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平成３０年９月２８日（金） 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) 各部会からの報告について

(2) 今後の予定について
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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。決算特別委員会を控え、何かとお忙しい時期にもかか

わらず皆様方に御参集賜り、まことにありがとうございます。 

 関口委員が遅参をされるようでございますので、御報告をさせていただきます。 

 それと、本日は議会報の掲載写真を撮るということで、写真撮影がなされますので、委員長におい

てこれを許可していますことを御報告させていただきます。 

 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。 

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

○【青木 健委員長】 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。議会改革特別委員会におきましては、慎重審査を重ねて

いただきまして本当にありがとうございます。いよいよ山場となってまいりました。きょうはパブリ

ックコメントに向けての細かいところ、また各部会からの報告等もあります。 

 どうぞ慎重審査をいただきまして、12月に向けてさらに皆さんと協議をしていければと思います。

どうぞ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。 

 それでは、本日の議題に入らさせていただきます。 

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

 議題(1) 各部会からの報告について 

○【青木 健委員長】 まず、議題(1)各部会からの報告についてに入ります。これまでの協議の経

過とパブリックコメントの報告までをお願いしたいと存じます。 

 まず、条例点検部会、重松部会長より御報告願います。 

○【重松朋宏委員】 御配付の協議テーマと並んでおりますものをごらんになっていただければと思

います。この間、条例点検部会では、最終報告書に向けて条例を点検した上での必要な措置というこ

とで、９つのテーマについて協議をしてまいりました。当初は全会一致でまとめていこうとするもの

と、あとまとまらなくてもきちんと議論をしておいたほうがよいものと分けて協議を進めていこうと

したんですけれども、結果的には９つのテーマの多くの部分で議論がまとまる方向性になりました。

御配付のものをごらんになっていただければと思います。順番は、条例の関連する条項の順番で９つ

のテーマを並べております。 

 最初の協議テーマ１が、国立市議会基本条例での「市民」について。前文を初め二十数カ所に「市

民」という用語が出てくるわけですけれども、前文の趣旨及び解説の中では、市民とは「『市内に在

住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体』を『市民』としています」という

解説がされております。それらが条文の中の市民と矛盾する部分があるのではないかという問題提起

を受けてです。 

 議論の結果としましては、このままでよいのではないかという意見と、趣旨及び解説の中で説明を

すればよいのではないかという意見と、条文を改正すべきだという意見と３つに分かれました。この

項目については、一本化はできませんでした。 

 めくって、主な意見ということで、この間、部会の中で出てきた意見を付しております。 

 協議テーマ２、ソーシャルインクルージョンに配慮した議会についてにつきましては、具体的に仕

組みをつくる段階に入ったのではないかという問題提起を受けて議論をしました。 
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 協議の結果としましては、ソーシャルインクルージョンについての認識が議員間でもばらばらであ

