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午前１０時開議 

○【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。 

 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出が提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、代理委員として上村和子議員に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】 おはようございます。温かい控室から急に底冷えのする委員会に来て、風邪を

引きそうな気分になっている石井伸之でございます。 

 そんな中でもこの議会運営における懸案事項の協議というのは、まさに議会運営委員会の華ではな

いかと感じているところでございますので、ぜひ自由闊達な御議論をいただき、そして各会派、交渉

団体よりさまざまな御意見をいただく中で、国立市議会がまたさらに一歩、また一歩とよりよい議会

となっていくように、皆様の御議論を賜りますようお願いをいたしまして、冒頭の挨拶とさせていた

だきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 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。前回、懸案事項の項番１及び項番

８の政治倫理条例について、項番５及び項番７の議会の働き方改革について、項番６の議会基本条例

の見直しについて、その中で優先順位をつけるのか、それぞれ並行して協議をするのか、進め方の協

議を行いました。おおむね並行して協議する中で、優先順位の濃淡をつけるという方向性となったか

と思います。 

 このことについて日本共産党さんにお持ち帰りいただくことになっておりましたので、その結果に

ついて御報告をいただきたいと思います。住友委員。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。おはようございます。我が会派でその後持ち帰り、議

論いたしまして、一緒に進めるということで了承を得ましたので、それに倣いまして、一緒に進める

ということでお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。日本共産党さんもおおむね並行して協議する中で、

順位の濃淡をつける方向でよいということが今理解できました。 

 それでは、３点について並行して協議を行い、その中で優先順については濃淡をつけることに御異

議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのとおり決定をいたします。 

 続いて、各項番の論点について、各交渉団体の意見を賜りたいと思います。 

 初めに、項番１及び項番８の政治倫理条例についてですが、その前に、昨日の会派代表者会議にお
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いて会計年度任用職員の関係で改正が必要との協議がございましたので、そのことについて議会事務

局より御報告願います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御報告させていただきます。国立市議会政治倫理条例の改正に

つきましては、昨日の会派代表者会議で、お手元の会派代表者会議資料№12のとおり協議が調ったと

ころでございます。 

 この改正は、地方公務員法の一部改正によりまして、会計年度任用職員制度が導入されることに伴

い、規定の整備を行うものでございます。改正する箇所につきましては、第４条第３号の職員の職務

遂行の妨害等の禁止の政治倫理基準の規定、その中におけます職員の定義の部分でございます。現行

職員としまして、再任用職員、嘱託員及び臨時職員を含んだ定義としているところでございますが、

地方公務員法が改正されまして、令和２年４月より会計年度任用職員の任用が始まりますことから、

「嘱託員及び臨時職員」との規定を「及び同法」、この同法は地方公務員法でございますけれども、

「同法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員」との規定に改めるものでございます。 

 第４回定例会での改正となる見込みでございまして、昨日の会派代表者会議の中では、議長を除く

全議員で提出をするということが確認をされているところでございます。御報告は以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 会派代表者会議で調ったとのことですので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、項番１及び項番８の政治倫理条例の論点について、各交渉団体の御意見等を承りたいと

思います。 

○【藤田貴裕委員】 おはようございます。政治倫理条例の論点ですけれども、審査会を設けて市民

が申し立てをして、政治的不正を疎明するような事実があれば、しっかりと審査会の中で議論をして

いただきたいということであります。 

 ただ、交渉団体の中で市民が申し立てできる人数については、交渉団体の中で１人からという方と

30人という方と、人数については若干の相違がございます。この中でもし皆さんと議論できたら幸い

です。 

 審査会のメンバーについても前の期でいろいろ議論されたと思います。弁護士、学識経験者、税理

士ほか、いろんな職種が想定されると思いますけれども、どの職種を選ぶのか、全体の定数は幾つに

するかは虹の中では議論の途中ですので、今後、議運の中で議論したいと思っております。 

 審査会は、調査の結果、議会に対して、例えば謝罪ですとか、出席停止何日ですとか、辞職などの

勧告を行えるようにすべきと、虹の中ではそのように考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 それでは、１番と８番の政治倫理条例についての論点であります。大きくは２

