議会改革検討委員会（平成２８年８月２５日）
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（１ ）具 体的 施策 「長 期 的に 検討 して 結論 を出 す もの 」に つい て【 意見 開 陳】
ア

議会 基本 条例 制 定の ため の「 （仮 称） 議 会改 革特 別委 員会 」の 設 置
前回 の協 議結 果 に基 づき 、各 会派 から 意 見を 開陳 し協 議し た結 果 、次 のと おり 、決 定
した 。
（ア）（仮称）議会改革特別委員会の運営に当たっては運営協議会方式を採用するこ
とし 、分 科会 方式 は特 別 委員 会を 設置 後に 必要 に 応じ て検 討す る。
（イ）定数は全議員数の半数を上限とし、一人会派の委員割振りは、１人ないし２人
とす る。
（ウ）委員外の議員は、「委員外議員の発言」の制度を運用し、必要に応じてオブザ
ーバ ーと して 参加 する こ とも 考え る。

イ

今後 のス ケジ ュ ール （案 ）に つい て
手元 に配 布し た 資料 につ いて 説明 し、 協 議し た結 果、 案の とお り 決定 した 。

（２ ）次 回の 協議 事項 に つい て
体 系図 及び 自民 党 案の 年間 計画 表に 示さ れ た具 体的 施策 に係 る本 委 員会 とし ての 検討 は
すべ て終 了し たこ と から 、こ れま での 協議 内 容を 報告 書と して まと め て、 次回 、協 議す る
こと とし た。
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（３ ）次 回の 開会 日時 に つい て
次 回は 、１ ０月 ２ １日 （金 ）午 後１ 時か ら 開会 する こと とし た。
─―――――――――――――――――――─―
会議 の概 要は 、次 のと お りで ある 。
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午後 ２時 ００ 分開 会
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま から 第９ 回 議会 改革 検討 委員 会を 開 会い たし ます 。
早速 協議 事項 に入 り ます 。
初め に、 具体 的施 策 「長 期的 に検 討し て結 論 を出 すも の」 のう ち、 議 会基 本条 例制 定の た
めの （仮 称） 議会 改革 特 別委 員会 等の 設置 につ い てご 協議 いた だき ます 。
本件 は、 前回 協議 し た結 果、 各会 派に 持ち 帰 り、 改め てご 協議 を願 う こと とし てお りま し
た。 特別 委員 会の 設置 に つい ては 各派 交渉 会で 協 議す るこ とと なり ます が 、そ の前 提と して 、
運営 協議 会や 分科 会の 設 置等 の考 え方 を本 委員 会 でま とめ てお く必 要が あ りま すの で、 特に
その 数や 役割 、議 題、 人 数等 をど うす るの かと い った 内容 を中 心に 、順 次 、各 会派 の意 見を
開陳 願い ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

私ど もの 会派 とい た しま して は、 まず は運 営 協議 会方 式を とる とい う こと で会 派の 合意 を
得ま した 。運 営協 議会 に おき まし て議 題を 整理 し た上 で、 特別 委員 会の 中 で話 し合 うと いう
こと でご ざい ます 。
そし て、 特別 委員 会 の人 数で ござ いま すけ れ ども 、お おむ ね半 数程 度 で、 選考 方法 は予 算
特別 委員 会、 決算 特別 委 員会 と同 様に 、議 席の 人 数の 比例 で割 り振 ると い う方 式が よい ので
はな いか とい うこ とで 会 派と して の意 見が 一致 し てお りま す。
◎委 員（ 加納

