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    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．最終本会議の議事運営について 

    (1) 議事日程（第２号）案について 

    (2) 議案等の取り扱いについて 

    ２．決算特別委員会の議事運営について 

    ３．懸案事項について 

    ４．議長の諮問事項について 
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午前１０時１分開議 

○【髙柳貴美代委員長】 皆様、おはようございます。最終本会議に向けた議会運営委員会にお集ま

りいただきまして、まことにありがとうございます。 

 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。 

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

◎議長及び市長挨拶 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、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。委員の皆様、また、理事者の皆様、そして、出席説明委

員の皆様、本日は最終本会議に向けた議会運営委員会に御出席をいただき、まことにありがとうござ

います。 

 今期の最終本会議に向けては、幼児教育無償化に向けた大変重要な議案もあり、また、教育委員の

人事案件といった大変重要な議題もありますので、ぜひとも慎重審査を賜りますよう心からお願いを

申し上げます。 

 また、議会閉会中の継続審査といった形で、決算特別委員会が行われることとなっております。開

かれた議会に向けて、今期の決算特別委員会よりインターネット中継が開始されます。そちらにつき

ましても、しっかりと皆様とともに決算の議論を行っていただき、そして、新年度予算に向けた質疑

となりますように心からお願いをいたしまして、議長より一言の挨拶とさせていただきます。 

 本日、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。 

 続いて、市長から御挨拶をお願いいたします。市長。 

○【永見市長】 おはようございます。着座にて失礼させていただきます。 

 各常任委員会では慎重な審査をいただきまして、ありがとうございました。また、本日は19日の最

終本会議に向け、議会運営委員会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。 

 初めに、去る８月26日の議会運営委員会で、準備が整い次第提出させていただくとしておりました、

国立市教育委員会委員の任命に伴う同意についての人事案件につきましては、第56号議案として追加

提出させていただきました。 

 また、草刈り作業中の車両損傷事故に係る和解に伴う専決処分事項の報告について、さらに、健全

化判断比率等について及び債権の放棄についての報告、並びに平成30年度各会計の歳入歳出決算認定

の案件につきましても、準備が整ったことから追加提出させていただきました。決算特別委員会での

御審査、よろしくお願いいたします。 

 最後に、第46号議案、国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例案についてです。本条例案につきましては、従うべき内閣府令の誤りが発覚

したところですが、福祉保険委員会において、この間の経緯等を御説明し、当初提案の内容で御審査

いただきました。このたび、官報にて示された内容にて条例案を作成いたしましたので、議案の差し

かえをお願いするものでございます。 

 なお、参考までに、変更部分にかかわる条例案をお手元に配付させていただきました。御参照くだ

さい。最終本会議においての議案の差しかえとなってしまい、大変恐縮ですが、よろしくお願いいた

します。 

 私からは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、お手元に御配付の協議事項に従って議事を進めてまいります。 

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

議題１．最終本会議の議事運営について 

 (1) 議事日程（第２号）案について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題１、最終本会議の議事運営について。(1)議事日程（第２号）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（第２号）案につきまして御説明を申し上げます。 

 お手元に御配付いたしました令和元年第３回定例会議事日程（第２号）をごらん願います。市長提

出議案は、決算認定や報告を含め22件、陳情が５件、議員提出議案が１件提出されております。 

 なお、議事日程の登載順序は、前例に倣い、配列をいたしております。 

 日程第15、第56号議案国立市教育委員会委員の任命に伴う同意について、日程第16、認定第１号か

ら日程第20、認定第５号までの平成30年度各会計決算５件、日程第21、報告第９号健全化判断比率等

についてから日程第23、報告第11号専決処分事項の報告についての報告３件につきましては、追加提

案をされたものでございます。 

 次に、日程第28、議員提出第８号議案水道事業民営化に関する附帯決議に基づいた適切な対応を求

める意見書案につきましては、陳情の採択を受けて提出されたものでございますので、関連する陳情

の次に登載をいたしております。 

 議事日程（第２号）案につきましては、以上のとおりでございます。よろしく御協議いただきます

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。 

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

 (2) 議案等の取り扱いについて 

○【髙柳貴美代委員長】 (2)議案等の取り扱いについてに入ります。 

 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、議案等の取り扱いについて御説明を申し上げます。 

 初めに、日程第４、第46号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例案について、市長の御挨拶にもありましたが、従うべき内閣府令の

