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 令和元年８月９日（金）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       髙柳貴美代        委員        住友 珠美 

    副委員長      稗田美菜子         〃         小口 俊明 

    委員        藤田 貴裕        ……………………………………… 

     〃         藤江 竜三        議長        石井 伸之 

                           副議長       望月 健一 

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

 ○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 

                           議事係員      若林 星宇 

                           議事係員      鰺坂 周平 

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

 ○協議事項 

  ◎議長挨拶 

  議題１．懸案事項について 
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午前９時５９分開議 

○【髙柳貴美代委員長】 皆様、おはようございます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、議会運営委員会を開きます。 

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

◎議長挨拶 

○【髙柳貴美代委員長】 まず初めに、議長より御挨拶をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 皆様、おはようございます。大変暑い中、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。いよいよ今回より本格的に懸案事項の協議に入っていた

だくわけでございますが、国立市議会をよりよく改革、改善していくために、何といっても議会運営

委員会の皆様のお力が必要でございます。貴重な御意見を各会派、各交渉団体の皆様より出していた

だき、そして少しでも国立市議会が開かれた議会、そしてわかりやすい議会、審査のしやすい議会と

なっていくように、皆様の御理解、御協力をお願いいたしまして、一言、議長としての挨拶とさせて

いただきます。本日からどうぞよろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 石井議長、ありがとうございました。 

 それでは、協議事項に沿って議事を進めてまいります。 

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

議題１．懸案事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題１、懸案事項についてに入ります。 

 今期の議会運営委員会におきましても、懸案事項について、委員の皆様と協議をしていきたいと思

っております。その進め方につきましては、各交渉団体から懸案事項を挙げていただき、今後、優先

順位を決めて協議を行っていきたいと存じます。 

 本日のところは、各交渉団体から懸案事項について発表をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 それでは、お願いします。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 自由民主党・新しい議会で協議をした結果を御報告させていただきます。 

 自由民主党・新しい議会での交渉団体では、４つの点を議会運営委員会で協議を求めたいと考えて

おります。 

 まず、１点目が議会の情報保障についてです。本会議場における発言をリアルタイムで文字に変換

することが可能となるＡＩを活用した音声認識システムを導入し、議場の傍聴席に新たに設置するモ

ニターで字幕表示をするといったことを協議したいと考えております。 

 ２点目に議会の働き方改革です。議会で多くの議員が職員の長時間労働を問題視する中で、議会か

らできる働き方改革を議会運営委員会で協議し、委員会として改善案などを提案したいというふうに

考えております。その中の１つに、前の期で協議をいたしましたＩＣＴ化の推進なども考えられると

いうように思っております。 

 そして３点目が議会基本条例の見直しを議会運営委員会で協議をしたいと考えております。議会基

本条例の中には「目的が達成されているかどうかを点検し」というような文言があり、また、その逐

条解説では議会運営委員会等で協議するとなっていますので、できれば今回は議会基本条例を議会運

営委員会で見直すことができればと考えております。 

 ４点目に陳情の住所要件を国立市民に限定すること。これも前回の議運で協議していた内容でござ
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います。これを引き続き協議していただければというように考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、虹の意見を言いたいと思います。 

 まずは懸案事項にもありました政治倫理条例の審査会のあり方について議論することができたらい

いのかなと思います。 

 ２番目には、議員定数ですとか、議員報酬の変更など特に議会にかかわるもの、あるいは政策形成

に関するものの議員提案、提出の仕方については、相当丁寧にやっていただくような１つのルールを

つくればいいのかな、こういうふうに考えております。 

 また、陳情など提出期限後に出されたものについては、できれば速やかに議場配付をしていただく

とありがたいなと思っています。そちらもあわせてお伝えしておきます。以上です。 

○【小口俊明委員】 それでは、公明党会派の懸案の提案を申し上げます。 

 ２つあります。１つは、政治倫理条例について。前期において政治倫理条例が発効いたしました。

これによりまして、議員みずからの言動を律する根拠が明確となったわけであります。また、職員か

らの苦情の申し出に関する措置も規定をされました。次の段階として、条例に違反する議員がある場

合の対応のための調査請求権及び政治倫理審査会ということをどのように位置づけていくか、これに

ついて研究したらよろしいかなというふうに思います。 

 ２点目は、陳情の住所要件を国立市に限定をしていくということについてであります。国立市議会

は国立市民からの陳情を取り扱うということが妥当であろう。このように考えておりまして、現状は

他市の市民から提出をされたものも全て取り扱っているというところでありますけれども、この資料

にありますように、前期課題になりました、以前、他市の市民から出されたオリンピックに関する陳

情のような案件、これについては国立市と直接かかわりがないというものに関しまして取り扱うとい

うことはふさわしくないだろうというところから、この課題について協議をしたらよろしいかなと思

います。 

○【住友珠美委員】 今回、平成30年度、31年度で協議結果の一覧が出ましたけれども、その中、私

たちは、定例会中の常任委員会において議案審査だけにとどめ、別日に報告事項の審査を行うように

することでしっかりと審査ができるんじゃないかというふうに考えております。その点に対しまして、

やはり時間外労働をふやすことにもなりかねないということでございますので、その点を分けて考え

るということも必要じゃないかなと思っております。私たちはこの１点が…… 

○【髙柳貴美代委員長】 その１点ですか。 

○【住友珠美委員】 はい。お願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 わかりました。ほかにはいいですね。 