進 君）

事前 の打 ち合 わせ を して いな いの です が、 ほ ぼ自 民党 と同 じで す。 や はり 運営 委員 会を 設
置す るべ きだ ろう と思 い ます 。具 体的 には 、い き なり 特別 委員 会を 設置 し て議 論を スタ ート
とい って も混 乱す るの で 、議 会基 本条 例の 構成 や 大ま かな スケ ジュ ール は 運営 協議 会で あら
かじ めあ る程 度論 点を 整 理し てま とめ てお いた ほ うが いい ので はな いか と 思い ます 。
人数 につ いて は、 今 お話 があ った とお り、 基 本計 画調 査特 別委 員会 が 19人 で非 常に 多か っ
たよ うな ので 、マ ック ス 16人 でい かが かな とい う のが 会派 とし ての 意見 で す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
現時 点で 議会 基本 条 例に どう いう 内容 を盛 り 込む のか とか 、ど うい う 内容 にし てい った ら
いい のか とい う基 本的 な 点で の議 論と いう のは 、 まだ 進ん でい ませ んか ら 、そ の辺 を一 定程
度詰 めた 上で 特別 委員 会 で議 論す る必 要が ある だ ろう と。 そう いっ た点 で は、 それ をど こが
担う のか とい う点 で、 特 別委 員会 を開 く前 に詰 め るや り方 もあ るだ ろう し 、特 別委 員会 を設
置し て、 その 中で 今言 わ れた よう な運 営委 員会 を 設置 して 詰め てい く方 法 もあ るで しょ うし 、
共産 党と して はど ちら で もい いの かな と思 って い ます 。た だ、 やは り特 別 委員 会を 設置 した
とし ても 、今 言わ れた よ うに 運営 委員 会を 作っ て 、そ こで 議事 の整 理等 、 どう いう 内容 を検
討す るの かと いう こと は 詰め てい く必 要が ある の かな と。 分科 会方 式に つ いて は、 議論 が始
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まっ てか ら、 必要 があ れ ば検 討し て設 置す れば い いん じゃ ない かと 思い ま す。
それ から 、人 数に つ いて は、 おお むね 半数 程 度か なと 。こ の前 の基 本 計画 の特 別委 員会 は
活発 な議 論が 行わ れた ん だけ れど も、 どう して も 全員 が発 言し よう とす る と本 当に 一言 ずつ
ぐら いし か発 言で きな い 、委 員会 で掘 り下 げた 自 由な 討議 みた いな もの は 結構 制限 され たの
で、 やは り半 数以 内で 、 全て の会 派が 参加 でき る よう な形 で検 討し たら い いん じゃ ない かと
思い ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今、 皆さ んの おっ し ゃら れた こと とほ とん ど 同じ です けれ ども 、こ の 特別 委員 会を 開く に
当た って 、や はり 議論 を 整理 した り、 円滑 な運 営 のた めに 運営 協議 会の よ うな もの は必 要だ
ろう と考 えて いま す。
また 、分 科会 等に つ いて は、 特別 委員 会を 設 置し た後 に、 例え ば条 例 案文 を作 ると いう 具
体的 な作 業が 出て きた よ うな 段階 に必 要な もの を 分科 会と して 設置 して い くと いう こと で、
また 議論 を深 めて いく 中 で必 要な もの を適 時的 確 に設 置し てい こう とい う こと でよ いの では
ない かと 考え てい ます 。
人数 につ いて も、 や はり 一定 程度 の意 見を 吸 い上 げる とい う機 能も 必 要で すし 、ま た掘 り
下げ ると いう 両方 の機 能 とい うこ とを 考え てい き ます と、 皆さ んが 言わ れ たよ うに 大体 半数
以内 がよ いの では ない か と会 派と して は考 えて お りま す。
◎委 員（ 堀

よし あき 君 ）

我が 会派 とし ては 、 皆さ んの ご意 見と ほぼ 一 緒で すけ れど も、 やは り 運営 協議 会と いい ま
すか 、幹 事会 みた いな も のを 作っ て、 そこ で議 論 して いく こと が必 要な の かな と思 って おり
ます 。分 科会 につ いて も 、他 の自 治体 の例 を見 て みま すと 、三 つと か、 ま た人 数等 もこ れか
ら議 論し てい かな くて は いけ ない と思 いま すの で 、現 状に おい ては 運営 協 議会 を設 置す ると
いう こと で進 めた らい い ので はな いか と思 いま す 。
また 、人 数で すけ れ ども 、多 くて も少 なく て も、 これ はな かな か難 し いと ころ だと 思い ま
すの で、 やは り半 数と い うの が一 定の めど にな る のか と思 って おり ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 、今 日た また ま 教育 委員 会を 傍聴 して い たら 、こ この 成果 が早 速 現れ てい まし て、 そ
こで 何が 報告 され てい た かと いう と「 参考 人招 致 のと きの 費用 負担 の問 題 が次 の議 会で 議案
にな って 出て きま す」 と いう 説明 があ って 、そ の 中で も、 理事 者の 答弁 で はか なり 先進 的な
試み だそ うで 、や はり こ の場 で議 論し た価 値が 出 てき たと 思い ます 。こ う いう こと はど んど
ん進 めて いく べき だと 思 いま すし 、ほ かに 先駆 け てで きる とい うこ とか ら 考え ると 、や はり
運営 協議 会を 作っ て、 私 ども も人 数は 16名 程度 が いい んじ ゃな いか なと 思 いま す。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
小委 員会 と分 科会 の 設置 につ いて は、 議会 改 革特 別委 員会 のメ ンバ ー で議 論し てい ただ く
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のが 一番 よい と思 いま す 。し たが って 、私 は必 要 に応 じて 小委 員会 、分 科 会を 設置 する とい
う提 案で いい と思 いま す 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