るので、研修を通して認識を一致させていくことが必要であるということと、議会活動における保育

サービスや情報困難者への配慮など、具体的にソーシャルインクルージョンに配慮した議会というも

のを検討していく必要があるのではないかということで協議がまとまりました。 

 協議テーマ３、会派についてです。会派については会派の位置づけ、とりわけ１人会派の存在、会

派というものを理念または政策を共有するものというふうにしておりましたけれども、これを理念及

び政策を共有するという形で、より政策集団としての位置づけを強めようということで、協議の結果、

一本化されました。また、趣旨及び解説も変更しようということになりました。あわせて、会派結成

届の中に共有する理念及び政策というものを明記するようにするということで協議がまとまりました。 

 協議テーマ４、交渉団体についてであります。交渉団体については、現状は３人以上の会派はその

まま交渉団体として結成され、１人、２人会派のみで交渉団体を結成することができる旨になってお

りますけれども、協議の結果、３人以上の会派と１人、２人の少数会派との間でも交渉団体を結成す

ることができるように条例を改正するというところでまとまりました。また、趣旨及び解説の中でも

その旨説明をすることとなりました。 

 めくって協議テーマ５、政策形成サイクルについてです。政策形成サイクルについては、趣旨及び

解説の中ではこの用語は出てきているわけですけれども、具体的にどのようなものとして政策形成サ

イクルとしていくのかというところで意見交換がされました。 

 協議の結果としましては、第５条の趣旨及び解説の中で、以下のように文章を追記して説明をする

ということと、報告書の中で今後の申し送り事項として、以下の３点を記載するということで協議が

まとまりました。３点というのは、市当局に提出する意見に関して、常任委員会委員全員の賛同を旨

とするということと、常任委員会委員で熟議を重ね少数に限定すべきであるということ、議会決議及

び常任委員会が市当局に提出する意見に関しては、議会としてその後のフォローアップに努めるとい

う、この３点を申し送り事項として明記するというところでまとまりました。 

 めくって協議テーマ６、地方自治法に抵触しない附属機関の設置についてです。附属機関は地方自

治法上は執行機関に置くことができるとなっておりますので、執行機関ではない議会に設置すること

についてどうなのかという意見がありました。 

 協議の結果としましては、趣旨及び解説の中で、議会での設置は地方自治法上は想定されておりま

せんけれども、本条の附属機関は、条例において規定する附属機関である旨を解説するということで

協議がまとまりました。 

 次に、協議テーマ７、議会図書室の活用についてであります。議会図書室については、議会基本条

例の中でも位置づけを明記したわけですけれども、現実的にはセキュリティー上、市民の入室が困難

であり、市民への情報提供のための環境整備が、この間、全く行われてこなかったということもあり

まして、条例を一部改正して、むしろ明確に市民への情報提供のために市立図書館及び市が設置する

情報公開コーナーとの連携に努めるというふうに述語を変えまして、むしろこちらをきちんと行って

いこうということで協議がまとまりました。 

 次に、協議テーマ８、災害時の対応全般・防災についてであります。これも議会基本条例の中に明

記をされておるわけですけれども、趣旨及び解説の中で、災害対応マニュアルをこれからつくってい

きますという旨の解説がありましたけれども、災害支援会議設置要綱及び災害支援マニュアルがこの

間できておりますので、趣旨及び解説をその旨変更することになりました。 
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 また、災害発生時ですけれども、議長への安否や所在に加えて、それぞれの活動状況を連絡すると

いうことを加えました。また、この後段の部分で、議会としての災害時の対応の旨が趣旨及び解説の

中にありましたけれども、そこの部分については削除しまして、活動状況を連絡するというところで

一本化したということです。 

 また、以下の２点を提言するということでまとまりました。１つは安否報告訓練について定期的に

実施すべきであろうということと、もう一点は防災面における議会対応について、災害支援会議の設

置要綱と災害支援マニュアルの具体的な運用方法を今後検討すべきであるという、この２点について

提言するということでまとまりました。 

 最後に、産休・育休・病休についてです。これは現行の議会基本条例については関連する条項があ

りませんでしたけれども、協議の結果として、議会基本条例と趣旨及び解説の部分を一部改正すると

いうことでまとまりました。 

 まず、議会基本条例については、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例が制定されま

したことを踏まえて、前文にその旨を明記するということと、第２条第６項、これは議会の活動原則

の部分で項目を追加して、男女共同参画に努めることを加えました。また、前文の趣旨及び解説の中

に女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に配慮する旨を明記いたしました。 

 あわせまして、会議規則を一部改正するということでまとまりました。会議規則の中では、現行で

も「疾病、出産その他の事故のため出席できないとき」という形で明記されておりますけれども、出

産に加えて看護、介護、育児を加えました。また、第２項として、本人または配偶者の出産のため出

席できないとき、産前産後の期間を含め、日数を定めてあらかじめ議長に欠席届を提出することがで

きる旨、会議規則を一部改正するということで協議がまとまりました。 

 その間の９つのテーマの論点及び主な意見は、なるべく整理して明記をしております。 

 また、この間、議会費検証部会の皆様にも御意見を伺っておるところですけれども、今のところ書

面での提出はありませんでした。今後、パブリックコメント及び本日の委員会を通じまして御意見が

ありましたら、それをまた部会として持ち寄って協議に反映をさせていきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○【青木 健委員長】 重松部会長、パブコメ案については発表できるものはございますでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 条例点検部会としましては、条例の点検を受けての必要な措置ということで、

