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(別紙)

1 件 名   第 10回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 24年 5月 10日 (木)    開 会  午前 10時 00分

閉
△
バ 午前 10時 53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
゛
Jヽ ―゙ 岩井議員、訟津議員

7 事務局   渡辺局次長、金子課長、上村係長、安藤主査、石関主査、岡主任

―
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一ヽノ

川 国市議会



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 、いかがでしょうか。

開 会 午前 10時 00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 10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、前回の委員会における協議

内容を踏まえ、各会派で再度、ご検討いただいたところでございます。

本日も各会派のご意見を拝聴 しながら、協議 して参 りたいと存 じますので、よ

ろしくお願いいたします。

それではまず、「検討結果の報告」についてでございますが、報告の しかたに

ついて、前回、 から、結果だけでなく、協議内容についての説明

を加えたほうがよいとの意見がございました。

こちらにつきまして、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。

前回申 し上げたとお り、意見の一致に至 ったものについては若干の説明を加

え、合意形成がとれなかったものについては「意見の一致に至らず」と報告 して

いただきたい。

、いかがでしょうか。

前回と同じ意見であり、意見の一致に至らないものについては「意見の一致に

至 らずJと 報告をしていただき、意見の一致をしたもののみ若千の説明を加える

こととしてほしい。                  .

、いかがで しょうか。

前回と変わらず、委員長から提案のあった報告のしかたで行なっていただきた

い 。

いかがでしょうか。

前回と同様、意見の一致に至ったものだけに説明を加え、意見の一致に至 らな

かったものは説明を加える必要はないと考える。



板橋 (智 )委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智 )委員長

解 しました。 これを受けまして、 いかがでしょうか。

持ち帰 って協議いただき、感謝する。私たちの会派のスタンスとして考えてい

る本来あるべき姿としては、市民に対 して情報を提供するということであり、で

きる限り踏み込んだ内容を報告すべきであると考える。

ただ し、各委員の皆さんのご意見がまとまっていないものは難 しいという面も

分からなくはないので、どこまで踏み込むかということについては、まだ議論す

る余地があると思う。意見の一致 していないものについて「一致せず」と一言で

済ませずに、議会運営委員会の委員長報告のときに、いくつかの意見を説明 し一

致に至っていないという報告をするべきである。

前回の会議でも申し上げたとおり、私たちの会派としても最大限の譲歩をして

いるところである。ご理解いただきたい。

の発言に対 して、ご意見はあ りますで しょうか。

前回申し上げたとおり、意見の一致に至らなかったものについて、説明を入れ

る必要はないと考える。

意見の一致に至 っていないものに説明を入れることは、 こちらも譲歩できな

い 。

意見の一致に至っていないものに説明を入れないという考えに変わりはない。

議会改革推進委員会は、一つの機関として検討 しているので、議会運営委員会

への報告であっても細かい部分まで報告する必要はないと考える。決められたこ

とのみを粛々と伝えていくことでよい。

らの提案について、他の 4会派は反対 という意思表示だと理



委員長

委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長
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板橋 (智)委員長 いかがでしょうか。

当初の考えからは、かなり譲歩した提案だが、合意点が見出せなかったのが現

状であると認識 している。何も説明を入れないと、議論の経緯が見えない。これ

は議会のあるべき姿ではないと考える。我が会派としては、これ以上の譲歩はで

きない。

私たちは、いろいろな方の代表としてこの委員会に出席 している。さまざまな

意見があるのは当然のことで、その中の一つだけを取り上げて発表することは平

等ではないと考える。

ここは言論の場であって、いろいろな意見が出て当然である。その中から一つ

一つの意見を出 していくのは難 しい。「多様な意見があって、意見の一致に至 ら

なかった」という程度の説明ならば、譲歩も考えられる。

多様な意見があったから、意見の一致に至 らなかったのが現状であり、委員長

提案の報告のしかたでよい。

1年間行なってきた議会改革推進委員会の活動を報告書にまとめるのは、正副

委員長になると思うが、それぞれの会派の意見の解釈 まで任せるのは、大変なこ

とになると思う。 この委員会の在り方からして、仝て一任 して しまうのもどうか

と考える。

結論が出てなく、この場で合意形成をしていく過程のものについて、「多様な

意見があ って、意見の一致 に至 らなか った」 と報告す るだけでは、

口 が提案 している説明責任を果たすことにはならないのかもしれないが、一定の

結論を出していく過程のものについて、説明を入れて報告 した場合、それがコン

クリー トされ、各会派での議論が進まなくなって しまうことの方が`心配である。

ここで前例を作 ってしまうと、今後の報告の しかたや議論の在 り方に影響 してく

るので、今回は委員長提案どおりに報告をしていただきたい。



渡辺局次長

委員長

委員長

板橋 (智 )委員長
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極論をいえば「多様な意見があった」だけで済むとは思っていない。我が会派