特別 委員 会の 人数 は 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
16名 ほど 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
皆さ んと 大体 同じ で すが 、運 営協 議会 は、 例 えば 国会 でい うと 、ど の 委員 会に も理 事会 が
あっ て、 理事 会で 決め て 委員 会に 入る と思 いま す けれ ども 、そ うい う形 に なる のか どう か。
つま り、 運営 協議 会自 体 はい いと 思い ます が、 運 営協 議会 で協 議し た内 容 を、 委員 会の 中で
正式 に出 たと きに 、そ の 扱い をど うす るの かは き ちん と決 めて おか なけ れ ばな らな い。 あく
まで 運営 協議 会は 水面 下 での 交渉 会で あっ て、 そ れで 決ま った から 委員 会 に出 すと いう よう
にな って しま うと 、運 営 協議 会に 入っ てい ない 委 員は 困っ てし まう ので 、 そこ のと ころ もき
ちん と運 営協 議会 方式 で 整理 をし てい くこ とが い いと 思い ます 。
人数 につ いて は、 お おむ ね皆 さん のと おり 大 体全 議員 の半 数で 、高 柳 委員 のお っし ゃる と
おり 全て の会 派が 入る の が望 まし いの かな と。 議 会の 運営 する こと でご ざ いま すの で、 全て
の会 派の 合意 を得 た上 で 進め るべ き問 題だ と思 い ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

運営 協議 会方 式と い うこ とで は一 致が でき た と思 いま す。 分科 会も 必 要に 応じ てと いう こ
とで あれ ば、 自民 党と し ても 乗れ ると 思い ます 。
論点 は、 人数 の部 分 があ った と思 いま す。 基 本的 には 半数 とい うこ と だと 思う んで すが 、
全会 派で とい うご 意見 を 聞い てい ます と、 高柳 委 員と 今の 渋田 委員 のご 発 言か と思 いま すが 、
そう いう 方式 なの か。 あ るい は、 我々 が申 し上 げ まし たの は予 算・ 決算 特 別委 員会 と同 様に
人数 比例 とい う考 え方 で 、一 人会 派の 中で はあ る 程度 まと まっ て何 人か を 出し てい ただ くと
いう よう な考 え方 です の で、 そこ の合 意が 必要 か と思 って おり ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

今の 佐藤 委員 とほ ぼ 同様 です けれ ども 、基 本 的に は恐 らく 議会 基本 条 例を 作っ てい くと い
うの は、 やは り全 ての 会 派、 全議 員の 一致 がな い と、 なか なか うま く進 ま ない のか なと いう
こと もあ りま すが 、全 会 派と いう より は議 会全 体 で同 意し た上 での 特別 委 員会 で結 論を 出し
てい くと いう 形を とる の であ れば 、や はり 予算 ・ 決算 特別 委員 会と 同様 の 方式 で人 数比 例で
やっ ても よろ しい ので は ない かな とい うの が考 え 方で ござ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ほか にご 意見 はい か がで すか 。よ ろし けれ ば 、運 営協 議会 方式 でま と めさ せて いた だき た
いと 思い ます が、 よろ し いで すか 。
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◎委 員（ 高柳 東彦 君）
形式 的に は、 運営 協 議会 を設 置す ると いう こ とに つい ては 合意 でき て いる と。
人数 の問 題は 、議 会 改革 とい うこ とで やる わ けで すか ら、 基本 的に は 全会 派参 加で 。た だ、
議会 の構 成に もよ りま す よね 。一 人会 派が 30も あ った ら、 全会 派で やる と いう と30人、 ほと
んど の議 員が 参加 する よ うな 形を とら ない と全 会 派参 加と なら ない わけ だ けれ ども 、墨 田区
議会 の場 合は 一人 会派 を 含め ても 八つ 。そ こは や はり 極力 全会 派か ら参 加 でき るよ うに すべ
きだ と思 いま すの で、 そ の辺 は、 きょ う議 論し て 結論 が出 なけ れば 、も う 一回 ある から 、そ
こで やる のか 、そ れと も また 各派 交渉 会で やる の か分 かり ませ んけ れど も 、そ れは 意見 とし
て申 し上 げて おき たい と 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

その 辺の 問題 につ い ても 、最 終的 な形 に追 い 込ん でき てお りま すの で 、で きれ ば結 論を 出
して いき たい と考 えて い ます 。
◎委 員（ 加納

進 君）

具体 的に は、 一人 会 派の 人が ３人 です よね 。 それ が３ 人入 るか ２人 に なる かと いう こと だ
と思 うん です けれ ども 、 その 辺に 絞っ て話 を進 め てい ただ けれ ば。
例え ば、 人数 配分 で 予算 ・決 算特 別委 員会 方 式で 割り 返し てい くと 、 ３人 を入 れた ら、 ほ
かの 会派 はど うい う案 分 にな るか 、す ぐ出 ます か 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
予算 ・決 算特 別委 員 会の 場合 は、 一人 会派 の 方は １人 か２ 人と いう こ とで ござ いま すの で、
３人 とい うこ とは ない で す。
◎委 員（ 加納

