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平成３０年７月３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 〃 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) 意見交換会で出た意見の取り扱いについて

(2) スーパーバイザーについて

(3) 各部会からの報告について

(4) 今後の予定について
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午前１０時１分開議 

○【青木 健委員長】 おはようございます。おはようございますというよりお暑うございますと言

うべきでしょうかね。大変暑い日が続いておりますので、お互い体調管理には十分気をつけてまいり

たいと思いますと言いながら、きょうは寝不足の方も多いと思いますが、限られた時間でございます

が、しっかりとした審査のほど、心から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、これより議会改革特別委員会を開会いたします。 

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

○【青木 健委員長】 まず初めに、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】 おはようございます。お暑い中、また、６月議会が終わっての休会中の特別委

員会、大変お疲れさまでございます。ありがとうございます。 

 残念なことにワールドカップはここできょう終わってしまいましたけれども、日本はですね……

（「ワールドカップ終わってないよ」と呼ぶ者あり）日本の分は終わってしまいましたけど、議会改

革特別委員会は中盤戦に入ったところでございます。12月に向けて、ぜひ皆さんの心を一つにして青

木特別委員長のもと、最後までよろしくお願いいたします。以上です。 

○【青木 健委員長】 どうもありがとうございました。 

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

 議題(1) 意見交換会で出た意見の取り扱いについて 

○【青木 健委員長】 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきたいと存じます。 

 それでは、まず初めに、意見交換会で出た意見の取り扱いについてを議題とさせていただきたいと

存じます。お手元に配付をさせていただいております資料のとおりでございますので、この件につき

ましては、それぞれの部会において、お役立ていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいでしょうか。それでは、各部会において、市民から出た意見についてお役立てをいただき

たいと存じます。 

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

 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らせていただきたいと

思います。まず、議題に入ります前に、この件につきましては、委員長から広聴委員会さんとの打ち

合わせが不十分のまま決定をさせていただきまして、本当に委員会の皆様には御迷惑をおかけしまし

たこと、心からおわびを申し上げたいと存じます。また、先生の御都合等もありまして、私どもとし

てもやむなく決定をさせていただいたということ、どうか御理解いただきまして、御協力を賜りたい

と存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 スーパーバイザーについて、それでは、上村副委員長より御説明願いたいと存じます。上村委員。 

○【上村和子委員】 皆さん方に、本日の資料としまして、議会改革特別委員会作業管理表というの

を配付していただきました。この作業管理表によってスケジュール管理をさせていただいているので

すが、６者会議、この間頻繁に持ってきましたが、本日、皆さんと意思確認をしたい。委員長のほう

から後で今後の日程のところで確認していただきますけれども、６者会議の中では、12月議会の初日

に最終報告書をまとめて議長に提出したいと、その前提で作業管理を行っております。 

 そのときにスーパーバイズに関しましては、どの時期に誰を持ってくるかということで、作業管理
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表の一番右の欄、まず、平成30年３月22日に１回目のスーパーバイズ、江藤俊昭先生をお呼びいたし