つあるだろうと思っていまして、議会運営委員会資料№３、８月26日のペーパー、８番にもコメント

のほうで出した意見として踏み込んでおりますけれども、調査請求権の誘導策として政治倫理審査会

をどうするかということであります。藤田委員もおっしゃった、そういう角度に集約されているんだ

ろうと思いました。 

 それで、調査請求権のところですけれども、議員の身分にかかわるということからすると、非常に

慎重に判断をしていくべきだろうというところを前提に考えていきたいと思っています。その上で請

求権をお一人から付与するか、あるいは複数人数でのものかというところからすると、ベースは複数

人数なんだろうと思います。その上で個別の課題において、特にセンシティブな課題については複数

人からの申し出になじまない場面があり得るのかなと思いますから、それをどう工夫していくのかと

いうところを議論していく必要があるのかと思います。その辺のところが論点かと思います。 
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 もう１つの政治倫理審査会ですけれども、これは枠組みはどのような構成をとるかというところだ

と思います。これは今後、皆さんとよくよく相談をしていきたいと思います。また、人数枠もどの程

度が妥当性があるのかなと。２桁にはならないだろうと思います。 

 その中で、また運営の仕方ですけれども、請求があったときに時限的に立ち上げるのか、あるいは

常設になるのか、その辺は議論を要すると思います。その辺のところを整理していけば、皆さんで合

意ができる着地点を見出すことができるのではないかと思います。以上です。 

○【藤江竜三委員】 政治倫理条例についてですけれども、まず審査会をつくるつくらないといった

論点、そしてつくった場合に審査請求の要件は十分に議論をしていく必要があるだろう。１人からで

きるのか、また複数からできるのかといったところが論点になるかと考えています。 

 ただ、個人的には、複数人が審査請求をしたほうが好ましいだろうと考えています。理由は、議員

の身分にかかわってくる。そして、単独ですと乱発の疑義がある。そういったさまざまな理由から、

複数のほうがよいのではないかということを思っておりますけれども、また議運の中でじっくりと話

し合っていければと考えております。 

○【住友珠美委員】 私たちも審査会を設置するということでは、設置をしっかり議論して求めてい

きたいと考えておりますし、また審査会の請求に対しては、人数ということもここで議論していかな

ければいけないと思うんですけれども、我が会派では１人でも請求ができるというところで一致して

おります。 

 また、ちょっと話は違うんですけれども、これは審査会の話ではなく、中身の話を１つしてよろし

いでしょうか。第４条に「（５）セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の人権

侵害のおそれのある行為をしないこと。」とありますけれども、今回、このセクハラ・パワハラがこ

の一文でありますので、もう少しこれを詰めて話し合いたいというふうに提案させていただきたいと

思います。ちょっとこれだけでは今、例えば請負契約の辞退など、第５条では請負契約にしっかりと

話が盛り込まれているんですが、セクハラ・パワハラはもう少し議論を深める必要性があるのではな

いかと考えております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 今、皆様から御意見を賜りました。審査会をまずつくるかつくらないかという御意見と、そしてま

