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 令和元年１１月１８日（月）  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         

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

 ○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      鰺坂 周平 

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

 ○協議事項 

◎議長挨拶 

議題１．令和元年度予算（議会費）の補正について 

  ２．新年度予算（議会費）について 

  ３．予算特別委員会及び決算特別委員会委員会資料の要求並びに本会議における資料の要求

のあり方について 

  ４．世話人会及び議員懇談会の公開について 

  ５．国立市政治倫理条例の改正について 

  ６．義援金について 

  ７．政策形成サイクルについて 
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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。会派代表者の皆様におかれましては、この秋のイベント

の時期で大変お忙しいところ、また12月議会に向けてさまざまな準備でお忙しいところ、会派代表者

会議にお集まりをいただき、まことにありがとうございます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題１．令和元年度予算（議会費）の補正について 

○【石井伸之議長】 それでは、議題（１）といたしまして、令和元年度予算（議会費）の補正につ

いて、まず議会事務局長より説明をお願いいたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、令和元年度の議会費の補正につきまして御説明をさせていただ

きます。会派代表者会議資料№10をごらんください。 

 今回の補正では、改正に伴うものといたしまして議員期末手当、議員ハンドブック等の印刷製本費、

議員控室間仕切り変更の修繕費、防災服の被服費の減額がございます。また、特別旅費、政務活動費

の交付金、インターネット中継システム業務委託料、庁内ＬＡＮ音声配信システムの備品購入費の減

額がございます。合わせて629万3,000円の減額でございます。 

 内容につきましては、次長のほうから簡単に御説明をさせていただきますので、よろしくお願いを

いたします。 

○【波多野議会事務局次長】 おはようございます。それでは、会派代表者会議資料№10に基づきま

して御説明をさせていただきます。 

 今、局長からもございましたが、今回の補正予算につきましては、議員改選に伴う減額補正が主な

内容となっております。上の科目から順に説明をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１段目の議会運営事業費の節の名称は職員手当等になっておりますが、細節、議員期末手当

を370万4,000円減額いたします。こちらは備考欄にもございますように、６月期の議員期末手当を減

額する内容でございますが、改選によって本年５月に新しく議員となられた５名の方の在籍期間が３

カ月未満であったことから、期末手当の支給が100分の30、３割となったことによるものでございま

す。 

 次に、２段目の議会活動経費の旅費でございます。こちらは特別旅費の決算見込みによりまして減

額をする内容でございます。３常任委員会の視察旅費が確定いたしまして、決算見込み額は92万

2,936円でございます。それから、全国市議会議長会研究フォーラムの議長及び局長２名分の参加費

でございますが、こちらは14万4,092円で、合計では106万7,028円となります。当初予算額は173万

4,000円、補正額は66万6,000円、補正後の予算額といたしましては106万8,000円となります。 

 次に、３段目、同じく議会活動経費の交付金、政務活動費の減額でございます。こちらは改選前、

本年４月１カ月分の政務活動費の交付申請において、２会派８名の８万円のみとなり、残り８会派13

名分の政務活動費の13万円を減額とする内容でございます。 

 次に４段目、議会情報提供事業費のシステム業務委託料の58万9,000円の減額でございますが、本

年度からインターネット中継の対象を、さきの決算特別委員会及び令和２年の予算特別委員会に拡大

したことによりまして、その分の増額を見込んでいたのですが、契約時におきまして委託先との減価

交渉の協議を行った結果、例年と同様、増額しないで実施をしていただけることになったため、当初

予算金額から減額をするものでございます。 
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 次に、５段目、議会事務費の備品購入費、議会器具費等の庁内ＬＡＮ音声配信システム機器購入費

の36万8,000円の減額でございます。備考欄にありますとおり、契約差金によるものでございますが、

現在設置してあるものをそのまま使用することとしてディスプレーを除いたことなど、一部の内容変

更を行ったことと、購入時をウインドウズ７のサポート期間が終了する令和２年１月に予定していた

のですが、消費税が８％から10％に上がる前の９月30日までの購入・納品としたことにもよります。 

 次に、６段目からの議員改選費の需用費の各科目、まずは印刷製本費でございますが、議員ハンド

ブック、先例集、会議規則及び委員会設置条例逐条解説集の印刷の契約差金により21万4,000円を減

額いたします。なお、遅くなりましてまことに申しわけございませんが、現在作成中でございまして、

11月末までの納期としておりますので、皆様へは12月初めごろにはお渡しできると思っております。 

 次に、７段目、修繕費につきましても、契約差金等により22万7,000円を減額いたします。議員控

室仕切り修繕費として313万8,000円を当初予算に計上していたところ、293万7,600円となり、20万

400円の減額となりました。また、電気設備変更修繕として22万9,000円の予算計上であったところ、

12万9,600円となり、９万9,400円、その他議場議席標書きかえ修繕として14万3,000円を計上してい

たところ、こちらは15万1,956円と8,956円の増額となり、差し引き29万844円の減額となりましたが、

追加修繕としまして控室の仕切りカーテン変更修繕を６万3,631円で行いましたので、最終的な減額

分としましては22万7,213円となり、22万7,000円を減額いたします。 

 最後に８段目、被服費につきましても、契約差金等により減額をするものでございます。防災対策

用貸与品の防災服として、当初予算では10名分を予定しておりましたが、改選によって本年５月に新

しく議員となられた５名の方のうち、２名の方は以前お持ちの防災服をお使いいただけるとのことで

したので、３名の方に貸与いたしました。当初では10名10着分の予算として56万円を予定していたと

ころ、３名３着分、16万4,592円となりまして、39万5,408円の予算残額が出まして、39万5,000円を

減額いたします。 

 以上、令和元年度12月補正予算案についての概要説明でございます。８件の科目につきましては、

合計で629万3,000円の減額をさせていただきますが、議員改選費としましては83万6,000円の減額、

議員期末手当の370万4,000円の減額分と合わせまして454万円が改選に伴う減額分となります。 

 なお、交際費、自動車借り上げ料、会議録の印刷製本及び筆耕反訳料についてでございますが、12

月までの執行分を踏まえて１月に精査をし、３月議会での減額補正とさせていただきますこと、御了

承いただきたいと存じます。それでは、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 御説明いただき、ありがとうございます。議題（１）の議会費の補正について

はいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、説明のとおり決定とさせていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題２．新年度予算（議会費）について 

○【石井伸之議長】 続きまして、議題（２）新年度予算（議会費）についてに入ります。これも議

会事務局から説明をお願いいたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、令和２年度の議会費の予算について御説明をさせていただきま

す。会派代表者会議資料№11をごらんください。 

 新年度予算は令和元年度と比較をいたしまして、改選経費がないことから、1,188万9,000円減の３
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億315万2,000円となっております。新年度予算には、会派の控室の老朽化しました応接用の椅子の購

入費を計上させていただいているところでございます。 

 詳しくは次長より御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○【波多野議会事務局次長】 それでは、議会費の令和２年度予算案３億315万2,000円について、会

派代表者会議資料№11に基づきまして、増減の主なもの、変更点について御説明させていただきます。 

 令和元年度当初予算に比べましてマイナスの予算案となっております。全体といたしましては、委

員会経費を除きますと、ほぼ例年どおりの予算組みとなってございます。 

 それでは、資料の３ページ及び４ページで説明させていただきます。 

 まずは３ページ目をお開きください。まず、賃金といたしまして、２の議会事務局会計年度任用職

員報酬等が合計で225万5,000円の増額となっております。こちらは４ページにございます議会事務費

の臨時職員賃金192万6,000円にかわるものでございます。報酬単価が990円から1,030円になった40円

の増額分と期末手当が23万円、旅費の3,000円の増額がありまして、比べますと32万4,000円の増額と

なっております。 

 次に、議員報酬等に係る予算でございますが、議会運営事業費につきましてはここ数年と同様です

が、議員共済会給付費負担金の負担率の減によりまして、令和元年度予算の4,556万5,000円が4,371

万2,000円となりまして、185万3,000円の減額となってございます。 

 次に、議会活動経費につきましては、合計では24万4,000円の減額でございます。節８報償費でご

ざいますが、令和２年度は議員視察研修を予定しているため、講師謝礼がマイナス８万円、同じく節

８の報償費、議員研修会を予定していないためマイナス６万円、合計でマイナス14万円の減額となっ

てございます。旅費の減額分としましては、節９の特別旅費で、全国都市問題会議の参加費用であり

まして、開催場所が鹿児島県霧島市から青森県八戸市での開催となったことによりまして、マイナス

11万4,000円となってございます。 

 なお、令和元年９月３日付の通知によりまして、三水協の負担金が、各市町村負担金繰越金の適正

水準化を図るためということで、２万円から３万円の増額となっております。 

 次に、議会報発行事業費の減額につきましてはマイナス36万5,000円で、節８報償費、議会だより、

ＣＤ等吹き込み謝礼の謝礼単価が990円から1,020円となり、30円の増となりましたが、議員改選期で

はないため、印刷製本費、配布委託料とも発行回数が５回から４回になりまして、減額となってござ

います。 

 次に、会議録作成事業費につきましても、会議録を辞退していただいたことと、また議員改選期で

はないため臨時会の開催がなく、会議時間数の減が見込まれることにより、合計ではマイナス72万

6,000円となってございます。 

 次に、議会情報提供事業費の減額につきましては、消費税が10％になったことによる増税分があり

ましたが、やはり改選期ではないため、節13委託料、会議録検索システム用データ作成委託料の減で、

ページ数の見込みの減によりマイナス１万3,000円、そして先ほど補正予算の説明の際にも申し上げ

ましたが、インターネット中継委託料につきまして、決算特別委員会及び予算特別委員会分が委託先

との協議の結果、現行の予算内での契約となったことによりマイナス55万6,000円となりまして、合

計ではマイナス56万3,000円となってございます。 

 それでは、続きまして、資料の４ページをお開きください。議会事務費の減額分につきましては、

全体で497万5,000円となっております。主な内容としましては、議会事務局会計年度任用職員報酬等
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でお話しいたしましたが、臨時職員賃金がマイナス192万6,000円、節11需用費の消耗品費、コピー代

が今年度の契約時における契約差金によりマイナス16万6,000円、庁内ＬＡＮ音声配信システムの入

れかえに伴う13委託料のシステム設定委託料のマイナス176万円と、節18備品購入費のシステム機器

購入費がマイナス144万1,000円、そして節14使用料及び賃借料は複写機のリース契約による契約差金

がマイナス７万3,000円となってございます。 

 なお、節18議員控室備品購入費につきましては、交渉団体の虹と新しい議会の控室の椅子の買いか

えを予定してございます。 

 最後に議員改選費でございますが、繰り返しになりますが、議員改選期ではないため、令和元年度

に計上いたしました議員ハンドブック等印刷製本費、議員控室間仕切り修繕など、541万8,000円全額

が減額となってございます。 

 議会費合計といたしましては、令和元年度と比較いたしまして増額分の合計は279万7,000円、減額

分の合計はマイナス1,468万6,000円で、全体の増減額は1,188万9,000円の減額となりまして、率にし

て3.8％の減でございます。以上が令和２年度予算案の主な増減、変更点及び概要説明でございます。

御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 丁寧な説明をいただいてありがとうございます。新年度予算について御意見、