ました。その後、新年度に入りまして、委員会での御意見をもとに廣瀬和彦先生と江藤俊昭先生、こ

の２名をそれぞれ１回ずつお呼びするということが決まりました。そこと、議会報に載せる関係、今、

卑近では８月５日号に載せたいということで、最初に廣瀬和彦先生を８月27日、このあたりがぎりぎ

り、主に議会費検証部会の作業の進行状況を部会長からお聞きいたしまして、８月の初めでは早過ぎ

る、しかし、９月にはある程度の結論を出さなければいけない。そういうタイミングの中で、８月の

終わりに廣瀬先生のいい日程ということで組ませていただきました。そういうことで廣瀬先生がオー

ケーでタイミング的に合うのが８月27日月曜日の２時からということで、廣瀬和彦先生のスーパーバ

イズを受けるということを、一応、本日の委員会で確認がとれたらと思っております。 

 裏面に行っていただきまして、10月に入りまして、パブリックコメントを10月終わりから11月初め

にかけていくと。最終的に、議会報でいきますと11月５日号がラストです。ここに載せていくための

市民説明会、最後の市民説明会に前回と同様に、総評として最終まとめをどんな方向でまとめたらい

いかという最終アドバイスを受けるために市民説明会と同じ時間帯に江藤俊昭先生に来ていただくと

いうことで、そうなりますと、委員長が最初に謝罪しましたとおり、どうしても11月の９、10、11日、

この金、土、日で組まないと、その次の週では遅い。もうまとめができないということで、私たち６

者会議の中で、11月の９、10、11日の３日間の中で江藤俊昭先生に来ていただける時間はないかとい

うふうに打診をしたところ、先生のほうが11月10日しかないということで、農業まつりと重なるとい

うことを検討いたしまして、農業まつりが終わった、本当にタイトなスケジュールであるけれども、

この日という形で、次は11月10日土曜日の15時、３時から江藤俊昭先生、同時間帯に市民説明会をや

って、これをもってパブリックコメントと市民説明を終えて、最終的な意見を集約するというような

スケジュールの中でスーパーバイズをこのように決めさせていただきました。ということで、まず、

この日程とこの順番でよろしいかということを委員長のほうから確認していただいた後に、本日は特

に８月27日の廣瀬先生の中身について、委員長のほうから、私のほうからでもいいですが、簡単にど

のような内容で進めたいかというところで了解いただけたらと思います。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりました。ただいまの件についていかがでしょうか。御意見等あ

れば承りたいと存じます。関口委員。 

○【関口 博委員】 広聴委員会のほうから少しお話を伺いたいんですけれども、先ほど青木委員長

のほうから冒頭の挨拶がありましたから理解をしました。11月10日土曜日の市民説明会というのがあ

りますね、特別委員会のところの欄に。これが13時からの江藤先生と一緒の市民説明会になるんです

か、それとも……（「３時です」と呼ぶ者あり）３時か、15時ね。農業まつりでのテーブルはないん

ですかね。前回の広聴委員会のときにテーブルを１つ設けたと思うんですけれども、そのテーブルは

なしで、15時から市民説明会をやるということでよろしいのかどうか、ちょっと確認をしたいんです

けど。 

○【上村和子委員】 恐縮です。スケジュール表にある11月10日の市民説明会というのは、スーパー

バイズの市民説明会、議会改革特別委員会の単独の市民説明会になります。農業委員会のほうで広聴

委員会さんが多分されているのが市役所ロビーかなというふうに、同じ場所ではないかというふうに

推測しましたので、最短でスムーズに行けるのは、今のところ体育館の２階とか市役所の中で、３時

からというふうに組んだらいいのではないかと思っております。広聴委員会さんはロビーだというこ

と……（「この場所」と呼ぶ者あり）もしくはこの場所でもいいですし、とにかく庁舎内、もしくは
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体育館、この近くでというふうに、場所はまだ決まっていませんけれども、考えています。 

○【関口 博委員】 わかりました。テーブルは常任委員会の３つだけでいいということで、特別委

員会のテーブルはなしということで、農業まつりはですね。それはそういうことで確認してよろしい

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）わかりました。 

○【青木 健委員長】 ほかいかがでしょうか。大変、当日は時間がタイトになりますので、各委員

には御迷惑をかけることも多々あるかと存じますが、最後になりますので、ぜひとも御協力のほど、

改めてお願いさせていただきたいと存じます。 

 それでは、確認をさせていただきたいと思います。まず、日程でございます。８月27日月曜日14時

から廣瀬和彦先生よりスーパーバイズを頂戴するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたします。場所についてはこの場所、委員会室を使用してま

いりたいと思います。 

 引き続きまして、11月10日土曜日になります。15時から江藤俊昭先生のスーパーバイズを、この委

員会室を使用することになると思いますが、スーパーバイズを頂戴するということでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。それでは、そのように決定させていただきたいと存じます。 

