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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。 

 昨日は、すばらしいニュースが飛び込んでまいりました。旭化成名誉フェローの吉野彰さんが昨日

ノーベル化学賞を受賞するという大変すばらしい栄誉な賞をいただいたということで、同じ日本人と

して、大変うれしく思うところでございます。国立市といたしましても、文教地区、文教都市という

ことで教育に力を入れる中で、またさらに新たなノーベル賞受賞者が、この国立市から、また生み出

されることを心から願って、冒頭一言挨拶をさせていただきます。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題１．令和２年定例会の日程について 

○【石井伸之議長】 では、大きな１番の令和２年定例会の日程について、説明をさせていただきま

す。 

 まず、議題１、令和２年定例会の日程です。これは、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年定例会の日程につきまして、御説明をさせていただき

ます。 

 会派代表者会議資料№７をごらんください。日程につきましては、従前を参考にいたしまして、作

成をしているところでございます。令和２年には、12月に市長選挙が行われることから、平成28年第

４回定例会の日程、また、多摩26市の市長選の会議日程等の状況を勘案いたしまして、第４回定例会

の日程を早めている日程案となっているところでございます。第４回定例会は、令和２年10月29日が

初日、11月18日が最終本会議という日程案でございます。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】 ありがとうございます。 

 議会事務局長から説明があったとおり、第４回定例会の日程が、主に11月に実施するという案とな

っております。ほかの定例会について、ほぼ従前のとおりとなっております。 

 皆さん、いかがでしょうか。青木議員。 

○【青木健議員】 １定なんですけれども、２月26日、初日を迎えて、一般質問が５日間とってある

というのはどういうことですか……（「これは代表質問が」と呼ぶ者あり）ごめんなさい。そうか、

代表質問なんだ。わかりました。 

○【石井伸之議長】 大丈夫ですか。 

○【青木健議員】 はい。 

○【高原幸雄議員】 12月、第４回定例会を前倒しということは了解なんですけど、市長選と選挙の

日程というのは、まだ今のところはわからないですか。 

○【石井伸之議長】 選挙管理委員会事務局長、また選挙管理委員会委員長から、まだ正式に市長選

挙の日程は決まっていないというところは大前提で、ただ、市長の任期が令和２年の12月24日となっ

ていることから、これは恐らくなんですけれども、12月のどこかの日曜日で告示され、どこかの日曜

日で投開票というところは示されているところでございます。以上です。 

○【高原幸雄議員】 わかりました。 
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○【藤田貴裕議員】 １定で卒業式とぶつからなかったというので、それはありがたいと思います。