進 君）

だか ら、 ３人 の皆 さ んが 入っ たと する と、 残 りを 各会 派で 案分 する と 、ど うい う配 分に な
るか とい うの はす ぐ出 な いか 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

例え ば基 本計 画み た いに18人 だと か19人に な って しま うか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
一つ 参考 とし て申 し 上げ られ るの は、 先ほ ど 出ま した 基本 計画 調査 特 別委 員会 では 一人 会
派の 方が 入っ て人 数割 り をし たわ けで すけ れど も 、そ の場 合、 19人 とい う こと にな った とい
うこ とで す。 それ が一 つ 参考 にな るか と思 いま す 。
◎委 員（ 加納

進 君）

ほか の自 治体 で議 会 基本 条例 を作 った とこ ろ の採 決状 況を 見る と、 私 とし ては 、で きる だ
け全 員合 意を して 全会 一 致で 制定 する のが 望ま し いな と思 うん です けれ ど も、 中に は少 数会
派だ け反 対と かと いう 議 会も ある んで すね 。基 本 的に は全 会派 が参 加す る のが 望ま しい とは
思い ます 。で すか ら、 仮 に一 人会 派の 方が ３人 入 った とし て、 その 分を 大 会派 が１ 人減 員に
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なる とい うこ とに 関し て 了解 をし てい ただ ける か どう か、 その 辺の 問題 に なる んじ ゃな いん
です かね 。う ちは いつ も 予算 ・決 算特 別委 員会 で ３人 か４ 人で すか ら、 う ちは ３人 で結 構だ
と思 いま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

結局 、基 本計 画調 査 特別 委員 会の とき にな か なか お話 が深 まり にく か った と。 人数 が多 い
とい う関 係で 。そ れも 今 後に 生か すと いう 意味 で 、我 々の 反省 点に もな っ たと 思う んで す。
そう いう もの を生 かす と すれ ば、 やは り16人と い うこ とで 合意 でき たと 思 うん です 。半 数あ
るい は16人以 内程 度と い うこ とで 合意 がで きま し た。 その 中で やは り考 え てい くべ きで 、こ
こは 会派 の考 え方 とい う より 私見 です けれ ども 、 結構 、年 代や 性別 によ っ ても 、か なり 議会
改革 とい うの は考 え方 が 違う 問題 だと 思う んで す 。
そう いう 意味 で考 え ます と、 議会 運営 は今 後 各派 交渉 会の 中で 会派 割 りを やっ てい くと 思
うん です けれ ども 、完 全 に比 例代 表的 に選 出し て いく とい うの が一 番正 し い民 意が 反映 され
るの では ない かな と私 個 人は 考え てお りま す。 も ちろ ん、 全会 一致 でや る とい うこ とは 努力
を続 けな けれ ばい けな い ので 、議 論自 体は 16人 で やっ たと して も、 そこ に 入れ なか った 少数
会派 の皆 さん には 何ら か の形 で、 例え ばど こか の 機会 でオ ブザ ーバ ーと し てお 話を 調整 する
とか 、そ うい うこ とは も ちろ んや って いか なき ゃ いけ ない と思 うの です が 、正 式な 会議 体と
して は16人と いう のは や はり 厳守 すべ きだ と思 っ てい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

今、 事務 局に 資料 を 見さ せて もら った んで す が、16人 と固 定を しま す と、 決算 ・予 算特 別
委員 会で 少な い人 数を 考 えて 、自 民党 が６ 人、 公 明党 が３ 人、 共産 党が ２ 人、 すみ だの 絆が
１人 、民 進党 が１ 人、 あ と墨 田オ ンブ ズマ ン、 新 しい すみ だ、 民進 党墨 田 の会 、こ れで 全部
含め ると 、ち ょう ど16人 にな りま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

では 、比 例配 分で は ない んで すか 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

比例 配分 では なく 、 決算 ・予 算特 別委 員会 で 少な いほ うの 人数 で計 算 する と。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
今、 佐藤 委員 が触 れ た、 会派 の枠 を超 えて 自 由闊 達に 意見 交換 も必 要 じゃ ない かと 。そ れ
は、 その とお りだ と思 う んで すよ ね。 だか ら、 そ うい った 点で はあ まり 人 数が 多過 ぎて 自由
闊達 な議 論が でき なく て 、何 か形 式的 な委 員会 に なっ てし まう とい うの も いか がな もの かな
と思 うの で、 共産 党は 今 話が あっ た２ 人と いう こ とで も構 いま せん 。あ と は、 一人 会派 の方
でも 、出 たい のか 出た く ない のか も聞 かな いと 。 議論 をす るん だっ たら 、 参加 した いと いう
意向 があ るの かな いの か とい うの も確 認し た上 で 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）
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今、 共産 党が 言っ て いる のは 、予 算で は３ 人 だっ たの が、 今の 話だ と ２人 で結 構で すと 。
公明 党は ４人 だっ たけ れ ども 、３ 人で 見積 もっ た ら、 それ も１ 人少 ない 。 自民 党も ７人 であ
った のを ６人 でよ けれ ば 、一 人会 派の 皆さ んを 入 れる と16人と いう 計算 に なり ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう する と、 やは り 比例 配分 の考 え方 でい く と、 やは り割 りを 食っ て しま うの が二 人会 派
の民 進党 と絆 だと 思う の です が。 ２人 でも １に な って しま うわ けで す。 一 人会 派の １分 の１
と、 二人 会派 の２ 分の １ と同 じに なっ てし まい ま すよ ね。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

