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    副議長       小口 俊明        社民党       藤田 貴裕 
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    公明党       中川喜美代        議会運営委員長   遠藤 直弘 

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

 ○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        庶務調査係員    大塚真紀子 

                           議事係員      伊形 美幸 

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

 ○協議事項 

  ◎議長挨拶 

  議題１．特別委員会の設置について 

    ２．政治倫理条例について 
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午後１時２９分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 こんにちは。休会中にもかかわらず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。皆さんも、先週は一般質問で４日間本当にお疲れさまでございました。あしたか

らは委員会審査ということで、その前に、ぜひ前回打ち合わせをさせていただいた特別委員会設置と

いうことで、皆さんのお力をいただいたことを心から感謝を申し上げて、きょうの会派会議の議事運

営に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、協議事項にのっとりまして進めさせていただきます。 

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

議題１．特別委員会の設置について 

○【大和祥郎議長】 特別委員会の設置についてということで、前回の会議の中で、特別委員会は設

置をするということで決定させていただきました。きょうは、先週の金曜日までに皆様に御配付させ

ていただいたと思うのですが、各会派の皆さんから、文案についての確認をさせていただいておりま

す。それと、そのときに委員会の委員の配属、そしてあらあらのスケジュールということで資料提供

いただきました。そのまとめたものを金曜日にお渡しさせていただいたと思います。 

 さて、そういった中で、まず最初に、特別委員会を設置するための資料について、文案について確

認させていただければと思います。おおむね、日本共産党さん以外は全て原案のとおりで来ておりま

す。ですので、皆さんがそういった形で極力それにのっとってやっていただきたいというのがお願い

ですが、皆さんのお手元に資料を配付させていただいておりますけれども、それを見ていただいてい

ると思いますが、改めて御説明をさせていただきます。 

 議会改革特別委員会の設置について（案）。この上の文章は、最初に出されて、日本共産党さん以

外は全て原案のとおりでいいですということで確認がとれています。下の１とか２とかいう部分につ

いては、日本共産党さんから、上の文章をこう訂正いただきたいということの文言について御指摘が

ありました。 

 １ページ目が前段の１段落目と２段落目について、次のページについては目的のところについての

指摘ということになっております。これについて、皆さん事前に見ていただいていると思いますので、

御意見をまずいただければと思います。重松議員。 

○【重松朋宏議員】 私どもの会派は、文章の部分についても、目的、期間、定数についても、議長

たたき台案のままでいいんじゃないかという御意見を出させていただいたんですけれども、文章につ

いては、指摘された第１段落と第２段落で重複する部分をまとめた形のほうがよりすっきりすると思

いました。 

 目的の部分については、「点検の結果に基づき、条例の改正その他、議会費の検証を含む」までを

消すかどうかでかなり位置づけが変わってきてしまうので、議論が必要かと思いますけれども、私の

会派は、基本、議長案でもいいと目的の部分については思います。 

 文章は、こちらの指摘された形で整理したほうがすっきりするかと思います。 

○【上村和子議員】 日本共産党さんの御意見と言われたので、先に日本共産党さんから、なぜこう

変えたほうがいいかを説明していただけたらありがたいです。 

○【大和祥郎議長】 そうですね。じゃ、高原議員、よろしくお願いいたします。 

○【高原幸雄議員】 共産党では、文書を出したんですけれども、つまり１段落目のところと、それ
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から２段落目のところの経過の整合性というんですか、そういう意味でちょっと前後する部分があっ