誤りが発覚したことから、議案の訂正依頼がございました。本日付で訂正された議案が市長から提出

されておりますので、内容説明の後、訂正についてお諮りをすることとなります。 

 日程第５、第46号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例案と日程第６、第47号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例案は、付託先の福祉保険委員会において、また、

日程第13、第54号議案国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案と日程第14、第55

号議案会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案は、総務文教委員会におい

て関連することから、それぞれ一括議題、別個採決の扱いといたしておりますので、本会議におきま
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しても、そのような取り扱いをお願いいたします。 

 次に、日程第15、第56号議案につきましては、人事案件でございますので、先例に倣いまして、提

案説明を行った後、質疑、委員会付託、討論は省略し、直ちに採決に入り、採決は無記名投票で行う

こととなります。 

 日程第16、認定第１号から日程第20、認定第５号までの平成30年度各会計決算につきましては、先

例に倣いまして、一括議題といたします。各会計決算の提案説明は、副市長から説明を受けた後、質

疑を省略し、直ちに議長と監査委員を除く全員構成による決算特別委員会を設置し、そこに付託し、

閉会中の継続審査とする扱いとなります。 

 なお、具体的な取り扱い方法につきましては、後ほど決算特別委員会の運営方法の中で御説明をし、

御協議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。 

 また、決算特別委員会の正副委員長につきましては、先日開催されました会派代表者会議で協議を

いたしまして、前例に倣って選出することを確認いたしました。その結果、委員長に石井めぐみ議員、

副委員長に重松朋宏議員が推薦されておりますので、特別委員会設置後、議長が指名し、会議に諮る

という扱いとなります。 

 日程第21、報告第９号健全化判断比率等についてと日程第22、報告第10号債権の放棄についてにつ

きましては、報告を受け、質疑は決算特別委員会で受けることとなっておりますので、そのような取

り扱いをお願いをいたします。 

 日程第23、報告第11号専決処分事項の報告についてにつきましては、地方自治法の規定により報告

を受けるものでございます。 

 次に、日程第28、議員提出第８号議案につきましては、陳情の採択を受けて提出されたものでござ

いますので、先例に倣い、提案説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、採決の扱いとなります。 

 議案等の取り扱いにつきましては、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。 

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

議題２．決算特別委員会の議事運営について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題２、決算特別委員会の議事運営についてに入ります。 

 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、決算特別委員会の議事運営につきまして御説明をいたします。 

 まず、決算特別委員会の日程でございますが、10月３日木曜日、４日金曜日、７日月曜日、８日火

曜日の４日間と確認をされております。 

 決算認定につきましては、先例に倣い、議長と監査委員を除く全員で構成する決算特別委員会を設

置し、決定後に付託し、閉会中の継続審査とする扱いとなります。 

 次に、決算特別委員会の議事運営について御説明をいたします。お手元に御配付いたしました議会

運営委員会資料№４をごらんいただきたいと存じます。 

 初めに、第１日目、10月３日の議事運営でございますが、委員長が委員会運営方法等の説明をいた
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します。 