比例 配分 でも １、 絆 と民 進は 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう でし ょう けれ ど も、 一人 会派 の１ 分の １ で「 １」 と、 二人 会派 の ２分 の１ で「 １」 と
いう のは 、や はり 細か く 見れ ば、 それ はど うな の かと 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
例え ば自 民党 が６ 人 だと する と、 13分 の６ で すよ ね。 過半 数を 切っ て いる わけ です よね 。
公明 党も ７分 の３ です よ ね。 共産 党も そう です よ ね。 私た ちは 、逆 に言 う と、 ５割 とい うこ
とで 、大 きな 会派 の方 よ りは 比例 配分 的に は少 し 多く 出て いて 、逆 に、 一 人の 方は 丸々 １人 、
100％ だ っ た ら 、 そ れ で 合 意 で き る か と い う こ と で す 。 私 た ち は 、 私 た ち の 中 で 絆 と し て は
きち んと 意見 を集 約し て 会議 に臨 もう と思 って い ます ので 、そ こに つい て は了 解で きる と思
って いま す。
◎委 員（ 堀

よし あき 君 ）

我が 会派 とし ても 、 幹事 長と お話 しし てみ な いと 分か らな いの です が 、私 の考 え方 とし て
は絆 さん と同 じで 、そ こ は少 人数 の会 派さ んに 配 慮す るの であ れば 、我 々 がそ こは のま なく
ては いけ ない のか なと 思 って おり ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

一人 会派 とし ては ど うで すか 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
皆さ んが そう おっ し ゃっ てく れる のだ った ら 、頑 張っ てや りま すよ 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

井上 委員 も、 渋田 委 員も 頑張 って やる とい う こと でご ざい ます ので 、 いか がい たし まし ょ
う。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

やは り会 派の 意見 を 聞か ない と、 それ につ い ては 我々 も出 てく る前 に 予算 ・決 算特 別委 員
会方 式で とい うこ とで 会 派の 合意 を得 てい ます の で、 申し 訳な いん です け れど も、 会派 に持
ち帰 らせ てい ただ けれ ば と思 うの です が。
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◎委 員（ 佐藤

篤 君）

これ は考 え方 なの で 、私 は少 数意 見を 排除 し よう とか 、そ うい う趣 旨 で言 って いな いと い
うこ とを ご理 解い ただ き たい 、是 非少 数意 見も 必 ず入 れな きゃ いけ ない と 思っ てい るの です
が、 例え ば少 数会 派、 今 まで 予算 ・決 算特 別委 員 会の 考え 方で いう と、 ３ 人当 たり で１ 人か
ら２ 人で すか 。と いう こ とに なる と、 ３人 でお 話 し合 いい ただ いて 、今 回 、例 えば 井上 委員
にこ れを 託そ うと か、 渋 田委 員に これ を託 そう と いう こと はで きる と思 う んで すよ ね。
我々 会派 とし ても そ れを やっ てい るわ けだ し 、会 派間 で意 見の 違う と ころ は代 表の 方に 両
説を 述べ てい ただ けれ ば いい 。そ うい うふ うに 是 非し てい ただ いて 、少 数 意見 を集 約す るよ
うな 形に して いた だく と 大変 あり がた い。 我々 も その 努力 をし てい るも の です から 。我 々も
言い たい こと を我 慢す る こと も、 会派 でま とめ て やっ てい るも ので すか ら 、そ の辺 、少 数会
派の 皆さ んに もご 努力 を いた だい て。 少数 会派 ゼ ロと いう わけ では あり ま せん ので 、非 交渉
会派 のと ころ はそ こで 議 論い ただ いて 、ま とめ て いた だく とい う努 力も 是 非し てい ただ きた
い。 そう いう 意味 で、 比 例代 表制 をや はり お願 い した 上で 、た だ、 何ら か の形 で意 見が 拾え
なか った 部分 は運 営協 議 会等 で考 えて いく とい う 方式 で是 非考 えて いた だ きた いん です よね 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

