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平成３０年３月２７日（火） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 青木  健 委員 小口 俊明 

副委員長 上村 和子 〃 青木 淳子 

委員 石井 伸之 〃 藤江 竜三 

〃 髙柳貴美代 〃 稗田美菜子 

〃 大谷 俊樹 〃 石井めぐみ 

〃 遠藤 直弘 〃 重松 朋宏 

〃 高原 幸雄 〃 関口  博 

〃 尾張美也子 〃 藤田 貴裕 

〃 住友 珠美 〃 望月 健一 

〃 中川喜美代 〃 渡辺 大祐 

……………………………………… 

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) 今後の進め方について

(2) 市民の意見を聴く会について

(3) 視察及びスーパーバイザーについて
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午後１時３２分開議 

○【青木 健委員長】 どうも皆さん、こんにちは。昨日までの第１回定例会に引き続きまして、大

変お忙しい中、御参集を賜り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会させていただきたい

と思います。着席をしまして進めさせていただきたいと思います。 

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

○【青木 健委員長】 それでは、まず初めに大和議長により御挨拶を頂戴したいと存じます。 

○【大和祥郎議長】 皆様、こんにちは。今、委員長からお話がありましたとおり、１カ月間の第１

回定例会、お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 そして、きょうからいよいよ特別委員会も本腰が入ってきて、先日の22日のアドバイザー、スーパ

ーバイズの後、皆さんの方向性が少しずつ決まってくるかなと思います。きょうも慎重審議、よろし

くお願いいたします。ありがとうございます。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。ただいま大和議長より御挨拶の中にもございまし

たとおり、22日は議会開会中にもかかわらず、特別委員会に御参集を賜りありがとうございました。 

 江藤先生の大変有意義なスーパーバイズをいただけたと委員長としても思っている次第でございま

す。 

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

議題(1) 今後の進め方について 

○【青木 健委員長】 それでは、これより本日の議題、協議に入らせていただきたいと存じます。 

 まず初めに、お手元のレジュメに従いまして、(1)今後の進め方について、上村副委員長より御説

明願いたいと存じます。上村副委員長。 

○【上村和子委員】 皆さん、お疲れさまでした。配っていただきましたが、議会改革特別委員会作

業管理表を見ていただけますでしょうか。これで、特別委員会の欄を見ていただければと思います。

後ほど議会基本条例点検部会と議会費検証部会のほうから、落とし漏らしの予定があるかもしれませ

んので、日時については補足してください。 

 特別委員会全体会ですが、３月27日以降ですが、先日、議長、副議長、委員長、部会長と協議いた

しました結果、４月から９月までは部会を中心に行っていただきますので、全体会に当たる特別委員

会は本月３日27日の次は５月連休明けを予定しております。後で委員長のほうから日程の調整が入る

と思いますが、５月連休明けを予定しております。これは５月11、12日の意見交換会のためと、それ

から各部会の進行状況を確認するための委員会となっております。その次は７月、それから９月とい

うふうに２カ月に一度、全体会を持っていくと。 

 裏面をごらんください。そして10月から、今度は部会が一仕事終わりますので、全体でまとめてい

く特別委員会を10月、11月と続けて毎月やりまして、12月で報告を出すというようなタイムスケジュ

ールを組んでおります。 

 さらに、今のところ、右側を見ていただいて、スーパーバイズにつきましては、３月22日の江藤先

生の１回目というか、平成29年度として１回入れました。平成30年度（2018年度）４月以降について

は、本日、どのようにするかが協議されるということで空白になっております。 

 さらに、パブリックコメントの時期ですが、従来お示ししましたとおり、５月５日号の議会だより

には、後ほど皆さんに審議いただきますけれども、１回目の議会改革特別委員会の原稿を載せますけ
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れども、次回８月５日号の議会だよりにパブリックコメントを載せる、今のところ予定にしておりま

