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第第第第２０２０２０２０回回回回    議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会記録記録記録記録    

 

１１１１    日日日日        時時時時  平成２６年１２月１５日（月）  午後１時３０分 開会 

２２２２    場場場場        所所所所  議会委員会室 

３３３３    出席委員出席委員出席委員出席委員  ９名 

委 員 長  塚 田 克 己   委 員  吉 住 安 夫 

副 委 員 長  渡 辺 幹 衛   〃  佐 藤 栄 一 

委 員  堀 川 義 徳   〃  樗 沢   諭 

〃  長 尾 賢 司   〃  八 木 清 美 

〃  関 根 正 明      

４４４４    欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員  ０名 

５５５５    欠欠欠欠        員員員員  ０名 

６６６６    職務出席者職務出席者職務出席者職務出席者 １名 

議 長  佐 藤 光 雄      

７７７７    説説説説    明明明明    員員員員  ０名 

８８８８    事務局員事務局員事務局員事務局員  ３名 

局 長  関 原 敏 明   主 事  西 山 祐 貴 

庶 務 係 長  阿 部 光 洋 
  

   

９９９９    件件件件        名名名名    

ⅠⅠⅠⅠ    協議事項協議事項協議事項協議事項    

１１１１    第第第第 19191919 回回回回（（（（12121212 月月月月９９９９日日日日））））のののの議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会（（（（以下以下以下以下「「「「特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会」）」）」）」）のののの決定事項決定事項決定事項決定事項についてについてについてについて    

２２２２    議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案のののの条文化条文化条文化条文化のののの検討検討検討検討についてについてについてについて    

1) 1) 1) 1) 条例案条例案条例案条例案のののの最終調整最終調整最終調整最終調整    

2222) ) ) ) 関連関連関連関連するするするする例規例規例規例規のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい    

３３３３    そのそのそのその他他他他    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○委員長（塚田克己） ただいまより第20回の議会基本条例策定特別委員会第を開会いたします。 

   本日の予定につきましては３時半の２時間で何とか結論得られるように皆さんの切なるご協力をお願い申し上げ

たいと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

１１１１    第第第第 19191919 回回回回（（（（12121212 月月月月９９９９日日日日））））のののの議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会議会基本条例策定特別委員会（（（（以下以下以下以下「「「「特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会」）」）」）」）のののの決定事項決定事項決定事項決定事項についてについてについてについて    

○委員長（塚田克己） 今日の次第につきましてはお手元におあげしてありますように協議事項１としましては、前回

12月９日に行われました決定事項について私のほうから朗読をいたします。 

   １つは、第15条、整理前は25条ですが、15条の議員間情報連絡会議についてでございます。これにつきましては

名称を「全員協議会」とすることで設置すると、条例上位置づけると、いうことにしまして、その条文に具体的な

表現をどうするかについて本日皆さん方にお示しいただきたいということにしてあったと思いますので、それにつ
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いてこの後それぞれ皆さんご意見をお伺いしたいと思います。それから２つ目は第18条整理前が28条ですが、議員

研修の充実強化についてでございます。これについては１項の「並びにこの条例の理念を浸透させるために」とい

う記述を削除するということでございまして、２項はそのままということで一応決定を見たかというふうに思いま

す。それから３つ目は第22条整理前は18条の議会改革推進会議の設置についてでございます。これについては常設

化に向け再検討することを推進委員会に提案するかどうかということで今回の協議に持ち越したということでござ

います。これら３つの点について本日話を進めまして、２つ目については議会基本条例骨子の素案の条文化の検討

について今申し上げた点を整理していきたいというふうに思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

２２２２    議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案議会基本条例骨子素案のののの条文化条文化条文化条文化のののの検討検討検討検討についてについてについてについて    

