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 ○協議事項 

◎議長挨拶 

議題１．会派代表者会議及び会派会議の構成員及び招集権者等について 

  ２．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 

  ３．予算特別委員会について 

  (1) 特別委員会の設置について 

  (2) 正副委員長の選出について 

  (3) 特別委員会資料について 

  ４．政策形成サイクルについて 

  ５．議員の期末手当について 
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午前１０時１分開会 

◎議長挨拶 

○【石井伸之議長】 おはようございます。座って議事を進行させていただきます。 

 昨日の第４回定例会終了直後の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、本日も多くの議題がございます。皆様の御協力のもと進めていきたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、会派代表者会議を開きます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題１．会派代表者会議及び会派会議の構成員及び招集権者等について 

○【石井伸之議長】 まず、議題１、会派代表者会議及び会派会議の構成員及び招集権者等について

に入ります。この件につきましては、会派代表者会議及び会派会議の構成員及び招集権者についてと、

広報委員会及び広聴委員会の位置づけについて、私から議会運営委員会に諮問をさせていただきまし

た。議会運営委員会での協議の経過と結果について、髙柳議会運営委員長より御報告をお願いいたし

ます。 

 それでは、髙柳議会運営委員長、前のほうでお願いします。 

○【髙柳貴美代議会運営委員長】 皆さん、おはようございます。本日はお時間を頂戴いたしまして

ありがとうございます。議長より議会運営委員会に諮問がありました会派代表者会議及び会派会議の

構成員及び招集権者等について答申を行いましたので、委員長である私のほうから御説明をさせてい

ただきます。 

 初めに、経過でございます。お手元の諮問書をごらんください。右上に国議発第127号、令和元年

８月21日と記載があるものでございます。この諮問書により、議会運営委員会に対し議長より文書諮

問をいただきました。諮問事項としては２点ございました。 

 １点目は、会派代表者会議及び会派会議の構成員及び招集権者についてでございます。本日のよう

に、議運の委員長や広聴委員長等が会派代表者会議等に出席している実績を鑑み、これらの者を構成

員とできないか、会議規則を検討されたいというものでございます。また、一般選挙後、議長が選任

されるまでの間、招集権者が不在となることから、その間は議会事務局長が招集できるよう検討され

たいとの諮問をあわせていただいたところでございます。 

 諮問事項の２点目は、広報委員会及び広聴委員会の位置づけについてでございます。これらの委員

会は、議会基本条例により規定されているものの、地方自治法上の設置根拠を持っていないため、当

然に公務として取り扱われてきませんでした。そこで、地方自治法上の協議・調整の場として位置づ

けられないか、検討されたいとの諮問をいただいたところでございます。 

 １枚おめくりください。次に、答申書でございます。令和元年12月６日付のものでございます。議

会運営委員会では４回の協議を行い、答申を取りまとめました。 

 記書き以降でございますが、諮問事項の２点につきまして、いずれも会議規則の改正を行うよう答

申しているところでございます。 

 もう１枚おめくりください。次に、参考メモとして、国立市議会会議規則の一部を改正する規則案

の新旧対照表を添付してございます。改正の内容につきましては、表の左側、新の欄をごらんくださ

い。会議規則の別表中、会派会議、会派代表者会議の構成員の列でございますが、いずれも「招集権

者が出席を認めた者」との文言を追加し、議運の委員長等の出席を位置づけてございます。 
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 その隣の招集権者の列には、「議長の職務を行う者がないときは、議会事務局長」との文言を追加

し、議長不在時の招集権者を規定してございます。その下の行でございますが、広報委員会及び広聴

委員会の行を追加し、協議等の場として位置づけているところでございます。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】 髙柳委員長、説明をいただきましてありがとうございました。 

 それでは、会派代表者の皆様、御意見等を承れば幸いでございます。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、議会運営委員会での協議結果のとおり確認することとし、第１回定例会において議員提

出議案として提案したいと思いますが、提案者につきましては、議会運営委員会の皆様でということ

でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議会運営委員会の皆様で第１回定例会、３月議会におきまして、議員提出議案という形

でこちらの内容、提出者という形で署名をしていただき、そして事務局のほうで署名文の作成のほう

をよろしくお願いいたします。 

 なお、微妙な文言修正等、議員提出議案の提出文書につきましては、こちらのほうにお任せいただ

いてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。青木健議員。 

○【青木健議員】 初日、本会議の即決案件ということで。 

○【石井伸之議長】 初日、即決の案件ということで提出をさせていただくということで、よろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは、議題１を終わります。委員長、ありがとうございました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題２．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２、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。 

 それでは、まず、前回、参考手持ち資料としてお示しいたしました市長部局が作成した資料別作成

時間一覧表と、また事務局で作成しました利用状況の資料を会派代表者会議資料№14という形で配付

しております。前回までの協議では、11月18日の会派代表者会議において、資料作成にこれほど労力、

負担がかけられているということを御認識いただき、働き方改革の一環として、質・量、使用頻度に

ついては、予算特別委員会または決算特別委員会で使用する資料をさらに精査するとの各会派からの

御意見をいただきました。 

 皆様の御意見を伺った中で、前回、高原議員から資料の数値について確認がございましたので、議

会事務局長から資料の説明のほう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、御説明をさせていただきます。会派代表者会議資料№14の３ペ

ージ目になります。下から３段目だったと思います。資料別作成時間表の３ページ目の下から３段目

で、送付資料確認のコストの計算が合わないのではないかという高原代表からの御指摘がございまし
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た。市長部局に確認をさせていただいて、この業務につきましては、臨時職員が複数人で実施してい

る内容で、臨時職員賃金で計算をされておりまして、数値自体は正しいとのことでございます。確認

をして計算を入れましたら、臨時職員の賃金単価になっておりましたのは、私も確認させていただき

ました。わかりにくい資料で申しわけございません。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】 議会事務局長、ありがとうございました。資料については、今の説明のとおり

