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 令和元年１２月１９日（木）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       髙柳貴美代        委員        住友 珠美 

    委員（代理）    上村 和子         〃         小口 俊明 

     〃         藤田 貴裕        ……………………………………… 

     〃         藤江 竜三        議長        石井 伸之 

                           副議長       望月 健一 

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

 ○欠席委員 

    副委員長      稗田美菜子         

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

 ○出席説明員 

    市長        永見 理夫        政策経営部長    藤崎 秀明 

    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      鯵坂 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 

    (3) 令和２年中の一般質問発言通告申出書について 

    ２．懸案事項について 
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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。最終本会議に向けた議会運営委員会に御参集

いただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、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。 

 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。 

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

◎議長及び市長挨拶 

○【髙柳貴美代委員長】 では、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。年末押し迫った中、また、大変お寒い中を、こうして議

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。 

 昨日の夜は、実を言うと、くにたち活性化協議会、くにジョブの反省会というものがございまして、

その中で子ども議会の様子を、ダイジェスト版なんですけれども、その場で披露していただきまして、

市長の提案説明、副市長の補足説明、そして教育長のすばらしい答弁、そういったものが映し出され

たところでございます。今後とも国立市議会、開かれた議会に向けて、これからも努力をしていきた

いと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、懸案事項の協議もございますので、そちらもまたよろしくお願いいたします。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶をお願いいたします。 

○【永見市長】 おはようございます。着座で失礼いたします。各常任委員会では慎重な審査をいた

だきまして、まことにありがとうございました。また、本日は、23日の最終本会議に向け議会運営委

員会を開催していただきまして、ありがとうございます。 

 初めに、準備が整い次第、提出させていただくとしておりました人事案件についてでございますが、

第83号議案国立市固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを追加提出させていただきました。 

 また、職員団体との交渉の成立などの条件が整い次第、提出の予定でした、国立市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案外１件の勤務条件に関係する条例案

及び関連する一般会計並びに各特別会計の補正予算案につきましては、現時点で交渉が成立しておら

ず、令和２年第１回定例会での提案に向け、さらに努力をしてまいります。御理解のほどよろしくお

願いします。 

 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。 

○【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沿って議事を進行してまいります。 

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

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、事務局より説明をお願いいたします。議会事務局長。 
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○【内藤議会事務局長】 それでは、議事日程案につい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４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25件、議員提出議案が１件、陳情が３件で合計29件でございます。議事日程の登載

順序につきましては、前例に倣いまして登載をいたしております。日程第25、第83号議案国立市固定

資産評価審査委員会委員選任の同意についてにつきましては、追加提案をされたものでございます。 

 日程第29、議員提出第11号議案学校給食センター建てかえ（2023年９月）に向けて、引き続き長期

休暇中の学童保育所への給食提供の検討を求める決議案につきましては、所定の手続により提出をさ

れたものでございますので、前例に倣い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。 

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

 (2) 議案等の取り扱いについて 

○【髙柳貴美代委員長】 続きまして、(2)議案等の取り扱いについて、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２、第59号議案国立市下水道事業の設置等に関する条例案及び日程第３、第61号議

案国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案の２議案、並びに日程第４、第60号議案くにた

ち市民プラザ条例の一部を改正する条例案から日程第10、第74号議案流域下水道処理場広場条例の一

部を改正する条例案の７議案、並びに日程第11、第62号議案国立市手数料徴収条例の一部を改正する

条例案から日程第13、第64号議案くにたち市民芸術小ホール条例の一部を改正する条例案までの３議

案につきましては、それぞれ一括議題とし、採決につきましては、別個採決とする扱いでお願いをい

たします。 

 日程第25、第83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29、議員提出第11号議案につきましては、提案説明、質疑、討論、採決の扱いによりお願い

をしたいと存じます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【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。 

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

 (3) 令和２年中の一般質問発言通告申出書について 

○【髙柳貴美代委員長】 続きまして、(3)令和２年中の一般質問発言通告申出書について、事務局
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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】 令和２年中の一般質問発言通告申出書を事務局に準備をさせていただいて

おります。年明けの１月６日から受け付けをいたしますので、事務局にお越しいただきたいと存じま

す。令和２年第１回定例会につきましては、11月28日開催の議会運営委員会で御確認をいただいてお

りますとおり、２月28日金曜日は市長施政方針表明に対する会派代表質問を行い、その日はそれで終

了いたしまして、一般質問は３月２日月曜日から行うこととなっております。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○【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。 