この 間、 副座 長と も 話し たん です が、 もし ま とま らな い結 果が 出た と きに 、で はど うす る
かと いう こと にな ると 、 両論 併記 の形 をと られ て もい いか なと 、私 ども は そう いう 打ち 合わ
せも あっ たん です が、 こ の辺 はい かが でし ょう か 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

そう する と、 議会 改 革検 討委 員会 の意 見と い うこ とで 両論 、こ うい う 意見 が二 つあ りま し
たと いう こと で各 派交 渉 会に 持っ てい って 、そ こ で諮 ると いう こと の理 解 でよ ろし いで すか 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

そう いう こと です 。
◎委 員（ 加納

進 君）

一人 会派 の人 は、 こ れま での 前の 議論 を踏 ま えて 、ど うで すか 。３ 人 で話 して 、先 ほど の
佐藤 委員 の意 見に 合わ せ て議 論を 集約 する とい う やり 方も ある ので 、そ れ を受 け入 れる こと
はで きな いか なと 。そ れ につ いて は、 どう でし ょ うか ね。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう いう 考え 方も あ ると 思い ます 。そ れが 一 番フ ェア だと 思い ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
最初 に３ 人で 話し て 、後 で意 見を 上げ ます 。 そう いう 議論 は考 えな か った から 。
◎委 員（ 加納

進 君）

１人 とい うの は、 ち ょっ と厳 しい かな 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）
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そこ が分 から ない ね 。３ 人の うち ２人 にな る のか 、１ 人に なる のか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

最大 限２ 人と いう 配 慮も 考え てい いと 思い ま すけ れど も。 その 辺ま で は譲 歩で きる かも し
れま せん ね。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

今お 話が あり まし た とお り、 最大 限で 考え た とし ても ３人 のう ち２ 人 にな るか 、あ るい は
１人 にな るか 、そ の辺 も また 考え てい かな けれ ば なら ない 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
補足 で説 明さ せて い ただ きま すけ れど も、 予 算・ 決算 特別 委員 会方 式 をと ると して も、 例
えば 自民 党が ６人 にな る のか ７人 にな るか 、そ れ は分 から ない 。公 明党 も ４人 なの か３ 人な
のか 、共 産党 も３ 人な の か２ 人な のか 、こ れは ま だ分 かり ませ んの で、 そ の点 はご 了承 願え
れば と存 じま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

一人 会派 の方 々は ど うで すか 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
３人 でい ろい ろと 協 議し たこ とが 今ま でな い から 、話 がま とま るの か なと か、 いろ いろ と
分か らな いん です よ。 答 えよ うが ない とい うか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

今、 ご議 論い ただ け れば 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

では 、暫 時休 憩し ま しょ うか 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
よろ しい です か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

では 、10分休 憩さ せ ても らい ます 。
───────────────────────────────────
午後 ２時 ２６ 分休 憩
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午後 ２時 ３４ 分再 開
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、委 員会 を 再開 させ ても らい ます 。
一人 会派 ３人 で話 し 合っ た結 果を 、代 表で 大 瀬委 員か らお 願い しま す 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私ど も、 話し 合っ た 結果 、や はり 議案 によ っ て委 員を 替え てい こう じ ゃな いか と。 それ は、
詳し いこ とは 国会 で事 例 があ るそ うな ので 、渋 田 委員 から 説明 いた だき ま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
例え ば、 国会 では 常 任委 員会 で必 ず毎 回、 委 員の 差替 えが 行わ れて い るわ けで すよ ね。 で
すの で、 地方 自治 体に お いて それ がで きな いと い うこ とは ない はず で、 議 会運 営委 員会 の承
認と いう こと で。 例え ば 私た ちの 中で 今回 、今 日 の委 員会 につ いて はこ の 議員 が出 席い たし
ます と。 ただ 、事 前に ３ 人で きち んと 話し 合っ て ３人 の意 見が まと まっ た 上で 、３ 人の 代表
とし て、 今日 はこ の委 員 が出 席す ると 。こ れは 今 後、 少数 会派 のた めに も なる し、 例え ば自
民党 や公 明党 、共 産党 、 多人 数の 会派 にお いて も 、そ うい うこ とで あれ ば 、今 日は 当委 員会
では この 会派 を代 表し て 、こ の委 員が 出席 され ま すと いう こと は、 議運 の 承認 を得 て、 委員
長が 議長 に言 えば いい の では ない かと 思い ます 。
◎座 長（ 坂下

修 君）

ただ 、浜 田局 長、 墨 田区 議会 には 定め がな い よね 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
墨田 区議 会は 委員 が 辞め る場 合は 本会 議で 承 認を 得る んで す。
◎座 長（ 坂下

修 君）

そう なん です 。だ か ら、 規則 を改 正し ない と いけ ない 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