1) 1) 1) 1) 条例案条例案条例案条例案のののの最終調整最終調整最終調整最終調整    

○委員長（塚田克己） それでは２の条文化の検討についての１番目の第 15 条についてですが、全員協議会という名

称に統一するとそして条文化するというところまでは前回の特別委員会で皆さんから全員一致でご承認いただい

たところでございます。先ほど申し上げましたようにその条文の文言をどうするかということでございます。こ

れについてはそれぞれ皆さん方ご検討いただいてきていると思いますので、発表をいただきたいと思います。お

手を挙げる方いらっしゃいませんか。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） この条文に関しましては、全員協議会というふうに名前が変わったということなんで、先

般つくられておりました「議会は議員間の情報の共有化を図るため全員協議会を設置する」これだけで私はいい

と思っています。「別に定める」というのは必要ないんではないかなと、これまでも全員協議会では執行部側提案、

それから報告、それから議員間の連絡事項やっていましたんで、それに前回のものつけ加えるということであり

ますので、それだけの条項で私はいいんではないかなと思っています。 

○委員長（塚田克己） 長尾さん。 

○長尾委員（長尾賢司） 私も全く同じことを考えていました。それでいいんではないかなと。「議会は議員間の情報

共有化のため全員協議会を設置する」ということだけでいいんではないかなと思います。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私も同じ意見でございます。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 私も同じ意見です。 

○委員長（塚田克己） 八木委員。 

○八木委員（八木清美） 私も同様です。 

○委員長（塚田克己） 関根委員。 

○関根委員（関根正明） 私も「別に定める」をなくして、同じ意見です。 

○委員長（塚田克己） 吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 私もそれで十分でないかなと思っております。 

○委員長（塚田克己） 渡辺副委員長。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 私も皆さんがそれでいいを言うんならそれでいいです。ただ、「別に定める」というのは、

ここばかりじゃなくて、ほかの政務活動費とか、そんなのあるものだから必要になる場合があるのかなと、どん

なふうになるかと思ってはいるんですけど。別になくたってかまいません。 



 

 - 3 -

○渡辺委員（渡辺幹衛） 委員長代わります。 

○塚田委員（塚田克己） まず、代わって、代わらない方がいいのかな、これ。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 戻します。 

○委員長（塚田克己） 私、気にしているのは、別にこれは皆さん一致なら一致で私は構わないんです。ただ、前回、

皆さんあれですよね、全員協議会は問題あると、それで見直ししなければいけないということを盛んに言ってお

りられましたよね。皆さんね。そのことは、私はここで、「別に要綱で定める」というのは、あくまでも全員協議

会の運用が今問題あるんだと、いうことで散々もめたわけですよここで。それを、要らないと、いうことでひと

くくりにしちゃうというのは、それはまあみなさん色々勉強したり、打ち合わせしたり、会派等でいろいろ話し

合いしたり、したことでしょうから、当然一致をみるのは当たり前だと私は思っています。しかし、そういうふ

うに散々、前回、あれだけ全協は問題だ問題だと、佐藤委員も報連相の相が足りないんだと、いうことで具体的

に指摘したり、ほかの委員も全員協議会は問題ないという人は１人もいなかったんですよ。それをどういうふう

に理解するんですかね。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私は問題だと、言ったんではなくて、相を加えればいいんだと、いう形で言わせていただ

