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(別紙 )

1 件 名 第 3回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記 )
|

2 日 時   平成 23年 7月 13日 (水 ) 開 会  午後  1時 30分

閉 △
バ 午後 2時 28分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 (1)検討項 目及び検討方法に
十

いて

|

5 出席者   板橋 (智 )委員長、石橋副委員長、宇田川、関口、松本 (幸 )、 谷川、木岡の各委

口貝

6 オフ
゛
サ―゙ハ―` 小林議員、柳田議員、吉田議員

7 事務局   押田局長、渡辺局次長、上村林長、石関主任、岡主任、川瀬主任

川 口市議会



板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智 ) 委員長

―

板橋 (智)委員長

―

開 会 午後  1時 30分

本日は、お忙 しい中ご参集を賜 り、ありがとうございます。

それでは、ただいまから第 3回「議会改革推進委員会Jを開会いたします。

本日の出席委員は全員であります。

本日の協議事項は、お手元に配付 してございます次第書のとおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、検討項目の抽出及び検討方法についてでございますが、6月 8日 の

議会運営委員会において、各会派から、新たに検討項 目を提案 していただき、

検討することで、ご了解をいただいたところであります。

まず、各会派から提案 していただきました検討項 目をまとめたものを、お手

元に配付 してございますので、大項 目ごとに各会派から説明をお願いいたしま

す。

それでは、はじめに1 議員定数・報酬等についての(1)議員定数 経費の見

直 し及び削減について、提出会派であります■■■■■ から説明をお願いいた

します。

他の会派からも経費の削減等の改革案が提案されているが、我が会派は、議

員定数の総枠的な見直しと経費の削減を併せて検討 し、議員定数の削減が、ど

の程度の経費削減につなげられるのか検討 してはどうかということで提案 し

た。

次に、(2)議員定数について (適正化)について、提出会派でありま引■■■

■■ から説明をお願いいた します。

10月 に鳩ヶ谷市との合併を控えていることから、その後について考える必

要があるのではないかということで提案 した。

続いて、 (3)費用弁償の全廃から(7)議員の期末手当の時限的削減までについ

て、提出会派でありま        から説明をお願いいたします。

まず、(3)費用弁償の全廃については、県内でも費用弁償の廃止や削減をした

自治体があることから、本市でも全廃や減額について検討 したいということで

提案 した。また、 (4)各審議会・農業委員・戸田ボー ト議員・監査委員などの、

議会選出委員の報酬の廃上についてであるが、議会選出委員の各審議会・農業

委員・戸田ボー ト議員・監査委員については、議員としての報酬が別に出てい

ることから、廃上 して良いのではないかということである。次に、(5)行政視察

費の全廃は、行政視察費を利用 している会派も利用 していない会派もあるが、

政務調査費で足 りるのではないかということで、提案 したものである。また、



板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智)委員長

(6)政務調査費の削減は、行政視察費の廃止 と関連するが、県内の他市の状況

を見ても月額 18万円は高 く、削減す る余地があると考え提案 した。最後に、

(7)議員の期末手当の時限的削減 については、現在、経済状況を勘案 し、 1年

あるいは 2年と期限を区切 り期末手当を削減 し、議会の努力を市民に示そうで

はないかということで提案 したものである。

初めに 5 その他まで一通 り説明を行なった後、質疑を行なって参 りたいと

考えてお りますので、よろ しくお願いいた します。

それでは次に、 2 本会議 についての(1)一般質問の改革 (質疑 質問時間

50分、 10時 ・ 13時・ 15時)に ついて、提出会派であります

から説明をお願いいた します。

(1)一 般質問の改革 (質疑・質問時間 50分、 10時 ・ 13時・ 15時)に

ついては、一問一答方式で質問を行なった場合、現在の45分では時間内に質

問が終わ らない状況が見られ ることから、質問時間を5分増や して 50分 と

し、午前中の質問を 1人 とすれば、質問中に昼休憩を挟む ことがな くなる。 さ

らに、一般質問の昼休憩中に行 う意見書等の調整のための時間の確保 にもつな

がる。 また、質問の開始時間を 10時、 13時 、 15時 か らとし、質問者数を

1日 3人 とす ることで、職員の時間外勤務をな くす ことが可能 となることか ら

提案 したものである。

(2)一般質問についての①持ち時間制の見直し (45分から答弁を含めての

60分制)、 ②2会期通算方式の見直しについて、提出会派であります■■■

■■■■から説明をお願いいたします。

(2)一般質問についての①持ち時間制の見直し (45分から答弁を合めての

60分制)は、現在は午前中に一般質問を2人行なった場合、2人 目質問の途

中に昼休憩が入ってしまうことから、傍聴に来られた方などに迷惑をかけてし

まっている。質問を 1時間としてしまえば、午前中に2人 目まで終わらせるこ

とが出来ることから、現在の質問の持ち時間を45分から答弁を合めた60分

制への見直しを提案するものである。次に、② 2会期通算方式の見直しは、現

在、 2会期連続で質問をすることが出来ないことから、①において質問時間を

短くすることの代わりに、いつでも質問が出来るようにするために提案したも

のである。また、現在は一般質問において質問以外の内容に多くの時間が割か

れているので、もっと簡単な形で質問が出来ないかということも含め議論して

いただきたい。

次に、(3)本会議での一般質問に回数制限のない一問一答方式を導入及び(4)
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―

