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(別紙 )

1 件 名 第 9回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成24年 4月 23日 (月 )    開 会  午前 10時 14分

閉 会 午後 0時 8分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 (1)検討結果の報告について

(2)検討項 目及び検討方法について

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

各委員

6 オフ
｀
サ―゙ドー 岩井議員

7 事務局   押田局長、渡辺局次長、金子課長、安藤主査、石関主査、岡主任

川国市議会



板橘 (智 ) 委員長

委員長

板橋 (智)委員長

呻　一

委員長

開 会 午前 10時 14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 9回「議会改革推進委員会」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、本日の協議事項についてでございますが、前回の委員会において、

今後の委員会の進め方について、各会派のご意見を拝聴いたしました。

それらの意見を踏まえ、先般、正副委員長から案をお示 しさせていただいた

ところであります。

その概要は、当委員会での協議をいったんここで仕切 り直し、これまで検討

を加えた項目を大項 目ごとに集約 して協議するというもので、細かい項 目につ

いては、意見交換の中で協議のテープルにのせていただきたいと存 じます。

また、これまで提案されていない新たな項目については、各会派から追加の

提案をしていただきたいと考えております。

なお、前回までの検討項目については、これまでの協議結果をいったんの結

論とし、議会運営委員会に報告させていただきたいと存 じます。

これらにつきましては、各会派でのご検討をお願いしておりましたので、本

日は皆様のご意見を拝聴 しながら、協議を進めて参 りたいと存 じます。

それではまず、「検討結果の報告」についてでございますが、お手元の「検討

事項等提案一覧」に前回の 2月 8日 までの状況を記載させていただいておりま

す。

こちらに関 して、ご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。

いかがでしょう。

この資料のとおり、議会運営委員会に報告いただきたい。

、いかがでしょう。

この資料のとおり、報告いただきたい。

、いかがでしょう。

この資料のとおり、報告いただきたい。

いかがでしょう。

この資料のとおり、報告いただきたい。
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いかがでしょう。

結果については、「意見の一致により了承」及び「意見の一致に至らず」と

いうことでいいと思うが、これだけだと説明不足だと思うので、どこの会派が

何を言ったかは書かないにしても、どんな意見が出て、どういう議論を経て意

見の一致に至らなかったかということを、もう少し書かれたほうがよいのでは

ないか。

■
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"意
見が出たのかを付 して議会運営委員会に報告する、という考えが示 されたが、

他の会派の考えはいかがでしょうか。

協議事項については、どこの会派からどういう意見が出たということを持ち

帰り、当会派の考えを決めてきているので、委員長試案のとおりで結構である。

私も     の意見に賛成で、会派を代表 してこの議会改革推進委員会に

出てきており、そのつど内容を会派に持ち帰って報告 している。例えば、どれ

か一つの意見を例としてあげて報告するのはまずいと感 じる。

の提案も一理あるかとは思うが、現時点では委員会として煮

詰まっていない部分もあり、意見を羅列するだけの報告書になりかねないこと

を考えると、「意見の一致に至らなかった」という事実を伝える委員長試案で

構わないと思う。

私も同感であり、引き続き検討していくという項目も多いと思うので、委員

長試案でいいと思う。

みなさんと視点が違ってしまっていると思う。議員同士で報告 しあうもので

はなく、議会改革推進委員会が 1年間どんなことをやってきたのかを市民に
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知ってもらうという視点が大事だと思う。

