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(別紙 )

1 件 名 第 4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 29日 (金)    開 会  午後 3時 00分

閉
△ 午後 3時 46分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 (1)類似都市の状況等について

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

員

6 オフ
゛
サ
゛

ハ
゛  小林議員、柳田議員、関議員、若谷議員

7 事務局   押田局長、渡辺局次長、金子課長、上村係長、岡主任、川瀬主任

川口市議会



板橋 (智)委員長

押田局長

開 会 午後 3時

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 4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。

はじめに、委員の皆さまに共通の認識を持っていただく為に類似都市の状況

等について事務局から説明願います。

それでは、類似都市の状況について一覧表を作成 し、お手元に配付いたして

おります。こちらは 10月 11日 の鳩ヶ谷市との合併に伴い、約 57万人から

58万人規模の都市になることから、今回は50万人から60万人に達してい

る都市の状況を報告いたします。

それでは、検討事項等提案一覧に基づき説明いたします。

まず、     から提案されております 1の (1)議員定数・経費の見直 し及

び削減、     から提案されております (2)議員定数について (適正化)に

ついてでありますが、現在、本市の議員定数は40人でありますが、この度の

合併に伴い、 50日 以内に5人の選挙を行うこととなりましたので、今任期は

45名 の議員さんで議会を進めていくこととなります。また、平成 27年の統

一地方選には新たな議員定数を定めるということになっておりますので、今後、

しかるべき時期に、定数が決まっていくものと考えております。

なお、類似都市の議員定数でございますが、宇都官市が人口50万 6, 19

5人で議員定数は47人、八王子市が人口55万 3, 788人で本市と同じ4

0ノ人、、 船橋市がノ人、日60万 1, 321ノ人、で50人、 姫路市が人口53ラ,3, 8

01人で43人、松山市が人口51万 4.352人 で45人、鹿児島市が人口

60万 4.133人 で50人 という状況になっております。

また、4月 28日 に地方自治法の一部が改正され、議会における自由度を高

め、議会を自立 強化させるため、議員定数の上限が撤廃されております。た

だし、この議員定数の上限の撤廃は、議員定数の増減を誘導するものではなく、

あくまでも実情に合わせて定めるという趣旨であります。議員定数の改正に当

たっては、市民への説明責任がついて回ることになりますので、よろしくお願

いいたします。なお、議員定数が減れば、報酬や費用弁償、政務調査費も当然

減ることになります。

次に、        から提案されております (3)費用弁償の全廃、 (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

止、(5)行政視察費の全廃、(6)政務調査費の削j減、(7)議員の期末手当の時限的

削減ですが、類似都市で比較できるのは、 (3)費用弁償の全廃及び (6)政務調査

費の削減であります。政務調査費の支給月額については表の上から6番目に記



載されておりますが、本市が 18万円、宇都宮市が 10万円、八王子市が 6万

円、船橋市が 8万円、姫路市が 8万 5.000円 、松山市が 10万 2,000

円、鹿児島市が 15万円で、若千、本市が高 くなっております。また、その下

に記載されております。まず (3)費用弁償につきましては、本市が 5 000

円、宇都宮市、八王子市、船橋市が廃上、姫路市が距離に応 じて6.500円

から7. 000円 、松山市が 1, 500円 プラス公共交通機関の交通費、鹿児

島市が3, 000円 という形になっております。費用弁償の支給対象は交通費

及び食事代であり、本会議、委員会などの公務といわれている会議に出席する

際に条例に基づいて支給されるものであります。なお、 (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きまし

