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午後０時２０分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 済みません。お忙しいところ、ありがとうございます。会派会議を急に招集さ

せていただきまして、これから進めてまいりますが、その前に、一部事務執行について皆さんに確認

をさせていただきますので、議会事務局より説明させていただきます。よろしくお願いします。議会

事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、常任委員の変更について御説明をさせていただきます。 

 国立市議会の委員会設置条例では、第７条第３項に「議長は、常任委員の申出があるときは、当該

委員の委員会の所属を変更することができる」という規定がございます。会派代表者会議でも御説明

したんですけれども、会派代表者会議または議会運営委員会の協議を経て、議長が所属を変更すると

いう先例を持っております。 

 ちょっと御説明をしておくと、これは地方自治法が少し前に変わりまして、議長ができるのは閉会

中だけでございました。ただし、地方自治法が変わったものですから、そのときに委員会設置条例と

先例を変えて、議長ができるという規定に現在なっていると思っております。 

 ただ、今回は開会中でもございますので、丁寧な対応ということで議題として登載をしていただい

て、議会が選任する、諮りを入れる。そのために議運を開催していただきたいと考えていたところで

ございます。議長を初め議員の皆様に説明が不十分で、御迷惑をおかけいたしましたので、まことに

申しわけございません。以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 一応事務的なことで、地方自治法の若干の改正があったということについても

御報告をした中で進めさせていただければと思います。 

 それでは、改めまして、済みません、お忙しい中、会派会議を始めたいと思います。 

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

議題１．常任委員会委員について 

○【大和祥郎議長】 まずもって冒頭に、先日は今回の常任委員会の委員の変更についての会派代表

者会議をやるに当たって、１人会派の皆様には十分な情報等々がいかずの中、会派代表者会議が開か

れたことについては、この場をかりて私のほうから皆様におわびをさせていただきます。特に１人会

派の皆様には大変申しわけないと思っておりますので、それを踏まえてきょうがありますので、慎重

協議をいただければと思っております。 

 それでは、会派代表者会議と同様に、新しい議会の藤江議員から、会派の皆様に改めて今回の常任

委員の変更について提案をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○【藤江竜三議員】 今回、私どもの会派が４人から３人となったことから、建設環境委員会がゼロ

となり、総務文教委員会が２とアンバランスな形になってしまっているので、総務文教委員の私が移

ることになるかと思うんですけれども、建設環境委員会に１人移させていただいて、１、１、１とい

う形にさせていただければと考えております。また、常任委員会の人数も８、６、７と１人移すこと

で、全体への影響は比較的少ないのかなということも考えておりますので、皆さんに御配慮いただけ

ればと思っておりますので、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す。 

 それでは、今、藤江議員から委員の変更について提案がございましたので、どうぞ御意見をいただ

ければと思います。上村議員。 
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○【上村和子議員】 最初に、このような場を議長につくっていただいたきっかけは、私が大変怒っ

