
－ 1 － 

 令和元年１１月２８日（木）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       髙柳貴美代        委員        小口 俊明 

    委員        藤田 貴裕         

     〃         古濱  薫(代理)     ……………………………………… 

     〃         藤江 竜三        議長        石井 伸之 

     〃         住友 珠美        副議長       望月 健一 

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

 ○欠席委員 

    副委員長      稗田美菜子 

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

 ○出席説明員 

    市長        永見 理夫        政策経営部長    藤崎 秀明 

    副市長       竹内 光博        行政管理部長    雨宮 和人 

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

 ○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        議事係員      鰺坂 周平 

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

 ○協議事項 

  ◎議長及び市長挨拶 

  議題１．第４回定例会の議事運営について 

    (1) 会期、日程（案）等について 

     ① 会期、日程（案）について 

     ② 議事日程（案）について 

    (2) 議案、請願・陳情等の取り扱いについて 

     ① 議案等について 

     ② 請願・陳情について 

     ③ 追加議案について 

     ④ 各常任委員会への報告事項について    

    (3) 議員提出議案の提出期限について 

    ２. 令和２年定例会の日程について 

    ３. 懸案事項について 



－ 3 － 

午前９時５２分開議 

○【髙柳貴美代委員長】 おはようございます。第４回定例会前の議会運営委員会にお集まりいただ

き、まことにありがとうございます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 

 この際、御報告いたします。稗田美菜子委員より欠席する旨の届けが出されておりますので、御報

告いたします。 

 なお、議会運営委員会内規第５条に基づき、代理委員として古濱薫議員に御出席をいただきますの

で、御了承をお願いいたします。 

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

◎議長及び市長挨拶 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、まず議長より御挨拶をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 おはようございます。12月議会に向けて大変お忙しい中、また徐々に冬の気配

も近づいてきた中、本日の議会運営委員会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。また、市長におかれましては、これから平和首長会議に関する件で外務省に赴かれるというこ

とで、大変お忙しいかと思いますが、大切な任務であるというふうに認識をしておりますので、ぜひ

ともよろしくお願いをいたします。 

 それでは、本日の議会運営委員会、どうぞよろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶をお願いいたします。 

○【永見市長】 おはようございます。本日は、令和元年第４回定例市議会に向けて議会運営委員会

を開催していただき、感謝申し上げます。 

 今回の提出予定案件でございます。初めに契約についてですが、平成30年度道路改良工事（その

１）請負変更契約が１件ございます。 

 次に、条例案として、旧国立駅舎条例案外、全部で18件を提出させていただいております。なお、

印鑑条例の一部を改正する条例案につきましては、追加議案として準備が整い次第、本会議初日まで

に提出させていただきます。 

 次に、補正予算として、令和元年度国立市一般会計補正予算（第４号）案、令和元年度国立市一般

会計補正予算（第５号）案、令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案、令和元

年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案、令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算

（第２号）案及び令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案の６件を提出させ

ていただいております。 

 なお、令和元年度国立市一般会計補正予算（第４号）案につきましては、台風19号の被害に伴う復

旧予算案のため、初日即決のお取り扱いをお願いいたします。 

 次に、東京都人事委員会勧告がなされたことに伴う追加提出予定案件として、国立市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案外１件の勤務条件に関係する条例

案につきましては、職員団体との交渉など、条件が整い次第、追加議案として提出させていただきま

す。 

 なお、その際には、令和元年度国立市一般会計補正予算（第６号）案外４件の特別会計補正予算案

につきましても、追加議案として提出させていただきます。 
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 最後に、固定資産評価審査委員会委員の人事案件につきましても、準備が整い次第、追加議案とし

て提出させていただきます。 

 なお、私、この後、先日の平和首長会議における核兵器廃絶に向けた取り組みの推進に関する要請

文を国に対して提出するため、恐縮でございますが、中座させていただきます。以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。市長は平和首長会議の要請文を国に提出するた

め、早退されるとのことでございます。（「どうぞよろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、お手元に御配付の協議事項に沿って議事を進めてまいります。 

