議会改革検討委員会（平成２８年１０月２１日）

議会改革検討委員会記録
１

開会 、閉 会に つい て
平成 ２８ 年１ ０月 ２ １日 午後 １時 ００ 分、 各 派交 渉会 室に おい て開 会 し、 午後 １時 ２６ 分
閉会 した 。
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（１ ）各 派交 渉会 での 協 議結 果に つい て
９ 月６ 日に 開会 さ れた 各派 交渉 会に おい て 、「 第８ 回及 び第 ９回 議 会改 革検 討委 員会 に
おけ る検 討結 果」 が報 告 ・協 議さ れた ので 、事 務 局長 から 説明 があ った 。

５

協議 事項

（１ ）第 １８ 期議 会改 革 検討 委員 会報 告書 （案 ） につ いて
手 元に 配布 した 報 告書 （案 ）に つい て説 明 し、 協議 した 結果 、案 の とお り、 報告 書と し
て議 長に 提出 する こと と 決定 した 。
な お、 本報 告書 の 提出 をも って 、本 検討 委 員会 の今 期の 活動 につ い ては 終了 する こと と
し、 座長 及び 副座 長か ら 挨拶 があ った 。
─―――――――――――――――――――─―
会議 の概 要は 、次 のと お りで ある 。
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午後 １時 ００ 分開 会
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま から 第10回 議会 改革 検討 委員 会を 開 会い たし ます 。
初め に、 報告 事項 を 申し 上げ ます 。
第８ 回及 び第 ９回 の 本委 員会 で結 論が 出ま し た、 効果 的で 効率 的な 議 会運 営、 その 他の 課
題、 （仮 称） 議会 基本 条 例の 制定 、（ 仮称 ）議 会 改革 特別 委員 会の 設置 、 今後 のス ケジ ュー
ル（ 案） の５ 件に つき ま して 、９ 月６ 日に 開会 さ れま した 各派 交渉 会で 報 告、 協議 され たの
で、 その 内容 につ いて 、 事務 局長 から 説明 させ ま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
９月 ６日 の各 派交 渉 会に おき まし て、 お手 元 に配 布を した 資料 に基 づ き、 私か らご 報告 を
いた しま した 。
第１ 点目 は、 効果 的 で効 率的 な議 会運 営に つ いて です 。
これ は、 ７月 15日 開 会の 第８ 回の 本委 員会 で 決定 され たも ので す。 こ の検 討課 題に つき ま
して は、 既に タブ レッ ト 端末 の配 布（ ペー パー レ ス化 ）な どの 具体 的施 策 を検 討し 、結 果も
出て おり ます が、 それ 以 外の 内容 に関 して 仕切 り がな され たも ので ござ い ます 。
２の 検討 結果 をご 覧 くだ さい 。
今後 、議 会基 本条 例 の制 定に 向け て、 特別 委 員会 を設 置し 、議 論す る こと とさ れま した 。
主な 意見 です が「 政策 形 成過 程に 関す る資 料提 出 、説 明の 義務 化等 につ い ては 、議 会基 本条
例の 中で 検討 する 内容 で ある 」「 関連 する 課題 と して 全員 協議 会の 常設 化 があ る」 「提 案理
由の 説明 の簡 略化 につ い ては 、本 会議 場や 委員 会 室へ のモ ニタ ーの 設置 な どハ ード 整備 も必
要と なる 可能 性も ある 」 とい った 意見 が出 され た とこ ろで す。
次の 資料 でご ざい ま す。
第２ 点目 は、 その 他 の課 題に つい てで す。
これ も、 ７月 15日 開 会の 第８ 回の 本委 員会 で 決定 をさ れた もの です 。
２の 検討 結果 です が 、議 会棟 の管 理に つい て は、 各派 交渉 会等 で議 論 すべ き課 題で ある 。
地方 自治 法に 基づ く会 議 体の 設置 、議 員政 治倫 理 条例 の制 定に つい ては 、 今後 、議 会基 本条