９つの協議テーマをそのままパブリックコメントに付すということであります。それを踏まえまして、

最終報告書も９つのテーマをベースとして、パブリックコメントを反映させたもので最終報告書をつ

くっていくという方向であります。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございました。 

 引き続きまして、議会費検証部会、藤田部会長より御報告を願います。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、議会費検証部会について御説明させていただきます。 

 まず、第８回目の議事録を見ていただいてよろしいでしょうか。こちらはパブコメ案の作成に向け

て、各会派からそれぞれの考え方を出し合ったものであります。議員とは何かというのを議論した結

果、今回は政務活動費、議員報酬、役職加算、期末手当、議員定数について議論していくということ

になっておりますので、７月５日に各会派から御意見を頂戴しています。このときは時間の関係で、

政務活動費、議員報酬、役職加算ということでそれぞれ議論いただいています。議事録を後でお読み

取りいただきたいと思います。 
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 続いて第９回目、７月20日の議事録ですけれども、このときには期末手当と議員定数について議論

をしております。また、パブコメ案についての議論と、５ページ目ですけれども、ゴシックになって

います。「部会長から『今日の議論から、次回は裁決をするということでよいか』との確認があり、

全員異議なく了解した」ということであります。こちらについてはパブコメ案がそれぞれの会派から

いろんな意見が出されておりまして、パブコメを１つの案にまとめて意見をとろうということであり

ましたけれども、意見の一致が難しいため、便宜的な採決をしてパブコメ案の決定をするということ

であります。 

 そのため、報告書の内容を決定するというものではなく、あくまでもパブコメの案を決定するとい

うことで採決を、10回目の議事録になりますけれども、こちらで行っております。パブコメの案につ

いてはこの後御紹介します。議論の経過については、第10回目などを見ていただければよろしいかと

思います。 

 11回目の議事録の部会については、パブコメの案について検討いたしました。大きい２番のパブコ

メ案Ａ、Ｂ、Ｃと書いてありますけれども、これはあくまでもレイアウトの問題でありまして、文言

の趣旨についてはＡ、Ｂ、Ｃいずれも変わっておりません。そして、議論の結果、パブコメ案がまと

まっておりますので、見ていただきたいと思います。 

 音読いたします。政務活動費について。月１万円増額し、月２万円にする。理由。現状の月１万円

では、十分な研修や視察ができない。市民に対し十分な議会報告を発行できておらず、調査活動や情

報公開が不十分である。その他の意見。現状の金額でも研修に参加できている。市民生活が厳しい中、

増額は市民の理解を得られないということであります。 

 議員報酬について。月49万円（年820万円）の現状を維持するということでパブコメをとります。

理由は、子育て世代や専門性のある方などが立候補するには、生活の保障と行動のための費用を保障

する必要がある。議会の多様性、専門性の人材確保の観点から、現状の金額が妥当である。その他の

意見。選挙で選ばれた議員の職責を考えると、市の部長と課長の中間まで議員報酬を引き上げるべき。

ＩＣＴ化など社会状況の変化に合わせ議会も進化していく姿勢がなければ、住民から理解を得られな

いので減額もやむを得ない。こういう理由であります。 

 めくっていただいて、期末手当についてです。期末手当については、支給月数は人事委員会勧告に

準じ、役職加算は現状維持する。こちらでパブコメをとります。 

 この理由ですけれども、期末手当の月数は、人事委員会が民間の期末手当支給月数を調べて公務員

の手当に反映するよう勧告するものであり、妥当性、客観性があると考えられる。役職加算は、平成

２年の人事院勧告でできた制度で客観性があり、全議員の職責に変わりはないため、全員一律でよい

と考える。 

 その他の意見（期末手当）。勧告があればその都度議会で協議する。職員の4.5月の支給に比べ、

議員は3.95月なので引き下げの勧告があってもその月数まで下げない、引き上げの勧告があっても相

当なインフレにならない限り上げない。 

