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平成３０年５月７日（月） 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 〃 重松 朋宏 

〃 髙柳貴美代 〃 関口  博 

〃 大谷 俊樹 〃 藤江 竜三 

〃 遠藤 直弘 〃 石井めぐみ 

〃 高原 幸雄 〃 藤田 貴裕 

〃 尾張美也子 〃 稗田美菜子 

〃 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) 意見交換会について

(2) スーパーバイザーについて

(3) 視察について

(4) 各部会からの報告について

(5) 今後の予定について
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午後１時３０分開議 

○【青木 健委員長】 皆さん、こんにちは。ゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか。それ

ぞれ皆さん英気を養っていただいたものと思います。お疲れの方もいらっしゃるようですが、本日よ

りしっかりとともどもに働いてまいりたいと思いますので、よろしくお願いさせていただきたいと存

じます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまより議会改革特別委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、職員の異動がございましたので、この場をおかりして御紹介をさせていただ

きたいと存じます。 

 それでは、議会事務局長より御報告願います。 

○【内藤議会事務局長】 お時間いただきましてありがとうございます。５月１日付で議会事務局職

員に異動がありましたので、御紹介をさせていただきます。 

 大塚主事がオンブズマン事務局に異動となりました。後任に議会事務局に配属になりました馬場主

事でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。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) 意見交換会について 

○【青木 健委員長】 それでは、議題に入らさせていただきたいと思います。 

 まず、議題の１点目、意見交換会についてに入ります。意見交換会につきましては、上村副委員長

より御説明を願いたいと存じます。上村委員。 

○【上村和子委員】 まず、５月５日発行のくにたち市議会だよりに対しては、皆さん本当にありが

とうございました。各部会の整理をしていただきまして出すことができました。これが市民の皆さん

のお手元にいっていると思います。その中で、今度の意見交換会の中で議会改革についてという１項

目も入れていただきまして、テーブルも１つつくれるというふうになっております。 

 その中できょう皆さん方に確認を１つとりたいのは、それぞれ常任委員会が皆さんありますので、

議会改革特別委員会のテーブルにつきましては、私と委員長、この２人は絶対着くということで、そ

れ以外は人数に応じて部会長にも協力をしていただくという形で、テーブルについては責任を持ちた

いと思っております。そういうことで委員長、よかったですよね。 

○【青木 健委員長】 はい。 

○【上村和子委員】 何人いらっしゃるかわかりませんけれども、そこで用意する資料につきまして

は局長のほうから説明をしていただけますか。一応６者会議で話しましたので。 

○【内藤議会事務局長】 資料につきましては、前回の特別委員会の特集号が一番わかりやすいとい

うことで議会だよりと、条例自体の逐条解説つきの条例を御用意してあるという形でございます。以

上でございます。 

○【上村和子委員】 条例そのものがおわかりにならない方々もいらっしゃるかと思いますので、逐

条解説つきの条例、そしてこの議会だよりを資料とし、それと模造紙を置いて、こういう附箋を用意

しまして、議会に関して簡単な御説明はしますけれども、部会ごとに分かれまして議会費関係と、そ

れ以外の条例といっても市民の方々はぴんとこないかもしれませんので、議会活動全般というふうに

大きく２つに分けて御意見を附箋に書いていただいて張るという作業をしたいと思います。そして、
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その張ったものにつきましては、来られた市民の皆さん方に今から始まる部会での検討のときの参考

