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平成３０年２月２日（金） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 青木  健 委員 高原 幸雄 

副委員長 上村 和子 〃 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 

〃 藤江 竜三 〃 重松 朋宏 

〃 稗田美菜子 〃 関口  博 

〃 石井めぐみ 〃 藤田 貴裕 

〃 渡辺 大祐 〃 望月 健一 

……………………………………… 

議長 大和 祥郎 

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

○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) 部会報告 議会基本条例点検部会について

(2) 部会報告 議会費検証部会について

(3) 議会基本条例点検作業について

(4) 今後のスケジュール確認について
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午前１０時開議 

○【青木 健委員長】 おはようございます。大変お足元の悪い中、朝からお集まりいただきまして

ありがとうございます。なれない雪でございますので、皆さん、けが等のないように十分気をつけて

いただきたいと思います。 

 それでは、着席をして委員会を進めさせていただきたいと思います。 

 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。 

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

 議題(1) 部会報告 議会基本条例点検部会について 

○【青木 健委員長】 議題(1)部会報告 議会基本条例点検部会についてに入ります。 

 委員会休会中に各部会が開催されておりますので、その報告を部会長よりお願いしたいと思います。

初めに、議会基本条例点検部会について、重松委員より御報告を願います。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 １月18日に条例の点検部会を行いました。確認したのは大きく２点で、12月ま

での大まかな工程についてということと運営方法についてです。 

 まず、工程についてですけれども、大ざっぱに議長が会派代表者会議で提案されたイメージ案程度

のもとで進めていこうと。細かく部会のほうで具体的にいつ、何を検討するのかというようなことは、

現時点では細かく決め込まないでいこうという話になりました。３月までは各会派から出されたシー

トをもとに問題の洗い出し作業をするということで、基本的には意見交換をする程度にとどめて、４

月以降どのように行っていくのかについてもあらかじめ決め込まないで、４月以降進めていこうとい

うことになりました。 

 具体的な内容についてですけれども、パブリックコメントについては、市民に対しては随時の広報

はするけれども、当面は意見交換程度にとどめて、パブリックコメントや市民参加については、その

時期、方法については今後検討していこうと。今からいつ、何についてパブリックコメントを求める

というようなことについては決め込まないということです。その他の部会の運営についても現時点で

決め込まないで、４月以降に具体的に話をしていく中で決めていこうということになりました。 

 近隣の先進議会の視察について、部会長のほうから提案をしたんですけれども、まず、近隣に限ら

ず、各市の条例点検のプロセスについて各自が調べた上で、必要があれば、近隣に限らず視察をして

いけばいいのではないかという意見になりました。 

 あとは、次回は２月８日の木曜日、19日月曜日、それぞれ10時から12時、次の部会を行おうという

ことが決まりました。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

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

 議題(2) 部会報告 議会費検証部会について 

○【青木 健委員長】 引き続きまして、議題(2)部会報告 議会費検証部会についてに入ります。 

 御報告をお願いします。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 議会費検証部会は１月19日に開きました。そのとき、今後の議事録、要点筆記

でありますけれども、その作成の仕方、取り上げる議題は何にするかなど議論をしております。特別

委員会から指摘がありましたもの、指摘がなかったもの、あるいは前回は、議員とは何か、法的な位

置づけなども議論したことなどをいろいろと皆さんで話し合っていく材料を提供した中で、委員のほ

うから、2014年の特別委員会報告書の中で135ページに、政務活動費、議員報酬、役職加算、期末手
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当、これは次期に託されたと、そういう文言があるということでありましたので、それではそれらに

ついて集中的にまずは前回の振り返りをやっていこうと、そのようなことが皆さん全会一致で決まっ

たところであります。そのため、２月６日はもう一回振り返りを行っていこうと。その中で課題の抽

出をしていこう、そのような議論になっております。 

 また、前回、議員報酬を議論するに当たり、原価方式というものを５人の議員のサンプルでやりま

したけれども、これについてやるか、やらないか、どうしますかと聞いたところ、否定的な意見がほ

とんどでありましたけれども、それも含めて２月６日の中で議論していこう、こういうことになって

おります。 

 また、資料要求の件が出ておりまして、前回は原価方式ですけれども、比較方式等もございますの

で、過去10年間の他市の定数、報酬、政務活動費、役職加算、期末手当のあり方を調べたいと、そう

いう意見でありましたので、類団と中央線沿線市、その資料があればと。事務局のお手数でなければ、

26市の状況があればいいんでしょうけれども、類団と中央線沿線市についてはぜひ出していただきた

いと、こういう意見でございました。 

 次回は２月６日10時から12時まで部会を行う予定です。以上でございます。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま議会基本条例点検部会長並びに議会費検証部会長より御報告がございました。これについ

