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1 件 名   第 21回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記 )

2 日 時   平成 26年 5月 20日 (火)   開 会  午後 1時 30分

閉
△

=
午後 2時 38分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 (1)課題、改善点等の検討について

5 出席者   吉田委員長、幡野副委員長、板橋 (智 )、 松本 (進 )、 本岡、松本 (幸 )、

谷川の各委員

6  オブザーバー 稲川議員

7 事務局   吉り|1局長、永井局次長、秋谷課長、上村補佐、安藤主査、石関主査、岡主査

川口市議会



吉田委員長

吉田委員長
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吉田委員長 、いかがでしょうか。

本 日は、お忙 しい中ご参集を賜 り、ありがとうございます。

開 会 午後 1時 30分

それでは、ただいまから第21回 「議会改革推進委員会」を開会いたしま

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、本日の課題、改善点等の検討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。

本日も各会派の御意見を拝聴しながら、協議して参りたいと存じます。

まず、「3 本会議について」の「 (1)一般質問のあり方について」でご

ざいますが、「質問時間」及び「二会期通算方式」については、現状どおりと

することで、全会一致となったところでございます。

また、「質問回数制限」については、一問一答 。一括質問の両方とも撤廃すべ

き、一間一答はよいが一括質問は登壇までの時間を考慮すると議論の余地があ

る、との発言がございました。

さらに、同じ質問を際限なく繰り返す場合には、議長から注意すべきとの発言

もありましたが、どのような場合に注意できるのか、現実に発言を止めることが

できるのか否かについては、 未だ明確な結論に至つておりません。

また、前回、新たな提案事項として「3月 市議会定例会の一般質問初日の質問

者数は 3人までとする」とい うことについて、     から提出されました。

これらの点を踏まえて、改めて各会派のご意見を伺いたいと存じます。

、いかがでしょうか。

質問回数制限の撤廃については、賛成の立場である。同じ質問を際限なく

繰り返す場合の対応策については、この場で撤廃を前提とした議論が必要で

ある。例えば、理事者側が同じような答弁を続けるしかないような場合、議

長から注意を促すことになろうが、議員としての発言を議長の一存で制止す

ることはいろいろと難しいこともある。このような場合は暫時休憩し、議長、

議運の正副委員長、本人を交えてもうそろそろという話をして説得し、再開

して次の質問に移るといつたような対応策は、別段で議論していく必要があ

ると考えている。

また、我々から提案させていただいた「3月 市議会定例会の一般質問初日

の質問者数は 3人までとする」ということについては、ぜひとも前向きにご

検討いただければありがたい。
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質問回数制限の撤廃にっいては、前回までは慎重な意見であづたが、きち

んとしたルールを作り、スムーズに運営していけるのであれば、撤廃しても

よい。

また、3月 定例会の一般質問初日は、各会派の代表が質問をする非常に重

いものであり、 3人 と人数を限定することには賛成である。

いかがでしょう力ゝ

質問回数制限の撤廃については、今まで述べてきたとおり賛成であるが、

同じ質問を際限なく繰り返す場合の対応策については、検討が必要である。

議長が議場において制止を促すことは当然すべきであるが、議長の一存で議

員の発言権を制限するということがよいのかということについては、議論の

余地がある。そのように考えると、議長に全てその責を負わせるということ

ではなく、そういつた場面では休憩の宣告までを行なっていただき、議運を

開くなり、議長も本人も入つて協議するという対応になるのではないか。質

問回数制限の撤廃にあたっては、このようなことも明文化 してもよいのでは

ないかと考える。

また、3月 市議会定例会の一般質問初日の質問者数は 3人までということ

については、質問というのはタイミングが大切であり、たとえ 1日 ずれても

違いがあるということを考えると、簡単に賛成することには疑間が残る。た

だし、これを全否定するものではなく、例えば他の議会で取り組まれている

質問順序抽選制というようなものであれば、大いに議論ができる。 しかし、

現在の質問順序で1日 目を 3人までとすることは、各会派の代表者の質問は

重みのあるものであり、日をまたいでしまうことは極力避けるべきと考える。

いかがでしょうか。

質問回数制限については、一問一答 。一括質問とも撤廃することで結構で

ある。ただし、いろいろな課題があることから、廃止するという方向性が決

まった時点で、いろいろな課題に対応していくやり方について、きちんと煮

詰めていく時間を別にとるべきではないかと考えている。

また、3月 市議会定例会の一般質問初日の質問者数は3人までということ

については、会派内で意見がまとまつていないので、もう少 し時間をいただ

ければありがたい。

いかがでしょう力、

質問回数制限の撤廃については、前回までと同様で賛成である。何回も同

じ質問を繰 り返すことにより、質問時間も減っていくので、議員自身で時間

配分は考えるものであるかと思うが、そのようなことは議員としての資質を

問われることにもなりかねないので、質問のあり方については心していかな
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従前どお り、消極的賛成である。