市民への周知の極論を言えば、委員会を傍聴 したり、議事録の情報公開請求

をするとか方法はあるが、それでことが足りるというのは違うと思う。結果報

告には、こんな主な意見があったということを明らかにしなければ、市民は知

る由もないことである。対市民という意識を、この場でももっと持たなくては

いけないと思うので、あえて提起をさせてもらった。

ぜひ各会派の皆さんにも、意見を深めていただきたい。

暫時休憩いたします。

休憩 午前 10時 24分

再開 午前 10時 52分

再開いたします。

次回の議会運営委員会には、今回配付されている検討事項等提案一覧 (2月

8日 現在)を もとに報告を行うこととします。この資料を議会運営委員会のと

きに配付 し、委員長報告としての発言は、意見の一致に至 らなかったものは資

料に記載のとおりであることを、意見の一致に至ったものはその説明を加える

こととします。
ガ に、

からは、意見の一致に至らないものにも資料として説明を記

載するとともに、さらにはその内容を委員長報告にも入れてほしいとの提案が

ありましたが、それを行うとポリュームも増えるし、その内容についても精査

していただくことが必要となる。また、この委員会の会議録は情報公開の対象

であり、市民として情報がとれることも委員長試案の理由であります。

以上のことから委員長試案での報告をしたいと考えるが、賛同 していただけ

ますか。

賛同する。

賛同する。

賛同する。

賛同する。
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市民が情報公開すれば足りるという考え方は、議会として改めないといけな

い。市民の皆さん知ってください、というスタンスが大事だと思う。絶対に資

料に説明を記載 して配付 してください、というのも議論が平行線になりそうな

ので提案するが、資料には記載せずに、議会運営委員会の委員長報告と同じよ

うな形でも構わないので、説明を入れられないか。

いろいろな意見を入れることによって、確認の時間がかかる。あ くまでも意

見の一致に至ったものについて説明を加えることとし、意見の一致に至らなか

ったものについては資料のとおり報告 したいと考える。

委員長試案での報告には賛同できない。

委員長からの発言だけで説明しても、結局、市民は情報公開を しなければ内

容は分からないわけだから、資料には記載 しなくてもよいという提案はおかし

いのではないか。

今一度確認 しますが、委員長試案での報告に賛同していただけますか。

賛同する。

賛同する。

賛同する。       からの提案は、引き続き検討していくべき問題で

ある。次回以降、会議のあり方や報告のあり方を検討していくべきではないか。

賛同する。意見の一致に至っていない項 目については、途中経過の段階で意

見を出すことには抵抗がある。

途中経過の項目について、意見を出すことに抵抗感があることがよくわから

ない。なぜできないのか疑間である。
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この件について、現段階でこれ以上議論をしても生産的な議論にはならない

