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平成３０年１１月２１日（水） 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) 委員会の報告について

(3) 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】 どうも皆さん、こんにちは。12月議会を控えて、大変お忙しい中を御参集い

ただきまして、まことにありがとうございます。おかげさまをもちまして、特別委員会もようやく収

束の方向が見えてきたところでございます。本委員会に際しましては、本当に委員の皆さん、お一人

お一人がそれぞれの難しい立場を乗り越えて、そして御協議を続けていただきましたこと、委員長と

して厚く御礼を申し上げさせていただきます。 

 それでは、着席をさせていただき、議事を進め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。 

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

○【青木 健委員長】 初めに、大和議長より御挨拶をお願いしたいと存じます。 

○【大和祥郎議長】 皆さん、こんにちは。本当に１月から短い時間の中で、青木委員長を初め、上

村副委員長、各部会長であります重松部会長、藤田部会長におかれましては、先頭を切っておまとめ

をいただいたこと、心より感謝を申し上げ、また、委員の皆様においてはいろんな形の中で、短い時

間でお調べをいただいたり、おまとめをいただいたことに心から敬意を表する次第でございます。 

 そして、きょう改めてこのまとまったものを見させていただいたときには、事務局の皆さんのすば

らしい努力が結果としてきょうに至ったのかな、改めて御礼をさせていただきます。 

 きょうは皆さんのまとめの最終確認でございますので、十分に忌憚のない御意見をいただきながら、

おまとめをいただきますことをお願い申し上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。よろしく

お願いします。 

○【青木 健委員長】 大和議長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

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

 議題(1) 各部会からの報告について 

○【青木 健委員長】 それでは、初めに、各部会からの報告についてに入ります。 

 まず初めに、議会基本条例点検部会、重松部会長より御報告を願います。 

○【重松朋宏委員】 議会基本条例点検部会としましては、最終報告書に向けて、この間協議をして

まいりました。お手持ちの報告書の中にあります。そちらの報告をしてもよろしいですかね。 

○【青木 健委員長】 はい。してください。 

○【重松朋宏委員】 まだページ立ては、それぞれの部会で来たものをまとめておりますので、統一

してのページ立てにはなっておりません。最初の議会基本条例点検部会の協議の経過というのが１ペ

ージになるんですけれども、４ページまで行って、その後また１ページになっているところですけれ

ども、こちらにこの半年間の議会基本条例点検部会の協議の経過を載せてあります。全部で16回です。

15回と書いておりますけれども、16回の間違いです。16回の部会を開催しまして、報告書としてまと

め上げました。その結果は、大分後半になるんですけれども、52ページとあるところのその次が議会

基本条例の点検についての協議の結果ということになります。 

 部会として、９つのテーマについて抽出して協議を行った結果、１つのテーマについては意見が分

かれて両論併記という形になっております。それを受けまして、集約できなかった協議課題について

は、引き続きの協議を申し送るということに部会では決定いたしました。 

 その他の８つのテーマについては議論が一つに集約できまして、その結果、議会基本条例について、
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５カ所について一部改正するということと、会議規則について１カ所を一部改正するということと、

