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午後１時３２分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 それでは、皆さんお忙しい中、会派会議に御出席をいただきましてありがとう

ございます。 

 それでは、協議事項にのっとりながら進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

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

議題１．匿名メール等の取り扱い基準について 

○【大和祥郎議長】 議題１といたしまして、匿名メール等の取り扱い基準についてということで、

先日皆様にお持ち帰りをいただきながら、匿名メールの取り扱いについて御協議をいただきたいとい

うことで宿題とさせていただきました。その件について、各会派の皆さんから御意見をいただければ

と思います。上村議員。 

○【上村和子議員】 済みません、おくれてしまいまして。この件は私にかかわってのことからの延

長でありまして、私はこの間のことをまとめてお話しするんじゃなくて、文章にしてきましたので、

これを配らせていただいてよろしいでしょうか、皆様がよろしければ。 

○【大和祥郎議長】 いいんですけれども、まず……。（「自分のときにこのことは話しますけれど

も、その前にこれを配っていいかどうかだけを」と呼ぶ者あり）どうぞ配ってください。では、この

件については、上村議員が御発言するときにこれを含めてやるということでよろしいでしょうか。 

 それでは、高原議員。 

○【高原幸雄議員】 それでは、日本共産党の会派として議論させてもらいました。 

 まず最初は、資料として出された国立市議会受信電子メール取扱基準というのがありますよね。こ

れはよくよく見たら、平成16年10月１日から施行になっているんです。この間、１回、平成28年７月

１日に、更新日というから改正はされてないと思うんですけれども、改めて確認の手続がされて、現

在に至っているという解釈になるのかと思います。 

 それで今回、議長から情報提供ということで提供を受けて、議会でこういう問題というか、どうす

るかという対処の仕方について議論してきた経過があって、先日改めて議長から謝罪があって、収束

するという話があったんですけれども、この取扱基準に照らして、この取扱基準のどこに不備がある

のかということをはっきりさせるという意味でも、今回の事の発端の検証をきちっとやっておく必要

があるのではないか。その上に立って、この取扱基準に不備があるということが明らかになれば、そ

れに基づいて、取扱基準の扱いについてどういうふうに改善するか、改正するかという話になるのか

なと私たちは考えておりますので、最初にその部分を議論してもらいたいと思います。 

○【大和祥郎議長】 ということは、本来、匿名メールの取り扱いですから、これはそのときにお話

ししたと思うんですが、メールが来た場合に返事をするかしないかの基準で、取り扱うか取り扱わな

いかという基準は１個もないんです。 

○【高原幸雄議員】 だから、返事をするということが取り扱いというふうに、これでいけば。第２

条で、その回答は全部事務局が当たるとなっているわけです。実際にああいう事態になったのは、ど

こでこの基準がクリアされて議長に情報提供がされて、議長から各会派に情報提供がされたのかとい

うところが、つまり必要があれば、私たちはこの取扱基準、あるいは匿名メールの取り扱いについて、

きちっとこの中に入れるということも必要だと思うんです。だから、その辺の検証を実際に平成16年

10月からやっているわけですから、今までもこの基準に照らしてどうだったのかということも、事務
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局の中では恐らく何回かそういう事案というのはあったんじゃないかと思うんです。 