たということが原因だと思いますので、私のほうから先に。 

 まず最初に、今、事務局長から説明があった意味が私はわからないです。私の解釈でいいんですか。

ちょっと確認したいんですけれども、常任委員会の所属については会派の申し出があれば、議長がそ

れを受けて、議長が決めることができるという説明があったような気がするんです。ということは、

ほかの議員との交渉とかバランスとか、話し合いをしなくても、簡単に言うと、こうなったから変え

てくださいと言って、議長がそうですか、わかったと言ったら、やっていいということを今言ったん

ですか。 

○【内藤議会事務局長】 説明が不十分で済みません。委員会設置条例ではそうですと。先例では議

長ができると書いてあるんですけれども、会派代表者会議、議運での協議を経て、議長が変更できま

すよということですから、私の言い方が申しわけないです、申請が出たら議長がお１人でできるとい

うことを申し上げたのではなくて、国立市議会としてはしっかりと議運、会派代表者会議、会派会議

という場で協議をしていただいて、議長が変更をするという形ですということです。 

 ただ、済みません、今回、私どもも会派代表者会議でそういう御説明をさせていただいたと思うん

ですけれども、開会中でございますので、これはしっかりと追加の議題として議会が諮るという形を

とらせていただくという御説明を、会派代表者会議で当然させていただきました。当初からそういう

思いで。済ません、御説明が不十分で。 

○【上村和子議員】 わかりました。そういう大切な会派代表者会議だったと思うのですが、そのよ

うな議会事務局の説明も含めて、そのような話し合いがなされる会派代表者会議だとは全く知りませ

んでした。内容もわかりませんでした。藤江議員からは情報提供という形で私どもの部屋に来られて、

そういうふうにしたいという話はされましたから、推測はできますが、そのことに対して議長からの、

もしくは事務局からも含めて、こういう内容で正式にやりますからというお知らせ、案内は私はなか

ったような気がいたします。その問題はまずもって、すごく重大だと思いました。 

 それで今、確認したところ、会派代表者会議とか議運でしっかり協議をした後に議長が決定する。

しかも今回は議会中であるから、議案にまでしようと。 

○【大和祥郎議長】 議案じゃないです。議題です。 

○【上村和子議員】 議題ってここの議題にということですか。議題ってどこの議題にするつもりだ

ったんですか。（「本会議の議題です」と呼ぶ者あり） 

 本会議の議題にしようという前提で会派代表者会議をやられたんだって、私はまた今もちょっとか

っかするわけです。その重要さというのが、１人会派を除いたところでやってしまって、議運のほう

にまで話が行ったということは大問題だということで、私が大問題だと言った趣旨は皆さんに怒った

ことで伝わったかと思うんです。それできょうが開かれたと思うんです。 

 だから、この場でまた次にお聞きしたいんですが、その後、会派代表者会議でどのような話で、ど

のような決定がなされて、何が議運に行ったのかということが不明なんです。議運に何を託したのか

というのが人によって違うというか。会派代表者会議でしっかり議論をして、もしくは議運でしっか

り協議をしてって事務局長はおっしゃるんだけれども、この件に関して会派代表者会議でしっかり議

論した結論は何なんですか。何を議運に持っていこうというふうにみんなで合意されたんですか。そ

こを説明していただけますか。 

○【大和祥郎議長】 それについては議事録に当然残っているんですけれども、それぞれの皆さんの
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中で再度変更がありますと。それについては、御意見の中で誰がどこにかわるんだという話も出まし

て、藤江議員が建設環境委員会に移ると。そのことを踏まえて、議会運営委員会で人員を変更すると

いうことについていかがでしょうかということで、最初に重松議員から会派会議もすべきではないで

すかというお話も出ました。 

 ですけれども、最終的には藤江議員が建設環境委員会に移るということで御理解をいただいて、最

後にちゃんと私は確認をしていますので、その内容については最終的には議会運営委員会で皆さんに

確認をとらせていただいて、本会議にということで、ここでは誰がどこに移るということに対して、

それが悪いとかどうこうということではなくて、おおむね皆さんに了解をいただいて書いてあります

ので、そういう形です。それ以上でもないし、それ以下でもないと思います。 

○【上村和子議員】 もう１つ確認していいですか。では、会派代表者会議の中では、誰がどこに移

るんですかということが協議の中に入って、藤江議員が建設環境委員会に移りますということを言わ

れて、そこでおおむね皆さんの了解を得られたので、議運で協議をというときの協議の中身は何なん

ですか。 

 私の解釈でいいかって。そうやって会派代表者会議は納得して、それでいいから、議運で協議をと

いったときの議運の協議の内容というのは、会派代表者会議の皆さんと議長、副議長が想定された内

容というのは、議題として最終本会議のどこに登載するかの協議を議運にかけたいということで一致

したということですか、会派代表者会議の中で。 

○【大和祥郎議長】 基本的にいけば、議運の中では、今言われたように議題に上げて、議題として

登載をする。議題となった場合にはそれを緊急にやるのか、一番最後にやるのかという、その登載場

所について協議をさせていただくと。 

○【上村和子議員】 多分、私の事実確認と全く同じですよね。そうすると、結果的に議題として出

るにもかかわらず、渡辺議員を入れた私たち４人の１人会派は全くそのことも知らないまま、議題に

登載されるまで会派代表者会議と議長との間で決定されてしまったということですよね。その問題と

いうのはすごく重大だと思うのですが、その重大という認識を共有していただいたならば、ここで一

からの話でいいですか。 

○【大和祥郎議長】 一からというのは御意見の。 

○【上村和子議員】 そうです。会派代表者会議の人たちもいますので。 

○【大和祥郎議長】 そうです。だから、会派代表者会議の中ではその意味を踏まえて、冒頭に私の

ほうで謝罪をさせていただいたと思うんですが、そういった配慮が足りなかったと。私の解釈の中で

は、会派代表者会議の中でおおむね皆さんの御意見をいただいたので、皆さんの議論の中では１人会

派の皆さんにさほどそういった影響はないと私が勝手に解釈したのかもしれないんですけれども、で

あればこの後に報告に行こうと思った段階と、最初に相談しなかった部分については、まずもって私

の配慮が足りなかったということでおわびをさせていただいて、ここで会派会議をさせていただいた

ので、１人会派の皆さんはここが初めての意見の場でございますので、その部分についてはぜひ御意

見をいただければと思います。 

○【上村和子議員】 その部分についてでなくて、リセットして、最初からここで話すということで

いいですよね。会派代表者会議の皆さんは同じ意見でも構わないですよ。 

○【重松朋宏議員】 私どもの会派は終始一貫して、前回の会派代表者会議の場でいいとも悪いとも

判断できないということは再三申し上げております。議運に議題として協議が出されるという手続に
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ついては確認しておりますけれども、それもいいとも悪いとも、私どもの会派は会派代表者会議の場