趣旨及び解説の修正、さらには今後の議会に対する提言を行っております。 

 めくりまして、９つのテーマについて、順次簡単に結果について御報告申し上げます。２ページ、

３－１、国立市議会基本条例での「市民」についてというところについてです。この協議テーマにつ

いては、協議の結果、３つの選択肢に分かれました。 

○【上村和子委員】 ちょっとごめんなさい。みんな追いついていない人が結構いる。両方一緒にな

っているということなので、報告書をもとにやっているので、あっち行ったりこっち行ったりという。 

○【青木 健委員長】 52ページの続きになります。１ページというノンブルが振られていると思い

ますが。 

○【重松朋宏委員】 大丈夫ですか。よろしいですか。失礼しました。 

 議会基本条例での「市民」についてという協議テーマにつきましては、条例の中に多数記載されて

いる「市民」という用語について、きちんと定義したほうがよいのではないかという議論がありまし

て、３つの選択肢として、現状維持とする案、趣旨及び解説で説明をする案、そして条文を改正して

定義を明記する案と３つ意見が分かれましたので、この点については、今後も協議、検討を続けるよ

うに申し送るということを決めました。 

 ４ページになります。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です。こちらは意

見が分かれるというよりも、ソーシャルインクルージョンについて認識を共有していくということと、

具体的に研究し実践していこうということを協議の結果としてまとめました。 

 ６ページ、会派についてです。こちらは１人会派の位置づけや結成条件について協議をした結果、

会派の政策集団としての位置づけを強化するために、議会基本条例を一部改正するとともに、趣旨及

び解説に追記するということ、それから会派の結成届の中で理念及び政策を明記していくということ

でまとまりました。 

 ８ページの交渉団体についてです。こちらは条例と実際の交渉団体の結成等の実態と多少そごがあ

るのではないかという意見があり、議論した結果、議会基本条例を一部改正し、趣旨及び解説も改正

するということで決まりました。その結果として、所属議員３人以上の会派についても、他の会派と

ともに交渉団体を結成することができることが可能になっていくということになります。 

 次の面の９ページ、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

を改正して一部追記するということと、３点について提言をするということでまとまっております。

市当局に提出する意見に関しては、常任委員会委員全員の賛同を旨とすべきであるということ、同じ

く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、それから、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点を提言するということでまとまりました。 

 11ページの地方自治法に抵触しない附属機関の設置についてです。これは現行条例にあります附属

機関が地方自治法の規定からすると矛盾する可能性があるのではないかという意見がありまして、結

果としては、趣旨及び解説の中で、地方自治法に規定された附属機関ではなく、条例によって設定さ

れた附属機関である旨、趣旨及び解説に追記を行うということでまとまりました。 

 12ページの議会図書室の活用についてです。議会図書室が現行の条例のもとでは、市民への情報提

供のため、環境整備に努めるとなっておりますけれども、現実的にはセキュリティー上、市民を入室

させて利用させるということが困難であるという前提のもとで、具体的に進めていこうということで、

条例を一部改正した上で、具体的に情報公開コーナーや市立図書館との連携を進めていこうというこ
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とで、条例改正と趣旨及び解説を改正しようということにまとまりました。 

 13ページの災害時の対応全般・防災についてです。こちらについても、条例施行後、国立市議会災

害支援会議設置要綱及び災害支援マニュアルを策定したところでありますけれども、これらに基づい

て、国立市議会で安否報告訓練の定期実施と、それから具体的な運用方法を今後検討していくという

ことを提言するということでまとまりました。 

 最後に、14ページの産休・育休・病休についてです。こちらは現行の条例のもとでは明確な規定が

ありませんでしたので、協議、検討した結果、通常は大きく見直すことのない前文の中に根拠となる、

理念となる条例名を入れた上で、第２条第６項、第２条、議会の責任の中に男女共同参画に努めるこ

とを明記した上で、趣旨及び解説を改正し、さらに会議規則を改正しまして、欠席等の届け出の理由

の中に看護、介護、育児というものを入れ、さらに出産時のいわゆる産休についても新たに規定をす

るものであります。 

 以上、９つのテーマについて協議をしまして、条例の一部改正と会議規則の一部改正を伴う形で報

告書がまとまっております。 

 なお、条例の一部改正と会議規則の一部改正については、第４回定例会の初日提案を目指しており、

全委員の署名のもとで提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○【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、藤田部会長より報告をお願いいたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、ページがあれなんですけれども、３ページぐらいになりますが、議