 それでは、まず、８月27日14時からの廣瀬和彦先生のスーパーバイズについてですが、どのような

方法がいいかということについて、再度、上村副委員長のほうから御説明いただけますか。上村委員。 

○【上村和子委員】 ６者会議ではおおよそしか組み立てていないのですが、内容的には廣瀬和彦先

生のほうから最初に話をしていただく。その後、各部会からの質問をあらかじめ先生のほうに送って

おいて、それに基づいて、それぞれについて話をしていただく。そして、最後、全体での質疑応答と

いうのを大体２時間と思っておりますので、２時間を江藤先生の話、30分でしたかね。どうでしたっけ。 

○【青木 健委員長】 30分です。 

○【上村和子委員】 30分。そして各部会が30、30、残り30というふうに分けております。しかし、

６者会議で話す中で、事務局からの補足もありまして、廣瀬和彦先生の専門が、どちらかというと議

会費検証部会のほうの内容に重点を置かれたほうが、専門で今おっしゃっていますので、均等に割り

振りましたけれども、廣瀬先生のお話が、多分、議会費検証部会の中身に、そこに充実してくるとす

るならば、少し議会費検証部会のほうのやりとりをちょっとふやしてもいいかなとか、そういうよう

な話は出ています。しかし、現段階では30分、30分、30分、30分と、そういう大きな流れで、できれ

ば質疑応答、そして質問の時間のほうをとるというような組み立てにお願いしております。委員長、

こういう流れでまずよろしいかということで。 

○【青木 健委員長】 それでは、ただいま説明をさせていただきましたが、当日の流れとしては、

時間配分は、原則的にそういう形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。 

 そうしますと、各部会からの廣瀬先生に事前に出していただく質問なんですが、合計で10問程度と

いうことになるかと存じます。この点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） 
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 部会ごとの質問の数につきましては、２部会ですので、５問、５問ということになると思います。

ただ、今、説明がありましたように、廣瀬先生のほうがどちらかというと議会費検証部会の内容のほ

うが専門ということで、多少数には変動が出てくるかもしれませんが、その辺につきましては、両部

会長との打ち合わせということにさせていただいてもよろしいでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 では、そのように確認させていただきたいと思いますので、また部会長さん、大変恐縮ですが、よ

ろしくお願いさせていただきたいと存じます。上村委員。 

○【上村和子委員】 タイムスケジュールなんですけど、恐縮ですが、議会事務局長、いつぐらいま

でに廣瀬先生に質問を送ったほうがいいでしょうかね。この間ちょっと６者会議で話が出たと思うん

ですけど、８月27日にしゃべっていただくので、失礼がないところで送るスケジュール案を出してい

ただきたい。 

○【内藤議会事務局長】 ６者のときにも話したんですけれども、内容にもよるんです。一般的には

講師の先生に１カ月前にはしっかりした資料を事務局のほうからはお送りしたいと思っておりますの

で、両部会の質問については、７月のできれば20日から23日ぐらいをめどに事務局のほうにお出しを

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○【青木 健委員長】 議会事務局長より７月20日から23日ぐらいの間に提出をしていただきたいと

いうことで話がございましたけれども、日程についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子委員】 あとは日程で、20日から23日の間に各部会でまとめて出していただくと。一応、

６者会議ではそれだけですが、御質疑がなければ、これでスーパーバイズに。江藤先生に関してはも

う少しおくれますので、まだ次の委員会で大丈夫かと思います。 

 それと、ここで了解していただきたいのが、日程についてのみ、８月５日号の議会だよりの中にス

ケジュールを載せたいと思います。今ここで了解いただきましたので、このスーパーバイズの日、お

名前、日時、場所を議会報の特別委員会の報告の中に入れさせていただいてよろしいでしょうか。委

員長、それだけ了解をとっていただいて。 

○【青木 健委員長】 それでは、８月５日号の議会だよりにただいまのスーパーバイズについて、

これは今後のスケジュールについても掲載をさせていただくということでよろしいでしょうか。いか

がですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、そのように紙面をつくってまいりたいと思い

ますので、よろしく御理解のほどお願いさせていただきたいと思います。 

 それでは、スーパーバイズについては以上で終わりにさせていただきたいと思います。 

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

 議題(3) 各部会からの報告について 

○【青木 健委員長】 続きまして、各部会からの報告について、まず、条例部会さんのほう、よろ

しくお願いします。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 この間、条例点検部会としては２回の部会を開催いたしました。２回を経まし

て、部会員から抽出されました９つのテーマについて、今後協議をしていこうということになりまし

た。その内容は、災害時の対応全般、防災について、それから地方自治法に抵触しない附属機関の設
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置について、市民意見に基づく議会としての政策形成サイクルの確立について、産休・育休・病休な