にしてもらうという形で、第一弾の市民の意見という形で承りたいという言い方をして御意見を書い

ていただいて、集まったものをそれぞれの部会にお渡しするということで、生かしていただくという

対応をしたいと思っております。このことについてはそれぞれの部会長には事前にお話をしておりま

すが、そのような形でいいかということをきょう皆さんで確認していただければと思います。 

 また最初に８分間、委員長のほうから説明をしなくてはいけないということで――８分間ですか。

違うんですか。 

○【石井めぐみ委員】 済みません。実は今、私は委員長ではないので、私がお答えしていいかどう

かわからないんですけれども、先ほどちょっとお話を伺っていたときに、今、上村委員から出たお話

も伺っている限り、８分というのはもしかしたら長いのかなと思いまして、今回４つのテーブルがあ

るということで、この後、広聴委員会を開きますので、その場でもう一回、何分というのは話をさせ

ていただきたいと思います。場合によっては、特別委員会の分はもっと簡素でもいいかと思いました

ので、そこにつきましては改めて、この後すぐに広聴委員会を開いて、その後、御連絡をさせていた

だくという形でよろしいでしょうか。 

○【上村和子委員】 委員長がその日やることになると思いますので、時間が８分と４分では全然違

うので、委員長としっかり話をしていただく。 

 それと、もしもパワーポイントが必要な場合は、議会だよりでも十分生きているわけですけれども、

例えばきょう出されたこういうスケジュールなどが必要ということであれば、そういったものを誰か

の力をかりてつくりますので、それも早目に教えていただければと思います。 

 それでは、テーブルで出た市民の意見の処理というんですか、対応の仕方について、皆さんに最終

確認をとっていただければと思います。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。ただいま上村副委員長より御報告いただきました

けれども、11、12日に行われます意見交換会につきましては、特別委員会としてのブースを１つ、常

任委員会にプラスして出させていただきます。 

 なお、そのブースには私、委員長と上村副委員長は必ずついている。なおかつ、各常任委員会の出

席者の人数によっては、部会長の応援もお願いをさせていただきたいということで、まず１点確認を

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように進めさせていただきたいと思います。 

 また、当日いただきました市民からの御意見につきましては、明記をした後、各部会に配付をさせ

ていただきます。それぞれの部会で今後の協議にお役立てをいただきたいと思いますが、この点につ

いてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように確認をさせていただきたいと存じます。 

 当日については何かまだございますか。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 資料の話が上村委員からあったんですけれども、議会基本条例点検部会のほ

うは条例をきちんと出すということで、ただ、議会費検証部会はまだ今期どうするかということにな

ってないんですが、条例が前回できたときに、前回の議会費財政問題検討部会で得た結論とその根拠

を１枚ぐらいにまとめて、前時点のときの到達点をもとに今回話し合いが進んでいくんですが、それ
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ぐらいは資料として出したほうがいいんじゃないかと考えたんです。 

 例えば議員定数や政務活動費、報酬についてそれぞれ、前回というのは条例ができたときの議会費

財政問題検討部会のときの結論ですけれども、それは資料としてとりあえず出して、それに対しても

意見をいただくことができると思いますし、そういうことを私たちももとにして今後さらに進めてい

くということなので、その辺はどうかなと私は今思いました。その辺を皆さんに聞いていただけると

ありがたいと思います。 

○【青木 健委員長】 わかりました。前回の特別委員会の結果ということで受けとめさせていただ

いてよろしいですか。では、それについては用意を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。副委員長、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、１点目の意見交換会につきましては以上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した。それでは、議題(1)意見交換会についてを終わります。 