 次に、代表監査委員から決算審査意見書の説明を受けた後、その御質疑に入ります。終了後、代表

監査委員には退席をしていただきます。 

 続いて、健全化判断比率等についての質疑に入ります。 

 次に、一般会計の歳入全般に入り、まず、政策経営部長から一般会計の歳入の補足説明を受けた後、

本会議での提案説明、債権の放棄について及び一般会計歳入全般に対する質疑を行うこととなります。 

 ２日目の４日金曜日は、前日からの質疑が終了した後、一般会計決算の歳出に入り、各部長から一

般会計歳出全般の補足説明を受けた後、款１議会費から款７商工費までの質疑を行うこととなります。 

 ５日土曜日及び６日日曜日は休会とし、３日目の７日月曜日には、款１から款７までの質疑が終了

した後、款８土木費から款13予備費までの質疑を行い、終了後、討論を省略し、直ちに採決を行うこ

ととなります。 

 ４日目、８日火曜日は、各特別会計の歳入歳出決算に入ります。まず、担当部長からそれぞれ補足

説明を受けた後、歳入歳出一括して質疑に入り、終了後、討論を省略し、直ちに採決に入ります。採

決は別個採決とする扱いでございます。 

 また、決算特別委員会の委員席につきましては、おおむね前例に倣いまして案を作成いたしました

ので、御確認をお願いしたいと存じます。 

 以上が決算特別委員会の議事運営についてでございます。 

 次に、決算特別委員会の資料配付日でございますが、９月26日木曜日までに各会派、議員控室に配

付したいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 また、令和元年第４回定例会で行う決算認定の会派代表討論の順序につきましては、決算特別委員

会終了後、抽せんにより決定をしたいと存じますので、御了承願います。 

 決算特別委員会の御説明は、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） 

 それでは、議会事務局長の説明のとおり決定をいたします。 

 皆様の御協力によりまして、議題１の最終本会議の議事運営についてと議題２の決算特別委員会の

議事運営については終了いたしました。 

 市長を初め当局におかれましては、退席をしていただいて結構でございます。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】 では、議題３、懸案事項についてに入ります。 

 前回は時間の都合があり、協議を行うことができませんでしたが、今回は進め方について協議を行

ってまいりたいと思います。 

 議会運営委員会資料№３として、各交渉団体の懸案事項一覧を前回御配付しております。前々回御

報告いただいておりますが、補足等があれば承ります。いかがですか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ、進め方の協議に入る前に、懸案事項一覧の項番１と項番８でございますが、ともに政治

倫理審査会に係る事項でございます。項番８のほうは調査請求権も含まれており、項番１を包含する

ものと思われますので、統合することでよろしいでしょうか。１番と８番。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。 

 次に、懸案事項の協議の進め方でございます。優先順位を決めて順次協議をするやり方と、期間を

区切って幾つかの懸案事項を並行して協議するやり方があると思います。このことについて、御意見

等を承りたいと思います。いかがですか。住友委員。 

○【住友珠美委員】 ちょっと質問ですけれども、先例ではどのように、議会運営委員会では進んで

いたのか、教えていただけますか。前回とかその前とかで。 

○【内藤議会事務局長】 議会運営委員会の懸案事項の進め方につきましては、国立市議会での先例

に、それに類する規定はございませんので、それぞれの、その期の議会運営委員会の委員の皆様のお

話で、進め方を決めていただければと思っております。 

○【住友珠美委員】 前回はどういうふうに進めていったのか、それを教えていただけますか。 

○【髙柳貴美代委員長】 よろしいですか。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 前回は解決しやすいものから取り組みをして、その前の期は並行して進め

ていったということでありましたので、先ほど御説明したように、その期の議運のメンバーさんで内

容を見ていただいて、取り扱いを皆さんで御協議いただければよろしいのかなと思っているところで

ございます。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 できればの提案なんですけれど、政治倫理条例ですとか、こういうものは結構

