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 令和元年７月１１日（木）  場所 議会応接室 

 ○出席議員 

    議長        石井 伸之        日本共産党     高原 幸雄 

    副議長       望月 健一        公明党       小口 俊明 

    自由民主党     青木  健        新しい議会     藤江 竜三 

    社民・ネット・緑と風   藤田 貴裕        ……………………………………… 

                           広聴副委員長    香西 貴弘 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○議会事務局職員 

    議会事務局長    内藤 哲也        議事係長      佐藤 修平 

    議会事務局次長   波多野敏一        庶務調査係員    馬場 雅人 

                           議事係員      若林 星宇 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 ○協議事項 

◎議長挨拶 

議題１．決算特別委員会について 

  (1) 特別委員会の設置について 

  (2) 特別委員会の日程について 

  (3) 正副委員長の選出について 

  (4) 特別委員会の資料について 

  ２．議員研修について 

  ３．議員控室について 

  ４．世話人会及び議員懇談会の公開について 

 

※ 第３０回東京都道路整備事業推進大会について 

※ 意見交換会について 
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午前１０時開会 

◎議長挨拶 

○【石井伸之議長】 おはようございます。本日は、会派代表者会議にお集まりをいただきまして、

まことにありがとうございます。それでは、座って議事を進行させていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題１. 決算特別委員会について 

 (1) 特別委員会の設置について 

 (2) 特別委員会の日程について 

 (3) 正副委員長の選出について 

 (4) 特別委員会の資料について 

○【石井伸之議長】 それでは、大きな１番、決算特別委員会について、(1)から(4)まで、局長から

最初に説明という形でよろしいでしょうか。お願いいたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、決算特別委員会の説明をさせていただきます。 

 まず、(1)でございます。決算は、先例によりまして、議長、監査委員を除く全員構成による決算

特別委員会を設置いたしまして、そこに付託し審査をするのが例となっております。先例に倣いまし

て、決算特別委員会を設置されますよう御確認をお願いいたします。 

 なお、決算特別委員会の設置手続につきましては、先例に倣いまして、議会運営委員会において協

議をいただきまして、本会議において決定をしていただくという形になります。 

 次に、(2)でございます。決算特別委員会の日程につきましては、年間日程の日程調整の中で確認

されておりまして、10月３日木曜日、４日金曜日、７日月曜日、８日火曜日の４日間で行うという案

でございます。 

 次に、(3)正副委員長の選出につきましては、前例では、委員長は与党第１党から、副委員長は野

党第１党から選出することとなっております。なお、それぞれ選出がない場合には、委員長は与党内

から、副委員長は野党内から選出をすることとなっております。正副委員長の届け出につきましては、

第３回定例会に向けての議会運営委員会の前日の８月23日金曜日までに事務局へ御連絡をお願いした

いと存じます。 

 最後に、(4)特別委員会の資料についてでございます。資料につきましては、各会派におきまして

内容を精査していただきまして、７月26日金曜日正午までに文書にて事務局へ御連絡をお願いしたい

と存じます。要求のありました資料につきましては、期日までに間に合うか担当部局と調整をいたし

まして、９月26日木曜日までに各会派の議員控室に配付する予定でございます。よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

○【石井伸之議長】 説明が終わりました。ありがとうございます。 

 局長の説明のとおり、正副委員長の選出は、８月23日金曜日までに事務局に連絡をお願いします。

それから、資料につきましては、７月26日金曜日の正午まで、これも職員の事務作業を考慮していた

だいて、各会派の中で内容を十分に精査をしていただいて、委員会質疑で必要とする資料に集約して

要求をしていただきたいと思います。 

 決算特別委員会について、何かございますでしょうか。青木議員、どうぞ。 

○【青木健議員】 これは前から言われていることなんですけど、例年、議会からの資料要求の量が

非常に多くて、職員がそのために時間外の仕事をしなければいけないというような状況があるという
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話も聞いておりますので、使わない資料については要求をしないということを、できたら申し合わせ