 今、皆様から懸案事項を出していただきました。今、伺っていると、会派で同じところを挙げてい

らっしゃる方もいらっしゃいました。きょうはあくまでも今までの、皆さん、交渉団体でお話し合い

いただきました状態を口頭で発表していただいたという状態でございます。今、皆さんに伺わせてい

ただきましたことをもとに、先ほど伺ったら、まだお話し合いのほうが続いているというような状況

も伺ったので、これをさらにきちっと出していただきまして、できましたら各交渉団体で二、三個に

まとめていただいて、８月15日の木曜日午前中までに議会事務局にメールで御提出いただいて、それ

をもとに８月26日、第３回定例会前になりますけれども、ここで協議を行って進めていきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。藤江委員。 
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○【藤江竜三委員】 一応、本日までが締め切りということだったので、二、三個ということでした

けど、きょうまとめてきたものに足すなら一、二個足すというような形にしていただきますと。 

○【髙柳貴美代委員長】 一、二個。 

○【藤江竜三委員】 きょうまとめてきたものに最大で一、二個足すぐらいなら、二、三個の幅にお

さまるところが多いのかなというふうに思いますので、そういった形にしていただけると助かります。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。 

○【住友珠美委員】 今の藤江委員の発言なんですけれども、ということは、今、ここの議事録に残

るから、それ以外をとりあえず１個２個拾ってということでしょうか。 

○【藤江竜三委員】 いや、紙にまとめるのは、住友委員のところだときょう発表したのと、もう１

つ２つあるなら。 

○【住友珠美委員】 ということですね。とりあえず合計で二、三個になればということですか。 

 今、発表したことに対しては議会事務局に報告はしなくてもよろしくて、そのほかで報告というこ

とでよろしいでしょうか。 

○【髙柳貴美代委員長】 ちょっとここでまとめたいと思いますけれども、きょうはあくまでも皆さ

ん、各交渉団体で話し合っていただいて出してきていただいた。今、口頭で発表していただきました。

住友委員のところは１つに絞られて、この１つに絞られた状態で、これをふやしてくださいというの

ではなくて、あくまでも交渉団体で今まで話し合ってきたものをもとにということでいかがでしょう

か。必ず二、三個出さなければいけないということではないというふうに考えていただいていかがで

しょうか。（「逆に絞ってきたからというふうに思ったんだけど」と呼ぶ者あり）絞ってきていただ

いたので、もうそれで、そもそもある程度絞っていかないと、期間も限られていたりとか、深くその

ことに関して話し合いを進めていきたいので、絞っていく必要はあるかなと思います。住友委員のと

ころのように１つに絞ってきていただいたというのは、それはいいことだと思いますので、そのまま

で結構でございます。 

 ほかにございますか。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 その後の流れというのは、大まかに何かわかったりしますか。15日に書面提

出をして、26日の議運で確認して、そこからどういうふうな、どれぐらいまでにどうするみたいなイ

メージみたいなものは今つくられているんですか。 

○【髙柳貴美代委員長】 今のところ、そういうイメージというのはそこまでは、皆さんで話し合い

のもと、とにかく26日の協議から新たに始めていき、そこからどんなふうに進めていくかということ

も一緒に考えていきたいと思います。 

○【稗田美菜子委員】 済みません、私は９月いっぱいで多分産休に入って、議運のメンバーが虹の

中でかわるので、そこのやりとりも含めて、どの程度まで整理しておけばいいのかなというのを知り

たかったのでちょっと伺ったんですが、わかりました。 

○【髙柳貴美代委員長】 よろしいですか、その形で。 

○【稗田美菜子委員】 はい。書面で15日までに出して、26日に整理をして、そこから多分、優先順

位をつけるのか、並行して進めていくのかみたいな議論がここでなされて、ということになっていく

ということですよね。２年かけてなのか、今年中なのか、どの程度結論を目指しているのかというぐ

らいまではわかったらいいかなと思ったんですけれど。 

○【髙柳貴美代委員長】 そうですよね。とにかく優先順位を決めていかなくちゃいけないというこ
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とと、それでどういうふうな計画で、きょうは口頭で伺っただけなので文面で出していただいて、ダ

ブっているところも大分ありましたので、その辺の整理をしていければよろしいかと考えております

が、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 ほかにございますか。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 ほかの会派の方のことなので、特段意見はないんですけど、いつもは委員長さ

んだった自由民主党さんは一応委員長から会派の報告をしていたんですけど、今回、自民党さんは提

案はないんですか。 

○【藤江竜三委員】 交渉団体で。だから、自由民主党・新しい議会でというふうに最初申し上げた

と。 

○【髙柳貴美代委員長】 交渉団体を組みましたので。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。勘違いということで、そういうことでいいですね。はい、わか