会費検証部会で最初のころ、議員とはどういうような役割があるのか、それにふさわしい議会費のあ

り方を検討しようということで議論してまいりました。 

○【青木 健委員長】 頭から３枚めくってください。 

○【藤田貴裕委員】 頭から３枚というよりも結構あります。 

○【青木 健委員長】 ３枚じゃないね。 

○【藤田貴裕委員】 この部分については読みますので、めくっていただかなくて結構です。 

○【青木 健委員長】 ６枚だ。 

○【藤田貴裕委員】 済みません。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

ることを議論の中で再確認いたしました。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か、そのあり方を議論し、皆さんのも

とにきょう報告できる運びとなっております。 

 49ページになります。Ⅸ報告書作成に向けた議論と結論ということでありまして、当部会では検討

した項目の結果を議会改革特別委員会へ報告するに当たり、どのような方法をとるか議論いたしまし

た。その結果、当部会の多数意見を報告するのではなく、それぞれの意見を正確に反映させることに

しました。当部会が、議会改革特別委員会に報告すべきと判断した検討結果は以下のとおりです。 

 こちらについては長くなりますから、そのまま読ませていただきます。検討いたしました政務活動

費について、月１万円増額するという意見。理由。議員として研さんを積む上で、視察や研修は必要

であるが、現状の月１万円では賄えていないから。議会報告を作成し市民に情報提供しているが、年

２回分の費用にとどまり、市民に十分な報告ができていないから。現状を維持する。理由。現状の金

額で視察や研修に参加できているため、増額の必要性がないから。廃止してもよいと考えていたが、

廣瀬和彦先生の講義やパブリックコメントの中で、政務活動費は不必要との意見がなかったから。廃
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止する。理由。課題となっていた「使いづらさ」の解消に至っていないから。議員報酬に活動費が含