板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智)委員長

一般質問における二会期通算制度の廃上について、提出会派であります■■■

■■■日から説明をお願いいたします。

(3)本会議での一般質問に回数制限のない一問一答方式を導入は、現在の一

般質問には質問回数は 3回 までという制限があるので、回数制限を撤廃 した一

間一答方式を導入することであり、 (4)一般質問における二会期通算制度の廃

止は、       と同様、毎議会ごとに質問が出来るようにするべきと考

え提案 したものである。

次に3 委員会についての (1)常任委員会の時差開催の検討について、提出

会派であります     から説明をお願いいたします。

(1)常任委員会の時差開催の検討については、委員会を同じ日時に開催せず、

2委員会ずつ開催するなど、時差を設けて開催することにより、委員会の傍聴

を希望する方が、多 くの委員会を傍聴できるようにと提案 したものである。

次に、 (2)各常任委員会を別 日程で実施するについて、提出会派であります

から説明をお願いいたします。

と同じ理由で提案 したものである。

次に、 (3)新年度予算の予算特別委員会の設置について、提出会派でありま

す     から説明をお願いいたします。

(3)新年度予算の予算特別委員会の設置は、新年度の予算審議は非常にボリ

ュームがあるので、予算特別委員会を設置 して審議するよう提案 したものであ

る。

から提案されている(4)予算に対する特別委員会の設置、ロ

■■■■から提案されている(5)予算委員会の設置も同様の趣旨でしょうか。

同様であれば、この2点についての説明は省略させていただきたい。

一 日■■|・     了承 ―

それでは、そのようにさせていただきます。

次に、(6)委員会視察の内容の充実について、提出会派であります■■■■

日から説明をお願いいたします。
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―

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智 ) 委員長

上村係長

(6)委員会視察の内容の充実は、様々な交通手段が選択できる中にあって、

川 口駅に集合するのはどうなのかということで、集合場所について検討 したい

ということと、 1日 の視察項 目を複数にして、視察先の文化にも触れられる内

容を加えてはどうかということで提案 したものである。

次に、 (7)イ ンターネット中継を委員会審議などに拡大について、提出会派

であります       から説明をお願いいたします。

(7)イ ンターネット中継を委員会審議などに拡大は、 5月 臨時会から始まっ

た本会議のインターネット中継を、委員会審議にも拡大 してはどうかというこ

とで提案 したものである。

次に、 (8)委員会の会議録のマスキング廃止及びインターネットでの会議録

の公開は、事務局からの提案でありますので、説明をお願いいたします。

(8)委員会の会議録のマスキング廃止及びインターネットでの会議録の公開

につきましては、改選前の議会改革小委員会におきましても、事務局提案とい

う形で提出させていただきましたが、各会派意見の一致を見るに至らず、一旦

仕切 り直 しとなうておりました。

当時、事務局で提案いたしました経緯については、平成 19年度まで、委員

会の会議録は、書記の速記記録を元とした要点筆記であったため、発言委員の

真意が伝わらないとのことから、情報公開の際には委員名をマスキング処理 し

ておりました。

しかし、平成 20年度より録音データを反訳 した会議録に改めましたことか

ら、より正確な会議録となること、また傍聴可能な会議の会議録であることな

どを勘案 し、本会議同様の発言委員の公開についてご提案させていただいた次

第でございます。

また、川 口市と同等規模の人口40万人から60万人の22市及び県内近隣

市 11市を調査いたしましたところ、マスキング処理を行なっている市は姫路

市 1市のみでありました。

これらを踏まえた、当時の各会派の意見としては、「あえて発言者名の公開

を行うと、発言回数から議員を評価するようなこともあることから、発言はい

たずらに残すものでもない。会議時間の延長にもつながることから公開すべき

ではない。」という意見や「委員会は本会議の中で提案された内容を細かく審

議する場であり、議会の中での位置づけにおいても重要だと思っている。より

市民にわかりやすい議会ということで、一問一答方式の検討を行なっている経

緯を考えると、積極的に公開 してもよいのではないか。」などの意見がありま

したが、意見の一致を見るには至 らなかったものでございます。



板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智)委員長

板橋 (智 )