国会 と規 則が 違う の かも しれ ない 。
◎座 長（ 坂下

修 君）

規則 が違 う。 今ま で 差替 えは 認め てい ない の で、 欠席 とい うこ とに な って しま う。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
委員 の交 代に なり ま すの で。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
規定 上は 、議 会開 会 中で あっ たら 本会 議で 議 決し なき ゃい けな いし 、 閉会 中だ った ら議 長
の承 認と いう こと です か ら、 一々 そう いう 手続 を 踏ま ない とい けな い。 安 易に 、次 の委 員会
では 誰が 出席 する とい う こと はで きな い。
◎座 長（ 坂下

修 君）

例え ば委 員の 都合 が 悪い から 、別 の誰 かと い うの は認 めて いな い。
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◎委 員（ 加藤

拓 君）

特別 委員 会は 定め が ない 。差 替え もな いと い うこ とで 、閉 会中 だっ た ら、 議長 が辞 めさ せ
る。
◎座 長（ 坂下

修 君）

特別 委員 会は 任期 も ない 。前 から 差替 えは 言 われ てい るん だよ ね。 決 算特 別委 員会 でも 、
例え ば、 款別 によ って は 得意 な人 がや った ほう が いい んじ ゃな いか とい う 意見 も言 われ てい
る。 規則 が定 まっ てい な いの で。
◎委 員（ 加納

進 君）

委員 会条 例の 規定 が ない 。第 ５条 の所 属変 更 は常 任委 員だ けで すね 。 特別 委員 会の 委員 は
同様 の規 定は ない んで す ね。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
規定 がな いと いう こ とは 、で きる とい うこ と です か。
◎座 長（ 坂下

修 君）

違う 。だ から 、辞 め なき ゃだ めな んだ よ。
◎委 員（ 加納

進 君）

選任 は本 会議 です よ ね。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

特別 委員 の選 任は 本 会議 しか 決ま りが ない 。 辞め るの は辞 めら れる 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

また 新任 され 辞め て いく 、そ れを 繰り 返す 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

そう する と、 現状 で は、 今の 委員 の差 替え は 少し 厳し いの かも しれ ま せん ね。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
それ では 、そ の都 度 話し 合っ て。 それ か、 議 会改 革で やっ ても らい た い。
◎委 員（ 坂下

修 君）

条例 改正 など で、 そ うい うも のが でき るか ど うか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

だか ら、 誰か が代 表 して 委員 にな ると 。仲 が 悪い わけ じゃ ない から 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
誰か 代表 で出 すし か ない です よ。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

我々 も、 会派 の中 で やっ てい るの でね 。申 し 訳な いで すけ れど も。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

３人 の中 で誰 かが 代 表で 委員 にな ると いう 形 でよ ろし いで すね 。
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◎委 員（ 大瀬 康介 君）
そう です ね。 しよ う がな い。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
例え ば、 １人 は委 員 で、 １人 オブ ザー バー と して 出席 して は。 委員 以 外の 委員 会の 出席 と
いう のは でき るで しょ う 。必 要が あれ ば、 実質 的 な差 替え みた いな 形で 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

委員 外議 員の 発言 は 、会 議規 則第 66条 で定 め られ てい て、 委員 長の 職 権で すね 。出 席を 求
めて 、説 明、 意見 を聞 く こと がで きる と。 必要 が ある と認 める とき とし て 、必 要が ある とい
う判 断を 運協 でや ると い いと 思い ます 。一 定の 仕 切り のと きに お呼 びす る とい うこ とは あり
かも しれ ませ んね 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

この 制度 を使 えば 、 オブ ザー バー とし て参 加 いた だく こと も考 えら れ る。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

例え ば、 議論 が終 わ って 取り まと まっ た段 階 でお 呼び する とか 、そ う いう こと は確 かに あ
るか もし れま せん 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

では 、会 議規 則第 66条の 解釈 をし てい ただ き なが ら、 ３人 会派 は１ 人 代表 でと りあ えず 出
てい くと いう こと で。
◎委 員（ 加納

進 君）

１人 か２ 人で すね 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

１人 ない し２ 人と い うこ とで まと めさ せて い ただ きた い。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

