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平成３０年１月９日（火） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 青木  健 委員 尾張美也子 

委員 石井 伸之 〃 住友 珠美 

〃 髙柳貴美代 〃 中川喜美代 

〃 大谷 俊樹 〃 小口 俊明 

〃 遠藤 直弘 〃 青木 淳子 

〃 稗田美菜子 〃 重松 朋宏 

〃 石井めぐみ 〃 関口  博 

〃 渡辺 大祐 〃 藤田 貴裕 

〃 高原 幸雄 〃 望月 健一 

……………………………………… 

議長 大和 祥郎 

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

○欠席委員

副委員長 上村 和子 委員 藤江 竜三 

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

○議会事務局職員

議会事務局長 内藤 哲也

議会事務局次長 波多野敏一

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

○会議に付した事件

１．議  題 

(1) 今後の委員会の進め方について

(2) 部会での協議事項について

(3) 講師について

(4) その他
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午後３時１分開議 

○【青木 健委員長】 どうも皆さん、こんにちは。３連休いかがでございましたでしょうか。忙し

い皆さんでしたので、３連休なんて言いながら全然休みなんかないよという３連休を過ごされた方も

いらっしゃると思いますが、大変お疲れのところ、連休明け早々御参集いただきまして、まことにあ

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、これより議会改革特別委員会を開きます。 

 座らせていただき、進行させていただきたいと思います。 

 この際、御報告申し上げたいと思います。藤江委員及び上村委員より欠席する旨の届け出がござい

ましたので、御報告いたします。 

 なお、藤江委員に関しましては、お子様がけがをされ、全身麻酔での手術に今入っているというこ

とで、そういう理由だそうです。上村委員は、風邪のため熱とぜんそくのほうがひどくてとてもしゃ

べれないし、出てきてもせきで皆さんに御迷惑をおかけすることになるということでございますので、

御了承願いたいと思います。 

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

○【青木 健委員長】 それでは、大和議長より御挨拶を頂戴したいと存じます。 

○【大和祥郎議長】 皆さん、こんにちは。新年早々に議会改革特別委員会、大変お疲れさまでござ

います。御苦労さまでございます。私のほうからは、１年間、短い時間ですが、皆さんと慎重審議を

していただき、結果を出していただければと思う次第でございます。 

 １つ御報告をさせていただきます。１月４日に会派代表者会議をさせていただきまして、議会改革

特別委員会の予算について協議をさせていただきました。まず、平成29年度内、この３月までの予算

についての、今回も議題となっております講師謝礼につきましては、御協議をさせていただいた結果、

議員互助会のほうから拠出をさせていただくということで、おおむね５万円の予算ということで確認

をさせていただいております。 

 そして、４月からの新年度予算につきましては、皆さんの積極的な研修ということも含め、特別旅

費のほうにつきましては、１人５万円掛ける事務局職員を含めた23名で計算をさせていただき、そし

て講師につきましては、おおむね２回の招集という形の中で10万円について、予算計上につきまして

市長のほうに報告をさせていただき、また会派代表者会議のほうで確認がとれておりますので、どう

ぞその中で十二分に活用いただきながら、実りある特別委員会にしていただければと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○【青木 健委員長】 どうもありがとうございました。 

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

 議題(1) 今後の委員会の進め方について 

○【青木 健委員長】 それでは、委員長より本日の進め方について御説明をさせていただきたいと

思います。本日はまだ部会ごとに分かれての協議には入りませんので、各部屋ごとに分かれていただ

いて、お手元に配付させていただいております議会基本条例について、この中から問題となる点、こ

の点については改正すべきではないかというような御意見を、これよりおおむね60分間時間を設けま

すので、その間で各部屋ごとに御意見を出していただきたいと思います。 

 その後、一旦休憩をとった後、今度は各部屋ごとにその問題点について約５分程度で発表していた

だきたいと思います。本日はその発表までとさせていただきたいと思いますが、それが資料となり、
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今後の条例部会における討論の要点となってくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 その後、各部会のスケジュールを、部会長を中心に決めていただければありがたいなというふうに