 ここで事務局より連絡がありますので、発言を許します。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 お時間をいただきまして、まことにありがとうございます。毎年御連絡を

させていただいております新年顔合わせの件でございます。仕事始めの１月６日月曜日午前10時に１

階西側出入り口横に集合していただくようにお願いいたします。集合次第、記念写真の撮影をいたし

まして、撮影終了後、委員会室におきまして、議員と理事者及び部長によります新年顔合わせ会を行

うこととなっております。御参集いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。以上でございま

す。 

○【髙柳貴美代委員長】 ただいま御連絡といたしまして、新年顔合わせ会を令和２年１月６日月曜

日午前10時にお集まりいただきまして、写真撮影の後に、この委員会室において顔合わせ会を行いた

いということでございます。この件に関して、何か質疑、意見等はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、写真撮影及び新年顔合わせ会への御参集をお願いいたします。 

 議題１、最終本会議の議事運営についてが終了いたしました。市長を初め市当局におかれましては

御退席いただいても結構でございます。ありがとうございました。 

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

議題２．懸案事項について 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、議題２、懸案事項についてに入ります。 

 前回の協議を受けまして、議会運営委員会資料№６を作成しております。このことについて、まず、

議会事務局より御説明を願いたいと思います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 お手元に御配付の議会運営委員会資料№６をごらんください。１枚目が懸

案事項の項番１及び８の国立市議会政治倫理条例でございます。論点を政治倫理審査会の設置につい

てなど４点といたしまして、表の下に米印で各交渉団体の意見を記載しているところでございます。 

 続いて、１枚おめくりください。項番５及び７の議会の働き方改革についてでございます。前回ま

での協議で確認された論点を削除し、(7)として、常任委員会の報告事項を別日に設けるという論点

を整理しております。 

 続いて、次のページです。項番２及び６、国立市議会基本条例でございますが、この部分の変更は

ございません。説明は以上となります。御協議のほどよろしくお願いいたします。 

○【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等を承ります。（発言する者
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あり）皆さん、今、資料が配られたばかりなので、ここで暫時休憩とさせていただいて、まずはこの

資料を読んでいただきたいと思います。 

 ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時１３分休憩 

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

午前１０時２０分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 それでは、項番１と８、政治倫理条例の協議に入ります。４つの論点について、今この資料によっ

てあらわされておりますが、この４つの資料についての御意見を承りたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 ここにもあらわされてはおりますが、現時点で各会派の論点に関する内容をもう一度発言していた

だいてもよろしいでしょうか。住友委員。 

○【住友珠美委員】 先にちょっと質疑させていただいてよろしいでしょうか。 

○【髙柳貴美代委員長】 はい。 

○【住友珠美委員】 (1)になると、政治倫理審査会の設置についてとなっておりますけど、これは

設置するかしないかを話し合うというところから始めていいということでしょうか。それとも、もう

これは設置ありきで考えていったほうがいいということでしょうか。皆さんの意見を見ますと、設置

することが前提なのかなと思って見ていたんですけども、それについてはいかがでしょうか。 

○【髙柳貴美代委員長】 まずは、その確認をとるということだと思うんですね。自由民主党と新し

い議会のほうでつくる、つくらないというようなところが出ていますので、そこからの確認をとると

いう意味で。 

○【住友珠美委員】 確認しました。ありがとうございます。日本共産党では、政治倫理審査会を設

置する必要性があると思っております。また、この調査の請求については、私たちは少人数でも請求

できることが望ましいのではないかと考えています。それは、やはり開かれた議会、これを目指す意

味では、少人数でもやっぱり意見を上げていかれるというところが前提ではないかと考えております。

いずれにしても、設置を含めどうするかの議論、設置をするかしないかも議論に入ってくるのかなと

いうふうに考えていたところでございます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。 

 それでは、今、共産党の住友委員のほうから御意見をいただきましたけれども、(4)のほうですね、

設置する場合、その調査結果に基づく勧告についてということに関しては、共産党さんの御意見はど

うですか。 

○【住友珠美委員】 まず、設置をどうこうするかというところだったので、勧告というところでは

話し合っておりません。そこを含めて話し合いたいと思いますので、一度もし決まったことがあれば

持ち帰りたいと思っております。 

○【髙柳貴美代委員長】 わかりました。確認なんですけど、共産党さんのほうでは、今のところ、

まだ勧告についてまでは会派のほうでお話がいっていないということでよろしいですね。 

○【住友珠美委員】 はい。 

○【藤江竜三委員】 自由民主党・新しい議会の交渉団体では、政治倫理条例に盛り込む審査会をつ

くる、つくらないをまず決め、そしてまた、仮につくるとした場合に審査請求の要件を市民１人にす
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るか、複数とするかは、議会運営委員会の場で話し合っていくと考えております。ただ、市民の要件