優先順位が高いのかなと思っていますし、現にそういう案件もあるのかなという気もします。今回は

調査特別委員会もあって、そんなに議運の日程って組めない可能性があると思うので、できれば政治

倫理条例を優先していただけるとありがたいなと。ただ、ほかの項目を別に排除するわけじゃありま

せんので、できれば時間をかけて、あるいは、政治倫理条例を12月ぐらいまでに仕上げたほうがいい

のかなと提案したいと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。 

 ただいま藤田委員のほうから政治倫理条例について、まずは、優先順位ということで、これを１本

に絞って、また、特別委員会もあること、日程のこともあるので、12月から、それはこれからの話し

合いになると思いますが、そこからやっていきたいという御意見がありました。 

 ほかにはいかがですか。小口委員。 

○【小口俊明委員】 過去のやり方の紹介がありましたけれど、重要度で決めていくというのは、な

かなか難しい側面があるなというのが私の理解です。というのは、各交渉団体でそれぞれ出してこら

れるものということであるから、やはり、それはどれが優先でというところが、各委員全員で合意が

できればそれがよろしいかと思いますけれども、そこを決めることに時間がかかってしまうという心

配もある中で、ただ、今、藤田委員がおっしゃった政治倫理条例は、恐らくは各交渉団体、または、

その代表の皆さんの共通認識として、非常に重要だという御認識は皆さん共通かなという側面もある

ので、これは皆さんが合意、同意されれば、そういったあり方というのはとってもよろしいのかなと

思いました。 

 また、以前の例で、これはすぐにみんなで合意できそうだねというめどが立つようなものがあれば、
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それは先にやる。その意味での、重要度とはまた別の期間的な、あるいは、タイミング的な意味での

優先度を上げるという方法論は、皆さん御理解の中で可能かなとは思いました。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。 

 今、藤田委員と小口委員のお話から、優先順位を決めて順次協議していくということは共通だった

と思います。その中でどのような優先順位をつけるかということに関しては、話し合いが必要だとい

うことだと思うんですけれども、その辺のところの御意見はいかがでしょうか。住友委員。 

○【住友珠美委員】 皆さんがそういうところで落ちつくのであれば、私も優先順位を決めて進ませ

ていくというのは特に問題はないと考えております。 

○【藤江竜三委員】 小口委員がおっしゃるように、合意しやすいところから優先順位をつけてやっ

ていくというのはよろしいかなと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほか、いかがですか。 

○【稗田美菜子委員】 大丈夫です。見ていただいているので大丈夫です。 

○【髙柳貴美代委員長】 そうしますと、今の皆さんの御意見を集約すると、重要度で優先順位、ま

た、合意できやすいものというような２点が出たと思うんです。優先順位を決めて順次協議するとい

うことはその形でいいと思うんですが、今、８つの項番で出ておりますけれども、その懸案事項の中

の、今、皆さんがおっしゃったようなことを鑑みた優先順位ということを具体的に決めていかなけれ

ばならないと思うんです。それに関しての御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 先ほど、藤田委員は１を一番先にという具体的な御意見がありました。 

 合意が可能な順でということで、小口委員と藤江委員のほうから御意見がありましたが、その観点

からいきますと、いかがでしょうか。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 合意できる、できないというか、取り組まなきゃいけないという点では、必ず、