であります。 

 それでは、各代表の皆様より御意見を承りたく存じます。青木議員。 

○【青木健議員】 こうやって数字で見させていただくと、大変な労力を職員に払わせているんだな

というのがよくわかりますね。単純に出せる資料と、相当複雑な内容を含むものもあるわけですよね。

この辺については、例えば資料の要求をして、そこまで我々のほうではわからない面もありますので、

これは相当時間がかかるとかということについては、担当部局から議会事務局のほうに話があったり

とかということはないんでしょうかね。 

○【内藤議会事務局長】 議会事務局のほうでは、資料要求をいただいて、すぐに市長部局にそのま

まお渡しするということではなくて、資料内容のほうを確認させていただいて、今、青木議員さんが

おっしゃった複雑な内容のもの、あと経年で非常に長い年度を調べるですとか、そういったものにつ

きましては、担当部局のほうに期日まで間に合うかどうかと、他市さんとの協力依頼が得られるか

等々の調整、確認をさせていただいている業務が間に入るといいますか、事務局のほうでワンクッシ

ョン、そういった業務を入れさせていただいているというところでございます。 

○【青木健議員】 それは我々が出したものに１フィルターかけることであって、そうではなくて、

そのフィルターのかかったものが担当部局に行って、担当部局が、例えばこれでいうと整理番号９番

のマイナンバー制度、２段組みになっている部分の、情報管理課で30時間も時間を要するものもある

わけです。30時間、時間を要するというのは相当な労力を職員に払わせている。それでその間、正規

の仕事――正規の仕事という言い方が適正かどうかわからないですけど、本来やらなければならない

業務があって、それと並行してやられているわけですよね。並行しているか、どっちを優先するかわ

からないですけど。ただ、これだけ労力を割かせているわけですから、これはかなり時間がかかると

か何とかということについては、そういうことについて、議会事務局には担当部局からの返答という

か、何かないんですかね。 

○【内藤議会事務局長】 担当部局と調整をしている中、また、担当部局のほうから、今お話があっ

たような非常に難しい資料であるというようなお話はいただいて、その点も踏まえて事務局のほうで

は調整をさせていただいているというところでございます。 

○【青木健議員】 今後のことになりますけど、そういうものについては、ちょっと議長の耳に入れ

て、議長から資料要求した会派にいかがなものかということを言うというのも１つの手ではあるのか

なということを感じますね。 

 それと、最後のページ、資料要求はされるんだけど、使っている数が圧倒的に低い、利用率が低い。

この辺については、いい悪いということではなくて、それぞれが認識をして、使わない資料について

は要求しないということを各会派の中で、申し合わせじゃないですけど、お話ししていただく必要が

あるんじゃないですかね。というふうに私は思います。 

○【小口俊明議員】 今、青木代表のおっしゃったこと、全く私も同感で、２桁の時間がかかる資料

作成というのは、これはどうなんだろうなというふうに、そのように思いました。私も素直にそのよ
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うに思います。恐らくは、予算特別委員会、また決算特別委員会ということでは、その会議に臨むた

めに各担当、当該の職員さんというのは準備をされているはずなんですね。仕事の中でなさって、そ

れを議会に報告することも想定して仕事を進められていらっしゃると思うので、いわゆるこちらから

会議のための資料をお願いする、要求するということに応じて、そのまま仕事の一環の中で自然に資

料というのはまとまってくるものかなと、単純にそういうふうに私は想像しました。そうなると、２

桁で改めての時間がかかるというのは、なかなかこれは、むしろ逆に言うと、我々からお願いしてい

る資料が、少し無理のある資料も含まれているのかなというふうに想像したところであります。 

 それで、これだけ当該の部局のほうでは時間をかけていらっしゃるわけですけれども、それを取り

まとめている議会事務局のほうも、今、青木代表からの問いかけで、いろいろ置かれている様子も見

えたんですけれども、これまでの中で議会事務局として、この資料要求の中での課題というか、これ

までの経験の中で、こういうものはこうあってほしいというようなものがあれば伺っておきたいと思

います。 

○【内藤議会事務局長】 事務局では、先ほどと重複するかもしれないんですけれども、議員の皆様

から、会派から上がってきた資料を、その内容を確認させていただいて、主に既に公開されているも

のか否かという点ですね。また、単なる資料でなくて、分析や考察を求める内容ではないかどうかで

すとか、あと先ほどもちょっとお話しした26市の調査が、非常に時間がかかるような経年での資料と

いうところにつきましては、執行部と調整をさせていただいて、その調整、もちろん会派の皆様とも

お話をさせていただいていると思いますけれども、その調整が労力的、時間的に大変事務局でも苦労

しているところでございます。 

○【小口俊明議員】 今、局長の御答弁の中でちょっと気になったのが、公開されている資料という

のは、例えばこれは国立市の統計データみたいなもので冊子になっていたり、あるいはホームページ

上で示されていたり、載っていたりする、そういうもの及び他市のものも多分、我々要求していると

思うんですけど、他市のホームページ上で確認できるようなもの、そういう意味ですか。公開という

意味がわからない。 

○【内藤議会事務局長】 済みません、御説明不足で。今、小口議員さんがおっしゃったように、市

のほう、国立で言うと国立市のホームページ、他市さんでも今、ホームページに公開されていますの

で、また、国の資料等で何々省のホームページに出ている資料というのは非常に多うございますので、

そのものの資料が上がってきている場合には、ホームページにありますよというお話をさせていただ

いている。ただ、これを全ての市と省庁のホームページを事務局が確認する手間というのが、先ほど

お話しさせていただいて、非常な手間が正直かかっているというところでございます。 

○【小口俊明議員】 わかりました。だから、そういうものが出ていたら、これは出ていますからと

いうことのようですので、その出ているか否かを確認する手間が物すごいことになっているような、

そんなお話ですよね。ということは、多分、我々もそういったものが、いわゆる資料要求ということ

ではなくて、会議の中で出典を明らかにして、何々省のこういう資料によるととか、ホームページで

確認したらとか、そういう質疑の仕方って可能だと思うから、それは前提として出さないほうがいい

んだろうなというふうに思いました。 

 もう１つ、分析・考察というのは、私なんかの理解だと、資料要求って統計データをいただくのか

な。まとめていただいて、そういう理解なんですけど、さらにそれに基づいて、当該の部局に分析と

か考察を求めたりするものもあるんですか。何かちょっと私想像できない。 
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○【内藤議会事務局長】 うまく御説明できるかあれなんですけど、例えば他市さんの例だったかと