―

委員長

なお、今回は新たに委員会会議録のインターネットでの公開を追加 しており

ます。

これは、前述の33市について、昨日調査いたしましたところ、委員会会議

録のホームページでの公開を行なっている市が、33市中、 19市であったこ

と、また近年情報公開請求の対象として、常任委員会等の会議録が求められる

ことを踏まえ、提案させていただいたものでございます。

説明は以上でございます。

次に、4 議会基本条例については、各会派から提案が出されておりますが、

各会派の提案理由に違いがあると思いますので、各会派から説明をお願いいた

します。

まず、     からお願いいたします。

我が会派は議会基本条例の制定ではなく、条例の検討という形で提案させて

いただいた。まず検討をして、制定するかどうかについて考えていこうという

提案である。

次に、     お願いいたします。

これまでは、経験を積んだ議員が慣習等に基づいて議会運営をしてきたよう

に見受けられる。今後は、市民に対 して議会の活動を知らしめていくことが必

要となる。そういう意味で議会基本条例を制定 していく必要があるのではない

かということで提案 したものである。

次に、      お願いいたします。

我が会派からは、 (3)議会基本条例の制定についての 1項 目のみの提案であ

る。この4年間で議会基本条例を制定できるかは別 として、議会基本条例につ

いて学び、認識を深めていく中で、議会改革について他市に学びながら、今回

提案されている議員定数や本会議や委員会等を含めた、議会全体の事について

学ぶことが出来ればという想いで提案 したものである。

次に、        からお願いいたします。

我が会派は、何もない状況から議会基本条例を作 り上げるのは大変な作業で

あることから、様々な自治体で作 られている先例に倣い、その中に川口らしさ

を取 り入れたたたき台となる案を作っていこうと考え提案 したものである。



板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智 )委員長

―

板橋 (智 )委員長

―

板橋 (智)委員長

続きまして、5 その他の(1)議場内に国旗・市旗の設置及び(2)議長選挙の

改革 (所信表明の機会、立候補制等)について、提出会派であります■■■■

日から説明をお願いいたします。

まず、 (1)議場内に国旗・市旗の設置ですが、市内小中高等学校の入学式・

卒業式に国旗の掲揚を義務付けている観点から、議場内にも設置すべきである

ということ、また、これまでの「議会改革小委員会」にも提案 してきたことか

ら、今回も提案 したものである。また、 (2)議長選挙の改革 (所信表明の機会、

立候補制等)は、議長候補者には、所信表明の場を設ける。あるいは、立候補

制を取るなどの検討をしてはどうかということで提案 したものである。

次に、 (3)広報についての議会報の発行について、提出会派であります、ロ

から説明をお願いいたします。

(3)広報についての議会報の発行は、本市では議会報の発行をしていないこ

