藤原正彦氏はベストセラーとな
った著書﹃国家の品格﹄ で︑

と議会の存在意義を問う厳しい集

ェック機能不全など︑議員の資質

の財政破たんに代表される行政チ

り方に対する批判︑北海道夕張市

監視︑議員の政策提案機能の発揮

住民と議会の距離を縮め︑行政の

い︒決して派手ではないが着実に︑

活動している尊敬すべき議員も多

無縁な真剣さと誠実さで勉強し︑

まらないものとが入りまじって区

に ﹃玉石混清︵すぐれたものとつ

いと願うものである︒

ぜひ前向きに研究していただきた

るか︑議会というものの可能性を

マチックな影響を行政に与えてい

武士道精神こそ日本人のアイデン

中砲火が浴びせられている︒その

などに成果を挙げている議会も多

別がつかないこと︶﹄︑残念ながら

前記のような批判とはまったく

ティティであり︑国家の品格でな

ほとんどは当然の批判であり︑反

いのである︒こういう議員にこそ

玉が大勢とは言えず︑議会全体が

め政務調査費の使い方と公開のあ

くてはならないと説いておられる

論や弁護の余地はない︒

政務調査費も有効に使い︑より質

う鏡に照らしてみた場合︑最も欠

尊敬される議員像について︑﹁議

期待される議会像︑評価され︑

取り組まなくてほならないと思う︒

ふさわしい議会改革︑議員改革に

虚に受け止め︑地方分権の時代に

基本的には世間の批判と評価を謙

とは言い難いことも事実である︒

とはいえ地方議会の議員はまさ

が︑共感するところが多い︒

しかし︑市町村合併に伴う過渡

あるべき質と方向に進化している

現代の日本人を武士道精神とい
けているのは︑﹁公﹂ に対する責

の高い議会活動をしてほしいと思
♂戸

的な多人数議会がまるで議員のエ
ヒ勿

エッセイスト冨士幸l

議員の品格

任感︑﹁恥を知る﹂潔さではない
かと思う︒官・民を問わず︑続発
する不祥事件はすべてここに起因
すると言える︒議会と議員のあり
かたもその例外ではない︒
私はここで議会と議員に昔の修
身教科書的な道徳心を説教しよう
とは思わない︒﹁国民は所詮その