思うんですけど、こういった経年の数値になった、その数値だけでなくて、その数値になった要因で

すとか、どういった経過ですとか、どういったことでこういう数値になったのかというようなものが

付記されている資料要求というのはあったかと思います。 

○【小口俊明議員】 そこまで求めるのかしらという、率直な感想なんですけれど、どうなんでしょ

うね。ちょっと求め過ぎなのかなというふうに思います。これってどういう判断をすればいいんだろ

う。事務局的には何か基準みたいなものがあるんですか。 

○【内藤議会事務局長】 特に予特・決特に関しての申し合わせですとか、基準はないところでござ

いますけれども、事務局のほうでもなかなか他市さんにそこまでの依頼というところが原局との調整

の中で厳しい状況ですので、いわゆる数値的な資料ということでお願い、調整をさせていただいてい

るというところでございます。 

○【小口俊明議員】 今、状況を聞きましたら、そこまで他市に求めたりするというのは、現実的に

なかなか難しいみたいな状況かなというふうに思いました。この辺は我々もよくよく認識しながら取

り組んだほうがいいのかなというふうに思います。 

 それと４ページ目、使った資料、言及したということで、やはりこの辺のところをもう１回我々も

一つ一つ、会議に臨むに当たっての取り組み方ということで意識しながら、さらにやっていきたいな

というふうに思いました。以上です。 

○【青木健議員】 さっきちょっと各会派でというように言いましたけど、認識しなきゃいけないの

は、基本的に１人１日10分なんですよね。その４日間ですから、おのずと使える資料の数だって限ら

れてくるはずですよね。そこをベースで考えていけば、そんなに職員に負担をかけるような内容には

なってこないんじゃないかなというふうに思いますので、各会派の中でその辺はお願いしたいと思い

ますね。 

○【高原幸雄議員】 現状で見ると、この資料によると、かなりの時間数とコストですね。結構大き

な負担になっているということは、この資料で見る限りでは認識できるんですけれども、活用につい

て、３ページですかね、４ページになりますかね。確かに、今、青木代表のほうからも発言があった

ように、10分ですから、そういう意味では、なかなかほかの課題との関係で使いたくても使えないと

いうことも、そういう意味では質疑時間が長ければ、もっと活用する率も高くなるんじゃないかとい

うふうには思いますけど。私どもは、今、国立市政にとってどういう課題があるのか、あるいは予

算・決算を審査する上で必要な資料ということで要求しているところなんですけれども、ただ、予算

特別委員会の資料と決算特別委員会の資料も両方見て、決算特別委員会で出されているもので、経年

の新たな変化がない場合ですとか、いろいろな経過があって、そういうものは精査している現状があ

ります。 

 ただ、一覧表に出して、原局からも、他の会派からも出ている資料については、資料を一体にして、

要は中身を合体させて１つの資料でという変更のお願いも来ますから、そういうものについては大い

に原局からの声を生かして、減らしていくというようなことはやっています。そういう意味では、今

の課題の問題と経年的な国立市政の客観的な判断をする場合の、そういうものに限って出しているん

ですけど、今後、今議論になっているような出し方について、各会派でも、私どももそういう意味で

は、この間もかなり件数としては減ってきております、実際にはね。活用の部分については、今の発

言があったように、時間との関係でなかなか十分活用し切れていないという問題はあります。ただ、
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委員会の中ではそういう時間制約があるから活用されないんですけど、ほかの議員の活動においては

十分に活用しておりますので、それはそれで大いに役立っているものだなというふうには思っており

ますけど。 

○【藤田貴裕議員】 前回の会派代表者会議で多々御指摘をいただいたところだと思います。資料に

あるように、私どもの社民・ネット・緑と風が要求数に比べて言及数が少ないという御意見があった

ということは、正確に私どもの会派で伝えております。それについては、私も要求するだけして使わ

ないと、場合によっては制約が入るかもしれませんよと、それは非常に不本意だから、ちゃんと精査

をしてほしいと。そのことを伝えて、それについては前向きな御意見をいただいているなと、このよ

うに考えております。今までたくさん資料要求した中、数は減ってきているのかなと思いますので、

さらなる精査があれば、もっと減るのかなというふうに思っています。 

 また、資料をつくることによって、10分間という短い時間の中で効率的に審査をすることができる

と。これも一方であると思っていますので、資料も何もないところで質疑をやっていますと、それだ

けで相当な時間が流れてしまいますし、答弁できないことによるロスなんかを考えると、長時間にわ

たって資料をつくっていただいたものについては、マイナンバーですとか、認可保育所ですとか、26

市の再生可能エネルギーですとか、こういうのは我が会派でもしっかり触れて、時間が足りない分に

ついては、一般質問でも取り上げているような現状があります。ただ、会派代表者会議の中でこうい

う意見がありますよということは改めてお伝えをしたいと、このように思います。 

○【藤江竜三議員】 私は、資料要求をして使っていないというのは、非常に大きな問題かなという

ふうに思います。その中でもとりわけ、26市というのを調査するというのは非常に大きな労力、国立

市のみならず、26市なので、会派代表者会議資料№14でいうと、国立市だけで10時間かかって、ほか

の市も同じように10時間かかっていたら、本当に大きな手間と労力がかかっているわけですから、そ

ういった26市のものについては、会派の中、もしくは議長、副議長において、しっかり調整していく

などしながら考えていくものだというふうに考えます。同じように、経年で調べるものについても労

力がかかっているならば、そういったことも考える必要があるのかなというふうに思いますので、そ

のあたり議長において何か取り計らいなどができるようであれば、調整をしていただければというふ

うに思います。 

○【青木健議員】 予特なり、決特なりで要求した資料がそれで使えないと、時間が足りないから使

えないということであるようですが、それ以外に役立てているというふうにおっしゃいますけど、こ

れはやっぱり予特のための資料要求だったり、決特のための資料要求であったり、そして何よりも、

職員の立場になって考えてみる必要もあるのではないかというふうに思います。せっかくあんな思い

してつくったのに使わないのかいと、私、職員の立場だったらそう思いますね。何のためにつくった

んだと。それが一般質問で役立てようが何しようが、それは相手の立場になって考えてみる必要があ

るのではないかということは申し上げさせてもらいたいと思います。それが議員の活動として悪いと

は言わない。ただ、相手の立場に立って考えることも必要なのではないかということが言えるのでは

ないかと思います。 

○【望月健一副議長】 各会派代表者の皆様がおっしゃること、それぞれの立場でもっともだと思い

ます。ただ１つ、まずは改善していきたいなと思いますのは、これは青木議員もおっしゃったように、

使われない資料に関しては、利用率を上げていかなきゃいけないなと思います。これは、やはりつく

った職員さんの立場を考えて、利用率をまずは、43.5％ということでございますが、これはもう少し
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上げていきたいとは思っております。これは今後、１回で終わる問題でもありませんので、これはさ