て何かございますでしょうか。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

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

 議題(3) 議会基本条例点検作業について 

○【青木 健委員長】 それでは、議題(3)議会基本条例点検作業についてに入ります。 

 本日の委員会について、委員長より簡単に御説明をさせていただきたいと思います。 

 なお、詳細につきましては、上村副委員長より御説明をさせていただきます。 

 本日は、先般、皆様方にメールで配信させていただきました、国立市議会基本条例、これについて

課題を出していただいたわけでございますが、それら課題について、また各部屋ごとに分かれていた

だきまして、それについての検証をしていただくという作業を行っていただきたいと思います。 

 それでは、詳細につきまして、上村副委員長より御報告を願います。 

○【上村和子委員】 済みません、皆さん、ばらばらに座っておられますけど、具体的なルールを説

明しますので、各部屋のどなたにお渡しすればいいでしょうか。部屋ごとにちょっと渡したい。資料

を置いてください。 

○【青木 健委員長】 暫時休憩といたします。 

午前１０時７分休憩 

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

午前１０時８分再開 

○【青木 健委員長】 それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 上村副委員長、御説明願います。 

○【上村和子委員】 では、今から、各部屋に１セットお渡ししています。その一番上に本日の各控

室での作業のやり方についてのルールを御説明しています。先ほど委員長が言ったように、きょうは、

既に配られました、各部屋で前回１回目で皆様方がまとめてくださいました、この部分の大事な意見、
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これはとても大事な意見なんです。その出してもらった意見の、自分の部屋以外、自分の部屋の意見