例の 制定 に向 けて 特別 委 員会 を設 置し 議論 する 。 議長 選挙 の実 施、 議員 報 酬に つい ては 、意
見を 取り まと める こと が 困難 であ ると され まし た 。こ れら のこ とに つい て の主 な意 見は 記載
のと おり でご ざい ます 。
第３ 点目 は、 （仮 称 ）議 会基 本条 例の 制定 に つい てで す。
これ も７ 月15日開 会 の第 ８回 の本 委員 会で 決 定を され たも ので す。
１の 検討 趣旨 です が 、区 民に 対し てよ り開 か れた 区議 会と する とと も に、 議会 活動 の一 層
の活 性化 を図 るた め、 議 会及 び議 員の 活動 規範 や 基本 ルー ル等 を定 めた （ 仮称 ）議 会基 本条
例を 制定 する こと とし て おり ます 。
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２の 検討 結果 につ き まし ては 、今 後、 議会 基 本条 例の 制定 に向 けて 特 別委 員会 を設 置し 、
議論 する こと とさ れま し た。 議会 基本 条例 の主 な 論点 と、 議会 基本 条例 制 定の 留意 点に つき
まし ては 、当 日の 委員 会 で、 事務 局で 用意 した 資 料か ら抜 粋を した もの を 参考 まで に記 載を
して いる もの でご ざい ま す。
第４ 点目 は、 （仮 称 ）議 会改 革特 別委 員会 の 設置 につ いて です 。
これ は、 ８月 25日 の 第９ 回の 本委 員会 で決 定 をさ れた もの です 。
特別 委員 会の 設置 に つき まし ては 、本 委員 会 から の報 告を 踏ま え、 各 派交 渉会 で協 議さ れ
るも のと なり ます 。そ の ため には 、そ の内 容に つ いて 、本 委員 会で ある 程 度ま とめ てお く必
要が ある こと から 検討 し たも ので ござ いま す。
１の 検討 趣旨 です が 、議 会基 本条 例の 制定 に 向け て、 （仮 称） 議会 改 革特 別委 員会 を設 置
する に当 たり 、議 題の 整 理等 を行 う場 とし て、 同 委員 会の 中に 運営 協議 会 や分 科会 を設 置す
るこ とで ござ いま す。
２の 検討 結果 です 。 「運 営協 議会 方式 」を 採 用し 、同 協議 会に おい て 議題 や議 事を 整理 し
た上 で、 特別 委員 会の 中 で話 し合 うこ とと する 。 「分 科会 方式 」に つい て は、 特別 委員 会に
おけ る議 論が 始ま って か ら、 必要 があ れば 検討 す る。 特別 委員 会の 委員 数 は、 全議 員の 半数
とな る16人を 上限 とす る 。一 人会 派の 委員 割振 り は１ 人な いし ２人 とす る 。な お、 委員 外の
議員 は「 委員 外議 員の 発 言」 （会 議規 則第 66条 ） の制 度を 運用 し、 必要 に 応じ てオ ブザ ーバ
ーと して 参加 して もら う こと も考 えら れる こと と され まし た。
主な 意見 でご ざい ま すが 、資 料作 成に 関す る 事務 局の 負担 軽減 、事 務 局の 法務 機能 の充 実、
特別 委員 会の 構成 、そ れ から 一人 会派 から 提案 の あっ た会 議ご とに 委員 が 交代 する 、い わゆ
る委 員の 差替 えに つい て は、 現在 の墨 田区 議会 の 規定 上困 難で ある とい っ たよ うな ご意 見が
出さ れて おり ます 。
次の 資料 でご ざい ま す。
第５ 点目 は、 今後 の スケ ジュ ール 案で ござ い ます 。
これ も８ 月25日開 会 の第 ９回 の本 委員 会で 決 定を され たも ので す。 こ の表 は、 前回 、第 ９
回の 本委 員会 から の流 れ を示 して いる もの です 。 本日 、第10回 の本 委員 会 が開 催さ れて おり
ます 。前 回ご 協議 いた だ いた とお り、 本日 をも っ て本 委員 会は 終了 する こ とと なり ます 。こ