したほうがよろしいんじゃないですか。 

○【石井伸之議長】 青木議員、ありがとうございます。ほかに御意見いかがでしょうか。 

○【高原幸雄議員】 今までもかなり資料要求については精査をして、私どももこの間、直接決算に

かかわらないものについては、できるだけ削除してきたという経過があります。経年的に資料として

見る必要がある資料もありますので、それは各会派で十分に精査をして要求するということで、今ま

での資料要求のあり方でよろしいんじゃないかと思うんですけど。 

○【青木健議員】 確かに経年的に見る資料というのもあるということは私も認識しております。し

かし、職員サイドでは、こんなに苦労してつくったのに全然使わないじゃないかというような、そう

いう不満もあると。クレームとしてきちんと正式に議会側に出ているわけではないですけど、そうい

う話もあるわけです。働き方改革ですとか、職員の時間外勤務について、決算ではいつも問題になっ

ていることでもあるんですから、議会がそれを聞きながら、その時間をわざわざつくるような行為は

やはり控えるべきだと思いますので、今までも高原議員の会派では精査をしてということであります

から、なお、それぞれの会派が精査をして資料要求をしていただくということにすべきだろうと思い

ます。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。ほかに御意見いかがでしょうか。 

○【小口俊明議員】 資料は決算特別委員会資料ということでありますから、決算特別委員会に資す

るものであるという理解からすると、やはり精査をするということは必要で、それとまた別の目的を

持ったところの資料ということでは、これはまた話が変わってくるのかなと思いますから、これは決

算に目的を絞った資料ということがあるべき姿かなというふうには思います。 

 その上で、まだ決特前の段階ですから、当日決特の会議の中で、その資料を使う、使わないという

ことにおいては、これは時間の制約もある中で使えない場合も出てくるかなというふうな捉え方、少

し緩やかに捉えるということは必要かなと思います。ただ、目的は決特に絞ってということでよろし

いのかなと思います。 

○【藤田貴裕議員】 いっときは100を相当超える数が出ていたのかなと考えております。それに比

べ、今50ですから、それなりに各会派が精査をして出していただいたのかなと思っております。決算

というのはとても大事なものですから、１人の持ち時間が限られてやる中で、いろいろと発言できな

いということは確かにあるのかなと思いますが、不必要な資料は恐らく請求はしていないと思います

ので、引き続き自主努力という形でやればいいかなと思っています。 

○【藤江竜三議員】 資料要求、数のものは各会派、努力していく。もし必要があるならば、どこか

で申し合わせなりを確認していくということも必要なのかなと思いますので、そのあたり、議長のほ

うで何かそういう場を持っていただくなりしていくというのも一つの方法なのかなと思います。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

○【望月健一副議長】 私からも申し上げます。なかなか難しいところはあるんですけれども、いろ

いろな方のお話を伺いますと、例えば26市を調べる資料とかはかなり時間が、下手すると１日がかり

とかいう話も聞いております。やはりそういった大変御苦労されてつくった資料に対して、使ってい

かないのはいかがなものかなというのは感じております。やはり資料要求したものは、原則として使

っていただくほうがよいのかなと感じております。限られた時間の中で、ある程度緩やかにするにし

ても、やはり必要な資料としてとったものですから、それは職員さんの労苦を考え使っていただく。
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働き方改革等を我々は常々要求しております。やはり議会サイドからもしっかりとそういったものは