思います。正式にまだ部会に分かれてということにはならないわけですけれども、部会ごとに予備の

打ち合わせであるとか、会議が必要であるという場合もあると思いますので、それらについて日程を

各部会ごとに調整していただければというふうに思っております。 

 また、その後ですが、スーパーバイザーについて、どの方がいいかということについて、これも各

会派ごとに発表していただき、その後、できればきょう調整をして決められればと思っておりますが、

だめな場合においては、次回までには必ず決めてまいりたいと思いますので、その辺御理解願いたい

と思います。 

 また、今後のことになりますが、これは広報委員長に御了解をいただいたわけですが、５月５日号

の議会報にページを割いていただきまして、この議会改革特別委員会について掲載をしていただくと。

なお、５月11・12日に市民の意見を聴く会が開かれますが、これも広聴委員長に御了解を頂戴いたし

ましたが、そちらに議会改革特別委員会もあわせて市民の皆さんの意見を聞く場とさせていただきた

いということを申し上げさせていただきたいと思います。 

 以上でございますので、それではここで暫時休憩とし、各部屋ごとにお集まりをいただきまして、

条例の問題点について洗い出しをしていただきたいと思います。 

 以上ですが、何か御質疑等ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午後３時７分休憩 

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

午後４時１０分再開 

○【青木 健委員長】 休憩を閉じて特別委員会を再開いたします。 

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

 議題(2) 部会での協議事項について 

○【青木 健委員長】 休憩中に各部屋において話し合いをしていただきました。その結果について、

部屋ごとに御報告を願いたいと思います。 

 まず、自由民主党・明政会からお願いします。石井委員。 

○【石井伸之委員】 それでは、会派の中で協議した項目、また疑問点、課題等、その点を発表させ

ていただきます。 

 まず最初に、前文に「市民とは」という形でありますけれども、議会をやっていく中で、議会基本

条例の中では、市内に在住、在勤または在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体を市民と

いうふうにあります。しかし、さまざまな形で協議、議論をする中で、市民という定義が若干曖昧に

なっていたのではないかなという点がございますので、そのところを考えると、地方自治法上にある

住民という形での、参政権のある住民、こちらを市民ということで、まず最初に定義をすべきではな

いかなと感じたところです。 

 続いて、第２条第５号ですが、「他の地方公共団体の議会及び大学等研究機関との交流及び連携に

努めること」とありますが、この点は未実施でしたので、今後、行うかどうかを含めて協議すべきだ
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と考えております。 