の後 、ご 協議 いた だき ま すけ れど も、 本委 員会 の 報告 書を 議長 に提 出し 、 各派 交渉 会で 報告
する 予定 でご ざい ます 。 その 後、 各派 交渉 会等 に おい て、 （仮 称） 議会 改 革特 別委 員会 設置
に向 けた 協議 が行 われ る こと とな るも ので ござ い ます 。
以上 、５ 点に つい て ご報 告し 、い ずれ もご 了 承い ただ いた もの でご ざ いま す。
説明 は、 以上 でご ざ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明に つ きま して 、何 かご 質疑 、 ご意 見は あり ませ んか 。
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〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま の説 明の とお り、 ご承 知 おき 願い ます 。
以上 で、 報告 事項 を 終わ りま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、協 議事 項に 入 りま す。
第18期議 会改 革検 討 委員 会報 告書 （案 ）に つ きま して 、ご 協議 願い ま す。
本件 につ いて は、 ９ 月30日付 けで 本報 告書 （ 案） を委 員の 皆様 に配 布 させ てい ただ き、 あ
らか じめ 意見 を集 約さ せ てい ただ いた 上で 、10月 17日 に最 終案 をお 配り さ せて いた だき まし
た。 その 内容 につ いて 事 務局 長か ら説 明さ せま す 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ では 、お 手元 の 報告 書（ 案） をご 覧く だ さい 。
本案 は、 ただ いま 沖 山座 長か らご 説明 され ま した とお り、 ９月 30日 に 委員 の皆 様に 配布 い
たし まし た。 10月 12日 に 皆様 から のご 意見 を締 め 切り まし たけ れど も、 特 に意 見の 申出 はあ
りま せん でし た。 その 後 、事 務局 にお いて 若干 の 文言 整理 をし 、本 日、 最 終案 とし てお 示し
する もの でご ざい ます 。
表紙 には 、タ イト ル とい たし まし て「 第18期 議会 改革 検討 委員 会報 告 書」 とし てお りま す。
１枚 おめ くり くだ さ い。
本報 告書 に当 たっ て 、座 長名 で、 これ まで の 経緯 、本 委員 会に おけ る 検討 概要 など を記 載
して おり ます 。１ 段落 目 では 、前 期、 第17期に お ける 検討 状況 を述 べて お りま す。 ２段 落目
では 、今 期、 18期 にお け る本 委員 会の 検討 に先 立 ちま して 、墨 田区 議会 議 会改 革検 討委 員会
の設 置及 び運 営に 関す る 要綱 を制 定し たこ とを 記 載し てお りま す。 そし て 、第 ３段 落目 では 、
区議 会の 最高 規範 とな る 議会 基本 条例 の制 定を 目 指し 、そ の議 論の 場と な る（ 仮称 ）議 会改
革特 別委 員会 の設 置を 見 据え て、 各課 題の 検討 を 進め てき たこ とが 最大 の 特徴 であ るこ と、
そし て、 早期 に結 論を 出 すも のと 、長 期的 に検 討 して 結論 を出 すも のと に 区分 をし た上 で、
早期 に結 論を 出す 課題 に つい ては 、可 能な 限り 、 その 具現 化を 図る とと も に、 長期 的に 検討
をし て結 論を 出す 課題 に つい ては 、主 に、 今後 、 議会 基本 条例 の制 定に 向 けて 特別 委員 会を
設置 し議 論を して いく 中 で、 併せ て検 討し てい く べき 課題 か否 かと いっ た 視点 で検 討し たこ
とを 記載 して おり ます 。
結び とい たし まし て 、本 報告 書で は、 これ ま で約 １年 間、 10回 に及 ぶ 本委 員会 での 検討 結