らに引き取らせていただきたいと思っております。また、26市の資料、分析が必要な資料等に関しま

しては、こちらは正副議長に預からせていただいて、何か改善できるかということは考えさせていた

だきたいと思っております。 

 また、一方で、高原議員がおっしゃるように、国立市政にとってどういった課題があるのかという

ことに関しましても、確かに働き方改革と質の高い審査、こういった２つの問題をどう調整するかと

いう問題でもございますので、そういったものを勘案しつつ、まずはできること、利用率が低い会派

さんに関しましては使っていただく、利用率を上げていただく。それ以外の、できる限り使用しない

ようなものに関しては要求しない、また要求した資料に関しては使っていただくということをまずは

お願いをする中、今後さらにこれに関しては議論を深めていきたいということですかね。１回では終

わらない問題だと思いますので、預からせていただければと思います。（「それについて」と呼ぶ者

あり） 

○【青木健議員】 資料の利用率を上げるって簡単なんですよ。簡単なこと、要求した資料に基づい

て質疑を組み立てればいいんだから、それだけのことですよ。だけど、今そういう意識がないわけで

すよね、お互いさま。だから、資料の要求はするけど、実際には使わないということが出てくるわけ

です。資料を要求したら、その資料に基づいて質疑をつくれば100％になりますよ。そうなれば、資

料要求ということも意義があるのではないかというふうに思いますので、その辺は、一旦、ここで決

まることじゃないですけど、そういう意識を持ちませんかということは投げかけてみる必要があるん

じゃないかなというふうに思いますけどね。 

○【藤田貴裕議員】 先ほどの私の発言だと思いますけども、伝えたかったことは、10分の中で足り

ないものについては、さらに一般質問でやっていますよという話でして、使えなかったことについて

は、この場の雰囲気をちゃんと持ち帰って正確に伝えて、下手な制約が入るのは不本意だから精査を

してほしいと、そういうふうに言っていますので、その点はよろしくお願いします。 

○【青木健議員】 それは別に僕は言葉尻を捉えて言っているわけではなくて、利用率という問題で

今副議長がおっしゃっていたので、それについて、利用率を上げるには、要求した資料に基づいて質

疑をつくれば、100％使えるということで申し上げただけのことです。 

○【望月健一副議長】 繰り返しになってしまうんですけれども、これまでの長い経過もありますし、

私は双方それぞれ利があると思っているんです。それをどう調整するかの問題ですので、きょうの１

回の会議で、例えば利用率が100％になるというのはなかなか難しいかもしれませんし、まずは正副

議長としてもしっかりとお願いさせていただきますので、利用率が低い会派に関しては、それで預か

らせていただけませんかね。というところでちょっと…… 

○【青木健議員】 そういうふうにピンポイントで利用率が高いとか低いとかということで、その会

派に話をする問題なのかな。全員の意識として持たなきゃいけないことなんじゃないですかね、と思

います。そういうふうに御尽力いただけるということはありがたいですけど、何かそうすると、おま

えのところ利用していないじゃないかみたいなね、そういうことになると、これはちょっと趣旨が違

うんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、全議員の共通の認識として、そういうふう

にすべきじゃないのかなということを私は申し上げているつもりなので、汗をかいていただくことは

非常にありがたいですけど、何かそういう問題でもないんじゃないかなという感じもします。 

○【望月健一副議長】 おっしゃるとおりで、そこをかちっと決めるのもいいんです。一方で、高原
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議員がおっしゃるように、国立市政に対してどういった課題があるのか。結果として、資料要求して、

見れば、これは特に問題はなかったといった資料って現実にあると思うんです。それは別にこのまま

行ってもよい。精査をした結果、使えなかったという資料も中にはあると思うんです。私も予特・決

特で見ながら、職員さんの労力、そういった観点もわかりますが、これは特に議会として取り上げる、

10分間しか時間の制約がある中で質疑を、結果としてわかったから、これはオーケー、例えば藤田議

員がおっしゃるように、10分しかない時間の中で、そのことを聞けば、質疑の時間がとられてしまう。

私たちの質疑の時間に対しても、これは多大なコストがかかっているわけですから、質疑するコスト

を下げるといった意味でも、その資料は結果としては役に立っていると思うんですね。だから、副議

長の立場では、できる限り使っていただきたいとは思いますが、それを全て100％にしろとか、そう

いったことに関しては、そこまでは、例えばそれを申し合わせにしろとか、そこまではなかなか言え

ないので、できればこれに関しては汗をかかせていただきたいなというところですかね。 

○【青木健議員】 100％にしろとか僕は言ってないですよ。ただ、100％利用ということで言うなら

ば、要求した資料に基づいて質疑を組み立てれば100％になるでしょうということで言っただけであ

って、何も100％使ってないからだめだとか、そんなことを言っているつもりはないです。それは誤

解のないようにしていただきたいと思います。 

 それと、先ほど申し上げましたけど、実際に私もこの数字を見るまで、議員なんだから資料要求す

るのは当たり前だぐらいの気持ちもあったわけです。我々が要求したものを出せというような気持ち

があったんですよ。だけど、実際こうやってみると、例えば本当にそういうふうな深いところまで考

えて出している資料の要求もあれば、私なんかも以前やったことで、ぱっと思いついて、あ、この資

料頂戴とかってやったこともあったわけです。そうすると、実際にこの数字を見ると、職員のことも

思いましょうよということを思うわけなんですね。そうすると、相手の立場のことを考えたならば、

そういう思いつきもなくなるでしょうし、さらに精査されたものが出てくるんじゃないかなというふ

うな気がしたので申し上げただけのことであって、そういうことなので、言葉足らずで誤解を与えた

としたら、それは申しわけないと思いますけど、お互いさま、その辺は相手のことも気配りしましょ

うよということなんですよ。 

○【望月健一副議長】 青木議員、思いは一緒なので、まずは、そこは誤解のないように。 

○【小口俊明議員】 もう１回、今の認識ということで、私自身、過去の資料の要求をしたときの意

識と今の意識が変わっているという話をしたいと思うんです。恐らく皆さん、そういうことで全体で

進んでいければいいのかなという感想を持ちながら申し上げるんですけど、議会の議員活動、そして

日常の議員活動の中で、予特・決特の資料を生かしていきたいという思いで資料要求を過去はしてい

ました。議員活動全体を見ながら。今は、予特・決特の会議に向けて、どう質疑をするか。この予算

の審査のため、決算の審査のために、どう自分として、あるいは会派として質疑をしようか、確認を

しようかという中での資料というふうに意識が変わりました。そういったことなんだろうなというふ

うには思いました。 

○【石井伸之議長】 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 私も何かかちっとしたものをここで何かという思いは持っていません。あくまでお願いの中で、な

おかつ皆さんの共通認識の中で、皆さんからいただいた、やはり職員のことも考え、つまり、作成す

る職員のことも考えて極力、予特・決特で使用しない、質疑しない資料の要求はできるだけ控えてい

ただくというところが、そこがまず１つだと思います。だからといって、資料要求したけど、どうし
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ても使えなかった、なかなか触れるところには至らなかったということに対して、そこは別に責める

必要もないと思いますので、そこはお互い広い心を持って許容していただきたいなというところと、

あと資料作成をしている職員のことを考えますと、少しだけでも資料を作成する時間を広げるために、

資料要求の締め切りの時期をちょっと早めたいという思いもありますので、そこは御理解をいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと副議長が言われた、見解を求めるとか、分析を求めるとか、数字以外の資料について、それが

本当に予特・決特資料になじむのかどうかという部分、その点については、１回正副議長でも提出さ

れた会派の方とやりとりをさせていただくという、その場がもしかするとあるかもしれないので、あ

と26市とか、10年、20年、30年とかという長いスパンとか、そういったものはもしかすると控えてい

ただくとか、また、出典が明らかになっている資料、既に公開されている資料がもしあれば、そちら

に基づいて質疑していただく、そういったお願いもさせていただきたいと考えております。 

 また、これは今後になるんですけれども、前回話がありました予特・決特統一した資料ということ

も、これはまた今後の議論という中で、高原議員からも御提案をいただきました。その点については、

今後、また機会を見て議論をしていきたいと思います。そういったやんわりとしたまとめという形で、

この件については１回終了させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、そういった形で、また、各会派の皆様に持ち帰っていただいて、そして会派内で協議をして

いただきまして、本当にありがとうございました。ぜひまた今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、本会議または委員会における資料要求についてなんですが、会派代表者会

議資料№15、16、こちらの説明を議会事務局長、お願いいたします。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、会派代表者会議資料№15と16をごらんください。前回の会派代