まれているので、報酬以外に金銭を受け取る正当性を見出せないから。 

 ２番の議員報酬について。現状を維持する。理由。前回の議会改革特別委員会で検証してから、新

たな条件や指標が示されていないから。生活保障の要素を踏まえ、管理職の年収にほぼ見合うような

制度を模索すべきだが、現状はその考えが議会で整理されていないから。議員報酬は生活費プラス活

動費の側面があるため、全国の勤労者の平均賃金と単純には比べられないから。削減する。理由。議

員報酬を月１万円下げて、政務活動費を月１万円増額すれば議員活動の見える化が図られるから。テ

クノロジーや社会情勢の変化に対応していく議会改革の担保がなければ住民から納得を得られないか

ら。パブリックコメントなどで報酬削減の意見が出されているから。 

 ３－１、役職加算について。現状を維持する。理由。役職のある議員とない議員の格差をつくると、

役職をめぐる政治的な争いを生み、市民不在の対立を生むから。役職手当は月額報酬に加算し、期末

手当は廃止したいが、議会でそのような考え方にならないから。役職加算がなくなると大幅に年収額

が減り、多様な人材の確保や議員活動に影響が出るから。廃止する。理由。パブリックコメントを見

て市民から十分な理解が得られていないから。役職加算の根拠を明確にできず、市民の納得を得られ

ないから。 

 ３－２、期末手当について。都人勧に準拠する。理由。客観的な指標のため準拠することは市民の

理解を得られると考えるから。都人勧は上がるときもあれば、下がるときもあり、市民にわかりやす

いから。現状を維持する。都人勧は全ての市民の期末手当のありようを示したものではないから。管

理職の年収に見合うような議員報酬のあり方を採用すべきだが、現状ではそのような考え方が議会で

整理されていないから。都人勧が3.95月になるまで下げない。引き上げの勧告をしても相当なインフ

レにならない限り上げないと考えるから。 

 ４、議員定数について。削減する（定数21人へ削減）。３常任委員会それぞれ７人の21人が妥当と

考えるから。地方自治法では議員は委員会に所属しなくてはならないため、議長も委員会に所属すべ

きで、21人プラス議長の22人は成り立たないと考えるから。人口12万2,000人の国分寺市が議員定数

24人を22人に削減したことを考えると、人口７万6,000人の国立市で定数22人は多いから。削減する

（定数18人へ削減）。理由。議員間討議を行い、行政の監視や政策提言を行うには１委員会６人は妥

当だから。将来的には定数15人まで削減すべきと考えるが、市民は単に定数削減するだけでなく、市

民の意見を拾う仕組みを構築する議会改革を望んでおり、急激な定数削減による懸念に配慮したから。

現状を維持する。理由。地域民主主義の実現のためには、多様な市民の声を拾う必要があり、パブリ

ックコメントの多くは定数削減に反対だったから。市の人口がふえているにもかかわらず、定数を減

らすことは、切り捨てられる市民の声があるということだから。地域の課題解決、人材の多様性、少

数意見の保障と、将来世代が立候補しても当選できる定数の確保は必要だから。 

 このように報告しようということでまとまっておりますので、以上のとおり、部会の議論を正確に

報告いたします。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、ただいま御報告をいただいたわけでございますが、この点につきまして、御質疑、御意

見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、本報告をこの委員会の報告とすること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） 
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 御異議なしと認め、ただいまいただきました報告を委員会の報告とさせていただきます。 

