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 ○議会事務局職員 
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  議題１．議会基本条例の見直し及び議会費の検証の場について 

    ２．議員の期末手当について 
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午後１時１分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 こんにちは。議会前の忙しい中、会派会議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。最終の形でありますけれども、きょうも慎重協議、よろしくお願いをい

たします。 

 それでは、お手元にお配りをさせていただいております会派会議協議事項に沿いまして議事を進め

させていただきます。 

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

議題１．議会基本条例の見直し及び議会費の検証の場について 

○【大和祥郎議長】 １つ目、議会基本条例の見直し及び議会費の検証の場についてということで、

10月30日、11月13日に会派代表者会議をさせていただき、その席におきまして代表者の皆様と、また

１人会派の皆様にも御報告をさせていただき、きょうの会派会議になりました。 

 まず最初に、宿題事項として各会派の皆さんの御意見をいただきたいと思います。宿題事項は、議

会基本条例の見直し及び議会費の検証の場について。１つは、特別委員会を設置し、行うということ。

もう１つは、議会運営委員会を設置し、その中で議会基本条例の見直しをし、議会費については会派

代表者会議並びに会派会議を通じて検証していく。３つ目といたしましては、会派会議におきまして

議会基本条例の見直し及び議会費の見直し・検証を行う。この３つについてお持ち帰りをいただきま

した。その間に野党の皆さんから、新たな特別委員会の立ち上げについてということで文書もいただ

いてございますが、とりあえず宿題事項について、代表のほうから御報告をいただければと思います。

石井議員。 

○【石井伸之議員】 自由民主党・明政会といたしまして、前回の11月13日月曜日の会派代表者会議

の中で、特別委員会立ち上げが難しいのであれば、議会運営委員会で行うべきということを発言いた

しました。ただ、もし特別委員会を設置するならばということで休憩中に幾つかの議論があった中で、

特別委員会を設置するのであれば、私たち自由民主党・明政会といたしましては、９月21日に議長が

作成いただきました議長案でしたら、特別委員会を設置すべきだというふうに、そこは以前と変わっ

ていません。今のところ、自由民主党・明政会としてはそういった考え方です。以上です。 

○【重松朋宏議員】 私どもの会派は、唯一会派会議を主張させていただきました。言わんとすると

ころは、議会基本条例の検証・見直しは必ずやらなければならないことなので、これは全ての会派が

参加してしっかりとやっていきたいということです。 

 ただ、会派会議という枠組みにこだわるわけではありませんで、しっかりと見直しができるのであ

れば、そしてなおかつ最終的には誰も反対しないでまとめられる形で、１人もとりこぼしすることな

くまとめていける方向性ができるのであれば、特別委員会という形もあり得るのかなと今思っていま

す。 

○【中川喜美代議員】 公明党といたしましては、11月13日の直近の会派代表者会議で発言しました

ように、まとまらないという状況の中で、議会基本条例は議会運営委員会、議会費については会派代

表者会議で議論するという方向でおります。以上です。 

○【藤江竜三議員】 私どもの会派は、まとまらないということであるならば、議会運営委員会で議

会基本条例は議論をしていく、また議会費については会派代表者会議で議論を続けていくという立場

をとっております。 
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○【高原幸雄議員】 私たちは前々回の会議では、議会運営委員会で議論できるんじゃないかと言っ

てきたんですけれども、前回、会派会議で議論できるということで態度を示したんですが、改めて前

回持ち帰りになりまして、その後、議長からもいろいろ話がありまして、今の状況だとなかなかまと

まらない状況があるので、再度検討してもらえないかという話もありました。 

 そういう中で私どもは検討して、緑と自由の風の皆さんともちょっと協議をさせてもらったんです

けれども、特別委員会を設置するということになれば、前回、９月議会のとき示した私たちの立場と

いうものが最低確認できる内容ではないかということで、議会基本条例の目的が達成されているかど

うかを検証して、その点検の結果に基づいて条例の改正その他、議会費の検証を含む適切な措置を講

ずるというのが９月議会の最終的な私たちの態度だったんですけれども、そういうことなら特別委員

会の設置も認められるのではないかということに至りました。その協議の内容については、改めて議

長のほうに要請ということで文書を提出させていただいたところでございます。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。 