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

 議題(2) スーパーバイザーについて 

○【青木 健委員長】 続きまして、議題(2)スーパーバイザーについてに入りたいと思います。ス

ーパーバイザーにつきましては、山梨学院大学の江藤先生と廣瀬先生、お二人に大体集約をされまし

て、このお二方のどちらを選ぶということはちょっと難しいのではないかということに至っておりま

す。 

 そこで、６者会議におきまして、議会が持っています予算といいますか、互助会費ですけれども、

当初予算が15万円でしたので、議長にその中から５万円を拠出していただけないかと。合わせて20万

円ということにしますと、お一人10万円ずつで２人を招聘できるのではないかということで御相談を

させていただきまして、議長より会派代表者会議に諮っていただいたと思いますので、その結果につ

いて議長から御報告を願いたいと存じます。大和議長。 

○【大和祥郎議長】 お疲れさまでございます。ただいま特別委員長から御案内いただきましたとお

り、去る４月26日の会派代表者会議におきまして、今回のスーパーバイザーについての予算どりとい

うことで、今、御報告がございました廣瀬さん、江藤さんを呼んだ場合、単独で呼びますと、おおむ

ね10万円ずつぐらいかかるのではないか。現在の15万円の予算には少し足りないので、５万円ほど互

助会の中からいただけないかということで、会派代表者会議についてはおおむね全ての会派の皆さん

に御了解をいただいたんですが、あくまでも超えた場合に使うということで、それを前提にというこ

とでなく、できる限り交渉していただきながら、最終的に足りない分につきましては――足りないと

いうのは、今、報償費につきましても若干減額になっている部分がありますので、その分も調整をい

ただきながら、足りない分も含めて互助会のほうから最大５万円をめどに御了解をいただきました。

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。それでは、廣瀬、江藤、両先生を特別委員会とし

ては招聘をしてまいりたいと思いますが、これについていかがでしょうか。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、そのような方向で進めさせていただきたいと存じます。なお、

日程につきましては、また先生との調整をさせていただき、皆様方に後日、御報告をさせていただき

たいと思いますので、よろしく御了承のほどお願いをさせていただきます。 
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 スーパーバイザーについては以上でございますが、何かございますでしょうか。青木委員。 

○【青木淳子委員】 お二人お呼びいただくということで了解をしたんですけれども、どちらの先生

を先に呼ぶかとか、そういうことはここでは話し合われないんでしょうか。そこは先生との日程調整

で決めていくということでしょうか。 

○【青木 健委員長】 はい。まず、日程の調整を先にさせていただいてよろしいでしょうか。そう

しませんとその辺は決められないと思いますので、もちろん御要望があればそれは承っておきます。 

○【青木淳子委員】 希望としては廣瀬先生のお話を先にお聞きしたいと思いますので、日程が合え

ばなんですが、よろしくお願いいたします。 

○【青木 健委員長】 わかりました。では、そのように承らさせていただきます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議題(2)スーパーバイザーについてを終わりたいと思います。 

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

 議題(3) 視察について 

○【青木 健委員長】 続きまして、議題(3)視察についてに入ります。視察についてでございます

が、当初、さまざまな御意見がございました。委員会として全体で行くという意見もあったわけでご

ざいますけれども、部会ごとにお話をいただいておりますので、それぞれの部会としてはいかがでし

ょうか。御報告を願いたいと思います。では、重松部会長。 

○【重松朋宏委員】 本日、部会のほうから、前々回の部会の記録と、本日午前中に部会を行いまし

た。本日の部会で協議・確認したのが、こちらのスケジュール案のところです。ないですか。足りな

かったですか。 

○【青木 健委員長】 暫時休憩といたします。 

午後１時４５分休憩 

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

午後１時４６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。重松部会長、お願いします。 

○【重松朋宏委員】 手違いでした。視察については、７月上旬から中旬にかけて行いましょうとい

うことが決まりました。視察先についてですけれども、前回の条例を制定するときに非常に参考にし

た、まず所沢市議会に日帰りということで行きましょうと。それから、宿泊を伴う視察については、

日程的には７月９日と10日しか全部会員の日程が合う日にちがなかったんですけれども、その２日間

の中で、各部会員の方から視察先とテーマを募って行いましょうということが本日決まりました。 

○【青木 健委員長】 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、議会費検証部会の藤田部会長、お願いします。 

○【藤田貴裕委員】 議会費検証部会ですけれども、視察について希望するところがあったらぜひ出

していただきたいという話をしておりますけれども、現在のところ具体的な市が挙がっていないとい

う状況であります。 

 委員の中から、宿泊ではなくて、近隣でなるべく費用をかけないでやっていこうですとか、場合に

よっては特に強い希望がなかったらば、視察についてはやらなくてもいいんじゃないかという意見も

出ている中、やるとしたら７月には行かないと、パブリックコメントなどの前にしっかりとした案を
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つくる前にやりたいと思っております。５月18日にまた部会がありますので、腹案を持っている方は