御質疑等いかがでしょうか。藤田議員。 

○【藤田貴裕議員】 ８の議会事務費の減額（18）備品購入費、議員控室の備品購入、椅子というの

は何脚ぐらい買うんですか。 

○【波多野議会事務局次長】 虹の部屋には７脚で、新しい議会のほうは２脚。 

○【藤田貴裕議員】 これは長い椅子なんですか、それとも１人が腰かけるような椅子なんですか。 

○【波多野議会事務局次長】 議会事務局の事務室にあります１人椅子用のものを予定してございま

す。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。 

○【高原幸雄議員】 ８番目の（14）使用料及び賃借料の減額の中で、複写機が３分の１の契約にな

っているんですけれども、こんなに減額できるんですか。 

○【波多野議会事務局次長】 本年度の契約時におきまして、今までの業者さんで同じところだった

んですけれども、見積もりをまず３社とりました。見積もりの中で一番安価だったのが11万8,000円

ということで予算計上したんですが、実際、契約を行ったところ、この金額になったと。要するに指

名競争入札による契約の決定です。 

○【高原幸雄議員】 了解です。 

○【青木健議員】 臨時職員が会計年度任用職員に変更になるわけです。これで報酬が上がるわけで

すけれども、これは何に基づいて上がることになるんでしょうか。 

○【波多野議会事務局次長】 こちらは職員課と、また組合との交渉の結果にもよると思いますが、

基本的には最低賃金という形で、今1,030円が示されているところです。その金額に990円から引き上

げるということを聞いてございます。 

○【青木健議員】 単純に今計算してみると、月８万円からふえるわけですよね。最低賃金の差額改

正だけじゃないんじゃないですか。 

○【波多野議会事務局次長】 それと、先ほど申しました期末手当が今度２万3,000円支給されるこ

とになりまして、出張等の旅費等がございますので、23万円です。済みません、間違えておりました
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が、表の中の増のところ、上から真ん中ですが、２万3,000円となっているところは右の数字、23万

円となります。申しわけありませんでした。 

○【青木健議員】 それはホンチャンでは間違えないように。 

○【波多野議会事務局次長】 申しわけありませんでした。 

○【青木健議員】 わかりました。ありがとうございます。 

○【小口俊明議員】 ３ページの４に議会活動経費の減額と書いてありますけれども、（19）のとこ

ろは負担金、補助及び交付金の増額となっていて、三水協負担金が２万円から３万円、これは何でし

たっけ。 

○【波多野議会事務局次長】 先ほども申しましたが、三水協からの通知によりまして、各市町村の

負担金の繰越金の適正水準化を図るということで、各市町村でも増額ということになりまして、市に

おいては１万円を増額するということで、２万円から３万円に増額したということです。 

○【小口俊明議員】 繰越金の平準化、もうちょっと説明してください。どうしてこういう扱いにし

たのか。 

○【内藤議会事務局長】 済みません。私、詳しい年度まで覚えてないんですけれども、たしか三水

協はもともとが３回ありますので、３万円の会費であったんです。けれども、時限で繰越金の関係を

見まして２万円に据え置いていたということが、時限が解けまして、３万円にある種戻るという形が

あると思います。三水協の会合での決定でございますので、御理解をいただければと思っております。

以上でございます。 

○【小口俊明議員】 中身がわかれば結構です。 

○【石井伸之議長】 ほかにはいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、新年度予算については確認をいただきました。ありがとうございます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題３．予算特別委員会及び決算特別委員会委員会資料の要求並びに本会議における資料の要求のあ

り方について 

○【石井伸之議長】 続きまして、議題３、予算特別委員会及び決算特別委員会委員会資料の要求並

びに本会議における資料の要求のあり方についてに入ります。 

 これにつきまして会派代表者会議資料ではなくて、手持ちの書類ということで２つございます。そ

こで終了後には返却という形で取り扱いをお願いいたします。今配付をさせていただいておりますこ

ちらの書類について、まずは議会事務局長から御説明をお願いいたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御説明をいたします。７月の会派代表者会議での議論を踏まえ

まして、１点目のほうは市長部局５機関に依頼をいたしまして、決算特別委員会資料の作成の時間、

また費用等を算出された書類でございます。個々の数字が入っておりますけれども、一番最後の合計

欄を見ていただければと思っております。内容につきましては、事務事業評価等と同じような算出の

仕方、人件費の単価を使っているという報告を受けているところでございます。 

 また、最後のページの少し数字が細かい、見づらくて申しわけないんですけれども、小さい数字の

ほう、こちらも７月の会派代表者会議の議論を踏まえまして、議会事務局のほうで決算特別委員会で

の資料の活用につきまして数値化をしているものでございます。説明は簡単ですけれども、以上でご

ざいます。よろしくお願いをいたします。 



－ 8 － 

○【石井伸之議長】 前回の会派代表者会議の中で、実際に資料を要求した際にどれだけの予算、経

費、コストがかかっているのかという形での御意見等がございました。こちらを議長のほうで預かり

まして、議会事務局長から担当当局のほうに、実際どれだけのコストと時間数がかかっているのかと

いうことで、一覧表にまとめさせていただきました。こちらのほうを御確認いただく中で、御意見を

賜れば幸いに存じます。では、青木議員。 

○【青木健議員】 こうやって数字に出すと、大変な御苦労をかけているんだというのがわかる。そ

の割には使われてないんだねというのが改めてわかるわけで、資料要求というのがあるね。これは権

利でしたっけ、我々は。 

○【内藤議会事務局長】 資料要求は非常に複雑でございますけれども、簡単に言いますと、議会の

総体としての資料要求というのは、法的には会議規則等で定められているところがございます。ただ、

会派ですとか議員個人の資料につきましては、そういった規定がないという状況でございます。 

○【青木健議員】 議会総体というのか、これは議長が認めて、議長から出されるということになり

ますよね。ただ、これだけのものがあるわけです、その後ろに。使わない資料を要求するというのは、

これだけの労力を使ってもらって、職員に対しても失礼な話であって、もう少し精査して要求をして

いくべきなんじゃないかと私は思いますけど。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。貴重な御意見をいただきました。ほかには。 