 それでは、１人会派の皆さんにも個別にお話をさせていただいたので、先ほど言った３つのパター

ンを皆さんには宿題でお渡しをさせていただきました。その点について御意見をいただければと思い

ます。 

○【上村和子議員】 まず、前回の会派代表者会議で議長が、私がメールで送ったのをちゃんと読み

上げていただいたそうでありがとうございました。それでこのような会派会議が開かれたことを、私

はとてもうれしく思っています。 

 それで、私の考えとしては、今回の議会基本条例の見直し、議会費の検証をするにしても、いずれ

にしても議会基本条例に則してやらなければいけないと思っています。現行の議会基本条例から離れ

ることがあってはいけないと思うわけです。そういう意味で、議会費と議会基本条例の見直しという

のはつながっているものだと感じます。 

 それで国立市議会基本条例、これは釈迦に説法かもしれないんですけれども、見直しにかかわると

ころで、定数とか報酬に関しては第25条で定数、そして第26条で報酬があります。それで、条例その

ものの見直しについては、第28条というふうに書いてあるわけです。その第25条、第26条、議会費、

見直したい議員さんたちはここが中心になってくるかと思うのですが、第25条の定数の見直しに当た

っては、第25条第２項に「議会は、議員の定数の変更に当たっては、行財政改革の視点及び他市との

比較だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を総合的に考慮し、その理由を明

確にする」と書かれていますし、第３項に「前項の変更に当たっては、第５条第２項各号に規定する

方法を、事案に応じて十分に活用する」とあります。 

 第５条第２項というのは、議会報告会や市民の意見を聴く会、意見交換会、公聴会、参考人の制度、

パブリックコメント、ほか議会が必要とするものという形で市民に説明責任を果たす、見せていく、

プロセスを明確にする。最後に言ったのが議会基本条例の見える、動く、国立市議会が目指す大きな

柱になるわけです。ここから離れてはいけないという意味で、議会基本条例の見直しに当たっても定

数、報酬、そこの議会費の見直しに当たっても、この精神から離れることは絶対あってはいけないと

思うわけです。 

 それを具体化するためにはどうしたらいいかということで、市民に常に公開された形で進めなきゃ

いけない。いろんな方法で第５条第２項は十分に活用しなきゃいけない。それができるためには、特

別委員会だと思っております。特別委員会、私としてはできれば全員参加。そして、議会費の見直し
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に当たっても、この条例に則して、まずしっかり精神の見直しをして、それから議会費に関しまして

は、さまざまな方法で市民周知と説明と明確な責任、事由を上げる過程を公にしていくという方法で

特別委員会。どちらも特別委員会だと。一貫性のあるもの、形だということを意見とします。 

○【藤田貴裕議員】 私も、まず前回も述べさせていただいたとおり、特別委員会でやったらいいん

じゃないかと思っていますので、それぞれの条件を折り合わせる形で、ぜひ特別委員会を開いていけ

ればと思っております。議会費の検証についても条例本体と一緒に、有機的にしっかり連携しながら

やっていく必要があると思いますので、一方、議運で、もう一方は会派代表者会議とか分けることな

く、しっかり条例の中にあるものとして議論をして、結論を出していくべきと考えておりますので、

ぜひ条件を満たして特別委員会を立ち上げられればと思っております。以上です。 

○【望月健一議員】 私は議会基本条例の見直し及び議会費の検証の場について、これは両方とも特

別委員会でやっていただくべきと考えております。私は、検証の場と見直しに関しては、２部制、２

つの部会に分けてが望ましいと考えておりますが、お互いというか、全ての会派の皆さんに譲ってほ

しいというか、譲っていただきたいので、そこにこだわるところではないと思いますので、それは議

論をまちたいと思います。以上です。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございました。ただいま御意見をいただきまして、１人会派の皆様は条例を見直すには