 その他の意見（役職加算）。議員自体が役職で、期末手当の加算は市民にわかりづらい。現状の年

収額を維持する主張に聞こえるため、廃止すべき。このような意見を付記いたします。 

 最後に、議員定数（現行定数22）。定数を削減する。こちらでパブコメをとります。理由は、３常

任委員会それぞれ７人ずつの21人が妥当と考える。欠員１名が生じている現状の21人で、議会運営に

問題は起きていないと認識している。３常任委員会それぞれ６人ずつの18人が妥当と考える。その他
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の意見。３常任委員会それぞれ７人ずつの21人に議長を足した22人が妥当と考える。多様な意見を反

映するには22人が妥当と考える。 

 こちらは部会でまとまっていますので、皆さんから御異議がなければ、この内容でパブコメを出し

たいと思っております。よろしくお願いします。 

○【青木 健委員長】 ありがとうございます。説明が終わりました。 

 それでは、各部会長に対して御質疑、御意見等はございますでしょうか。関口委員。 

○【関口 博委員】 遅くなって申しわけありません。 

 部会長が同会派なので質疑するのも何ですが、皆さん全員にお聞きしたい、パブコメ案として出す

ということなので、１つだけ議論していただきたいと思います。 

 会派についてなんですけれども、５ページの協議の結果、第４条「議員は、議会活動を行うに当た

り、理念及び政策を共有する１人以上の議員で構成する会派を結成することができる」という文言で

すけれども、これは１人会派を会派と認めるという意味で「１人以上の」ということを入れたんだと

思います。それは国立市の特徴としていいと思うんですけれども、ただ、文言として、「理念及び政

策を共有する１人以上」というのはちょっとおかしな感じがするんです。 

 それで、「理念及び政策を共有する議員で構成する会派を結成することができる」として、その下

に「１人会派を認める」とか、そういう形にしたほうが、一般の人たちにとっては「共有する１人以

上」というのは、文言としてちょっと違和感があるのではないか。ただし、「１人の会派を認める」

というのは絶対に入れるべきだろうと思うので、その文言だけちょっと検討していただけないかと思

うんですけれども。 

○【青木 健委員長】 それでは、ただいまのことにつきましては部会で再度話していただけますで

しょうか。 

○【重松朋宏委員】 あと、この会派の部分については、議会基本条例を４年前に策定したときに、

「共有する１人以上の議員で構成する会派」という文言を使って、そこの部分については変更しない

ということで部会の中で協議をしてきたわけですけれども、ここの部分に限らず、結果的に条文とし

てちょっとわかりにくくなっている部分もあったりするかもしれませんので、協議の趣旨を変えない

範囲で、条文の文章の中身については部会でもう一度協議をさせていただければと思います。 

○【上村和子委員】 議会費検証部会さんの説明の中で、最終報告書ではなくて、パブコメ案として

まとめたという御説明があったんですが、その意味がちょっとわからなくて、市民の皆様には、８月

５日号の議会だよりで、今後のプロセスの中で素案をパブコメ案としてお示しする旨を書いています。

ですから、その意味でおっしゃっているのか、それとも素案ではなくて、パブコメ案と最終報告書は

違ってくる可能性があるのか、そこは説明をもう少ししていただけないでしょうか。 

○【藤田貴裕委員】 端的に言いますと、パブコメ案と最終報告書は場合によっては変わりますよね。

変わらなかったら何のためにパブコメをとっているのかよくわかりませんので、そういうことです。

（「素案ということでいいんですよね」と呼ぶ者あり）素案という考えでいいです。第９回の議事録

の４ページの大きい７番、パブコメ案についての真ん中あたり、事務局の発言の中で、「パブコメは、

本来『基本的には１つの案を提示して、それについて意見をもらうべきもの』なので、提示する案は

一つが望ましい」というのを受けましたので、そこで皆さんと議論して、最後は５ページ目の部会長

のところで、「多数の意見を集約したものと、少数意見も付加するということでよいか」ということ

で皆さんに賛成をもらっていますので、１つにはまとめましたけれども、あくまでも素案ということ
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で、最終報告案とは違いますよと。そのことを了承いただいて、採決をとったということであります。 