についてですけれども、１人にした場合は、やはり乱発をするといったような懸念というものは拭い

切れないだろうというふうに思いますし、複数とした場合でも、それなりの問題があるように私は考

えております。 

 また、構成についてですけれども、やはり構成については、請求に必要な人数についてなど総合的

に考えなくてはならないので、まだ自由民主党・新しい議会の交渉団体では具体的に決まっておりま

せん。 

 また、(4)についても、どのような勧告を行ったほうがよいのか、また、その勧告を行うことに問

題がないのかなど、さまざまな論点があるかと思いますので、そういったことを具体的にまだ交渉団

体として話し合っている段階ではありません。したがって、持ち帰って少し考えさせていただければ

と考えております。 

○【小口俊明委員】 中身の論点に対する意見というのは、これから皆さんと協議をする中で進めて

いくんだろうなというふうに思っているところでございます。その上で、この論点整理という意味で

意見を申し上げます。(1)の政治倫理審査会の設置について、これは政治倫理審査会を設置するか否

かなのかなと思いました。先ほど来のお話の中でもそうかと思います。 

 さらに、その下に書いてある、虹さん、自由民主党・新しい議会さん、日本共産党さん、そして公

明党、ここに出てきているものがほぼ網羅されている論点になっている中で、調査請求権についての

論点が余り明示されていないので、(1)と(2)の間に新しい(2)をつくって――場所はどこになる、そ

の後ろか、(2)と(3)の間ですかね。(2)と(3)の間に新しい(3)をつくって、調査請求権の要件という

項目を入れると、皆さんの意見の中を具体的に論点整理ができるのかなというふうに思いました。今、

申し上げた(1)から(5)まで論点を整理すると、皆さんの意見が検討できるのかなと考えます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。今、小口委員のほうから論点を整理していくため

に、(1)に関しては、政治倫理審査会を設置するか否かというふうに限定していったほうがわかりや

すいのではないか。そして、(2)と(3)の間に新しい(3)を設けて、調査請求権の要件について、ここ

に入れたほうがより論点が整理されるというような今御意見をいただきました。 

○【藤田貴裕委員】 虹ですけれども、(1)については、私たちは設置をしたほうがよろしいんじゃ

ないかと、そういう意見でありました。そのほかの項目については、もしやるとしたら、議運の中で

皆さんと納得のいくところでやりたいと思っています。今、また、小口委員のほうから調査請求権の

内容について御発言がありましたけれども、私は、それはなかなかいい案だなと思いまして、何でも

かんでも調査請求の書類を出していいのかというと、なかなかそういうことではないだろうと思いま

すので、それはなるほどなというふうに私は受けとめました。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。(4)に関してはいかがですか。 

○【藤田貴裕委員】 (4)は、勧告は行えるべきです。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。そういたしますと、皆さんの今の御意見を踏まえ

て考えますが、小口委員から今出された御意見に関して、今、藤田委員のほうからも御意見をいただ

きましたけれども、ほかに御意見はございませんでしょうか。 

○【住友珠美委員】 今、小口委員のほうから出していただいた調査請求権の規定については、私も

設けたほうが、一定の規定があったほうがいいんじゃないかなと思いますので、入れていただいたほ

うがいいんじゃないかと思います。 
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○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。藤江委員、いかがですか。 

○【藤江竜三委員】 入れていただいても大丈夫です。入れたほうがいいのではないかと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。上村委員はよろしいですか。 

○【上村和子委員】 はい。結構です。 

○【髙柳貴美代委員長】 では、今の御意見をまとめますと、項番１と８、国立市議会政治倫理条例

の論点についてなんですが、(1)に関しては、政治倫理審査会の設置をするか否かという文章に変え

ること。また、(2)と(3)に新しい(3)をつけまして、調査請求権の要件についてということを入れて、

全部で５件というふうにして書いていきたいと思います。そして、この５点の論点について、今、会

派のほうへお持ち帰りになられるというような御意見が多かったので、意見を踏まえて、再度各交渉

団体で御検討いただきたいと思います。そしてまた、次回にその続きをさせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。（「ちょっといいですか」と呼ぶ者あり）はい。上村委員。 