○【藤江竜三議員】 ちょっと確認なんですけれども、26市での調査というのがあるんですけれども、

これは他団体の時間というのは当然含まれていないところですよね。 

○【内藤議会事務局長】 この資料は私も確認をしたんですけれども、国立市の職員の時間とそれに

伴う費用ということで、当然26市の資料ですと、相手方に調べていただく時間、費用というものがか

かりますので、他市さん、26市の人件費等についてはこの数値には入っていない。国立市の職員分だ

けの時間、費用という形でございます。 

○【藤江竜三議員】 そうなってきますと、26市で調査するものまで加えていくと、相当な時間数が

職員さん、国立市のみならずかかってくるというふうになりますと、かなり精査した形で決算特別委

員会、予算特別委員会の資料は要求するべきじゃないのかと私どもも考えております。利用率も見て

みますと43.5％と、半分より少ない状態になってしまっています。実際見てみなくては指示できない

ということもあるという部分もわからなくもないですけれども、ある程度は予測できる面もあるかと

思いますので、もう少し精査をしていただいて資料要求をしていくべきじゃないのかなと思います。 

 そういった中で、議会で今後、具体的なルールはどうあるべきかという方法は思いつかない面もあ

るんですけれども、議長、副議長などでお考えがあるならば、そういったものもぜひ出していただく

というのも必要ではないかと思います。 

○【石井伸之議長】 藤江議員、貴重な御意見をいただいて、ありがとうございます。確かに具体的

なルールをどうしていくかというところが、まだ現在確定されていないところはあるかと思います。

そういった中で他市の状況を踏まえた中で、他市でどのような形で資料の要求をしているのか、この

あたりのまとまった流れというものが、恐縮ですけれども、議会事務局の中で他市のほうでまとまっ

た資料等がありましたら、次回までで結構ですので、お示しいただくように議長からお願いをさせて

いただきます。そういった形で藤江議員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

○【高原幸雄議員】 ３ページの作成時間の中で一番要する時間ということで、69.00という時間が

使われている。送付資料確認という、この作業というのは、今質疑を出された26市との関係のやりと
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りの時間ということになるんですか。 

○【内藤議会事務局長】 送付資料の情報管理課の69につきましては、文書等の取りまとめをこちら

の課でしておりますので、各担当課から出てきた資料を市長部局として精査をする時間が当然必要で

ございますので、そちらの時間ではないかと考えているところです。 

○【高原幸雄議員】 そうすると、これは会派から資料要求が出されて、それを原局で作成して１カ

所にまとめる。その際の確認事項の時間ということでいいんですか。 

○【内藤議会事務局長】 そのとおりであると考えています。 

○【藤江竜三議員】 これは掛ける5,000になってないです。 

○【内藤議会事務局長】 こちらだと幾つかになっていますかね。 

○【石井伸之議長】 これは恐らく一式……。 

○【内藤議会事務局長】 済みません。私もここは電卓を入れたわけではないんですけれども、情報

管理課のところがもしかするとあれですかね。単価は幾らになるんですか。60掛ける5,000だと。 

○【波多野議会事務局次長】 34万5,000円ですね。 

○【内藤議会事務局長】 それはちょっとあれですね。それでは、ここの数字は、申しわけございま

せん、私どもも確認をしておりませんので、どちらの数字が正確なのかというところを確認させてい

ただきたいと思います。申しわけございません。 

○【石井伸之議長】 では、この資料につきましてはまた精査をしていただいて、次回という形でよ

ろしいですか。高原議員、貴重な御意見ありがとうございます。 

○【小口俊明議員】 今、高原議員のおっしゃっていた同じ項目ですけれども、これは原局から出て

きたものを情報管理課で再度精査するというお話でしたが、どんなことをやるんですか。 

○【内藤議会事務局長】 各資料の内容につきましては、各課で責任を持って作成するということで

すけれども、決算特別委員会の資料形態としての確認や文書法制係の資料としての統一性ですとか、

違う目での誤字脱字等も、数値そのものということではなくて、資料形態の行政としての再確認事務

というのが当然入っているところです。 

○【小口俊明議員】 そういうことをやって、大変御苦労さまですね。ここまできているという、

我々もそれを使わせていただいているということかと思います。 

 それで、以前と比較すると、我々も職員の皆さんの御苦労というところの認識が広まってきて、そ

ういう意味では各会派は大分精査をしてきていると思います。もう一段、極力使われるよということ

かと思っております。 

 それと過去、私もある時期、資料というものは経年的な変化というのを捉えるという意味合いもあ

って、そういった視点からのものもあったのかなと思うわけでありますけれども、それがその年度の

会議の中で使わないにもかかわらず求めていくというのは、なかなか難しさが出てくるなというとこ

ろも私もよく認識をしたところです。ですから、そういったことよりも、むしろ職員の皆さんの御苦

労に鑑みて、会議に使うものに精査をしていくということは非常によいことだなと改めて、きょうの

資料等も含めましてそのようにも感じましたので、今後とも私たちもそういう方向で取り組んでいけ

ればよろしいかなと思いました。 

○【藤田貴裕議員】 資料を見ますと、私たちの会派が一番資料を要求しているようであります。言

及もしていますけれども、19分の９ということで、本来だったらもう少し言及すべきなのかなと思い

ました。今まで長年の中で相当絞りながら、資料の要求はしているとは思いますけれども、こういう
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現状があるということで、あんまり資料を要求し過ぎて、議会事の中で制約がかかっているようなこ