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

議題１．第４回定例会の議事運営について 

 (1) 会期、日程（案）等について 

  ① 会期、日程（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題１、第４回定例会の議事運営について。(1)会期、日程（案）等につ

いて。①会期、日程（案）について、事務局より説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 初めに、会期、日程（案）について御説明を申し上げます。 

 市長提出議案でございますが、契約案件、新規条例、条例の一部改正及び補正予算案に継続審査分

の決算認定を含め、合計30件でございます。 

 次に、議員提出議案でございますが、条例の一部改正１件でございます。 

 次に、請願・陳情でございますが、今回、請願はございません。 

 第４回定例会の会期は、12月３日火曜日から23日月曜日までの21日間とする案でございます。 

 それでは、お手元に御配付いたしました令和元年国立市議会第４回定例会日程表について御説明を

申し上げます。12月３日火曜日が本会議の初日でございます。初日は会議録署名議員の指名、会期の

決定、行政報告、議案等上程、委員会付託、決算に対する会派代表討論及び採決まででございます。

４日水曜日は休会とし、５日木曜日、６日金曜日、９日月曜日、10日火曜日を一般質問とし、一般質

問通告者は19名でございましたので、前例に倣いまして５日、６日、９日を各日５名、10日を４名の

割り振りで行う案でございます。11日水曜日が付託事件審査のための議会運営委員会、12日木曜日が

総務文教委員会、13日金曜日が建設環境委員会、16日月曜日が福祉保険委員会でございます。17日火

曜日から22日日曜日までは、最終本会議に向けての事務整理等のため休会とし、19日木曜日に最終本

会議の議事運営について議会運営委員会を開催し、23日月曜日を最終本会議とする日程案でございま

す。 

 なお、本定例会の本会議におきまして、国立市立小学校全８校の第６学年児童が、学校単位でロー

テーションを組み、議会見学のため傍聴をする予定となっております。会期、日程（案）につきまし

ては以上のとおりでございます。御協議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

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

  ② 議事日程（案）について 
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○【髙柳貴美代委員長】 続きまして、②議事日程（案）について、事務局より説明を願います。議

会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議事日程（案）について御説明を申し上げます。 

 お手元の議事日程（第１号）をごらん願います。議事日程は、おおむね前例に倣いまして配列をい

たしております。初日の議事日程につきましては、日程第46、陳情第34号の委員会付託までで散会と

し、５日木曜日から日程第47、一般質問に入るという案でございます。 

 議事日程（案）につきましては以上のとおりでございます。よろしく御協議くださいますようお願

い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

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

 (2) 議案、請願・陳情等の取り扱いについて 

  ① 議案等について 

○【髙柳貴美代委員長】 続きまして、(2)議案、請願・陳情等の取り扱いについてに入ります。ま

ず、①議案等について、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議案等の取り扱いと議案の付託先につきまして御説明を申し上

げます。 

 日程第４、第57号議案平成30年度道路改良工事（その１）請負変更契約についてにつきましては、

契約案件でございますので、先例に倣いまして即決の扱いでお願いをいたします。日程第６、第59号

議案国立市下水道事業の設置等に関する条例案と、日程第７、第61号議案国立市下水道事業基金条例

の一部を改正する条例案につきましては、関連する事件であることから、先例に倣いまして一括議題

となります。また、日程第８、第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案から日程

第14、第74号議案流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案までの７件と、日程第15、第62

号議案国立市手数料徴収条例の一部を改正する条例案から日程第17、第64号議案くにたち市民芸術小

ホール条例の一部を改正する条例案までの３件は、それぞれ関連する事件であることから、同じく一

括議題となります。日程第23、第76号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第４号）案につきま

しては、先ほど市長挨拶にありましたとおり、即決の扱いでお願いしたいと存じます。日程第29、認

定第１号平成30年度国立市一般会計歳入歳出決算（継続審査分）から日程第33、認定第５号平成30年

度国立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（継続審査分）までの認定５件につきましては、一括

議題とし、委員長報告を受けた後、質疑は省略し直ちに会派代表討論に入り、採決は別個採決とする

扱いとなります。 

 決算に対する会派代表討論は、先例に倣いまして、２人以上の会派は10分以内、１人会派は５分以

内で行います。その順序は、既に抽せんによりまして、お手元に御配付いたしております会派代表討

論発言順表のとおりとなっております。 

 日程第34、議員提出第10号議案国立市議会政治倫理条例の一部を改正する条例案につきましては、

会派代表者会議の協議を踏まえて提出されたものでございますので、即決の扱いでお願いをいたしま

す。日程第35、石塚陽一議員の選挙運動用ビラについて、正副議長による聞き取り調査の報告を受け
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新たに生じた疑義等に対する調査特別委員会報告につきましては、委員長より報告を受けた後、設置

