条例の改正について 

以下の２つの改正案を最初に提示し、その後、協議に入る。 

 

（案１）議員定数は、人口を基準として、継続的に検討し、決定するものとする。 

（案２）議員定数は、人口、面積、財政状況及び類似市の議員定数との比較など多角的な

見地から、継続的に検討し、決定するものとする。 

 

この二つの案のどちらを、議会基本条例第１６条『委員会及び議員提案による議員定数

の改正に当たっては、市政の現状及び課題並びに市民の多様な意見を十分に考慮するも

のとする』の第２項とするかを協議する。 

・案１は、人口規模のみが対象となっているので、第２のほうで多角的な見地から議論すべ



 

 

きと思う。（会派 D） 

・それに賛成だ。（会派 B） 

・案２を第２項にすると、第１６条第１項にある『多様な』と、案２の『多角的な』は同じような

意味になってしまうのではないか。さらに『市政の現状』には財政状況も含まれているので

はなかろうか。『財政状況及び』は除くべきと考える。（会派Ｅ） 

・第１６条の第１項と第２項を一つにまとめてもいいのではなかろうか。（会派Ｃ） 

・『財政状況及び』を取れば、非常にすっきりするので、その形にして第２項にすればよい。

（会派Ａ） 

・市政の現状と課題という中には、人口、面積など全部含まれていると思う。なので市政の

現状のところに括弧して人口とか目席とか財政状況等というように入れ込んでしまえば、一

文にできるのではないか。（会派Ｂ） 

・１６条を全部変えるとうのはおかしい。この議会基本条例は１０年ほど前に県内で２番目

に制定した歴史あるものなのに、全部変えてしまうというのは聞いたことがない。（会派Ｅ） 

・ならば、第２項として残すのなら、市の現状という中には、人口、面積、財政状況が全部含

まれるので、このまま残したほうがいい。（会派Ｂ） 

・市政の現状の中には、財政状況も入っている。（会派Ｅ） 

 

その後、現在の第１６条第１項を残して、案２を第２項として加えることに決まる。 

 

・市政の現状には、人口も含まれている。人口の部分は残す必要があるのか。（会派Ｃ） 

・人口は残していいと考える。（会派Ｄ） 

・より分かりやすくするために、人口、面積を入れたほうがよい。（会派Ｂ） 

 

ここで、案２で『財政状況及び』の部分だけを削除し人口面積は残すことに決まる。 

 

条文のルールとして、三つのことを並べた表現では２番目と３番目の間に『及び』を入れ

るので、最終的には『議員定数は、人口、面積及び類似市の議員定数との比較など多角的

な見地から、継続的に検討し、決定するものとする』を富岡市議会基本条例第１６条第２項

として追加し、一部改正することに決まる。 

 

議員定数問題研究会 第８回（令和４年１１月１４日） 

１：報告書について 

５月１１日の研究会で使用した、『議員定数に関する各会派の意見 資料４』を報告書に 

追加する。 

報告書は１１月２１日の議員のみの全員協議会で、委員長から報告する。 

議会基本条例の一部改正（案）は、１２月定例会で議会運営委員長が提出する。 