きましたんで、報連相の３つがそろった形の運営ができれば別に定めなくてもいいと、いうふうに思っているわ

けです。 

○委員長（塚田克己） それも問題なんですよね。佐藤委員ね。問題なんですよ。相が足りないということは。全員

協議会に相が不足しているということは、全員協議会機能そのものが、我々18 人にとってみれば特にこの特別委

員会の面々の皆さんにとってみれば、問題なわけですよ。で、私もそれは問題だというふうに個人的な意見とし

て申し上げました。ですから、そういうことをあえて問題だと言いながらも、この基本条例に設置することだけ

を位置付ければいいというのはいかがなものかなと私疑問だったんですよ。ですから私もこれ別に要綱で定める

とか今の慣例事項の申し合わせ、これを直すのなら直すとか何かしなければいけないと思いますよね。そこは私

全員同じ意見だと思うんですよ。それ私今度は推進委員会でもって、この条項について説明する立場にあります

から、あえてそこをどういうふうに皆さんは理解されているのかなということを確認の意味でお聞きしているん

です。そうでないと私勝手にという話になってしまうと、つくり話みたいで、特別委員会の中での話じゃないね

かというふうに言われちゃうと困るんで、皆さんのこれを不要とすることの考えというのは今までの議論してき

た問題の見直ししなければいけないということとこれ噛みあうのかなと、どうやれば噛みあわせられるのかとい

うことなんです。 

   長尾委員どうぞ。 

○長尾委員（長尾賢司） ちょっと申し上げておきますが、この 15 条、今日やる内容についての会派間の調整は一切

しておりません。これまず承知しておいてください。それともう一つは、今全協という部分は問題含んでますよ

ねと、言う部分では今委員長おっしゃった内容の部分共有していると思うんです。ただ、だからこそ、戻ってし

まいますけども、ここの中に全協という含みがあるんだとしたら、条例に今回きちんと載せるとしたら、今言っ

たように詳細まで全部見直してまたさんざんな論議をしなければ載せられないということに私はつながってくる

と、したがってここでは、皆さんのそれぞれの妥協の中で、この文持ってきたというのが前段の私の意見です。

したがって、全協には課題があるとするならば、これはやっぱり別途、条例は条例で今申し上げましたけれども、

全協の部分の見直しというかそういったものというのはこの議会基本条例全体を通してやって、再度みていった

場合にはそこに触れる部分というのはかかわって来る部分というのはまた出てくるかと、このように思いますし、
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改めてここのところで必要な条項は別途定めるというまで追い込まなくても今はいいんではないかなと私はそう

思います。 

○委員長（塚田克己） 渡辺副委員長。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 今の慣例見せてもらったんだけどさ、全員協議会のところに４つばか書いてあるんだよね。