ては、比較となる資料がございません。ただ、戸田ボー ト議員については、川

口市、戸田市、蕨市の3市で運営 しておりますので、本市だけで廃止を議論 じ

ても改めることは難 しいのではないかと考えております。また、 (5)行政視察

費の全廃については、現在、行政視察費として 1人当たり23万 5,000円

を計上 しております。そのうち、常任委員会視察費として 12万 5,000円

を、残 りの 11万円を個人視察費としており、議会の最終 日に提案されます議

員派遣による視察の費用とさせていただいております。なお、     にお

かれましては、個人視察費を活用 した視察を実施 したことはありません。次に、

(7)議員の期末手当の時限的削減については、期末手当の算定基礎 となる報酬

月額は、お手元の資料に記載のとおり、議長、副議長、議員について調査いた

しました。宇都宮市は議長が 80万円、副議長が 71万円、議員が 67万円、

八王子市は議長が73万円、副議長が 66万円、議員が59万円、船橋市は議

長が75万 9,000円 、副議長が 68万 6, 000円 、議員が61万 3.0

00円、姫路市は議長が82万 3, 000円、副議長が74万 7,000円 、

議員が 68万 5, 000円 、松山市は議長が 73万 2,000円 、副議長が 6

5万 4, 000円、議員が62万 3,000円 、鹿児島市は議長が 79万円、

副議長が 73万 8, 000円 、議員が 68万 6,000円 で、特に本市が高い

という状況ではありません。なお、本市の報酬月額は、平成 7年に現在の金額

と定めて以来、 16年間据え置きになっている状況であります。当時はまだ浦

和市、大宮市という同等規模の市があり、 3市で同じ報酬額としていた状況で

ございました。なお、政務調査費も報酬月額と同様に浦和市、大宮市と合わせ

ておりまして、平成 12年度までは調査研究費で したが、この支給された最高

額は22万円で、その後 18万円に減額 したものであります。

次に、2 本会議についてですが、まず、     から提案されておりま

す (1)一般質問の改革 (質疑・質問時間 50分、 10時・ 13時  15時 )、 ■

から提出されております(2)一般質問について①持ち時間制の見

直し (45分から答弁を含めての60分制)② 2会期通算方式の見直し、■■

から提出されております(3)本会議での一般質問に回数制限のない



一間一答方式を導入、(4)一般質問における二会期通算制度の廃止についてです

が、まず、 2会期通算方式という言葉は川口市独自の言い回しで、他市と認識

を共通させることが難 しいものです。簡単に言うと、 1回質問をすると、次の

会期には質問が出来ないという申し合わせであり、言い替えると、 1つの会期

に半分の議員が質問できるということであります。この件につきましては、他

市との比較は〕‖染まないことから、質問時間について調査をいたしました。そ

の内容ですが、宇都官市は初回の質問が30分、再質問は答弁を含め 15分、

八王子市は40分、船橋市は 15分に会派人数を乗 じて会派の持ち時間を定め

たうえで、 1人当たりの持ち時間は最大 30分、姫路市は30分に会派人数に

5分を乗 じた時間を加えた時間、松山市は複雑で、会派に所属 している議員は

年間 1人 30分の持ち時間があり、同じ会派に所属する他の議員の時間も使う

ことが可能であるが、 1定例会の発言時間は、年間総持ち時間の4分の 1ま で

とし、それを下回った場合でも、 4分の 1を消費したものとみなす。また、会

派に属さない議員は、1年間の持ち時間は30分 に 10分を加算 した40分で、

年 2回質問ができる。最後の鹿児島市は30分 となります。

次に、(3)本会議での一般質問に回数制限のない一間一答方式を導入は、一般

的に一間一答方式は質問の回数制限をなくす方法であり、一問一答方式を採る

ことに合わせて、質問の回数制限をlul廃 する市もありますが、本市は会議規則

で回数制限をしているので、3回 までということになります。詳細につし,Gは 、

反間権の導入や、 1つ の質問を長々と行うといったことも想定されますことか

ら、今後、協議 していただきたいと思います。

次に3 委員会についてですが、まず、     から提案されております

(1)常任委員会の時差開催の検討、       から提案されております (2)