に対して意見はないでしょうから、自分の部屋以外の会派というか、部屋の人たちがそれに対してど

う思うかというのを書いていっていただきます。集めていただきます。そのときに、作業のポイント

ですが、自分たちの控室や控室以外の控室の意見に対しての意見を集めますというのがきょうの目的

です。一番大事なことは、制限時間が１時間です。28条あります。ですから大切なことは、話し込ま

ないでください。議論しないでください。まとめないでいいです。 

 それで、例えば部屋で話したときに、この会派はこう言っている。ぱあっと読み上げていただいて、

いいねという意見とちょっと違うなと、２つあったら２つ書いてください。私たちはどうなのだろう、

議論しないでください。いいねという意見があったらいいねというふうに、いいねとか支持するのは

何色かというと、共感する、同じように考えるというのは黄色です。これいいんじゃない、僕はそう

思うよと言ったら、そう思うとか書いてぱっと張るというふうにしてください。違うなと、私は違う

という人が１人でもいたら、違うとその人はぱっと書いて張ってください。だから両方あって構いま

せん。 

 あと、ちょっとこの意味がわからないから、もう少し補足説明してほしいとか、もう少し質問した

いというのがあったら質問事項、ブルーです。質問する、質問や補足説明を求める場合、これを書い

てください。これで意見が深まっていきます。そのように支持する、共感する。それから、ちょっと

違うな。大事なことは反対じゃないです。きょうは対峙するためじゃないです。違うなという意見が

あったら違う、ピンク。そして、ブルーは主なメーンの話、会派の意見に対する質問や補足説明を求

めるもの、この色分けをしてください。 

 そして、それをどんどん、前文は前文のところに、きのうちょっと頑張ってみましたけど、こうい

う感じに、１、２、３、４、５、６と書いていますね。これ２枚あります。ここにぽんぽん、ぽんぽ

ん色分けして張っていってください。 

 もう１つのポイントは、最大各条項３分でしてください。タイムキーパーの人がいるといいと思い

ます。３分たったら、もう次へ行ってください。打ち切っていいです。３分たったら次。最大ですよ、

３分。それでも１時間で20条しかいきません。だから、ないねと言ったら、ぱっと飛ばしていいです。

もう一遍振り返っていい。要は考え込まないためです。きょうは材料を集める。アイデアを集めるわ

けです。それに徹してください。できれば１時間。１時間たったら、これで終わって、委員長が今か

ら分かれてくださいと言われてから、ちょっとプラスで、委員長が何時に集まってくださいとおっし

ゃると思うので、そのときに必ず集まってください、持った状態で。 

 それで、集まって各部屋、これも３分ぐらいでどういう意見が出たかというのを報告してください。

その後の処理については、終わった後、また私のほうから御説明いたします。そのときの参考資料と

いたしまして、参考資料を見る時間もないと思いますが、このような形で――これいいです。きょう

参考資料は要らないです。これを見ていたら時間がないので。また、これは終わりまして、最後のほ

うで補足説明を次回に向けてさせていただきたいと思います。 

 それで、自分たちのところの、例えばやっちゃいけないのは、ここの意見の、これはメーン意見で

とても大事な意見なんです。イメージは、ここから先は消してもらっていいんですが、これを踏まえ

て２段階目の意見集めをする。きょうやりますので、自分のところで話しているうちに、そういえば

自分の会派にもう少しプラスして言いたくなっちゃった。前回こう書いちゃったけど、プラスしてこ

れも書きたくなっちゃったというふうになるかもしれないけど、それはやめてください。それは残念
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ですがやめてください。少なくともここは大事な１段階目の意見なので、自分たち以外の部屋の意見

に対して、同じ、共感、違う、それから質問という形で徹していただければと。 

○【尾張美也子委員】 違うといった場合、その理由も書くということですよね。 

○【上村和子委員】 書いたほうがいいです。違いますだけじゃわからないので、意見ですから、意

見なので、こう思うから違う。だから色でわかりますよね。ピンクの紙に書いて、こう思うから違う

とかという形で書いていただけたら。 

○【関口 博委員】 虹の場合は４会派が１つになっているので、いろいろな意見が出ているので、

虹の中では賛成・反対の意見が出てくると思います。虹と書きながら、虹の中で反対・賛成が出てく

るという可能性がありますので、それだけはちょっと許していただきたい。 

○【青木 健委員長】 それでも結構です。 

○【上村和子委員】 それは同じ、ほかも全部同じです、きょうは。 

○【関口 博委員】 今、部屋の中でのはやめてくださいと言ったじゃない。 

○【青木 健委員長】 議論をして意見を統一するということについてはやめていただきたいという

ことです。 

○【上村和子委員】 私がやめてくださいと言ったのは、もう既に出てきていて、ここに例えば自民

党さんって既に出てきているじゃないですか、この意見に対して。この自民党さんとして書いている

この意見に対して、自民党さんみずからが、自分たちはこう書いたんだけど、実はこういう意見もあ

ったねみたいな形ですると、自分たちの意見に対して、２回目の意見が出てくるということになるじ

ゃないですか。そのことについてはやめてくださいと言っています。重なっていくので。 

○【望月健一委員】 先ほど虹の会議の中でも言わせてもらったんですけれども、今回虹としては出

していますが、これ集約を全然していません。前回の特別委員会でも交渉団体としては全くまとまっ

た動きをしていませんので、１人会派は１人会派として、しっかりと私は意見を述べていきたいと思

っております。今回集約しないということなので、それは確認とれました。今回、このエクセルの表

には虹と書いてありますが、できれば今後は、１人会派は１人会派の意見として出していただきたい

と思います。これは全く集約されていない。私の意見と違うものもありますので、残念ながら、そう

いったところはエクセルの表を出す場合であっても、１人会派は１人会派の意見として集約をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

○【大谷俊樹委員】 今の話も非常にそうなのかなと思うんですけど、私どもも６人の意見を集約し

て、時間をとって会派で集まって集約しているんですよね。虹さんもそういうことをやってもらいた

いですよね。やっぱりね。 

○【渡辺大祐委員】 今、いろいろ御発言がありましたけど、あくまでも今回は委員長、副委員長が

お考えいただいた意図というものがおありでしょうから、そのやり方そのものに関してはよしあしは

ありますでしょうけど、今回はこの進め方でいいのかなと思います。 

 １点確認をさせていただきたいのが、１つの条項について複数の会派というか、控室からの意見が

出ていると思いますが、その一つ一つの、自分の会派を除いて、控室の意見に対して共感する、もう

ちょっと聞きたいということを１枚の大きい紙にまとめるということですが、その紙にはどの控室で

出た意見に対して、例えば赤だよ、青だよという処理はしたほうがよろしいですか。 

○【上村和子委員】 はい、そうです。わかりやすくしてください。前文については、１行にしまし

たのは、前文に関しては結構複数出てきていたりするので、例えば自民党さんの意見に対してこう思
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うというふうな、恐縮です、書くの大変ですけど、上に書いていただけるとありがたいです。よろし