特別委員会でやるべきだと。その中では、一部望月議員からは２部制をとりながら考えていくべきだ

というお話がありましたし、高原議員、重松議員につきましては、まずは９月21日のときに皆さんか

ら出された状況では、特別委員会でするならば協議の場となりますということでございました。石井

議員についても特別委員会を設置する、また議運ですることについては諸条件が整えばということで

ございました。藤江議員、中川議員については、原則議運でもいいのではないかということでありま

すが、皆さんの話がまとまるようであればという含みもあった御意見かなと感じさせていただきまし

た。 

 それでは、おおむね方向性が整えば特別委員会という方向も少し見えてまいりましたので、ちょっ

と時間の空費がありましたが、９月21日の時点にある意味戻った状況になったと思っております。 

 そういった意味で、事前に皆様には御配付をさせていただきました。それは特別委員会を立ち上げ

る条件ということで、これは先日、重松議員、高原議員が野党さん側のほうを取りまとめさせていた

だいた中で（「基本はこの２会派です」と呼ぶ者あり）２会派ですね。ごめんなさい。緑と自由の風

の代表と日本共産党の代表から特別委員会を立ち上げるための条件ということで、４つの提案が出さ

れました。これについては１人会派にはいってないということですね。お話は聞いたというふうに聞

いていたので。（「話はしていますけれども、この立場はこの２会派ということです」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、石井議員、中川議員、藤江議員のほうには事前にお配りをして、その内容についてお話

をさせていただきましたが、１人会派の方はとりあえず今見たと。話は聞いているけどということで

すので、内容について御説明をいただければと思いますが、よろしいですか。 

○【重松朋宏議員】 ４条件とかなり厳しい言い方で書面にしてしまったので、突きつけるような感

じを受けられるかもしれませんけれども、この条件全てを満たさないとだめというものではありませ



－ 6 － 

んので、これと９月21日のときに提示させていただきました議会改革特別委員会の設置について案を

スタートとして協議・検討して、全員で同意できるものがまとまればよいと思います。 

 ４つポイントがあると考えておりまして、まず１つは議会基本条例の見直しは必ずやらなければい

けないことなので、とにかくそれをきちんとする特別委員会としてほしい。であれば、９月21日のと

きは20人全員でという案を出していただきましたけれども、全会派から選抜した10人でもよいだろう

という考えです。それから、ポイントとなる定数や報酬も含む議会費の検証については、議会基本条

例の見直しの中で議会基本条例検証の結果を受けて、議会費の検証を行うことについては妨げないと

考えております。 

 次に、委員長などの主要な人事、これは仮に途中で部会制というものを導入するとすれば、部会長

をどうするかということにもなると思いますけれども、３会派さんは既に主要な常任委員会や議運、

広報・広聴委員会の役職についていらっしゃるので、全体のバランス等を見ながら人事を決めていた

だきたいということです。ただ、我々に正副委員長と部会長を全て独占させろという話ではなく、こ

れは議会全体として進めていくことですので、政治的なバランスをとりながら、人事も含めて進めて

いただきたいということです。 

 ３点目に、特別委員会を立ち上げるのであれば、しっかりと進めていただきたいということで、前

回の改選前の議会改革特別委員会ではアドバイザーについていただいたんですけれども、アドバイザ

ーであったり、議会報の特別号であったり、場合によっては予算確保が必要な措置についても確保し

て、しっかりとやっていくという方向性を確認していただきたいということです。ただ、宿泊の視察

については今の時期からの立ち上げなので、宿泊の視察をしている予算的、あるいは時間的な余裕も

考えると、そこにはこだわりません。 

 最後に、前回の特別委員会以上に、議会基本条例が施行された後の特別委員会と見直しですので、

議会基本条例に基づく積極的な情報公開や市民参加を担保していただきたいということです。 

 以上の４点、必ずこれが担保できなければ絶対だめというところではありませんけれども、ぜひ検

討していただいて、全員異議なくスタートできればと考えております。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。 

 それでは、一応この場は、まずは特別委員会を立ち上げるということを前提に考えた場合に、２会

派、緑と自由の風代表と日本共産党代表より、特別委員会を立ち上げるための１つの内容について御

提示がありました。これについて御協議をいただき、前提で特別委員会を立ち上げるためには、ここ

の調整ができるようであれば、その後に実際の文章についてのお話に移ろうかと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 今、重松議員から、特別委員会の立ち上げの４条件について御説明がありました。これについて御