 そして、続きまして、第４条ですが、こちら会派及び交渉団体とありますが、ここのところで会派

というものが本当に単数、１人でよいのかというところを疑問に感じるところです。会派という名称

であるのであれば、まずは少なくとも複数ではないかというところで疑問を感じております。 

 また、交渉団体としてということで書いてはあるんですが、しかし、その前に会派として、３名以

上の会派から議会運営委員会等に１名選出できるという、その部分について、この第４条の中には明

確に書かれておりませんので、このあたり、特に第５項には、「２人以下の会派は、交渉団体を結成

することができる」というふうにはありますが、その前に前提として、３名以上の議員で構成する会

派は議運等に選出できるという、そのあたりについてもしっかりと明記すべきだと考えております。 

 また、こちらの第４条の第１項、「議員は、議会活動を行うに当たり、理念又は政策を共有する」

とありますが、これは「又は」ではなくて、理念及び政策を共有するというふうに直すべきだと考え

ております。そして、複数会派であるのですから、可否の表明、賛否のときには、やはりこれは割れ

ずに同一の賛否をすべきだと考えております。 

 続きまして、第15条に移ります。第15条の中に、全員協議会、委員協議会、会派会議、会派代表者

会議と書かれているんですが、これは順番として違うと考えております。順番は、会派代表者会議、

次に会派会議、続いて全員協議会、最後に委員協議会という形で、やはり重きをなす順にこの会議の

名称は並べるべきだと考えております。 

 続いて、第16条、「委員会は、政策課題について調査研究を行うとともに、市民及び市長等との議

論を踏まえ、政策提案を行うよう努める」とあるのですが、実際、現状のところ、広聴委員会は発足

をして、広聴委員会から各常任委員会に対して課題の投げかけ等はございましたが、しかし、各常任

委員会が主体となってこういった政策課題について調査研究、また市民及び市長等との議論を踏まえ、

政策提案を行うというところまでは実施できていなかったと考えておりますので、この点、今後どの

ように実施すべきか、協議、検討すべきだと考えております。 

 続きまして、第17条に、「議会は、審査又は調査に当たり、法第100条の２の規定による学識経験

を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するよう努める」とあるんですが、実際に

予算の兼ね合い等も含めて、学識経験者等を議会に常設しておくということは非常に難しいというこ

ともございますので、この点、恐らく今後行われることかと思いますけれども、この点について、常

設ではなくて、必要に応じてというようなところで、この必要性については再度検討が必要だと考え

ております。 

 続いて、第18条ですが、「議会は、審査、諮問又は調査に当たり、別に条例で定めるところにより、

附属機関を設置することができる」とあるんですが、政治倫理条例の協議等にもあったように、地方

自治法上、また総務省等では、議会として、こういった附属機関と言われるような、例えば協議会や

審議会、こういったものは、設置は認められないというところがございますので、その矛盾している

点をどのようにして整合性を図っていくのか。この点について協議をすべきだと考えております。 

 続いて、第19条、議会図書室ですが、実際に議会図書室をオープンにしていくということが、セキ

ュリティー上、問題、課題があると考えております。実際に情報公開していきたいということは感じ

るところですが、果たして今、国立市議会の図書室を市民の方に開放、またオープンにしていくこと

が、実際にセキュリティー等、また実務上、構造上、特に貸し出しをすることも検討するのであれば、

どのように貸し出しをするのか等、さまざまな課題がございますので、議会図書室をオープンにして
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いく、情報公開をしていくというところについては、協議、検討が必要だと考えております。 