と思う。いずれにしても1年間の経過報告を議会運営委員会に報告をしたいと

考えるが、委員長試案では賛同いただけないでしょうか。

基本的には賛同できないという考えである。ただし、本委員会の協議事項に

ついて、全会一致で決定するということを崩すべきではないとの思いもあるの

で、この状態で報告するのであれば一言付言を入れていただければ賛同する。

付言というのは「意見の一致に至らなかった理由を付議すべしという意見があ

ったが、多勢とならなかった」ということを付言していただき進めていただき

たい。

多勢とならなかったという表現をすると、全会一致はしていないということ

になる。多数決でこの報告をすることになったということは、この委員会自体

のあり方を変えることにもなってくるので、そういうことであれば今回は持ち

帰りさせていただき、きちんとした結論がでるまで報告は保留していただきた

い。委員長試案での報告に納得しているのであれば、付言などいらないはずで

ある。

今の     の意見に賛成する。

この件に関しては、報告する内容について意見の一致を見なかったというこ

とで、継続して協議 していくこととします。

それでは次に、「検討項目及び検討方法」についてでございますが、お手元

に新たな「検討事項等提案一覧 (4月 23日現在)」 を配付 しています。こち

らは、これまでの検討を加えた項目について、大項 目ごとに集約 したものとな

っております。

これまでの「検討事項等提案一覧」も参照 しながら、それぞれの大項目ごと

の協議内容について、各会派のご意見をお伺いしたいと存 じます。

、いかがでしょうか。

1番の議員定数についてですが、これは次の選挙から35名でやりたいと考

えている。
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、いかがでしょうか。

今の質問は、この協議事項がこういう内容でよいかという話ではなく、今、

一つ一つ協議をしていくのか。

暫時休憩します。

休 憩 午前 11時 15分

再 開 午前 11時 16分

再開いたします。今回はこの協議事項の項目が、これでよいかということを

決めていただきたいと存じます。なにかご意見等はありますでしょうか。

いかがでしょうか。

議員定数と報酬については、以前から言っているとおり、削減 して最も影響

のある項 目は「定数の削減」だと考えているので、議員定数と報酬は同じ項 目

としていただきたい。分かれていると、報酬については反対をすることになっ

てしまうという懸念がある。

、いかがでしょうか。

の意見と一緒ですが、報酬等という項目が別に出てしまうと、今

まで出ていない議員歳費なども検討するのかという疑義が生 じる。報酬等と書

くならば、「議会選出委員の報酬等について」というような項 目になるのでは

ないか。今までどおり「議員定数・報酬等について」でよいと思う。

、いかがでしょうか。

議員定数については、経費の削減という意味合いよりも、いかに市民の民意

を議会に反映させていくかという議論が大事だと思うので、定数 と報酬等は

別々の項 目でよいと思う。

報酬等についての項 目は、今までの検討項目が入ってくるのかわからないの

で、考えがまとまっていないのが現状である。

今までの検討項 目は引き継ぐということを前提として、新たなものは追加 し

ていくことを考えている。
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あえて一緒にし

等は広くとらえら

ることから、項目

議員定数と報酬等を分けて検討することに問題はない。

、いかがでしょうか。

なくても、定数と報酬等は別々で構わないと思う。報酬等の

れるので、     としては検討項目を細かく提出してい

は細かく明記してほしい。

暫時休憩します。

休 憩 午前 11時 22分

再 開 午前 11時 28分

それでは再開いたします。

「1 議員定数について」と「2 報酬等について」を分けるかどうかは保

留にしておいて、先に「3 本会議について」を進めます。これまでの (1)

から (4)ま での項 目を綱騒した形で、各会派のご意見をお願い します。

いかがでしょうか。

一般質問については、質問時間 50分、1日 に3人までの質問ということで、

前回までに出したとおりで考えている。

暫時休憩 します。

休 憩 午前 11時 29分

再 開 午前 11時 33分

再開いたします。

今日の資料 として、「検討事項等提案一覧」を2月 8日 と4月 23日 の 2つ

を配付 しています。今後は、この4月 23日 現在の資料にある大項 目を基本と

して協議を進めたいと思いますので、皆様に持ち帰りいただき、各会派で検討

いただきたいと存 じます。

4月 19日 までに提出した新たな検討事項はどうなるのか。今後いつでも新

しい項目を出せるという考えでいくと、収拾がつかなくなるのではないか。
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基本的には、これまでの検討項目は新たに流 し込むこととなる。そして4月

19日 までに提出された事項を追加するとともに、今後新たに発生 した事項も

追加できることとするべきであると考える。

新たな項 目について、議会改革推進委員会の何日前までを締め切 りとすると

か、そういうことも考えられるのか。

それは考えていない。必要に応 じて検討 していくこととしたい。

「2 本会議について」の (1)一般質問のあり方については、新たに示 し

ている項 目でよいと思う。今後はこの項目のままで、各会派の考え方を述べて

いただき、それぞれ議論 していけば十分だと思う。いままでの項 目を流 し込む

ことは考えていない。

「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は、

既にほとんど決まってきているので、後は具体的にどうするかを決めることと

なる。同じく (5)予算特別委員会については、どのような形でつ くったらい

いのか等、結論がまとまっていなかったので、これは項 目を入れてあります。

同じく (8)の マスキングについては事務局からの提案でありますが、こうい

う時代だからということで議論いただいてお り、あえて項 目を特出ししてあ

る。そういう形でよろしいのではないかと思う。

例えば本会議について、これから例えば「討論のあり方について」が出たと

した場合、それが (2)と して追加されていくという考え方でいいか。細かい

項 目を掲げるのではなく、大きなテーマの中で各会派で議論をしていくという

進め方となるのか。

そういう方向で考えている。

また     にお伺いしますが、議員定数を削減すれば、議員報酬も当然

に削減される、そういう考え方でよろしいのではないか。

削減率が最も高いのは何かということを考え、定数の削減を提案 してきてい

る。定数を削減できれば、報酬を改正する必要性はないと考える。報酬の項 目

を分けられてしまうと、報酬については反対となってしまう。

議員定数の項目は削減と主張 していただき、報酬については定数を削減する

のだから、「反対」ではなく「そのままでよい」という理論でよろしいのでは。

そうすれば分けても構わないのではないか。
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会派の希望としては、一緒にしてもらいたい。