員の品格﹂をキーワードに以下︑

されたり︑政務調査費そのものが

というシニカルな考え方もあるよ ゴと特権意識の結果のように攻撃

口にできない現状がある︒

気がねして政務調査費の導入すら

うのだが︑マスコミ批判や世論に

T

像¶

無駄遣いであるかのような論調︑

地方議会が無駄な存在と言わん

議員になると︑とたんに役人や
住民に﹁先生﹂と呼ばれ︑本人

≡≡≡≡≡三三三≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

うだが︑私は地方議会の現状を念

ごく一部の議員の不品行が地方議

ばかりの論者には︑もし議会がな

もその気になる︒議員同士も先生

≡三三≡

頭に︑初めて住民に選ばれた原点

員全体のレベルの低さを示してい

くなったら一体どういう行政にな

と呼び合ったりする︒単なる敬称

≡≡≡≡三三

ぷ−

に戻り︑住民の代表としてのプラ

るかのように︑おもしろおかしく

るのか︑自治体の現場に立って勉

だとも言えるが︑議員の特権意識

レベル以上の代表を持ち得ない﹂

イドと︑責任感を取り戻すよう訴

ワイドショーの題材にされ︑果て

強し直すように勧めたい︒予算全

述べてみたい︒

えたい︒

は﹁地方議会無用論﹂まで口にす

をくすぐるこんな呼ばれ方はやめ

﹁∵まず︑﹁先生﹂を返上しよう

議会のニュースは︑失望させられ

体の1％にも満たない議会費が︑

新聞やテレビで報道される地方

る も の ば か り で あ り 残 念 で な ら な る評論家が現われるなど︑見当違

て﹁何々議員﹂と呼ばれ︑呼び合う
いの批判も少なくない︒

生かし方によってはどんなにドラ

い︒相も変わらぬ汚職事件をほじ

50

ことにしたい︒アメリカでは﹁上

のだろうが︑私はこれを聞いて憮

める﹂一般質問である︒もちろん

出馬の意思を問う﹂﹁再出馬を求

けない︒

会は下手な田舎芝居︑なんとも情

四︑カどの生えた議会運営を改
革しよう

然とせざるを得なかった︒しかし︑

ある︒ことさら首長の実績を誇大

院議員﹂﹁下院議員﹂と呼びかける

れといった批判も反応もなかっ

に賞賛し︑再出馬は住民の声とば

マ ス コ ミ か ら も 一 般 県 民 か ら も こ 首長と示し合わせた八百長質問で
た︒議員のこういう感覚が普通の

かりに強調する︒勢い余って議会

ことは最高の敬称だと聞いている︒

二︑﹁パイプ議員﹂﹁番頭議員﹂
こととして通用していることの方
議院内閣制の国会でさえ︑時に

首長選挙での支持・不支持は議員

のける議会もときどき見かける︒

ーのような質問答弁でよく満足し

代表質問の形式をまねたセレモニ

会が増えてきたようだが︑国会の

にはなるまい

は与党議員が政府を厳しく批判し

個々の自由だろうが︑公式の議会

ていたものだとむしろ感心する︒

﹁一問一答﹂方式に改める議

最近やっと議会の一般質問を

たり︑必ずしも政府の意に沿わな

での議員の行動としては賛成でき

もっとも質問・答弁の台本を執行

として首長の推薦決議までやって

ヽゎゆる行政側との﹁パイプ﹂の
し太さが議員能力の最大要素で

い議員立法をあえてすることもあ

ない︒首長が出馬の意思を表明す

部が書き︑それを朗読するだけの

が私には不思議でならない︒

あるかのように主張する議員が多

るのに︑二元制度の地方自治の議

るには︑記者会見や後援会など︑

﹁パイプ﹂感覚からは︑地域全

0

体を大所高所から見つめ︑全体の

会において︑最初から﹁番頭﹂を

なれあい議会にはこの方法がふさ

ヽ1

発展を目指す政策的な視点は決し

いくらでも適切な場があろう︒

わしいのかもしれないが⁚・︒

自認する議員が︑どうして行政に

議会と議員は行政に対して ﹃秋

て生まれない︒利益誘導型政治家

の モ ッ ト ー と い う べ き で あ り ︑ 当 対するチェック機能︑批判・監視

なったりすることも多い︒議員は

業界との癒着︑自己利益の道具と

あるのではないだろうか︒﹁地方

全という不信感を醸成する要因が

この辺にこそ地方議会の機能不

部外のオンブズマンや内部告発に

裏金事件や不正事件が︑例外なく

である︒多くの自治体で発覚した

然とした批判者の姿勢で臨むべき

く短い時間で片付けるのがスムー

か︒時間といえば︑議会はなるべ

もむしろ短縮されるのではない

が充実して真剣勝負になり︑時間

限方式が実現すれば︑質問・答弁

一般質問の一問一答︑時間無制

住民全体の代表というプライドを

議会に与野党なし﹂とまでは言わ

よるものであり︑本来批判・監視

ズな運営という感覚があり︑審議

霜烈日﹄と言わぬまでも︑常に毅

持つべきで︑決して﹁パイプ﹂な

ないが︑行政に対する毅然とした

役であるべき議会の努力によるも

機能を果たせよう︒

どにはなり下がってほしくない︒

批判︑監視のフリーハンドだけは

選すればそのパイプが行政や特定

統一地方選挙の某県で知事選挙

うな傾向があるが︑とんでもない

日程も執行側の都合に合わせるよ

ば︑行政との安易ななれあいは議

話であり︑審議を尽くすことを第

一般質問の時間制限や︑会派の

会の存在そのものにかかわると思
の担当者が書ぐ慣例になっている

議員数に比例した余りに短い時間

一に考えるべきだろう︒
長の残り任期が少なくなると︑

議会も多いというが︑これでは議

う︒与党議員の質問原稿を執行部
決まって出てくるのが︑﹁再

三︑八百長質問・なれあい質問
はやめたい

失わないようにしたいものである︒ のはほぼ皆無であることを考えれ

に続いて県議選が終わった︒現職
が落選︑当選した新知事を支持し
たある県議が当選の喜びの言葉で
日く︒﹁これからは知事の番頭と
してしっかり支えていきたい﹂︒
彼にとっては正直な感想だった
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討論も取り入れた活発な﹁言論の