ぜひ出していただきたいと思います。１人から案をいただきましたけれども、よくよく調べたら、国

立市議会としては残念ながらちょっと合わないのかなというところがありましたので、模索をしてい

ますけれども、現在、スケジュール的には全く進んでいないという状況であります。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございます。まず、確認をさせていただきたいんですが、視察に

つきましては部会ごとに伺わさせていただくということでよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように確認をさせていただきます。 

 続きまして、日程についてですけれども……。青木委員、どうぞ。 

○【青木淳子委員】 済みません。ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、視察につい

てですが、宿泊を伴わなくても伴っても、それは各部会で協議してから決めればいいということでよ

ろしいのか確認をさせていただきたいと思います。 

○【青木 健委員長】 それは各部会でお決めいただきたいと思います。 

○【青木淳子委員】 あるいは視察をしなくてもしてもどちらでも、各部会で合議できれば、それは

問題ないと。 

○【青木 健委員長】 それでよろしいと思います。（「わかりました。ありがとうございます」と

呼ぶ者あり） 

○【上村和子委員】 その議論が出されまして、青木委員のほうからはそういう意見が出たんです。

でも、予算でしっかりととったのだから、基本は自分たちは視察をするという気持ちで予算をとって

いるわけですから、それは今やるとかやらないということじゃなくて、基本はやるという姿勢でいっ

てほしいということは言っています。それで、私たちは予算の審議をしているし、予算を自分たちは

立ててチェックをする人間です。予算を立てたときに自分たちが入れておいて、話し合ったら、どこ

も行くところがなかったから、行きませんという理由は成り立たないと私は思っています。 

 ですから、私自身は、特別委員会として視察という形でちゃんと調査研究をした上で、自分たちの

議論を進めるという方向で視察をとったのですから、常任委員会の視察と全く同等に考えていただき

たいと思います。常任委員会でこういう議論はないですよね。常任委員会と特別委員会は同じ質だと

思っています。だから、私はやるという前提で予算化したのだから、基本はやると。その中で、やら

ない場合はやらないなりの理由が必要だと私は思っています。 

○【中川喜美代委員】 今の話なんですけれども、私の認識では、視察のための予算をとったと。ど

こでとったのという思いがあるんです。なぜなら、今、部会長が説明されたように、日にちは忘れた

んですけれども、最初の部会の中で視察どうしましょうと言ったときに、大方の人の意見で宿泊を伴

わない、予算を伴わないような視察ってたしかあったんです。私どもの部会ではありました。それで、

議長が骨を折ってくださって、特別旅費として予算をとったというのを後から聞いたんですけれども、

その間のプロセスはどうだったのかもう一回確認してもらいたい。 

 私たちの部会では、大方お金は使わないようにしようだったんです。その次の部会で、視察につい

てというコーナーで、今、部会長が言われたような、どこもまだ出ないとか、そういう状況だったん

です。どの段階で、だから予算の前に、私たちはどこに行きたいという視察の目的があって予算をつ

けたと。例えば特別委員会とそれぞれの部会でそういう意見があって予算をつけたというならわかる

んですけれども、私はその辺が理解できないんです。 
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○【上村和子委員】 特別委員会というのは12月に成立いたしましたよね。それで１月、２月、３月