意見をいただければと思います。 

○【石井伸之議員】 自由民主党・明政会として、９月21日の議長案のところで、そもそも定数は20

名とする。議長を除く全議員が参画してやっていくべきだというところから考えると、まず重松議員

の案の(1)の点の２番目の「10人」とあるところはのめない部分です。また、３番目の点を見ますと、

「条例検証の結果を受けて『議会費の検証』を行うことは妨げない」ということを考えると、議会費

の検証は行わないのかなという形でもこれは読み取れるところから、議会基本条例の検証と議会費の

検証はセットであって、車の両輪であるかのごとく一緒に進めるべきだというところから、これは
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我々としてはのめない部分です。 

 また、(2)の「委員長など主要な人事は自公新３会派以外で」と書かれてしまうと、こういうふう

に書かれること自体が、我々としては自由民主党・明政会所属の議員が信用されてないのかなとか、

この書き方は非常に問題がある書き方かと感じますので、(2)のところは到底納得できません。 

 (3)と(4)につきましては、おおむね理解はできるんですが、ただ、「宿泊視察実施は行わなくてよ

い」とあるんですけれども、もしかして議論が深まったときとか、いろいろと可能性を考えると、ど

こかに視察に行くということも、以前、川越市へ行ったりとか、いろんなところに行って視察をして、

実際によいものを持ち帰ってきたこともありますので、宿泊だけに限るのか、日帰りの視察までなの

かは読み取れないんですけれども、そこまで書くのはいかがなものかと思いますが、(3)と(4)につい

てはおおむね理解できるところです。以上です。 

○【藤江竜三議員】 まず、(1)なんですけれども、「議会基本条例の検証のための特別委員会とす

ること」とあるんですけれども、議会基本条例と議会費の検証、その両方をしていく特別委員会であ

るべきだと考えております。そういったことを考えますと、10人という人数では不足かなと思います

ので、全員の20人なりでやっていく。 

 そして、３番のポチになりますけれども、「条例検証の結果を受けて」となっておりますけれども、

当然、議会基本条例と議会費を検証していくわけですから、こういった書きぶりは受け入れることは

できないと考えております。 

 (2)については、全議員を対象に私どもは考えていくべきだと思っております。二足のわらじを履

くこともあり得るのかなという考えでおります。 

 (3)についてですけれども、これはおおむねよいのかなと考えております。しっかり議論を進めて

いくための下準備というものは必要かと思っております。ただ、私はいろんな方の意見を聞きたいと

考えておりますので、同じ方が引き続きアドバイザーというのは避けるべきかと考えております。 

 (4)については、おおむね受け入れることができるかと考えております。 

○【中川喜美代議員】 私ども公明党といたしましても、(1)のそもそも「議会基本条例の検証のた

めの特別委員会とすること」、これは納得できない。議会改革特別委員会の中で２つの部会というふ

うに最初から主張してきていますので、これではないだろうと思います。人数も10人、10人かなと。

ポチの３も、やっぱり「『議会費の検証』を行うことは妨げない」と。こうじゃなくて、並列で行う

べきだろうと思いますので、特に(1)には賛成できない。 

 (2)に関しましては、ポチの２のところに「全て独占ということではなく、政治的バランスをと

る」と書いてありますので、これはもっともなことかなとは思います。けれども、先ほど石井議員が

言われたけれども、こういう書き方というのは、「二足のわらじは履けない」とか、こういうのはい

かがなものかと思います。 

 (3)に関して、前回と同じ江藤俊昭先生のアドバイザーと書いてありますけれども、どうしてもだ

めということではないのですけれども、違う学識の方の意見も聞きたいと思います。 

 (4)に関しては賛成です。以上です。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。 

 それでは、当日お配りをされたということもありますけれども、１人会派の皆さん、いかがでしょ

うか。 

○【望月健一議員】 (1)に関しては、私は２つの部会ということを主張しておりますので、10人で
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はなく、全員参加でそれを２つに分けるほうがよいのではないかと考えております。２つに分けるメ