た審査会を設けることに関して、その中の人数の問題、細かいことを話し合っていきたいということ、

それから調査請求権に関すること、大きく分けると小口委員がおっしゃったような２つの論点に絞ら

れたと思います。あと、住友委員からは、国立市議会政治倫理条例の中身について検討をという御意

見もあった。大きく分けると３つになるかと思います。 

 それについて今御意見を伺った上での御意見ございますか。上村委員。 

○【上村和子委員】 今、藤田委員が私たちの交渉団体を全部整理してくださった補足で、論点では

ないんですけれども、話し合いの中で出てきたものとして、政治倫理条例そのものにかかわったのは

前期の議員でして、今期初めて政治倫理条例について見直すことになるので、できたら審査会につい

て請求権とは何かとか、これについて基本的な、廣瀬先生を招いての研修の場が１つあると、まず政

治倫理条例そのものの中身、本質、今日的役割が整理できると思うんです。それを踏まえた上で、審

査会についての考え方、請求権についての人数構成などの基本を押さえた上でどうするかという学

習・研修の場が１つ話し合う前に、今、論点はそれしかないと思いますので、論点を有効に話してい
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くための最初に、そういう学習会をやったらどうかと私は思っています。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。今、上村委員から、論点は定まっているが、その

前に学習・研修などがまずは必要ではないかという御意見をいただきました。 

 ほかに御意見ございますか。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 住友委員に確認したいんです。セクハラ・パワハラを詳しくというところだっ

たと思うんですけれども、それについてはセクハラ・パワハラの定義を詳しく決めたいということな

んですか。セクハラはこういうものですよとか、その辺をもう少し詳しく御説明していただければと

思います。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。それの定義を１つ持っておくということも必要だと思

いますし、それに対してどのような、罰則規定ではないんですけれども、内容的に国立市議会ではど

のように考えていくかということも織り込んでいく必要があると思うんです。この一文だけというの

がどうも私の中でもひっかかっているところで、このボリュームをどのように膨らませていくかとい

うのは、今、藤江委員が提案くださったように定義も必要でありますし、内容的に詰めていかなけれ

ばいけないんじゃないかというところを、まず話し合っていただけたらと考えております。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、今皆さんから論点をいただきましたので、これは次のところにも入りますが、全体

できょう出てきた論点を紙面にまとめて、それであったほうが今後話しやすいと思いますので、そう

いった方向で考えております。 

 では、続きまして、項番５及び項番７の議会の働き方改革について、各交渉団体の御意見を承りた

いと思います。いかがでしょうか。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 議会の働き方改革ですけれども、虹は本会議と委員会は18時で散会し、課題が

残っている場合は翌日以降に持ち越し、予備日などを設け、会期に余裕を持たせて対応してはどうか

ということです。つまり時間がわかっていれば、子育て中の議員も、あるいは管理職の人も議会対応

ができるでしょうと。いつ議会が終わるのかわからないと、子供を仮にベビーシッターに預けるとい

ったって、いつまで預けていいのかよくわからない。 

 しかし、18時に終わるとわかれば、そこから優に、例えば通勤で何分かかるということになれば、

子供を迎えにいける時間がおおむねわかるだろうということでありますので、18時で散会して、予備

日などを設け会期に余裕を持たせれば、管理職に女性の方ももう少し手を挙げてなっていただけるの

ではないか、あるいは議員もこれから子育てする方がふえるでしょうから、そういった形でめり張り

のある議会運営をしたらどうかということでございますので、よろしくお願いします。 

○【小口俊明委員】 働き方改革ということで、前回の議論で項番５のところに日本共産党さんの項

番７を含めてという議論でした。私どもの意見としては、若干議論が戻ってしまうかもしれなくて大

変恐縮なんですけれども、今まさに藤田委員おっしゃった、そういう具体的な論点というものを前に

出していくというまとめ方がいいんじゃないかと思っています。 

 議会の働き方改革ということになると、守備範囲が非常に広くて、ちょっと漠然としてくる嫌いも

あるのかなと思っていまして、むしろ件名のところに、今藤田委員がおっしゃったことも件名として

記すし、日本共産党さんの７番もこのまま含めるということじゃなくて、これを議論しましょうとい

うことで、項目として考えていく。さらには、５番の内容等のところに書いてあるＩＣＴ化、これは
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これとして、働き方改革の中身というよりもむしろ１つの件名として取り上げて、つまりここで数が