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

 議題(2) 委員会の報告について 

○【青木 健委員長】 それでは、続きまして、報告書の作成についてに入らせていただきたいと思

います。 

 それでは、上村委員より御説明願います。上村委員。 

○【上村和子委員】 本日もう既に12月議会の初日に提出する報告書を、あらかたこんなものですと

いうことをお示ししております。まず、報告書の書式を御説明いたします。報告書といういわゆる本

編のもと、中身はまだそろっていませんけれども、資料編というふうに２種類をつくらせていただき

ます。これは委員長提案、６者会議で合意した、今説明しているんですけれども、２種類つくります。 

 それで、まず本編ですけれども、本編をごらんください。表紙があります。１枚めくっていただき

ます。めくっていただきました裏側が青木委員長の提出するに当たりの文章です。これは、委員長の

ほうで取りまとめて委員長の言葉として書いております。 

 その次、目次に入ります。目次、まず１、ここからの書式は、これまで出された議会改革特別委員

会の報告書の書式を参考に、６者会議で協議した上で考えました。目次として、まず１は、議会改革

特別委員会の基本的事項、これは私たちが議員提出議案で可決いたしました。その中身からとります。 

 ２番目が委員会及び議会基本条例点検部会・議会費検証部会の協議の経過が２になります。その２

の中の最初が(1)として、議会改革特別委員会の協議の経過、２番目に議会基本条例点検部会の協議

の経過、３番目に議会費検証部会の協議の経過。議会費検証部会の協議の経過は、ⅠからⅨまでなっ

ております。これは部会のほうでまとめられたものをそのまま入れております。 

 ここで、一番最後のⅨ報告書作成に向けた議論と結果。この項目だけを本日後ほど諮って、この目

次の中の最後の４に議会費検証の協議の結果についてということで、(1)政務活動費について、(2)議

員報酬について、(3)役職加算について、(4)期末手当について、(5)議員定数についてという項目が

ございますが、ここに持っていきたい。ここで異議なしと出ましたので、このⅨの報告書作成に向け

た議論と結果のこの部分をそっくり大きな目次の中の４の中にそれぞれに書いていきたいということ

です。そして戻りまして、３は、先ほど部会長が言いました議会基本条例の点検の協議の結果につい

て、(1)から(9)まで説明がありました。そのことを入れさせていただきたいということです。 

 目次をめくっていただいて、今わかっているところで、目次の裏のページに議会改革特別委員会の

基本的事項(1)、(2)、(3)、(4)と書かせていただきました。これは先ほど申し述べました議員提出議

案のところからとって書かせていただきました。その次、２として委員会及び議会基本条例点検部

会・議会費検証部会の協議の経過の１番目として、議会改革特別委員会の協議の経過、これをまず文

章でまとめさせていただいております。これは昨日の６者会議で合意されております。 

 それを踏まえて、１ページめくっていただきまして、下には３と書いてありますが、議会改革特別

委員会の開催日と協議内容（要点）という表があります。これは委員会の表です。あすの11月22日ま

で一応書いております。もしも皆さんが必要なければ、ここの部分は削除しますが、とりあえず見越

して書いております。 

 こういう形で、また１枚めくっていただいて、先ほど重松部会長が話しました、(2)として議会基

本条例点検部会の協議の経過というふうに流れていきます。というようなものを本編といたしました。

これでまずよろしいかどうかということです。 
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 もう１つ、資料編について、これはまだ中身が整っていませんが、ごらんください。資料編は分厚

くなりますので、別につくります。おめくりください。同じく目次というのが出てきます。この目次、

資料編には、これまで行ってきました、まず目次の１として、学識経験者によるスーパーバイズ・助

言。助言をつけ加えましたのは、江藤先生のほうでスーパーバイズではなく、助言ぐらいにしてくだ

さいという言葉がありましたので、助言とつけ加えました。１回、２回、３回、それぞれの報告を議

会事務局がしてくれています。だからその報告を載せたいと思います。 

 それで、次の２、議会改革についての市議会だより掲載部分、これがこれまで３回、平成30年５月

５日、平成30年８月５日、平成30年11月５日、ここに議会改革特別委員会にかかわる掲載部分があり

ますので、ここを縮小して入れる。 

 それから、３として、委員会作業管理表をつくらせていただきました。これは全ての動きが日時的

に整理されておりますので、これも入れると。 

 それから、４として、５月11日、12日に広聴委員会が開いてくださいました、市民の意見を聴く会

の中の議会改革に限って寄せられた意見を議会事務局がまとめてくれています。この部分も資料とし

て載せたい。 

 ５として、パブリックコメントに寄せられた市民の意見（回答を含む）にしましたが、実は議会費

検証部会のほうは、これについては協議結果の中に入れてあります。だからそれはそれとして認めた

いと思います。ここに資料として入るのは条例部会のほうと、それから議会費検証部会からはどうい

うパブリックコメントが来たかという部分だけ、回答ではなくて、そこだけは入れてくれというのが

ありますので反映させたいと思います。 

 それと、６として、11月10日の市民説明会で出た意見、これは回答も含んでおります。条例部会で

回答をつくっておりますので、回答を含むとしています。 

 それから、ここから先は条例部会のほうから入れてほしいということで議会基本条例点検シート、

そして８が点検シートの意見の定性的・定量的分析表、これは稗田委員が本当に精力的に整理してく

ださったのが、もったいないものがあります。私たちの力不足でそれ以上深い分析はできなかったの

ですが、してくださったものがありますから、それが入ります。 

 それから、９番目に議会基本条例の目的達成点検シート、これも点数づけをいたしました。これも

参考資料として載せたいということです。 

 それから、10番目に議会基本条例施行以降の実施状況、何が実現できたかという、これは議会事務

局が実は成果をまとめてくれたものがあります。それを出したい。 

 そして、議会費検証部会から、11番目に八王子市・立川市視察資料。この視察資料は、議会費検証

部会は八王子市・立川市視察資料として資料のほうに載せたい。条例部会のほうは協議の経過の中に

もう入れてあると。これバランスとれないんですけど、それぞれ部会の意思を尊重させていただきま

す。という形で、こういう形の資料編をつくらせていただくと。幾つかあるのは、でき上がったもの

ですが、まだ全て、材料は議会事務局がそろえてくれておりますけれども、本日その中身を入れます

と大変分厚いものになります。ということで既に出されたもの、それから各部会から入れてほしいと

言われたことを尊重して資料編をつくるという形で本編と資料編。 

 なお、このことにつきましては、６者協議の中では合意を見ております。以上です。 

○【青木 健委員長】 説明が終わりました。 

 ただいまの説明に対して、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。 
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 それでは、お諮りさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、ただいま説明いただきました本編を１枚めくっていただきまして、目次になりますが、