ありがとうございます。最終本会議予備日は、今回は要らないんですか。 

○【内藤議会事務局長】 今まで、確かに予備日という形で、第１回定例会、２日間の最終本会議を

お示ししてきましたけれども、皆様、御存じのように、最終本会議の議事運営が少し変わったという

こともありまして、実質、終わる時間に関しても、２日目にかかっていることがないものですから、

事務局としましては、議長と御相談をさせていただいて、最終本会議は１日という形の日程を組まさ

せていただきました。当然、27日の金曜日というものを意識してあけてあるという形にはしてござい

ます。以上でございます。 

○【藤江竜三議員】 市長選挙の関連なんですけれども、任期が24までとなると、27の可能性という

のはないということですか。 

○【石井伸之議長】 はい、27という可能性はありません。 

○【藤江竜三議員】 それと、天下市の日程なんですけれども、結局どうなったのか、どのあたりと

予想されているのかというのを確認させてください。 

○【内藤議会事務局長】 担当課のほうには事務局のほうから確認をさせていただきましたけれども、

まだ実行委員会のほうでも正式な日程というものは決定していないというところでございます。令和

２年第４回定例会の設定につきましては、天下市の開所式を重複しないようには勘案して設定させて

いただいたというところでございます。以上でございます。 

○【石井伸之議長】 少しだけ補足させていただきますと、局長から担当のまちの振興課、それを通

じて商工会のほうに聞いていただいたところです。予測の範囲なんですが、天下市が10月30日が初日

になるか、それとも10月31日が初日となるか、それとも、もしかすると11月１日が初日になるか、こ

の３つが考えられるのではないかというところから、10月30日、10月31日、11月１日には議会がかか

らないようにという配慮の中から10月29日を初日としたという案になっております。 

○【藤江竜三議員】 きのうの夜聞いた話なんですけれども、商工会青年部に入っておりまして、部

長さんと話がきのうの深夜にできまして、聞いたところによると、例年というか、火曜日に、文化の

日でしたか、かかる場合がある日は大体１、２、３という形でやっている可能性が高いというような

お話を伺えたところでございます。その点を踏まえて、皆さんで協議ができたらと思います。遅くな

ってしまって申しわけありません。 

○【石井伸之議長】 藤江議員、情報提供いただき、ありがとうございました。というところで、開

所式初日はできれば外したいというところから、10月29日初日という形で、令和２年第４回定例会を

行いたいと考えております。この日程について、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、この日程のとおり、確認をさせていただきます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題２．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、議題２、政策形成サイクルについてに入ります。 

 政策形成サイクルについては、議会改革特別委員会でも、別紙の資料のとおり、議論をされてきた

ものとなっております。副議長とも相談をさせていただき、資料のとおり、素案をまとめたので説明

をさせていただきます。 

 会派代表者会議資料№８をごらんください。会派代表者会議資料№８の次のページなんですけれど
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も、（５）の政策形成サイクルについて、67ページ、68ページというところが、これは青木健議員が

議会改革特別委員会委員長を務められた時代に、議会基本条例における改善点、このようにしておく

べきだというところをまとめた資料も添付させていただいております。 

 そういった中で、政策形成サイクル、市民の皆様からいただいたさまざまな御意見、また議員とし

て、これは全会一致で協議をする中で、しっかりと予算をつけて政策として位置づけていくべきだ、

しっかりと実施をしていくべきだ、そういったものを抽出する中で、しっかりと議会としてまとめ上

げていきたいと、そういう思いから素案のほうをつくらせていただきました。 

 素案の２ページ裏面を見ていただきますと、議会内における議論のステップというものをつくらせ

ていただきました。これはあくまで素案ですので、本日は、できれば皆様から質疑応答をした後に、

各会派は持ち帰っていただいて、その後、また次回の会派代表者会議において議論を進展させていた

だきたいと考えております。 

 それでは、簡単に説明させていただきます。議会内における議論のステップなんですが、議会基本

条例第５条における市民意見を受けて、政策素案としてまとめ、そして議員が議長に、まずはどなた

かの議員から議長に対して、これはぜひとも政策形成サイクルにのせて、政策としてまとめ上げてい

くべきだという案件を議長に対していただきたいと考えております。 

 そして、続いて１番として、それを正副議長として受けとめた後に、正副議長として、この素案は

議会全体でしっかりとまとめ上げるべきだということを納得、了承した後に、政策素案を担当常任委

員長へお伝えをいたします。そして、その後、担当常任委員長が担当の常任委員会の中で政策素案を

もんでいただきます。政策素案を協議していただいて、そしてこれはしっかりと政策としてまとめ上

げていくべきだという形で御了承、納得いただいた後に、今度は、政策形成調整会議を開催したいと

考えております。政策形成調整会議というものは、担当常任委員長が全議員に対して、特に残り他の

２つの常任委員会に所属している方々に対して説明をして、そして御意見を承る、また質疑を承る、

そういったキャッチボールをする中で、政策の中のさまざまな疑問点というものを改善していき、さ

らに、政策として磨きをかけていくといった形を考えております。 

 そして、大きな４番、政策形成調整会議の中で協議をした後に、全議員の了承を得た後に、今度は

大きな５番として、会派代表者会議の中で確認をいたします。会派代表者会議で了承を得た後に、６

番として議会における議決を行い、そして、７番として議長から市長へ政策提言として議決した政策

を市長に伝え、そして予算計上を求めます。そして、その後に８番として、政策実現に向けて担当当

局とさらに細かい意見交換、さらにフォローアップにも重ねて政策の実現につなげていくと考えてお

ります。 

 そして、あと、右側の四角の部分なんですが、２番の担当常任委員会での協議と、政策形成調整会

議での協議においては、右側にあります四角の中、議会基本条例第５条第２項、これは最初の１ペー

ジのほうに戻っていただきまして、第５条第２項にあります、「議会は、前項に規定する政策形成の

実現に当たり、事案に応じて、次に掲げる方法を用いる」ということで、第１号の議会報告会から市

民の意見を聴く会、または意見交換会、または公聴会、参考人、パブリックコメント、またそれ以外

に掲げるもののほか、議会が必要と認めるもの、第２項の第１号から第６号を必要に応じて活用する

という形で考えております。 

 もう一回戻っていただきまして、またその中で担当当局との意見交換も随時行う中で、政策の実現

に向けて、担当当局と意見交換を行い、実効性を担保するといった形での議会内における議論のステ
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ップをつくってまいりました。 