ければならないものと考えている。

また、3月 市議会定例会の一般質問初日の質問者数は 3人までということ

については、皆さんの意見が一致するのであれば、賛成する。

一通りご意見を伺いましたが、質問回数制限の徹廃については、全会一致

となりました。しかし、これに伴 う対応策について別枠で議論すべきという

意見がございましたので、引き続き協議していくということでよろしいでし

ょうか。

一 異議なし ―

また、「3月 市議会定例会の一般質問初日の質問者数は3人までとするJ

につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、持ち帰り検討して

いただき再度協議するということでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「6 その他の事項について」の「 (1)議場内に国旗・市旗の設

置」について、各会派の検討状況をお伺いします。

我が会派 としては特に実現させたいことであるので、皆さまにご賛同いた

だければありがたいとお願い申し上げる。

反対する理由がみあたらないので、ぜひ推進していただきたい。

会派内で意見がまとまつていない。 もう少し時間をいただきたい。

、いかがでしょうか。

反対する。

いかがでしょうか。
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をみていないという発言に変わつた。その違い、経緯について説明願いたい。

まず、意見がまとまっていないということは前回も今回も変わっていない。

しかし、他会派が全てまとまれば考えるという、前回の私の発言は行き過ぎ

ていて問題があり、申し訳ないと思つている。ただ現時点では意見がまとま

つておらず、これ以上答えようがないので、ご理解いただければありがたい。

意見がまとまっていない理由をお開かせいただきたい。毎回同じような発

言を繰り返|れても議論が進まない。

賛成の人、反対の人、結論を出しづらいという人も含めて意見がまとまっ

ていないということである。

ここの議論においては、決めていくということが重要である。会派として

考え方を統一しないと、都合の悪いことは決まつていないということで逃げ

られるのかという話にもなってくるので、期限を決めるわけではないが、極

力意見をまとめることに努力していただきたい。

また、前々回にいだだいた資料を見ると、平成 20年以降に設置していると

ころが結構ある。平成 21年が枚方市、平成 24年が町田市、尼崎市、平成

25年が福山市など、つい最近設置したところがあるので、どのような理由で

設置に至ったかということを事務局に調査願いたい。

ただいま、     から資料の要求がございましたが、事務局いかがで

しょう力、

明確な回答を得ることができるかどうかは不明ですが、調査は可能かと思

われます。

それでは、次回までに調査し、報告をお願いいたします。

4
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一言申し上げておきたいが、会派 としての意見をまとめるために努力 して

いないわけではない。 しかし、統一見解を持つてくるよう努力すべきとい う

ことはそのとおりであるので、我々としても引き続きその努力をしていきた

いと考えている。ただ、私 どもの会派は結成 してから3ヵ 月であり、この議

会改革推進委員会に出席 させていただくのも 2回 日である。早く結論を出し

ていただきたいとい う気持ちも理解するが、努力をしていないと言われるの

は少々心外な部分もあり、会派内で慎重に協議を行なっているということを

ご理解いただきたい。

これまでで、このように国旗・市旗の掲揚について議論 されたことはあっ

たのか。

事務局いかがでしょうか。

改選前の議会改革小委員会では、協議 されてお りました。

暫時休憩 します。

休 憩 午後 1時49分

再 開 午後 1時 52分

今までの歴史の中で議論されてこなかつた時期も長いようであるが、ここで

提案した思いを改めて伺いたい。

学校などでも行事の始まりには国旗を掲場し、国歌・校歌を歌う。議会とい

う公式な場で、国旗・市旗を掲揚することは意味深いものである。例えば、オ

リンピックなどで日本が優勝し、国旗が掲揚され、国歌が流れると感動するの

ではない力、 これだけ多くの自治体で国旗・市旗が掲揚されているにもかかわ

らず、それに対して疑間を呈することがかえって疑間である。

再開いたします。
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確かに、スポーツの国際大会等における日本と世界各国との試合の中で、