 続いて、第24条、大規模災害時の対応ですが、国立市議会として災害支援会議設置要綱を設置いた

しましたので、この要綱設置に基づいて第24条は改善すべきと考えております。 

 続いて、第25条、議員定数についてですが、以前の議会改革特別委員会の財政部会の中で、各常任

委員会の定数は７名とするというような形がありまして、その７名の中には議長も含めて７名という

形で３つの常任委員会、７、７、７として、そして21名の議員定数ということが検討された、また協

議されたことがございますので、議員定数、現状の22名ではなくて21名とし、定数を１名削減すべき

だと考えております。 

 続きまして、議員の報酬、特に期末手当についてですが、期末手当の支給率、こちらは人事委員会

勧告に基づいて連動させていくべきだと考えております。また、政務活動費のほうですけれども、今、

事務局のほうで使い方について、いろいろマニュアル等をつくっているところですが、議員が戸惑う

ことがないようにしっかりと政務活動の中で使えるもの、使えないものを明確にしていくとともに、

国立市議会議員としての活動が硬直化しないように、そのあたりはもっと見やすい、わかりやすい政

務活動費の使い方を提示すべきだと考えております。また、そういった観点から政務活動費は増額し

ていくべきと考えております。 

 続いて、第28条、４年に１回の見直しの規定ですけれども、趣旨及び解説の中で、「議会運営委員

会等において検討し」というふうにありましたが、実際に見直し、検討するに当たって、会派代表者

会議や会派会議での協議を踏まえると、議会基本条例の見直しは、議会運営委員会等ではなくて、こ

れは明確に特別委員会においてというように変えるべきだと考えております。 

 今、幹事長から改善等、そのあたりをお示しいたしましたが、ほかに私たちの会派の所属委員から

つけ足し等あれば発言をお願いします。 

○【青木 健委員長】 済みません、１会派５分程度でお願いしていたので、よろしいでしょうか。 

○【石井伸之委員】 以上です。 

○【高原幸雄委員】 それでは、党としての協議の結果について御報告します。５分ということなの

で、急いでやりたいと思います。 

 全体的には、前文の中では、最後のセンテンスのところで、積極的な広報・広聴に努めるというこ

ととあわせて、この辺は今後の課題として行っていく必要があるのではないかということです。その

中では、積極的な広報・広聴に努めというところまでは、これは十分にやられてきた経過があるんで

すけれども、市民からの政策提案を受けとめながらというところが、まだ不十分な点があるのではな

いかということが１つです。 

 それから、第２条第５号のところが、これは依然として未実施になっておりますので、先ほど自民

党・明政会さんのほうからもありましたが、これは検討課題ということで、ぜひ今後具体化をする必

要があるかなと思います。 

 それから、第５条第２項のところです。趣旨及び解説のところで、用語解説で「本会議及び委員会

が必要に応じて、広く議会外の意見を聴くため、予算その他重要な議案等について、利害関係者や学

識経験者等から意見を聴く会のこと」となっているんですが、この部分がまだやられていないという

ようなことで、これは十分に検討する必要があるだろうと。用語解説も含めて市民の意見を聴く会と

いうのはそうなんですけれども、公聴会というところがやられていないので、それについてはしっか

りと実施するということが課題になっているかなと思います。 
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 それから、６条の２項のところで、広報委員会及び広聴委員会に関し必要な事項は、別に定めると