としても追求 していきたい点は、全会一致で進めていくことである。そこで譲歩

した案を提案させていただいたが、結論の出ていないものについて説明を入れな

いことに違和感を感 じる。

事務局に伺うが、上青木の方から議員の歳費などにかかわって、削減の議論に

ついての問い合わせがあったと思うが、それについてはどのように答えたのか。

事務局には、そのような問い合わせはない。各議員あてに来ているものだと思

つ。

|サ

す

で

議長あてに届いたのか。

私の認識 としては代表者間で、「このような問い合わせが来たが、回答するの

あれば「議会運営委員会の下部組織である議会改革推進委員会で議論 してい

」という内容になろう」という話をしたものではないか。

それで言えば、「議会改革推進委員会で議論 している」という回答ができたわ

である。それは、結論は出ていないが議論をしているということを市民に報告

るものである。ある特定の方に対する回答だとしても、議会サイ ドからの回答

ある。

そう考えると、議会改革推進委員会の中間報告にも説明があって しかるべきと

考える。妥結点が見出せないとなると、     に譲れということになると思

うが、そうはいかないのが現状である。

今の       の発言に対 しては、すでに     が十分に答えていま

す。 この件については、これ以上議論をしても進展は望めませんので、委員長と

して次のように判断させていただきます。

今回報告する紙の資料については、各会派ともご了解をいただいたと認識 して

いますので、この「検討事項等提案一覧」を議会運営委員会に提出 し、「内容は

ご参照 ください」という発言にとどめるしかないと考えます。 5月 31日 に開催

予定の議会運営委員会には、このように報告させていただきますので、よろしく

お願いいたします。



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

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

次に、「検討項目及び検討方法」についてでございますが、新たに大項目ごと

に集約した「検討事項等提案一覧」について、各会派のご意見をお伺いしたいと

存じます。

まず、「1 議員定数について」と「2 報酬等について」は前回、一緒の方

がよいとの意見もございましたことから、こちらにつきまして、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。

前回同様であり、議員定数と報酬は同じ項目としていただきたい。

、いかがでしょうか。

前回同様であり、「議員定数・報酬等について」でお願いしたい。

、いかがでしょうか。

議員定数は、報酬とは切り離したほうが議論が進みやすいと考える。

、いかがでしょうか。

定数と報酬は別々にしたほうが、決めることがより早 く出てくると思う。ま

た、川口市議会関係例規集を見ると、「議員定数」「報酬及び費用弁償」「政務

調査費」は、それぞれ別の条例となっているので、これに沿った進め方がよいと

思う。

いかがでしょうか。

委員長提案のとおり、議員定数と報酬は別々でよいと考える。

全ての会派とも、前回の意見と同様であります。議員定数及び報酬につきまし

ては、今後議論 していかなくてはならない重要な内容であ りますので、別々にす

るか、一緒にするか、再度持ち帰 りいただき、各会派でご検討いだたきたいと思

います。

正副委員長 としても、どういった進め方があるのか、次回までに検討をして皆

さんにお示 ししながら調整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。

次に、「3 委員会について」以降の項 目について協議をして参 りたいと思い

す。こちらにつきまして、各会派のご意見をお伺いしたいと存 じます。



長
　
　

　

　

　

長

員

　
　

　

　

　

員委
一　［
板橋 (智 )委員長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智)委員長

板橋 (智)委員長

―

このままで結構である。

このままで結構である。

このままで結構である。

このままで結構である。

このままで結構である。

それでは、「検討事項等提案一覧」の 3番以降については、このとおり進めさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。