す。もしもタイムスケジュールに無理がある場合には、８月５日号に載せられないとなると、次は10

月号ですかね、もしくは臨時号、もしくは11月になります。ということで、このようなタイムスケジ

ュールを考えております。これについて、何か御質問があればということで、委員長にお戻しします。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりましたので、今の部分につきまして、御質疑、御意見等ござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。では、関口委員。 

○【関口 博委員】 確認したいんですけれども、パブコメのところで、５月の11、12日が意見交換

会、これは広聴委員会主催で、主催というか合同でということになると思いますけれども、８月ない

し10月のパブコメ実施というのは、広聴委員会は特にかかわっていなくていいんですかね。この委員

会での調整ということでよろしいんでしょうか。 

○【青木 健委員長】 はい。そのようになります。ほかいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ないようでございますので、今後の進め方につきましては、以上の説明のとおり進めて

まいりたいと思います。なお、突発事項等いろいろ出てくると思いますが、そのときには、また皆さ

んと御相談させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いさせていただきたいと思いま

す。 

 まずは５月11、12日、広聴委員会のほうの御配慮をいただきまして、この特別委員会としても１つ

のブースを設けさせていただくことになりましたので、御了承願いたいと存じます。あわせまして、

それに向けた打ち合わせ、また、そこまでの間の各部会の進行状況についての報告を持つ全体の会を

５月の連休明けに持ちたいと思いますので、日程を今、皆さん、確認できますでしょうか。 

 では、暫時休憩といたします。 

午後１時３９分休憩 

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

午後１時４１分再開 

○【青木 健委員長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 それでは、次回の日程についてですが、５月の７、８、９日、この３日間の中で日程を調整させて

いただきたいと思いますが、７日が17時30分から18時30分まで意見交換会のためのチラシ配りがあり

ます。８日は15時30分から16時30分、９日は17時30分から18時30分まで、それぞれ意見交換会のため

のチラシ配りを行うということでございますので、この時間を外す中で皆さんと調整をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、５月７日午前、いかがでしょうか。（「大丈夫」と呼ぶ者あり）はい。午後はいかがでしょ

うか。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり）じゃあよろしいですか。それでは、５月７日の13時30分とい

うことでよろしいですか。（「了解」と呼ぶ者あり） 

 では、日程につきましては、５月７日の13時30分からということでお願いさせていただきたいと思

います。そのうち多少時間はあくと思いますが、17時30分よりnonowa国立WEST入り口付近におきまし

て、意見交換会のチラシ配りを行いますので、ぜひとも皆様、御参加いただきますよう、私からもお

願いさせていただきたいと存じます。上村副委員長、どうぞ。 

○【上村和子委員】 今後のタイムスケジュールで５月11、12日の意見交換会のテーマ、ブースをつ

くっていただきまして、そこでテーマを、本当は昨日までだったんですけれども、広聴委員会のチラ
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シに反映させるために出さなければいけません。ちょっとこれを見ていただければ、きょうたたき台

をつくってきておりますので、この場で確認させて、済みません、私がちょっと消し忘れたので、一

番最後の行、「二元代表制を活かし……」、ここは消してください。この１行を消してください。こ

れ関係ないです。消してください。 

 これも６者会議の中で、事務局会議の中で、今、決められた形を超えることができませんので、テ

ーマは「議会改革について」、これはたたき台です。「議会改革について」。本文をちょっと読ませ

ていただきます。「議会改革特別委員会が全議員参加で始まりました」。本当は、これ議長を除く全

議員だそうですが、「議長を除く」を入れるか入れないかですが、全議員参加で始まりました。 

 「議会基本条例に沿った議会活動全般の点検見直しと、議員定数や報酬等の議会費の検証見直しの

２部会構成で行っています。議会に対するご意見、ぜひお聞かせください」。100字以内なので、こ

の程度しか書けないのですが、これでよろしかったら、これで一気にしたいと思います。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりました。いかがでしょうか。よろしいですかね。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 １行目の第２文目なんですが、議会基本条例に沿った議会活動全般の点検見