たのでそれを直したほうがいいということ。それから、あと、目的のところは、検証の結果を踏まえ

て、議会費についても適切な措置を講ずる、議論をするということで、大まかにはそういうことで出

したつもりだったんですが、皆さんのほうで原案のとおりでという意見もあるので、それはあまりこ

だわらないです。 

 結局、これが原案というふうに……。 

○【大和祥郎議長】 そうですね。今のところ、ほかの会派の皆さんからはそういったことで、日本

共産党さんは、この出てきているのは、多分今まで議論していたのと全く同じような御意見で訂正が

入ってきたので、その辺について御理解を、できればいただきたいけれども。まあ、今、そういった

ことで御説明ということで。 

 上村議員、大丈夫ですか。 

○【高原幸雄議員】 ちょっと、細かいのは持ってこなかったんです。 

○【上村和子議員】 大丈夫ですが、こだわらないということは、議長のたたき台の原案でもいいと

いうことでいいんですか。こだわるなら、今、議論したほうがいいんだけれども……。 

○【高原幸雄議員】 皆さんがそういうことで行こうということであれば。私たちも、改定案といっ

たらおかしいけれども、私たちの考えは考えとして出したんですが、皆さんが提案された原案でいい

ということであれば、私たちもそれで特に。絶対これじゃなきゃだめだという意見はないです。 

○【上村和子議員】 そうなんですか。そうしたら、よかった。 

○【大和祥郎議長】 であれば、よろしいですかね。ありがとうございます。本当に御協力、深い御

理解ありがとうございます。 

 そうしましたら文案はこの形で、最終的に、てにをははもう一度事務局にも確認させていただきま

すけれども、これで。重松議員から、少し整理をしたほうがいいという意見もありましたが、いいで

すか。目的は変えないということで。 

○【重松朋宏議員】 ちょっとすっきりするという程度のものであって。 

○【上村和子議員】 具体的にどう変えるかがあったほうがよろしいかと。 

○【重松朋宏議員】 私の意見としては、日本共産党さんの指摘は、表の部分については内容は変わ

らないですよね。ただ主語述語を整理したり、重複する部分について整理されたものだと思いますの

で、それで、整理したほうがよりスマートというか、きれいな形になるという思いは持っています。 

 後ろの目的の部分については、日本共産党さんの指摘した形か原案かではかなり内容が変わってく

るので、そこについては日本共産党さんもこだわらないということであれば、議長原案のとおりでい

いと思います。 

 できたら３つ目の文章を修文すると、文章の量も減ってすっきりすると思うんですけれども。 

○【大和祥郎議長】 そうしますと、１、２両方ともこのような感じにするということですね。 

○【重松朋宏議員】 はい。 

○【藤江竜三議員】 私は、原案のほうがいいと思って。大分修文されたもののニュアンスが違うと

いう印象も受けるので。政務活動費だけ引き続き検討するという印象も受けるような形になるので。 

 ほかのところも、「など」というところに含まれているのかもしれないですけれども、現状の文章

のほうがいいかと思うんですけれども。 

○【大和祥郎議長】 １のところについては、「しかし」ということを追加したのと、ちょっと言葉
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を削ったという、ある意味、てにをはの部分だと思うんですけれども。 

 １段落目からこのままで行くか、日本共産党さんの……。いかがですかね。中川議員。 

○【中川喜美代議員】 修正を出された日本共産党さんが、目的も含めてこれでいいと言われており

ますので、これでいいんじゃないかと思うんです。 

 それで、てにをはとかその辺はまた、よく読んで修正していただければ、私はこれでいいと思いま

す。 

○【重松朋宏議員】 私も、こだわらないです。 

○【大和祥郎議長】 じゃ、最終の細かいところはもう一度文章チェックをさせていただいて、お出

しをするということで。これについては、会派ですから、全員でお出しをいただければと思います。

その署名の手続とか、その辺については御相談をさせていただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 そうしたら、次に行ってよろしいですか。そこまで決めちゃいますか、先に。 