とから、県議会に倣い本市議会として、議会報を作成 してはどうかということ

で提案 したものである。

次に、(4)市議会として議会報告会を開催及び(5)請願を提出するなどした市

民が議会で発言できる制度の導入について、提出会派であります■■■■■■

■ から説明をお願いいたします。

まず、 (4)市議会として議会報告会を開催は、       から提案され

た (3)と 共通するが、議会について市民により知ってもらうための努力の一つ

として、議会として報告会を開催 したらどうかということで提案 したものであ

る。また、 (5)請願を提出するなどした市民が議会で発言できる制度の導入は、

現在、請願を提出した場合、紹介議員が趣旨説明をするが、請願の提出者の声

を聞いたほうが、趣旨が伝わると考え、請願提出者が説明できるという仕組み

を作ってはどうかということで提案 したものである。

次に、 (6)意見書等の調整については、正 副委員長から提案 したものであ

る。これは前回の意見書調整の経緯を踏まえ、開会日から通告日の間に 1回 目

の小委員会を開催 してはどうかということであり、そうすることにより、 2回

目の開催 となる一般質問の初 日には、ある程度決まるべきものは決まってしま

い、場合によっては3回 目の小委員会を開催 しなくなることもある。議論を深

めるために、スター トを早めるということで提案したものである。

最後に、 (7)発言通告の申し合わせ事項遵寺、 (8)人事案件の投票のあり方に

ついて及び (9)全会一致となった意見書の採決方法等については、事務局から



上村係長

板橋 (智 )委員長

渡辺局次長

板橋 (智)委員長

の提案でありますので、説明をお願いいたします。

それでは(7)か ら、順次説明をさせていただきます。 (7)発言通告の申し合わ

せ事項遵守についてですが、この度の6月 定例会の発言通告において、質問要

旨の記載が必ずしも明瞭なものばか りではなかったことから、発言通告の趣旨

に鑑み、申し合わせ事項で規定 している「発言通告書の質問要旨は、具体的か

つ詳細に記載すること」を改めて確認するため、ご提案させていただくもので

す。

次に、 (8)人事案件の投票のあり方についてですが、人事業件の投票採決に

おいて、議員の投 じた票としてはいささか不謹慎と言わざるを得ないものが散

見されることから、そのあり方について、再度ご確認をいただきたく提案させ

ていただくものです。

最後に、 (9)全 会一致となった意見書の採決方法等については、現在、本会

議における意見書の採決は、 1件ごとに提案理由の説明と採決を行なっており

ますが、今回は全会一致となったものについては、議案の採決同様、まとめて

採決をすること、また提案理由の説明について、現在は議会運営委員会の正副

委員長が交互に行なっておりますが、例えばまとめて 3件を採決する場合は、

委員長が先に 2件、その後に副委員長が 1件を説明し、最後に採決を一括で行

うよう、説明順序の変更も併せてご提案させていただくものでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