果を 明ら かに する とと も に、 （仮 称） 議会 改革 特 別委 員会 にお いて 引き 続 き検 討を 要す る課
題を 整理 して いる こと 、 そし て、 本報 告書 が（ 仮 称） 議会 改革 特別 委員 会 設置 の契 機と なり 、
議会 基本 条例 の制 定に 向 けて 、本 格的 な議 論が 始 まり 、よ り一 層、 区民 の 負託 に応 える 礎と
なる こと を祈 念す ると し てお りま す。 日付 は、 本 日付 けと して おり ます 。
１枚 おめ くり いた だ きま して 、次 のペ ージ に 目次 をつ けて おり ます 。
大き く二 つに 分か れ てお りま して 、第 １点 目 は、 本委 員会 に関 して 、 記載 のと おり の各 種
資料 を添 付し てい ると い うも ので す。 第２ 点目 は 検討 結果 でご ざい ます 。 それ ぞれ の課 題ご
とに 取り まと めた もの で す。 順次 ご説 明を いた し ます 。一 番下 にペ ージ 数 を振 って いま す。
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まず 、１ ペー ジか ら 本委 員会 に関 する 各種 資 料を 添付 して ござ いま す 。
２ペ ージ をご 覧く だ さい 。
そこ にま とめ がご ざ いま すが 、（ １） 設置 経 緯で ござ いま す。 第17期 では 、平 成25年３ 月
に議 会改 革特 別委 員会 を 立ち 上げ 、お よそ ２年 間 にわ たっ てさ まざ まな 課 題に 取組 み、 一定
の成 果を 上げ るこ とが で きた 。し かし なが ら、 引 き続 き検 討を 要す る課 題 とし て、 今期 、第
18期 に申 し送 られ た事 項 もあ るか ら、 各派 交渉 会 で協 議し た結 果、 今期 に おい ても 、議 会改
革検 討委 員会 を設 置し 、 具体 的な 検討 を進 める こ とと なっ た旨 を記 載し て おり ます 。
（２ ）設 置目 的等 で ござ いま すが 、３ ペー ジ と４ ペー ジに 、別 紙と い たし まし て、 本委 員
会の 設置 及び 運営 に関 す る要 綱を 添付 して おり ま す。
（３ ）委 員構 成で ご ざい ます が、 別紙 ２と し て委 員名 簿を 添付 して お りま す。
５ペ ージ をご 覧く だ さい 。
委員13人 とオ ブザ ー バー とし て出 席を いた だ いた 正副 議長 につ きま し て、 それ ぞれ 氏名 を
記載 して おり ます 。ま た 、備 考欄 には 、座 長、 副 座長 の区 分、 そし て、 途 中で 変更 にな った
会派 等の 名称 、さ らに は 正副 議長 の在 職期 間を 掲 載を して おり ます 。
２ペ ージ にお 戻り く ださ い。
（４ ）検 討項 目で ご ざい ます 。体 系図 を別 紙 ３と して ６ペ ージ に添 付 をし てお りま すの で、
ご覧 くだ さい 。右 上の 凡 例の とお り、 丸印 が「 早 期に 結論 を出 すも の」 、 三角 印が 「長 期的
に検 討し て結 論を 出す も の」 とし て分 類を され た もの でご ざい ます 。そ の 表の 左下 に記 載の
とお り、 白抜 き部 分は 、 既に 前期 、第 17期 の検 討 で結 論を 得た 課題 とし て 表記 をし てお りま
す。
２ペ ージ へお 戻り く ださ い。
（５ ）検 討ス ケジ ュ ール でご ざい ます が、 三 つの 資料 がご ざい ます 。 ８ペ ージ に① 墨田 区
議会 改革 ロー ドマ ップ 、 ９ペ ージ に② 議会 改革 検 討委 員会 年間 計画 表、 10ペー ジに ③今 後の
スケ ジュ ール をそ れぞ れ 添付 して おり ます 。さ ら に、 ①墨 田区 議会 改革 ロ ード マッ プが 公明
党か ら示 され たこ と、 そ して 、② 議会 改革 検討 委 員会 年間 計画 表が 自民 党 から 示さ れ、 それ
ぞれ 案の とお り決 定し た こと を記 載し てお りま す 。ま た、 ③今 後の スケ ジ ュー ルの とお り、