とやってきました。その間、視察に関してはほとんど毎回出しています。会津若松市の例も出してい

ます。そういう中で予算を入れていくという形で、議長が骨を折って１泊という形で予算をされたと。

それをまるで今初めて聞いたみたいに言われることが、済みません、まず当初予算に入っていますよ

ね、議会事務局長。当初予算ですよね。 

○【内藤議会事務局長】 当初予算に計上されております。 

○【上村和子委員】 中川委員、ちょっと待って。初めて聞いたはおかしいですよ。当初予算ですよ。

皆さん方、１枚ずつ見てないんですか。自分の議会にかかわっての予算特別委員会でクレームをつけ

るならまだしもなんですよ。予算特別委員会で当初予算を審査しているんです、私たちは。もしも宿

泊を伴わない視察をすると決めたならば、その段階で言うべきなんです。では、中川委員はいつ知っ

たんですか。当初予算の中まで見てなかったんですか。（「それは見ましたよ」と呼ぶ者あり）おか

しいと思ったら、予算特別委員会で言わなきゃいけないでしょう。それを何で今さら言うんですか。 

○【中川喜美代委員】 私の中では、議長が骨を折ってその予算を先にとってくれたと。そこは、あ

あ、そうなんだと言って、予算特別委員会のときはそうでした。 

 だけど、その間の私どもの部会の話の中では、大方お金は使わないでいこうという流れだったわけ

です。だけど、ここの特別委員会でどこかへ行こうと。６月の初めとか、たしかそういう話もありま

したよね。それがこの特別委員会の中の話であるならば、当然それに従おうと思っているわけです。

だけど、今の話を聞いていると、特別旅費なので、これを消化しなきゃいけないとか、そういう話に

なってくるとおかしいと思う。 

 それで、私、もう一回確認したいんですけれども、局長でも誰でもいいんだけれども、今回の特別

旅費を予算計上するプロセスを教えてください。 

○【青木 健委員長】 それでは、私のほうから御説明をさせていただきますけれども、この件につ

きましては特別委員会全体として行くのか、それとも部会ごとに行くのか、これについてはまだ決定

をしてない段階で、行くという前提のもとに、私のほうから議長にお願いをさせていただいておりま

す。 

 その後、部会として、その話し合いの中で行く必要があるかどうかということについては話をして

いただいておりますので、以後のことについては私は部会の意見を尊重してまいりたいと思っており

ますが、百聞は一見にしかずという言葉もございます。他市に行って勉強するということは、ここの

机上でやること以上に実りのあるものであると思っておりますので、ぜひ各部会とも予算については

消化をしていただけたらありがたいということを、委員長として申し上げさせていただきたいと思い

ます。 

○【大谷俊樹委員】 今、上村委員おっしゃったように、また委員長おっしゃったように、私どもも

中川委員を含めて同じ認識でいます。当初、そういった視察は必要だろうと。ところが、部会を重ね

ていく中、実はこういった意見が主に占めたんです。議会基本条例点検部会においては、恐らく全国

いろいろと先例市はあるかなと。１泊かけて行く必要のあるところもあるだろうと。そういうところ

に対する理解は、私どもの部会もあります。 

 ただ、議会費検証部会においては、近場の同じ環境、同じキャパの同じような行政を見ないと、余

りにも違う行政を見てもそれはどうなのかなという意見も実際に出まして、そういう意味では１泊を

する必要性が必ずしも出てこなかったり、あるいは近いところでもいいんじゃないかという意見があ
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ったので、逆に言いますと、これを消化してくれと言われると、無理やり見つけなきゃいけないなと