○【大和祥郎議長】 ということは、日本共産党さんのほうでは、匿名メールの取り扱い基準は今あ

る基準を見直さないと、取り上げる、取り上げないとか、そういった以前の問題だという御意見とい

うことですか。 

○【高原幸雄議員】 だから、それ以前の検証が必要だと思っています。 

○【大和祥郎議長】 暫時休憩といたします。 

午後１時３８分休憩 

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

午後１時４０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。 

 それでは次、重松議員。 

○【重松朋宏議員】 本日の議題は匿名メール等の取り扱い基準についてなんですけれども、既に国

立市議会としては受信電子メール取扱基準があるというのが前回配られて、つくられたのはもう10年

以上前だったので、そういえばそういうのをつくっていたなというのをそのとき思い出したんですけ

れども、そもそも電子メール取扱基準そのものは、たしか議員ハンドブックにも載ってないし、これ

自体が我々も認識がなかったなという、ちょっと反省しないといけない点が１点と、この電子メール

取扱基準からすると、氏名等が不明のメールの取り扱いは事務局において供覧し、回答しないものと

すると明確に書いてあるにもかかわらず、今回、事務局内の供覧ではなく、正副議長を含めての供覧、

さらに会派会議という公式の場に持ち出されてきたこと自体が、今ある基準から逸脱することになっ

てしまったなという思いが強くあります。 

 なので、匿名メールをどうするかという話に一気にいくのではなく、ケース・バイ・ケースで議長

が供覧して、必要に応じて調整したり協議したりということはあっていいと思うんですけれども、今

回それがすっ飛ばされた感があるので、こういう表の場に直接持ち出して、出てくるというのはまず

かったのかなというのは物すごく感じております。 

 匿名メールの取り扱い基準を屋上屋を重ねるようにして、あえて今ある電子メール取扱基準に加え

て何かやる必要はないのかなと。基本は議長の裁量の範囲内で、ケース・バイ・ケースで調整をすれ

ば、今回の件についても十分であった事案なのではないか、今後もそれで十分なのではないかと考え

ます。 

○【大和祥郎議長】 今の中で２つあるんですけれども、メールの取り扱いについてはそういった御

意見と、もう１つは匿名メールの取り上げについてはどういう御回答なんですか。これは先ほどお話

ししたように、メールが来たことに対して返信するかしないかということしか書いてないんですよね。 

○【重松朋宏議員】 返信するかしないかではなくて、第３条で「氏名等が不明のメールの取扱い」

って明確にあって、匿名のものは恐らくこれに該当すると思うんです。氏名等が不明というものなの

で。それについては「議会事務局において供覧し」というふうにあって、基本、議員のところには出

てこないことに規定上はなって、あくまで１つの基準なので、がちがちに、絶対に議員に見せる話で

はないということではないと思うんです。そこは基本は議長の裁量で、必要に応じて議員間の調整に

かける必要があればそれも。いきなり会派会議とか会派代表者会議の表に出すというよりは、まずは

関係者との間で調整をすればよいのではないか。あえて別個に匿名メールだけ取り出して、取り扱い

基準をつくる必要もないかなと考えています。 
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○【上村和子議員】 きょうぜんそくが出ていまして、済みません、声があんまり出ないと思うんで