リットは、議会基本条例の検証と議会費の検証に関して、それぞれ１年間かけてじっくりと議論でき

るというメリットがあると思いますので、私は20人で２部制ということを主張させていただきます。 

 (2)に関しましては、皆さんと協議の上、政治的バランスをとっていただきながら考えていただけ

ればと思います。これは私にとってはそんなに重要なところではございません。 

 (3)はさまざま意見がございますが、私は江藤先生でいいと思っています。ただ、別の先生も時に

意見を伺うために招聘するということは当然していくべきかと思いますので、別の先生も招聘して御

意見をお伺いする。それは全く賛成です。 

 視察は私はすべきだと思っていますので、宿泊かどうかは別といたしまして、先進地の視察は行う

べきと考えております。 

 (4)に関しては全く賛成です。どんどん市民の中に参加して、意見交換会を行うべきだと考えてお

ります。以上です。 

○【藤田貴裕議員】 私も今、重松議員から配られたこの案については賛成ですので、これでまとま

ったらいいという立場です。以上です。 

○【上村和子議員】 この２会派の案を見ると、特別委員会は10人選抜というのは会派、こういう場

ですよね。だから、作業に徹したプロジェクトチームをつくるんだなと。そこで全ての会派の意見を

酌みながら、一貫性のある議論を続けていきたいという意味の(1)の提案なんだなということはわか

ります。(2)以下もそういう意味で出ているんだろうと思います。 

 私の意見としては、公明党さんは議会改革の中の一環として、議会基本条例の見直しと議会費の検

証という、この２点なんだとおっしゃっているけれども、この特別委員会は議会改革特別委員会にな

ってしまうということは、そもそもの議論で違っているんだなと今思いました。議会基本条例がある

以上、議会基本条例の見直しの中でしか議会費の検証はできないんだと思います。別個の形でやれる

ことはあり得ないと思うんです。最高法規にはしませんでしたが、位置づけ的には議会の最高法規で

すから、議会基本条例を見直さない限り、勝手に議会費を見直すということはあってはいけないと思

うから、そもそもの議論が違うんだったら、また振り出しかなと今思っています。 

 私の解釈としては、議会基本条例の見直しをする特別委員会を立ち上げるんだと。しかし、その中

に、特に議会費に関しては必ず見直しをしたいという人たちが過半数いるだろうということを想定し

た上での柱立てということだったら、私は以前から言っていますが、百歩譲って、実態がそうですか

ら、否定するものではありません。ですから、その場合、例えば20人でやって、最終的な折り合いと

して２部会制にするのはやむを得ないと思っています。最後の落としどころです。それは前も言って

います。これは私、変えてないです。 

 最後の落としどころでやるにしても、議会基本条例の現条例の精神というものは共有されて、その

手法に沿ってやらなければいけないということをずっと一貫して言っています。ですから、２部会制

にするにしても、それらが別個にされてはいけない。議会費の見直しに関しては必ず条例に則してや

っていただきたいと思います。 

 委員長に関しましては、それなりのまとめる力がある人だったら誰でもいいです。そのかわり、議

会基本条例のことを本当によくわかっている人にやっていただきたいと思います。それを期待します。

政治的バランスというよりも、議会基本条例という、議会とは何ぞやというところの条例がわかって

いる人にお願いしたいです。 
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 (3)に、なぜ江藤さんがスーパーバイザーになったかというと、江藤さんは日本の地方自治体の議