実現していく必要があると思います。例えばこの資料をつくるのに対して何時間かかった。またコス

トはどれぐらいかかったのか。そういった見える化をする中で、この資料に対して時間がかかってい

るんだよ、御苦労されているということがしっかり見える中で、将来的にはそういった方向性も打ち

出していただきたいと考えております。 

○【石井伸之議長】 皆様から貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。最後、副議

長からいただきました資料作成に係るコスト、もちろん必要な資料は請求していただく、そして、残

念ながら使われなかった資料に対して、つくった職員さんがどのように思われるかという心情の部分、

そして今後の資料請求のあり方という、藤江議員からいただいた御意見、こういったものを総合的に

勘案した中で、今後、予算特別委員会の資料作成に向けて、この委員会資料をどのようにしていくべ

きか、今後とも、また継続的に引き続いて、皆様と御協議を重ねていきたいと考えておりますので、

また御意見をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 また、重ねてで恐縮ですが、できるだけ職員さんの働き方改革の一環から、極力資料請求を絞って

いただくように、これは議長としてお願いをさせていただきますので、会派の皆様にお伝えいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

○【青木健議員】 今後、まだこの話はあると思いますので、あわせてということですけど、本会議

において、突然質疑の中から資料要求と言って、委員会までにそろえろとかというのがあるじゃない

ですか。この点も整理していきませんか。本会議資料というと、当局もそれなりの手順を踏んで大変

な作業になってまいりますので、その本会議資料にしても、ほかの議員は必要としていないというか、

便乗して欲しいという方もいらっしゃるわけですけど、ほとんどの議員が必要としていないものとい

うのが過去に結構あるわけです。これについてもあわせて協議の中に入れていただければなと思いま

す。 

○【石井伸之議長】 貴重な御意見、ありがとうございます。確かに突然資料要求をされて、それを

どのように扱うべきかという、そのあたりの流れの部分であったり、取り扱いの部分であったり、そ

のあたりのところ、しっかりと流れの中で、精査をしていく中でどのように扱っていけばいいのかと

いう部分、まず一回、私のほうで持ち帰らせていただいて、どのような流れがあるのかというところ

を一度局長とも、また正副議長の中で、まずは預からせていただいてよろしいでしょうか。 

○【青木健議員】 はい。 

○【小口俊明議員】 今、青木議員のお話を伺って、ああ確かにと思い当たって、それで思い起こす

と、初日の本会議で、本会議資料の要求というよりは、常任委員会までにみたいなことの記憶が私、

鮮明にありまして、本会議において委員会資料の請求という場面を思い起こしたんですね。そういう

ことにおいて整理が必要かなというところかなと思いました。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。その点もあわせて。 

○【藤田貴裕議員】 今、青木議員からおっしゃったお話は、個人資料として要求するのは妨げない

という意味なんですね。常任委員会までにそろえろというのはだめという、ちょっとその辺がわから

なかったんですけど。 

○【青木健議員】 個人資料であるんだったら資料要求を、きちんと正規のルートがあるわけですか

ら、それでやっていただきたいということです。厳密に言うならば、委員会までにって、委員会で使

う資料というのは委員会資料になるわけです。というのは、委員会において判断しなければいけない。
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本会議で判断することじゃないですよね。本会議における資料というのは、あくまでも本会議資料と

いうのは全議員対象になることであって、委員会までに必要というのは、その委員会が必要とするか

どうかですから、逆に言えば、委員会の必要な資料ということの判断を求められたときに、本会議で

はできないわけですから、その辺をきちんと、今までその辺がかなりごちゃごちゃになっていました

よね。曖昧な感じで進んでいますよね。まずはその辺を整理していただいて、資料要求の仕方につい

てだって、我々は個人としてきちんと資料要求できる道があるわけですから、個人の資料だったら、

それでやっていただきたいということです。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。そうすると、会派代表者会議の議題にはなるのかなと思います