すけれども、きょう皆さんに言った、言わないになると思ったので、一応私のほうの言葉としてここ

に書いてまいりました。 

 ８月31日を30と書いたり、後ろが２回繰り返されて、印刷のほうでもちょっと違うのですけれども、

国立市議会議長大和祥郎様、会派会議の皆様へ。本日の会派会議の協議事項は８月30日──８月31日

ですね、これ。８月31日の会派会議に議長から「情報提供」された私の議員資格を問う、どこの誰か

わからない「一市民」と称する人からのメールに端を発したものですが、疑義を持たれた私に関して

は、先日も「知り合いから上村さんがお金のことで議会で問題にされたらしいが大丈夫？と聞かれ

た」との問い合わせがありました。ネガティブキャンペーンとはこうやって広がっていくんだなあと

思いました。 

 私にとりましては、まだ終わっていない問題であります。 

 このことがまず最初に言いたいことです。 

 そのときに私が疑義を晴らそうにも、私が言い張るしかないという現状があります。私の身の潔白

を証明するものが何ひとつ公式にないということです。そのつらさをわかっていただきたい。 

 次に、私が８月24日に初めて議長から呼ばれ、「地方自治法に抵触する疑いがあるから調査をとの

メールが議会に来ました。メールの内容から、これは議長、副議長のところでとめておけないと判断

しましたので、情報提供を全議員にします。上村さんがもし意見があれば出していただいて構いませ

ん」と言われました。 

 私にしては全く青天のへきれきの話でしたが、私の意向は聞かれず、上村さんどうしましょうか、

このメールはどういたしましょうかとか、そういうことは聞かれませんでした。ただ、事実確認はさ

れましたので、私はその数字に関してはわからなかったけれども、受託事業をしたときに私が理事で

あったということは事実だと言いました。これは議長と副議長、そこに議会事務局長もおられました

けれども、一方的に全議員に情報提供を行わなければならないとの報告でしたので、私には拒否権は

ないんだと思いました。 

 この件に関して、後日、市民からの公開質問状に対する議長の回答には、以下のように書かれてあ

りました。「取扱基準に基づき、正副議長まで供覧した後、議員の身分に関することが含まれている

ことから、上村和子議員に情報提供を行いました。また、正副議長で相談し、上村和子議員の確認を

得た上で、議会全体での共有が必要と考えましたので、８月31日開催の会派会議において、各会派に

情報提供を行ったものです。あくまで、議員個人の身分の問題として捉えたもので、法人やその活動

に対するものではございません」と書かれてありました。立場の違いからくるものもあるかと思いま

したが、当事者である私の認識とに大きな違いがありました。 

 少なくとも、８月21日の私が初めて知らされた時から、私には一切の相談もなく拒否権もありませ

んでした。一方的な流れの中で私は自分で自分の疑惑を払拭し、自分で自分の弁護を必死でやるしか

なかったのです。冤罪にされた人の気持ちがわかるような気がしていました。 

 どこの誰かわからない「一市民」とあるだけのメールの内容が、ここからが本当にお願いしたいん

ですが、本当に正しいのか、正しくないのかの調査検証が、８月31日です、８月31日の会派会議まで

に議長・副議長との間でなされたのかどうか、私は当事者の思いとして知りたいです。検証して、こ

の内容は正しいと思ったから出されたんだと、私とは違うけれども、信じたいです。検証もしなくて

出したのだとしたら、今、私が受けているこの現状の深刻さというのをわかっていただきたい。匿名
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メールの取り扱い以前の問題です。匿名だろうがなかろうが、そこに来たメールを全議員に出すとき