直しというのは、私自身の解釈では、議会基本条例の見直しのほう、条例の見直しかと思ったんです。

条例の点検というイメージだったのが、議会活動全般の点検になっているんです。これは条例の見直

しということでいいんですか。 

○【上村和子委員】 これは市民向けに、実は100字という字数もあったのでこうしたんです。条例

の見直しと言ったら、市民から見たとき、ぴんとこないんですね。議会基本条例というのは、実は議

会の根幹をなす議会活動全般に関する決まりなんです。ですから、これを検証するということは、強

いて言えば、議会活動全般の点検なんですね。というふうに、で見直しなんです。それがイコール条

例の見直しになっていくというふうな解釈で成り立つと思うんです。 

 しかし、条例の見直しと言った途端に、市民から見たときに遠くなるというふうに思いました。説

明を加えることは可能なんですけれども、議会活動全般の、もしくは日本語的にすると議会活動全般

を示す議会基本条例の点検見直しと書いてもいいんです。そういう書き方をしてもいいです。そっち

のほうがいいですか。 

○【稗田美菜子委員】 イコールということですよね。要するにイコールということなんですよね。

ただ、わかりやすくするために議会活動全般の点検と書いてあるだけで、内容としては条例の点検を

するということで、委員会でオーケーということであれば、だったら別に問題ないと思います。 

○【尾張美也子委員】 私はこれが本当に正確なのかなと思うんですけれども、この間の研修のとき

にもおっしゃったんですが、基本条例そのものを見直すことが目的ではなく、最終的にはそこにたど

り着くかもしれないけれども、そこからまた、議会のあり方に入っていくわけで、まず、基本条例に

基づいた議会活動がちゃんとできていたかという点検が最初に私たちも来ているわけですし、そうい

う意味では点検というところが入っているので、このとおりでいいと思うんです。これが逆に議会基

本条例を見直しますとなると、基本条例自体を変えなければいけないんだというのが先に来ちゃうよ

うな感じがするので、こちらのほうが正確なのかなと私は思います。 

○【青木 健委員長】 このとおりでよろしいということでいいですか。 

○【尾張美也子委員】 はい。 

○【稗田美菜子委員】 確認をとったのでいいんですけれども、既に条例部会のほうで動き始めてい

て、いろいろなチェックをしているわけなので、委員会の中で確認ができたということで、さっきよ
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かったと思うので。で、いいんですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。 

○【重松朋宏委員】 条例上の文言は、この条例の目的が達成されているかどうかを点検ですので、

私はこの文章でもいいと思うんですけれども、意見が分かれるようでしたら、もう条例の文言にしち

ゃえばいいんじゃないですか。 

○【青木 健委員長】 先ほど上村副委員長からも御説明ございましたとおり、１つは市民向けにわ

かりやすい言葉を使わせてもらったということでありますので、その辺は、皆さん、御理解をいただ

ければというふうに思います。 

 ほかにございますでしょうか。では、確認をさせていただきますが、この文章で議会報に掲載させ

ていただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 では、そのようにさせていただきたいと思います。 