 まずは、一旦説明はこの程度にとどめさせていただきまして、ぜひ今、説明した中で疑問等、また

御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。小口議員。 

○【小口俊明議員】 政策形成サイクルを進めていくには、前提として全会一致ということになるか

と思います。それで、ステップの中で、全会一致を確認できる段階というのはどこになりますか。多

分なるべく早い段階のほうがよろしいかと思うんですけど、これはどこになりますか。 

○【石井伸之議長】 私としては一番最初の時点で、私はどなたかの議員が議長に伝える時点で、こ

れはもう全会一致で協議をして進めていくべきだろうという前提がまずはないと、政策形成サイクル

は全会一致という大原則にはとてもなかなかのらないと考えております。私は一番最初の段階で、こ

れはもう全会一致で行けるという思いがある中で出していただきたいと考えております。 

○【小口俊明議員】 想定される具体的な流れを考えてみると、市民の意見を聴く会で、市民から、

例えば政策等が上がってきたとします。これまでもそういったことがありました。それを、意見を聴

く会の中で全会一致というのを調整する、多分そういう段取りがいいのかなと思いました。そのとき

に、広聴委員会の皆さんですよね。ですから、その辺の具体的なイメージといったものの想定をした

ほうがいいのかなと。その中で全会一致が確認できるような仕組みになっていればいいなと思いまし

た。 

 あと、もう１つ、別件で、２ページ目の右側の黒い四角に担当当局との意見交換という内容が二重

丸で書いてあります。これも非常に重要な、ステップの中ではあれなのかなと思っていました。それ

がステップの上から下の流れの中で、どこにあるのかなと見たんですけど、矢印が小さいものがつい

ています。２つあるんですけど、２番目のところ、担当常任委員会での協議、４番目のところ、政策

形成調整会議での協議、これはどちらになるのか、あるいは、両方、担当当局との意見交換を想定さ

れているのか、議長の頭の中でどういうお考えなのか。 

○【石井伸之議長】 私は両方だと思っていますし、担当常任委員会で協議をする中で、政策として

磨きをかけていく場合、また、もう１つは政策形成調整会議といった場の中において、例えば、案の

段階ですけれども、政策形成調整会議の中に担当当局の方にも来ていただいてという話もあれば、も

しくは、政策形成調整会議の懇談会を何回か重ねていく途中の段階で、キャッチボールを担当当局と

行うということも想定できると思います。 

 ほかはいかがでしょうか。まだ本当に素案も素案です。 

○【藤江竜三議員】 まだ素案ということで、一度持ち帰ってゆっくり考えたいんですけれども、前

提として、政策形成調整会議の位置づけと、どういったメンバーを大体想定しているのかというとこ

ろを確認したいのと、担当当局との意見交換です。これは議長に伝える前の議員が意見交換を多少し

ておくべきかということも思いました。政策形成調整会議について、２点をお伺いします。 

○【石井伸之議長】 政策形成調整会議は、全議員が出席と考えております。ただ、担当常任委員長

は説明をする側、そしてほかの２つの常任委員会の皆様は、どちらかというと、担当常任委員長から

の説明を聞いて、それに対して質問、意見を投げかけるといった役割という形でイメージをしており

ます。 

 あと、先ほどの担当当局との意見交換、まさに藤江議員がおっしゃるとおりでありまして、２番、

４番にかかる前の段階でも、ぜひ担当当局と事前の意見交換というものをやっていただきたいと考え

ております。 
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○【高原幸雄議員】 形成サイクルについては、これまで議論もあって、今回の素案について持ち帰