ふえてしまうわけですけれども、今の段階でも働き方改革に関連するテーマが３つ出てきています。

そういう考え方をとったらどうかなと。働き方改革というふうに大きくくくってしまうと、詳細が見

えなくなってくるのかなと。それぞれに議論していったほうがいいんじゃないかと思いました。さら

に言うと、皆さん各交渉団体に加えて、こういうテーマも入れてもらいたいという提案もこの後出て

くるのかもしれないなと思っています。 

 前回の議論から少しさかのぼるんですけれども、そのようなまとめ方をしたらどうかなという提案

を申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ただいま小口委員から、働き方改革と言うと守備範囲が非常に広くなって

しまって、話し合いがしにくいと。個別に件名を設けてというと、また前回のところに戻ってしまう

けれども、そういうほうが話し合いは進めていきやすいのではないかという御意見が出ましたが、そ

れに対していかがでしょうか。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 議会の働き方改革について、私どもが出しておりますけれども、そういった形

でも大丈夫です。具体的にしていったほうが、かちっと議論ができるのかなと思います。ただ、まだ

今回出す論点もありますので、それもぜひ含めていただけたらと思います。 

 今回、私ども自由民主党・新しい議会で考えている論点というのは議会のＩＣＴ化、これはぜひ今

後も話し合っていきたいと考えております。議会で体験をしていくということをもう少し皆さんとし

ていければということと、先進市の視察、また刻一刻新しい技術がありますので、そういったところ

も見ていく。また、アイパッドも市長部局で多少まとまった数があるというお話もありますので、議

運などで最初、資料を共有してみるなどすることによって先行導入をして、試してみる活動をしてい

ただきたいという思いは持っております。 

 そして、働き方のほうです。今、議案の説明については個別に１人会派であったり、交渉団体であ

ったり、いろんな形で各種していただいていると思うんですけれども、できたらそういうのも与野党

なり、全議員という市もあるそうなんです。そういうのを一本化することによって、あの説明も５人

ないし何人かが２時間とか３時間かけていると、物すごい量の時間になると伺っています。 

 そういう説明をできるだけ何名かの単位で受けることによって、簡略化ができないかということで

あったり、それとこれは細かいことになるんですけれども、今、委員会での出席説明員の紹介という

のを全委員会でやっていると思うんです。そういうのも決算特別委員会のときの１回にするとか、そ

ういう簡略化をしたほうがよいのではないかという点と、さらにもう一点、現在、報告事項があるか

と思うんです。報告事項は私が初めて議会に入ったときより、より細かくしていただいているといっ

た面もあるんですけれども、途中経過を２回やって、さらに最終結果といったようなものもあります

ので、報告事項の簡略化をもう少し精査していただいて、重たい案件を議会に報告していただくなど

できないかといったことを考えております。 

 そして最後に、出席説明員の方も、各種委員会で本当に必要のある出席説明員の方に出席していた

だいて、管理職の方はできるだけ自分の業務に集中していただいて、議会に行く必要がない場合もあ

るかと思いますので、そういった方はできるだけ本来の業務に当たってもらうということをしてはど

うかということを考えております。ぜひそのあたりを議運で御議論いただければと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○【住友珠美委員】 先ほど小口委員がおっしゃったとおり、確かに５と７を含めて検討というより
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は、各個別にそれぞれ議論していくということはいいなと私も思うところでございますし、これは持