第９ 回以 降の スケ ジュ ー ルを 議論 した こと を記 載 して おり ます 。
（６ ）協 議経 過で ご ざい ます が、 11ペ ージ に 別紙 ５と して 添付 をし て おり ます 。本 日を 含
め、 これ まで の10回に わ たる 協議 事項 を記 載し た もの でご ざい ます 。
11ペ ージ をご 覧く だ さい 。
大変 申し 訳ご ざい ま せん が、 修正 して いた だ きた い箇 所が ござ いま す 。一 番上 の欄 の見 出
しの 部分 です が、 「協 議 事項 」と して おり まし た けれ ども 、こ れだ けを 協 議し たも ので はご
ざい ませ んの で「 主な 協 議事 項」 と修 正を させ て いた だき たい と思 いま す 。そ の下 の欄 、第
１回 のと ころ に「 座長 の 選任 」と あり ます が、 「 座長 及び 副座 長の 選任 」 に修 正を させ てい
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ただ きた いと 思い ます 。 大変 申し 訳ご ざい ませ ん 。
続き まし て、 13ペ ー ジを ご覧 くだ さい 。
大き な２ とい たし ま して 、検 討結 果を 取り ま とめ たも ので ござ いま す 。本 文の ３行 目に 書
いて ござ いま すと おり 、 検討 課題 のう ち、 長期 的 に検 討を して 結論 を出 す 課題 につ いて は、
主に 今後 、議 会基 本条 例 の制 定に 向け て特 別委 員 会を 設置 し議 論し てい く 中で 、併 せて 検討
して いく べき 課題 か否 か とい った 視点 で検 討を し 、そ の結 論を 出し てい く とし てい ると ころ
でご ざい ます 。ま た、 実 施済 みの 課題 につ いて は 、参 考ま でに 実施 状況 に つい ても 記載 をし
てい ると いう 旨を 記載 し てお りま す。
大き く三 つ課 題を 分 けて おり ます 。早 期に 結 論を 出す 課題 につ いて は 、ご 覧の ６課 題が ご
ざい まし た。 長期 的に 検 討し て結 論を 出す 課題 に つい ては 、ご 覧の ７課 題 があ りま した 。ま
た、 その 他の 課題 とし て ２課 題が あり まし た。
次の ペー ジ、 14ペ ー ジを ご覧 くだ さい 。
ただ いま 申し 上げ ま した 検討 課題 ごと に、 そ の検 討結 果を 一覧 の形 で まと めた もの でご ざ
いま す。 まず 、一 番上 の 表で ござ いま すが 、早 期 に結 論を 出す 課題 につ き まし ては 、３ の議
会映 像配 信が 、現 時点 で ユー スト リー ムの 活用 は 不必 要と の結 果と なっ て いる ほか 、１ 、２ 、
４、 ５に つい ては 、既 に 実施 済み でご ざい ます 。 なお 、６ のタ ブレ ット 端 末の 配布 （ペ ーパ
ーレ ス化 ）に つき まし て は、 全議 員へ のタ ブレ ッ ト端 末配 布は 見送 ると 結 論が 出さ れる とと
もに 、一 部の ペー パー レ ス化 は実 施済 みで ある 旨 を示 して いま す。
次に 、真 ん中 の表 で ござ いま す。 長期 的に 検 討し て結 論を 出す 課題 に つい てで す。 １の 区
議会 ホー ムペ ージ の充 実 につ いて は、 広報 委員 会 で適 宜検 討す るこ とと さ れま して 、一 部は
実施 済み のも ので ござ い ます 。２ から ６ま でに つ いて は、 特別 委員 会で 検 討す るこ とと 区分
して おり ます 。７ の（ 仮 称） 議会 改革 特別 委員 会 の設 置に つい てで あり ま すが 、運 営協 議会
方式 を採 用す るこ と等 の 結論 が出 され た旨 をま と めて いま す。
次に 、一 番下 で、 そ の他 の課 題で ござ いま す 。１ の効 果的 で効 率的 な 議会 運営 につ きま し