って、さらに議論を深めたいと思うんです。大体、１番から９番までの流れのタイムスケジュールと

いうのは、どんなことが想定といったら変だけども、提起された問題を第１回定例会で提起されたら、

１年ぐらいかけて議論して、政策提言をして、来年度予算ぐらいには反映させるというサイクルが考

えられますか。課題によっては、重いものもあるし軽いものもあるから、市長部局との関係で、政策

がそんなには単純にいかないという問題もあるでしょうけれども、その辺はどのぐらいのスパンで考

えたらいいんですか。 

○【石井伸之議長】 非常に重要なところだと思います。確かに、１年なのか半年なのか、また本当

に近々にやらなければならないときには、それこそ３カ月とかで一気に進めなければならないといっ

た課題かもしれませんので、これは正直いうと、そのときに出てきた政策の内容、また緊急性、課題

の内容によって、また時間的なものはそれぞれ違うと、今としてはそういう回答しかできないところ

です。 

○【青木健議員】 内容によりけりだし、あとは予算を伴うかどうか、それによっても変わるんでし

ょうから、その課題、課題によって違うんじゃないですか。 

○【石井伸之議長】 ありがとうございます。 

○【藤田貴裕議員】 政策形成サイクルをつくることについては、誰も異論はないとは思いますけど、

一応持って帰りたいと思います。市民の意見の入り口というのは、議会基本条例第５条に限定される

んですか。 

○【石井伸之議長】 私は限定されるものとは考えておりませんが、ただ、第５条というものが議会

基本条例の中にしっかりと位置づけているところからは、まずは第５条というものがあるだろう。そ

れ以外にも、各議員が市民の方から意見を聞いて、これはもうすぐにやるべきだ、絶対に政策形成を

して、予算を伴った形で政策を前に進めるべきだという案件がありましたら、それはそれでしっかり

と受けとめて進めていきたいと考えています。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。ありがとうございます。 

○【小口俊明議員】 今の藤田議員のお話を聞いて、先ほど、私が確認させていただいた市民の意見

を聴く会という第５条に関連するところの想定の質疑をしたわけですけれども、それ以外のところか

らもチャンネルを設定してということになりますと、さっき気にしていた全会一致の確認の場面とい

うのが、また、仕組みとして、委員会の枠組みの中からのものに加えて、もう少し広く一般的にした

ところの全会一致の確認の仕組みというものの想定をしなければならないのかなとは思いました。 

○【石井伸之議長】 貴重な御意見ありがとうございます。そのところもしっかりと考えていきたい

と思います。 

○【青木健議員】 今の部分なんですけど、このシートでいくと、「１議長より担当常任委員長へ」

ということになっていますけれども、この前に担当委員会の中で、もまれていないとおかしいですよ

ね。そうしないと全会一致になるかどうかという判断はつかないでしょう。それが事前として必要な

んじゃないですか。例えば、フォローアップについては、議会基本条例で、このとおりでいいと思う

んですけれども、予備作業、事前段階として、そういうことがあるんじゃないですか。 

○【石井伸之議長】 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す。しっかりとその部

分も反映させていきたいと考えております。 

 ほかにはいかがでしょうか。ぜひ会派に持ち帰っていただいて、私もまだ本当に想定つかないいろ
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いろな部分が出てくると思いますので、この件は本当にじっくりと時間をかけて、全議員が了解して

納得する形での政策形成サイクルをつくっていきたいので、御協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。それでは、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した。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題３．子ども議会について 

○【石井伸之議長】 続きまして、議題３、子ども議会についてとなります。 

 子ども議会については、国立活性化協議会からお話をいただき、議員の皆様に御報告をしながら、

実行委員会設立前の準備委員会という形で事前準備を進めてまいりました。本日の会派代表者会議で

11月24日に子ども議会を開催させていただく確認をいただき、実行委員会を設立したいと考えており

ます。11月24日の子ども議会開催について、御意見をいただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、まず確認をさせていただきます。11月24日、子ども議会開催をさせていただくというこ

とについてはよろしいでしょうか。 

○【青木健議員】 どういう方法でやるのですか。 

○【石井伸之議長】 中身につきましては、それでは、ここで子ども議会実行準備委員会の委員長で

あります髙柳議員から内容について報告をさせていただきますので、高柳議員、よろしくお願いいた

します。 

○【髙柳貴美代議員】 おはようございます。本日は貴重な時間を頂戴いたしまして、ありがとうご

ざいます。 

 11月24日、日曜日開催の子ども議会について……（「どうぞ、御着席ください」と呼ぶ者あり）正

副議長の呼びかけによりまして、９月５日の木曜日に実行準備委員会を立ち上げました。委員８名で

立ち上げまして、その日に委員長を務めさせていただくことになりました、髙柳と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 当該の子ども議会は、くにたち活性化協議会主催の小学校１年生から６年生を対象としたくにジョ