ち帰りまして検討させていただけたらとも思ったところでございます。 

 また、ＩＣＴ化のことですけれども、藤江委員がおっしゃったように、ちょっと試しに使ってみる。

私もＩＣＴはすごく苦手なものですから、使ってみないとどうというのは検討できないというのは確

かにあるのではないかと考えております。 

 それから、働き方のことで、私たち会派で出させていただいた報告事項と別立てで考えていくとい

うことも、各個別それぞれの議論の中でしていただけたらと考えておりまして、私たちはこれだけの

考えでございましたので、追加というのは出ておりません。 

○【上村和子委員】 まず、虹の意見は藤田委員のほうで全部整理していただきました。小口委員の

論点を具体的に挙げたほうがいいというのも賛成です。 

 藤江委員がたくさん出してくださったので、藤江委員の会派にお聞きしたいんですけれども、懸念

は、働き方の改革をすることによって議会の議論の質が落ちてはいけないと思うんです。その視点か

ら、今、報告事項がたくさんあって、何回も同じことが報告されているのをもう少し整理できないか

というお話でしたが、実はこれは議会基本条例との兼ね合いがありまして、議会基本条例の中に政策

決定プロセスを逐次議会に報告をするようにという中身も入っております。そことの兼ね合いが必要

になってくると思うのですけれども、そこのあたりはどんなふうに整理をされたかお聞きできたらと

思うんですけど。 

○【藤江竜三委員】 議会基本条例で説明を求めているというのは確かにわかるんですけれども、た

だ、政策は決定したものであって、毎年定例的に報告しているものもあったと思うんです。そういっ

たものは決定してしまっているわけですから、省略化していく方向にできるのではないかと今のとこ

ろは考えております。 

○【上村和子委員】 なるほど。わかりました。これからの議論だと思うんですけれども、いかなる

働き方改革をするにしても、議会の質を高めていくという方向性を見失ってはいけない。だから、効

率化というのは質を高めるということなんだと思いますから、議会基本条例の質を高めていく働き方

改革というところが視点として大事なんじゃないかと思いました。 

○【藤江竜三委員】 報告事項なり、余分なところを簡略化したり、出席説明員の紹介を少しでも短

くすることによって、ほかのところを十分議論できる時間に充てられるということにもなりますし、

先ほどおっしゃっていた、18時までに帰らなきゃいけないというふうになるのであれば、どこかを短

くするというところも考えなくてはいけないので、そういったところにもくみすると思います。ぜひ

とも御議論いただけたらと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、今の御意見にありまして、小口委員のほうからありました、働

き方改革という大きなくくりではなくて、個別に件名を立ててやっていこうということを皆さんに承

認していただきました。今、いろいろ皆さんから出た御意見を、先ほども申しましたように後ほど１

枚の形にまとめて、それでまた次回ということになると思います。 

 では、最後のところ、続いて項番６の議会基本条例の見直しについてです。前回、項番２の議員定

数や議員報酬等の改定に係る手続の厳格化を含めて協議してはどうかとの提案が、虹さんの交渉団体

からあったかと思います。持ち帰りとなっておりますが、このことについて各交渉団体の御意見等を

承りたいと思います。いかがでしょうか。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 厳格化をどう厳格化するのかというのがちょっとわからなかったというのと、
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あと議会基本条例については全体の評価を、やったかやってないかとか、これから取り組む可能性が

あるかというところで評価をして、基本的には条文の見直しはすぐには行わないといったところで考

えております。 

○【小口俊明委員】 前回もたしか、我が会派の意見として申し上げているかと思いますけれども、

今回、内容の見直しというのは前期の皆さんで十分行われているという認識でございます。 

 その上で、今回の取り組みは点検なんだろうかなと、あるいは評価なんだろうかなと思っています。

その意味で点検という範疇の中で、厳格化という言葉が適切なのかどうかとなると私はわかりません

けれども、点検の中でどのように効果的に運用されているのかということが行われているなら、これ

が我々が目指す見直しというところに入ってくるんじゃないかと思います。ですから、考え方として

は、点検をしていく、評価をしていくということをベースに考えていければよろしいのかなと思いま

す。 

○【住友珠美委員】 私、議会基本条例を今後どうしていくかということでいろいろ調べましたとこ

ろ、まずつくった後、どうするかというと、それを行動に移していくことが重要であるという私たち

なんですけれども、その後、検証することで行動を評価することが必要となっております。私は、皆

さんおっしゃるように今見直しをするということで評価を下していくことで、その成果とプロセスの

確認を行っていくことが今後の見直しにつながっていくと考えておりますので、それをぜひやってい

く必要があるのではないかと考えております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 手続の厳格化の厳格については、議論の余地のあるところでございますので、