○【上村和子委員】 ６者会議の中では、ここで出た意見は議論という形ではなくて、最終的にそれ

ぞれの議員が意見があったら出しておくと。出しっ放しですが、それをお互いの部会で今後の最終案

をつくるときに入れて、配慮していただくという前提できょうの会を開いております。 

 そういう意味で、私、上村和子としては、議会費検証部会さんのパブリックコメント案に対して、

議員定数22名を削減するというのを素案の形で出すことに対しては疑義があります。それは議会費検

証部会さんの要請に基づいた、せんだっての廣瀬先生の学習会の話し合いの中身を受けましても、現

状の定数を減らす必然性はないという根拠を確かにいただいたと思っておりますので、それを踏まえ

ても、１名減をするということについては、廣瀬先生のスーパーバイズに立ち戻っていただいて、も

う一度検討していただきたいということを強くお願いいたします。以上です。 

○【重松朋宏委員】 質疑ですけれども、条例点検部会もそうなんですけれども、最終的な報告書は

部会ではなくて委員会として出すものになるので、全委員の意見ということでされるわけです。 

 そこで、条例点検部会のほうのパブコメに付すものは、最終報告書を念頭に置いて、ある程度互い

に譲歩して、意見が一本化できるものは一本化して、意見が分かれたままのものについてはあえて分

かれたものという形でつくらせていただいたんですけれども、議会費の検証部会としては定数だけで

はなくて、ほかのところについても意見が分かれたままになっているようにも読めてしまうんですけ

れども、最終的にある程度一本化に集約できそうなのか、あるいは最終的に意見は分かれたままで、

両論併記のような形で報告書が作成されていきそうなのか、その見通しみたいなものが現段階であれ

ば伺いたいと思います。 

○【藤田貴裕委員】 何回か議論をしておりますけれども、パブコメ案を決めるまでに１人会派の皆

さんにも、役職加算についてこういう意見が上がっていますよと。全部の項目についてそれを資料で

出して、御意見をくださいという形で御意見は当然承っております。部会の中でもそれを御紹介しな

がら議論をしておりますし、スーパーバイズを受けた、その後にこのパブコメ案の決定をしたという

ことだけは、この場所をおかりしてお伝えしておきます。 

 また、最終報告書について言及がありますけれども、先ほども言いましたように、結論ありきで私

たちはやっていませんので、パブコメをちゃんと受けて、市民の皆さんの意見を聞いて、そしてきょ

う皆さんからいただいた意見を部会に持ち帰って、それで最終報告書を決めますので、最終報告書の

書き方についてはまだ決まっていませんので、意見があるんだったらきょう言っていただいてよろし

いかと思います。ただ、パブコメ案はこれでぜひいかせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○【青木 健委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議題(1)各部会からの報告についてを終わります。 

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

 議題(2) 今後の予定について 

○【青木 健委員長】 議題(2)今後の予定についてに入ります。 

 それでは、上村副委員長より御説明願います。上村委員。 

○【上村和子委員】 皆さん各部会、お疲れさまでした。 

 それでは、今後の予定については２つ皆様にお諮りしたいことがあります。 
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 １つはパブコメについてです。パブコメをいつ、どのような形で載せるかということと、 11月５