各常任委員会を別 日程で実施するについては、現在、 4つの常任委員会を同時

開催 しておりますが、それを4日 間、あるいは午前と午後に開催するなど、同

時に開催 しないということです。これについての対応は様々であり、本市と同

様に同時開催をしているところ、委員会数と同数の日程を確保 して対応 してい

るところがあります。

次に、     から提案されております (3)新年度予算の予算特別委員会を

設置、     から提案されております、(4)予算に対する特別委員会の設置、

から提案されております (5)予算委員会の設置は、いずれも新年

度予算を審議するために特別委員会を設置することであります。類似都市で予

算特別委員会を設置 しているのは、八王子市と船橋市ですが、具体的な内容に

ついは調査 してお りませんので、今後、詰めて参 りたいと考えております。ま

た、前回の会議でも申し上げましたが、予算特別委員会を設置 した場合、決算

審査特別委員会のように、 12、 13人の特別委員会を設置することにするの

かなど協議する必要があります。現在は予算議案を各常任委員会に分割付託 し、

全議員が予算審議に関われるようにしておりますが、一方で、議案一体の原則



―

押田局長

に反 していることから、違法性があるとも言われております。ただし、多 くの

議会でこの方法を採用 してお ります。また、予算特別委員会を設置するに当た

っても様々な方法があり、規模が比較的小さく議員数が少ない市では、予算特

別委員会に全議員が参加するという例もございます。また、全議員が予算審議

に参加する方法には、本会議で総括質疑を行い、全議員で構成される予算特別

委員会に付託 し、各常任委員会を分科会として活用 し、予算特別委員会に戻 し

て採決を行う形や審議を全議員で行う形も見られます。この流れについては各

市様々ですので、今後、研究する必要があると思います。

次に、     から提案されております (6)委員会視察の内容の充実につ

いては、視察内容をもっと高めるということであると思いますが、よろしいで

しょうか。

委員会において視察先や 目的を提案するよう告知をしているので、本来は委

員から視察先や目的を提示するべきであり、その中に視察先の文化に触れるよ

うな内容も取 り入れてはどうかということで提案 したものである。また、待ち

合わせ場所についても議論 していただきたい。

次に、       から提案されている(7)イ ンターネット中継を委員会

審議などに拡大、事務局から提案させていただいた、 (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いてですが、 (7)に つ

いては、実施するためには費用が掛かるものですので、実施 している市を調査

して参 りたいと思います。また、 (8)の インターネットでの委員会会議録の公

開というのは、マスキングをしない状態での公開を想定 しております。

次に、4 議会基本条例についてですが、去年、議会運営委員会で北海道の

今金町を視察いたしました。自治基本条例では栗山町が最も有名ですが、今金

町は北海道で 2番 目に議会基本条例を制定 した自治体で、視察の際にいただい

た逐条解説を参考に配付いたしました。なお、現在 1, 724の 自治体があり

ますが、都道府県も含め 168自 治体で制定されており、類似都市を調査 しま

したところ、検討の可能性があるというのが字都官市で、姫路市及び松山市で

検討中ということでありました。

次に、 5 その他についてですが、     から提案されております (1)

議場内に国旗・市旗の設置ですが、設置 している市、していない市があります

ので、協議 していただきたいと思います。また、同じく     から提案さ

れております (2)議長選挙の改革 (所信表明の機会、立候補制等)に つきまし

ても、実施 している自治体があります。議長選挙においては、地方自治法の規

定に基づいて公職選挙法を準用することになりますが、立候補制には公職選挙

法の規定は準用されません。なお、この制度を規定するに当たっては、議会基

本条例を策定する場合は、条例中に明記するのも 1つの方法であります。また、



板橋 (智)委員長

本会議中に所信表明を行う事例はあまり聞いておりませんが、本会議の前に全

員協議会を開催 して行う事例は聞いております。なお、この制度を導入するに

あたっては、立候補をするには何人の推薦人が必要であるか、所信表明の時間

は何分が適正か、所信表明に対する質疑を行なうのか、さらには、所信表明を

公開するのかしないのか、場所はどこで行なうのか、本会議が始まる前に行な

うのか等の取 り決めが必要になるのではないかと思います。

次に、       から提案されております (3)広報についての議会報の

発行につきましては、本市では以前から市の広報と議会報を統一する広報一元

化を行なっておりますが、議会として独立 した広報紙を発行するということで

あります。現在、埼玉県なども議会報を出しておりますが、市の広報と別々に

発行しても読まれる機会が少ないという話も仄聞しております。また、広報一

元化を勧める解説本もあります。

次に、       から提案されております (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

ついてですが、本制度を導入 している自治体は、議会基本条例中に明記 してい

るのではないかと思います。議会報告会は、議会として報告会を開催するので、

個人的な見解をどう抑えていくのかということが難 しいのではないかと思い

ます。たとえば、議決結果の報告において、自分の意見を報告するということ

は、議会の代表として報告をするのになじまないのではないか。それから、(5)