○【上村和子委員】 前回、タイムスケジュールというのをどれくらいの見通しでという懸案事項１、

２、３と大きく３つあるけれども、優先順位はこちらの政治倫理条例のほうを先にということぐらい

までは決まったと思うんですけれども、大体優先的にやる取り組みというのは決まってなかったです

か。 

○【髙柳貴美代委員長】 並行してやっていくということに決まりました。 

○【上村和子委員】 そうですか。それだったらそれでいいんですが、これを議論していくときに、

私、前回言ったと思うんですけど、やっぱり今求められている、他市でどういうものをやっているか

というのは自分たちで調べられるんですけれども、今、政治倫理審査会に求められているものは何か

ということの専門家のアドバイスは必要だというふうに思うんですよね。それも踏まえて、私たちは

論点整理したけれども、この段階で欠けたものはないのかとか、方向性、視点、それぞれの中身につ

いての視点について、やっぱり専門家のアドバイスを受けたほうがいいんじゃないかと私は思うんで

す。そのほうが中身的にも一番短い期間で客観的な視点を持って整理できると思うんですけど、その

ようなアドバイスというのは議運単独で受けたりとかはできるんですか。 

○【髙柳貴美代委員長】 そのことに関して、事務局から。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 予算上のお話をさせていただくと、研修の講師をお招きするという予算は

当然計上している、今年度あるんですけれども、既定の研修を受けているところがあるので、予算的

には非常に厳しいところ、残がありますけれども、厳しいのかなというところは、予算的な話ですね。 

○【上村和子委員】 わかりました。じゃあ自分たちで勉強するしかないということですね。自分の

個人的に聞くかとか、調べたりとかするしかないということでしょうかね。 

○【内藤議会事務局長】 あともう一点は、予算的に厳しくて残金しかないというところと、あと会

派代表ですとか、議運の中でもお話しされている予定外のところの予算、同じ費目であるので、使用

していっていいのかどうかというところは、会派代表ですとか、議運の中でも予算執行というところ

でお話が出ているので、その辺で皆さんの確認というのも必要にはなってくるのかなとは思っており

ますけど、ちょっと予算的には非常に厳しい状況ではあります。 

○【上村和子委員】 わかりました。じゃ、意見だけ。私はやっぱり専門家の学識のアドバイスは欲

しいな、助言は欲しいな。これは、最初の政治倫理条例だけじゃなくて、議会の働き方改革って何す

るんだというところの、この２つについてはスーパーバイズが欲しいところだなというふうには思い

ました。そうでないと、目的が何を目指すのかとか、何を目指さなきゃいけないのかということが、
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自分たちのひとりよがりになってはいけないなというふうに思うものですから、それはちょっと意見

として、専門家に聞けるような仕組みがあるといいなと思ったものですから。 

○【髙柳貴美代委員長】 ありがとうございます。そのほかに御意見ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、御意見を承ったということで、先に進めていきたいと思います。 

 では、続きまして、項番５と７の働き方改革についてに入ります。委員間の相互理解を深めた上で

実現の方策について探ってまいりたいと考えております。 

 では、ここで暫時休憩とさせていただきます。 

午前１０時３５分休憩 

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

午前１０時５７分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 休憩中に皆様にお話し合いをいただきまして、項番５と７、議会の働き方改革の論点についての御

意見をいただきました。今後の話し合い方の方法なのですが、次回よりプレゼンを４分間行っていた

だき、そして、２分間で附箋に書いていただいた御意見をまとめる作業をさせていただき、論点の、

７項目ありますので、この７項目全てを続けて行います。そして、６分掛ける７項目なので42分、大

体50分を目安にということで次回よりさせていただくことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、そのような方式で議会の働き方改革の論点について話し合っていきたいと思います。 

 続いて、項番２と６の議会基本条例でございますが、令和元年度の実績及び他市事例の調査につい

て、次回までに整えることとなっておりました。それらに基づき、協議は次回から行うこととなりま

すが、そのほかに御意見などございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議題２を終わります。 

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

○【髙柳貴美代委員長】 皆様の御協力をいただきまして、本日の協議事項は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、議会運営委員会を散会といたします。 

午前１０時５９分散会 
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