くお願いいたします。 

○【青木 健委員長】 よろしいですか。ほかに何かございますでしょうか。 

 それでは、これより各部屋に分かれて作業を進めていただきたいと思いますが、先ほど御説明させ

ていただきましたとおり、議論をしないでください。こう思った、直感で結構でございます。それを

ぽんぽん３種類の附箋に書いて、そして模造紙に張っていっていただくということでお願いしたいと

思います。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

午前１０時１９分休憩 

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

午前１１時２８分再開 

○【青木 健委員長】 それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 各部屋で作業に当たっていただきまして、本当に御苦労さまでございました。大変な作業だったと

思いますが、各部屋ごとに簡単に発表していただきたいと思いますが、その前に副委員長から、各部

屋から出していただいたものについて、今後どのように使用していくのか、その点を簡単に説明して

いただきたいと思います。上村副委員長、どうぞ。 

○【上村和子委員】 まず、作業、皆さん、本当にお疲れさまでした。基本的にきょうやった作業は、

各控室で出た大事な意見に対するいわゆる総合評価になります。総合評価なんだけれども、各部屋で

１回目を読ませていただいたときに、みんな話し込んでしまって、基本的にどういう意見が出たのか

というのが見えづらかったというのがありました。ですから、本日２段階目の総合評価は、各部屋で

話し込まずに、どういう意見が出たのかという多様な意見の収集に心がけました。目的として行って

いただきました。 

 それで、まず、具体的に、各部屋で模造紙に附箋を張っておりますが、このやり方についての一番

最後なんですけれども、このまま議会事務局に預けてしまうと、議会事務局の作業が膨大になります。

また、議会事務局のほうじゃなくて、各部屋で今度は手分けしていただいて構わないので、それを打

ち込んでいただきたい。打ち込むときに大事なのは色分けです。要は、例えば前文に関して、黄色、

賛成する意見としてこれだけありました。次、違う意見としてこういうものがありました。そして、

最後にブルーで、質問としてこういうのが出ましたというふうに色分けして、色に沿っての意見で、

これだけ出ましたというのを、恐縮ですが、そういう作業をしていただいて、それをできましたら月

曜日の朝まで、難しいんだったら延ばしてもいいです。どうしてか言います。ここに書きましたが、

なぜなら８日夕方まで、だから７日でも別にいいんですが、８日の夕方に――議長はこの日来れない

んですよね。（「いや、来れる」と呼ぶ者あり）大丈夫。来れましたっけ。ごめんなさい。 

 ８日夕方に、委員長、議長、副議長、それと私、それから部会長の打ち合わせをやります。そのと

きに次回に向けて検討したいので、そのときまでに各部屋での今言った作業を出してきていただけた

らありがたいです。それはお願いします。うちの部屋では、さっきそれをどうするかということで、

模造紙なのでチョキチョキ切って何人か分けて、フォーマットだけ決めて、手分けして出そうという

話をしていますが、どういうやり方でもいいですので、そういうのをやってみてください。それは、

最初の１段階目の各控室での課題の整理。 

 そして、２段階目に相互の点検という形でたくさん出た意見、これらを今度はまとめていかなけれ
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ばいけません。まとめていくときに、即まとめていくのは難しいので、大方のまとめ、色分けしたも

のを出していただいたのを江藤先生のほうにスーパーバイズの資料として渡したいと思っております。

そして、３月に江藤先生がいらっしゃったときに、江藤先生のスーパーバイズの中で、これだけ出た

たくさんの意見をどのようにして集約するのかという御意見をいただいた後に、その視点でまとめて

いきたいというふうに思っております。という段取りで、私たちの共有の課題の洗い出しに関しまし

ては、今、最大出していただきました。 

 プラス本日、議会事務局の佐藤さんが本当に苦労して、具体的に補足資料としまして、委員会参考

資料としまして、議会基本条例施行以降の実施状況という資料と、それから請願・陳情の事務処理状

況報告書というのも出ております。これは具体的にこの間やったことです。この補足資料もあわせて、

これは具体的にやったことですので、この資料もあわせて江藤先生のほうに送る資料にしていきたい

というふうに思っております。材料を本日で全部出したと、課題を整理するに当たっての材料を全部

出したという作業の段階です。 

 以上です。御質疑があれば。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりましたので、御質疑、御意見等。渡辺委員、どうぞ。 