については、参考人制度という位置付けでも対応できるのではないかと思いま

す。現在、請願人の意見を表明する場は、規定されておりませんが、参考人制

度を参考すれば、対応は可能であるかと思います。制度を導入すべきか導入す

べきでないかについては、議論 して決めていただきたいと思います。

次に、 (6)意見書等の調整については、前回の会議で、正副委員長から出さ

れた意見書の調整の進め方についてであります。

また、事務局から提案させていただきました (7)発言通告の申し合わせ事項

の遵守及び (8)人事案件の投票のあり方についてですが、(7)については、その

徹底をしていただきたいということ、また、 (8)に ついては、人事案件を投票

採決で行なっている市はほとんど見当たらないことから、議会運営の合理性を

高めるために検討 していただきたいということであります。

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ですが、現在は、

仝会一致となった意見書を議運の正副委員長が 1件ずつ提案理由の説明を行

い、採決をしていますが、全会一致の意見書はまとめて一括採決 しても良いの

ではないかということであり、より良い方法があれば提案 していただきたいと

思います。

説明は以上でございます。

それでは、ただいまの事務局からの説明について、何か質疑等がございまし

5
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渡辺局次長

板橋 (智)委員長
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押田局長

板橋 (智 ) 委員長

押田局長

押田局長

たら、発言をお願いいたします。

類似都市の状況の中で、宇都宮市の政務調査費が 10万円と川 口市と比べ低

くなっているが、宇都官市の行政視察費の状況はどのようになっているのか。

今回の調査では、行政視察費の状況についての照会は行なっていない。

今金町の議会基本条例の資料が配付されているが、これは人口規模が小さい

町のものである。これを資料として配付 した理由を伺いたい。

議会基本条例は地域によって内容に違いはあるが、条例の構成については、

ほぼ同じ形になっている。また、去年、視察を行い詳 しい内容を伺っているこ

と、さらに、逐条解説までなされた資料はなかなか入手できないことから、参

考資料として配付 したものである。

他にいかがで しょうか。

事務局から提出された資料について、調査結果はわかりやすく記載されてい

る。しか し、各 自治体の人口規模に合った報酬等を検討する場合、今回の資料

だけではわかりづらい。以前、議員定数を削減 した際に、議員に対 して市民 1

人がいくら負担 しているのか示 した資料を見たことがあるが、そのような資料

は作成できないか。

その資料は川国市のみを対象としたものか。

川口市と類似都市のものをお願い したい。手元の資料では、議員に対 して市

民 1人がいくら負担 しているのかわからない。

そのような資料の提出はかなり厳 しい。本市の場合、議員 1人当たり1,5

00万円の費用がかかっていると言われているが、正確に計算 したものではな

い。簡単に作成するならば、議会費総額を議員定数で割る方法が考えられるが、

それだけでは詳細な内容は考慮されないので、どこまで取 り扱うのかが難 し

い。例えば、議員年金の事業者負担分や、議会事務局職員に掛る費用、公用車

の取扱等、基準を明確にしなくてはならない。各市で状況が異なっているので、
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単純に比較することは出来ない。