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

議題(2) 市民の意見を聴く会について 

○【青木 健委員長】 それでは、続きまして、２点目の市民の意見を聴く会についてに入らせてい

ただきたいと思います。上村副委員長。 

○【上村和子委員】 今、ここで確認させていただきました、５月11、12日の意見交換会のことです

よね。 

○【青木 健委員長】 はい。 

○【上村和子委員】 ここの持ち方なんですけれども、一応、３常任委員会のブースも出ます。それ

でみんな分散するので、市民の意見を聴く会の中の議会改革のブースにつきましては、委員長と副委

員長、それから両部会長、できたら議長、副議長は全体にかかわるので、この５人で持っていきたい

と思っております。場合によっては、５人のうち出られる人がそれぞれに責任を持ってやるという形

でテーブルに着いてくださった市民の話をとにかく聞くと。聞いて議会に対する御意見を伺うという

形で進めたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。本当は最初、議長も入ってもらおう

と思ったんですけど、議長は全体にかかわるから外したほうがいいだろうということになりまして、

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、５名でやらせていただくと。 

○【関口 博委員】 今のメンバーでいくと、常任委員会のほうのメンバーが偏っていないかどうか、

ちょっと確認だけしていただければいいかなと思うんですけど。 

○【青木 健委員長】 私と小口副議長、（「建設ですね」と呼ぶ者あり）建設環境委員会のほうと

は、総務２人。各テーブル、そうですね。望月委員、どうぞ。 

○【望月健一委員】 福祉保険委員会の委員長として発言させていただきますと、これまでの例です

と福祉保険委員会のテーブルに着く市民の皆様の人数が多くて、その日の出席状況に応じて、青木健

特別委員長が御判断していただければいいのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○【青木 健委員長】 よろしいですか。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、広聴委員長からなんですけど、最低お二人、１つのテーブルに

は着くようにしていただきたいので、２日間ありますので、意見を聞く方とメモをとる方がどうして

も必要になります。できれば３人いてくださると助かりますので、それだけお願いしておきます。 

○【青木 健委員長】 わかりました。特別委員会も５人ちょっととるというのは多いので、両部会

長につきましては、どちらかお一人来ていただければというふうに思います。なお、正副委員長以外、



－ 7 － 

副議長につきましても、場合によっては常任委員会のほうに回っていただくということも考えられる

かと思いますので、そこは当日、臨機応変にやらせていただくということでよろしいでしょうか。

（「お願いします」と呼ぶ者あり）はい。申しわけございませんが、よろしく御理解のほどお願いい

たします。 

 それでは、11、12日につきましては、そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

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

議題(3) 視察及びスーパーバイザーについて 

○【青木 健委員長】 続きまして、視察及びスーパーバイザーということなんですけど、まずスー

パーバイザーのほうから発表しましょうか。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 お時間をとっていただき、大変申しわけありません。私どもの新しい議会では

廣瀬克哉さんというふうに記載してしまったんですけれども、ちょっと廣瀬先生ということで調べて、

違った方をちょっと抜き出してしまいまして、正確には、大変申しわけないんですけれども、廣瀬和

彦先生を推薦したいと、差しかえさせていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

大変申しわけありませんでした。 

○【青木 健委員長】 廣瀬は同じ字でいいんですか。旧漢字の廣島の廣。 

○【藤江竜三委員】 自由民主党・明政会の方と一緒です。 

○【青木 健委員長】 わかりました。そうしますとスーパーバイザー候補①廣瀬和彦先生につきま

しては、自由民主党・明政会及び新しい議会としてください。②が江藤俊昭先生、③が野村稔先生、

ごめんなさい、④となっておりますが、これを③に変えていただいて、野村稔先生に訂正をお願いい

たします。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午後１時５６分休憩 

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

午後２時３４分再開 

○【青木 健委員長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 休憩中に皆様方に御協議をいただきました。まずはスーパーバイザーについてですが、廣瀬和彦先

生、そして江藤俊昭先生、この２名から次回までにそれぞれまたプレゼンをしていただくということ

にさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 引き続きまして、特別委員会の視察についてですが、時期的に２定が終わった後、６月26日に２定

が終了いたしますので、その後、７月の１週ないし遅くとも２週までの間ということで時期を押さえ

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 なお、行き先、そしてまた、部会ごとになるのか、委員会としてまとまっていくようになるのかに

つきましては、今後の部会の進捗を見ながら相談をさせていただき、決定してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

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

○【青木 健委員長】 続きまして、議会だよりについて協議をさせていただきたいと思います。 

 それでは、上村副委員長より御説明願います。 
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○【上村和子委員】 では、この資料を見ていただけますでしょうか。５月５日号の議会だよりに特