次に、「今後の協議方法」について、ご協議いただきたいと存 じます。

これまでは毎回、全てのテーマについて協議を行なって参 りましたが、より深

い議論を行うことで、意見の一致に至るものが一つでも多くなるよう、今後の協

議の方法について、各会派からご意見を伺いたいと存 じます。

、 いかがでしょうか。

委員長提案の項 目どお りに一つ一つ議論 していくべきと思うが、この中で決ま

りそうな項 目については、集中して議論 していくのがよいと思う。

、いかがでしょうか。

項 目により、議論に時間がかかるものと、合意形成ができそうなものがあると

思う。「 1 議員定数について」と「2 報酬等について」は議論に相当な時間

がかかると思う。「3 本会議について」以降については、まとめて進めてよい

と思う。
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板橋 (智)委員長

委員長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智 )委員長

板橋 (智 )委員長

、いかがでしょうか。

前回、改めて提案された項目もあるので、最初は大項目の全てを進めるのがよ

いと思うが、 1年間かけて一致に至っていない項 目もあるので、繰り返 し同じ意

見を焼き直していくのも議論が進みづらい。まずは、一定の合意に至っている項

目の具体化を集中的に行い、その項目をある程度の形にしてから全体の項目を進

めていくのがよいと思う。

いかがでしょうか。

項目ごとに重要度が違ってくるので、まずは各会派から全体の意見を聞いたう

で、決まりそうな項目を 1～ 2点に絞って議論していくのがよいと思う。

、いかがでしょうか。

最初は、全体の項 目について各会派の意見を聞き、その後はテーマを 1～ 2点

に絞 って集中的に議論を進めるのがよいと思う。テーマの決定については、各会

派から 1項 目ずつ優先的に進めたい項 目を挙げてもらい、その中から決めるのも

よいと思う。まずはテーマを絞ることが、早い段階で必要と思われる。

各会派からのご意見を伺いました。ご意見をまとめてみます と、まずは全ての

項 目について各会派からの意見をいただき、その後、各会派から優先的に進めて

ほ しい項 目や意見の一致に至 りそうな項 目を挙げてもらい、その中から項 目を絞

り集中的に議論 していくのがよい、ということでありました。 この進め方につき

まして、ご意見はありますでしょうか。

「5 議会基本条例の検討について」ですが、まだ検討するのか しないのかと

いう入 回の段階である。 この委員会で検討をしてい くのは難 しい部分 もあるの

で、検討すると決まった場合には、この委員会から切 り離 して進めてい くことが

必要ではないか。

「5 議会基本条例の検討について」は特に大きなテーマでありますので、次

回以降、全ての項 目を進めていく中で、そのような議論 もあるのかなと思いま

す。



板橋 (智 )委員長

金子課長

議会改革への意識を上げていく必要があると思うので、この議会改革推進委員

会のメンバーが中心となって、近隣市の視察や勉強会を、委員会の場に限らず積

極的に行うことを考えてみてはどうか。

ご意見として伺います。正副委員長として検討 し、対応 していきたいと思いま

す。

それでは、今後はそのように協議を進めて参 りたいと存 じますので、よろしく

お願いいたします。

続きまして、「常任委員会の時差開催」につきましては、 2日 間に分けて開催

することで、各会派の意見の一致を見ておりますが、実際に時差開催 した場合の

課題等につきまして、事務局から報告願います。

常任委員会の時差開催についてシミュレーションしましたところ、いくつか課

題がありますので報告 します。

常任委員会を 2委員会同時、 2日 開催 として現状の各定例会の日程に当てはめ

た場合、会期 日数が 1日 又は 1週間程度増えてしまうことが想定されます。

6月 ・ 9月 ・ 12月 については、後ろに 1日 増やす ことで対応できると思いま

すが、 3月 については、日程的に後ろに増やすのが難 しいので、 1週間程度前倒

しして 2月 中の開会となります。改選期にはさらに早 く始めますので、 2月 10

日頃の開会となることが想定されます。また特別委員会がさらにその前に開催 さ

れますので、こちらについても前倒 しで開催することとなります。

これ らの事を考えますと、 3月 議会は常に 2月 中の開会となりますので、各定

例会の招集月を定めています「川 口市議会定例会の招集時期を定める規則」の改

正が必要となります。

また、正副委員長の互選の際には、議長には 2日 間出席をお願いすることにな

ります。さらに、常任委員会開催後に伺います賛否意向確認は、後に開催する委

員会後となります。

開催の組み合わせについては、例えば総務・福祉環境常任委員会が先、経済文