日本が勝利 したときに国旗を掲揚することに際しては、喜びを共有できると

思う。しかし、議場に掲揚するとなると、若千意味が違つてくるものと思う

が、学校等の行事で行われている中で議場にはないというのも考えるところ

である。

この件につきましては、事務局に次回までに調査をお願いしましたので、

持ち帰り検討していただき再度協議するということでよろしいでしょう力Ъ

― 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「 (2)広報について 議会報の発行」についてでございますが、

前回、広報かわぐちの紙面を活用 し充実させた場合、何ページ増えて、コス

トがどの位かかるのか、調査いただきたい、との意見がございました。

まずは、この件について、事務局から報告願います。

広報かわぐちのページ数を増やす場合のコス ト等について、広報課を通じて、

委託業者に確認いたしましたので、ご報告させていただきます。

まず、ページ数でございますが、A3の紙を折り込んでおりますことから、も

し実施する場合は、4ページごとの追加になるということでございます。

また、コス トについてでございますが、コ在は全体で32ベージの紙面で作成

しており、1部 19 8円 の単価契約を結んでおります。ページ数を追加する場

合ですが、真ん中に4ページ追加 した場合は、カラーですと、1部 23 55円
へ、2色刷 りですと1部 22 4円へ増額となり、一方、現在の議会のベージは

巻頭の方に掲載しておりますが、その後に議会ページと同様、カラーで追加 した

場合は、 1部 22 8円 へ増額となるとのことでございます。

lヵ 月の全体のコストについては、ただいま申し上げました金額に発行部数、

現在はおよそ 21万 6,000部 と聞いておりますが、こちらをかけた金額とな

ります。現在はおよそ428万円のところ、真ん中にカラーで追加の場合はおよ

そ509万円に、2色刷りで追カロの場合はおよそ484万円に、また、現在の議

会のページの後にカラーで追カロした場合は、およそ492万円にぞれぞれ増額と

なるとのことでございます。

さらに、広報紙を運搬するトラックについても、委託契約を結んでおり、4ペ

ージの追カロとなることによって、現在の 13台から15台へ 2台増となり、lヵ

月あたり75, 600円の増額となるとのことでございます。

また、広報かわぐちは毎月発行ですが、ページの追カロにあたっては任意の月で

実施は可能とのことでございます。しかしながら、議会のページの後に追加する

ことになりますと、現在、内容等によつてカラーと2色刷 りで割振つて印刷 して

おりますが、その構成が崩れてしまい見づらくなる、本来はカラーであるべきベ

ージが 2色になつてしまう等のことが課題となります。



吉田委員長

吉田委員長

吉田委員長

さらに、印刷作業の工程上、A2サイズの用紙に印刷し、カットしていくとの

ことでございます。A2サイズで両面に印刷しますと8ページ、総ベージ数はこ

ちらの倍数となることが作業効率が良く、現在の32ページは最も効率的なもの

となつているものでございます。

また、現在は各定例会後に年4回、議会の報告を掲載しているところですが、

本来の最終校正が概ね 20日 のところ、議会のページのみ、閉会日まで待つてい

ただいている状況でございます。仮に、現在掲載している月においてページを追

カロする場合、追カロする分までは、締切りを引き延ばすことは現実的に不可能であ

ると思われます。

以上でございます。

ただいまの報告についてのご意見、さらに、各会派の検討状況をお伺いし

ます。

今の説明を聞いて個人的には、4ページ追加するだけでも随分コス トがか

かつて、いろいろな課題があるということを感じた。コス トのこともさるこ

とながら、締切りについての課題は大きく、現在は各議会の翌月に掲載して

いるが、最終日まで確定しないものもあり、そこだけ差し込んで印刷 してい

る状況だということがわかった。さらにそれ以外の情報、例えば一般質問の

骨子等を載せようとする場合、校正の時間等を考えると翌月の広報に関に合

わせることは非常に厳 しいということを率直に感じた。そうなると、翌々月

に掲載するということも想定されることになるが、そもそも我々の会派とし

ては議会報を発行することには反対の立場であり、このことはその中でどう

やつて市民に対 して発信 していくかという議論において発案したものであ

る。そうなると、ここまでコス トをかけてその効果を考えたときに、実施す
べきかどうかということが疑間であるという意見が率直なところである。一

方でホームページの内容を充実させて素早く伝える、ということも引き続き

