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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)委員会傍聴席の拡充 (使用していない委員会室の活用も検討す

る)」 につきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

らヽお願いします。

先ほども触れさせていただぃたが、現状のままで仕方ないと考えている。使用

していない委員会室の活用という提案については音声を流すことを考えているの

だろうが、現実的に音声だけでは聴いている人は誰が発言しているかわかりづら

いため、現状のままやり繰りしていくことで仕方ないと考える。

続いて、      、お願いします。

従来どお りでお願いしたい。

続いて、      、お願いします。

賛成だが、新庁舎建設時に検討すればよいと考えている。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (7)委員会において議員間の自由討議の実施」につきまして、各会

派から、ご意見をお伺いいたします。            、

らヽお願いします。

他市においては様々なケースがある。この提案は市長提出議案に対する議員間

の自由討論と理解 したが、それでよいかお聞かせいただきたい。

持ち帰 り、精査する。

続いて、     、お願いします。

12
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賛成しかねる。会議時間の延長にもつながることであり、委員会は勉強会では

ない。委員会は各会派が意見を統一して臨む場であり、賛否を示せばよく、討議

して自分達の意見が変わることがあってはならない。以上のことから、この件に

ついては反対する。

続いて、     、お願いします。

委員会は議案に対する質疑、討論、採決という一連の流れで行 うので、自由討

議ということのイメージがわかない。そもそも質疑をする場であり、議員間討議

をする場ではないと考えることから、賛同しかねる。

(5)の常任委員会のインターネット中継の件とただいまの件も、日|||レ
ヽ

ら持ち帰 りという発言があつた。この場には提案された内容を各会派において協

議 した上で、皆さんが時間を割いて臨んできている。     質ヾ問に対 し、何

も答えずに持ち帰るということは、会議として成 り立たないということになって

しまう。提出案件については、よく会派で協議 していただいて,か ら、臨んでいた

だきたい。

:I[Fξ基「撃』』暫黒互壌ξI
り検討 していただき、再度協議するということでよろ

― 異議なし ―

します。

うですので、各会派持ち帰

しいでしょっか。

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「 (8)各委員会での行政視察の視察内容の改善 (1日 2項 目以上の視

察内容を確保する、視察報告書を全員が書く)」 につきまして、各会派から、ご

意見をお伺いいたします。

からお願いします。

決めてしまうと制約が発生 してしまい、視察に行くという目的が阻害されてし

まうのではないか。委員会においては、視察の希望を必ず委員長が聞き、それを

踏まえて行なっているので、あえて日程を決める必要はないと考えている。

続いて、      、お願いします。

1日 2項目以上とすると、そもそもの視察の目的よりも場所ありきになってし

まう可能性が非常に高い。各委員会で目的があって視察が行なわれており、その

内容、趣旨に沿うため、移動時間も当然かかってくるものであり、従来どおりで

13
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続いて、       お願いします。

1日 2項 目以上としてしまうと、視察の内容ではなく場所ありきになってしま

つて、改善どころではないと考えている。視察報告書を全員が書くことはやぶさ

かではないが、これまで視察に参加 していても大体どの会派の委員も事前に下調
べをしたり、自分の興味を持ったところを質問したり、概ね視察の目的は果たさ

れていると感 じている。以上のことから、この提案自体には賛同しかねる。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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 一

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「4 議会基本条例について」の「 (1)議会基本条例の検討について」

につきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

らヽお願いします。

条例を制定することが目的ではなく、何がしたいかが重要である。何をどうす

るために条例が必要なのか。それは条例を制定しなければ実現できないことであ

るのか。条例の強制力が必要なことはどんなことで、それは今実現できていない

ことなのか。いろいろと考えるとあえて必要なのか、必要でないのか私どもとし

ては微妙なところであると考えているが、検討することはやぶさかではない。

続いて、      、お願いします。

条例を制定する必要まではないと考える。議員の資質を向上させることが大事

であり、ルールを作っても個々の議員の質が上がらない限り意味がないことであ

る。個々の議員の4年間の活動の評価が選挙であるので、あえて条例を制定して

自分自身を高めようという考えには至らない。

続いて、 お願いします。

議会改革を推進していくという立場から、検討あるいは制定に向け、進めてい

くべきと考える。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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。