ては 、特 別委 員会 で検 討 する こと とさ れま した 。 ２の その 他の 課題 につ き まし ては 、課 題ご
とに 特別 委員 会で 検討 す るこ とと され たも のと 、 各派 交渉 会等 で検 討す べ きも のと に整 理を
され てい ると いう こと を まと めた もの でご ざい ま す。
それ では 、15ペー ジ 以降 に、 以上 の課 題ご と に、 それ ぞれ 本委 員会 に おけ る検 討結 果を 取
りま とめ てお りま すの で 、順 次ご 説明 いた しま す 。
15ペ ージ 、早 期課 題 １、 委員 会に おけ る傍 聴 議員 の写 真撮 影場 所で ご ざい ます 。１ の趣 旨
から ３の 実施 時期 まで に つい ては 、本 委員 会の 検 討結 果で ござ いま す。 改 めて 申し 上げ ます
と、 １、 趣旨 は、 委員 会 にお ける 傍聴 議員 の写 真 撮影 場所 につ いて 、従 前 、一 般傍 聴席 に限
って いた もの を議 員傍 聴 席ま で拡 大す ると の内 容 でご ざい ます 。こ うし た 内容 を受 けま して 、
一番 下に （参 考） 実施 状 況と して 記載 をし てお り ます けれ ども 、本 年の 第 １回 定例 会か ら、
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上記 ２の とお り実 施を し てい る旨 を記 載し てお り ます 。
次の ペー ジを お願 い いた しま す。
16ペ ージ 、早 期課 題 ２、 常任 委員 会の 映像 配 信で す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

座長 、よ ろし いで す か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

はい 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

これ 以降 のも のは 、 各派 交渉 会で ご説 明い た だい て、 既に 各会 派に 配 布さ れて いる もの と
把握 して いる ので 、説 明 はよ ろし いの では ない で しょ うか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
分か りま した 。で は 、検 討趣 旨と 検討 結果 は 省略 させ てい ただ いて 、 実施 状況 だけ ご説 明
させ てい ただ きま す。
早期 課題 ２、 常任 委 員会 の映 像配 信で す。 こ れに つき まし ては 、本 年 第３ 回の 常任 委員 会
から 実施 をし てい る旨 を 記載 して おり ます 。
早期 課題 ３、 議会 映 像配 信は ご覧 のと おり で す。
早期 課題 ４、 委員 会 にお ける 一般 傍聴 席の あ り方 でご ざい ます が、 第 ２回 定例 会の 各委 員
会か らレ イア ウト 図の と おり 変更 した もの でご ざ いま す。 レイ アウ ト図 は 別紙 のと おり でご
ざい ます 。
早期 課題 ５、 墨田 区 議会 等の 調査 及び 公聴 会 に出 頭す る者 の費 用弁 償 条例 の改 正で す。 こ
れは 、第 ３回 定例 会に 議 員提 出議 案と して 提出 し 、可 決を され まし た。 別 紙に 可決 をさ れま
した 条例 案を 添付 して お りま す。
早期 課題 ６、 タブ レ ット 端末 の配 布（ ペー パ ーレ ス化 ）で す。 記載 の とお りの 基準 で、 10
月３ 日か ら各 種通 知の メ ール によ る発 送を 実施 し てお りま す。
長期 課題 １、 区議 会 ホー ムペ ージ の充 実に つ いて 、区 議会 ホー ムペ ー ジの 充実 の一 環と し
て、 中学 生向 けの 区議 会 紹介 ペー ジ「 わた した ち と区 議会 」及 び「 議会 用 語集 」を 平成 28年
10月 から 掲載 をし てお り ます 。こ こも 「10月」 と あり ます が、 昨日 、10月 20日 から 掲載 して