以上で、提出された検討事項についての説明は終わりました。

ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら、ご発言

をお願いいた します。

から提出されている 1の (2)に ついて事務局に確認する。鳩ヶ谷

市との合併による増員選挙で 5人が加わるが、これはあくまでも臨時的な措置

であり、本市の議員定数はあくまでも40人で変わらないことを確認させてい

ただきたい。

あくまでも川口市の議員定数は40人である。今回の選挙は合併の特例によ

り鳩ヶ谷地域で 5人の議員を選ぶものであり、選ばれた議員の任期は、本市の

議員と同じ平成 27年 5月 1日 までである。特例が切れる次回の選挙では、定

数条例の変更がなければ40人となる。

他にいかがて,し ょうか。



板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智 ) 委員長

―

“

板橋 〈智 ) 委員長

2の (1)の説明の中で、質問時間を50分に延長する理由について、昼休み

を多く取ることのほかに、何かを減らしたいという趣旨の発言をされたと思う

が、どのような内容だったのか確認させていただきたい。

我が会派の提案は、現状では 2番 目の質問者の発言中に昼休憩を挟むことに

なることから、その改善を図るというのが 1点。さらに、一問一答方式で質問

した場合、現在の質問時間では短いとの意見があったことから、質問時間を5

分延長 し50分とするものである。また、市職員の勤務時間は午後 5時 15分

までであるが、 1日 の質問者が4人の場合、勤務時間を超えて質問が行わるこ

とがある。すると、職員に時間外勤務が生 じることになることから、職員の勤

務時間内に議会を終わらせるために、午前 1人、午後 2人としてはどうかとい

うことである。

提ヾ案 した、 2の (2)の①の逆の発想で、 1日 の発言者を3

人にして、質問時間を増やすということであり、狙いは同じであると考える。

さらにカロえると、 12時まで質問をした場合、昼休憩に行う意見書の調整が

延びると、午後 1時から議会が再開できなくなることから、短時間に質問を詰

め込むのではなく、余裕を持つという逆の発想をしたものである。

ほかにございますか。

と       に伺うが、質問時間について、     が 5

分伸ばして50分、       が質問と答弁を合わせて60分 という提案

であるが、会派内で質問の回数や徹底 した一間一答方式の実施については、協

議されたのか。

今回は大まかな提案として出したものである。       は、現在の大

項 目での一問一答の廃止や質問回数の制限の撤廃を検討 しているようだが、今

回の会派内での協議では、そこまでの議論はなされていない、

質問回数については深 く協議 していない。質問時間を答弁を合めて 60分 と

することについては、質問時間中に昼休憩を挟まないようにすること及び質問

を簡潔にわか りやす くした方が良いのではないかということで提案 したもの

である。

ただ今の各会派の回答は、       が提案 している2の (3)及び(4)の

8



上村係長

押田局長

板橋 (智)委員長

内容を踏まえた形での検討はしていないが、これから検討するということでお

願いしたい。

他に質問はございますか。

事務局から提案された、5 その他の(7)及び(8)に ついて、具体的な説明を

いただきたい。

それでは、 5の (7)及び (8)に ついて、具体的な説明をさせていただきます。

(7)に つきましては、大まかな項 目だけ記載され、細かい質問については明記

していない発言通告が提出されております。この件は、申し合わせ事項にも記

載されている事項であり、また、わかりやすい議会運営を目指すには必要なこ

とでありますので、一度、基本に立ち返 り確認をしていただきたく、提案させ

ていただいた。また、 (8)人事案件の投票のあり方については、投票用紙への

記載にあたりまして、用紙の四隅に小さいカタカナでサンセイと書かれていた

り、サンタイと記入されていたことなどがございましたことから、提案させて

いただいたものであります。

具体的に申し上げると、 (7)に ついては、大きな項 目で発言通告を提出した

後に、 1点 目などとして、まったく通告に出ていない質問をすることが見受け

られる。質問を具体的に書 くために大きな 1、 (1)、 ア、 (ア)ま で項目を用意し

ているにも関わらず、そういう状況が続いているので、一度原点に立ち返って

いただきたいということである。これは執行部や傍聴者からも声が上がってい

るものである。また、 (8)については、そういう事例が見受けられることから

配慮 していただきたい。さらに、人事案件を投票で決 している市は本市くらい

であり、県ではまとめて簡易採決 とするなど、人権擁護委員の推薦という議案

について、投票で決するべきなのかということも含め、議論 していただければ

と思い提案 したものである。

(7)発言通告の申し合わせ事項遵守については、確かに規則に明記されてお

り、我々も反省 しなくてはならない。

この会議で検討する中味というよりも、各会派で確認すればよいのではない

か 。

ほかに何かございますか。



―

押田局長

板橋 (智 ) 委員長

―

―

板橋 (智)委員長

押田局長
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(8)人事条件の投票のあり方についてであるが、現在、無記名投票となった