別委員会について、２面半いただける予定になりました。その２面半のうちの１面をちょっと大きく

ラフにつくってもらいました。議会事務局の佐藤さんと、それから重松さんの協力を得てつくってい

ただきました。この内容につきましては、６者のところでちょっと相談をしております。 

 ２面目は、皆さん方、もう部会長から話があるように、それぞれの部会の人たちにお任せして、メ

ンバー紹介とか抱負とかを書いていただきます。２面目は部会にお任せいたしました。３面の半分は、

先日開かれた江藤先生のスーパーバイズ、これをまとめて写真入りで報告を載せます。ここに関して

は、まだ日にちが余りたっていませんが、委員長のほうでまとめていただきます。そのような構成に

なっております。 

 １面に関しましては、ちょっと見ていただければわかるのですけれども、特別委員会スタートとい

う形で、一番上に最初のワークショップの写真を載せさせていただきました。「見える！動く！創り

出す！議会へ」というのは、前回の議会改革特別委員会のときのキャッチコピーを使ったものです。

これを使わせていただきました。「見える！動く！創り出す！議会へ」と。それで委員長の言葉、挨

拶があります。議長の言葉も欲しかったんですが、議長を除く特別委員会ですので、議長の思いはた

くさんあるのですが、これは議会だよりのほかのところで語っていただければと思います。これは議

会だよりの委員会のほうにお願いしたいと思うのですが。 

 そうでないと、各条例部会と議会費部会で２面目にみんなの名前が出てくるのに、残念ながら議長

の名前がどこにも出てこないという形になるんです。これは構成上、仕方ないけれども、一番議長は

熱い思いを抱えているので、どこかで議長のコメントを載せていただけたらと私は思います。そうい

うことで、青木委員長のメッセージがまず載ります。写真はこの写真ではなくて、この間の江藤先生

の写真を使わせていただきます。デザインもちょっと変わります、委員長、ちょっとここ。 

○【青木 健委員長】 はい。 

○【上村和子委員】 左枠のところは、全体の動きを紹介したものにしています。これは上村がたた

き台をつくったので、ここまで書いていいかどうかというのがあるので、ちょっと見ていただければ

と思いますが、「昨年12月議会で、議会基本条例に基づき、全議員参加の議会特別委員会を設置し、

前回の選挙以降の今日までの議会活動を条例の目的にある住民福祉の向上の視点で検証する条例部会

と、議員定数や議員報酬が適正であるかどうかを検証する議会費部会に分かれて、調査、議論を行い、

12月に報告を議長に提出する予定です。この間、１月から３月までは、全議員で課題を抽出する作業

を行いました。４月からは本格的な部会活動が始まります。市民に開かれた議会から、もう１歩進ん

だ、住民の声を起点とする政策サイクルづくりを目指します」と。後半、この間、江藤先生がおっし

ゃったことをちょっと入れましたけれども、ここは私が勝手に入れたわけではなく、大和議長のそも

そもの思いの中に政策形成サイクルという言葉がすごく出てきていましたので、ちょっとこれも入れ

させていただきました。 

 それで、その下、後半なんですけれども、議会基本条例スタート後の３年半で取り組んできたこと

として、左側は、「陳情・請願は市民からの政策提言！」ということで、全員一致で採択された陳情

の幾つかを取り上げてみました。こういう陳情が出されて、結果こういうふうに変わりましたよとい

うことで、最後は昨日終わりました議会からとって、スポセンに関してすぐに動いたということも入

れさせていただきました。 

 右側は、ソーシャルインクルージョンの理念に配慮した議会ということで、広聴委員会が手話通訳
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の導入に頑張ったこととか、ちょっとこれは外れるんですけれども、委員会のインターネット中継を