いる とい う状 況で すの で 、「10月20日 」、 この 「 20日 」と いう 言葉 を入 れ てい ただ きた いと
思い ます 。大 変申 し訳 ご ざい ませ ん。 また 、議 員 名簿 への 個人 メー ルア ド レス 掲載 につ いて
は、 セキ ュリ ティ 対策 が 整い 次第 実施 をす るこ と とし てお りま す。
長期 課題 ２、 議会 報 告会 の実 施状 況、 長期 課 題３ 、議 会モ ニタ ー制 度 、長 期課 題４ 、議 会
の審 査・ 調査 基盤 の充 実 強化 及び 監視 機関 とし て の機 能強 化、 長期 課題 ５ 、議 会図 書室 のあ
り方 、長 期課 題６ 、（ 仮 称） 議会 基本 条例 の制 定 、長 期課 題７ 、（ 仮称 ） 議会 改革 特別 委員
会の 設置 、そ れか ら、 そ の他 の課 題１ 、効 果的 で 効率 的な 議会 運営 、そ の 他の 課題 ２、 その
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他の 課題 につ いて はご 覧 のと おり の検 討結 果を 記 載し たも ので ござ いま す 。
説明 は、 以上 でご ざ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明に つ きま して 、何 かご 意見 等 があ りま した ら、 お願 い をい たし ます 。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、案 のと お り、 報告 書と して 議長 に 提出 をさ せて いた だき ま すの で、 ご承 知お き
願い ます 。
なお 、報 告書 の提 出 をも って 、本 検討 委員 会 の今 期の 活動 につ いて は 、終 了す るこ とと な
りま す。
終了 に当 たり 、正 副 座長 から 、一 言お 礼の あ いさ つを させ てい ただ き ます 。
１年 間に わた りま し て、 加納 副座 長と とも に 、皆 様方 のご 協力 によ っ て今 日は10回 目を 迎
えた わけ でご ざい ます が 、最 後に この よう に、 皆 さん の大 きな ご協 力に よ って 報告 書が でき
上が りま した こと を深 く 感謝 申し 上げ る次 第で ご ざい ます 。
今後 、検 討委 員会 の 報告 書を どう 私た ちの 区 政に 生か して いく かと い うの は、 これ から 皆
様方 にい ろい ろな ご意 見 を承 りた いと 思い ます の で、 これ から もよ ろし く お願 いを 申し 上げ
る次 第で ござ いま す。
いず れに して も、 本 当に お世 話に なり まし た こと を感 謝申 し上 げ、 副 座長 から も一 言ご あ
いさ つを お願 いい たし ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

力の ない 副座 長で ご ざい まし たけ れど も、 皆 様の ご協 力を いた だき ま して 、沖 山座 長の も
と、10回 にわ たる 討議 を 経て 、今 日の 報告 書を ま とめ るこ とが でき まし た 。議 長に 報告 した
後は 、来 月の 各派 交渉 会 で報 告が あっ て、 次の ス テー ジに 移る かど うか 、 その 辺の 協議 をす
るこ とに なり ます けれ ど も、 本検 討委 員会 の委 員 の皆 様も 各派 交渉 会の 中 心メ ンバ ーで もご
ざい ます ので 、こ の検 討 結果 を十 分に しん しゃ く して 、特 別委 員会 の設 置 など に進 んで いく
ので はな いか とい うこ と を期 待し てお りま す。
改め て、 皆様 に感 謝 を申 し上 げま して 、お 礼 のあ いさ つと させ てい た だき ます 。本 当に あ
りが とう ござ いま した 。 （拍 手）
◎座 長（ 沖山

仁 君）

以上 で第 10回 議会 改 革検 討委 員会 を閉 会い た しま す。
午後 １時 ２６ 分閉 会
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