けど、多分やられている方って１人会派の方の可能性がありますので、議長、協議するのはやぶさか

でないですから、丁寧にやっていただきたい。お願いします。 

○【石井伸之議長】 わかりました。 

○【高原幸雄議員】 本会議で資料要求されている経過を見ると、本会議での質疑によって資料要求

が必要だという判断のもとで、委員会資料として要求したりという場合が結構多かったですよね。だ

から、その辺の整理はもちろんしかるべきところで、ここでやるのか、議運でやるのかということは

あるんですけど、そういうことはルールの問題としてもきちっとやっておく必要があるかなとは思う

んですけど、ただ、審議の際に必要な判断をする際の資料として、資料要求という形になるだろうと

思うので、できる限り資料は提出する方向で検討してもらったほうがいいんじゃないかなというふう

に私は思うんですけどね。 

○【石井伸之議長】 御意見として承らせていただきます。 

 今、いただきましたところ、ちょっと内容的に、まずは我々で持ち帰って精査をして、どのような

流れがあるのか、また、法的にもどのような形で資料要求ができるのか。そのあたり、まずは精査を

しないと、なかなかここですぐに答えが出ませんので、一度正副議長、また局長のほうで。 

○【青木健議員】 そういう議題に入れてほしいということです、私は。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。承らせていただきますので、また今後、協議を重ねて

いきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算特別委員会についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題２. 議員研修について 

○【石井伸之議長】 続きまして、大きな２番、議員研修についてに入ります。議員研修ですが、今

年度は講義型の研修の年に当たります。改選後初めての研修となりますので、前期もそのような話も

ございましたが、副議長とも相談いたしまして、ことしはハラスメント研修、こちらに力を注ぎたい

というふうに考えております。できましたら、今年度早々に行いたいと考えております。 

 そこで、まずはなるべく早い時期、第３回定例会前に政治倫理研修を１回行いたいと考えておりま

す。講師につきましては、議会・議員に精通している著名な講師に講義をいただくのがよろしいかと

考えております。そして、８月末ということで、なかなか講師の方との調整時間が厳しいということ

から、副議長とも相談をいたしまして、国立市議会、大変お世話になっております廣瀬和彦先生に今、

日程を当たっているところでございます。調整をしているところでございます。 

 そこで、今現在、日程ですが、廣瀬先生の日程可能日ということで、８月22日木曜日の午前中また
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は８月26日月曜日午前中には議運がありますので、その日の午後というような形で考えております。

こちらについて、御意見いかがでしょうか。 

○【藤田貴裕議員】 正副議長には御尽力いただいてありがとうございます。今、事務局と調整して

いますけど、22日は私どもの会派が視察を予定していまして、できれば26日ということで、よろしく

お願いします。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。申しわけございません。まず、日程について、おっし

ゃるとおり、各会派で視察等、どうしても外せない要件が入っているかもしれません。今、22日が藤

田議員から難しいという御意見がありましたので、26日の午後についてはいかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○【石井伸之議長】 よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、８月26日月曜日の午後２時からという方向で。 

○【藤田貴裕議員】 午後２時ですか。 

○【石井伸之議長】 午後２時。午前中議運がありまして、午後１時からですと、ちょっとなかなか

忙しいので、準備等がありますので、８月26日月曜日午後２時からということで、よろしくお願いい

たします。１人会派の皆様にもこれから伝えさせていただきます。 

 議員研修については、特に何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいですか。それでは、８月26日午後２時からということで、よろしくお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題３. 議員控室について 