理由はどのようなものか。

人事案件は重要であるということが、無記名投票で採決 している理由であ

る。逆の発想では、起立採決で反対者が分かるというのもどうかということで

あり、投票採決にすることにより、反対する方への配慮をしているのではない

かと考えている。

ほかに何かございますか。

らヽ提出されている5の (4)について、議会報告会というの

はどのようなものを想定 しているのか。

まだ具体的にどのような形でということまでは煮詰まっていない状況であ

る。川口市も広 く、 9地区あるので、 1つの地区で報告会を開催 しても他の地

区からは遠 く、参加できない人が出る。地域ごとに持ち回りで行うとか、 4・

5グループで巡回して行うということもありえるのではないか。議会として地

域に赴き報告会を行うというのは、市民へのアピールになるのではないかとい

う思いで提案 したものである。

1の (3)と (4)は 内容が類似 しているので、一つの項 目として纏めてはどう

か。

他に何かございますか。

5の (7)に ついては、この会議で検討するというよりも、この場で皆さんが

確認をして進めていけば良いのであり、検討項目として上げる必要はないので

はないか。

これはあくまでも意見をまとめたものであり、今後、外部に公表していくこ

とになる。次回の会議において、全会一致で了承した方が良いのではないか。

検討が必要な事項なのかということである。

一度、会派に持ち帰り確認をしていただきたいということで、提案させてい

ただいたものである。



板橋 (智)委員長

―

押田局長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智)委員長

押田局長

他に何かございますか。

先ほどの事務局長の発言について伺うが、この会議をどのように公開 してい

くのか確認したい。

現在はまだ検討事項を取 りまとめた段階であるので公開 していないが、この

会議の開催日を公表 しなくてはならないことから、傍聴者が来ることが想定さ

れる。さらに、会議録の公開請求がなされれば、会議録を公開しなくてはなら

ない。

暫時休憩いたします。

休 憩 午後 2時  9分

再 開 午後 2時 13分

再開いたします。

他に質問はございますか。

3の (1)常任委員会の時差開催の検討については、我が会派が提案 した (2)と

同 じ趣旨と考える。我が会派はまったく重ならない日程で調整 したいと考えて

いるが、      としては、どのように考えているのか確認させていただき

たい。

我が会派でも各常任委員会を全て別 日程で開催するか協議をしたが、結論に

至 らなかった。具体的なことは決まっていないが、とにかく、全ての委員会を

同 じ日時で開催することは避けるべきという趣旨である。

事務局長。

事務局からも確認させていただきたい。     から3の (3)新年度予算

の予算特別委員会の設置という提案が出されているほか、     から(4)