１は、定期的な全員協議会、議会のない月なんだけどそれを書いてある。これはまあ、情報連絡会議だのなんだ

のという、これ要らなくなるかも知れない。次は執行部側全協は議場において開催するのが例だと書いてある。

それでその後は、定例化臨時会の運営について議運の全協報告は、議会運営委員会を傍聴するものとし、その後

の結果は全協で行わないのが例である。なお、議運で傍聴できなかった議員に対して、当日資料をレターケース

に配付すると、最後に議会選出各種行政委員組合等議会議員は出席者の中から代表して当議会検討状況を定期的

に報告することが例であるとかって項目あるわけだよね。そうすると今委員長が心配していたみたいに何もなく

てもいいんだけど、別に定めるという項目があったって重荷にもならんし、こだわることはないなと、蒸し返す

つもりはないんだよ。だけど、それはその条文だけで処理できるかなあと思ってはいるんだけどどうだろうね。 

○委員長（塚田克己） それとね、私、前回で自分なりに十分反省しましたわ。ですけど、これは骨子は推進委員会

を経ているわけだよね。もともと。２年前、３年前の。４年前か。ですから、何とかまとめる方向で前向きに進

めないとですね、なんか一言一言、表現悪いかも知れないけど、何か言わなければいけない、何かどこかにチェ

ック入れなければいけないか、というふうな部分というのが、ずーっと私見えていたんです。で、後でまた 22 条

の問題出てきますけど、あの骨子だって 18 人全員でＯＫの経過を経て前議長に答申して、そしてその後、この特

別委員会で条文化というものをやって来て、そして当然細かいことを具体的にやってくれば、あの条とあの条を

一つにしてほうがいいんだ、あの条は今できないから、先送りしたほうがいいんだ、やめたほうがいいんだとい

うことで随分中身変えてきましたよね。それは当然と言えば当然なんです。ですから私も今これ渡辺さん、この

議員間の調整会議について必要な事項は別に要綱で定めるというこの文言があることによる弊害ってあるんです

かね。わざわざなくさなければいけないという、あることによる弊害ってありますか。この２項。そういうこと

がないのなら、やっぱり慣例の申し合わせというものを今度格上げして、この基本条例の位置づけをするという

ことで皆で統一したんだから、慣例の申し合わせにあるようなものを今度は条例の２項できちんと条文として位

置づけるために別に要綱定めましょう、と言っているだけなんだから、それをこだわると言うのか、あえてその

はずさなければいけないという、ここが私、今皆さんの話聞いていてね、あったって何が問題なんだと、じゃあ

慣例の申し合わせ事項のあれはあくまでも、あそこで見直すということですよね。皆さんのおっしゃりたいのは。

そうでしょ。これは基本、設置するんだという全員協議会の条文を位置づけて具縦的なものは慣例事項の申し合

わせ事項のあそこを見直しするというふうに理解していいんですか。じゃあ。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） この条に関しては当初議員間連絡調整会議というのを設けなければいけないというのに対

して、私は要らないということを言って、申し上げてきました。その中で全員協議会という名前を変えた形でい

いんではないかという話になって私どもも、全員協議会という名前ならいいんではないかと、いう形の中で、じ

ゃどうしようかと、いう話をしてきたわけであります。そして私のほうでも全協や何かの色々な議員間のルール

を設けるべきだと、前回お話しをさせていただきましたら、委員長さんのほうではそんなルール、ルールだなん

て言っていれば大変だねかねという話をされました。そう言ったことを受けて、いろいろ考えてきまして、私と

しては、この「別途定める」をここの特別委員会で議論する必要が無いんではないかなという思いもありました

ので、要綱は別途定めないで要らないと、今の全協やっているのをどう膨らませていくのはこれから議運なり議
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長なりの考え方を入れながら新しい全協の形を模索して行けばいいんではないかなというふうに私は思っている

んで、今のところは要らないという考えでございます。 

○委員長（塚田克己） だからさ、そこは要らないんじゃなくて、あったってどっちみち見直しする時はしなければ

いけないんですよ。今ここでもって具体的に何と何と何を見直ししなければいけないから、という要綱の具体的

なことをここで議論する場ではないと私は思っていますよ。ですからどっちみちこれ慣例事項の申し合わせの中

で全員協議会のあり方というのはこれは今までの皆さんのお言葉借りれば、全協というのは問題あるんだあるん

だ、というふうにね、見直ししなければいけないんだいけないんだということからすれば、当然私にすれば、こ

の要綱定める際にそういったことを参考にしながら、慣例の申し合わせ事項を含めて要綱に定めれば、一番すっ

きりするんじゃないかと思っていたんだけど、皆さんのほうで要らないと、いうことだから、私は今度全員の推

進委員会で説明する時には慣例事項の申し合わせにあるこの全協の運用の規定というものをこれからこの条例が

施行された以降具体的にそれを検討していくと、それは議運でやるのか、どこでやるのかそれは別問題としても

一応それはあくまでもやっていくんですよと、だからこの条例の中では位置づけしないんでいいんですよ、とい

う私はそういう説明をするということになりますよね。ですから、そこだけ私は確認しておけばいいんです。 

   樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 今の委員長のお話のとおりでございます。私もそういうふうに認識しておりまして。ですか

ら、妥協しましたよね。名前をこう云々ということで、委員長のほうからも名前だけ変えて載っけるだけだから、

基本条例だから、名前載っけることも異議あるんだと、こういうことで私たちもじゃ、名前を乗っけてそして中

身については後ほど、ちょうど今言われたように、全員協議会の改善なりはやっていくと、ただ要綱をここで載

せるということまでは今のところは、という考えでございます。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 見直ししていくんだからさ、見直ししていくんだから要綱で、要綱と書くのが都合悪いの