の目的が達成したことから、委員会の消滅について議長が諮る扱いとなります。 

 なお、石塚陽一議員は、地方自治法の規定によりまして除斥となりますことも御確認をいただきた

いと存じます。 

 次に、議案の付託先につきまして御説明を申し上げます。お手元に御配付の付託事件一覧表をごら

ん願います。第８号議案から第61号議案までは建設環境委員会、第62号議案から第64号議案までは総

務文教委員会、第65号議案及び第66号議案は福祉保険委員会、第67号議案及び第68号議案は建設環境

委員会、第69号議案は福祉保険委員会、第70号議案から第75号議案までは建設環境委員会となります。

第77号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案は各常任委員会、第78号議案令和元年度

国立市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案は福祉保険委員会、第79号議案令和元年度国立市

下水道事業特別会計補正予算（第２号）案は建設環境委員会、第80号議案令和元年度国立市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案及び第81号議案令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）案は福祉保険委員会となります。議案の付託先は以上のとおりでございます。議案の取り

扱いも含めまして御協議くださいますようお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 済みません。事前に聞いてなかったので、もう１回一括議題を教えてもらって

いいですか。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、一括議題のところを再度御説明申し上げます。日程第６、第59

号議案国立市下水道事業の設置等に関する条例案と日程第７、第61号議案国立市下水道事業基金条例

の一部を改正する条例案でございます。また、日程第８、第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部

を改正する条例案から日程第14、第74号議案流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案まで

の７件です。また、日程第15、第62号議案国立市手数料徴収条例の一部を改正する条例案から日程第

17、第64号議案くにたち市民芸術小ホール条例の一部を改正する条例案までの３件でございます。こ

ちらは手数料の見直しに関するもので、各常任委員会別に振り分けをされて、一括議題とされている

ということでございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 済みません。私も確認させていただきたいんですけれども、初日即決の案件は

日程第23、第76号議案でよろしかったでしょうか。 

○【内藤議会事務局長】 契約の案件と台風19号の４号補正になります。（「１点だけでよろしかっ

たでしょうか」と呼ぶ者あり）２点です。57号議案と76号議案です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

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

  ② 請願・陳情について 

○【髙柳貴美代委員長】 次に、②請願・陳情についてに入ります。 

 陳情第25号から陳情第31号までの取り扱いについて御協議を願います。御意見等を承ります。藤江

委員。 

○【藤江竜三委員】 陳情につきまして、一部ですけれども、委員会への付託等から除外する陳情の
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取扱基準に抵触するものがあると考えております。陳情第25号から陳情第31号までのものでございま

す。第２条第２項第１号、第２号、第６号に抵触するものと考えます。私どものほうではこれは議長

預かりにしたほうがよいのではないかと考えますので、その辺のお取り扱いをお願いいたします。 

○【住友珠美委員】 私も陳情第25号から陳情第31号でございますけれども、これに対しましては委

員会への付託等から除外する陳情の取扱基準に照らし合わせまして、第２条第２項第６号に抵触する

のではないかと考えております。その点に対しまして議長預かりでお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお取り計らいお願いいたします。 