日の議会だよりに向けての原稿をどのようにしていくかということがあります。それで、きょう議会

事務局から示していただきました資料を見ていただけますでしょうか。これは議会事務局のほうで用

意してくださったんですけれども、２つあります。 

 これは平成26年10月５日にこのようなパブリックコメントについて、このときは臨時号が出せまし

たので、結構しっかり書けました。これを参考に議会事務局の鰺坂さんが頑張ってつくってくれた案

が、今回の11月５日号のパブリックコメント欄になります。これはパブリックコメント欄としては半

分という形ですので、「詳細は裏面に」と書いてありますが、この裏面のほうに１面いただくことが

できまして、この１面の中にそれぞれ条例点検部会、議会費検証部会、半分ずつのいわゆる素案です

ね、パブリックコメントを出しているものをわかりやすくしたものを半分ずつと、それから廣瀬先生

のスーパーバイズのまとめを書かせていただきます。それに江藤先生のラストの市民説明会のスーパ

ーバイズも入れさせていただきます。その裏側がパブリックコメントの募集になります。紙面の関係

上、これぐらいしか載せられないという形です。 

 その中で、日時についてですが、「議会改革についてパブリック・コメント（ご意見）を募集しま

す！」。もしもきょうで終わることができましたら、パブリックコメントに出される中身をみんなで

承認いたしましたので、10月10日からと。10月10日にした理由がありましたよね。これ次長のほうは

覚えていませんか。（発言する者あり）これは11月５日号の原稿締め切りの翌日になるということで

すよね。翌日になるので、一応確定した段階という形で、10月10日からパブリックコメントを募集し

ますという形で、終わりが11月10日。江藤先生の最終的なスーパーバイズ、１カ月間ホームページを

通じてパブリックコメントを出すという日程を、案ですが、出させていただいております。こういう

形でパブリックコメントを、くにたち市議会だよりの11月５日号に載せてはどうかと。 

 本当は裏面のものにつきましても、皆様の御意見をとらなきゃいけないところでしたけれども、ま

ずそれぞれについては、各部会さんのほうでまとめていただくということでよろしいでしょうか、議

会だよりについて。10月９日までの間に、条例点検部会さんと議会費検証部会のほうでそれぞれの裏

面について。（「パブコメ案ですね」と呼ぶ者あり）そう、パブコメ案です。 

○【青木 健委員長】 議会費検証部会はもう提示しましたので。藤田委員どうぞ。 

○【藤田貴裕委員】 きょうは資料に出ていますけれども、これがそのまま裏面にいきますので。あ

と、議会だよりは載らないと思うんですけれども、議員の役割とは何かというのを議論していますの

で、そちらもインターネットには載せるということで事務局に確認していますので、きょうはそのこ

とも一緒に確認していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○【上村和子委員】 それと、議会だよりの原稿もお任せしていいですか。半分半分。この裏面の中

の半分に。（「パブコメ案じゃなくて」と呼ぶ者あり）今のはパブコメ案でしょ。11月５日号に載せ

る原稿です。この裏面の１面に（「前回は見開き」と呼ぶ者あり）そう、前回は見開き。 

 基本はホームページが先行しますよね。だから、ホームページが先行しているけれども、議会だよ

りについては次は11月５日しか出せないので、パブリックコメントを短くコンパクトにまとめた形で、

11月５日号の議会だよりの１面の半分を、議会費検証部会さんだったら議会費検証部会さんがとって

書いていただくということを、前回の６者会議でたしかお伝えしたような気がするんです。８月22日

が前回の６者会議だったので、これちょっと記憶がないかもしれないんですけれども、言っているん

ですが。（「パブコメ案とは別に照会をかけています」と呼ぶ者あり） 
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 パブコメ案をもっと短くした形しか入らないと思います。パブコメ案なんですよ。パブコメ案なん