予算に対する特別委員会の設置、       から(5)予算委員会の設置が

提案されている。これらはどのような内容を想定 しているのか。たとえば、補

正予算も特別委員会で審議するのか。

11



―

―

板橋 (智 ) 委員長

押田局長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智)委員長

我が会派の提案は、新年度予算に対する特別委員会を想定 した提案である。

我々も同様で、新年度予算に対する特別委員を想定 したものである。

事務局に確認するが、予算特別委員会を設置 した場合、その位置づけという

のはどのようなものになるのか。

現在、予算議案は予算科 目ごとに各常任委員会に分割付託 して審議 している

が、予算特別委員会が設置されると、予算議案は特別委員会に付託され、決算

委員会のように通 しで審議をすることになる。また、条例議案等の一般議案に

ついては、各常任委員会に付託されるので、常任委員会がなくなるわけではな

い。

予算議案の審議にあたっては、予算特別委員会を設置することが望ましいと

いわれるが、予算特別委員会を作ると、議員全員が予算に関わることができな

いことから、各常任委員会に分割付託するという方法を取っており、これで議

員全員が、予算に関わることができる。ただし、それが全 く正 しいのかという

と、違法という議論もあり、どちらが良いかということについては、議論する

必要がある。小さな自治体では予算特別委員会に全員が入 り、全員協議会のよ

うに審議 しているところもある。

当初予算はボリュームがあり審議には時間が必要である。開催 日程について

は、開会日の提案理由の説明の後、予算特別委員会を設置することになる。ま

た、一般質問において質疑を行い、その後に予算特別委員会を開催、さらに各

常任委員会を開催 し、最終 日に予算特別委員会の委員長報告、各常任委員会の

委員長報告 という流れになると思われる。

ただいまの局長の説明を踏まえ、検討をしていただきたい。

他にございますか。

一 な し ―

質問がないようですので、次に、今後の検討方法につきまして伺う前に、正

副委員長から 1点、提案をさせていただきます。

現在、これだけの提案がなされておりますが、時代の流れの中で新たな案が

提案される可能性もあります。さらに、 10月 には鳩 ヶ谷市と合併 し、新たな

議員を迎えることとなる。そういうことを踏まえると、ここに挙げられていな

い提案についても、合意形成をいただきながら、随時、取 り上げて参 りたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、今後の検討方法につきまして、各会派からご意見を伺いたいと思



板橋 (智)委員長

―

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

―

板橋 (智 )

―

委員長

板橋 (智 ) 委員長

13

いますのでよろしくお願いいたします。

まず、     はいかがでしょうか。

検討項 目が多岐に渡るので、検討に時間を要するものと、そうでないものを

分けた方が良いのではないか。まず、早 く合意に至りそうな項目から議論を進

め、議論を膠着させないような進行に配慮 していただきたい。

改選前の議会改革小委員会においても、各会派から様々な意見が提出され、

意見の一致を見たものについて改革を進めてきたところである。そのような中

では、意見の一致に至りそうな提案から検討 しないと、なかなか改革に結びけ

られないことから、ただいまの意見を十分受け止め、進行に当たらせていただ

きたい。

はいかがでしょうか。

それぞれの提案について一度議論をしてみないと、その提案の検討に時間が

必要なのかわからない。また、その判断を基準も明確でないことから、一度、

全ての提案について議論する必要があるのではないか。

はいかがでしょうか。

意見の一致が見られやすそうな検討項 目を正副委員長で決めるというのは

いかがなものか。検討項 目を各会派に持ち帰 り報告 し、検討する中で、意見集

約に時間がかかるかどうかの検討をし、次回の会議で報告する必要があるので

はないか。先ほども申し上げたが、会派で確認をすれば済むような項目につい

ては、その場で結論を出して進めていけばよい。

はいかがでしょうか。

意見の一致が難 しい項 目と、そうでない項 目を分けて検討していけばよいと

考える。

はいかがでしょうか。

の意見が一番良いのではないか。意見の一致が見られるか把握す

るためにも、一度は全て検討 してから、順序立てをすればよいのではないか。

各会派の意見をまとめると、提案された検討項目について、まとめられるも

のはまとめ、一通 り各会派の意見を聴取 し、早 く意見の一致が見られそうなも



板橋 (智)委員長

―

板橋 〈智)委員長

押田局長

板橋 〈智)委員長

のを抽出して、優先 して協議 していくということでよろしいでしょうか。

一 各会派了承 ―

それでは、検討方法については、ただいまの協議のとおり決定させていただ

きます。

なお、今後の「日程案」をお手元に配付いた しておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。このような日程で、今後、協議を進めさせていただきたい

と思います。したがいまして、本日の会議で議論されたことを各会派に持ち帰

っていただき、次回の会議に備えていただきたいと思います。

会議に出席できない場合の対応は、どのようにすればよいか。

代理の方の出席をお願いいたします。

代理の方は、議会運営委員会委員から選任をお願いいた します。

それでは、本日予定いた しました協議事項は全て終了いたしました。

以上をもちまして、第 3回「議会改革推進委員会」を開会いたします。

本日は、たいへんご苦労様でした。

閉 会 午後 2時 28分
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