には、議長、副議長はそれが正しいかどうか、少なくとも自分たちの中で、事務局もいるんだから、

結論を出すべきではなかったかと思います。だから私は、今回の問題は匿名メールの取り扱いではな

いと思っています。 

 戻ります。少なくとも、私は情報提供された日に、８月24日に、法人の会計、法人弁護士に迷惑が

かかると思いましたので、問い合わせを行いましたが、それだけではなく、地方自治法に詳しい弁護

士さんを探して問い合わせを行いました。 

 二、三日後にすぐにその弁護士さんたちから、「一市民」の解釈には、判例からいっても無理があ

り、抵触しない、その参考にと横浜市会ジャーナルを教えていただきました。本当にほっとし、これ

で、失職はしないで済むと安心しました。 

 ここで何を言いたいかというと、私は自分のことだから必死だったけれども、少なくとも地方自治

法に詳しい弁護士に聞いたら、すぐに答えが返ってくる。一市民メールの解釈には無理がある、数字

が当てはまらない、数字的には違法ではないと。こういう簡単に出る答えだったんです。せめてここ

までを、８月31日までに議長、副議長、議会事務局はやらなければいけなかったのではないか。私は、

一議員の資格を問うということはそれぐらい重いことであるということは、これは議会事務局も含め

て言いたいです。 

 法の専門家でない議長と副議長であったならば、議会事務局の中にも法の専門家がいないのならば、

地方自治法の92条の２に本当に抵触するのかどうかの吟味がなされなければいけなかったと思うけれ

ども、現段階の説明においては、その調査をする権限を議長も副議長も議会事務局も持たないという

のが公式見解です。あくまで調査権を持っているのは、ほかの議会の議員だと言われています。 

 ここはきょう本当にそうなのかと。曖昧な情報であっても表に出されなければ、その疑義は晴らさ

れないものなのかどうなのかということを、法的に無理なのかどうかと事前に調べることはできたん

じゃないかと思います。 

 ところが──また間違って済みません、８月31日の会派会議において、この段階で私はまだ甘くて、

８月31日の会派会議において、私は私の主張をすれば、全議員の方々が納得して、資格決定要求書の

提出はないと思っていたのですが、そうではありませんでした。共産党さんとか私の部屋の議員さん

たち７名は、私の説明で十分に納得してくださったのですが、他の11名の議員さんたちは、資格決定

要求書を出さなくてはいけないという立場でまとまって動いておられるようでした。 

 議員の身分の審議という、大変重い問題に与野党の政治的立場は本来関係なく進められなければい

けないにもかかわらず、与党を代表する形で自民党の石井議員が窓口になって、何度か話しにこられ

るのを私はいたたまれない気持ちで見ていました。 

 なぜ、11名の議員さんたちは、私の説明より「一市民メール」の内容のほうを信じ込んだのだろう

か、この疑問が私にありました。10月４日の会派会議の中で、その答えとして８月31日の会派会議に

議長が情報提供したからには、当然、その内容も検証されていて正しいと信じたから、上村さんの話

は「弁明」としか耳に入ってこなかったという意見が出され、私は初めて、私の説明で納得してもら

えなかった理由を知りました。それぐらい11名の議員の皆さんにとっては、議長発議という情報提供

はそれだけで信じてしまう、信じられる、信頼はそういうものであったのだと思いました。 

 大和議長は10月４日の会派会議で、本問題を匿名メール問題へと転換を図られましたが、まだ本件

の真相は究明されていません。 
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 ここから２つ繰り返されているんですけれども、１つだけでいいんですが、市民が公開質問をされ

ました。しかし、議員からも出さなかったからという理由だけにされてしまって、経過が全くわかり

ません。匿名メールの取り扱いだけではなく、議長の責任において本問題の事実経過を議会としてま

とめた報告書をちゃんとつくってくださることを求めます。 

 そうでないと私に対する疑惑は晴れないんです。私が市民から聞かれたときに、議会としてはこう

いう結論の中で報告書も出ていますということを言わない限り、疑惑は払拭されていない現状が今も

あるんです。これが私のきょうのお願いです。匿名メールの取り扱いだけじゃなく、全て本件に関す

る事実経過を議長の責任においてまとめた報告書をつくっていただきたいということがあわせてのお

願いです。 

 それで、まず匿名メールだけの取り扱いにつきましては、十分にその内容が正しいかどうかの検証

を議長の責任においてしなければいけない。取り扱いの問題ではないです。その内容を出す以上は、

議長が間違いなくこの内容は正しいんだと思ったものしか出してはいけないです。もしも曖昧なとこ

ろがちょっとでもあったら、そのことを付して机上に配付するのは構わないと思う。だけれども、今

回のように相手からちょっと信憑性の高いような数字を言われて、調べてみて計算したらそのとおり

の数字だった。だから、事実だというふうに短絡的に持っていったら、それは検証ではないですから。

言ってきた内容そのものが正しいのかどうかは、議会事務局職員がいるのですから、全員で検証され

なければいけない。少なくともそれを踏まえて内容は正しい、これは深刻な出来事だとなったとき、

初めて情報提供がなされるべきだと思います。それが私の見解です。 

 あわせてきょう私が知りたかった８月31日の時点までで内容そのものが正しいのか、数字ではあり

ません、計算じゃない。市民の言った内容は正しいかどうかという検証をされた上で情報提供された

のかということは、きょうお聞きして帰りたいです。以上です。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。稗田議員。 