Ⅸ、この部分を４のところに移動させるということについて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、さよう決定させていただきます。 

 それでは、改めてお諮りいたします。ただいま説明いただきました議会改革特別委員会……。藤田

委員。 

○【藤田貴裕委員】 ごめんなさい。今ちょっと気づきましたけれども、当初、期末手当を一遍にや

っていたものですから、報告書のところが50ページと51ページは３－１とか３－２の書き方になって

いるんですけど、目次に合わせて、役職加算を(3)にして、期末手当、50、51ページですね。 

○【青木 健委員長】 それとノンブルと合わせて。 

○【藤田貴裕委員】 そうですね。合わせたいと思います。 

○【青木 健委員長】 整合性がとれるように、これは調整します。 

○【藤田貴裕委員】 そのことも含めて、よろしくお願いします。 

○【青木 健委員長】 それでは、改めてお諮りいたします。議会改革特別委員会報告書、本編並び

に資料編について、このように報告書を作成すること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、そのように決定させていただきたいと思います。 

 なお、今、藤田部会長より説明がありました件、それと、これはまだ通しノンブルが入っておりま

せんので、その調整については委員長にお任せをいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「お願いします」と呼ぶ者あり） 

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

 議題(3) 今後の予定について 

○【青木 健委員長】 今後の予定についてに入ります。 

 上村委員。 

○【上村和子委員】 皆さん、ありがとうございます。皆さんの御協力をもちまして、実はつつがな

くこの時間に終わりました。それで、条例改正案と規則改正案のたたき台も出されて、実はもうでき

上がっているんです。なぜきょう出さなかったかというと、当初の６者協議の中では、あすもう１回

開いて、この正式番号をつくって、あわせて改正案を皆様にお示しして、それでしゃんしゃんと。も

う合意をいただいたものですから、これで委員会を散会しようという段取りを組んでおりました。そ

れでそのことを今からお諮りする話になっているのですが、何にも問題がないということですので、

あしたの会は皆さん方に見ていただくための会なんですね。それを例えば委員長及び６者のほうに委

ねていただけますと、こちらのほうで責任を持ってやらせていただくことは可能です。そうすると、

議会事務局職員さんが今から慌てて１晩かけて正式なもの、今作業が始まったんですが、する必要も

ありませんので、そういうふうに委ねていただけるとありがたいのですが。 

○【渡辺大祐委員】 恐れ入ります。今の上村委員の発言というのは、でき上がったものの最終確認

を６者の皆さんにお願いをするという形でよいかということの確認でよろしいですか。 

○【青木 健委員長】 よろしいでしょうか。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。じゃ、ちょっと条例のことに関して重松部会長のほう
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に委ねられましたので、その条例に対してのサイン、もしちょっと待っていただければ、コピーすれ

ば、ぱっと皆さんに見ていただけるんじゃないですか。今見てもらったほうがいいかもしれないです。 

○【重松朋宏委員】 議会事務局のほうでつくっていただいていますので、ちょっと休憩をとってい

ただいて、コピーして配付させていただければと思います。 

○【青木 健委員長】 すぐに御提示できるということでございますので、ここで暫時休憩といたし

ます。 

午後２時４分休憩 

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

午後２時１２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。 

 お手元に配付をさせていただきました条例改正案２件についてですが、このとおり提案させていた

だくこと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、このように提案をさせていただきたいと思います。 

 なお、ただいま情報管理課に確認をしていただいておりますので、文字等の微修正が入る可能性が

あるということについてはお含みおきいただきたいと思います。また、各委員の皆様方の提案に当た

ってのサインでございますが、11月26日の正午までにサインをしていただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