14
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― 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)議会基本条例の制定」につきまして、各会派から、ご意見をお

伺いいたします。

からお願いします。

先ほど申し上げた内容とほとんど同じであるが、検討することはよいが、制定

すべきかどうかということはまた別の議論である。これまで議会改革推進委員会

の中でも議論 し、議会運営委員会でも視察に行つたが、どうであったかは議運の

メンバーであればわかることではないかと思 う。そ ういったことも踏まえると、

制定するということには大いに疑間を感 じる。

続いて、      、お願いします。

我が会派 としても、条例を制定した自治体にかなり視察等を行なった。議運で

も視察に行ったが、条例の制定によって投票率が高まったという事例があまりな

いということが衝撃であった。条例を制定すれば、市民の議会に対する関心が高

まるということではなく、議員 1人ひとりの資質を上げ自分達の発信力で市民の

皆様にしっかり生の声をお伝えしていくとぃうことが大事であると改めて思った

ところであり、制定が本来の趣旨ではないと考える。

続いて、       ぉ願いします。

私どもは、制定ありきではなく二元代表制としての議会とは何なのか、市民に

本来の議会の役割がどうみえているのか、ということからするとあまり安住 して

いられないという感覚は持っている。議会改革に資する中身であれば議会基本条

例について検討の歩みを止めてはいけない。制定すればよいということではな

く、まさに検討すべきでものあると考えている。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「5 その他」の 「 (1)意見書の内容説明は、議会運営委員会におい

て配付 した際に行い、第 1回 目の小委員会は一般質問初 日の昼休みに戻す。」に

つきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

からお願いします:
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賛成する。議運の委員全員に意見書の趣旨を理解いただくということは非常に

大事である。現在は小委員会でのみの説明にとどまっているが、これは非常によ

い提案である。

続いて、       ぉ願いします。

賛成する。

続いて、       、ぉ願いします。

賛成する。

この件は、全会一致になりましたので、よろしくお願いします。

次に、「 (2)意見書等の議員提出議案の提出期限を、請願の提出期限と同様

とする。」につきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

らヽお願いします。

賛成する。現在は議運の前日であるが、請願と同じく開会の 7日 前ということ

できちんと決めておけば準備もしやすいと思 う。

続いて、      、ぉ願いします。

従来どお りでよいと考えている。

続いて、 お願いします。

賛成する。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (3)招集通知として文書のほかにメールの配信も行 う。メールは災

害時の安否確認メールとすることで、有事の備えとする。文書は机上配付する。」
につきまして、各会派から、ご意見お伺いいたします。

らゝお願いします。

賛成する。
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続いて、      、お願いします。

現在は手渡 ししており、それぐらい重要なことであるので、

と考えている。

従来どおりでよい

続いて、 、お願いします。

従来どお りでよい。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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)傍聴する記者には、予め議長に申請すれば取材用としてのパソ

コンの持込を許可する。」につきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたしま

す。

からお願いします。

電子化の時代であるので、許容範囲と考え、賛成する。

続いて、     、お願いします。

賛成ではあるが、懸念が 2点ある。 1点 日は、このような委員会室においては

パソコンのキーの音がうるさいのではないかということである。 2点 目は、イン

ターネットを繋いでいて、そのまま中継 してしまうようなことが起こらないかと

い うことである。

続いて、 、お願いします。

時代の流れであり、認めるべきである。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (5)議場内にモニター増設 2台 (議場の前列からも中継が確認でき

るように、理事者の背面に左右設置)」 につきまして、各会派から、ご意見をお
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伺いいたします。