表者会議におきまして、本会議・委員会での資料の取り扱いについて、26市の状況についての調査と

いうことでしたので、作成をいたしたものでございます。 

 会派代表者会議資料№15のほうの３問を各市にさせていただいて、１番目は本会議で委員会資料を

諮っているかどうか、２番目が委員会で本会議の資料を諮っているか否か、３番目が本会議・委員会

で個人資料を諮っているかどうかの３点でございます。ごらんのとおり、26市全てで、本会議で委員

会資料、また委員会で本会議資料、また本会議・委員会で個人資料を諮っているという市はない状況

でございました。 

 また、会派代表者会議資料№16は、前回の会派代表者会議におきまして、議員や会派の資料要求に

対する法的根拠という御議論がございました。先ほどの会派代表者会議資料№15の資料を各市さんに

お願いしているところ、羽村市さんにおきまして、議員さんや職員等に配付している資料があるとい

うことでいただいたものでございます。説明は以上でございます。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。こちらの会派代表者会議資料№15、16に基づいて、本会

議及び委員会における資料要求、この点について、皆様から御意見を賜りたく存じます。会派代表者

会議資料№15を見ると、どの市も本会議・委員会の資料については諮っていない、そういったところ

でございました。ぜひ皆様から御意見を賜りたく存じます。よろしくお願いいたします。 

 もしよろしかったら議長からの提案なんですけど、羽村市さんの資料、結構わかりやすい資料であ

って、また、新人の議員さん、特に資料要求とか、法的根拠とかなかなかわからない部分とかあると

思いますので、こういった資料を国立市議会でも、ちょっと事務局の皆さんに申しわけないんですけ
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ど、御苦労かけるんですけど、作成をしていただいて、国立市議会バージョンという形で資料要求と

いうのはこういったものなんだよというような、そういった資料をつくっていくということはいかが

でしょうか。小口議員。 

○【小口俊明議員】 それは必要かなというふうに思います。それで、これを今見ていまして、私の

意見としては、議長、副議長でそういった皆さんの、新しい１期の方もいらっしゃるので、議員の認

識のアップというような角度でやっていただければ結構なことかなというふうに思いました。 

 それで、見て、今どう捉えればいいのかなという、なかなか難しいところがあるなという感想で、

その中で、羽村市さんの資料のその次についている添付資料、これはどういう位置づけでしたっけ。

説明がなかった。 

○【石井伸之議長】 こっちの資料。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 済みません、御説明がなくて申しわけございません。これは羽村市さんが

実際に使われていると思います。１期目の方への、いわゆる新人研修と言われている、議員さんにな

られたときに、議会事務局ですとか、各部の、私ども国立市でも部長さんが研修をしている、その事

務局の資料だと思います。初めて議員になられた方の、「議会のしくみ」という題名のそれの抜粋と

いうことでございます。 

○【小口俊明議員】 羽村市さんがこのペーパーに添付した資料、そういうことですか。 

○【内藤議会事務局長】 そのとおりでございます。 

○【小口俊明議員】 おおむね議員の資料の要求権という意味では、廣瀬先生の講義だったかしら、

それは法的な根拠というものはないというような話を我々は勉強しました。その上で、今これをどの

ように整理していくのかなというところかなと思いますけれど、まず、最初の会派代表者会議資料№

15のところを見ると、全てきれいに全部なしなんですね。それで、１番、２番、３番とあって、本会

議における委員会資料、本会議において委員会の資料を議長が諮るか否か、そういう話だと思うんで

すけど、理論上考えると、本会議で委員会の資料を諮れるのかしらって考えるんですけど、これはで

きないんじゃないかなと思うわけで、それで全部なしなのかなというふうに思います。 

 また、２番目の委員会において、常任委員会で本会議に出すことを求める資料、本会議における資

料、これも委員会では決められないのかなというふうに、理論上そう思います。ですから全部なしな

のかなというふうに思いました。 

 それと３番目ですけど、これは国立市議会でも、こういう場面って過去にもあったかなと思うんで

すね。しかしながら、なしということになっていて、これはどういうことかなと、さっきの戸惑って

いる意味はそういう部分も含まれているんですけど、３番目は本会議等において個人資料の要求の取

り扱いということで、これは議長が諮っているかどうかということなのかなというふうに受けとめて、

多分、我々国立市議会では、当局の答弁の中で、それは準備できますとか言って、諮る前の段階でそ

れを事実上……（「了解しているものね」と呼ぶ者あり）了解というのか、確認というのかわかりま

せんけど、いわゆる諮りじゃないのかなって、我々がやっているとき。そんな中でこういった、結局、

全てなしというようなことになっているのかなと、そういうふうに理解しますけど、事務局としては

どのように。 

○【内藤議会事務局長】 小口議員さんがおっしゃったように、今回調査させていただいた内容、先

ほど御説明させていただいたんですけど、１番目が本会議において委員会資料を諮っているかどうか、

２番目が委員会において本会議資料を諮っているかどうか、３番目が個人資料を諮っているかどうか
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です。議長が議員の皆様に諮るというものでございますので、物理的といいますか、議事的に、例え