とがあってはいけないと思いますので、より一層資料の要求については精査をして出したい。そのこ

とを我が会派に持ち帰りたいと思います。 

○【青木健議員】 これで予算特別委員会、決算特別委員会、これはこの間の決算特別委員会の関係

ですけれども、ちょっと私が気になっているのは本会議、特に初日本会議において、委員会までに資

料を用意しろという要求が最近結構ありますよね。先ほどの局長からの御説明によると、そういう権

限が我々はないということは明らかなわけですから、この辺についても今後の課題として整理をして

いくべきではないですか。 

 ということは、資料を要求されれば、それを委員会資料にしろということになれば、またこれと同

じように職員に時間、コスト換算もあるし、そういうしわ寄せをさせているわけです。それが当然の

権利みたいな形で今言われていますので、その辺については今後きちんと整理していく必要があるん

じゃないかということで、これは議長にお願いしておきたいことです。 

○【石井伸之議長】 青木議員、まさしくすばらしい御意見いただきましてありがとうございます。

本会議の中で委員会の資料を要求し、請求するというのは、基本的に委員会資料というのは委員会の

中で諮らなければ資料請求できないというところがありますので、本会議で委員会資料を請求すると

いうことが、まずはナンセンスなのかなという形で私は認識をしております。 

 ただ、国立市議会として、今、青木議員がおっしゃるとおり、まだまとまった、なおかつ会派代表

者会議の中では確認されたものではないということがありますので、先ほどちょっと他市のというこ

とを私、伝えましたので、この点も含めて、ぜひ他市のほうで何かまずはまとまった資料等、どのよ

うなルールをつくっているのかということが次回までにお示しすることができましたら、示すことが

できるように努力をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○【青木健議員】 ありがとうございます。済みません。お手数かけます。 

○【望月健一副議長】 皆さんの御議論を聞いていまして、多分問題は３つあるのかなと思いました。

まずは資料の数の問題、そして利用率の問題、あとは時期の問題ですね。資料の数と利用率に関しま

しては、多分ある程度一定の合意がとれたのかと思っております。これから精査していこうという流

れになっていくと思っております。あと、時期ですよね。もう少し余裕を持って、市当局の閑散期に

資料要求の時期を早めていくことも必要なのかと思っております。 

 あと、つけ加えるならば、先ほど藤江議員から正副議長に具体的ルールをつくっていただきたいと

いうこともありましたので、そういったことは正副議長としても考えていきたいと、副議長としての

立場からは考えております。以上です。 

○【石井伸之議長】 副議長、ありがとうございました。恐らく今いただいた御意見の中には２つあ

ると思います。１つは抜本的なルールの作成、あともう１つは今現在、予算特別委員会、決算特別委

員会資料請求をしている時間を少しでも前倒ししていく、例えば１週間でも10日でも当局のほうで資

料作成に使える時間を少しでもふやしていくという、多分その２段構えかと思いますので、その点、

議長のほうで承りましたので、議会事務局長におかれましてはその点についても御留意いただければ

と思います。よろしくお願いをいたします。 

 この点についてはいかがでしょうか。ここでいきなり確定というわけではないので、資料を提供さ

せていただいて、また今後ともよりよい議論を深めていきたいと思います。本日のところはこの程度

でよろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

 御議論いただきましてありがとうございました。 

○【青木健議員】 じゃ、回収のこと。 

○【石井伸之議長】 恐縮です。これは回収を。済みません。ひとり歩き的な資料なものでして、資

料についてはもう１回中身を精査していただいて、チェックをお願いします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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、議題４に入ります。世話人会及び議員懇談会の公開についてでござ