会の先駆的取り組みをやった、栗山町議会のスーパーバイザーとしてかかわった方です。それ以降、

栗山モデルが全国自治体の議会の改革になっていきましたので、そういう根拠で江藤先生になってい

るはずです。我孫子市の福嶋さんなども入っていますけれども、それも全て根幹はそこにあったと思

います。 

 もしも藤江議員がほかの学者の意見も聞いてみたいとおっしゃるのなら、どの学者なのか、きょう

出していただきたい。江藤さんの根拠ってそれできたわけです。ですから、江藤さんに一貫して頼ん

でおくというのは、江藤さんはいろんな全国の自治体議会改革を見てきているので、識見としては十

分だろうと私は思っています。そうじゃないというんだったら、どういう学者がそうじゃない見識と

そうじゃない研究をして、そうじゃない理論を持ち出しているのかということで、学者さんのお名前

を出していただけたらありがたいです。 

 (4)は、市民にとっての見える化を図っていくということは、十分活用してもらいたい。これはこ

のとおりです。以上です。 

○【中川喜美代議員】 議長が５月16日、17日でしたっけ、議長選の所信表明のときに言われたのは、

議会改革特別委員会という発言でしたよね。 

○【大和祥郎議長】 当初は議長選のときには、一番最初は議会改革特別委員会で、１つは議会基本

条例を見直す特別委員会を含めた特別委員会と、あとはまちづくりの特別委員会、この２つについて

所信表明をさせていただいて、その中で議長にさせて。 

○【中川喜美代議員】 ３つ入っていましたよね。南部のまちづくりと、議会改革特別委員会の中の

条例の見直しと議会費の見直し、３つでしたよね。 

○【大和祥郎議長】 ですから、大きくは特別委員会としては２つです。 

○【中川喜美代議員】 今、上村議員が言われましたけれども、私もちょっと言葉が足りなかったと

思うけれども、当然この条例に基づいた議会費の見直しですから、25条と二十何条でしたっけ。

（「26条」と呼ぶ者あり）それを飛び越えての前回のような形の議会費の部会のやり方ではなくて、

当然この条例に沿った、最初はそのような言葉もどこかに入っていたように思うんだけれども、だん

だんそれがなくなってきたと思っていますので、そういう意味です。（「了解しました」と呼ぶ者あ

り） 

○【大和祥郎議長】 今、お２人のお話の中で話がつながりましたので、同じことですので。ありが

とうございました。 

 それでは、皆さんの御意見がそれぞれ出てまいりましたので、ここで暫時休憩をしながら、皆さん

にフリーでお話をしていただければと思います。 

 暫時休憩とさせていただきます。 

午後１時３５分休憩 

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

午後３時２７分再開 

○【大和祥郎議長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 長時間にわたり御議論いただきまして、まことにありがとうございます。皆さんの御協力のもと、

議会改革特別委員会を設置する方向で皆さんの合意が得られたという形となりました。本当にありが

とうございます。 
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 つきましては、次の会派会議を12月11日の１時半から開催をさせていただき、そこでは議会改革特

別委員会設置に向けての設置案の内容の確認、そして議会改革特別委員会につきましては、２つの部

会ないしは分科会ということを念頭に入れ、10名、10名の20名構成で行っていくメンバーについても

12月11日の会派会議にて皆さんの御意見等を調整させていただき、委員長、副委員長、部会長まで皆

さんから御意見を持ち寄るということで決定をしたいと思いますが、いかがでしょう。よろしいでし

ょうか。（「文面の調整」と呼ぶ者あり） 

 あと、文面の調整につきましては、一般質問の真ん中であります12月６日お昼までに、御意見があ

る場合につきましては訂正の文言を入れていただき、それを調整させていただき、各会派の皆様には

最終の８日金曜日までにお返しをさせていただいて、再度検討いただく、持ち寄っていただくという

ことにさせていただきます。よろしいでしょうか。重松議員。 

○【重松朋宏議員】 １点だけよろしいですか。誰がどちらの部会にというリストについても、12月

６日の時点で出していただけると。ひょっとすると移動があったりもするでしょうし、正副委員長や

部会長を考えるに当たっても大きく影響してくると思うので。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。重松議員より御提案がありました。12月６日までに皆

さんのほうにお出しをいただくのは、議長案として９月21日に議会改革特別委員会設置についての案

をお出しさせていただきました。それをベースに、訂正がある会派の皆さんは訂正をいただき、他の

会派、議員の皆様におきましては12月６日のお昼までにメンバーリスト、そしてもしできるようであ

ればスケジュール等々も一緒にお出しをしていただければと思います。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。それでは、議会基本条例の見直し及び議会費の検証の場について、終わ

らせていただきます。 

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

議題２．議員の期末手当について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、皆さんに宿題という形で、議員の期末手当、人事委員会勧告の取

り扱いについていかがでしょうかということで、お持ち帰りをいただいたと思います。今回4.4から

4.5になります。事前に皆様にも資料として、１人会派の皆さんにもお配りをさせていただいたと思

いますが、この点について確認をさせていただければと思います。 

 皆さんの懸案となっておりました期末手当につきましては、できましたら人勧に合わせて動くほう

がいいのかなということで、もし議会のほうで取りまとめができるようであれば、市長としては市長

提案として当然のように提出をしていくこともできると聞いておりますので、皆さんの御意見をいた

だければと思います。石井議員。 

○【石井伸之議員】 前回同様、自由民主党・明政会としては、上げるときも下げるときも、その勧

告に従って行うべきだと認識をしております。また、市長からの提案がありましたら、それはもちろ

ん粛々と受けるべきだと認識をしております。 

○【高原幸雄議員】 日本共産党としては、これまで言っていたように、3.95の現状維持でいいんじ

ゃないかと申し上げておきます。 

○【重松朋宏議員】 緑と自由の風としては、従来どおり議員の報酬、期末手当の位置づけを明確に

した上で考えていくべきであると思います。その点では議会改革特別委員会が設置されるのであれば、

その中で検討をしていくべきだろうと。ただ、議会基本条例には報酬はあるんですけれども、手当を
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どう位置づけるのか、見直しをどうするのかというのが抜け落ちておりまして、その点も含めて検討