努力 していただきたいが、広報紙の今の件については、持ち帰り検討させて

いただきたい。

今の事務局の説明を聞いて、大変な費用がかかると感 じた。我々の会派と

しては、政務活動費の中に広報費があるので、各自の広報で対応すべきでは

なぃかという考えである。議会報の中で自分の質問をアピールしようとして

も限界があり、見やすいところに自分の記事を入れてほしいとか、いろいろ

な意見が出てくるであろうから、基本的には政務活動費で対応 していくべき

と考える。

2 0月
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紙媒体で議会報を発行することには賛成の立場であるが、先ほどの事務局

からの報告では、広報かわぐちにおいて議会の紙面を増やす場合でも一定の

コス トがかかるということであった。確かに、コス トのことは考えなければ

ならないご時勢であるが、一方で一定程度コス トがかかってもそれをオープ

ンにしていくということも重要である。今日の報告を持ち帰り、協議したい

が今回の想定は各定例会後、年 4回の増ということか確認させていただきた

い。

事務局いかがでしょうか。

先ほどは単価について申し上げましたが、年 4回、各定例会ごとに増ペー

ジすると想定すると、年間の差額 としては、真ん中にカラーで追力日の場合は

約 324万 円、 2色刷 りで追加の場合は約 224万 円、また、現在の議会の

ページの後にカラーで追カロした場合は約 256万 円でございます。

それではtその数字も含めて検討したい。

先ほど報告があったことについては、会派に持ち帰り協議 してきたいと思

うが、私どもの会派としては、基本的には議会報は議会報として発行するこ

とに賛成の立場である。

私どもの会派としては、ホームページを充実させてということを申し上げ

てきたが、そのことをさらにお願いしたい。先ほどの報告については、随分

コス トがかかると感 じた。これだけコス トがかかるが、どれくらいの人がそ

れを読んでいただけるのか、費用対効果ということも含め持ち帰り検討した

い。

先ほど事務局から報告された数字のデータを一覧表でいただけないか。そ

の方が会派で協議がしやすい。

事務局いかがでしょうか。

資料配付は可能であります。
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それでは、後日で結構ですのでこちらに出席している各委員へ配付をお願

いします。

この件については、各会派の意見をお伺いしましたが、事務局から説明も

いただきましたので、持ち帰り検討していただき再度協議するということで

よろしいでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「(4)陳情についても議会審議を行 うこと」につきましては、前回、

から提案理由を説明いただき、他の会派から、「さまざまな陳情が

来るが、議会で取り上げる陳情をどのように決定するのか、一定のルールが

必要ではないか」との意見がありました。

それを踏まえて、     、いかがでしょう力Ъ

前回、陳情を議会審議するにあたって何か例になるようなものがあった方

が議論しやすいということで、会派に持ち帰 り協議 したが、提出された陳情

を振 り分けるといつたところで意見をまとめることができないという結論に

達 したため、今回は用意できていない。私どもの会派の基本的な立場として

は、自治基本条例にもあつたように、市民に開かれた議会ということで、市

民の意思をきちんと議会の中で聴ける場所を保障していくことが一番 という

考えを持つている。請願 とともに陳情については住民の権利であるので、議

会の中で審議できるような下地を作つていくということを前提に皆さまから

積極的に賛成の立場からのご意見をいただけると大変ありがたい。

ただいまの発言についてのご意見さらに、各会派の検討状況をお伺いします。

この件については、たたき台を出していただけるものと思っていたが、それが

何もないところで議論しようとなると、従来どおりの取扱いでよいという考えで

ある。

議員というのは市民の付託を受けて活動しているので、いろいろな団体、市民

から陳情を受ける。陳情の全てを議会に諮るということになると、実際には予算

がつかず執行できないものもあり、議会で判断することが難しいケースも多々あ

ると思われるので、従来どおりの取扱いが相応 しいと考える。
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陳情に対して、議会として聴く場を増やそうという視点自体には、賛意を示す