ブの一環として行われます。９月12日の木曜日に活性化協議会のシブヤ会長とお話をさせていただき

まして、９月17日火曜日に第１回の準備委員会を開催しております。そこでおおむねの開催内容を決

めましたので、代表者の皆様にお知らせさせていただきたいと思います。 

 日時につきましては、令和元年11月24日、日曜日、午前10時から11時半までの１時間半で、会場は

本会議場で行いたいと思っております。子供たちの募集人数は、議員定数の21名までとして、当日、

子供たちは市役所市民ロビーに集合し、委員会室へ移動後、事前説明を受け、その後、本会議にて理

事者、市長と副市長と教育長に出席していただいて、当局側の席に座っていただき、市長から提出さ

れた議案に対し、議員に扮した子供たちが意見等を交わして、投票を子供たちにしていただいて、最

後に議長席で写真を撮るという予定で考えております。 

 くにジョブは高学年の方よりも、比較的低学年の児童の方の参加が多いと伺いました。なので、保

護者の方にも同席していただいてもよいのではと考えております。また、市長からの議題につきまし

ては、９月26日、木曜日に市長と懇談をさせていただきました。その折に、永見市長のほうから10月
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中には議題を決めて、実際の議会に近いような形で、議案として提出をしてくださるというお返事を

いただきました。皆様には、参加される子供たちに付き添っていただき、フォローをしていただくと

いう予定に考えております。 

○【青木健議員】 ちょっと待って。俺、出られないよ、この日。 

○【髙柳貴美代議員】 そうですか。参加可能な議員の方になってしまうと思うんです。この日にち

が……。 

○【青木健議員】 いや、だって、それはないという話で進めていたんじゃないのですか。議員は出

ないと。 

○【髙柳貴美代議員】 あくまでも、議員が出ないというか、付き添いのような形で。 

○【青木健議員】 だから、それもないという形で進めていたんじゃないのですか。だから、それを

やることによって、前回、子ども議会をやってさまざまな問題点があったわけです。だから、議員は

そこには参画しないと。ただし、お世話する係の人は要るでしょうからということなんですけど、１

人に１人議員付き添うんだったら、全員出なきゃいけない。 

○【髙柳貴美代議員】 そこまででは、今、おっしゃられたように、あくまでもお世話をする係とい

うことなので、１人に１人ということではなく、21人というのがあれだったと思うんですけど、これ

はあくまでも、あそこに座っていただく人数が余り多くなってしまうと大変なのでということで21名

ということにしているので、１人に１人ついてというのではなくてお世話を、最初に委員会室で御説

明したりとか、そういうときのお世話係という。 

○【青木健議員】 じゃあ、議場には入らないわけね。 

○【髙柳貴美代議員】 議場には、今のところ、そこまではまだ打ち合わせをしておりませんが、ど

の程度、まだ市長のほうからどういう議案を上げていただけるかということもわからないので、投票

行動を行うというのは、お子さんたちに実際に参加型で行っていただいて、投票していただくことが

いいのではないかということで決めておりまして、まだ内容までわかっていないので。 

○【青木健議員】 もともと私は出られないと言っていたんだから、24日については。 

○【髙柳貴美代議員】 わかりました。なので、そのお手伝いで中に入るかどうかまではまだ決めて

いない状態でございます。ただ、手伝いを、どうしても議員が入らないと、事務局の職員さんのみで

は負担をおかけしてしまうのでという程度に考えております。 

○【小口俊明議員】 議員全員参加ではないんでしょう。 

○【石井伸之議長】 はい、ではないです。 

○【髙柳貴美代議員】 議員全員参加ではなくできる方法で、あくまでも、子ども議会ということに

なっているんですけど。 

○【青木健議員】 議員は入る必要ないじゃん。 

○【髙柳貴美代議員】 その点については、話し合う内容につきまして……。 

○【青木健議員】 今のだったら、絶対入るようになってくるよ。今の話だったら。 

○【髙柳貴美代議員】 今、済みません、副委員長に入って、住友議員いいですか。 

○【石井伸之議長】 暫時休憩にしますか。暫時休憩にさせてください。 

午前１０時３０分休憩 

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

午前１０時４６分再開 
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○【石井伸之議長】 休憩を閉じて会派代表者会議の議事を再開させていただきます。 