した上で、一定のルールや考え方をまとめていくのが一番だろうと考えます。 

○【中川喜美代議員】 公明党といたしましても、前回同様、毎回このたびに会派代表者会議で長く

時間をかけて、持ち帰ったりしてずっと議論していますけれども、下げるときも上げるときも人勧に

合わせたほうがいいんじゃないかという意見でした。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。１人会派の皆さんはいかがでしょうか。 

○【藤田貴裕議員】 議会改革特別委員会ができますので、そちらで検討と。政務活動費とか報酬と

あわせて検討すればいいと思います。 

○【望月健一議員】 前回と同様の意見ではございますが、議会費全体に関して市民の皆様から厳し

い目が向けられているのもまた事実であります。定数等の削減をおっしゃる市民の方、また会派の方

もいらっしゃいます。また、報酬に関しても厳しい目にさらされているというのも事実であります。

そういった中、特別委員会が立ち上がる中、そういった報酬全体に関しましてはしっかりと考えてい

かなけらばならないと思っております。 

 また一方で、今回の人勧に関しましては、上がるときも下がるときも人勧の規定に従うということ

ですので、難しい判断を求められますが、今後、特別委員会が立ち上がる中でそういったことも市民

の皆さんに説明できる中、議会費全体に関してどのように考えるか、市民の皆さんと御議論していき

たいと思います。 

 結論といたしましては人勧に従うということです。 

○【藤江竜三議員】 私どもは人勧に連動してやっていきたいと考えております。 

○【上村和子議員】 済みません。私は答えが出せないですね。やっぱり難しい。両方の言い分が正

しい、どっちも間違っていない、人勧にある程度基準が必要だということはすごくわかります。しか

し、このような状況の中で議会としてちゃんと考えるべきではないかというのもわかるので、私自身

は考えても答えが出ないんです。議員の報酬はどうあるべきなのかというのをもう一遍自分の中で、

勉強不足なので恐縮ですが。本当に申しわけない。どっちつかずで恐縮ですが、今聞きながらどっち

も正しいなと思っています。これしか言えないです。 

○【大和祥郎議長】 わかりました。市のほうからもどうするかという話がちょっと出ているので、

皆さんの御意見が全体としてばらばらというか、それぞれの考えがあるとお伝えをさせていただいて、

ある意味、もし議会で出すんだとすると、議員提出で出さなければいけない。そうしたら全会一致な

り何なり、皆さんの御意見で出す形ですから、これを踏まえて市長とお話をさせていただければと思

っております。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。 

 それでは、協議事項につきましては以上でございます。 

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

○【大和祥郎議長】 議会事務局長より御報告があります。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 済みません、お時間いただいて。29年度の東京都市議会議員研修会の情報

が参りましたので、ここでお知らせをさせていただきます。 

 日時は来年、平成30年２月８日木曜日、午後２時から府中の森芸術劇場になります。演題は、「こ

れからの観光振興と商店街の活性化～各地の成功・失敗事例から多摩地域が学ぶこと～」となってお
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ります。講師の先生は、株式会社日本総合研究所の主席研究員であられます藻谷浩介先生でございま

す。２月８日ですので、１月に入りましたら、また例年どおり出欠等の御案内をさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。（「時間だけわかりますか」と呼

ぶ者あり）２時からですので、おおむねいつも１時出発という形をさせていただいていると思います。 

○【大和祥郎議長】 よろしいですか。事前にもしあれだったら、配りますよね。（「１月に研修案

内を」と呼ぶ者あり）よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

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

○【大和祥郎議長】 長時間にわたる御協議ありがとうございました。これをもって会派会議を閉会

とさせていただきます。 

午後３時３８分閉会 
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