○【渡辺大祐委員】 御説明ありがとうございました。１点だけ質疑をさせてください。どうあれパ

ソコンのファイルでまとめて一度集約していただくということですが、要は他の控室の方からいただ

いた意見というのは、もしかしたら自分の控室で起きた議論に対する意見ということもあり得ると思

うんですが、全体でまとめたものは、さらに共有していただけるということでよろしいですか。 

○【上村和子委員】 もちろん、もちろん。 

○【藤江竜三委員】 締め切りをつくるなら、なるべく締め切りを守っていただければなと思います。

それで、前回僕が確認したところだと、事務局に意見が出ていなかったのに、後になって意見が多く

盛られているというようなことがあったように感じております。そういったことがあると、後出しで

何でもできるのかとなると事務作業としても非常に困難ですし、ルールがなくなってしまう状態にな

ってしまいますので、そういったことは今後はやめていただきたいというふうに考えております。 

○【尾張美也子委員】 形式は、形式の話なんですけど、ワードで打っていってもよろしいんでしょ

うか。（「私は全然わからないので、それに関しては」と呼ぶ者あり）さっきのお話で、私もここで

謝らなければいけないんですけれども、実はエクセルになれていなくて、一生懸命うちの会派の意見

を入れたつもりがちゃんと入っていなくて、最初と最後だけのものを送ってしまっていて、事務局か

ら来たときに、えっ、何で入っていないんだろうと思って、すごい焦って調べたら、何か途中が全部

消えているのになっていて、それでもう一度打ち直したという結果で途中から入った。もともとは入

れていたんですが、それがちゃんとしたのが送られていなかったという私のミスで、皆様方に送られ

てきたものが、共産党の意見が抜けていたというものになってしまっていまして、本当に御迷惑をお

かけしたことをおわびいたします。その後、だから送られてきて、あれ、入っていない、出したのに

と思って調べたら、それが抜けていた、消えていたという状態です。 

○【上村和子委員】 ちょっと待ってください。まず、事務局のほうにどういう形で送ってもらえば

一番……。局長、どういう形で。 

○【内藤議会事務局長】 事務局は別にワードでもエクセルでも形式は問いませんので、データとし

て送っていただければ大丈夫でございます。以上です。 

○【関口 博委員】 条文とどの会派に対する意見という形で賛成・反対という、あるいは質問とい
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うふうに書かなきゃいけないですよね。そこのところは、その４項目ぐらいはみんな統一しておかな