○【石井伸之議長】 続きまして、大きな３番、議員控室についてに入ります。議員控室につきまし

ては、もう既に世話人会、議員懇談会で話をしましたとおり、控室については、これまでどおり、３

人以上の会派を基本に控室を使用してまいりましたが、今回の改選時における間仕切りについては、

２人会派の使用、また、交渉団体で使用していくということがございました。そのときに１人会派の

お二人の控室について、今後協議していくということでありましたので、皆様の御意見をいただきた

いと存じます。 

 基本的には、大きな間仕切り、特に会派それぞれの間仕切りについては、もう既に前回の会議で確

定はしているというふうに、（「決まっていることでしょう」と呼ぶ者あり）そうですね。そういっ

た中で、議長の考え方なんですけれども、そこで１人会派のお二人につきましては、ちょっと細長い

部屋なんですが、その細長い部屋の中をパーティションであったり、もしくはロッカーであったり、

本棚であったり、もしくは天井からカーテンをつるす等、極力お２人が使いやすいような形、配慮を

する中で、もちろんお二人とちゃんと協議をした中で部屋を使っていただくという形で考えておりま

す。そのあたりについていかがでしょうか。 

○【青木健議員】 前の代表者会議で部屋割りについては確認をされて、ただ、１人会派の人が男女

ということで、ということで何かおっしゃっていましたよね。あくまでもあのとき決まった部屋の中

でやっていただくということでよろしいですかね。議場の北側にある議員応接室ですか、あの部屋を

使うということじゃないですよね。 

○【石井伸之議長】 ないです。 

○【青木健議員】 だとしたら、それはもうお二人が与えられた空間の中でどうやったらいやすいの
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かということを正副議長と事務局と相談していただいて、パーティションというか、部屋ごとのパー

ティションみたいものは無理でしょうから、ロッカーとか、今おっしゃっていた本棚とか、そういう

ものを活用する中で分離した空間を、完全分離じゃないでしょうけど、分離できる空間をつくってい

ただければよろしいんじゃないですか。あくまでもお二方と相談してやってくださいということで。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。ほかに御意見いかがでしょうか。よろしいですか。 

 小川議員、石塚議員とは丁寧に話をさせていただく中で、お二人の１人会派の議員が極力使いやす

い空間となるように、控室、今後使いやすい空間となるように努力をさせていただきます。そういっ

た形でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題４. 世話人会及び議員懇談会の公開について 

○【石井伸之議長】 それでは、続きまして、大きな４番、世話人会及び議員懇談会の公開について

に入ります。この件は、中身に入っていくと、いろいろと自由闊達な御議論をいただきたいので、こ

こで暫時休憩にさせていただきます。 

午前１０時２３分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時３７分再開 

○【石井伸之議長】 休憩を閉じて会派代表者会議を再開いたします。 

 ただいま休憩中に世話人会及び議員懇談会の公開について御協議をいただき、ありがとうございま

した。おおむねですが、世話人会、議員懇談会の公開について、なかなか難しいというような御意見

を多数承ったところでございます。ただ、一度会派へ持ち帰って、また今後の協議にしていきたいと

いう御意見がございましたので、一度持ち帰っていただきまして、今後、会派代表者会議の中で持ち

帰った御意見を承れれば幸いに存じます。そういった形でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございました。それでは、議題４については終了とさせていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
※ 第３０回東京都道路整備事業推進大会について 

○【石井伸之議長】 続きまして、米印の１つ目、第30回東京都道路整備事業推進大会について、説

明をさせていただきます。まず、10月15日火曜日に第30回東京都道路整備事業推進大会が開かれます。

以前は日比谷公会堂で行われ、そして建設環境委員会の皆さんを中心に、なるべく多くの方に出席を

お願いしてきました。ただ、平成28年から日比谷公会堂が耐震工事のため砂防会館で行われるという

ことから、ことしも昨年同様に議長と建設環境委員会の正副委員長、この３名で出席させていただき

たいと考えております。この方向で御理解をいただきたく思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。それでは、正副委員長にはそのようにお伝えさせていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
※ 意見交換会について 

○【石井伸之議長】 続きまして、米印の２つ目、意見交換会について、広聴委員会からの報告がご
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ざいます。本日、石井めぐみ委員長、通院のため、きょうは出席できないということでございました