だけれども、パブコメ案はホームページと同じような分量では書けるスペースがない。（「パブコメ

案をくださいという内容を要約すればいいんだよ」と呼ぶ者あり）そうそう。おわかりじゃないかな。

つまり前の会のときには、これだけとれたわけですよ。１面、こちらが条例、こちらが議会費という

ふうに書いた上で、これらに対するパブリックコメントを募集したわけです。だけど、今回は紙面的

には、議会だよりの中ではこの１面と裏の半分しかとれない。（「裏の半分は決まっているから、半

分もらえばいいんでしょ」と呼ぶ者あり）そういうことです。だから、今回はホームページ上のパブ

コメが先行したんです。 

 だから、ホームページでとったパブコメ案が先行しますということで、市民の人にホームページ上

のパブコメは１カ月はとりますよと。しかし、11月５日号の議会だよりを読んだら、締め切りが11月

10日なんですよ。だから、５日間しかないんです。５日間しかないけれども、ホームページ上では１

カ月前からとっていますよという説明になっているわけです。 

 議会だよりでは初めてパブコメ案がいきますので、この裏側の半分を使って、しかし廣瀬先生のス

ーパーバイズも紙面に書かなきゃいけないので、丸々半分は無理ですけれども、これぐらいの感じで、

議会費もこれだけ。半分スペースはとれません、全部。半分ずつです。 

○【藤田貴裕委員】 ありがとうございます。きょうは便宜的にＡ４で出していますけれども、これ

はＡ４じゃなくて、広報委員会の方に議会費検証部会のサイズに合うように、うまいぐあいに載せて

もらいますので。ここも本来はカラーだとか、理由のところは大きい文字にするとか、その辺のレイ

アウトは専門の委員会に投げていますので、御心配には及ばないと思います。きょう出したものが、

そのまま議会費検証部会のサイズのところにおさまってくるという認識でつくっています。 

○【上村和子委員】 それは大丈夫ですね。 

○【藤田貴裕委員】 はい。 

○【上村和子委員】 では、わかりました。いいです。 

 では、条例点検部会さんのほうはどうですか。 

○【重松朋宏委員】 条例点検部会のほうでは９つもテーマがありますので、これをそのまま載せる

ことは不可能ですので、本日の午後、議会報に載せる原稿をどのようにつくるのかという協議をする

予定です。これを９つそれぞれ物すごく短く要約したものになるのか、幾つかを抜粋してやや詳しく

説明して、その他についてはホームページや、どこどこに置いてあるものをごらんくださいというふ

うにするのかも含めて、本日の午後、協議する予定です。 

○【上村和子委員】 そのように今ので整理をさせていただいて、ホームページ上に示すパブコメの

期限は10月10日から11月10日という形でよろしいかどうかの決を、まず委員長にとっていただけます

でしょうか。 

○【青木 健委員長】 それでは、お諮りをさせていただきます。 

 パブリックコメントですが、その募集期間につきましては10月10日から11月10日までの１カ月間と

することに御異議ございませんでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 ６者会議では11月10日が市民説明会で、実際の取りまとめの作業は月曜日以降

になるので、日曜日までという話だったと思うんですけれども。 

○【青木 健委員長】 農業まつりが10日、11日の２日間。ということは、２日間意見交換会をやる

わけですから、11日までということで。（「では、それでお願いします」と呼ぶ者あり） 
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 失礼いたしました。それでは、改めてお諮りをいたします。 

 パブリックコメントの募集期間でございますが、10月10日から11月11日とさせていただきたいと思

いますが、これに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、そのようにさせていただきます。 

○【上村和子委員】 では、パブリックコメントの中身については、手順としては、それぞれの部会

から事務局のほうにデータを渡していただければいいということでよろしいでしょうか、作業的には。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、そのようにお願いいたします。 