開始しました。またスマートフォン・タブレット端末向けで視聴できるようになりましたということ

は、これはどっちかというと、ソーシャルインクルージョンではなくて、新たな項目でして、市民へ

の情報公開とか、そういう項目になると思います。 

 あと意見交換会とか、条例や決まりをつくった、議会運営について改善してきた、最後は、まだ至

らないというのを、こういう議会の動きが見える中身を載せさせていただきました。という形で、次

の面はイメージしていただければいいんですが、議会費部会、それから条例部会のそれぞれの原稿が

あって、最後に江藤先生のこの間のスーパーバイズが来るというイメージです。できたら条例部会と

議会費部会が、２面目をどんな中身にしようとしているかを補足説明していただけたらと思います。 

○【重松朋宏委員】 部会長会合では、両方とも議員の抱負と名前と写真で委員の紹介をしようとい

うような話だったんですけれども、条例点検部会のほうでは、まだ部会としてまとまっているわけで

はないので、どうしていくという方向性が出ているわけではないので、委員の紹介は名前と写真程度

にとどめて、むしろ部会でやっていくこと、それからそもそも条例そのものがどういうものなのかと

いうことの紹介を簡単にしていこうということになりました。 

○【藤田貴裕委員】 議会費検証部会ですけれども、まず、部会長の私から議会費検証部会について

の説明を書かせていただきまして、あとは各委員の紹介で顔写真、名前、それぞれ40字でこの議会改

革特別委員会に取り組む抱負を書いていただくことになっております。締め切りが昨日でございまし

たので、徐々に割りつけをやります。以上です。 

○【青木 健委員長】 全員、出ましたか。 

○【藤田貴裕委員】 出ていない方については、個別にちょっと御案内させていただきます。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。そういう形ですが、今までの説明で何かございま

すでしょうか。ページ数については２ページ半というものを広報委員会のほうから特別委員会枠とし

ていただいておりますので、御了承願いたいと思います。望月委員。 

○【望月健一委員】 市民との意見交換会と議会報告会を開催というところで、たしか国立の広聴委

員会が他市の議会さんから視察を受けていると思うんですけれども、その紹介をどこかで、この参加

延べ人数のところを上に持ってきていただいて、２行目のどこかに入れていただくと、何回行ったと

か、一応、（「四、五回行っていますね、視察に」と呼ぶ者あり）それをちょっと入れていただくと

助かります。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○【高原幸雄委員】 議会だよりのこの原稿案の中で、「見える！動く！創り出す！議会へ」という

横見出しの下に枠で、左側の枠のほうに説明がありますよね。ここで言っている条例部会と、その後

の議員定数や議員報酬が適正であるかどうかを検証する議会費部会に分かれてというふうになってい

るんだけれども、12月議会での委員会の設置のところがどういうふうに文章化されていたかというの

は、ちょっと今、資料を持ってきていないので定かでないんですけども、これですと議員定数と議員

報酬が主な中心課題になっているというように見えるんですけれども、それは12月議会で決められた

方向で表現したほうがいいかなと。 

○【青木 健委員長】 わかりました。それでは、目的としては、議会基本条例の目的が達成されて

いるかを点検し、議会費の検証を含む適切な措置を講じるということになっております。（「済みま

せん、部会長に戻したほうがいいと思います。どうですか、これちょっとずれていますか」呼ぶ者あ

り）藤田委員。 
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○【藤田貴裕委員】 ずれてはいないんでしょうけど、まだ課題の抽出については次の次ですので、