なら「別に定める」だけでもいいんですよ。今そこにあるんだもの。全員協議会というのが。そうするとそれを

じゃあ何もなくしてこれは文字だけ入っていればいいんだと、１条だけ入っていればいいんだと、そうすると、

この後 22 条のところでも出るけど、誰がそれを検討するということになるんですか、という話になっちゃうわけ

だよね。だから、別に定めるとあって、妥協したんだからそんなの削れと、でも要綱は見直さなければいけん、

そういうところは皆さん、そう言っておられるんだから、そこは要綱で定めると書くか、慣例で定めると書くか

あるけど、少なくとも別に定めるということは、いいんじゃないかと思いますけどねえ。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 考え方だと思うんですけど、私前回、要は、どういうふうにやるか、今の全協の申し合わ

せの部分をちゃんと直してから載せたほうがいいんじゃない、条例自体載せたほうがいいんじゃないかというこ

とで、前回の議事録は条例に載せないと、全協のあり方自体を先に検討して、ある程度しっかりしたら、条例に

載せればいいんじゃないかということだったんですけど、いやその条例に載せなきゃ重みがないということで、

全員協議会という形で条例に載せるんですが、結局、「別に要綱で定める」といった、その要綱をじゃ見たらまだ

決まっていないと、いう形であるんであれば、そちらの要綱は要綱で今の申し合わせ事項のほう先に直して、そ

れで行くんだと、今の色々な問題点がある程度改善されていけるんだという状態になってから、本当にその別に

定めるという要綱にしても私はいいと思います。 

○委員長（塚田克己） ですから、それは堀川委員、この施行日はまた最終的にいつになるか皆さんと協議すること

になるけど、まだ今、あすあすこの基本条例をね、制定してこれを施行するわけじゃないんですよ。私の認識と
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しては少なくとも新しい議員体制の８月１日以降の体制の中から、基本的にはこの条例にもとづく、議会運営な