○【小口俊明委員】 陳情のお取り扱いについてです。陳情第25号から陳情第31号まで見ますと、内

容的に質問形式になっていたり、あるいは陳情者の意見表明になっていたり、また他を誹謗するよう

な部分が含まれていたり、さまざま課題があるのかなと捉えております。 

 そうしたことから、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準を私ども議会運営委員会では定

めて、さまざま判断をするところでありますけれども、このうち第２条第２項第１号、あるいは第６

号に当てはまってくるのではないかという考え方を持っております。その意味で陳情第25号から陳情

第31号までを、議会運営委員会として委員会への付託になじまないと判断をするに相当かなと考えま

すので、そのような取り扱いをするべきだろうと考えております。 

○【藤田貴裕委員】 第25号から第31号の陳情でありますけれども、疑問形になっていたり、陳情の

形をとっていないということは前回の議会でも申し上げたところでありまして、恐らく議長からも注

意がいっていると思いますので、これは取り上げるわけにはいかないと思っております。 

 また、第27号から第31号などについては、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準の第２条

第２項、そのうちの第１号、第２号に該当してくるのかなと思いますので、これについては議長預か

りがいいと思います。 

 陳情第26号については、一応陳情の形式にはなっておりますけれども、文面については、議会に出

すということでありますので、相当注意をして出していただきたいと思っておりまして、人を侮辱す

るような内容ですとか、普通の話し言葉ですとか、そういうのはふさわしくないものでありますので、

これについては第６号によって付託にはなじまないかなと思いますので、議長預かりでよろしいかと

思います。そのあたりのことも議長からぜひ丁寧に陳情者にお伝えいただきたいと思います。以上で

す。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情第25号から陳情第31号までにつきましては、委員会への付託等から除外する陳情の

取扱基準第２条第２項及び先例に基づき、委員会への付託等を行わず、その写しを各会派に配付する

取り扱いとすることに議会運営委員会で確認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのとおり決定いたします。 

 続いて、他の請願・陳情の取り扱いについて、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 まず、他の請願・陳情の取り扱いの御説明の前に、ただいまの陳情の取り

扱いを受けまして、12月11日の議会運営委員会の開催はなくなります。日程表、議事日程等につきま

しては、差しかえをさせていただきたいと思います。後ほど控室に配付をいたしますので、よろしく

お願いをいたします。 
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 それでは、御説明をします。日程第36、陳情第21号カーブミラーの設置に関する陳情の撤回につい

てでございます。陳情第21号は閉会中の継続審査となっておりましたが、お手元に御配付してありま

すように、陳情提出者から10月４日付で陳情撤回願が提出をされております。この取り扱いにつきま

しては、撤回の承認について議会にお諮りをすることとなります。 

 今回、請願はございませんので、陳情の付託先について御説明を申し上げます。今回提出されまし

た陳情第32号は建設環境委員会、陳情第33号及び陳情第34号は総務文教委員会となります。請願・陳

情の取り扱いと付託先につきましては、以上のとおりでございます。よろしく御協議くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

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

  ③ 追加議案について 

○【髙柳貴美代委員長】 続いて、③追加議案について、事務局から説明を願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 追加議案につきまして御説明をさせていただきます。 

 市長の御挨拶にもありましたように、国立市印鑑条例の一部を改正する条例案につきましては、本

会議初日までに追加提出させていただきたいとのことでございます。日程第22、第75号議案の次に追

加議事日程として登載し、総務文教委員会に付託する取り扱いをお願いしたいと存じます。また、国

立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案外１件の勤務条

件に関係する条例案及びこれらに関連する各会計補正予算案につきましては、職員団体との交渉が調

い次第、追加提案させていただきたいとのことでございます。その取り扱いにつきましては、前半の

本会議までに議案が提出されましたら、提出された日の最後に追加議事日程として登載し、所管の常

任委員会に付託する扱いとなります。 

 なお、前半の本会議に間に合わない場合には最終本会議の議事日程に登載し、即決の扱いとなりま

す。 

 次に、固定資産評価審査委員会委員の人事案件につきましては、準備が整い次第、追加提案をさせ

ていただきたいとのことでございます。その取り扱いにつきましては、議長宛てに提出されましたら、

人事案件でございますので、先例に倣いまして最終本会議の議事日程に登載することとなります。 

 追加議案につきましては以上のとおりでございます。御協議くださいますようお願いをいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

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

  ④ 各常任委員会への報告事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 ④各常任委員会への報告事項について、事務局から説明を願います。議会

事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 お手元に御配付しております報告事項の送付についての写しをごらん願い
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ます。報告事項は、総務文教委員会の報告３件、建設環境委員会の報告４件、福祉保険委員会の報告