なっていて、説明のところで、広聴委員会は、市民意見を聞き置くだけにとどめないための委員会で

云々かんぬんというのは、先ほど自民党・明政会さんからも提起がありましたように、これは十分に

今後検討していく必要があるだろうと思います。それは政策形成につなげる実際に動く委員会という

ことでやっていく必要があると思います。 

 それから、８条のところで、「議会は、決算認定に当たっては、市長の予算調製に資するよう審議

に努める」というのがあるんですけれども、今、決算特別委員会が時間制限で、予算特別委員会もそ

うなんですけれども、審議時間が少ないのではないかということがありますので、これは検討を要す

るかなと思います。 

 それから、10条の２項のところで、「議会は、前項の規定により議決事件を追加し、又は追加した

事件を削除する場合は、その理由及び根拠を明確にしなければならない」ということですけれども、

いろいろな行政計画で大事なものが議決事項から外れているという問題があるのではないかというこ

とで、議決事項に加えるべきものは検討して加える必要があるのではないかと思います。 

 それから、13条の１項、２項です。議員間の公平で自由な議論を尽くすという問題では、議員間討

議を行うという、これも議員間討議が一度提案された経過がありますけれども、なかなか議員間討議

まで発展しなかったということもあるんです。これは今後、十分な議員間討議なども含めてできるよ

うな対処のあり方というか、そういうものも検討する必要があるかなと思います。 

 それから、16条の１項のところで、先ほども出ましたけれども、政策課題について調査研究を行う

とともに、市民及び市長等との議論を踏まえ、政策提案を行うよう努めるというのは、広聴委員会は

特に市民から意見を聴く会をやっている、それが各委員会に投げられているんですが、そこから先が、

まだ政策提言という形までいっていないという状況がありますので、これは十分に今後の活動の中で

改善する必要があると思います。 

 それから、22条です。「会派又は議員は、政策立案等の能力向上を図るため」云々かんぬんとあり

ますけれども、これも検討課題にする必要があると。政務活動の充実に努めるという点では、どうい

うふうな充実を図るかという点で検討する必要があるということです。 

 それから、23条について、議会事務局の体制の問題です。これも組織体制の整備に努めるとなって

いますけれども、この間、職員が削減されたという問題もありますけれども、やはり増員して充実を

図る必要があるだろうと思いますので、それは検討課題としてぜひ検討していきたいと思います。以

上です。 

○【青木淳子委員】 では、２人で行いますので、私からは19条の２項、先ほど自民党・明政会さん

のほうからもありましたが、市民への情報提供のため、環境整備に努めるという条文があります。情

報公開というのは非常に大事なことでありますが、現状ではセキュリティー上、市民利用はかなり困

難な状況にあります。自治法の規定ではできる規定でありますが、ここは見直しの検討をする余地が

あると思います。 

 また、もう１点、18条に関してですけれども、附属機関を設置することができるとあります。自治

法では附属機関の設置について規定されておりませんので、議会基本条例ではできる規定にされてお

りますが、附属機関の設置が可能かどうかということ、ここは課題であると考えます。以上です。 

○【小口俊明委員】 続けて、戻りますけれども、４条の１項です。ここにおいては会派の定義とい

うくだりになっておりますけれども、「理念又は政策を共有」という表記になっております。先ほど
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自民党・明政会さんからの指摘と同じですけれども、理念及び政策を共有とするべきではないかとい

うふうに思っております。その１つ根拠として示したいのが、これは一般的な広辞苑であります。書

いてありますのは、会派とは、主義・主張を同じくする人々が結成したグループということになって

おりますから、この主義というところが理念であり、また主張というところが政策である。このよう

に捉えますと、これはやはり中黒ということでは及びがふさわしいだろうと思っております。 

 続いて、同じく４条の５項であります。ここに「２人以下の会派は」ということで条文が始まって

おりますけれども、ここは交渉団体の定義だろうと思っておりまして、そうすると、交渉団体は３人

を基準としていますから、２人以下の会派というところが主語で始まるのは、条文としてはどうなの

だろうかと考えています。ですから、ここはやはり交渉団体は３人を基準とするというところをまず

定義した上で、もし必要があれば２人以下の会派のくだりについては入れるのか入れないのかという

検討が必要だろうと考えております。 

 公明党は以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 私たちの会派では、まず、ほとんど他の会派と重なるようなところがあるん

ですが、同じようなところも含めて一通り発表させていただきます。 

 前文の中におきまして、市民というのを明確に定義しておりますので、これをもう一度確認をした

ほうがいいのではないかということになりました。 

 それから、４条におきましては、会派についてのところです。ここは、議会というのはさまざまな

意見の合意形成をする場でありますので、どういったことが合意形成に資するのかという観点から会

派のあり方を見直す必要があるのではないかという会派のところでございます。 

 それから、18条、これも他の会派からありましたが、附属機関につきましては、議会が持つことは

難しいのではないかという自治法の観点もありますので、法令上どうなのかということを含めて見直

しが必要なのではないかと考えております。 

 それから、19条、図書室のところでございますが、セキュリティーの面も含めて、あとはインター

ネットの環境なども含めて、公開することによってさまざまな人が出入りをするということになりま

すと、セキュリティーのこともそうですし、いろいろな問題があると思いますので、見直しが必要で

はないかというところでございます。 

 それから、25条、議員定数でございますが、見直しは必要だと考えておりますので、スムーズな見

直しができるような形づくりが必要ではないかという意見が出ております。 

 それから、報酬につきましても、同じように明確に市民に説明ができる形で見直しができるような

こと、あるいはそういう議論に入っていくことが必要ではないかという意見が出ております。 

 私たちは以上です。 

○【重松朋宏委員】 詳細はまた改めて提出するとして、大まかに８点にまとめました。 

 まず第１に、全体的なところです。前文を含めてですけれども、二元代表制とか執行機関との緊張

関係ですとか、監視機能、これが果たして十分にこの３年間で果たすことができたのだろうか。ある

いは議会運営への市民参加、それから議会としての政策形成や論点提示というものが、これは課題で

はないか。十分ではなかった部分があるのではないかということです。ただ、一方で、福祉保険委員

会などで結構頑張っているようなところもありまして、これは課題であると同時に、より積極的にこ

の方向性で実現を全体的に進めていきたいということです。 

 ２点目に、個別の条項を見ていきますと、かなりできていない課題が多いかなと。例えば２条の他
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の議会や大学との交流、それから５条１項の議会としての政策形成、５条２項の政策形成に当たって