○【中川喜美代議員】 いや、もういいですよ。文章もこれで。 

○【大和祥郎議長】 いいですか。それでは、２枚目に所属希望があります。今回は、全員希望のと

ころにすっぽりおさまりました。どこもいじらなくて、ありがたいことに全員すっぽりおさまって。

ということでありがとうございます。一応こういった形になっていますが、どうしてもやっぱりこっ

ちだったというのはありますでしょうか。よろしいですか。全員希望で出されているから。いいです

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、配属はこういう形になります。 

 次に、すぐ１月からスタートをするには、できたら委員長ないし部会長ぐらいまでは、せめて委員

長と副委員長、部会長は決めておいたほうが、よりスムーズに行けると思いますので、その辺につい

て、暫時休憩をして皆さんと協議をさせていただければと思います。よろしいでしょうか。 

 暫時休憩といたします。 

午後１時４０分休憩 

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

午後２時３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。 

 ただいま休憩中に特別委員会の委員長、副委員長について、皆さんから御意見をいただきました。

自民党のほうからは委員長に青木健議員をぜひということです。もう１名は上村議員から立候補いた

だいたということで、皆さんの御協議の結果、お二人の話し合いをしていただくということで、議長

と副議長と４人で調整をさせていただき、おおむね19日の議運前までには、18日ぐらいまでには調整

ができればと努力をさせていただければと思います。 

 あと、部会につきましては、各委員会が始まった時点で、その中から部会長を決めるということで、

皆さんとの合意がとれましたが、いかがでしょうか。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。 

 もう１点、委員長、副委員長につきましては、今お二人ですので、原則、委員長と反対側の部会の

中から副委員長を選出するということで、例えば、上村議員がなった場合には議会費部会のほうから
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副委員長を出す。青木健議員が委員長になった場合には、条例部会の中から副委員長を決めるという

ことで、こちらも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、人事につきましてはそういう形です。また、希望配属について

も、お手元にお配りをいたしました本日付の資料で調わせていただきたいと思います。 

 続きまして、あらあらのスケジュールについて。このスケジュールにつきましては、上村議員、そ

して重松議員で、議長も大枠のをつくっておりましたので、それを落とし込ませていただきました。

これは、委員会が始まれば委員会のほうで進めていく形になると思いますが、これはスケジュール感

として確認をいただければと思いますが、この件でスケジュールを出していただいていた上村議員、

重松議員のほうから何かつけ加えることがあれば。 

○【高原幸雄議員】 スケジュールは私たちも出したよ。 

○【大和祥郎議長】 失礼いたしました。日本共産党さんからもいただきました。 

○【重松朋宏議員】 これが、上村議員と私どもの会派から出したものです。全部なくて申しわけあ

りません。 

○【大和祥郎議長】 あります。大丈夫です。暫時休憩といたします。 

午後２時６分休憩 

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

午後２時１４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。 

 休憩中に、特別委員会スケジュール（イメージ）ということで、本日付の提案を出させていただき

ました。加えて、上村議員、重松議員の会派から委員会のスケジュール案について、当日資料として

お出しをいただきました。皆さんで、どういった内容をやるのかということを検討した中、おおむね

１年間を３つに分けてスケジュールをつくりながらやっていくということで確認がとれた形ですが、

この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。おかげさまをもちまして、これで、きょうの１つ目であります、特別委員

会の設置についてを終わらせていただきます。今後、資料、また署名等でお願いすると思いますので、

御協力をよろしくお願いします。 

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

議題２．政治倫理条例について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、議題２、政治倫理条例について。本日、議会運営委員長が来てお

りますので、議会運営委員長より、政治倫理条例について御報告をいただければと思います。よろし

くお願いします。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 本日は貴重な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。国立市議会政治倫理条例案につきまして、議会運営委員会での協議の経過と結果を報告させて

いただきます。 

 議会運営委員会では、ことし７月３日開催の会派代表者会議及び会派会議において確認されたこと

から、７月11日から12回にわたり協議を行ってまいりました。この間、委員会で協議するだけでなく、

議員のハラスメント行為に対する職員アンケート、懇談会、そしてセクハラ研修、パブリックコメン
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トを実施し、条例案を作成してまいりました。 