○【稗田美菜子議員】 まず、匿名メール等の取り扱い基準についてだけ申し上げますが、今までも

当然そうだったと思いますし、そうであったと考えていますけれども、どのようなメールであっても、

匿名であっても、氏名が書いてあるメールであっても、議長の責任のもとで慎重にきちんと精査をし

た上で取り扱いを考えるということは、今も今までも変わらないと思います。 

 今、上村議員からお話がありましたように、私自身も匿名メール等取り扱い基準については、上村

議員の一件から端を発していることだと思いますので、これまでのいきさつについてはきちんと説明

していただきたいと思いますし、今、上村議員がお話しされたとおりのことは私も全く同感ですので、

きちんとそれを解明した上で、初めてその次のステップとして、匿名メールというよりも外から来た

ものに対して、議長預かりを含めた、どういう取り扱いをするのかという大枠で考えるべきだと思っ

ております。 

 ただ、今回のこの議題については、先ほど申し上げましたとおり、今までもそうであったと思いま

すけれども、議長の責任のもとに慎重に精査をする中で取り扱いをするということで意見とさせてい

ただきます。 

○【望月健一議員】 私の意見ですが、まず匿名メールの２つの話が今出ていると思うんです。上村

議員の件と、２つ目はこれからどうするかという話が出ていると思うんですけれども、まずこれから

どうするかということに関しては、議会事ですので、なぜ会派会議なのかというのが私は正直わから

ないところがありまして、議運で取り扱っていただきたい、これは審議していただきたい事項であり
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ます。なので、私はそういった意見で考えております。 

 あと、こちらの調査に関しては、議長だけではなくて、上村議員の書面にも書いてありましたけれ

ども、そのとき他の11名の議員さんたちはどうお考えになったのか、そういうことも含めて私は知り

たいです。議長さんが出したから、全てそれをうのみにしてしまったわけでもないと思いますので、

そういった経過も含めて、もし調査していただけるなら調査していただきたいと思いますが、その前

にしっかりと議長と上村議員が話をしていただいて、今回の上村議員の疑問点に関してしっかりと解

消していただけるような動きをお願いしたいと思います。以上です。 

○【藤田貴裕議員】 匿名メール等の取り扱い基準については、従前ありますけれども、返事はしな

いということでありますので、取り扱う必要は一切ないということです。ただ、本人には通知する必

要があると思いますので、本人にはちゃんと情報提供していくと。ただし、それで終わりだろうと考

えております。もしも本当に不正的なものがあったというのであれば、議運で懸案事項になっており

ますけれども、審査会の要件を議運で決めて、そっちのほうで実名と、人数についてはいろいろ意見

がありますから、ここでは何とも言えませんけれども、そういった形でやっていただくということで、

匿名メールが表に出るということは決してあってはならないことだと考えています。 

 調査については今、上村議員から出されておりますので、こういった内容を私は別に妨げるもので

はありませんので、議長の責任においてやっていただくというのがいいと思います。以上です。 

○【渡辺大祐議員】 私は匿名メールであっても、基本的には取り扱っていくべきだろうという考え

であります。しかしながら、その内容が主張のみであったり、いわゆる誹謗中傷等に終始しているも

のは当然扱いが難しくなっていくだろうというところは、考えを持ち合わせているところです。 

 しかしながら、１つの考え方として、メールの中身が主張を裏づけている、もしくは調査になった

際、調査対象となり得る根拠が添付されているものは、当然扱っていく必要が出てくるだろうと思い

ます。 

 しかしながら、これは手続上、匿名のまま扱っていっていいのかという部分は、今後、皆さんとの

協議が必要になってくると思いますので、そういった部分では今藤田議員がおっしゃっていたことに

共感する部分があります。というのは、匿名のまま表に出るようなことがないように、匿名でメール

が来たときには一度、こういうかくかくしかじかの条件で、このまま扱うことはできないというやり

とりをしていく中で、実際メールを送った人が、それであれば取り扱ってもらえるような条件を整え

ていただけるのかどうかというやりとりというのは当然必要になってくると思います。 

 改めて整理しますけれども、しかしながら主張を裏づける根拠や調査の対象となるようなものが付

記されていれば、それはただ流すといった形で終わらせてはならないだろうと思います。ただ、そう

いった細かな基準というのは協議の中でつくっていく努力は必要だと思いますけれども、基準をつく

ることによって生まれる弊害も出てくるだろうなということは予想されますので、そういった意味で

は議長や副議長がどういった判断をされるのかという裁量が認められる部分があってもいいのかなと

いう考えでいます。私は議題に沿っての部分は以上です。 

○【藤江竜三議員】 匿名メール等の取り扱い基準についてですけれども、根底には議長の裁量とい

うところが多いのかなと考えております。匿名メールは考えるだけでもいろいろなものがあって、誹

謗中傷であってもある程度一定の根拠があるものであったり、全く根拠がないもの、そういったこと

をいろいろ考えていくと、一定の基準というのは難しいと考えております。 

 そういった中で、議長がある程度、メールについて一つ一つ判断をしていただき、どのようにして
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いくのが最も適切なのかということを考えていただくしかないのかなという考えで今のところおりま