教・建設常任委員会が後というペアで始まり、その次は建設・総務常任委員会が

先、福祉環境・経済文教常任委員会が後 というように一つずつずれてい くロー

テーションが想定されます。

また、     から提案されている「契約案件への担当課の出席について」

は、総務常任委員会と同時開催の委員会に、担当理事者が出席 している場合もあ

りますことから、必ず出席できるものではありませんので、制度化することは難

しいと考えます。



板橋 (智)委員長

金子課長

板橋 (智 )委員長

金子課長

板橋 (智)委員長

ただいまの事務局の説明につきまして、質問等はございますでしょうか。

契約案件の担当課の出席については、できる限りの範囲で可能ということか。

また、常任委員会を 2日 間に分けたために 3月 議会が 1週間早まることで、職

員への負担はどの位増えてしまうのか。

契約案件の担当課の出席については、例えば建設常任委員会に契約関係議案が

あった場合、総務常任委員会が同時開催されているときには、総務常任委員会に

出席することは不可能である。 日程の関係で、できる場合とできない場合が生 じ

てしまうので制度化は難 しいと考える。

職員への負担については、委員会のことだけを考えれば、担当課が委員会に出

席 しているだけなので、極端に大きな負担になるとは思えない。議会事務局は増

えるかも知れないが。

契約案件の担当課の出席について、制度化は難 しいとのことだが、委員長が出

席を求めた場合には可能とするような制度を設けるのはどうか。

また 2月 開会とした場合、予算編成時期 も早まって しまうと思うが、分かる範

囲で影響を教えていただきたい。

委員長が求めようが求めまいが、結論は同 じだと思う。現実的に、同 じ時間で

開催されている他の委員会に出席することは無理である。

予算編成時期については、 1週間以上早まって しまうこととなる。担当課に確

認はしていないが、前もって分かっていれば対応可能ではないかと思われる。

常任委員会の開催時期については、基本的に皆さんで一致 していますが、導入

時期の問題もあります。市長等の日程の確保 ということもあり、導入は最短でも

来年度以降とか、時期を見据えないといけないと思います。事務局では、どのよ

うに考えていますか。



金子課長

板橋 (智)委員長

金子課長

板橋 (智)委員長

金子課長

執行部の日程の確保もあるので、正式に導入するのは最短でも来年度以降にな

ると思う。ただ し、一般質問と常任委員会の間に設けている空 自の 1日 を利用 し

て、 とりあえず試行的に行うことは可能かと思う。 3月 議会は難 しいと思 うの

で、例えば 12月 議会で試行的に実施することは可能ではないか。

市長等の日程は、秋ごろに来年度の調整を行うので、 9月 位 までに来年度に実

施するかしないかを決めていただいて、調整をする必要がある。

空白の 1日 で試行をするとしても、今後、一般質問の在 り方を議論する中で、

一般質問を 1日 増やすとなった場合には、その空白の 1日 もな くなって しまうの

ではないか。そう考えると、会期を 1日 延ばしたほうがよいのではないか。

議論の中で、一般質問の日程を増やすこととなった場合には、空自の 1日 もな

くなって しまう。そのような場合は、会期を延ば して対応することとなる。一般

質問のことは抜きに して、常任委員会の時差開催について試行的に行なってみよ

うということであれば、その空白の 1日 を使用することは可能 ということであ

る。

確認だが、空白の 1日 というのは、一般質問と常任委員会の間に設けている日

程のことか。また今年、試行的に行なってみるのであれば、その 1日 を使うこと

は可能ということで、正式にこの制度を導入するときには、空自の 1日 は設ける

ということか。

空白の 1日 というのは、一般質問と常任委員会の間に設けている 1日 のことで

ある。また、この制度を正式に導入する際には、現状どお り空白の 1日 は設けて

おき、会期日程を 1日 延ばすことになると考えている。
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板橋 (智)委員長 それでは、ただいまの説明を参考にしていただいて、各会派でご協議をお願い

いたします。よろしくお願いいたします。

最後に、次回の日程につきましては、 7月 13日 (金)午後 1時 30分から第

3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。

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。以上をもち

まして、第 10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 午前 10時 53分