では判断しておりませんので、そのことは議長におかれては認識していただければと思います。 

○【大和祥郎議長】 重松議員は手続についても確認をしていないということですが、議事録上には

ちゃんと了解というふうに残っているんですけども。 

○【重松朋宏議員】 では、議事録を確認していただければと思いますけれども、私たちは手続につ

いては了解しました。議運で議事日程への登載について議題に上がるということと、本会議で議題に

上げていきたいということについては確認しましたけれども、内容について、藤江総務文教委員が建

設環境委員に移るということについては了とした発言も確認もしておりませんので。 

○【大和祥郎議長】 わかりました。そういうことであれば。 

 今、上村議員と重松議員からそういった御意見があったんですけれども、ほかの代表の皆さんが御

了承いただけるようであれば、リセットするのは構わないです。よろしいでしょうか。決まったこと

ですから、同じように御意見を言っていただければいいかと思います。私自身の手続の問題で大変御

迷惑をおかけしているわけですけれども、よろしいでしょうか。 

○【石井伸之議員】 会派代表者会議のときと同じ意見になるんですけれども、藤江議員が総務文教

委員会から建設環境委員会に移りたいということは了解したいと考えております。各会派それぞれ事

情がある中で、その事情に対して最大限配慮をしていく。そしてまた、お互い議会として協調性の中

で、できる限りそれに応えていくということは、議員の仲間としてできるだけ配慮していきたいと考

えておりますので、藤江議員の申し出に対して了としていきたいと考えております。 

○【大和祥郎議長】 皆さん特に御異論がなければ、リセットという形の中で。（「リセットされた

ということでいいんですね」と呼ぶ者あり）はい。 

○【藤田貴裕議員】 私は１回、後期が始まる前に、総務文教委員会と建設環境委員会の人数のこと

について発言したと思います。そのときはたしか条件をつけて、場合によっては苦渋の選択で、私、

動きますよと言いました。結局その話はなくなって、建設環境委員会は１名空白でいこうということ

で今来ていますので、今回の事態を受けて移りたいと言われても、私、苦渋の選択で移るつもりでい

ましたから、そのときにそういう話にならなかったのに、今さらこっちへ移りますよと言われて非常

に困惑をしているというのが正直なところですので、なかなか認める状況にはないと私は思っていま

す。 

○【上村和子議員】 リセットされたということで、渡辺議員が出たことに関して渡辺議員はしきり

に謝っておられて、部屋に来られても一生懸命言っておられて、私はそれはきつかったろうなという

のはわかりました。 

 だから、今から私が言うことは、渡辺議員は気にしなくていいということを前提で言います。石塚

議員がいなくなったということも含めて、これまでどこかの大会派から人が１人減ると、その後に一

部事務組合をどうするとか、何をどうするというのが全て当たり前のように話し合いがなされて、私

たち１人会派はどれにも所属していませんので、蚊帳の外で黙って見ていました。本当はそれでどう

いう迷惑がかかったのかとか考えてほしいと思います。 

 会派の結成のときに、私などは１人会派を覚悟を持ってやり通してきましたので、私が１期目のと

きにいろんなことがあったから、もうやらないということで１人会派へ行きましたけれども。 

 ここで藤江議員の会派にお聞きしたいんですけれども、渡辺議員が会派を離脱するという時点で、

同時にこの件も出すべきだと思うんです。どうしてこんなにずれたんですか。同時期に、だってわか
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るじゃないですか。渡辺議員が出たら３人になる。常任委員会がいびつになる。だから、これをどう