ものである。しかし、一度に何十、何百と提出される場合も可能性としては起こ

り得るわけで、そうなった場合に限られた審議日程の中でどう処理するのかとい

う一定のルールが必要ではないか。それがないと次の議論がなかなかできないと

考え、今日の時点ではこれ以上の意見の開陳はできないと思つている。

議会で審議されるということになると、陳情の件数が増える可能性もあり、や

はリー定のルールは必要である。今回はそれがないので、次回はそういった案を

検討しながら協議できるとよい。

皆さんの意見は、陳情を議会で取扱 うことを前提にルールを作つていく方向性

でこちらから案を出していただきたいという主旨と捉えたが、その案があれば

賛成を前提として協議するものであるのか確認させていただきたい。

基本は反対である。ただし、何らかのたたき台があれば、こういうヶ―スはど

うだろうかといったような議論をして、合意形成が図れれば実現の可能性あるの

ではないかということである。

我々の会派としては、餞会で審議すること自体に反対であるので、たたき台を

出していただいたとしてもそれは変わらない。

市民が陳情の際に議会とコンタクトできる方策を考えようという主旨には大

いに賛成するところであるが、陳情であれば何でもよいということでは、現在の

議会の日程、人的キャパシティを考えると難しい。今日は何らかの案があって議

論が始まると思つていたが、それが出たから賛成するという一足飛びの話ではな

いし、そういつた枠をはめられてもはいそうですとは言えない。しかし、大いに

議論はしていきたいとは考えている。

現在、陳情は写しが配付されるので、それに対しては私たちも検討はしている
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が、中心となる人が進めていく中でそれに対して賛成できる、できないといつた

ように今までどお りという考えになるのかと思つている。

皆さんの意見を伺つたので会派に持ち帰り、何らかの提案ができるか検討す

る。一方、平成 24年度に当委員会で視察に行つた船橋市では請願と同様の取扱

いをしていたが、そのような近隣他市の例を事務局で調査いただければありがた

い。

陳情について議会審議を行なっている船橋市の例を紹介いたします。一連の流

れを申し上げますと、定例会招集日の前日午後 5時までに受理したものをその定

例会に付議しています。受理した後、要旨等を記載した文書表を作成し、議会運

営委員会において付託委員会について了承を得た上で、本会議の 2日 目に議員及

び関係者に配付します。一般質問終了後、直ちに委員会に付託し、委員会におい

ては、理事者から審査の参考のため、現況等について説明を受けた後、質疑、討

論を行い、採決を行います。その後、定例会最終日に本会議において、採決を行

う、という流れでございます。

こちらについては、      らヽ近隣他市の状況を調査いただきたいと

のことですので、事務局にお願いいたします。また、各会派で意見が異なる

ようですので、持ち帰り検討 していただき再度協議するということでよろし

いでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

最後に、「(9)本会議会議緑について」、ご協議いただきたいと存じます:

こちらは、①会議録は、各会派に一冊あればよい、②A4サイズに変更すべき

③退席議員を記載すべきの 3点について提案されたものでございます。

前回までの協議において、①の「会議録は、各会派に一冊あればよい」につい

ては、従来どおりでよい、ということで意見の一致をみたところでございます。

また、③の「退席議員を記載すべき」については、退席議員は記載しない、と

いうことで意見の一致をみたところでございます。

さらに、②の「A4サイズに変更すべき」については、レイアウトを工夫した

ものをサンプルとして提出していただきたい、という意見がありましたので、

事務局から報告願います。

本会議の会議録をA4判に変更した場合のレイアウトについてですが、お手元

に資料を配付いたしておりますので、ご覧いただきたいと存じます。

まず、「現在の会議録」ですが、A5判に9ポイントの文字で作成しておりま

11
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す。

次に、サンプルの「現状どおりでA4」 の資料は、文字の大きさは現状と同じ

く9ポイントとし、現状と同じ行間で、用紙をA4で作成したものでございます。

次に、サンプルの「改行を増やした例」の資料は、文字の大きさは現状と同じ

く9ポイントですが〕適宜、改行箇所を増やして作成したものでございます。

最後に、サンプルの「11ポイン ト」の資料は、文字を2ポイント大きく、

11ポイントで作成し、現状と同じ行間で作成したものでございます。

以上のとおり、3つのサンプルを用意いたしました。いずれも事務局で仮に作

成 したレイアウトであり、正確な金額は把握できておりませんが、1ページあた

りの単価は文字数が増えるため、7円から11円に増えると業者に確認しており

ます。ページ数が概ね現在の半分になることから、全体としては若干減額になろ

うかと存じます。

また、11ポイントからさらに大きくする場合は、前回も申し上げましたとお

り、ページ数が減る割合が少なくなります。大体、70パーセント以下に減らさ

ないとコス トは下がらないと考えております。

以上でございます。

ただいまの報告についてのご意見さらに、各会派の検討状況をお伺いします。

ただいまの話を聴いた印象では、コス トダウンしないと実施する意味がな

いと思う。 「現状どおりでA4」 でも読めなくはないので、これで進めてい

くのがよいのではないかというのが個人的見解であるが、会派に持ち帰り検

討したい。

今日サンプルをいただいたので持ち帰るが、ページ数を減らさないと経費

削減につながらないとのことであるので、「現状どおりでA4」 がよいかと

思 うが、持ち帰らせていただく。

サンプルを提示 していただいたので、持ち帰り検討 したいが、なかなか文

字が小さいという印象である。 12ポイントにするとページ数はかなり増え

てしまうのか確認したい。

議事課長。

12ポイントでサンプルを作成していないので不明でありますが、見やす
いかどうかというのは、字の大きさよりもレイアウトによるものではないか
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と考えられます。現在の会議録は 9ポイン トですが、それほど見づらいとは

思えません。 日に入つてくる文字の量が見やすさ、見づらさにつながってく

るものと考えてお ります。

私見であるが、縦書きで3段か4段にしてはどうか。国会の会議録もその

ようになつていたと思うが、イメージとしては官報のレイアウトである。コ

ス トがかかってしまうかどうかわからないが、検討いただければありがたい。

事務局、いかがでしょうか。

サンプルを作成することは可能ですが、コス トはさらに上がる可能性があ

ります。その辺は業者に確認いた します。

それでは、こちらについては調査をお願いします。

持ち帰るが、何点か確認させていただきたい。 「現状どおりでA4」 だと

ページ数は約半分になるとのことであるが、「改行を増やした例」と「11
ポイント」で作成する場合について、ページ数がどれくらいになるか教えて

いただきたい。また、会議録の巻末に議案等の資料が添付されているが、そ

ちらのポイント数と本文とのパランスはどうなのか。可能であれば資料の部

分だけ、現在の見開きの状態で縦にレイアウトできないか。そうすれば、資

料の部分のページを減らすことができるのではないかと考えたものである。

議事課長。

資料の件については、読みづらさが懸念されるものの、可能ではないかと

思いますが、業者に確認いたします。

また、70パーセント以下のページ数にということについてでありますが、

現在、 1ページあたりの単価が 7円 であり、文字数が増えることによって

11円 になります。現在の単価で100ページだとすると700円 で、 11
円の単価となった場合は、70ページで770円 となりこれを超えてしまう

ことになることから、70パーセン ト以下と申し上げたものであります。ペ

ージ数については、「改行を増やした例」では改行のしかたにもよりますが、

増加するものと考えており、 「11ポイン ト」の場合は、約半分くらいにな

ると見込んでおります。

それでは、資料の件は調査をお願いします。
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A4判になると整理整頓しやすくなるということと、経費削減できればよ

いと思つているので、「現状どおりでA4」 がよいのではないかと思うが、

会派内で協議したい。

それでは、いくつか調査依頼もあり、各会派持ち帰りとのことですので、

次回再度協議するということでよろしいでしょうか。

一 異議なし 一

それでは、そのように決定させていただきます。

なお、今回意見の一致を見ました 「3 本会議について」の「 (1)一般

質問のあり方について」の「質問回数制限の撤廃」については、これに伴 う

対応策について別枠で引き続き協議していくということでよろしくお願いし

ます。

「質問回数制限の撤廃」に伴う対応については、この場で協議していくこと

なるのか。

暫時休憩いたします。

休 憩 午後 2時 35分

再 開 午後 2時 37分

再開いたします。

最後に、次回の日程につきましては、 7月 17日 (木)午前 10時から第

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21回 「議会改革推進委員会」を開会いたします。
本 日は、たいへんご苦労さまでした。

閉 会 午後 2時 38分
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