話を戻 しますが、今お示 ししている項目でよろしいかどうか、各会派で協議

をいただきたいと思います。

それでは次に、4月 19日 までに提出いただきました新たな提案事項につい

て、どの項目に入れていくかを決めたいと思います。なお■■■■■からは、

前回追加で提出のありました項目については、今回改めてご提出をいただいて

おります。

そして今回、     、       、       からそれぞれ提

出いただきましたので、それに対 して説明をお願いいたします。

、お願い します。

今回提案させていただいた 1か ら4については、前回の第 8回のときに議会

改革推進委員会に提出させていただいた中身ですので、ご了承いただきたいと

思います。

「5 議員控室を事務室に変更すること」については、新たに提案をさせて

いただきました。理由としては、控室において、市民の方の話を聞いたり、議

員としての執務や事務を行なっている現状があるので、実態にあわせて控室で

はなく事務室に変更できないのか、という提案である。

お願い します。

「1 議員定数・報酬等について」の中で、費用弁償については、今までの

方針を変更し廃止と提案し、議員定数と報酬の見直しについては、合併後の事

情等を考慮し、政務調査費を含めた議員定数の見直しということで提案した。

「2 本会議」の一般質問のやり方については、午前と午後をどこで区切る

のかということで議論されてきたところであり、2会期通算方式を前提として

会派持ち時間制 (30分 +10分 ×人数分)と して提案させていただいた。

「3 委員会について」の予算委員会については、前年度決算における意見

が次年度の予算に反映されるような委員会であれば設置する必要もあるかと

思うが、これまでの常任委員会と変わらないようであるならば設置する必要は

ないと思っている。またマスキングについては、解除するということで提案し

ている。

「4 議会基本条例」及び「 5 議会報発行」については、従前同様の提案

となっている。

お願いします。

9



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

板橋 (智)委員長

口
　̈ 委員長
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「1 議会基本条例の策定」についてであるが、     においては、本

会議の質問のあり方、手当のあり方、委員会の開催のあり方、市民への広報の

あり方など、個別に提案をしていたが、それを議会基本条例の策定として提案

させていただいた。

明につきまして、質問や意見等がありましたらお願いします。

「2 本会議」の一般質問については、今まで提案してい

0分制」を撤回して、新たな提案ということでよろしいか。

そのようにお考えいただいて結構である。

一般質問の件

前提での提案と

を前提として」

に伺うが、2会期通算方式は廃止するという

いうことでよろしいか。先ほどの説明では、「 2会期通算方式

と発言 していたが。

「2会期通算方式は廃止する」という前提で提案をさせていただく。

の一般質問の件であるが、質問の回数制限についてはそのま

までいいというスタンスだったと思 うが、回数制限についてはどうか。

回数制限については、会派内での協議がまとまっていない状況である。

事務局、お願いします。

た「答弁を含めた 6



押田局長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

押田局長

板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智 )委員長

一般質問ですが、会派持ち時間制にした場合、

■■だと6人なので、30分 +10分×6人 =90分となるが、その内訳はど

う考えているか。

90分を 1人で行うのではなく、何人かで行うことを想定 している。

現行制度では3人質問すると135分が上限となり、 の案だ

と90分が上限となるが、その意図は何か。また答弁を含めた時間か。

2会期通算方式を廃止することにより、毎回誰かが質問できるようになるの

で、時間が短くなるというよりも、いつでもできるということを考えての提案

である。また時間は、質問の時間として考えている。

事務局、お願いします。

できたら、無所属の議員のことも含めて検討いただきたい。他市の状況では、

無所属の議員は、この場合30分がなくなり10分となってしまう。

の質問であるが、「3 委員会について」の「予算特別委

員会を設置する必要があるか」という投げかけ的な提案はどうかと思う。中途

半端な提案の仕方では意見を述べているに過ぎないと感 じる。

当会派では、設置する必要があるかどうか迷っている状態である。

委員長試案では、既に「予算特別委員会について」という項 目があるので、

こちらで発言していただければいいと思う。



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

―

板橋 (智 )

―

板橋 (智 )