数値を公表することにより、数値だけが 1人歩きされてしまうのが困るとい

うことなのか。議員定数を削減 した際に、そういう資料を見た記憶があったの

で、今回もあればと思い提案 したものである。

人口に応 じて費用が変わってしまうので難しい。例えば、報酬と政務調査費

と費用弁償と視察旅費をまとめて計算 し、算出することは可能であるが、果た

してそれが相応 しい金額となるのかということもある。

配付された資料に掲載されている金額を元に算出するのであれば、自分でも

計算できる。

他にございますか。

今金町の議会運営において、議会基本条例に定められた町民の参加がどのよ

うに行われているのか伺いたい。

議会への町民参加についてですが、これは本市の自治基本条例にも詠われて

おりますが、それと同じ意味である。具体的に言うと、町民が会議の場に一緒

に参加するという意味ではなく、先ほど申し上げた参考人制度ということであ

る。さらに、議会 。議員が現場に言って町民の声を直接聞き、その声を政策に

反映させるということ、パブリックコメント、メール、手紙といったものを反

映させるのも 1つの市民参加である。議員と町民が一緒になって会議を進める

という町民参加とはちょっと違うのではないかと考える。

これまでも我が会派で議会報告会等を開催 しているが、なかなか市民の参加

が少なく、呼びかけても応 じてもらえない現状である。そのような状況の中で、

議会基本条例を作って市民参加を促すと言うが、現状は厳 しく、条例を作 って

もうまく活用できるのか疑間である。その辺についてはどの様に考えているの

か。

本市ではその傾向が特に強 く、それは投票率にも現れている。ある意味で、

コンパク トな自治体の方がきめ細かく対応できるのではないか。人口を議員数

で割れば、川回市は 1万 2.500人 ですが、鳩ヶ谷市では4,400人 、蕨

市では4,000人 に 1人の議員ということになる。市民参加を進めることは

難 しい状況にあるのが、情報を提供 して、少 しでも参加してもらうことが必要
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と考える。

議会基本条例については、検討にかなりの時間を要すると思われる。どこま

で条例に盛 り込むのか考えることも必要であるが、その前段として、本当に必

要なのか検討する必要もある。局長の発言にもあったように比較的小さな自治

体では議会基本条例を制定 しているケースが多いが、類似都市では制定 されて

いない。また、制定 した後、どれだけ実行 していけるのかも検証する必要があ

る。す ぐに結論が出る問題ではないので、さまざまな情報を取 り入れ、各会派

で自己研鑽や研修をしていただき、議会改革推進委員会の中で一歩でも先に進

められれば良いと考えている。     からの提案理由に、議会基本条例を

通 じて様々な内容について検討していくという趣旨の発言があったが、議会基

本条例を制定する過程で、様々な懸案事項を盛り込んでいくという方法もある

のではないか。

我が会派も議会基本条例の制定についてという検討項 目を提案 しているが、

条例制定を目的とするのではなく、議会基本条例に取 り入れる内容を学べば、

議会改革として取 り組むべきことが自ずと見えてくるのではないかというこ

とである。議会基本条例を制定するかしないかということより、議会基本条例

とはどのようなものかを検討する中で、議会改革の方向性を見出していくとい

う提案である。その結果として、議会基本条例を策定するとなればそれはそれ

で良い。

質問中に昼休憩が入っている類似都市はあるのか。また、     の提案

にある質問の開始時間を 10時、13時、15時 している自治体があれば教え

ていただきたい。さらに、2会期通算方式をとっている類似都市はどのくらい

あるのか伺いたい。                      ‐

まず、 10時、 13時、 15時と質問の開始時間を決めているのは、埼玉県

議会である。また、質問中に昼休憩が入っている類似都市はとのことであるが、

持ち時間をすべて使わないで、午前中に2人が質問 し、午後に3人ないし4人

が質問をする自治体もあると聞いているが、本市の様に昼休憩を挟んで質問を

行うという事例はあまり聞いたことはない。本市の発言時間は長いということ

もあるが、良い方法を模索できればよいと考えている。また、2会期通算方式

と同じ方法で一般質問を実施 しているところはあるかもしれないが、一般的に

行われている方法は、会派の持ち時間を決め発言者に割 り当てる、会派持ち時

間制という方法である。
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ほかに何かございますか。

一 な し 一

それでは、ただいまの質疑や説明に基づき、各会派で再度検討していただき

たいと存じます。

それでは、本日予定いたしました協議事項は、終了いたしました。

以上を持ちまして、第4回「議会改革推進委員会」を開会いたします。

本日は、大変ご吉労様でした。

閉 会 午後 3時 46分
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