全会派そうだと思うので、６については議会運営委員会で取り組むならば任期中にやらなくてはいけ

ない、これは早い段階で取り組む必要があるだろうと思いますし、また、議会の働き方改革というの

も、順次提案できるものはしていったらよいのではないかと私は考えております。 

○【稗田美菜子委員】 お伺いしたいんですけれど、議会の働き方改革って、この文面だけでいくと、

議会事務局の軽減とか、理事者というか、理事者及び部課長クラスの軽減というイメージに見えるん

です。例えばこの間、委員会が８時まで長引いてしまったりすると、個人的な話になってしまうかも

しれませんけれど、妊婦的には大変しんどかったりするので、そういうものも全部ひっくるめて働き

方改革みたいなイメージでもいいんですか。 

○【藤江竜三委員】 そういったイメージでいます。具体的な提案、向こう側からも提案を受けられ

ればいいですし、議会運営委員会で話し合って、こういうことができるよねということを提案できれ

ばいいと思います。 

 例えば８時までかかってしまったときに、今ですと、やっぱり退出しにくい雰囲気があると思うん

ですけれど、退出していただく工夫をつくっていただいたり、議会では全部、１議案ごとに閉鎖して

いると思うんですけれども、そういうのを閉鎖しないで済むやり方があるならば、５分、10分でも縮

めるやり方とか、いろいろ議会で広い意味でできることもあると思います。 

 また、ＩＣＴ化については、ＩＣＴ化を進めることによって、印刷時間の短縮であったり、ペーパ

レス化、あと、資源の節約といったことも、それはちょっと働き方改革とは違ったメリットですけれ

ど、そういったものが提案できるだろうということで、順次、議会運営委員会でこういった建設的な
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ことも話し合っていくべきではないかといった提案でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ここで、暫時休憩させていただきます。 

午前１０時２９分休憩 

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

午前１０時４４分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開させていただきます。 

 ただいま、暫時休憩中に話し合いの結果、項番の中で９項目ありますが、その中で包含できるもの

もあり、政治倫理条例に関するもの、そして、基本条例に関するもの、また、働き方改革、この３つ

の重要項目を最優先で話し合っていく、協議に入るべきではないかということまでが決まりました。 

 その際に、この３つの重要課題を並行して協議を行っていくか、または、積み上げ式で行っていく

か、その辺のところを持ち帰り事項とさせていただくことが第１点。 

 また、その中で、基本条例に関しては並行して協議を行っていくか、積み上げ式で行っていくかと

いうことを考える際にも、やはり各会派で方向性を含めた順番の考え方というか、方向性を含めた内

容まで持ち帰っていただきたいということがありました。これが３点。 

 ４点目が、働き方改革については具体的な項目をそれぞれの会派で次回までに協議をいただいて、

持ち帰りいただきたいと思うということで、そこまで決定いたしましたので、その４点、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

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

議題４．議長の諮問事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 では、続きまして、議題４、議長の諮問事項についてに入りたいと思いま

す。 

 これも前回協議できませんでしたが、このことについて、議長より御説明をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 前々回の議会運営委員会におきまして、諮問の内容については御説明しており

ますが、改めて簡単に御説明をさせていただきます。 

 前回配付いたしました諮問書のほうをごらんください。令和元年８月21日付という形で諮問書のほ

うを既に配付させていただいておりますので、そちらをまずはごらんください。 

 諮問項目の１番につきましては、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でご

ざいます。議運の委員長や広聴委員長等も、会派代表者会議及び会派会議の構成員となるように、会

議規則の改正を検討いただくものでございます。また、議長が不在の場合の招集権者についても会議

規則に規定するよう、お願いするものでございます。 

 諮問事項の２番は、広報委員会及び広聴委員会を協議調整の場として位置づけられないか、検討を

お願いするものでございます。 

 参考メモといたしまして、会議規則の改正案の新旧対照表を添付しておりますので、協議の参考に

していただければと存じます。 

 諮問書につきましては、以上でございます。御協議のほど、何とぞよろしくお願いをいたします。

以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。このことについて、質疑、意見等を承ります。いか

がですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 それでは、議題４、議長の諮問事項についてを終わります。 

 ここで、次回の日程を確認いたしますので、暫時休憩といたします。 

午前１０時４８分休憩 

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

午前１０時５３分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 では、休憩を閉じまして議事を再開いたします。 

 まず、議長からの諮問事項についてでございますが、次回の議会運営委員会に最終確認をさせてい

ただきたいと思いますので、本日お持ち帰りいただき、協議を行っていただきたいと思います。 

 次回は10月９日、午前であれば10時、午後であれば13時30分からということで開催させていただき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

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

○【髙柳貴美代委員長】 以上で本日の協議事項は全て終了いたしました。 

 これをもって議会運営委員会を散会といたします。 

午前１０時５４分散会 
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