いうところがあるので、できれば皆さんに御理解いただいて、議会費検証部会は議会費検証部会にお

いて判断をさせていただきたいと思います。結果的に１泊ではなかったりとか、もしかしたら近くで

必要なところが見つかるかもしれないので、そのときはぜひ皆様に御理解いただいて、当初、委員長

がおっしゃったように、部会ごとの決定をこの場で御理解いただければ一番ありがたいのかと思うん

ですけれども、いいですか、藤田部会長。 

○【中川喜美代委員】 今、大谷委員が言われたとおりなんですね。他市に行って勉強するのはもち

ろんとても大事だと思っています。他市というのは、私たちの部会の大方の意見では、議会費を今後

どうしましょうということを考えるときに、これ以上税金を使うのはいかがなものかという話もあっ

た中で、そうしたら近場で、宿泊を伴わないところでもいいんじゃないかという話があったわけです。 

 私も、予算をとったのだから消化をという委員長の言い方には、恐縮なんですけれども、納得いか

ないかなと思います。ですので、これも言いかえれば、予算をとったのだから、消化ということもあ

るのかなと思わないでもないですので、部会ごとって理解をいただいたので、部会で、例えばどこか

宿泊を伴うところでとても参考になるところがあるんだったら、それはそれで、反対ということでは

ありませんので、予算を消化するためというのは違うのかなと思います。 

○【青木 健委員長】 私は何が何でも使えという意味で申し上げたつもりはございません。各部会

にお任せしますということを前提に申し上げたつもりでございますので、その辺は誤解のないように

御理解をいただきたいと思います。 

○【上村和子委員】 私は実は今すごく頭にきているんですけれども、お金を使わないほうがいいと

か、使わないためにとか、中川委員は言っているけれども、最初に視察に行こうと決めたときには、

視察をしたいという意思一致の中で視察の予算をとっているんです。 

 そこら辺に関して、私は自分が６者会議の中でずっと議事録をつくってきていましたから、視察に

関してはかなり早い段階で言っていると思います。視察に行くことについての検討、会津若松市の例

を出しました。その前の議会でも言ったし……（「それはやっていますよ。それを受けて私たちも」

と呼ぶ者あり）でしょ。だから、まるで今……（発言する者あり）私は視察というのは意味があると

思っています、委員長が言うように。議会基本条例点検部会でもいろいろありますよ。行かなくても

いいという人もいるんです。でも、先進自治体を見るのはとても大事だと思うから、調査研究のうち

だからやるわけですよ。 

 だけど、議会費検証部会が視察に行かないという理由に、お金を使わないという理由が挙がるのは

おかしいと思うんです。（発言する者あり）いや、違いますよ。お金を使うとか使わない、だったら

何で予算化したんですかということですよ。（「何で予算化したんですかって、こっちが聞きたいで

すよ」と呼ぶ者あり）何でそんなにして外れたみたいになっているんですか。では、何で当初予算に

反対しないんですか。今さらですよ。中川委員、おかしいよ。 

○【青木 健委員長】 暫時休憩といたします。 

午後２時２分休憩 

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

午後２時５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。 

 休憩中に確認をさせていただきましたが、視察につきましては各部会ごとの御判断にお願いをさせ



－ 10 － 

ていただくということにしたいと思います。なお、宿泊につきましては、予算上１泊までということ

になります。宿泊を伴わない場合であるならば、その予算内で複数市行くことについても可であると

いうことで確認をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように確認をさせていただきたいと存じます。 

 視察についてほかにございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、議題(3)視察についてを終わります。 