そういう面ではちょっと書き過ぎているのかなという気は。（「じゃ、どう書けばいいですか。議会

費」と呼ぶ者あり）もしやるとしたら、例えば定数という文言は出てこないんですけど、前回の報告

書では優先的にやろうという課題が135ページに書いてありますので、ただ、それも、この中に載っ

けられるのかというと難しい問題があるんでしょうけれども、まあ難しいですね。それぞれの思いが

ありますからね。例えば前回の報告書では政務活動費と報酬、役職加算、期末手当、これは次期に託

されているんですよね。ただ、議員定数についても取り上げたい方も当然いらっしゃるでしょうから、

何とも難しいですね。 

○【青木 健委員長】 ただ、本文には、まず第１に、議会基本条例について、第28条に規定される

条例の見直し等手続にのっとりということで、条例のほうはよろしいですよね。 

 第２に、議会費について、平成25年委員会の議論や会派代表者会議で行われた議会費（報酬、政務

活動費）、定数等の協議を参照しながら、議会基本条例第22条の政務活動の充実、第25条の議員定数

及び第26条の議員報酬の観点からということで明記されているわけです。 

 ですから、課題の抽出ということで、今、藤田部会長のほうからありましたけれども、上程をした

段階でここに書いてあることについてはしっかりと主張していることでありますので、という面から

は、委員長としては別段問題はないのではないかなというような考えでこの文章を見ておりましたが。

中川委員。 

○【中川喜美代委員】 としますと、その最初の、昨年の12月議会のときの文章だとなかなかわかり

にくいので、この文章でもいいと思うんですけれども、議員定数や議員報酬等か何か、「等」があれ

ば、これだと議員定数と議員報酬だけになりますので、「等」があればいいかなと思う。 

○【青木 健委員長】 ちょっと済みません、暫時休憩といたします。 

午後２時５０分休憩 

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

午後３時１７分再開 

○【青木 健委員長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 休憩中に皆様から大変貴重な御意見を賜りまして、まことにありがとうございました。 

 そうしますと、今、皆様からいただいた点について再度確認をさせていただきたいと思います。ま

ず、昨年12月議会で、議会基本条例に基づき、全議員参加の議会改革特別委員会を設置し、前回の選

挙（平成27年（2015年）５月）以降の今日までの議会活動を条例の目的にある住民福祉の向上の視点

で検証する条例点検部会と、議会費（議員定数・議員報酬・政務活動費等）が適正であるかどうかを

検証する議会費検証部会に分かれて、調査、議論を行い、12月までに報告を取りまとめます。 

 この間、１月から３月までは、全議員で課題を抽出する作業を行いました。４月からは本格的な部

会活動が始まります。市民に開かれた議会から、もう１歩進んだ――イチは算用数字の「１」に変わ

ります。もう１歩進んだ、市民の声を起点とする政策形成を目指します。ということでよろしいでし

ょうか。（「１は漢数字です」と呼ぶ者あり）ごめんなさい。「一歩進んだ」のイチは算用数字じゃ

なくて漢数字ですね。ということで、この部分はよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、下段に参ります。下段右側になります。ソーシャルインクルージョンの下に中黒を入

れ、情報公開をさらに進めましたとし、常任委員会のインターネット中継を開始しましたということ
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でよろしいですね。 