 では、ホームページ上のパブリックコメントについては、それで終わりたいと思います。 

 次に、くにたち市議会だより、議会報に関して、原稿締め切りが10月９日になっておりますが、こ

れの裏面の議会改革についての１面ですが、条例点検部会は本日午後の部会で原稿は確定していただ

く。議会費検証部会は既にお話は広報委員会とついているんですか。違いますか。原稿はどなたがつ

くっていただけるかだけを確認します。 

○【藤田貴裕委員】 パブコメ案を出すというのは特別委員会としてのパブコメですから、本来きょ

うここの会議に間に合って、全員でこれでいきましょうよという確認をとるのが普通なのかなと思い

ます。それで、ちょっとうちの部会は急いできょうこれを持ってきたわけですから、そういう面では

これでいきますよということで確認していますし、きょうこれでいいですかということをここで確認

して載せるので、委員会の終わった後、部会をやるというのはちょっとどうなのかなと思いましたけ

れども。 

 それと、部会の中で、個人的に広報委員長の大谷委員とフォントのこととかカラーのこととか、そ

の辺の意見交換はやっていますけれども、御心配の意図がよくわからないというか、載せる案を出し

ていますので。このままを載せますので。（「いやいや、それを議会……。ちょっと整理してくださ

い」と呼ぶ者あり） 

○【青木 健委員長】 暫時休憩といたします。 

午前１０時４６分休憩 

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

午前１１時１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、休憩中にお話をいただきましたとおり、パブリックコメントについては議会費検証部会

から示されたとおり掲載をさせていただく。そして、条例点検部会につきましては、本日、その要約

をしていただくということでございますので、そちらについてはでき上がりましたものを控室配付し

ていただくということで確認をさせていただきたいと思います。 

 なお、10月１日より決算特別委員会が開かれますので、決算特別委員会の最中において要約した、

議会報に載せるものについては確認をさせていただくということで御了承を願いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 なお、議会報につきまして、初校が上がってきた段階で特別委員会にも御提示を願いたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。大谷委員。 
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○【大谷俊樹委員】 それで構わないんですが、９日の原稿締め切り、これは確実に守っていただき

まして、初校が上がってくるのが17日、最終的に入れるのは21日。５日間ぐらいですか。初校が17日

に上がってきます。これを事務局のほうから、皆さんに電子データ等で見ていただきまして、しかし

ながら最終的に入稿するのにそう日にちがありませんものですから、そこら辺は御考慮いただきまし

てスケジュールを組んでいただければと思います。よろしくお願いします。 

○【青木 健委員長】 ただいま印刷の日程について広報委員長から御説明がございましたとおり、

期日については厳守を委員長からもお願いをさせていただきたいと思います。そのようなまとめでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それと、平成30年度国立市議会意見交換会イン第41回国立市農業まつりの出席日程表が、こちらで

はなくて、控室のほうに配付されております。これについてはそれぞれ御記入いただきまして、事務

局に提出をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○【上村和子委員】 11月10日に江藤先生をお招きしてのラストの市民説明会とスーパーバイズの会

をやるんですけれども、その後、予定では12月３日、12月議会の初日に最終報告書を出さなければい

けません。それを出すためには条例改正、規則改正が必要ですので、議案の提出の締め切りが11月26

日のお昼となっております。 

 つまり11月26日前までに全てを終わらなければいけませんので、11月10日以降、11月26日までの間

に、ラストの特別委員会を開かなければいけません。その日程を11月21日の午後か11月22日の午前と

いう形で、仮に皆様にお示ししていたんですけれども、これだけをきょう決めていただけるといいか

と。11月10日の時点でもいいんですけれども、きょう決めておいたほうがいいのではないかと思いま

す。最後の特別委員会です。11月21日水曜日の午後か11月22日木曜日の午前です。前回、８月27日の

段階で作業管理表の中でお示ししていた日程です。そのいずれかで。まだそのときは決められません

でしたが。 

○【青木 健委員長】 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午前１１時６分休憩 

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

午前１１時１４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、委員長よりお諮りをさせていただきます。 

 特別委員会の最終委員会になりますが、11月21日13時30分から開催をさせていただきたいと存じま

すが、これに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、そのように決定いたします。 

 引き続きまして、翌22日午前10時からです。これを予備日として確保させていただきたいと思いま

すが、これに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、さよう決定をさせていただきたいと存じます。 

 なお、その間、パブコメ等を含めまして、各部会は忙しい思いをすることになると思いますが、ぜ

ひとも皆様方の御協力をいただきまして案をまとめていただきますよう、よろしくお願いをさせてい
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ただきます。 

 委員長からは以上でございますが、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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

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

○【青木 健委員長】 それでは、ないようでございますので、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。 

午前１１時１６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９月２８日 

 
 
 

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