の公聴会ですとか、政策形成に当たっての市民の意見を聴く会、これが聞きっ放しになっていないか

というようなことを含めてです。 

 それから、17条の専門的知見の活用ですとか、18条の附属機関、８条の予算調製に資する決算審査

ですとか、23条の事務局の充実など、かなりできていない課題が多いのですけれども、できていない

からといって、じゃあ条文をやめてしまうかというよりは、むしろこれを実現していく方向で充実を

させていきたいということです。中には、その気になればすぐにできるんだけれども、できなかった

ようなものが幾つかあります。例えば７条４項の文書質問、それから９条の審議に当たっての６点の

審議の基準、それから11条の委員会の所管事務調査、13条の議員間討議、これらはすぐにでもできる

んだけれども、やられてこなかった課題というのがあります。これも使いこなしていきたいというこ

とです。 

 一方で、できなかったんだけれども、そもそも使いこなすだけの詳細な規定とか、そういうものが

整備されていないものがあります。17条の学識経験者や専門家、それから18条の附属機関、これは報

酬や謝礼のあり方なども含めて十分な規定がないので、使いこなせてこなかった部分もあります。こ

れらはそんなにしょっちゅう使われるものではないのですけれども、使いこなしていけるような規定

が必要ではないかということです。 

 一方で、議論が必要なものもあります。第５点として、例えば７条３項の市長等の反問について、

これは交渉団体の中でも賛否両論あります。それから、10条の議決事件の追加についても、どこまで

追加していくのか、どうするのかということ。それから、２条にあるソーシャルインクルージョンの

議会運営というのはそもそもどんなものなのか、どういうことなのかということについても今後議論

が必要ではないかということです。 

 第６点目として、22条の政務活動、25条の定数、26条の報酬については、条文としては極めて真っ

当であると。これに沿ってきちんと審査をしていただきたいということです。ただ、これは改定のと

きだけではなくて、現状についても説明責任が必要なのではないかという意見がありました。これら

は主に議会費部会の中でしっかりと審査されていくといいのかなという意見でした。 

 それから、第７に、全体についてですけれども、全体的にまとまって、大体ほぼフルスペックでは

あるんですけれども、ちょっと幕の内弁当的で、これという特徴というのが共有されていないところ

がありますので、これは国立市議会として、この議会基本条例でこういう議会を目指しますというの

を一言で、誰もが共有できるようなものをつかみ取っていきたいなということです。 

 第８に、その他のことで、まず会派についてなんですけれども、公平な会派の扱いというところが

あったと思いますけれども、特に一部事務組合の人事などで、あらかじめ会派割り当てが、どの会派

何人というような形であるというのは、これは不公平なのではないかという意見が、特に少数会派、

私ども少数会派の集まりですのでよく出てきました。 

 また、市民の定義については、議論は必要だと思うんですけれども、この市民という言葉は、何ら

かの権利を付与したり、制限したりするような部分ではなく、条例のあらゆるところに出てくるので、

これを住民とか有権者とかというふうに狭めてしまうといろいろなところで不都合が、一般論として

の自然人とか市民ということで使っているようなところまで不都合が出てきてしまうのではないかと

いうような意見もありました。ただ、議論はきちんとしていったほうがいいのではないかという意見

です。以上です。 
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○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、各会派の代表の皆さん、恐れ入りますが、今発表していただいたことにつきまして、文

書で事務局のほうにお渡しいただけますでしょうか。それが次回の会議の資料になってまいりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