委員長

委員長
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ありがとうございます。

それでは新たな検討事項について進めさせていただきます。まず

からの提案事項 1の「これまでの政務調査費の使途基準を再検討すること」で

すが、この協議事項については、過去の経緯から大変な時間を要することが予

想され、他の協議事項について議論する時間が不足することが懸念されること

から、まずは経理責任者会議においてご協議いただき、一定の結論に至ったも

のを議会改革推進委員会において協議する方法をとりたいと考えております。

この点について、ご意見がございましたらご発言をお願いします。

経理責任者会議において進めていただいて構わない。

経理責任者会議において進めていただいて構わない。

経理責任者会議において進めていただいて構わない。

経理責任者会議において進めていただいて構わない。

経理責任者会議で協議するのであれば、わざわざ議会改革推進委員会で協議

する必要はなく、直接、議会運営委員会に報告でもいいのでは。議会改革推進

委員会は経由するだけということか。

経由することを考えている。

分かりました。

それでは続きまして、新たな提案事項についての割り振りを進めたいと思い

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

板橋 (智)委員長

ただいま、お昼休みの時間になってしまったが、協議する事項がまだあると

思うので、午後から引き続き行うことはいかがか。

暫時休憩します。

休 憩 午後 0時  1分

再 開 午後  0時 2分

再開いたします。

それでは今日は、各会派から提出された新たな提案事項の整理だけをして終

了させていただきたいと思います。

から提出された「2 本会議での一般質問について」は、「3 本

会議について」の「(1)一般質問のあり方について」の中に集約 していきた

いと思いますが、いかがで しようか。

一 異議なし ―

次に、「3 委員会について」は、「4 委員会について」の中に項 目を追加

したいと思いますが、いかがでしようか。

今回の提案は、時差開催の関係で提案させていただいているので、「4 委

員会について」の「(1)時差開催について」の中での協議でも可能かと思う

が、 いかがか。

時差開催の関係での提案であれば、「(1)時差開催について」の中で協議を

進めていきたいと思いますが、いかがで しようか。     。

了承する。

それでは引き続きまして、「4 陳情についても議会審議を行うこと」につ

いては、「6 その他の事項」の中に追加 していきたいと思いますが、いかが

で しょうか。

一 異議なし ―

13



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

板橋 (智)委員長
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次に「5 議員控室を事務室に変更すること」については、「6 その他の

事項について」の中に追加していきたいと思いますが、いかがで しようか。

一 異議なし ―

続いて らの提案事項についてですが、「 1議員定数・報酬

等について」の「費用弁償廃止」についてですが、「2 報酬等について」の

中に集約 していきたいと思います。報酬等については、定数と別れるかまだ決

まっていませんが、この部分で協議をするということでご理解 ください。

同じく1番の「政務調査費を合めた報酬の見直 し」については、「2 報酬

等について」の中に集約 して、「議員定数の見直 し」については、「 1 議員定

数について」の中に集約 していきたいと思いますが、いかがで しょうか。

一 異議なし ―

次に「2 本会議」については、「3 本会議について」の「〈1)一般質問

のあり方」の中に集約していきたいと思いますが、いかがでしょうか。

― 異議なし ―

次に「3 委員会について」の「予算特別委員会の設置」については、「4

委員会について」の「(2)予算特別委員会について」の中に集約 して、「マス

キング解除」については、「4 委員会について」の「(3)マ スキングの解除

について」の中に集約 していきたいと思いますが、いかがでしょうか。

一 異議なし 一

次に「4 議会基本条例」については、「5 議会基本条例の検討について」

の中に集約していきたいと思いますが、いかがで しょうか。

一 異議なし ―

次に「5 議会報発行」については、「6 その他の事項について」の中に

既に項目がありますので、その中で協議 していきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

一 異議なし ―



板橋 (智 ) 委員長

板橋 (智 ) 委員長

続きまして、 らの提案事項「1 議会基本条例の策定」

については、「5 議会基本条例の検討について」の中に集約していきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

一 異議なし 一

ありがとうございました。

最後に、次回の日程につきましては、5月 10日 (木)午前 10時から第 1

委員会室で行いますので、日程の確保をお願いいたします。

以上をもちまして、第 9回 「議会改革推進委員会」を閉会いたします。

本日は、大変ご苦労様でした。

閉 会 午後 0時  8分
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