いと。ですよね、その確認だけ。 

○【内藤議会事務局長】 今、おっしゃっていただいたように、わかるような形で、その４項目を入

れていただければ、形式のほうは問いませんので、よろしくお願いいたします。 

○【上村和子委員】 基本的に、皆さんの頭の中で、例えば、私あえて説明のときに、ピンクは反対

ではないですと、違う意見なんだというふうに申し上げました。そのように戦いではないので、多数

決で決めるという話ではなくて、こういう意見もある、こういう意見もあるという形できょうは出し

ていただいているはずです。その中で、多分、ブルーのところで質問とか、もう少し説明してくださ

いとか、そういうのは割と重要なんですね。それが議論になっていきますので、論点になっていくの

で。ですから、それにブルーで、例えばもう少しこの会派の意見を聞きたいですとか、これに対して

もう少し説明してくださいとか、これはどういうことですかというものは投げかけになるので、その

処理については、今度の８日に相談させていただきたいと思います。 

○【稗田美菜子委員】 新しい議会で出させていただいた資料なんですけれども、今、他会派からも

意見があったので、ちょっと補足させていただきたいんですが、論点の洗い出しということだったの

で項目として挙げました。なので、多分、今作業されている中で、どういう立ち位置なのですかとい

うことが新しい議会については書いていないので、この項目ですということだけの洗い出しを書いた

ので、多分混乱させてしまったのではないかと思って、大変申しわけなかったなと思っているんです

けれども。意見としては、前回の特別委員会のときに、まず、口頭で説明をして、それをまとめてき

てくださいということだったので、意見はあのときにばっと述べたので、大まかわかっているかなと

思って項目だけ出したんですが。 

 もう１つ補足とすれば、一番最後のページに前回の特別委員会では触れなかったんですが、その後

に会派の中で話し合ったものを１つだけつけ加えました。これについては、前回たしか委員長が、本

日口頭で話したことの内容についてまとめてきてくださいというようなことだったと思うので、あの

ときには触れてないので、ただ、問題提起なのかな。どこで言えばいいのかなと思って、その他とい

う項目で事務局には出したんですが、ここで触れる必要がないということとか、前回出ていないので

ということであれば、ここで取り下げも考えてということで会派では一致していますので。そこのと

ころについては説明がなかったので混乱させてしまったかなと思ったので、それだけ補足説明させて

いただきます。 

○【青木 健委員長】 わかりました。取り扱いにつきましては、後日相談させてください。上村副

委員長。 

○【上村和子委員】 今、委員長の言ったとおりです。それで、多分、論点だけ書いているので、こ

れは新しい議会さんはどういうことでおっしゃいましたかという質問が委員会に来ますので、それに

対して、口頭では前回報告されたんでしょうけど、これはこういう意味なんですという形で再度出し

ていただくという形で整理ができていくかなというふうに思いますので。最後のこれも、私の個人的

な意見ですが、こういうのは大事であるという話、この取り扱いについては、また８日に相談させて

いただきます。 

○【青木 健委員長】 ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、かなりボリュームがありますので、要点だけをかいつまんでになると思いますが、本日

出していただいたことについて、各部屋ごとに簡単に発表していただけますでしょうか。申しわけご
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ざいません。 

 それでは、まず、自由民主党・明政会からお願いします。 

○【石井伸之委員】 自由民主党・明政会として、６人、我々で協議した中で、まず感じたことは、

この基本条例というのはまだまだ途中経過であって、今後とも改善を重ねていく中で時代に即したも

のになっていくんだろうというふうに感じました。そういった中で、多岐にわたる意見が出ておりま

す。そういった中で一番多かったのが、特に全員協議会や委員協議会とできる規定、これはできる規

定ですので、別にできなかったから悪いというわけではなくて、できなかったには、できなかったな

りの何らかの理由があるわけですから、それに対して、そこが悪いというような解釈ではなくて、も

し必要がないのであれば、そこの部分を改善するなり、削るなり、そういった対応が必要だというふ

うに感じました。 

 また、特に根本的な部分なんですけれども、例えば会派と言ったときに、本当に１人会派でよいの

か、いやいや、やはり複数会派から会派なんだよというような、そういった根本的な部分からしっか

りと見直す中で基本条例の中で改善をして、誰が見ても矛盾することのないように、誰が見ても明ら

かなように、地方自治法ともしっかりと矛盾しない、そういったものにしていくべきだというふうに

感じました。あとちょっと細かいところを言うと切りがないので、あとは文書で報告をさせていただ

きます。 

○【青木 健委員長】 続きまして、日本共産党、お願いいたします。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 私たちの会派でも何とか時間内に協議できましたが、大まかに感じたことと

しては、条例ができて、それをどこまで議員が意識して、この数年やってきたかなという部分では、

例えば議員間討議にしたり、全員協議会にしたり、さまざまな面において、条文としてはあるが、そ

こが実際に手続論としてどこまで生かしていけるかというところの議論がこれまでなされなかったか

ら、その部分を一つ一つの条文において、やはり必要な部分は手続論まで踏み込んで議論をしていく

べきではないかというような、大きな意見としてはそういうところです。 

 全体を見ますと、ほぼ黄色が多いんですけれども、ところどころ質問部分だとか、詳しい部分など

があります。細かいことを言うと長くなりますので、これで、あとは書かせていただきます。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 続きまして、公明党、お願いいたします。小口委員。 

○【小口俊明委員】 それでは、公明党の部屋の報告を申し上げます。ちょっと聞き苦しくて、済み

ません。まず、冒頭、先ほど藤江委員から御指摘のあった、前回の委員会で発表があったもの以外の

ものも含まれてというお話もありました。その１つには、先ほど共産党さんのほうからお話のあった

操作上のミスということも含まれているのかもしれません。それ以外にもあるのかなという受けとめ

も私はしておりまして、ぜひこういうところは混乱のないように、規定の決まったルールの中で行っ

ていくというところは、ぜひ皆さんで守っていければなというふうに思います。 

 今回、検討の中身の報告になりますけれども、まず、１つ特徴的だったのは、前文のところで、前

文って理念であったり、理想であったり、方針であったり、あるいはまたその次の目的のところ、こ

こは具体論が入っていないところなので、そこで具体論の評価をしてしまうと、これはちょっと違う

のかなという気はいたしました。これは今後、皆さんと共有しながら進めていく中でのお話かなとい

うふうに思います。 

 また、公明党会派の中では、おおむねピンクが多かったというところです。その中でも共感できる
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ところももちろん含まれています。その中で青のこれはどういう意味でしょうかと。単純に考え方を