います。基本的には世話人会及び議員懇談会は公開をしない、非公開という流れで行われております。

この件は７月の会派代表者会議でも御議論いただき、公開はなかなか難しいという御意見をいただい

た中で、持ち帰りとなっておるところでございます。 

 そこで、まずは各会派代表の皆様から、この点について持ち帰っていただいた御議論の内容の御報

告をお願いいたします。藤田議員。 

○【藤田貴裕議員】 改選直後の世話人会や議員懇談会は公開してもいいのではないかということで

す。そういう話になっております。今まで上村さんの話とか、石塚さんの話とかありましたけれども、

さすがにそういうのは公開をする必要はないけれども、あくまでも選挙直後で、市民の関心あるもの

について、世話人会でこれから議会がどういうふうに動いていくのか、役職等についてどういう議会

の流れがあるのか、そういうことは市民の皆さんにお知らせしても特段不都合はないだろうというこ

とになっておりますので、改選直後の市民的な関心の強いものについては公開してもいいのではない

かということになっております。 

○【藤江竜三議員】 世話人会、議員懇談会なんですけれども、議会基本条例に倣えば原則公開の範

囲になっていないということもありまして、改選直後であっても細かいところになりますと、公開し

ても理解が得られづらいというところもあるかと考えますので、私は世話人会、議員懇談会は非公開

でもいいのではないかと考えております。 

○【高原幸雄議員】 私どものほうは改選後の世話人会について、市民の皆さんも選挙で自分の選ん

だ議員がどういう態度で臨んでいくのかという点は大変関心があることだと思うんです。今、議会基

本条例の話が出ましたけれども、議会基本条例の中では開かれた議会ということを大前提に、条文で

は確かに藤江議員が言われるように、公開の対象の中には入っていないけれども、しかし、姿勢とし

てそういう開かれた議会ということを打ち出している中では、これは公開にしてもいいんじゃないか

と考えております。 

○【小口俊明議員】 まず１点目は、一般的に考えて、世話人会ですとか議員懇談会はどのような取

り扱いが通例かなと考えたときに、会議ということで、公式になる前の準備の段階ということで、さ

まざまな御意見のある皆さんが集まって事を運ぶことについて調整をするという意味合いが強い会合

なんだろうと思う中で、世の中一般でも公開をして行うという例は余りないのではないかと考えます。

その意味でも我々、今、国立市議会がやっている取り扱いというのは妥当性があるのではないかと思

いました。 

 それともう１つが、今、藤江議員がおっしゃったように、議会基本条例では原則会議を公開すると

いう趣旨の基本条例になっています。世話人会、議員懇談会は会議ではないという位置づけであろう

かと思いますから、議会基本条例からしてもこれは非公開が相当であろうと思います。 
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 さらに、御提案の中にあった改選直後という制限をつけての公開という方法で考えてみたときに、

なぜ改選直後に限定するのかというところもよくよく考慮しなければいけないのかなと思いました。

恐らくは市民の皆さんの関心が高いからという位置づけがくるのかなと思うわけですけれども、そう

すると改選直後に限らず、市民の皆様の関心が高い事例・事案が、今後、将来においてはあり得るの

かなというさまざまなことを想定してみると、世話人会の位置づけというものが、会議ではないにも

かかわらず公開をするという意味では、今、多分市議会では規定とか約束事が余り定かでない中で、

これをもし公開しましょうといったときには、その辺から抜本的に何らかをしない限りは公平・公正

な基準づくりという難しさがあるのかなということからすると、これは準備会という位置づけのもの

であるということを踏襲していくことが妥当なのではないかと考えます。 

○【青木健議員】 私どもも藤江議員や小口議員と同じ意見であります。世話人会、この段階ですよ

ね。逆に言うと、これは公開してどういう意味があるのという感じがするんです。議運も今、全て公

開になりましたよね。今までこの場所を使って、本会議前の議運の付託案件の確認や何かについては

ここでやっていたんですけれども、公開すべきということで公開をされた。でも、それだけだったら、

１回か２回は傍聴もかなりいらっしゃったのかな。あと、来られてないですよね。何だ、こんなこと

かということなんだろうと思います。 

 世話人会にしても議員懇談会にしても、全くそれと同じような性質のものになるのではないかなと

いうことも思いますし、今までどおり、これを公開しなかったからといって、別に我々が秘密の取り

引きをやっているわけでも何でもないですし、痛くもかゆくも何ともないわけです。ただし、公開し

ないでやっていることによるお互いの暗黙の了解でのスムーズさというのは、議会内においてはある

ことではないです。これはどの世界にいっても同じことだろうと思いますので、これらについては今

までどおりのやり方でいいのではないかと私どもは思っております。 

○【石井伸之議長】 各会派から御意見をいただき、ありがとうございます。ほかにつけ加えて御意

見ございますでしょうか。 

 今現在、会派代表者会議というのは合議の場であって、全会一致が原則でございますので、全会一

致にならないと物事を変えられないということを考えると、今現在は今までどおり、既存のまま行っ

ていくという形でとり行われておりますので、これ以上の御議論はまた次回必要でしょうか。 

○【藤田貴裕議員】 平行線だと思いますよ。この４年の任期の中でうたえばいいんじゃないでしょ

うか。 

○【石井伸之議長】 それでは、まだ平行線のままですので、新たな論点が見つからないと、この議

論はなかなか溝が埋まらないなと議長として今認識をしておりますので、また次回の改選における世

話人会、議員懇談会は非公開という形で行い、改選後、新たな論点等が見つかった際に、また御議論

いただくという形で行っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 では、今回でこの点については終了とさせていただきます。御議論をいただき、ありがとうござい

ました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題５．国立市政治倫理条例の改正について 

○【石井伸之議長】 続きまして、議題５、国立市政治倫理条例の改正についてに入ります。議会事

務局長から御説明をお願いいたします。議会事務局長。 
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○【内藤議会事務局長】 それでは、国立市政治倫理条例の改正について御説明を申し上げます。会

派代表者会議資料№12をごらんください。 

 この改正は、地方公務員法の一部改正によりまして、会計年度任用職員制度が導入されることに伴

いまして、規定の整理を行うものでございます。改正する箇所につきましては、第４条第３号の職員

の職務遂行の妨害等の禁止の政治倫理基準の規定、その中の職員の定義に係る部分でございます。現

行職員といたしまして、再任用職員、嘱託員及び臨時職員を含んだ定義としているところでございま

すけれども、地方公務員法が改正をされまして、令和２年４月より会計年度任用職員の任用が始まり

ますことから、「、嘱託員及び臨時職員」の規定を「及び同法」、これは地方公務員法でございます

けれども、「同法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員」の規定に改めるものでございます。

この内容の確認でよろしければ、提出者について御協議をいただきまして、第４回定例会に向けて議

員提出議案の準備を整えていただければと存じます。説明は以上でございます。御協議のほどよろし

くお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 説明が終わりました。こちらの資料について、そして国立市政治倫理条例の改

正について御意見、御質問等いかがでしょうか。藤江議員。 

○【藤江竜三議員】 このとおりで結構です。議案の提出は与党第一党の青木議員に出していただけ

れば。 

○【石井伸之議長】 藤江議員、議論を進めていく上で大変貴重な御意見をいただき、ありがとうご

ざいます。そういった中でこれは議員提出議案になりますので、提出者の方々に出ていただく必要が

ございます。そういった中で、以前の流れでいきますと、会派代表者会議の皆様に連名でいただくか、

それとも全議員の皆様に署名をいただいて提出するか、恐らくこの２点かなと思うんですが、提出の

署名をいただく方法についてはいかがでしょうか。青木議員どうぞ。 

○【青木健議員】 今、御指名をいただいたんですが、全議員でお願いしたいと思います。 

○【石井伸之議長】 今、全議員という御意見がございました。いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいですか。ありがとうございます。それでは、国立市政治倫理条例の一部を改正する条例案