 ただいま子ども議会実行準備委員会委員長となる髙柳議員から御報告をいただきました。先ほどよ

り、さまざまな御意見をいただいた中で、しっかりそれを踏まえた中で、髙柳委員長には子ども議会

をしっかりと行っていただきますようにお願いしたいと思います。 

 それでは、11月24日、子ども議会を実施する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。それでは、よろしくお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
議題４．議場及び委員会室への飲料の持ち込みについて 

○【石井伸之議長】 議題４に入ります。議場及び委員会室への飲料の持ち込みについてに入ります。

会派代表者会議資料№９をごらんください。 

 議場及び委員会室への飲料の持ち込みについても各議員に御報告をさせていただいておりましたが、

先進市である府中市、立川市の例を参考に、新先例案を作成いたしました。内容は、体調管理を目的

としまして、水、お茶に準ずる飲料を喉を潤す程度の飲み方とします。また、環境面を配慮して、自

前の水筒を使用することとし、机の下に置くこととしております。対象は出席説明員、議会事務局職

員も議員と同様としております。 

 それでは、新先例案を読み上げます。 

 議長または委員長は、水筒に入れ、机上に置かない場合に限り、議場及び委員会室への議員、出席

説明員及び議会事務局職員による飲料の持ち込みを許可するのが例である。以上でございます。 

 先例の説明として、先例集に会派代表者会議での確認事項、６項目の記載もしておこうと考えてお

ります。この点について、皆様、いかがでしょうか。高原議員。 

○【高原幸雄議員】 結構だと思うんですけど、これは目的はこういうことでいいと思うんですが、

持ち込む場合は、議長なりに持ち込む議員は通告するというか、そういうことというのは、「許可す

るのが例である」ということになっているから、それは要らない、ある意味自由にということですか。 

○【石井伸之議長】 おっしゃるとおりです。 

○【小口俊明議員】 今、議長の御説明で６項目を先例集の参考部分に記載するということですね。 

○【石井伸之議長】 そうですね、はい。 

○【小口俊明議員】 わかりました。それがあったほうが後々戸惑わない運用ができるなと思いまし

た。それと、もう一点ですけど、先例集の中身で、「議長または委員長は」という文章の記載をして

いまして、後ろのほうに、「議長及び委員会室への議員、出席説明員及び議会事務局職員」という箇

所ですけれども、最初に「議長または委員長」で始まっているので、「議員または委員」というふう

にすると対応がつくんですけど、ここはそうせず、議員だけでいいんですか。 

○【石井伸之議長】 議会事務局長、いかがですか。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 当然、委員会室では、委員長も議員さんのことを委員とお呼びするという

形になっておりますけど、これは議員、出席説明員、議会事務局職員という職の表示のところでござ

いますので、委員会室においても議員という形の表記で、この場合は、先例の規定の場合には問題が

ないと思いまして、また、こちらのほうがわかりやすいということで先例をこういう形にさせていた

だいています。 

○【小口俊明議員】 了解です。 
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○【高原幸雄議員】 傍聴席については、大体同じ扱いで。 