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

 議題(4) 各部会からの報告について 

○【青木 健委員長】 それでは、各部会からの報告をお願いしたいと思います。 

 まず初めに、議会基本条例点検部会の重松部会長より御報告を願います。重松部会長。 

○【重松朋宏委員】 この間の議会基本条例点検部会ですけれども、配付しました資料に４月９日の

会議の記録をつけさせていただきました。本部会は条例の目的が達成されているかどうかという点検

をすることになっておりますので、４月９日に、３つの目的について、各部会員がその場で５段階で

評価をするという作業を行いました。市長等と緊張関係を保つこと、市民と手を携え開かれた議会を

実現すること、そして地方自治の本旨に基づく住民福祉の増進を図ること、この３点についてそれぞ

れの条ごとに、一部は条項の号ごとに自己評価を行いまして、それを足したものを本日の部会で出し

ていただきました。 

 ということですので、本日の時点で前回の作業を行って集約して足したものと、それから条例の点

検シートで、委員会として前々回の委員会で行いました、それぞれの会派ごとの意見に対する質問が

出ておりましたので、それに対する回答を記入したもの、それからそれぞれの意見について、稗田委

員から定性的・定量的な分析をしていただいたもの、３つのかなり膨大な資料が手元にあります。本

日の部会では、その資料を使って今後どのように検討を進めていくのかという議論を行いました。会

議録はまだ作成しておりませんけれども、５月中に論点を絞って、あるいは優先順位をつけて６月か

ら議論をしていきましょうということになりました。 

 論点としては、全部会員で異論なく進めていけるであろうテーマと、それから意見が分かれてもき

ちんと議論をしていったほうがいいテーマと、そんなにたくさんはできないので、部会長からはそれ

ぞれ３つぐらいかなという意見を出させていただきましたけれども、絞り込んだ形で６月以降議論を

していこうというところが決まりました。 

 そして、スケジュールですけれども、６月から議論をしていっても、議会報の８月５日号でパブリ

ックコメントをとるというのは日程的にも難しいだろうということで、議会基本条例点検部会で協議

して決まったことではないんですけれども、パブリックコメントを議会報の11月５日号を出して11月

に行うか、あるいは４年前と同じように臨時号を発行する形で、議会報の10月５日号を出して、10月

に行うかという話になりました。括弧に入れてあるのは部会として決めたことではないんですけれど

も、10月５日の臨時号を発行するというスケジュールでパブリックコメントを行う場合は、このよう

なスケジュールになります。 

 パブリックコメントをいつやるかということに限らず、６月から集中的な議論を行って、８月中に

は一定のまとまったものをつくろうということと、あとパブリックコメントも含めて引き続き議論を
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行って、11月いっぱいをかけて最終報告書をきちんと完成させようという大まかなスケジュールが決

定いたしました。以上です。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございます。 

 続きまして、議会費検証部会、藤田部会長より御報告願います。 

○【藤田貴裕委員】 この間、２回ほど部会を開いておりますけれども、議事録については確認がと

れておりません。５月18日に確認しますので、今回出ておりません。あらかじめ御了承いただきたい

と思います。 

 きょう出させていただいたのは、４月11日に決めましたスケジュール案を提出させていただいてお

ります。こちらは部会の委員で協議をいたしました結果でございます。パブリックコメントについて

は９月にとりたいということでありまして、８月５日号に何とか間に合わせるということであります。

というのは、臨時号を出す予算がないという話でありましたので、何とか臨時号を出さずにパブリッ

クコメントをとるには８月５日号、原稿の締め切りは７月15日の予定ですと書いておりますけれども、

それに向けて積極的に議論していこうという話を当部会では確認しております。 

 議会費の検証について個別具体的なことをやる前に、先般の委員会からずっと御紹介しているとお

り、議員とは何かをまず議論して、その上で個別具体的な課題に入るということにしております。現

在、地域民主主義の発展のため、憲法や地方自治法で定められた二元代表制の意味、そのありようを

議論いたしました。その中で議員とは何か、議員しかできないことは何か議論した中で、二元代表制

の一翼を担う議会あるいは議員にふさわしい報酬、定数、政務活動費、期末手当のあり方を議論して

いこうと決定をいたしまして、次回の５月18日から、お手元の資料のとおり、政務活動費、議員報酬、

期末手当、役職加算、人事院勧告を含む、議員定数について、おおむね同時並行的に議論をしていく

ところでございます。 

 論点に当たっては、５月14日までに、議会事務局に各委員から各会派ごとにまとめて提出をしてい

ただいて、５月18日から積極的に議論をしていく。このように確認がとれております。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いただきましたが、何かござ