するかということと抱き合わせで、渡辺議員は御自分が出ることに対する責任をとる。残った３人の

会派でこのことをどう打開するかという案を出していく。私は同時にやるべきだと思います。それが

これだけずれて、それでお願いしますと言って、私はうんと言えないです。そんな簡単なことではな

いと思うから。だから、リスクをしょっていただきたいと思います。 

 委員外議員でどなたか毎回出て傍聴されて、10分しかないけれども、その10分間の中で３人のこと

を言っていいと思うんです。何でこんなにずれたんだろうと。だから、どうしてこんなにずれたんで

すかというのをお聞きしたかった。どうして渡辺議員が会派を出るときに出さなかったんですかと。 

○【藤江竜三議員】 会派を出るときに同時にできればというのは確かに御指摘のとおりで、大変申

しわけなかったと思っております。ただ、時間的な猶予と本当に出るかというのを決定して、議会の

当初にされたと思うんですけれども、そういった中で全体的に配慮が回った部分と回し切れなかった

部分が実際にあって、今回、会派の常任委員会のことがおくれてしまったということで、その辺は大

変申しわけなく思っているんですけれども、各委員会で十分に発言をさせていただきたいというとこ

ろで、ぜひともよろしくお願いしたいと考えております。 

○【望月健一議員】 上村議員に関連する質疑なんですけれども、会派を離脱して人数が３人になっ

たのはいつのことでしたっけ。確認したいと思います。 

○【大和祥郎議長】 ２月14日だと思います。 

○【望月健一議員】 ２月14日にはわかっていたわけですよね。今回の件はいつでしょうか、かえた

いと言ったのは。 

○【大和祥郎議長】 先週の金曜日ですから２日です。 

○【望月健一議員】 大変恐縮なんですけれども、こうやって皆さんお忙しい中、お疲れの中、お昼

休みに集まっているわけですよね。私は今回の件に大変怒りを覚えております。 

 まずは、会派を離脱された渡辺議員はこちらの私たちの１人会派の部屋に移ってまいりました。渡

辺議員から大変丁寧なお言葉をいただきました。にもかかわらず、渡辺議員からは受けましたけれど

も、私たちは面積が減っていて、もとの会派さんはそのままでいいのか。法律上は会派を３人に分け

るというのは原則論で認められるかもしれませんけれども、だったらこの会派の部屋の面積も原則ど

おり変えていただきたいというのは、本音としてはあります。ただ、費用の面で考えなきゃいけない。

そこは十分考慮するところなので、本来であれば、そこも強く主張したいんですけれども、了とはし

ます。これは議長から本当に丁寧なお言葉をいただいたので。ただ、今広がっているほうの会派さん

から丁寧なお言葉をいただいたのか、私、疑問に思うところが非常にあります。 

 今回の件も、やっぱり礼って必要だと思うんです。前回の廊下で行われた件のときに、ちょっと私、

大きな声を出して恐縮だったんですけれども、あの後、次の時間に大変感銘を受けたことがございま

して、議長と遠藤直弘議会運営委員会委員長がこちらの控室に来ていただいて、大変丁寧な言葉をい

ただきました。本当に感銘を受けました。しかし、もとの会派さん、当該の会派さんからはなかった

気がするんです。配慮をお願いします。そうじゃないでしょうみたいに私は思うんです。私どもは控

室の面積が狭まるという実質的な影響を受けています。丁寧な言葉、やっぱり欲しいですよね。今回

の件でも皆様に御迷惑をおかけしています、そういった状況にありますけれども、認めてくださいぐ

らいのことが欲しかった。 

 にもかかわらず、私があのときに大きな声を上げたのは、議長が攻められ続け、謝罪を続けている
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中、今かえたいと言っている会派の議員さんが１人議場に入っていった。何なんだろうと思いました

ね。議長が大変大人の対応を示して、上村議員のお言葉に対して謝罪を繰り返しているにもかかわら

ず、当該会派の代表の方が議場に入っている。どういうことですかと思いました。なので、そこら辺

の説明がないと私はちょっと。一連の動きからして礼を失していると思います。渡辺議員からはいた

だいたのであれですけれども、このままでは認められないというのが本音です。 

○【重松朋宏議員】 改めて。藤江議員の会派の御意向はわかりますし、その御事情も理解するとこ

ろではありますけれども、交渉団体として議運に臨むに当たっては同じ交渉団体の中でまだ了とする

判断ができないという１人会派の方もいらっしゃる中では、私どもの会派としても引き続き、この件

については賛成するとも、反対するとも、判断が現時点ではできないという状態です。 

○【藤江竜三議員】 控室の件からなんですけれども、我々は現状維持で、虹さんの交渉団体が狭く

なってしまったということは、結果的に申しわけなく思っております。その辺について御配慮をいた

だいたことに大変ありがたく思っております。 

 そして、次の人数変更の件なんですけれども、前もって私個人としては控室に伺わせていただいて、

こういう人数変更をさせていただきたいということをお伝えする中でしっかり礼を尽くしたというふ

うにも考えていたんですけれども、その後の対応として先に入ってしまったというのも、時間という

中で全員が廊下でやっているというのも私としては不自然かなと思いまして、入らせていただいたと

いうことも考えていたんですけれども、そのように受け取られてしまったということには大変申しわ

けなく思っております。 

○【大和祥郎議長】 ほかに御意見ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩とします。 

午後０時４９分休憩 

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

午後１時５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。 

 昼休みの大変お忙しい中、御協議いただきまして、まことにありがとうございました。今回の委員

会の配属の件ですが、皆さんとの協議がまだ十分にできてないということも踏まえて、第１回定例会

では委員の変更は行わず、今後、第２回定例会に向けて協議・検討していきたいということで諮って

いきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、さよう決定させていただきます。 

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

○【大和祥郎議長】 時間がない中、ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 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１時５分閉会 

 