す。 

○【中川喜美代議員】 まず、議題がありますので、議題について答えますけれども、これは取り扱

い基準というのはないと思います。匿名メールはとりあえず何でも受け付ける。それを基準ではなく

て、その時々の議長の判断で、議長が責任を持ってよく調べて、これは机上配付だとか、議長預かり

とか、公の場で情報提供するとか、それは当然議長の責任で、それの裏づけをしっかり持って行動す

べきことだと思いますので、このような取り扱い基準というものはそもそもつくれないと思いますし、

今までもずっと歴代の議長はやってきたと思います。 

 これは、でも議題なので、私はそういうふうに答えますけれども、そもそも上村議員の今回のこと

からきょうの議題にもなったと思っているんです。今出された、上村議員が何点か知りたいと言われ

ていることがありますよね。ちゃんと文章で書いてこられたので、私もこれはきちんとしなければ、

議長、副議長の責任できちんとこれには答えていただきたいと思っていますので、段階を踏んで、き

ょうの議題にそもそも何でなったのかという、その辺をしっかり見きわめないと、ただ、匿名メール

の取り扱い基準を決めたって何の意味もないと私は思っていますので、ぜひ上村議員のきょうのこの

ペーパーには答えていただきたいと思います。以上です。 

○【石井伸之議員】 自由民主党・明政会といたしましては、匿名のメールであっても内容を精査す

る中で議長が慎重に取り扱い、適切に判断するべきだと考えております。 

 適切な判断という中でもいろいろな判断がありまして、まさに誹謗中傷だったり、物事に当たらな

いという場合であれば、それは棚上げにするべきものであると考えますし、もしかすると個人の特定

な件であれば、議員個人に議長から直接一言伝えて、それで終わりにする場合であったり、また非常

に重大な問題であって、法等に照らし合わせて大変な問題になる場合であれば、それはそれで各対象

議員であったり、また専門家等の意見を聞いて慎重に精査をする中で、こちらにあるように他の議員

等も踏まえた中で調査をさらに続行して、何かしらの判断をしていくというふうに考えております。

以上です。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございます。 

 それでは、先ほど御意見があった件、それから11人ということもあったので、きょう参加をいただ

いている皆さんからもちょっと御意見をいただければと思いますので、暫時休憩といたします。 

午後２時９分休憩 

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

午後３時１２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。 

 休憩中に大変御議論いただきましてありがとうございました。皆さんから御意見をいただき、また

その中で、上村議員からは、今回の資格決定要求書提出までのいろいろな経過について、調査報告書

を出していただきたいということでございました。皆さんに確認をさせていただいて、御協力いただ

けるということの中、12月の議会前までをめどにそれをまとめながら、報告書をつくらせていただく

ということとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

 続きまして、きょうの議題であります１番の匿名メールについてもいろんな御意見をいただきまし

た。匿名メールについては内容を精査し、取り上げないということじゃなく、それについてもしっか
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りと取り上げる原則の中、議長において十分精査をさせていただき、提案をさせていただく形で対応

していければと思いますが、それ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は終わりにさせていただきます。 

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

議題２．委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準及びインターネット中継の拡大について 

○【大和祥郎議長】 続きまして、昨日皆さんに急にお電話させていただきましたが、先日の議会運

営委員会での決定事項がございますので、議会運営委員長より御報告をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○【遠藤直弘議員】 本日は貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。委員