ば１番の本会議で委員会資料が諮れるかというのは、結論は諮れませんので、委員会資料を決められ

るのは委員会だけです。その委員会しか権限はございませんし、また、委員会で本会議の資料を諮れ

るかというのは、委員会で本会議資料を決定してしまうということは、これは無理でございますので、

当然、各市さんなしというところでございます。また、３番目の個人資料を諮っているかどうかとい

うのも、そこで諮りをしっかり入れているのかどうかという問いをさせていただいた結果というとこ

ろでございます。 

○【小口俊明議員】 ということは、多分、私がさっきお示しした認識、いわゆる諮りの前段階で、

事実上、そういった資料が個人の手元に行くかどうかというところまでの議長の采配の中で行ってい

るのかなというふうには思いました。 

 そうした中で、続いて会派代表者会議資料№16ですけれども、これは平易な言葉で書いてあって、

国立市議会でどのように、いわゆる勉強するための資料提供ということになるんでしょうかね。我々

議員が、繰り返しで申しわけないですけど、期の浅い方も含めて、みんなで認識していくための資料

というものはつくっていただいたら、議長、副議長でぜひ汗をかいてということで適切かどうかわか

りませんけど、何らかの形が皆さんに情報提供される、議員がそれぞれ勉強していくということがあ

ってもよろしいかなというふうには思いました。 

○【藤江竜三議員】 私も同感で、資料要求については、各議員の認識が違うということであれば、

こういった資料を配っていただいて、それぞれ共通認識を持つ中で、それぞれが円滑かつ深い質疑が

できるような形ができれば望ましいと思います。ぜひ議長において、こういった資料をつくる、事務

局に手間をとらせてしまいますけれども、つくっていただいて共通認識を図っていければと思います。 

○【高原幸雄議員】 会派代表者会議資料№15、１、２、３の規定というんですかね、要するに事例

がありますけど、ただ、国立市議会の場合は、議長の議事運営上の進行上、議長が判断して、当局に

資料要求するということもあるじゃないですか。今まで慣例としてあったわけです。それは法律上と

か、議会の基本条例上だとか、そういうことで見ると、確かに全部なしになるんだと思うんですけど。

運営上、進行上、そういうこともたびたび実際にあって資料要求が出ているし、その辺をどういうふ

うに、慣例でやっていた部分というのがかなりあると思うんですね。確かに本会議で委員会資料を要

求するというのは、建前上は委員会の確認をしないと委員会の資料というのは出せないわけだから、

その辺の整理を、今まで事例としてあった問題をどう整理するかというのは１つ必要かなと。だから、

会派代表者会議資料№16の羽村市の例というのは、議長の職権に基づいて、本来議員ができないもの

は議長がまとめる形で当局に、執行機関に要求するという意味での１つの事例だと思うんですね。だ

からそういうことも含めて、今までの整理をきちっとやっていく必要があるのかなというふうには思

いますけどね。 

○【藤田貴裕議員】 会派代表者会議資料№15の１ですかね、昔は何かあったような気がしなくもな

いですけども、私ね、廣瀬先生の研修を聞いて、あ、議員にはないんだということで非常にびっくり

した記憶がありまして、今の会派代表者会議資料№16の羽村市のも見ながら、改めて、正しい認識を

持つというのは、これはいいことだと思いますし、正しい認識を持った上で議論しないと、議論に乗

っていただけないというか、難しいですけどね。正しい認識を持った上で議論していただいたほうが

いいと思います。それをどう法律の解釈って変ですけど、それをどう受けとめるか、個人がやればい

いんでしょうから、一般的な法解釈としてこういうふうになっていますよというのはいいんでしょう
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けども、だからといって、今までの議員の委員会で深い審査をしたいという要望については、それは

あるのかなと思います。そこから先は見た上じゃないと審査できないという意見はなるほどなと思う

ところがありますので、それについては好意的に提供されるというんですか、そういうことは必要な

んだろうなと思います。 

○【青木健議員】 会派代表者会議資料№15の資料を見て、１と３については、私も議長のとき諮っ

ていたなと。どうしても議会が決めたことだからという思いがあるわけです。議会が決めたことだか

らと。議会が決めれば、逆に言えば何でもできるというような、そういう、いい勘違いか、悪い勘違

いかわからないですけど、そういう思いがあったわけですよね。ですから、諮った上で、ただいま○

○議員から要求がございました資料について、委員会資料にすることに御異議ございませんか。異議

なしと来れば、さよう決定いたしました。当局、お願いしますということで、１つこれが議会を円滑

に進めるテクニックみたいなものだったんじゃないのかなというふうに思います。 

 ただ、それが国立市の独自のルールとして──よしあしは別ですよ──独自のルールとして議会を

スムーズに、円滑に運営するための１つの手段だったということは間違いないと思いますので、それ

を全部否定する気はないんですけど、ただし、そういう要求権がないんだとか、そういうことを言わ

れると、ああいう運営というのはよくなかったのかなというふうに思うわけです。ですから、法にの

っとって本来だったらやるべきでしょうけど、それプラス議会として円滑な運営を進めるためにはど

ういう方法がいいんだろうかということについて、今後話し合っていく必要があるのではないかなと、

この資料を２つ見させていただいて思ったところです、私としては。今現在、この会議において、い

いとか悪いとかという結論を出す段階ではないと思いますので、その辺は今後話し合いを進めていき

たいなと思います。会派に持ち帰ってしっかりと話を聞きたいと思います。その辺ちょっとお願いし

たいと思います。 

○【石井伸之議長】 わかりました。ほかには御意見いかがでしょうか。 

 確かに議長として、法的な部分と国立市議会の慣例的な部分と、そこのところをいろいろ今後考え

ていかなくてはいけないなというような部分もありますので、ただ、慣例は慣例として行ってきたこ

と、ただ、今後はしっかりと法的な部分、こういった形でできるのかできないのかという部分の認識

もこれから持っていただかなくてはいけない部分、そういった中で、これに似たような形で、しっか

りと事務局のほうで調べていただいた中でどうなのかというところを一度つくらせていただいて、そ

れで、まず全議員に配付する前に、会派代表者会議の中で、この資料について一度議論をしていただ

くというところがまた必要ではないかなと感じましたので、いきなりここでどうこうというわけでは

なくて、ぜひ法的な根拠の部分、一つ一つ積み重ねていきたいと考えております。ぜひこれからも引

き続いて御議論いただきたいと思いますので、きょうはその程度の取りまとめという形でよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 これは引き続いて、またお願いいたします。 

 それでは、大きな２まで終了いたしました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題３．予算特別委員会について 

 (1) 特別委員会の設置について 

 (2) 正副委員長の選出について 
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 (3) 特別委員会資料について 

○【石井伸之議長】 それでは、続いて、議題の大きな３番、予算特別委員会についてに入ります。 

 それでは、(1)特別委員会の設置について、(2)正副委員長の選出について、(3)特別委員会資料に

ついて、議会事務局長より説明をお願いします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、(1)、(2)、(3)を一括して御説明させていただきます。 

 まず、予算特別委員会の設置につきましては、当初予算の審査は、先例によりまして、議長を除く

全議員の構成で予算特別委員会を設置し付託するのが例となっております。先例に倣いまして、予算

特別委員会の設置をしていただきますようお願いを申し上げます。 

 また、特別委員会設置につきましては、議会運営委員会におきまして協議をしていただきまして、

確認をされましたら、２月26日水曜日の本会議初日にてお諮りをするという扱いとなります。 

 次に、正副委員長の選出でございますけれども、前例では、委員長には与党第１党から、副委員長

には野党第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、一般質問の通告の期日と同様の２月14日金曜日の正午までに事務局へ御連絡をいただきたい

と存じます。 

 (3)の特別委員会の資料についてでございます。資料要求は会派ごとにまとめていただきまして、

少し早目にさせていただきまして、１月10日金曜日の正午までに文書で事務局へ御提出をお願いいた

します。要求がありました資料につきましては、資料内容を確認後、期日までに間に合うか担当部と

調整した後、先ほど、今回は議長、副議長とも御相談をさせていただく場合もあるかもしれませんけ

れども、３月４日水曜日までに各会派の議員控室へ配付を予定しております。 

 本日、お手元に昨年の資料要求一覧をお配りさせていただいているところでございますので、御参

考にしていただきたいと思います。なお、資料の提出に当たりましては、各会派で十分精査していた

だきまして、御提出をお願いいただきますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。予算特別委員会の設置についてと、そして正副委員長

の選出につきましては、２月14日金曜日正午までに事務局へ連絡をお願いしたいということ。そして、

(3)の特別委員会資料につきましては、各会派ごとに１月10日金曜日の正午までに事務局へ提出を願

いたいということでございます。この予算特別委員会の設置についてはいかがでしょうか。よろしい

ですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、議題３の予算特別委員会についてを終わります。 

 ここで休憩とさせていただきます。 

午前１１時６分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
午前１１時１２分再開 

○【石井伸之議長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題４．政策形成サイクルについて 

○【石井伸之議長】 それでは、議題４の政策形成サイクルについてに入ります。政策形成サイクル
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の導入に向けてという資料、こちら会派代表者会議資料№17をごらんください。１枚目は前回と全く