３件でございます。以上のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

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

 (3) 議員提出議案の提出期限について 

○【髙柳貴美代委員長】 (3)議員提出議案の提出期限についてに入ります。事務局から説明を願い

ます。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、議員提出議案の提出期限につきまして御説明申し上げます。議

員提出議案の提出期限につきましては、先例に倣いまして、12月16日月曜日開催の福祉保険委員会の

正午まででございます。 

 なお、福祉保険委員会での陳情の採択等や最終本会議での議決を受けて提出する議案は、この限り

ではないとなっているところでございます。 

 また、先例では、意見書・決議案等について、一般質問初日の正午までに議長及び各会派に配付し

なければならないとされているところでございますので、12月５日木曜日の正午までに御配付をいた

だきますようお願いをいたします。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

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

議題２. 令和２年定例会の日程について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題２、令和２年定例会の日程について、事務局より説明を願います。議

会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 令和２年の定例会につきましては、10月10日に開催いたしました会派代表

者会議におきまして、お手元に御配付のとおり確認をされました。丸印が本会議、そのほか議会運営

委員会、一般質問通告期間、常任委員会等の開催予定日を記載しているところでございます。なお、

一般質問等を行う本会議の予定日につきましては、白抜きの丸で表示をしてございます。 

 第１回定例会につきましては、２月28日に市長施政方針表明に対する会派代表質問、３月２日から

５日に一般質問を予定しております。また、令和２年度は12月に市長選挙が予定をされておりますこ

とから、第４回定例会の日程につきましては10月29日から予定をしているところでございます。 

 定例会の日程につきましては、変更の必要がある場合には会派代表者会議、あるいは議会運営委員

会において協議をすることとなっておりますので、あわせて御確認をお願いしたいと存じます。ここ

で確認をされましたら、お配りさせていただきたいと存じます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 局長より説明がありました。ただいまの説明に対して質疑、意見等を承り

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ、議会事務局長の説明のとおり決定いたします。 

 ここで、議会事務局より御報告がございます。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 本会議における出席説明員席についてでございます。お手元に御配付の議

席表をごらんいただきたいと存じます。11月18日の会派代表者会議で御確認をいただいているところ

ですが、生活環境部長の席につきまして１つ横に移動しまして、事業団設立準備担当部長席だった席

に変更となりますので、御承知おきをいただきたいと存じます。報告は以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 議会事務局長の報告のとおりになりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で議題１及び議題２について終了いたしました。市長を初め当局におかれましては、御退席い