 またその下に中黒を入れ、他市からの視察、延べ何市何人ということを入れるということでよろし

いですね。（「市民との意見交換会＋議会報告会のところですね」と呼ぶ者あり）はい。（「ここに

視察何回というのを入れさせていただきます。ここは任せていただけますか」「了解」と呼ぶ者あ

り）ということでよろしいですね。 

 それと、参加人数の「のべ」というのは漢字じゃないんですか。「参加人数の、べ」って見える。

漢字ということで改めさせてください。 

 一番下の段に行きます。市長から議員への反問ですね。括弧の逆質問ということ、これは取るとい

うことでよろしいですね。（「了解」と呼ぶ者あり） 

 以上、確認をさせていただきましたが、このとおりでよろしいでしょうか。関口委員。 

○【関口 博委員】 先ほど確認してくださいということだけ言っておいたんですけれども、政策形

成を目指しますというところは、ここの議員としては、政策形成サイクルづくりという、そこを確認

して、今のような文言にしてくださいという提案をさせていただいたと思いますけれども、その確認

はないということですか。（「それは条例部会で深めるということになった」と呼ぶ者あり）じゃ、

そこは条例部会で深めるということで。 

○【青木 健委員長】 はい。お願いしたいと思います。 

○【関口 博委員】 わかりました。 

○【青木 健委員長】 それでは、各部会より御報告をいただきたいと思います。 

 それでは、重松部会長よりお願いいたします。 

○【重松朋宏委員】 議会費の検証部会のほうからは会議録が出ておりますけれども、条例点検部会

は、この間、２月８日、19日、26日、３月14日と４回の会議を開いております。次回は４月９日です。 

 ２月８日には運営の方針を４点確認しました。一番大きいのは、全て逐条でやっていくということ

ではなくて、ある程度優先順位をつけて議論をしていきましょうということです。 

 ２月19日には、所沢、多摩、会津若松、３つの先進市議会のレポートを委員からしていただいた上

で意見交換を行いました。その結果、今後どのようにしていくかということについて、最初から決め

込むのではなく、議論をしていきながら次の展開を考えていこうということになりました。 

 ５回目の２月26日はスーパーバイザーへの質問の絞り込みを行いました。 

 ３月14日の前回の部会では、点検シートをもとに、稗田委員のほうから全て一覧にしたスーパーバ

イズのときに資料にしたものをまとめていただいた上で、意見や質問も含めて多く出たもの、それか

ら意見が分かれたものをグラフにして出して分析していただきました。それをもとに、次回は条例の

目的に基づいての点検ということですので、３つの条例の目的がありますので、それに基づいてどう

なのかということを部会の中で、一度全員で作業をしてみようということになりました。 

 今後については、４月中をめどに点検シートを最終的に完成させて、点検シートをもとにした作業

を一つ完了させた上で、５月以降、論点を絞り込んで検討していこうということになりました。以上

です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。それでは、藤田部会長、どうぞ。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、両面で議事録をお出ししております。条例点検部会の皆さんにもど

のような議論がされているのかわかりやすくしようということで、要点筆記で毎回とりまして、議会

費検証部会で皆さんの了解を得たものは委員会にお出しをするようにいたします。 
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 そのような中、取り上げる議題、第１回の１月19日に各委員から個別具体的な発言は出ましたけれ

ども、みんなでまとまったのが、前回報告書では、政務活動費、議員報酬、役職加算、期末手当のあ

り方が託されているということになりましたので、結論として、まず振り返りの議論を行っていこう

と。事前に前回報告書を読んでから課題を出し合い、課題の抽出を行うと、そのような結論になって

おります。 

 ３番目の原価方式でありますけれども、これは前回の私たちの特別委員会のちょっと特色的なもの

でありましたので、これをどうするか部会の中で議論しております。パブリックコメントでは市民の

方から、現状の報酬額を維持したい方便に聞こえたとか、５人の調査では少ないんじゃないか。そう

いうのがパブコメでありましたので、原価方式についてどうしますかというふうに委員の皆さんに聞

いたところ、以下のような発言がございました。 

 結論としては、原価方式の調査をする意義は見出せない。振り返りを行う中で原価方式の調査をす

るかどうか結論が出るだろうと、こういうような形で１回目は終了しております。 

 裏面が第２回目です。報告書を読んで、それぞれが課題の抽出をして持ち寄ってきました。その中

で、定数ですとか報酬について、市民の皆さんから御意見をいただくのは、議員の仕事や役割が市民

の皆さんに見えていないからではないか。それだったら、まず、議員の役割とは何か。その議論をし

て、議員の役割を果たすにふさわしい、仮に定数ですとか、報酬ですとか、政務活動費のあり方とい

うのが見えてくるんじゃないかというようなことで、４番、課題の抽出で、まず議員とは何か、議員

の役割について共通認識を持つ必要があるだろうという結論に至りました。 

 その後、２月20日に議員とはこういう役割があると、それぞれの議員が持ち寄ったものをみんなで

議論しております。その取りまとめについては、４月11日までに私のほうがやりまして、議会費を検

証する前提のような資料をまずはつくっていきたいと、このような流れになっております。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。両部会長より御報告をいただきまして、ありがと

うございます。補足等はございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、長時間にわたりましての御議論、本当にありがとうございました。皆様方の有意義な議

論を賜りましたこと、改めて厚く御礼を申し上げ、これをもちまして議会改革特別委員会を終了とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

午後３時２７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３月２７日 

 

 

 

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