○【石井伸之議長】 いや……。 

○【高原幸雄議員】 それはちょっとあれかね、分けて。 

○【青木健議員】 飲食禁止のままだよね。 

○【石井伸之議長】 あくまで、この新先例というものは議員、出席説明員、議会事務局職員、また

議長、委員長という形でのくくりとなっております。 

○【高原幸雄議員】 傍聴者には適用が難しいということだね。 

○【石井伸之議長】 はい。傍聴の方は、ここの中は全く想定はしておりません。以前のとおり、傍

聴規則にのっとった形ということで考えております。青木議員。 

○【青木健議員】 先例のほうです。一々議長とか委員長に届けないでいいわけですよね。 

○【石井伸之議長】 おっしゃるとおりです。 

○【青木健議員】 私が、日本語を理解できないのかもしれないけど、「許可するのが例である」、

許可するという行為が入っているんですけど、これは申し入れなくてもいいということでいいんです

か。確認をさせてもらうと。 

○【内藤議会事務局長】 確かに日本語といいますか、先例に「許可するのが例」という形式にして

ございますけれども、他の先例におきましても、こういった先例のつくりをしているところと、もう

一点は、議長、委員長が実質的に自治法に基づきまして、議場、委員会室において議事整理権を有し

ている唯一の方でございますので、議長、委員長において、許可が実質行われているということで、

こういった記載をさせていただいているところです。以上でございます。 

○【石井伸之議長】 先例のつくりとして、このような書き方にどうしてもなってしまうというとこ

ろが、御理解をいただければというところとなっております。青木議員。 

○【青木健議員】 わかりました。こういう書き方であるけど、届け出は要らないということで理解

しました。それで、問題になっているのが、今度、上にある中身の問題で、「水、お茶に準ずる」と

なっているんですけど、これが議会というのは、常に拡大解釈が入ってくるわけです。常識の範囲で

というけど、そこに自分の都合のいいような拡大解釈が入ってくると、準ずるというのは、非常にパ

イが広くなるのではないかと思いますけど、どうでしょうか。 

○【石井伸之議長】 議長としての考え方を述べさせてもらっていいですか。やはりここは紳士協定

ではないんですけれども、これからさらに限定していくと、さらに微に入り細にうがつということに

なってしまいますので、ここは皆様の常識というものに、私は皆様の常識を信じて、「水、お茶に準

ずるものとする」という表記で、あとは今後の運用の中で御理解をいただき、また、青木議員がおっ

しゃるとおり、これはまずいだろうという案件がありましたら、その際は、ぜひ議長に申し出でいた

だきまして、そこでこういった問題があったので、この点はどうしようかということは速やかに協議

したいとは考えております。 

○【青木健議員】 ごめんなさい。表現としてはこういう形でいいにしても、水とお茶ぐらいにしよ

うとか、何らかの申し合わせをやっておくとかしておかないと、必ずこれは拡大解釈が入ってきて、

じゃあ、ジュースでもいいだろうとかいろいろなものが出てきます。出てきたときに、結局はそうい

うふうに決まっていないじゃない、準ずるとなっているじゃないかということを、余計なことをやら

なきゃならないんです。だから、紳士協定もいいですし、皆さんの常識も結構ですけど、そうならな

い例が余りにもここは多いから、導入するに当たっては、その辺も申し合わせはきちんとやっておく
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ということを議長、お願いできないですか。 

○【石井伸之議長】 ということは、本当に簡単に言いますと、水、お茶、もしくはお湯とか、そう

いったものに限る。 

○【青木健議員】 お湯は多分持ってこないでしょう。お湯が持ってこられるんだったら、俺はホッ

トコーヒーを持ってこようかなと思う。だって、まったり飲むところじゃないから、ふうふうしなが

ら。健康上の問題だったり、喉の渇きを潤すんだから、どうしても冷たいものになってくるでしょう。

考え方として……（「白湯はあり得ます」と呼ぶ者あり）逆に白湯なんて持ってくる人いるんですか。 

○【石井伸之議長】 じゃあ、暫時休憩しましょうか。暫時休憩にします。 

午前１０時５７分休憩 

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

午前１１時１分再開 

○【石井伸之議長】 休憩を閉じて会派代表者会議の議事を再開いたします。 

 ただいま国立市議会議場内水分補給の確認事項、大変慎重な御協議をいただきまして、まことにあ

りがとうございます。そういった中で、１項目から６項目あるうちの３項目め、「中身は水、お茶に

準ずるものとする」というところなんですが、表現、表記はこのままとしても、中身につきましては、

水、お茶程度という形での申し合わせをさせていただきたいと考えておりますが、それでよろしいで

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、こちらの水分補給のほうは、このとおり確認をさせていただき

ます。また、実施時期につきましては、この会派代表者会議で確認をされましたので、今後の特別委

員会、また議会運営委員会等でも、しっかりとこのとおり行うという形で、その点の開始時期につい

ても、そちら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、議題の４については終了させていただきます。 

 最後に、御報告がございます。議会事務局長から会派代表にお話をさせていただいておりました、

旧喫煙コーナーについてでございます。旧喫煙コーナーを清掃いたしまして、使用できる状況になり

ました。ミーティングルームとして、隣の小さな応接室と同様に利用していただきたいと思いますの

で、各会派の皆様にもお伝えをお願いいたします。 

 また、今後、農業まつりにおきまして、市民の意見を聴く会、こちらにつきましても、広聴委員会

を先頭に、11月９日から11月10日という形で今、準備のほうを行っておりますので、そちらに対する

御協力のほうもまたよろしくお願いいたします。 

 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。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【石井伸之議長】 これで会派代表者会議を閉会とさせていただきます。皆様の御協力をいただき、

まことにありがとうございました。 

午前１１時３分閉会 