ただいても結構でございます。ありがとうございました。 

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

議題３. 懸案事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、議題３、懸案事項についてに入ります。 

 このことについて議会運営委員会資料№５を作成しておりますので、これに基づき、協議を行いた

いと思います。ごらんください。 

 初めに、項番１及び項番８の政治倫理条例について、論点としては①政治倫理審査会の設置、設置

する場合は②審査会の構成、③市民の調査請求の要件（人数）、④審査会による謝罪や出席停止等の

勧告があったかと思います。なお、市民の審査請求の要件については、人権にかかわることなど、セ

ンシティブなものは切り分けて考えるとの御意見もありました。論点整理としては、この４点という

ことでよろしいでしょうか。①政治倫理審査会の設置、設置をするかどうか、設置する場合は②審査

会の構成、③市民の調査請求の要件、④審査会による謝罪や出席停止等の勧告が前回あったかと思う

んですけれども、その４つということでよろしいでしょうか。小口委員。 

○【小口俊明委員】 このペーパー上でいって、その４つというのはどれを見るかということです。 

○【髙柳貴美代委員長】 これは御意見をまとめたものなので。この議会運営委員会資料№５は皆さ

んがこの間出していただいたのを、この３つの政治倫理条例についてと議会の働き方改革、そして議

会基本条例についてということで分けてまとめていただきました。これを要約すると、問題点の論点

ということです。 

○【小口俊明委員】 そうしますと、このペーパー上に４つ、今、委員長がおっしゃったように、記

載されているということではなくて、今、口頭でおっしゃった４点もここで確認をすればよいという

ことですね。 

○【髙柳貴美代委員長】 そのとおりでございます。 

○【住友珠美委員】 済みません。その４点についてもう一度口頭で。 

○【髙柳貴美代委員長】 もう一度ゆっくり言いましょうか。 

○【住友珠美委員】 そうですね。今これを見ながら。 

○【髙柳貴美代委員長】 これを見ながらね。これを全体的にまとめますと、まず政治倫理審査会を

つくるかつくらないかというのが、自由民主党・新しい議会がまとめていただいている（４）のとこ

ろでございます。つくるかつくらないかというのが大前提になるということなのかなというので、ま

ず１番ですね。次に、設置するとなった場合、審査会の構成、これでいいますと（２）ということで

す。３つ目に、市民の調査請求の要件というのが（１）とか（４）、人数などの要件になると思いま

す。（５）もそうですかね。そして４つ目が、審査会による謝罪や出席停止等の勧告は（３）になり
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ます。そして、調査請求の要件については、（６）の人権にかかわることなど、センシティブなもの

は切り分けて考えるという、公明党さんの御意見もここに入っています。③は市民の調査請求の要件、

人数とかそういう具体的なものなので……（「（６）は③でしょ」と呼ぶ者あり）そうですね。

（６）は③に入ります……（「人権配慮は③ということになる」と呼ぶ者あり）そうですね。調査請

求は③に入ります。それでこれを大きく４点に分けました。 

○【住友珠美委員】 ちょっと整理させていただきます。間違っていたら言っていただきたいんです

けれども、まず第１に政治倫理審査会をつくるかつくらないか。第２に審査会のメンバー、構成につ

いてですね。第３に市民の調査請求の要件。第４に謝罪、出席停止などの勧告内容というんですか、

そうすると。 

○【内藤議会事務局長】 勧告をするような審査会の機能を持たせるのか、機能を持たせるならどの

ような内容なのかということだと思います。 

○【住友珠美委員】 勧告についてという全体のことでよろしいですね。 

○【髙柳貴美代委員長】 はい。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、ここで暫時休憩とさせていただきます。 

午前１０時３３分休憩 

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

午前１０時５６分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 項番１と項番８、国立市議会政治倫理条例について、今休憩中に活発に議論していただきました結

果、４つの論点でまとめていくということで、この表を次回までにつくり直していただき、見やすい

形につくっていただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次に項番５と項番７、議会の働き方改革についてに入ります。何か御意見ありますか。

住友委員。 

○【住友珠美委員】 働き方改革でございますけれども、内容的なところで、実は懸案事項を前回出

させていただいた項番７にあります、定例会中の各常任委員会において議案審査だけにとどめ、別日

に報告事項を行うようにすることについてを内容として加えていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ただいま日本共産党さんから、今、表の形では（６）まででしたけれども、

以前出されたものを（７）として加えていただくということに御異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次回までに（７）までの内容をまとめていただき、わかりやすい形につくっていただき

たいと思います。 

 それと、（７）から（11）に関しては削除という形になります。合計で７つの項目となります。よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、続きまして、項番２、項番６、国立市議会基本条例についてに入ります。こちらのほうは
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（１）から（４）までの内容は生かしつつ、議会基本条例の点検を行っていくということでよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 また、この議会基本条例を点検していく際に、今のお話の中で、今年度の国立市議会での実績等、

また他市の事例についてを参考にしたいということでした。この資料について、事務局のほうで次の

次の議会運営委員会までにつくっていただくということをお願いしたいと思いますが、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。ほかにございませんでしょうか。（「次々回ですね」と呼ぶ者あり） 

 次々回の日程をまだ決めておりませんが、今決めますか。 

 暫時休憩します。 

午前１０時５９分休憩 

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

午前１１時５分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 以上で議題３を終わらせていただきます。 

 次回は12月19日の午前10時から、また次の次の回は１月23日の午前10時からと決定させていただき

ます。 

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

○【髙柳貴美代委員長】 これをもちまして議会運営委員会を散会といたします。 

午前１１時６分散会 
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  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和元年１１月２８日 

 

 

 

    議 会 運 営 委 員 長       髙  柳  貴 美 代 
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