同じです。 

 １枚めくっていただきまして、左のページ２ページ目に議会内における議論のステップ、それと右

側には、３ページです。11月18日に行われた会派代表者会議における政策形成サイクルについての主

な意見ということでまとめさせていただきました。まず、右の主な意見において、変更した点を左の

ステップで説明をさせていただきます。 

 それでは、まず最初に、右の３ページ目にあります議会内における議論のステップ１と２は、前段

階で常任委員会における協議が必要と考え、１として常任委員会での協議、２として議長が受けとめ、

そしてその後、政策形成調整会議の開催というような順番に変えるべきだというところで、そのよう

に変更させていただきました。ただ、２ページ目の一番上、０というところで、「政策素案の受付」

という部分は、あくまで受け付けは議長が受け付けて、それを担当常任委員長へ委員会での検討を依

頼するという形でここの部分は変えさせていただきました。 

 ３ページ目の②ですが、国立市議会から当局へ提案される政策ということから、過半数主義ではな

く、全会一致となるものに限るということは、まさに議会基本条例にも書かれております、大前提だ

というふうに考えておりますので、御意見のとおり、こちらは変更させていただきました。 

 そして、③につきましては、会派代表者会議で政策形成サイクルの議論を進めることもよいのです

が、議会運営委員会での協議も必要ではないかという御意見をいただきました。ただ、大変恐縮なん

ですけれども、今、会派代表者会議で協議中ということから、まずは会派代表者会議で一致点を見出

したいと思いますので、もうしばらく会派代表者会議で協議をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

 そして、④ですが、議会内における議論のステップにおいて、一般市民ではなくて、議員個人の意

見も政策素案として取り上げることができるように明確化すべきというところを、こちらの２ページ

の１行目、「議会基本条例第５条１項から３項における市民意見または」の次にゴシックで、「議員

個人の意見を」という部分を入れさせていただきました。 

 そして、また３ページ目の⑤に入ります。議会内における議論のステップ６番目に議会における議

決とあるが、政策課題を整理する上で、条例なのか、規則なのか、意見書なのか、さまざまな形態が

ある。そのあたりの枠組みをステップに明記してはどうかという御意見をいただきました。 

 そこで、２ページ目におきまして、まず、６番、議会における議決、このところにつきまして、会

派代表者会議において了承を得た政策を、本会議において、「意見書案または、決議案として」とい

う形でここに入れさせていただきました。 

 そして、右側の四角なんですけれども、縦書きの四角の二重丸の２つ目、「担当当局との意見交

換」というところで、政策の実現に向け、担当当局と意見交換を行い、「条例・要綱・規則の新規提

案または改正を含め」というゴシックの点、こちらを入れさせていただきました。 

 そして、３ページ目の⑥政策形成サイクルで政策形成の途中だからといって、一般質問に扱えない

といったことはすべきではないと考えるがどうかということについては、こちらは皆様から御意見を

賜りたいというふうに考えております。 

 現時点でこのように変えさせていただきました。皆様からまた一段進んだ御意見をいただければと

存じます。いかがでしょうか。藤江議員。 

○【藤江竜三議員】 おおむねこの形になるんだろうなというふうに思うんですけれども、市長部局



 
 

－ 17 － 

に対して、議会基本条例では政策形成過程の説明というものを求めていまして、第９条でそれを求め

ているんですけれども、議会から政策を提案する場合であっても、それを当然していかなくては市長

部局に求めていって、こちらはやらないということにはならないと思いますので、第９条に基づく政

策形成過程の説明をできるようにするというようなことを、二重丸の増になるのかな、それかステッ

プの意見交換になるのか、そこら辺でもいいですし、ただ、ステップなり、前提なりを掲げるべきで

はないかなというふうに思います。 

 それと、３ページの⑥なんです。私は一般質問でも扱えたほうがいいのかなというふうに思うとこ

ろもあるんですけれども、ただ、それをしますと、なかなかまとまりにくくなってしまう面もあるか

と思いますので、担当常任委員会で協議し、一致させた後については、一般質問では個人ではやらな

いで議会として進めていくのがよいのではないかなというように考えました。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。今、藤江議員、一番最初の政策形成過程の説明が必要

という御意見をいただいたんですが、この説明というのは市民に対する説明という認識でしょうか。 

○【藤江竜三議員】 市民に対してもそうですし、行政に対してもそうですし。 

○【石井伸之議長】 つまり、ステップの中でこのように政策形成サイクルで政策形成調整会議のい

ろいろ取りまとめている過程を、その都度に応じて、行政であったり、市民の方であったり、その都

度、報告をしていくような認識でよろしいでしょうか。 

○【藤江竜三議員】 そうですね。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。そして、２番目の御意見は、２ページ目の１、担当常

任委員会での協議に入った際には、一般質問で取り上げるのは控えていったほうがよいのではないか

という御意見でよろしいでしょうか。 

○【藤江竜三議員】 そうですね。 

○【小口俊明議員】 今の３ページの６番に関連する、藤江代表からのお話ですけど、ちょっと私、

どのタイミングがいいのかなというのは、慎重に判断を要するのかなというふうに今思いました。と

いいますのは、多分想定されるのは、市民の意見を聴く会で個々の、その日、その時間帯を担当した

議員が市民から直接課題、あるいは要望等を伺ったと。そのお一人が認識をしているテーマだという

ことにおいて、それをそのまま御自身の一般質問でテーマとすると、市民からの意見であるというこ

とで。私はそういうのはあり得ると思うんですね。あると思います。ただ、それは同じ場面にいる

我々、ほかの議員としてどうなんだろうなという、一方では思いを持つ方もいらっしゃる。両面ある

のかなと思うわけですね。 

 １つには、対面で議員が市民から聞いたテーマをみんなで共有すれば、それ以降は取り上げてもい

いのかなという気は、何となくそういう判断はできたんですね、自分の中では。だから、個々に聞い

たものをそのまま自分の一般質問のテーマに取り上げるという、どこの段階でというのが、今、藤江

代表のおっしゃる中では、共通認識にする前だったら取り上げてもいいよとおっしゃったように聞こ

えたんですけど、むしろ逆なのかなという思いがして、みんなで共有したら、それは取り上げてもい

いのかな。どっちがいいのかな。でもみんなで共有したんだから、１人で取り上げるのも不自然だな

と一方で思うし、どういうやり方がいいのかな、ちょっと悩ましいところだな。慎重に判断したほう

がいいかなと思いました。 

○【石井伸之議長】 貴重な御意見だと思います。 

○【高原幸雄議員】 今の議論で、現在の広聴委員会じゃなくて、その前の広聴委員会でもそれで議
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論になったんです。それでやっぱり市民の意見を聴く会、意見交換会に来て、市民から直接意見を聞