どについて、ソーシャルインクルージョンに配慮した議会について、会派について、交渉団体につい

て、前文と市民の定義について、議会図書室の活用について、以上の９つのテーマについて、部会の

中でまず協議をしていこうということになりました。 

 第10回の先日の部会で全体としてざっくりと部会の中で意見交換をした上で、それぞれ作業部会、

ワーキンググループに分かれて、テーマ名の最終決定と、どのような論点があるのか、必要な措置と

してまとまるようでしたら、条例の改正案であったり、趣旨及び解説の文案の変更であったり、会議

規則の改正であったり、規程や内規の新設や改定であったりというものを部会としてまとめて報告書

案にしていこうということを決めました。 

 それから、７月６日に所沢市に、それから９日から10日にかけて愛知県岩倉市議会と三重県伊賀市

議会に視察に行くということを決めております。以上です。 

○【青木 健委員長】 よろしいですか。 

 続きまして、議会費検証部会、藤田部会長、よろしくお願いします。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 議会費検証部会です。資料は焼いて配っておりますので、それを見ていただき

たいと思います。この間、３回ほど部会をやりました。まずはホッチキスでとまっていると思います。

「議員とは何か～議会費を検証するにあたって～」です。こちらについては、議会基本条例で議員定

数ですとか議員報酬は、財政状況ですとか、他市の比較ではなく、ちゃんと議論してやろうというこ

とがうたわれておりますので、議会費のあり方を検討するに当たって、皆さんから議員というのはこ

ういう役割があるんだということを議論いたしました。 

 大切なところをちょっと抜粋しながら読ませていただきます。第２段落あたりから読みますけれど

も、「地域民主主義の発展のため、憲法や地方自治法（以下、法）で定められた二元代表制の意味、

その在り様を議論しました。民主主義の学校たる地方自治の発展が、平和や国民主権に欠かすことの

できない要素であり、地域民主主義を具現化する議会には重い責任があるとの意見が出されました。

その一方で、議会は市民から存在が遠く、実生活にどのような影響があるのか実感できないことや、

市民は議員の存在、仕事の内容が分からず、二元代表制をコストと捉え、議員定数や議員報酬削減の

声につながっているのではないかとの意見も出されました。そこで当部会では、議員の存在意義や役

割を明確にし、議員の役割を十分に発揮し、その成果を市民に還元するに適した議会費のあり方を検

証することにしました」。 

 その結果、位置づけとしましては、１番として、地域民主主義の担い手、住民の代表として、住民

の意見が行政に反映されているか監視し、行政に政策提案していく役割があります。 

 ２つ目といたしまして、一般質問などを通じて市民の声を行政に届ける役割があります。 

 ３番目については、行政の提案に対し議決権を行使し、市の意思とするかどうか判断する役割があ

ります。 

 ４番目、国など関係機関に、意見書を提出する役割があります。ここでは全員の方がその役割に対

して意義を見出しておりましたけれども、１つの意見として、市民の切実な願いがあるものや、自治

体の公益にかかわるものであるべきで、外交、防衛にかかわるものは意見書としてふさわしくない。

または意見書を提出した以上、その後どうなったか検証が必要ではないかとの意見も出されておりま

すので、念のためつけ加えておきます。 

 ５番目として、情報を公開する役割がありますということです。 
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 ６番は、行政が審議会を立ち上げたり、中立的なオンブズマン制度を設ける中、議員にはどのよう