りました。じゃ、自由民主党・新しい議会になるんですかね。４つありましたけど、これは４つでい

いということですか。二、三個と委員長は言っていました。 

○【髙柳貴美代委員長】 そうですね。今、伺ったところですと、虹さんのところと公明党さんと一

緒のところがございましたので、（「ん」と呼ぶ者あり）公明党さんのほうと、（「４つ出てたじゃ

ない」と呼ぶ者あり）４つの中の、（「１つは……」と呼ぶ者あり）そうするとどうですかね。いか

がですか。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。 

○【小口俊明委員】 それと進め方に関して、今後、皆さんの協議ということだと思いますけれども、

これまで過去の議運での懸案事項の協議のやり方という意味では、優先順位づけによる進め方もあり

ましたでしょうし、また、いわゆる優先順位ということよりも、むしろ全てにわたって並行して協議

をしていって、その中で、早く進むであろうというものがおのずと見えてくるので、それはさらに注

意をしてというようなことでやってきたことも過去にはあったかと思います。いろいろなやり方があ

るのかなということは思いましたので、それは今後、皆さんで協議していけばよろしいかなと思いま

す。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。ほかにございますか。よろしいですか。 

 では、皆様の今、御意見を伺って、そのような形で、次回のときに進め方を具体的にどのように行

っていくかということを考えていきたいと思いますので、各交渉団体さんのほうで考えのほうをまと

めていただきたいと思います。 

 そうしますと、今のところをまとめさせていただきます。各交渉団体の懸案事項を本日発言いただ

きました。懸案事項につきましては、できましたら各交渉団体内で二、三個にまとめていただき、８

月15日木曜日の午前中までに事務局にメールで御提出いただきたいと存じます。それをもとに、次回

は８月26日、第３回定例会前になりますが、協議を行いたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 なければ、以上で議題１、懸案事項についてを終わらせていただきます。 

 以上で本日の議題の協議は終了いたしましたが、ここで議長より発言を求められておりますので、

これを許可します。石井伸之議長。 

○【石井伸之議長】 貴重なお時間、発言の機会をいただきましてありがとうございます。私からは

懸案事項の協議に加えて、議長からの議会運営委員会に対しての諮問を行い、そして御協議をいただ

きたい事項がございますので、そのお願いでございます。正式に諮問をする前に委員の皆様にお伝え
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するために、まずは口頭でお伝えしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 １点目につきましては、会派代表者会議及び会派会議についてでございます。会議規則の117条、

こちらのところに協議又は調整を行う場ということで会派会議又は会派代表者会議というものがこち

らに明記され、位置づけられております。しかし、ここ数年の状況によりますと、その構成員になっ

ていない議会運営委員長であったり、または広報・広聴委員長に出席を求めるというような機会もご

ざいました。したがいまして、構成員の中に招集権者が出席を認めた者を追加する形での会議規則の

改正を行い、議員の公務の範囲を広げていきたいと考えております。 

 また、先般の議会の一般選挙後、招集権者である議長が一定期間不在となるということもありまし

たので、会派会議・会派代表者会議等の招集権者として、議長が選任されるまでは議会事務局長の文

言の追加、これもお願いしたいというふうに考えております。 

 続いて、２点目でございます。２点目につきまして、広報・広聴委員会というものの位置づけ、こ

れが実際に117条の中に今現在、明記されていないというところがございます。地方自治法上の会議

には、この広報・広聴委員会が位置づけられていないということから、そのまま公務として認められ

ていないという状況があります。現在も広報・広聴委員会が行われるたびに議長決裁をわざわざ上げ

て、それで議長が印を押して、そして公務といった形での体裁を整えているという状況がございます。

そこで、ぜひ117条の部分、ここの別表の下に広報委員会又は広聴委員会というものをしっかりと定

めた中で、広報・広聴委員会を公務として、また地方自治法上の協議・調整の場という形で位置づけ

る必要があるというふうに考えております。こちらも今後、正式な議長からの諮問事項という形でま

とめさせていただき、そして今後、書面で御提示をさせていただきますので、まずは口頭で御報告を

させていただきます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 今の発言につきまして、質疑等ございますか。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 確認なんですけれども、改選後の議長不在のときだけという意味ですよね、

事務局長が招集権を持つというのは。例えば震災とかで連絡とれないとかいうときにはどうなのかみ

たいなのがちょっとわからなかったので、ごめんなさい。 

○【石井伸之議長】 まさに稗田委員がおっしゃるとおり、いろいろな幅があると思います。今のと

ころ私が想定しているのは４年に１回ごとの、まさに改選直後の議長が決まっていないというところ

をまずは一般的な考え方でお示しをさせていただきましたが、しかし、稗田委員がおっしゃるとおり、

いざ何かあるかわかりません。正副議長と全く連絡がとれないというような状況も、もしかするとそ

ういったことも想定の範囲の中から考えますと、やはりそういったことも考えて、議会事務局長が招

集できるという形で定めておくことが、今後の議会運営上、必要な措置であるかなというふうに考え

ております。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 なければ、今後も諮問事項についても順次協議を行ってまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

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

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

午前１０時１９分散会 
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