からお願いします。

まず、     にお聞きしたいが、設置する場所はどこを想定しているか。

理事者席の背面の左右と想定している。

事務局にお聞きしたいが、費用はどの程度になるか把握 しているか。

事務局、お願いします。

現在、議場にある60イ ンチのモニターを 2台増設 した場合、消費税込で

129万 6, 000円 という見積 りを徴 しております。

スペース的には余裕があるかと思うが、費用対効果がどうなのかということで

議論を進めていけばよいのではないか。現在、必要なのか、そうでなければ新庁

舎建設時でよいのか、いろいろな方法があろうかと思うが、前向きに検討しても

よいと考えている。

続いて、     、お願いします。

趣旨には大いに賛同するが、新庁舎建設時でよいと考える。

続いて、 、お願いします。

現状のままでよい。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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)陳情についても議会審議を行 うこと」につきまして、各会派か

ら、ご意見をお伺いいたします。

Ｆ一
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からお願いします。

現在、各議員に配付されている陳情の内容を考慮すると、

ではないかと考えている。

従来 どお りでよいの

続いて、      、お願いします。

従来どお りで結構である。

続いて、 お願いします。

現状のままでよい。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (7)議会報の発行」につきまして、各会派から、ご意見をお伺いい

たします。

からお願いします。

今の段階では、現状のままでよいと考えている。県内で議会報を発行していな

いのは川口市だけという宣伝をされているが、調べたところ、朝霞市では川国市

と同様に「広報あさか」の中に議会のページを設けている。川国市だけが議会報

を発行 していないという主張には多くの主観が入つていると考えぎるを得ないの

で、現状のままでよい。

続いて、      、お願いします。

各議員には政務活動費が支給されており、広報費で議会報が発行できるため、

従来どお りでよい。

続いて、      、ぉ願いします。

賛成する。ただし、議員活動そのものが大きく制約されるような作成方法とな

らないよう、検討が必要である。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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。

19
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― 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、「 (8)議会傍聴者にも出席議員と同程度の資料提供を行う」につきま

して、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

からお願いします。

現状のままでよい。市長提出議案については、市ホームページから印刷できる。

また、特別委員会については、まだ方針が決定していない内容を含んだ資料が

議員に配付されることがある。一般の方に配付した場合、情報が独り歩きする危

険性があることを想定しなければならない。さらには、公共施設においては利用

者負担の原則があり、議会の資料だけ無料で、そこに税金を使うのはどうかと考

える。

続いて、      、お願いします。

従来どお りでよいと考えている。資料にはカラーのものもあり、コピーすると

大変な金額になる。我々議員は事前に資料をいただき、精査 した上で会議に臨ん

でおり、ただ当日配付すればよいというものではない。

続いて、       お願い します。

議会傍聴に委員会の傍聴を含むとすれば、例えば決算審査特別委員会で決算書

を当日に渡されてどう扱えるのかというところが難しいと思う。同程度の資料と

いうことは、傍聴者用の資料を別に作成するのかというところも疑間であるの

で、賛同しかねる。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (9)市議会ホームページにおいて各議員の採決状況を公表する」に

つきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

らヽお願いします。

現状のままでよいと考える。

続いて、      、お願いします。
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現状のままでよいと考える。

続いて、     、お願いします。

市議会は公開されてお り、傍聴も可能であることから、問題ないと考える。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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、「 (lo)り |1国 市議会会議規則の一部改正について 。出産に伴 う会議の

欠席に関する規定を明確に設けるもの (欠席できる日数及び欠席に係る議員報酬

の取扱い)」 につきまして、各会派から、ご意見をお伺いいたします。

からお願いします。

欠席できる日数については、労働基準法で定める出産予定日前の 6週、後の 8

週か、市職員と同様に出産予定日前の 7週 、後の 8週でもよいと考える。

議員報酬については、市としても出産を奨励 じ数々の施策を行なっていること

を踏まえ、減額なしでよいと考える。

続いて、     、お願いします。

女性が活躍できる社会の実現に向かつているので、このようなことを視野に入

れていくことは大事なことである。

続いて、       お願い します。

賛成する。

続いて、 お願い します。

女性が差別を受けることがないよう、この件に関しては進めていただきたい。

それではこの件は全会一致になりましたので、よろしくお願いします。なお、

取得できる日数及び議員報酬につきましても、ご協議いただきたいと存じます。

先ほど申し上げたとおり、欠席できる日数については、労働基準法で定める出

産予定日前の 6週 (多胎妊娠の場合は14週 )、 後の 8週か、市職員と同様に出
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産予定日前の 7週、後の 8週でもよいと考える。