知りたい、聞きたいというところも含まれておりましたので、これは今後さらに進めていければなと

いうふうに思います。 

 また、全般として、私思うのは、先ほど自民党・明政会の石井委員からもお話があったように、こ

れは発展途上の条例という、最初の１回目の点検でありますから、その条例そのものがこの時代に合

っているのか、あるいは国立市議会としてふさわしいのかというところの議論というのは、非常に必

要な部分が大きいなと感じております。ですから、これだけたくさんの項目がありますけれども、そ

の意味ではそちらを、どちらかというと、条例そのもののつくりの点検というのを優先度を上げてや

っていくほうがむしろ、これができたかできないかということ以上に条例そのもののつくりがどうな

のかという点検が非常に重要だなというふうに私は感じました。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 続きまして、新しい議会。渡辺委員。 

○【渡辺大祐委員】 私どもの会派も詳細は後ほど提出するという形ですので、具体的なところには

踏み込まず、実際にこの作業をしていたときの状況を報告させていただきます。 

 時間も限られていましたので、もともと会派内で共有していた前提、内容、そういった認識をベー

スに、まずは個人ワークから入りました。みんなで読み合わせてということはせずに、おのおの関心

のところから書いて張っていって、全体の大きい紙の埋まりぐあいを見て、どんどん埋めていくとい

うことから始めました。その上で、最終的に全部の項目が埋まって、皆さん、意見が出ましたよとな

った段階で一緒に見て、整合性を確認しながらというような作業を行いました。１つの項目で色の違

う附箋が張ってあったり、赤と黄色と青が一緒くたになっていたり、一見すると、思ったより共通認

識とれていないのかななんて思いがち、見えがちでしたが、実際に書かれた論旨を見ると、着眼点が

違うから色の違う紙を使った。けれども、主張していることは一緒だったという確認がとれたので、

これはまた新しい気づきだったのかなと思いました。そんなところです。以上です。 

○【青木 健委員長】 それでは、最後に、交渉団体虹からお願いします。望月委員。 

○【望月健一委員】 交渉団体の虹でございます。多様な意見が出ておりました。やはり感じました

ことは、条例の活用をしっかり考えなければいけないということを改めて思いました。あと、もう１

つは、細かい部分は文書で提出させていただきますけれども、できる部分、例えば28条とか、条例の

今後の点検、見直しの仕方とか、災害時の対応とかに関しましては、これはもう速やかにできるので

はないかとイメージを持ちました。こういった各会派で一致している部分を、まず、これはしっかり

と改定するなら改定する、点検するなら点検する、こうした作業をしっかりと行っていって成果を出

していくべきではないかと感じております。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 委員長より、各委員が本当に真剣にお考えいただきまして、大変膨大な作業の量だったと思います

が、この１時間という決められた時間でこの作業をしていただきましたこと、厚く御礼申し上げさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、先ほど各部屋からの提出期限についてですが、２月８日のお昼までということでいかが

でしょうか。いかがですか。（「了解」と呼ぶ者あり） 

 よろしいですか。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 ２月８日の午前中に条例点検部会があるんです。できたらそのときに出てきて、
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これをどう部会として整理するかみたいな話がないと、多分、出てきていない時点で、部会としては

これからどうするかという話にもなかなかなりづらいので、できたら取りまとめられていないにして

も、あるいは部会員全員の手元に来なくても、８日の午前中の時点ではそれぞれのものが、まだ未整

理のままでも出てきていただいたほうがいいかなと。 

○【青木 健委員長】 わかりました。非常に時間がタイトで本当に申しわけないと思うんですが、

そうしましたら、７日いっぱいに各会派から出していただくと。それが整理をされていない段階だっ

たとしても、２月８日の午前10時から条例の点検部会がありますので、資料として各委員にお渡しで

きるようにということでよろしいでしょうか。（「議会事務局に出すということですか」と呼ぶ者あ

り）そうです。事務局はまだ取りまとめはできないです。 

○【重松朋宏委員】 済みません、私も言ってて気がついたんですけれども、この附箋そのものを見

ながら部会としてどうするかという検討はよく考えたらできるので、８日の部会の時点で各会派が持

ち帰っているものが、もう一度部会の場に附箋が張られたものがあればと思うんですけれども。 

○【青木 健委員長】 重松部会長、７日いっぱいに各部屋からお出しいただければ、それをプリン

トアウトしてお渡しすることはできると思いますので、そのレベルでとめていただけないでしょうか。

なかなかそれで事務局に全てまとめろと言っても、これは不可能な話になりますので。各部屋という

か、各委員とも大変御多忙中にこの作業をしていただくことになりますので、できるだけ長く時間は

設けさせていただきたいと思いますので。 

 暫時休憩といたします。 

午前１１時５１分休憩 

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

午前１１時５３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、各部屋からの提出期限についてですが、２月７日の17時、午後５時までということで、