 それと、先般集めましたパブリックコメントについてですけど、何日後だっけ。上村委員。 

○【上村和子委員】 パブリックコメントについてですが、本日をもって皆さんから承認が得られま

したので、この資料編の中に、めくっていただきますと、議会改革に関する意見募集（パブリックコ

メント）の結果について議会基本条例の９テーマというような、ぱっと見たらこれがあります。これ

に条例部会で検討しました回答というのが示されています。これは条例部会で検討し、文言が整理さ

れています。それと、もう１つ、議会費検証部会のほうのパブリックコメントに対する回答は本編の

ほうにまとめて載せられています。 

○【藤田貴裕委員】 パブコメの資料に。 

○【上村和子委員】 資料のほうに出ていますか。（「回答のつくり方が違う」と呼ぶ者あり）回答

のつくり方が違うだけか。めくっていただいて、これの次のところにこういう形で、これは議会費検

証部会がまとめたものとしてなっております。ですから、それぞれの部会でも成立しておりますので、

その答えを尊重し、本委員会で決定しましたので、あす以降、事務局のほうからホームページにアッ

プしてもらうということでよろしいでしょうか。ということの了解をとるということです。 

○【青木 健委員長】 でございますので、そのように御了承願いたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、あす以降のホームページに掲載をさせていただきたいと思います。 

 それでは、大変短い時間ではございましたが、皆様方の大変な御協力をいただきまして、本委員会

も無事終了することができました。あとは12月議会初日に報告をさせていただき、この委員会も解散

となるわけでございますが、本日は協議をする最後でございますので、本当に皆様方にお世話になり

ましたこと、心から厚く御礼を申し上げさせていただきたいと思います。 
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 委員長として、皆様方の御意見、議論等を拝見させていただき、それぞれ背負っているものが大き

いにもかかわらず、皆様方がそれぞれの立場、難しい立場を乗り越えて真摯に議論を重ねてくださっ

た。これは本当に大変ありがたいことでございました。この１点に関して、私はこの委員会の委員長、

大変至らない委員長ではございますけど、皆さんとともにこの特別委員会ができましたこと、本当に

ありがたく思っておりますと同時に、これこそがまさに国立市議会の誇りとすることであるというふ

うに思っております。本当に皆様方には心から厚く御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。 

 それと、我々の活動を本当に陰になりひなたになり――ひなたになることは余りなかったわけでご

ざいますが、真摯に支えてくださった議会事務局の皆様方のお働きにも心から感謝を申し上げさせて

いただきまして、本日の委員会は終了とさせていただきたいと思います。もう一言、大和議長より御

挨拶を頂戴できればと思います。 

○【大和祥郎議長】 皆様、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。今、委員

長の御報告にありましたが、私も議長になるときの所信表明の中に議会改革をして、より市民に開か

れた議会をつくっていきたいという中、御協力をいただき、この１年間、本当に皆さんにはお世話に

なりました。ありがとうございます。そしてまた、きょうもスムーズに皆さんの御協力によって少し

でも効率よく報告書がまとめられることになったことも本当に感謝でございます。 

 また、事務局の皆様には本当に、まだまとめることがたくさんあるかと思いますが、ぜひ最後まで

御協力をよろしくお願い申し上げまして、１年間の御礼をさせていただきます。本当にありがとうご

ざいました。 

○【上村和子委員】 済みません、さっきちょっと言い忘れました。12月議会の初日に青木委員長が

報告をいたします。その報告の中身につきましては、議会費検証部会からは、本日報告された結論の

部分、これを全部読み上げてほしいという要望がありました。そして、条例部会のほうは条例部会と

してまとめて、一番伝えてもらいたいことを委員長に伝えるということになっております。ですから、

それぞれの部会が一番言いたいことを委員長のほうに報告してもらうということも６者協議の中で合

意しております。だからそこの部分は安心していただければというふうに思います。 

○【青木 健委員長】 ということでございますが、御了承願いたいと存じます。 

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

○【青木 健委員長】 それでは、本当にありがとうございました。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。 

午後２時１９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１１月２１日 

 
 
 

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