くじゃないですか。みんなで、広聴委員会の分類があるわけです。各常任委員会にどういう意見を、

要望を割り振るか。その中で共通認識になるわけです、広聴委員会としては。そのときに一般質問で

取り上げるということをだめだというふうにはしないようにしようと、要するに自由に取り上げると

いうふうにしようという意見が多かったので、そこでそういう合意がされたんです。だから今回も、

たしかどなたか市民から出された意見を一般質問で取り上げたというのがあると思うんですけど、政

策形成サイクルにのっけて、委員会できちっと諮って、それが確認されて、議長にそのことを提案す

るという流れですよね。 

○【石井伸之議長】 はい、そうです。 

○【高原幸雄議員】 それを今度、議長がまとめて、当局のほうに伝えるということになると思うん

ですけど、その辺では、今、小口議員がどっちがいいのか、前段がいいのか、合意された内容に基づ

いてやるというのがいいのか、その辺は私もよく判断がつかないところで、議論する必要があるかな

というふうには思うんですけどね。 

 そういうケースもあれば、もう１つのケースとしては、通常の議員活動をやっている際に、意見交

換会で出された意見と全く同じような意見が市民の要望として我々聞かされるという場面があるんで

す。その扱いをどうするかというのもあるので、その辺はよくよく、どっちがいいのかな。余り規制

するということも、議員活動としての規制につながるとよくないので、皆さんの合意が必要だなとい

うふうに思いますけどね。 

○【青木健議員】 私は基本的には、藤江代表の言ったことが妥当なのかなというふうに思っており

ます。何のために、ルールにするのか、暗黙の了解事項にするのか、それはまた別としますけど、す

るかと言えば、市民の意見、議会基本条例にのっとって、市民からいただいた意見を、我々が議会と

して政策として反映していくと、１つでも多く政策として反映するためにはどうしたらいいのかなと

いうことだろうと思うんです。そうすると、誰かだけ突出してということについては、多分、皆さん

望まないことだと思うんですね。ですから、高原議員がおっしゃったみたいに、確かに聞いていると、

ほかで言われていることと同じこともあるし、議会でやったよというのもあるし、そういうこともあ

るとは思うんですけど、せめて２ページの図で示されているところの１の段階ですよね。政策形成調

整会議の開催を議長に申し出るというところに行ったら、これはもう個人のスタンドプレーではなく

て、議会全体でやっていこうという意思として受けるべきなのではないかなと。そうしないと、政策

形成サイクルというのかな、市民の意見が議会として政策に反映できなくなってしまうというような

ことになるんじゃないかなって、それはあってはいけないなと思うと、先ほど藤江議員が言っていた

のが妥当な線なんじゃないかなというふうに私も感じます。 

○【藤田貴裕議員】 前回に比べて、議員個人の意見、まとめも足していただいたということで、あ

りがとうございました。そして、今の一般質問の件ですけれども、一番初めの入りは、皆さんいろん

な市民評価とかありますので、制約があるというのは変な話なのかなという気もしております。その

後、政策形成サイクルにのっかったときに議員がどうなのかというのは、究極に言えば、各議員に委

ねられているのかなという気がしますけどね。ただ、私はやられたらおもしろくないと思います。そ

れは一般的な感情なのかもしれませんし、ちょっとそこは私、判断できませんので、やっぱり政治家

として責任を持って各議員が判断していただければいいんじゃないでしょうか。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。ほかには御意見いかがでしょうか。 
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 これは一度持ち帰っていただいたほうがよいかなというふうに感じましたので、この⑥はすごい奥

が深い部分もありますので、これは慎重に議論していきたいと思います。 

○【青木健議員】 藤田代表の言うとおりなのよ。ただ、それでせっかく政策形成サイクルにのせら

れるものは潰したくないなという思いで、藤江議員が言っているのが妥当な線じゃないかというふう

に言ったんです。 

○【石井伸之議長】 これ、本当にすごい奥が深いところの議論が必要だと思いますので、ぜひ会派

へ持ち帰っていただいて、もう一度この⑥について、さらに、ほかに御意見がありましたら、また次

回の会派代表者会議でお持ちをいただければと思います。 

 では、本日の政策形成サイクルの協議はこの程度ということ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。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題５．議員の期末手当について 

○【石井伸之議長】 それでは、４の政策形成サイクルについてを閉じて、大きな５番の議員の期末

手当についてに入ります。 

 では、議会事務局長より会派代表者会議資料№18を提出していただいておりますので、資料の説明

を含めて。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 会派代表者会議資料№18をごらんください。現時点の26市での議員、理事

者、職員の期末手当の一覧でございます。一番右側の職員は一律に4.60月という状況でございます。

なお、今回、都の人事委員会が0.05月分引き上げの勧告をしているという状況でございます。4.65と

いう形になろうかと思います。 

 国立市議会の状況はごらんのとおり、26市平均、類団の平均、また中央線沿線市平均と比較しても

著しく低い数値になっているというところでございます。また、左側の理事者との比較におきまして

も、他市と比べて低い状況になっているということが言えると思います。以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございました。会派代表者会議資料№18、今提出をしていただきま

した。ちょっといきなりすぐにというのは、なかなか難しいところがあるので、まずは一度会派へ持

ち帰っていただきまして、各会派内でまずは協議をしていただきたいと思います。もしこの表を見て、

何か感想、もし御意見等ございましたらと思うのですが、いかがでしょうか。高原議員。 

○【高原幸雄議員】 この期末手当の引き上げという、結果的にそういうふうになる場合の経過措置

として、報酬等審議会に諮って意見を聞いて、結論を出すというやり方をやっている議会というのは

どのぐらいあるんですかね。ここでは調べていない。 

○【内藤議会事務局長】 申しわけないですけど、どこの市が、26市で何市がという調査はしており

ません。ただ、昨年八王子市議会にお邪魔したときに、たしか審議会にかけていらっしゃるというお

話は、八王子市さんは毎回かけていらっしゃるというお話は、たしか議会改革特別委員会の部会でお

邪魔をしたということがございます。以上でございます。 

○【小口俊明議員】 今の高原代表がおっしゃった関連ですけど、報酬等審議会で審議すべきものは、

議員の報酬本体については、これを変えるとき、もしくは上げるときは受けなければならないでしょ

うね。期末手当は、ルール上はどうなんでしたっけ。ないのかなというふうな思いでいるんですけど、
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その確認と、ないとしても、あえてそこは聞いていくということはあってもいいのかどうかという、

その辺の２段階を教えてください。 

○【内藤議会事務局長】 一般的には報酬の額というものを報酬等審議会に答申をするということは

あろうかと思います。ただ、期末手当の月数に関して御意見をいただくということは可能ではないか

なと考えているところでございます。 

○【石井伸之議長】 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、大きな５番の議員の期末手当については、この作成した表に基づいて、各会派で持ち帰りを

いただき、御協議をお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【石井伸之議長】 全ての議題が終了いたしました。 

 これをもちまして、会派代表者会議を閉会いたします。 

午前１１時３３分閉会 