会への付託等から除外する陳情の取扱基準及びインターネット中継の拡大につきまして、議会運営委

員会の協議の経過と結果について御報告させていただきます。 

 初めに経過でございます。どちらも議会運営委員会の懸案事項として、今年度協議を行ってきたも

のでございます。 

 次に、委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準でございます。現在、陳情を議長預かりとす

る場合は、先例に倣い議会運営委員会で確認し、各会派に参考配付しているところでございますが、

その要件を明文化し、陳情者に対して事前に説明できるよう、この基準を作成するものでございます。

内容につきましては、お手元の資料の裏面をごらんください。 

 第１条は、基準の趣旨となっております。 

 第２条は、委員会への付託等から除外する陳情として、第１項、郵送による陳情は委員会付託等を

行わず、各会派に写しを配付することを規定しております。第２項は、郵送による陳情以外で、委員

会付託等から除外し、写しを各会派に配付することで陳情者の要望を各議員に伝えるものとして、１

号から６号までを規定しております。 

 第１号は特定個人もしくは団体を侮辱するもの等、第２項は個人のプライバシーを侵害するもの、

第３号は職員に関し懲戒等の処分を求めるもの、第４号は市や市議会に違法な行為を求めるものとな

っております。 

 第５号は、裁判所に係属中の事件、審査庁において審理中の行政不服申し立て事件などについて、

当該事件の当事者、判断権者などの行為に影響を及ぼし得るものと、裁判についてその是非を問うた

り変更を求めるなど司法権の独立を侵害するもの、この２点にかかわる陳情を付託等から除外するも

のとしております。 

 第６号は、その他、議会運営委員会が委員会付託等になじまないと認めたものとして、包括的に規

定しているところでございます。 

 なお、各号に該当するかにつきましては、第２項に規定がありますように、議会運営委員会等で丁

寧な協議を経た確認をもって委員会付託等から除外するものとなっております。 

 基準の最後に、付則として施行時期を規定しておりますが、市民への周知期間を考慮し、平成31年

第１回定例会で取り扱う陳情から適用していくことで確認されております。 

 次に、インターネット中継の拡大についてでございます。現在、インターネット中継は、本会議及

び常任委員会の配信を行っているところでございますが、市民に、より多くの情報提供を行い、より

開かれた議会を推進するため、予算特別委員会及び決算特別委員会まで拡大するものでございます。
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実施時期につきましては、予算措置を伴うことから、平成31年度からと確認しているところでござい

ます。 

 なお、議運の中では、会派代表者会議等の他の委員会の中継の拡大という御意見もございましたが、

設備や運営の問題もあることから今期では中継拡大を行わないこと、しかしながら改選後、必要に応

じて協議することまでは妨げないということを確認しております。 

 報告は以上のとおりでございます。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した。ただいま議会運営委員長からこのように報告があり

ましたので、御了解をいただきたいと思います。 

 なお、本来であれば、直近の会派代表者会議で御報告するということでありましたが、次の11月７

日の会派代表者会議の皆さんの御都合が合わないということで、きょうは特例ということで会派会議

の中で報告をさせていただくことも御理解をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。（「了

解」と呼ぶ者あり）重松議員。 

○【重松朋宏議員】 １点だけ。確認内容の１につきまして、交渉団体を通じまして、議会運営委員

会でかなりしっかりと精査していただいて本当にありがとうございました。陳情者に対して説明責任

を果たしていくということで、これによって新たに議長預かりがふえてしまうんじゃないかと危惧し

たんですけれども、そういうことではなくて、従来も陳情を議長預かりにするものはされてきたし、

きちんと議会で取り扱うものは取り扱ってきた。そのことをきちんと明文化して、こういう理由によ

って議長預かりとしましたよという説明責任を果たしていくということで、取り扱いそのものがこれ

によって大きく変わるものではないというふうに理解しまして、了としたいと思います。 

 それと、あとインターネット中継の拡大についてですけれども、これは予算措置を行うということ

なので、これは次かその次ぐらいの会派代表者会議に出てくるのかなと思いますので、ここでちょっ

と発言しておかないとなと思いまして…… 

○【大和祥郎議長】 ２点目につきましては、皆さんに御案内させていただいているとおり、11月７

日にその内容について皆さんに御確認をさせていただきます。あくまでもきょうは議会運営委員会の

委員会からの報告でございますので、これについて協議は行いませんので、御理解をいただきたいと

思います。11月７日に十分やっていただければと思います。以上でございます。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 長時間にわたり御協議をいただきまして、まことにありがとうございました。 

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

○【大和祥郎議長】 これをもちまして会派会議を閉会といたします。 

午後３時２０分閉会 