ので、広聴委員会の香西副委員長より御報告を願います。 

 それでは、香西副委員長、どうぞ。 

○【香西貴弘広聴副委員長】 失礼いたします。お疲れさまでございます。委員長にかわりまして、

今までの開催の決定事項に関しまして御報告をさせていただきます。 

 まず、意見交換会の開催についてということで、実施回数は昨年と同様で、本年令和元年度中に２

回開催をさせていただきたいと思っております。 

 実施の時期に関してですが、まず、１回目は農業まつりの中で、あわせてということで行わせてい

ただきたいと思っております。日時でございますが、令和元年11月９日土曜日、時間ですが、12時か

ら14時、これは市役所の１階でございます。また、連日にわたってでございますので、11月10日日曜

日11時から14時、２日目は11時からになっています。市役所１階でございます。同じ場所です。まず、

１回目はこれでよろしいでしょうか。 

 ２回目ですが、これは場所を市役所、北市民プラザという２カ所で行うことになります。これが令

和２年２月７日金曜日19時から21時、市役所３階会議室でございます。次の日、２月８日土曜日14時

から16時で、北市民プラザで行わせていただきたいと思っております。 

 実施の方法は、昨年度と基本同様ということで、１回目について、農業まつりに関しましては、椅

子とテーブルとお茶を用意し、来場者と意見交換を行っていく。２回目については、各常任委員会ご

とでテーマを設けた上で報告をし、来場者と意見交換を行っていくというスタイルでございます。 

○【石井伸之議長】 申しわけないです。２回目の日時と場所をもう一回お願いします。 

○【香西貴弘広聴副委員長】 第２回目、場所は市役所と北市民プラザでございますが、令和２年２

月７日金曜日19時から21時、市役所３階会議室。２月８日土曜日14時から16時、北市民プラザです。 

 今回、意見交換会を実施するに当たって、これまでの経緯があるからだと思うんですけれども、手

話通訳者と保育サービスの設置についてということが議題というか、話し合いの中に上がってきたん

ですが、意見交換会実施に当たり、手話通訳者を申込制ではなく、実施時間帯に終始設置いたします。

最初から最後まで設置いたします。 

 また、２回目のほう、市役所と北市民プラザのことだと思いますが、２回目には子供連れの来場者

への対応、これに関しましては、保育サービスの配置についても実は検討いたしました。しかし、今

年度については予算措置がされていないため、対応が難しいということが判明いたしました。今まで

行ってきた議員による保育では、保育中に起きた事故に対する補償に懸念があったんですけれども、

市側、市議会も含むですが、として行う行事が、市で加入している全国市長会市民総合賠償補償保険

の対象となるということがわかりました。そのため、今年度についても、昨年度と同様に意見交換会

での保育については、議員での対応といたします、ということでございます。 

 以上、詳細については、後日文書にて正式に通知させていただければと思います。以上でございま

す。 

○【石井伸之議長】 香西副委員長、大変丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。 

 意見交換会を２回開催ということで御報告をいただきました。意見交換会について、御意見、質疑

等いかがでしょうか。青木議員。 

○【青木健議員】 香西副委員長、もう一回、ごめんなさい、11月９・10日、市役所、農業まつりの

ときにやる、２回目は常任委員会ごとのテーマということだったんですけど、１回目は何だと言いま
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したっけ。 

○【香西貴弘広聴副委員長】 １回目については、農業まつりの参加のところは、椅子とテーブルと

お茶を用意して、来場者と意見交換を行います。 

○【青木健議員】 議題はどういう。 

○【香西貴弘広聴副委員長】 来て、その都度いろいろ。 

○【青木健議員】 自由討論ということですね。 

○【香西貴弘広聴副委員長】 そうですね。こちらから絞ってとかではなくて。 

○【石井伸之議長】 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 広聴委員の皆様には非常に丁寧かつ適切な御議論、また御協議をいただきましてありがとうござい

ます。また、ぜひこの２回、成功に向けて御努力のほうよろしくお願いいたします。 

 それでは、意見交換会について、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、全ての議題、報告が終わりました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【石井伸之議長】 これで会派代表者会議を閉会とさせていただきます。 

午前１０時４６分閉会 