な役割があるのか議論をいたしました。その中では、審議委員は市民が選ぶのではなく、行政が選ぶ

ため、行政の政策の方向性と一致した人を選べる点や、審議時間に一定の制約があり、行政へのチェ

ック機能が働かないと考える。このほか、行政だけで案を決めても市民が納得するものをつくれない

可能性があるため、市民が行政の声を聞く１つのツールである。審議会は専門的知見からの助言で、

全体の市民の声を代弁しているわけではない。世論が二分するような問題に結論を導き出すことは難

しいなどの意見が出されております。 

 オンブズマンに対しては、オンブズマンは申し立てがないと作動しなかったり、行政に政策提言し

たりするものではない。また、オンブズマンは１人であり、専門知識を有する特定の人のため、多様

な市民の意見を行政に反映させる議会の役割は担えないなどと議論をしております。 

 議論の結果、私たち議員には、憲法や地方自治法に定められた固有の権能があることを再確認しま

した。そして、その権能を市民のために十分発揮するために必要な議員定数、政務活動費、議員報酬、

期末手当はどのようなものにするのか、そのあり方を議論することにしております。 

 もう１枚ですけれども、そのことについて議論をして、論点の整理を行っております。まず、政務

活動費については、増額に賛成か反対か、現状維持に賛成か反対か、政務活動費廃止に賛成か反対か、

これが論点です。 

 議員報酬については、現状維持、削減、増額、特定任期付職員に合わせる、議会が決めた内容を市

長経由で報酬等審議会にかけること、これについて御意見を今伺っているところです。 

 役職加算については、一律20％で残すことに賛成か反対か。正副委員長、正副議長など、職責に応

じた支給率に変えて残すかどうか。役職加算をなくすか、それとも年俸制に移すかが議題となってお

ります。 

 期末手当の人勧との連動については、連動することに賛成か反対か。連動しないで、毎回会派代表

者会議などを開き、議会が決めることに賛成か反対か。人勧の内容が上がっても下がっても現状維持。

ただし、人勧が3.95月に到達した場合は、以降連動。3.95月に達しないでハイパーインフレになった

ら人勧と連動するに賛成か反対か。 

 議員定数については、定数15人、議員15人のほか、議会の附属機関、子育て分科会やまちづくり分

科会など――これは部会長例示です、に公募市民や学識経験者などが参画することに賛成か反対か。

定数を16人にするか、18人にするか、19人にするか、21人にするか、22人にするか。基本的な考え方

としては、３常任委員会掛ける人数で、議長を除くか含めるかと、こういう形ですね。これについて、

きょうの午後５時まで、会派ごとに事務局にメールで意見を寄せていただいて、７月５日から本格的

な議論をしていく予定になっています。以上です。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりました。ただいまの説明について御質疑、御意見等ございます

でしょうか。よろしいでしょうか。各部会ともかなり核心部分に入ってきているようでございますの

で、なお一層御協議のほど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いては以上のとおりでございます。 

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

 議題(4) 今後の予定について 

○【青木 健委員長】 続きまして、今後の予定についてでございます。お手元に議会改革特別委員

会作業管理表というものを配付させていただいていると思いますが、そちらのほうをごらんいただき
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たいと存じます。 

 私のほうからは、各部会の予定については、ただいま報告がございましたし、ここに記載されてい

るとおりでございますので、その次に、９月28日金曜日10時から（予定）ということで特別委員会の

開催を予定させていただきたいと思いますが、日程はいかがでしょうか。よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 なお、この日１日で、かなり部会のほうが内容的に７月、８月の間に進むということを考えまして、

ひょっとして１日で終わらないというようなことも考えられますので、その場合ですが、裏面を見て

いただきますと、10月３日水曜日10時からということで、ちょうど決特の中日になるんです。一応予

備日としてこの日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。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 それでは、日程につきましては、以上、次回が９月28日金曜日10時から、そしてまた、その予備日

として10月３日水曜日10時からということで確認をさせていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。上村委員。 

○【上村和子委員】 日程については、委員長に確認していただきました。一番重要になりますのが

９月28日になります。９月28日に予定しています特別委員会の場には、それぞれの部会でまとめられ

た、ある意味、パブリックコメントに載せられる部会報告というものが出されるということが前提に

なっております。ですから、そこまでの間に各部会のほうで一定の結論を出していただきたいという

ことです。それを28日でお互い見て了解がとれたものがパブリックコメントにかかると、それが最終

のほうに行くと。最終というのは、それにパブリックコメントと市民説明会で出た市民の意見を踏ま

えて、また最終検討したものが最終報告になりますので、一応私たちは素案と言ったんですかね、何

と言ったんですか。 

○【青木 健委員長】 素案。 

○【上村和子委員】 素案ですね。だから、最終報告の前段階のものを素案という言い方をしており

ます。ですから、９月28日に素案を確認するという会にしたいということです。そういうことでよろ

しく。そこまで委員会はありませんので、双方にもしも議論したいとか、了解をとっておきたいこと

がある場合は、６者会議のほうに各部会長のほうが持ってきていただけたらと思います。内容的には

そういう段取りでよろしいでしょうか。 

○【青木 健委員長】 ただいま御説明させていただきました内容でよろしいでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 今、説明がありましたとおり、各部会にはこの間本当に御苦労をかけることになると思いますが、

大分議論のほうも核心部分に入ってきておりますので、ぜひとも慎重な御議論を賜りますよう再度の

お願いをさせていただきたいと存じます。 

 それでは、私のほうからは以上でございますが、皆様から何か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。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

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

○【青木 健委員長】 それでは、以上をもちまして議会改革特別委員会を散会といたします。 

午前１０時３１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７月３日 

 

 

 

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