いますでしょうか。上村委員。 

○【上村和子委員】 今、両部会のスケジュールを見たときに、議会基本条例点検部会はタイムスケ

ジュール的に10月の臨時号、前回と同様な臨時号を想定してのタイムスケジュールで、議会費検証部

会は８月５日号でパブリックコメントをとるというふうにずれていますので、これを８月５日号です

るんだったら、きょうぐらいで方向性を決めないと難しいんじゃないかと思うんです。 

 それで、お金がないからというところなんですけれども、10月の臨時号というのは事務局は、お金

的にはどうなんですか。 

○【内藤議会事務局長】 議会だよりの関係ですので、印刷製本費は契約差金というところが考えら

れるとは思っているんですが、どちらにしろ予算上、配付委託は毎年基本的に変わっておりませんの

で、結論からすると、配付委託のほうが予算的にはないという状況でございます。 

○【上村和子委員】 ということは、配付委託を、例えば10月の臨時号を出すんだとしたら、９月か

何かで補正をとらなきゃいけないということですか。 

○【内藤議会事務局長】 一番よろしいのは、９月の定例会で増額補正をしていただくということが

一番よろしいと考えております。 

○【上村和子委員】 そのお金はどれくらい配付委託でプラス補正というのは今出ませんか。それは
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数十万円の単位なのか、数万円の単位なのかということもわからないですか。 

○【内藤議会事務局長】 細かい金額については、今、手元に資料がありませんので、済みません、

お答えすることができません。申しわけございません。 

○【青木 健委員長】 暫時休憩といたします。 

午後２時１６分休憩 

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

午後２時２５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、確認をさせていただきましたが、それぞれの部会の今後の進行スケジュールについては部

会長からの報告のとおりということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように決定をさせていただきます。 

 なお、議会報の臨時号につきましては、かなり難しいものがあるというふうに御理解をいただきた

いと思います。パブリックコメントを求める時期が部会ごとにずれますが、特別委員会としての報告

は12月の本会議初日ということで進めさせていただきたいと思いますので、皆様方の御協力をよろし

くお願いさせていただきたいと存じます。 

 それでは、各部会からの報告につきまして、ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議題(4)各部会からの報告についてを終わります。 

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

 議題(5) 今後の予定について 

○【青木 健委員長】 続きまして、議題(5)今後の予定についてなんですが、まず次回の特別委員

会の日程についてお諮りをさせていただきたいと思います。皆様、手帳等予定表はお持ちでしょうか。

（「所持しておりません」と呼ぶ者あり） 

 では、暫時休憩といたします。 

午後２時２６分休憩 

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

午後２時２９分再開 

○【青木 健委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 次回の特別委員会の開催日でございますが、７月３日午前10時からと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） 

 御異議なしと認め、次回は７月３日午前10時から特別委員会を開催することに決定をさせていただ

きます。 

 続きまして、本日、意見交換会のチラシを配付する予定になっているんですが、この件に関しまし

て関口副委員長より、御報告ですか、御連絡ですか、お願いしたいと思います。 

○【関口 博委員】 済みません、この場をかりて。広聴委員会の意見交換会のチラシを、きょう皆

さんに御協力いただいて国立駅前で配布する予定だったんですけれども、120％雨が降ると天気予報

のキャスターが言っていたので、きょうは中止させていただきますので、済みません、よろしくお願
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いいたします。あしたからまた御協力をよろしくお願いします。 

○【青木 健委員長】 だそうですので、よろしく。行かれたい方は行かれても結構かと思いますが、

チラシ配りはないということでございます。 

 なお、私のほうから確認をさせてもらっていいですか。明日は15時30分から16時30分まで、これ谷

保第一公園と書いてありますが、ダイヤ街周辺ということですね。それと、明後日が17時30分から18

時30分、矢川駅北口ということで、その次の10日が15時30分から16時30分、大学通りのスターバック

ス前あたりということでございますので、ぜひとも皆様、お手伝いをお願いさせていただきたいとい

うふうに私からもお願いをさせていただきたいと思います。 

 以上で、議題(5)今後の予定についてを終わります。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

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

○【青木 健委員長】 それでは、これをもちまして議会改革特別委員会を散会とさせていただきま

す。御協力ありがとうございました。 

午後２時３２分散会 



－ 14 － 

 

 

 

  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５月７日 

 

 

 

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