配分なども考え直し︑議員同士の

として解決していた︒その他にも

告なしに一般質問ができる﹂こと

針や提出議案については︑事前通

ことと併せて︑平成12年の自治法

ること︑議会図書館の整備を図る

られていない︶を確実に実行させ

要資料の送付義務︵現在これは守

グラウンドとなる国内・国際政治

六︑学習なくして議員なし

府﹂となるよう改革すべきではな

単に過去からの慣例や規則に縛ら

改正で設定された政務調査費の有

や経済に対する一定の理解と見識

ステムかもしれないが︑議会の感

も執行部にとっては都合のよいシ

充実など︑議会の活性化のために

議会報告会の制度化︑議会広報の

委員会の公開や公聴会の活用︑

られるが︑本来議会機能の確保の

導入さえ尻込みしている傾向も見

不十分が指摘され︑政務調査費の

現在はその使途の適否︑公開の

しれないが︑現在の議員に求めら

名誉職的感覚でまかり通ったかも

たせないと思う︒昔は地域の顔役︑

なくして︑現在の議員の責任は果

前門絹招⁝⁚絹絹

いだろうか︒

れて議会論議や審議が形骸化して

効活用が必要である︒

﹁質疑では意見を言ってはなら

いる事例は少なくない︒

覚ではない︒古色蒼然とした会議

できることは多い︒こうした改革

れているものは︑幅広い知識と先

ない﹂とか︑質疑の回数制限など

規則の見直しもして︑もっと生き

ためには欠くべからざる経費であ

の存在感︑信頼感である︒ハッタ

により議会の存在感︑議員の品格

使途の基準と︑領収書をふくむ完

リや駆け引きだけでは通らないし︑

生きした議会運営を実現したいも

首長の付属機関である各種の審

全公開により︑積極的に議会の活

世話役活動だけでも通用しないの

見性︑実行力あるリーダーとして

首長の施政方針や行政報告に対

議会に議員が入ることも︑議会審

動を住民に知ってもらう努力をす

である︒

り︑正々堂々と予算化し︑正当な

して︑その会期中に質問ができな

議の役割をあいまいにするもので

べきである︒それにはまず地に落

も高まるのではないかと思う︒

い議会がほとんどなのも奇妙な現

あり︑法定のものを除いて基本的

のである︒

象ではなかろうか︒国会では首相

ちた議会の信頼と評価の回復が必
要︑という論もあろうが︑それで

知識に安住せず︑広く全国の自治

修である︒限られた自己の経験や

そのためには先ず学習であり研

に避けたい︒

は﹁鶏と卵﹂論争になってしまう︒

確保し︑その成果を住民に評価し

充実した議会活動に必要な予算は

政務調査費の活用は当然である︒

することから始めたい︒ここでも

に即して︑謙虚かつ前向きに吸収

五︑政務調査費は堂々と︑ガラ

の施政方針に対して各派の質問が
行われるが︑地方議会ではあまり
見られない︒一般質問で首長の施

てもらう︑という前向きの姿勢が

全国市議会議長会・全国町村議会

議員報酬や費用弁償も同じだが︑ 体や議会の先進事例を資料や実地

ほしい︒合併で縮小した議会が活

議長会の共同編集による雑誌﹃地

政方針について質問したくても︑

動の面でも萎縮してしまったので

方議会人﹄などは生きた理論と資

質問通告が施政方針より前に締め
執紺錮鍼掴絹摘⁝⁚描摘

らの政策調査︑研究のための環境

は︑地方自治にとってはまさに﹁角

切られることが多く︑次の議会ま

施政方針を事前に議員に配布する

整備として︑地方自治法第百条⑫

料が満載されており︑読者諸氏の

質問の通告期限を遅らせるとか︑ 務局の充実は当然として︑議員自

りの裏づけが必要である︒議会事

とか︑慣例に縛られなければ改革

〜 ⑯ 項 に 規 定 さ れ た 政 府 と 県 の 自 を矯めて牛を殺す﹂過ちを犯すこ

で待たなくてはならない︒

は簡単にできる︒この問題は議会

指針となるのではないか︒とりあ

治体に対する官報・公報その他必

とになってしまう︒
運営の申し合わせの中で﹁施政方

j2

な勉強会や討論会を開くことから

購読し︑これを教材として定期的

えず政務調査費を使って全議員が

するなら別途に全額私費で︑と明

してほしい︒親睦や慰労の旅行を

きちんとした報告を住民にも公開

八︑議員報酬の考え方は

ことである︒

まず︑ただ飯は食わず﹂に徹する

う︒要は議員として﹁ただ酒は呑

確な公私の線引きが必要だと思

例外的な脱線やスキャンダル

員報酬については︑ボランテ
ィア的に低額で︑という考え

となり︑望ましい人材は得られな

例的な研修視察や︑観光のついで

障する報酬の支給と︑議員活動の

私は基本的に議員の最低生活を保

URLhttp：／／www2．odn．nejp／⊂huoubunkasha／

始めてはどうだろう︒

七︑恥ずかしくない﹁視察・研
修﹂を

言

三菅

丑

者は岩手県沢内村の保健・福祉政

いと思う︒市町村合併がこれだけ

に適当な視察先を探すような研修

公的な部分は議会費や政務調査費

FAXO3（3264）2867

TEL03（3264）2520

重舐員の﹁先進地視察・研修﹂は

報道により﹁公費無駄遣い﹂ の典
型のように見られているが︑資料

策の実績を2回にわたって訪問し

進み︑市町村議会の議員数も大き

方もあるようだが︑それでは﹁金

多大の教訓を得た経験があるが︑

く削減される現状の中で︑従来中

による勉強では得られない貴重な

明確な目的を持った視察研修なら︑

途半端なままになっていた議員の

持ちしか議員にはなれない﹂結果

経費を惜しまず大いに行うべきで

性格︑報酬のあり方も転換を必要

学習の機会として貴重である︒筆

あると思う︒

からは決して住民の納得するよう

などの公費でまかなう︑という考

とされているのではなかろうか︒

な成果は得られない︒失笑を買う

えに立つべきだと思う︒そのため
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製作費は四六判・200貢（カラー8貢を含みます。）・
100部で80万円を基準としています。50部よりお引
き受けいたします。
（価格についてはご相談後決定いたします。）
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議員のお手盛り慰労のような定

ようなコジツケ目的の海外旅行に

然であろう︒

莫 大 な 公 費 を 使 う よ う な こ と は 論 には公費支弁部分の完全公開は当
外であろう︒実質的な視察研修は
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