時間厳守でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 大変恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。 

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

 議題(4) 今後のスケジュール確認について 

○【青木 健委員長】 続きまして、議題(4)今後のスケジュール確認についてに入ります。 

 実はスーパーバイザーの山梨学院大学の江藤先生が３月22日と23日であれば、午後都合がよろしい

ということなんです。その両日のうち、いつにいたしましょうかということですが、22日が木曜です。

23日が金曜で、そして週明けの26日が最終本会議になります。事務局側の都合を申し上げて恐縮なん

ですが、できれば22日にしていただければ、23日は最終本会議に向けての事務作業ができるというこ

となんですが、いかがでしょうか。先生は午後でございますので、いかがでしょうか。22日の午後と

いうことで、なお、詳しい時間につきましては、先生のほうと連絡をとらせていただいて、後日連絡

をさせていただきます。 

 それでは、22日の午後ということでお願いをさせていただきたいと思います。 

 一応これが次回の委員会の予定ということになるわけですが、この間、作業が進んでいきますと、

部会が開かれていくことになると思いますので、それらについては、部会長を中心に日程の調整を今
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後もしていただきまして、設定をしていただきますようよろしくお願いしたいと思います。よろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、最後に何か皆さんのほうからございますか。副委員長、どうぞ。 

○【上村和子委員】 きょう委員長のほうで議会改革特別委員会スケジュール案というのをお示しい

たしました。これに目を通していただければと思います。それで、これに対して何か御意見があれば

承りますが、このスケジュールに沿ってよろしければ、これに書き込んでいってください。 

 それと、前回の議会だよりですが、このような形で議会だよりを10月に出しておりますが、これも

参考資料としてつけていただいています。それは今度５月５日号にどのような形で何を載せるかとい

うときのイメージに、参考にしてください。 

 それと、江藤先生のスーパーバイズについてもちょっと目を通しておいていただけたらということ

で、きょうの補足資料について御説明しておきます。私が今思ったのは、この特別委員会の欄はあり

ますけれども、後に部会もこの横ぐらいに、もっと細かにできるならば、部会の欄ができたら完成さ

れていくのかなと思っていますけど、日にちが入れられたりとか、書式はもう少し使えるスケジュー

ル案にしていきたいと思っています。 

○【大谷俊樹委員】 今、議会報の関係だったんですけど、５月５日号は別紙でやると言っていませ

んでしたか。別紙追加してですよね。前回のは、（「別紙じゃないよね」と呼ぶ者あり）別紙じゃな

い。ページをふやしてね。了解しました。ふやして別に。 

○【青木 健委員長】 差し込みですか。（「差し込みじゃないです」と呼ぶ者あり） 

○【大谷俊樹委員】 ページ数をふやしてやるということ。了解。私は１ページふやして差し込むの

かと思ったんですけど、ページ数自体をふやすということですね。（「４ページ増」と呼ぶ者あり）

了解。 

○【青木 健委員長】 何ページ立てになるの。８ページ立て、16ページ。（「12ページです」と呼

ぶ者あり）12ページ立て。 

○【上村和子委員】 できたら、議会報の編集委員さんの中で、これに入れるためにはスケジュール、

いつまでに原稿が必要かとか、そういうのを示していただければありがたいです。５月５日号に載せ

るためには４月ぐらいにはできなきゃいけないでしょう。この次でいいです。スケジュールを示して

ください。意見があれば、今言っていただいて。スケジュール案に目を通して、何かひっかかるとこ

ろはありませんか。これでいいですか。（「確認していかなきゃいけない」と呼ぶ者あり）確認です

か。今、全員見ているけど。 

○【青木 健委員長】 それでは、お諮りいたします。ただいまお手元に配付させていただいており

ます、議会改革特別委員会スケジュール案について、おおむねこれで確認をして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。それでは、これで確認をさせていただきます。 

 なお、部会日程等については、また入りますようにアレンジ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。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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○【青木 健委員長】 ないようでしたら、これをもちまして、議会改革特別委員会を散会といたし

ます。どうもありがとうございました。 

午前１１時５９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。 

 

   平成３０年２月２日 

 

 

 

    議 会 改 革 特 別 委 員 長       青  木     健 
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