ぜひ議会基本条例の見直しの中で皆さんと一緒にやっていければいいのかなと思っております。 

 その中で、先ほどの前期の――前期というのはこの前の前期ですけれども、そこで見直しというの

はやっていますので、やるとしたら小口委員がおっしゃったとおり、点検の範囲内なのかなと思って

いますので、点検シートとかいろいろやっている自治体があるようですけれども、そういうところで

個別具体的な課題をまず抽出したりするなど、先進市の事例を参考にして、見直し項目を挙げて議論

していけばよいのではないかということでございます。 

 そして、議員定数、報酬のさっきの話ですけれども、これはあくまでも見直しの際は公聴会など、

市民の意見を十分に聞き、各会派に事前に丁寧な説明をしたほうがいいんじゃないかという意味合い

で厳格化と書いただけでございますので、よろしくお願いします。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。皆様からの御意見では、条文の見直しではなく、点検、評価をしていく、

検証をしていくというような形でというお話が出たと思います。これは皆さん一致していたと思うの

で、このような方向性で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、本日、論点について皆さんに御意見をいただきましたので、これを紙面にまとめた

形で、次回の議会運営委員会までにつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。議会事

務局長。 

○【内藤議会事務局長】 メモ等にしていただいて、事務局のほうにお送りいただければと。 

○【髙柳貴美代委員長】 大分日にちが押しておりますので、申しわけないんですけれども、あすま

でにメモかメールで結構ですので、きょう話していただいた内容をまとめていただいたものを事務局
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のほうに送っていただけますでしょうか。会派できょう論点を発言して、最初の１番から８番の政治

倫理条例についてと働き方改革のところでお出しいただいた御意見、そして最後の議会基本条例のと

ころでお出しいただいた御意見を紙面にまとめていただいて、あすまでに事務局のほうに送っていた

だきたいと思います。それを受けて事務局のほうで、申しわけないんですけれども、紙面にまとめて

いただいて、次回の議会運営委員会のときに皆さんにお配りして、さらに議論を進めていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議題１を終わらせていただきます。 

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

議題２．議長の諮問事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 議題２、議長の諮問事項についてに入ります。このことについて前回合意

に至りましたので、答申書の案を作成しております。このことについて議会事務局より説明をお願い

いたします。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、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

の答申案をごらんください。 

 内容につきましては記書き以降でございます。１としまして、「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。会議規則第117条関係の別表に規定される会派代表者会

議等におきまして、議会運営委員長や広聴委員長等が出席できるように会議規則の改定をすべきであ

ることと、一般選挙後、議長が選任されるまでの間など、議長職を務める者がいないときに議会事務

局長が招集できるように会議規則の改定をすべきであるということを記載しているところでございま

す。 

 ２といたしまして、「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。これらの出

席が公務となるように会議規則別表に規定をいたしまして、地方自治法上の協議等の場として位置づ

けるべきである旨を記載しているところでございます。 

 会議規則の改定につきましては、別紙の「国立市議会会議規則の一部を改正する規則案新旧対照表

（参考メモ）」を参照するように付記しているところでございます。この参考メモにつきましては、

８月の議長諮問に添付されたものと同様のものでございます。説明は以上でございます。御協議のほ

ど、よろしくお願いをいたします。 

○【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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、この答申書案のとおり議長に答申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、そのとおり決定をいたします。 

 以上で議題２を終わらせていただきます。 

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

○【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３８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１９日 

 

 

 

    議 会 運 営 委 員 長       髙  柳  貴 美 代 
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