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

 議題(3) 講師について 

○【青木 健委員長】 それでは、続きまして、スーパーバイザーについて、各会派よりお考え、ど

ういう方がいいのか。その点について発表していただきたいと思いますので、今度は逆から行きまし

ょうか。では、ただいま発表していただいた逆の順番で行きたいと思いますので、まず、重松委員の

ほうの皆さんではいかがでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 交渉団体として今話したわけではないんですけれども、以前から名前が出てい

るのは、前回のスーパーバイザーを務めてくださった山梨学院大学の江藤先生です。議会図書室にあ

る「地方議会人」でも議会基本条例のことだけではなく、定数や報酬についてどう考えるのかという

ような、かなり基本的なポイントを押さえているということと、あと全国の事例に非常に詳しいとい

うことで、アドバイザーとしては妥当なのではないかという意見がありました。 

 あと、まだ共有はされていないんですけれども、同じく「地方議会人」に載っている牧瀬稔さんと

いう若手の方なんですけれども、この方も議会改革のことについても発言されているんですが、国立

市の今の基本構想をつくるときの審議会の委員をされていた方です。地方創生絡みなんかについても

それなりの見識を持っていらっしゃる方であります。仮に新たな別の人にというのであれば、牧瀬さ

んというのもいいのかなという、交渉団体としてまとまった意見ではありませんけれども、そういう

考えもあります。 

○【青木 健委員長】 ただいま重松委員からそういう御意見だったのですが、藤田委員と望月委員

はいかがでしょうか。 

○【望月健一委員】 交渉団体として話しているわけではございませんので、まずは１人会派として

の意見をしっかりと言わなきゃいけないと思っています。江藤先生、前回のスーパーバイザーの方の

意見をしっかりと聞いて、それでまた新たな方を招くのであれば了としますけれども、まずは江藤先

生の御意見を聞く中で、皆さん判断していただきたいと思っております。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 私も江藤先生がよろしいのかなと。前回見ていただきましたし、非常に全国的

な事例について豊富な先生ですので、私は江藤先生でよろしいのかなと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 元衆議院法制局参事の吉田利宏先生という方ですけれども、「地方議会人」

の雑誌の中でも基本条例に関して連載を持たれていて見識も深いと思いますので、その方がいいので

はないかと会派ではまとまっています。以上です。 

○【中川喜美代委員】 公明党といたしまして、江藤先生でもいいのかなと思いますけれども、また

新しい視点で廣瀬和彦先生もいいのかなと。ちょうど机上配付していただいて、「議会基本条例を活

かし議会力を高める」というようなチラシもありましたので、加えていただければと思います。以上

です。 

○【高原幸雄委員】 先ほど来から出ておりますように、前回スーパーバイザーとしてお願いした江

藤先生でいいんじゃないかと。経過も十分知っている方ですので、今後の議論にも大いに参考になる

のではないかと思います。 
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○【石井伸之委員】 まず、山梨学院大学の江藤先生、そして、法政大学の廣瀬先生、また東京大学

の金井先生、またおなじみの野村先生、この４名が挙がりました。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。いかがいたしましょうか。できれば本日決めさせ

ていただけると予算の執行や何かという面で楽になるんですが。 

 暫時休憩といたします。 

午後４時４５分休憩 

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

午後４時４７分再開 

○【青木 健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、ただいま皆様方からいろいろ御意見をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 今年度内において、議員互助会の予算を使わせていただいて江藤先生を招聘し、我々の今提起をし

た問題点についてお話を伺うという方向で進めさせていただきたいと思いますので、よろしく御理解

いただきたいと思います。 

 なお、新年度につきましては、新たなスーパーバイザーが必要なのかどうか。その点については、

また月が改まりましてから皆様方と御意見を調整させていただきたいと思いますので、よろしく御理

解いただきたいと思いますが、さようでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。では、そのように決めさせていただきたいと思います。 