 それでは、条例案の御説明をさせていただきます。お手元に御配付の国立市議会政治倫理条例案を

ごらんください。 

 第１条は目的。第２条は議員の責務でございます。第３条は、議員は政治倫理に関する研修を受け、

この条例を遵守する旨の宣誓を行わなければならないことを規定しています。 

 第４条は、政治倫理基準として８つの基準を規定しております。その内容といたしましては、５月

17日の第１回臨時会の国立市議会議員倫理決議や職員等アンケート等の結果を受けまして、供応接待

を含む金品授受の禁止、セクハラ・パワハラを含む人権侵害のおそれのある行為の禁止などとしてお

ります。 

 第５条及び第６条は、議員やその配偶者等が役員をする企業・団体の市が行う請負契約等の辞退及

び指定管理者の指定の禁止を規定しております。そのような企業・団体を有する議員は、辞退届を議

長に提出しなければならないとしております。 

 第７条は、議会は人権侵害のおそれのある行為に関する職員からの苦情の申し出を受け付けるため、

必要な措置を講じなければならないことを規定しています。 

 第８条は、条例の施行に関して、議長への委任を規定しております。 

 最後に付則といたしまして、施行日を平成30年４月１日としております。 

 説明は以上でございますが、パブリックコメントに関して、１件の御意見をいただいております。

内容といたしましては、総論としては賛成する。倫理違反の議員に対して、選挙権を有する市民によ

る調査請求の規定を取り入れるべきではないかとの意見でありました。議運としては、連署の数等に

おいて合意に至りませんでしたので、条例案については反映されておりません。しかし、この点を含

めまして今後議論を続けていくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。ただいま、議会運営委員長より、国立市議会政治倫

理条例案について取りまとまったということで御報告がありました。これについて、何か御意見ござ

いますでしょうか。上村議員。 

○【上村和子議員】 これは、私たちの交渉団体のところで、こういう形で整理することは合意しま

した。でも、そのときの条件がありまして、せっかく調査委員会等の原案の段階で出てきたものがあ

りますよね。ああいったものに関しては、時限を決めてちゃんとつくるんだということもあわせて、

抱き合わせて、今のところこれで全員一致したこのような条例案を出すけれども、必ず来年の12月ぐ

らいまでにはちゃんとつくりますということも一緒に出してということで、条件づけで合意したよう

な気がするんですけれども。 

○【大和祥郎議長】 その点について、議会運営委員長から、今の御質疑について回答を。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 先ほど、後段のところで発表させていただきましたけれども、合意

に向けて当然議論を今後もしていく。そういうパブリックコメントを受けてということですから、皆

さんと合意に向けてお話し合いを今後も続けるとしております。 

○【上村和子議員】 だから、その「しております」というのが、どういう形でなのか。まず「今

後」というと、ずっと今後なので……。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 いや、来年の12月をめどに。 

○【上村和子議員】 ちゃんとそこが入るんですね。来年の12月をめどにと。それは、条例案の提案
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説明をするときにおっしゃるということですか。それをどこに約束という形で位置づけるんですか。

例えば、附帯決議とかいう形とか。長からのものだと附帯決議というのが議会はできますでしょう。

だけど、自分たちでやっていることに附帯決議を出すのもちょっと変な話なので。 

○【遠藤直弘議会運営委員長】 そうですね。議運のほうで、皆さんで合意がとれていることになり

ますので、それが僕は全てだと思います。その中で、しっかりと議運を開いて議論を尽くす。そして、

設置に向けて努力をするということが、委員会全員での共通した認識になっていると私は思っていま

す。 

○【上村和子議員】 それをすごくわかった上で聞いているんですけれども、それを市民に向けて、

プロセスとして、これを今度12月議会に提出しますよね。市民に向けてどう公表していくかといった

ときに、そういうことを議会としてはみんなで一致して決めたんですということを、どういう場で公

表していくんですか。提案説明のときに、あわせて檀上で、例えば議運の委員長が言うときに言うん

ですか。 

○【大和祥郎議長】 暫時休憩といたします。 

午後２時２１分休憩 

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

午後２時２７分再開 

○【大和祥郎議長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 ただいま、政治倫理条例について、議運の委員長より御報告並びに皆さんから報告の仕方について

御協議をいただいたということでございますので、本条例案につきましては、この後に条例案に皆さ

んのサインをして、本会議に提出をするということです。 

 その際に、委員長報告にもありました、今回全てが調わなかったものについても、今後引き続き検

討していくことをしっかりと提案説明の中で盛り込むということで皆さんの確認がとれましたが、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、議運委員長、御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 それでは、きょうの協議につきましては、ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩をさせていただきます。 

午後２時２８分休憩 

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

午後２時２９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。 

 皆様の御協力をいただきながら、全ての議題、滞りなく終わりました。ありがとうございます。こ

れをもって会派会議を閉会といたします。ありがとうございました。 

午後２時３０分閉会 