その よう に、 各派 交 渉会 で答 申し てい ただ け ると いう こと で。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま ご協 議を いた だき まし た 内容 に基 づき まし ては 、 検討 結果 を取 りま と
め、 議長 に報 告を させ て いた だき ます 。
なお 、報 告書 の案 文 につ きま して は、 座長 に 一任 を願 いた いと 思い ま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、今 後の スケ ジ ュー ル（ 案） につ きま し てご 協議 をい ただ きま す 。
本件 につ きま して は 、お 手元 に資 料を 配布 し てお りま すの で、 その 内 容に つい て事 務局 長
から 説明 をさ せま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ では 、今 後の ス ケジ ュー ル（ 案） を事 務 局で 作成 いた しま した の で、 ご説 明を させ て
いた だき ます 。
４月20日 の第 ５回 目 の本 委員 会に おき まし て 、公 明党 から 全体 のロ ー ドマ ップ が提 出さ れ、
了承 され てお りま す。 そ の後 開か れた 各派 交渉 会 でも 、そ の旨 、報 告が な され てい るも ので
ござ いま す。 その ロー ド マッ プで は、 第３ 回定 例 会か ら議 会基 本条 例の 制 定の ため の特 別委
員会 を設 置す る計 画と さ れて おり まし たが 、こ の 間の 協議 状況 を踏 まえ ま すと 、時 期の 変更
が必 要と 考え たも ので ご ざい ます 。
資料 の上 の段 が本 検 討委 員会 の流 れ、 下の 段 が参 考と して 、定 例会 を はじ めと した 議会 日
程を 記載 して おり ます 。
まず 、本 日、 第９ 回 の本 委員 会の 検討 結果 に つき まし ては 、９ 月に 開 催さ れま す各 派交 渉
会に 報告 をい たし ます 。 その 後、 本委 員会 の最 終 報告 書の 作成 調整 とな る わけ でご ざい ます
が、 今後 の議 会日 程や 事 務作 業に 鑑み 、若 干の お 時間 をい ただ きた いと 思 いま す。 次回 の本
委員 会を10月 下旬 に開 会 して いた だき 、最 終報 告 書の 内容 につ いて ご協 議 、決 定を いた だき
たい と存 じま す。 それ を もっ て本 委員 会は 終了 と なり まし て、 11月 以降 に 開会 され る各 派交
渉会 にお いて 最終 報告 が なさ れ、 （仮 称） 議会 改 革特 別委 員会 設置 に向 け た協 議が 開始 され
るこ とと なり ます 。
以上 が、 これ まで の 本委 員会 にお ける 検討 経 過を 踏ま えた 今後 のス ケ ジュ ール （案 ）で ご
ざい ます 。こ れで ご了 承 いた だけ れば 、こ の後 、 座長 のも とで 報告 書作 成 、次 回の 開会 日時
等に つい てご 協議 を願 え れば と思 いま す。
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 ご ざい まし たら 、お 願い い たし ます 。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま ご協 議を いた だき まし た 内容 に基 づき まし て、 検 討結 果を 取り まと め、
議長 に報 告を させ てい た だき ます 。
なお 、報 告書 の案 文 につ きま して は、 座長 に 一任 を願 いま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

本日 の協 議を もち ま して 体系 図及 び自 民党 案 の年 間計 画表 に示 され ま した とお り、 具体 的
施策 に係 る本 委員 会と し ての 検討 は全 て終 了い た しま した 。つ きま して は 、こ れま での 協議
内容 の報 告書 をま とめ て 次回 ご協 議い ただ きま す が、 何か ご意 見が ござ い まし たら 、お 願い
いた しま す。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、そ のよ う に取 り扱 うこ とと いた し ます 。
本日 の協 議事 項は 以 上で ござ いま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、次 回の 開会 日 時に つい てで あり ます が 、い かが いた しま しょ う か。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

10月 下旬 だと 、ち ょ っと 間も 空き ます ので 、 座長 のほ うで 日程 調整 し てい ただ けれ ばと 思
いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

座長 案と して 、10月 21日 に決 算特 別委 員会 が あり まし て、 これ は午 前 中に 終わ りま すの で、
午後 に第10回 目を 開き た いと 考え てお りま す。 報 告書 の作 成の 準備 もあ る もの です から 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
事務 局と して 時間 を いた だき たい とい うこ と だっ たの でし ょう 。だ か ら、 下旬 とい うの は、
今の21日 以降 であ れば 事 務局 的に は問 題な いと 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
問題 あり ませ ん。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
分か りま した 。う ち はい いで すよ 、21日で 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ほか の方 、よ ろし い です か。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
何か ハプ ニン グが な けれ ば午 後１ 時で とい う こと で、 仮の 決定 でよ ろ しい です か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

結構 でご ざい ます 。 10月21日 金曜 日、 午後 １ 時か らと いう こと で予 定 させ てい ただ きた い
と思 いま す。
なお 、次 回ご 協議 い ただ きま す報 告書 につ い て、 改め て開 会通 知は い たし ませ んの で、 さ
よう ご承 知お き願 いま す 。
次回 ご用 意い ただ き ます 報告 書に つき まし て は事 前に 配布 させ てい た だき ます ので 、ご 意
見等 があ る場 合は 、あ ら かじ め指 定す る日 時ま で お出 しい ただ きま すよ う お願 いを 申し 上げ
ます 。
ほか に何 かご ざい ま せん か。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

以上 で第 ９回 議会 改 革検 討委 員会 を閉 会い た しま す。
午後 ２時 ４６ 分閉 会
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