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

 議題(4) その他 

○【青木 健委員長】 それでは、各部会ごとですが、事前に部会として集まって協議等をする必要

があるかどうか、暫時休憩をしていただいて、お話をしていただければと思います。 

 ５分程度でよろしいでしょうか。では、暫時休憩といたします。 

午後４時４８分休憩 

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

午後４時５６分再開 

○【青木 健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 休憩中に御協議いただきましたが、それぞれの結果について部会長より御報告願いたいと思います。

まず、重松部会長のほうからお願いします。 

○【重松朋宏委員】 条例部会としては、具体的な条例の全体の点検は、まず委員会で全体でやると

して、細部に当たっての検討は三、四月以降になりますので、それまでの間に、ある程度論点整理を

するための予備部会みたいな形で設けさせていただくということで、１月中に１回、部会員で集まっ

て今後の検討をしようということになりました。イメージ的には三、四月以降は大体隔週ぐらいで部

会は必要なのかなというような話です。 

○【青木 健委員長】 予備部会の具体的な日程は、きょうは決まっていませんか。 

○【重松朋宏委員】 この後、決めます。 

○【青木 健委員長】 それでは、議会費のほう、藤田部会長よりお願いします。 

○【藤田貴裕委員】 財政問題の部会のほうです。まず１回目、１月19日の10時に開きまして、今後

の議論の進め方の確認をしたいと思います。また、きょう各会派の皆さんから政務活動費ですとか、



－ 12 － 

定数、報酬など具体的な話が出されたと思いますので、その課題についてどのように向き合うのかと。

前回ワーキンググループをつくりましたけれども、ワーキンググループをつくってやるのかなど優先

順位を含めた今後の考え方を、まず１月19日に集まって議論すると。その後、２月６日の10時に集ま

りまして、できれば深い議論に入っていきたいと、このように考えております。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございます。それぞれ皆さんお忙しい中で日程を協議していただ

きまして、ありがとうございました。 

 それでは、そのように各部会を進めていっていただきたいと思います。 

 なお、スーパーバイズをお願いする江藤先生についてですが、上村副委員長のほうで交渉していた

だくようになっておりますので、本日の結果を上村副委員長に御報告をして、そちらから事務局と一

緒に交渉していただきたいと思います。なお、日程については、今後出てくると思いますが、お忙し

い先生でございますので、日が限られてくると思います。その辺につきましては、皆様方の日程調整

の御協力をお願いさせていただきたいと思います。 

 あわせて、事務局との資料等のやりとりになりますが、皆様のメールアドレスを事務局に言ってい

ただいておりますので、できればそれを使わせていただきたいと思っております。こちらの点につい

ても御了承願いたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 本日の協議は以上でございますが、皆様方から何かございますでしょうか。高原委員、どうぞ。 

○【高原幸雄委員】 先ほどそれぞれの会派から検討、あるいは見直しの提起がされましたけれども、

事務局に提出する締め切りだけちょっと確認しておいてください。 

○【青木 健委員長】 いつがよろしいですか。今週中ぐらいでどうですか、皆さん。大丈夫ですか。

何とかお願いします。事務局も忙しい中やってもらいますので。重松委員、どうぞ。 

○【重松朋宏委員】 出し方なんですけれども、いただいた点検シートを活用して、これに入れてい

く形なのか、あるいはこれはこれとして、別個にそれぞれ箇条書きみたいな形でまとめるのか。 

○【青木 健委員長】 基本的にこの点検シートを活用していただきたいと思います。なお、ここに

入らないものがあるかと思いますので、それについては欄外か何かで記述をしていただけますでしょ

うか。よろしいですかね。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 点検シートでしたら、メールか何かで送っていただいて、そこに雑多な意見を

ある程度集約したほうがいいと思いますので、送っていただければと思います。 

○【青木 健委員長】 では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、ちょうど２時間を過ぎましたので、本日の委員会はこれをもって散会とさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

午後５時１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。 
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    議 会 改 革 特 別 委 員 長       青  木     健 
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