については、議員提出議案ということで、筆頭提出者を青木健議員にお願いをいたしまして、全議員

に提出者となっていただくという形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。では、さよう決定をさせていただきます。御協議をいただき、ありがとう

ございました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題６．義援金について 

○【石井伸之議長】 続きまして、議題６の義援金についてに入ります。 

 まずは今回、台風19号の甚大な被害に対して、お亡くなりになりました方々への心からのお悔やみ

と、被害に遭われた方々への心からのお見舞いを申し上げたいと思います。 

 そしてまた、議員の皆様におかれましては、11月１日の台風19号街頭義援金活動に御協力をいただ

き、まことにありがとうございました。おかげさまをもちまして、35万300円の義援金が集まったと

報告をいただいております。議員互助会での過去の義援金の状況につきましては、会派代表者会議資

料№13のとおりとなっております。国立市議会といたしましても、広範囲な台風被害に対して、全国
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市議会議長会を通じまして従前と同様の21万円をお送りしたいと考えますが、いかがでしょうか。御

意見、御質疑いただければと存じます。藤田議員。 

○【藤田貴裕議員】 いいとは思いますけれども、これは具体的にどういうふうになったら義援金を

出すとか、明確なルールがなかったと思うんですけれども、その辺はどのように考えればよろしいで

すか。 

○【石井伸之議長】 議会事務局長、その明確なルール等あったのかどうか、そのあたりについて答

弁をいただきたいと思います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 こちらの表にも記載をされているところですけれども、会派代表者会議で

義援金については御議論いただいているんですけれども、明確な規定等は持ってないところでござい

ます。ただ、この表を見ていただいてもわかりますけれども、国立市議会としては被災された自治体

に直接お送りをするという基本的な考え方は、確認をされているところだと思っております。 

 ただ、この表を見ていただきましても、広範囲にわたる被害の場合につきましては、今回も全国市

議会議長会という市議会の組織が取りまとめをしていただける。広範囲な場合には、特にそういった

全国市議会議長会での義援金が設定されますので、今回につきましては非常に広範囲にわたったもの

ですから、全国市議会議長会を通すことがよろしいのではないかと考えているところでございます。

以上でございます。 

○【藤田貴裕議員】 全国市議会議長会が今、義援金を募集しているから、台風19号に対する義援金

ということですね。 

○【内藤議会事務局長】 そのとおりでございます。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。以上です。 

○【石井伸之議長】 ほかにはいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。それでは、そのように決定をさせていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題７．政策形成サイクルについて 

○【石井伸之議長】 それでは、続きまして、７番の政策形成サイクルについて、10月10日の会派代

表者会議におきまして、各会派において政策形成サイクルの主に流れの部分について、また政策形成

サイクル全体について各会派で持ち帰っていただいたかと思いますので、会派で持ち帰った議論の経

過と結果について御報告をいただければと思います。 

 なお、政策形成サイクルはここでいきなり決めるものではないので、もちろん途中経過でも結構で

すし、また今後につながる御議論とか、さまざまな角度から御意見を賜れば幸いに存じますので、よ

ろしくお願いいたします。藤江議員。 

○【藤江竜三議員】 政策形成サイクルの導入に向けての件ですけれども、議長がまとめていただい

た今後の流れの中で、この番号でいいますと、１、議長より担当常任委員長へという、その前の段階

で委員会でもむ段階があるのかなと私どもも考えています。前回の会派代表者会議でも同様のことだ

ったと思います。 

 また、当然こういった政策形成のサイクルにのせていくというのは、市民の意見交換会で出た意見

というものもあるんですけれども、当然議員個人もそういったものを出していけるというふうに考え

られるのではないかというところも確認をしていきたいと思っております。 
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 それと同時になるんですけれども、政策形成サイクルにのせる前に議員の意見交換会等で市民の意