議員報酬については、減額なしでよいと考える。

欠席できる日数については、市職員の規定に倣 うということでよい。

議員報酬については、減額なしでよい。

我々も同じ考えである。

欠席できる日数については、市職員と同等にして、しっかりと議員活動に戻れ

るようにしていただきたい。

議員報酬については、減額なしでよい。

それでは、欠席できる日数については、市職員と同様に、出産予定日前の 7週

(多胎妊娠の場合は 14週 )、 後の 8週で、議員報酬については、減額なしとい

うことでよろしいでしょうか。

― 異議なし 一

それでは、

最後に、

各会派から、

そのように決定させていただきます。

「 (11)一部改正条例の議案の書式変更について」につきまして、

ご意見をお伺いいたします。

らヽお願いします。

参考資料として作成している新旧対照表と現在の方式である改め文の作成が不

要となるので、事務の簡素化が見込める。また、議案を見るだけで改正内容が明

確になって、わかりやすくなるのではないかと思うので、すぐにでも市長に申し

入れを行なっていただきたい。

続いて、      、ぉ願いします。

資料の節約の観点からもぜひ導入していただきたい。

続いて、     、ぉ願い します。

２

．

，

２

従来どお りでよい。

L_¬

」



続いて、 お願いします。

変更することに賛成する。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、各会派持ち帰

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。

― 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。

各会派のご意見を拝聴 して参りましたが、今回、意見の一致を見ました「2 本

会議について」の「 (1)6月 、9月 、 12月 定例会の一般質問日における昼休

憩は、正午の時点で一般質問している議員の質問 。答弁全てが終了してから、概

ね 1時間とるものとする。なお、3月 定例会の一般質問初日は、 1人 目が終了し

た時点で昼休憩とし、2人 日は13時を目途に開始する。

「

般質問2日 目の 2人

目が質問時間60分の場合は、2日 日も同様とする。」、「5 その他」の「 (1)

意見書の内容説明は、議会運営委員会において配付した際に行い、第 1回 目の小

委員会は一般質問初日の昼休みに戻す。」、「 (lo)り |1口 市議会会議規則の一

部改正について・出産に伴う会議の欠席に関する規定を明確に設けるもの (欠席

できる日数及び欠席に係る議員報酬の取扱い)」 については、次回の議会運営委

員会に報告し、了承を得た上で対応して参りますので、よろしくお願いいたしま

す。

また、今回意見の一致を見なかった項目につきましては、比較的意見の一致を

見やすそうな項目から検討していきたいと存じますので、全会一致に近い、「1

議員報酬等について」の「 (1)懲罰における出席停止の上限日数の見直しと報

酬の日割減額」、「4 議会基本条例について」の「 (1)議会基本条例の検討

について」、 「5 その他」の「 (2)意見書等の議員提出議案の提出期限を、

請願の提出期限と同様とする。」、「 (4)傍聴する記者には、予め議長に申請

すれば取材用としてのパソコンの持込を許可する。」、「 (5)議場内にモニタ

ー増設 2台 (議場の前列からも中継が確認できるように、理事者の背面に左右設

置)」 、「 (11)一部改正条例の議案の書式変更について」を次回の協議事項

とさせていただきたぃと存じますが、いかがでしょぅか。

一 異議なし ―

それでは、そのように進めさせていただきます。

以上で、検討項目及び検討方法につきましては終了となりますが、他に何かご

ざいますでしょうか。

一 なし ―

若谷委員長
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・
　

２
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若谷委員長 他になければ、検討項目及び検討方法につきましては、以上のとおり決定させ

ていただきます。

最後に、次回の日程につきましては、平成 28年 2月 9日 (火 )、 午後 1時

30分から第 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。

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 2回 「議会改革推進委員会」を閉会いたします。

本 日は、たいへんご苦労さまでした。

閉 会 午後 3時 13分

・

４

，

２