見が出てくるかと思うんです。この政策形成サイクルにのせるからといって、議員個人が一般質問な

どで取り扱えないということはないようにしたほうがよいのかなとも考えております。議員個人がそ

れぞれ政策を進めていく中にスピーディーさがある場合もありますし、政策形成サイクルで進める、

かつ一般質問等で取り扱うことによって議論がより深まっていく、また当局が問題を早く認識すると

いったこともあるかと思いますので、同時並行で進めることもあり得るということを確認していきた

いと考えています。 

○【石井伸之議長】 新たな論点での御意見をいただき、ありがとうございました。ほかにはいかが

でしょうか。 

○【青木健議員】 取り上げ方としては、そういう形で構わないだろうと私も思います。ただし、市

民１人だけの意見について全て取り上げなければいけないのかというと、そうではないだろうという

気もいたしております。というのは、ここのところを見ますと、非常に個人攻撃的なものも見受けら

れますし、それらについては適正に扱っていく必要があるのではないかと思います。 

 あと、政策形成サイクルということで、これが国立市議会から出る政策なんだということで当局に

持っていって、そうすると当局は予算的な措置もとらなければいけないということを考えますと、過

半数主義ではなくて、議会として全会一致できるものに限らせてもらう。そのほうがいいのではない

かというのが、私どもの会派の考えです。 

○【藤田貴裕議員】 議会の中で政策を形成していくというのはとても大切なことだと思いますので、

市民の皆さんの意見を聞いて、議会が全員一致で、これは市の施策としていこうとか、そういう提案

になるのはとてもいいことだと思います。 

 一方、議員もいろんな思いですとか、市民の意見を負託されてやっているわけですから、議員が例

えば１人発言をして、それを21人の賛成を得るようなこともまたこのサイクルの１つなのかなと思っ

ていますので、議員は１人であってもこれは提案をして、議会でまとめていく。そういうことができ

るようになればいいなと思います。 

 また、４人会派の中では、会派代表者会議の御議論もいいとは思う意見がある反面、多くの方が入

る議会運営委員会でやる議会基本条例の点検などが今後恐らく課題になるわけですから、そっちでや

ってもいいのかなという意見が出ておりましたので、お伝えをしたいと思います。 

○【小口俊明議員】 大方の皆さん、市民の意見プラスというのか、同じように議員もというお話で

した。そういう意味で私どもの会派で見たときに、会派代表者会議資料№８１ページ目の目的のとこ

ろに「市民の意見や議員の意見を協議し」と書いてあるので、まさにそのことを指しているのかなと

思いました。 

 そういう目的を念頭に、次のページのステップという流れを見たときに、市民の意見に限られてい

るような流れに一見すると見えたんです。ということであれば、ここの流れの中、ステップの中に議

員の位置づけも明記したほうがいいのかなと思いました。 

 その上で、この流れの中で１番と２番を逆にするというのか、順番を変えるという皆さんのお話、

前回からの議題で提案されたことかなと思っておりますけれども、これはそのとおり、いきなり議長

から来るのではなくて、常任委員会で一定の精査があって、それで議会全体として進んでいくという

ことなのかなということで、１番、２番は逆にするんだろうと思います。 

 その上で、さらに常任委員会の１つ前段階の入り口のところが必要なんじゃないかなと思ったんで
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す。その入り口の中に何が入ってくるかというと、市民の意見というのはこういう場面でいただきま

す、また議員の意見というのはこういう段取りでスタートしますということが定義されているステッ

プがあるんじゃないかと思いましたので、そういうものがあって、それが常任委員会に来て流れてい

くという、１つ前のというか、スタートの位置づけのステップというものを想定したほうが、より正

確な動きが捉えられるんじゃないかと思いました。 

 それともう一点が、下のほうを見ていって６番目の議会における議決という、その前にもあります

けれども、どういう形で我々は政策課題を整理していくのかなと思ったときに、我々議会って条例な

のか、規則なのか、意見書なのか、いろんな形態、形式があると思うんです。政策って何なんだろう

と思ったときに、単に政策と言われても形が定かでないから、条例として進めていくのか、規則とし

て進めていくのか、意見書として進めていくのか、その辺の枠組みぐらいはステップの中に明記して

おいたらどうかなと思いました。以上です。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。非常に貴重な御意見をいただきました。非常に中身に

入っていく御議論をいただき、本当にありがとうございます。今いただいた御意見にさらにつけ加え

る御意見ございますでしょうか。 

○【高原幸雄議員】 私どものほうもおおむね皆さんが言われているようなサイクルで進めていくと

いうことはいいと思うんですけれども、先ほど藤江議員からも指摘というか、要するに議会の議員と

しての活動もしっかり保障されるというか、そういう発言もきちっとできる、両建てで進めていく必

要があるんだろうと。さらに今、小口議員のほうからもっと中身を、手続的な問題も含めて、そうい

うことも十分やったほうがいいと思うんです。 

 今回、議会運営委員会でも幾つか議会基本条例の見直しとか、そういう関係で私たちのほうは政策

形成サイクルのあり方について議論してほしいということで、そこにも項目を挙げようということも

言っているんです。だから、会派代表者会議はもちろんそうなんですけれども、議会運営委員会での

議論も踏まえて、全体的にそごがないように進めていく必要があるかと思います。 

○【石井伸之議長】 貴重な御意見ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 今いただいた御意見を、議長側としてまずはそしゃくをして精査して、また新たな表という形でま

とめていかないと、次の御議論にいけないのかなという部分がありますが、少し私のほうで時間をい

ただいてよろしいですか。皆さんにいただいた御議論をちゃんとまとめた形で御提示できるように努

力をさせていただきますので、本日の政策形成サイクルにおける協議はこの程度という形でよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。本当に貴重な御意見いただきましてありがとうございました。 

 １つ御報告がございます。本会議における席次につきまして、資料の一番最後に議席表を配付させ

ていただいております。こちらにつきまして、事業団設立準備担当部長が出席説明員とはならなくな

ったということから、お配りしてあります議席表のとおり、生活環境部長の席を従来の事業団設立準

備担当部長の席に移したいと考えております。こちらは御報告をさせていただきますが、御了承のほ

どよろしくお願いをいたします。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○【高原幸雄議員】 了解なんですけれども、こういう変化というのは本会議に出られる出席のあれ

が決まっていますよね。それに基づいてということなんですか。 
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○【内藤議会事務局長】 ９月からくにたち子ども夢・未来事業団のほうに部長になられまして、当

然出席説明員ではなくなるという形になりますので、席が１つあきますので、こういった対応をさせ

ていただければと思っております。以上でございます。 

○【石井伸之議長】 では、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。 

 それでは、次回の会派代表者会議の日程調整をさせていただきたいので、暫時休憩にいたします。 

午前１１時８分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
午前１１時１１分再開 

○【石井伸之議長】 それでは、会派代表者会議を再開いたします。 

 次回の会派代表者会議の日程ですが、12月24日午前10時から議会応接室で実施をしたいと考えてお

りますが、その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。それでは、次回の会派代表者会議を12月24日午前10時からということで開

催をいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【石井伸之議長】 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。 

 これをもちまして閉会とさせていただきます。皆様御協力をいただきまして、まことにありがとう

ございました。 

午前１１時１２分閉会 
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