り議員活動をしていただければ、そのための指針としてこの基本条例が施行されればいいかなと、思って自分で

はいますよ。だからそれまでの間の、今ある、22 条で出てきます、今ある議会改革推進委員会、議長を座長とす

る委員会で実際に「要綱に定める」、「別に定める」、この文言は別に、具体的なものは「別に定める」という事項

がある条文については、これが基本的に方向出たあかつきに、別に定めるという部分はピックアップして、そし

てここにも書いてありますけどもね、いくつも。だからそれを急いでやっぱり運用のための議論は当然していか

なければいけないはずですよ。それは今の任意である、議会改革推進委員会、ここに問題をピックアップしても

らってそしてそこでもってどういう形でそれを整理していくか、今までみたいに議運のメンバーでもって小委員

会つくって、そして小委員会でたたき台出したものを推進委員会に諮るというような今までの骨子のつくったと

きのああいうやり方でやっていくのかどうかというはそれは別問題としても、いずれにしても今堀川委員言うみ

たいに、これをある程度きちんと出れば、次の個々の具体的なものに入っていって、そしてこれが実際に施行さ

れるにあたっては、別に定める要綱があるものについてはきちんとそれの条例にもとづいて運営していくと、い

うふうに整理していかなければいけんという課題は我々にあると思いますよ。ただ、これが特別委員会でそこま

でやるかどうかという話は、これもう１回推進委員会で私は問題を投げてみる必要はあるのかなと思っています。 

   はいどうぞ。 

○堀川委員（堀川義徳） 結局、私は別に「別に定める」というこれを削ったほうがいいとかじゃなくて、別に定め

るという要綱が時点で載せてもいいのかなという考えです。だからそっちが先できてから後からこれ足してもい

いわけですよね。 

○委員長（塚田克己） 逆さまだわね。条文にあるから定めなければいけないんですよ。それがないんだったら、慣

例事項でやればいいんですよ。慣例にあるんだから。 

○堀川委員（堀川義徳） もしその間に合わなかったら、という。 

○委員長（塚田克己） そんなことは、無責任な話だわね。 

○堀川委員（堀川義徳） 私の考え的には、そっちできてから、載せても別に今無理して入れなくて、それできてか

らただ追加すればいいのかなと、私はそう思います。 

○委員長（塚田克己） それはちょっと条例のつくり方としては逆だわね。で、また時間かかっちゃうとこれ終わら

なくなっちゃうんで、あれですか、私が今、皆さんがこの設置については必要ないと、「別に定める」２項は要ら

ないんだということですから、要らないような推進委員会で要らない理由の説明がつくように私は考えなくちゃ

いかん。と思っているんです。そうでないと、やっぱりほかのメンバーの皆さん、我々みたいにこれだけ 20 回も

議論しているのとは全く関わっていない、傍聴も一切ほとんどお見えにならないことですから、これだけの議論

したものが見えない部分で相当にね、あると思いますわ。ですから、これを報告する際にはきちんと理解してい

ただけるように懇切丁寧に一条一条説明していかなければいけないと思っています。自分では。ですから、こう

いったのもね、だって議員間連絡調整会議、さっき佐藤委員さん言ってましたけど、私は元々議員間連絡調整会

議というのはこれ全員協議会のことですよということをもう最初から言ってきていたんだ。だけどやっぱり進化

させなければいけないから、名前を変えることでもって人間の意識、議員の意識そのものが変わってくるから、

それでもって進化させたと、いう大義名分立つんじゃないのということで、議員間連絡調整会議という名前つく

ったばっか、中身は全員協議会なんだ。だから、この全員協議会という名前に皆さんがこだわっていたんだから、

じゃ、議員間連絡調整会議なんてそんな気難しい名前やめて、全員協議会を設置することにしましょうと、そこ

は統一したんですから、それはそれでいいと思っています。そのように私は説明しますから。問題はこの２項な
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んですけど。じゃあ今私が申し上げているように、もし直す必要があるとすれば、慣例事項の申し合わせの中で

皆さん一人一人直さなければいけないと、いうふうな言い方をされているし、実際の運用にちょっと不備という

かね、あるので、そういったものを慣例事項の申し合わせの中でそれは直していくと、いうふうに一応説明した

いと、思っていますけど。それで皆さんいいですか。 

   渡辺委員どうだね。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 妥協案といえば妥協案かもしれないけどさ、慣例の中で申し合わせになったというのはこ

こへ２項に、じゃ申し合わせで定めるんだと何とかで、別に定めるというのは載らなければそんなの認知じゃな

いよ。そんなのおまんた勝手に決めたんじゃないかという話になっちゃうんだ。それは筋から言えばそうだと思

うよ。 

○委員長（塚田克己） だから、「別に定める」要綱じゃなくて、「別に定める」というふうにとぶんだったら、慣例

事項の申し合わせが、「別に定める」というふうに位置づけたっていいと私は思っています。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） そこは「必要な事項は」とかさ、「必要な事項は別に定める」といえば、じゃあ定めてなけ

ればそのまま条例つくったってとおるんさ。例えば、普通の条例つくったとき、新規の条例のときは「別に規則

で定める」といえば、その規則もセットで出さないと、どんな定めかたするんかという問題あるわけ。だけど、

必要な事項があるんなら必要な事項は別途定めるとか書いてあれば別に今必要な事項ないんだというそれで済む

んじゃないかと思うんだよね。落としておけばいくら慣例で直したってそんなのは、何を根拠に見直しするんだ

なんて話になっちゃう。昔、おら入ったときみたいに、長く議員やっている人は、昔からこうだったんだと言え

ばそれが慣例だったんだよ。 

○委員長（塚田克己） どうするね、これ、皆さん一様に要らないとなっちゃったけどさ。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私は別にこの要綱で定めるとなると、これは大変な仕事でまたこの特別委員会がどんどん

長くなっていくなと思いをしていたんですけど、慣例という形の中におさめると、とりあえずは、という形であ

るんなら、「別に定める」だけですね。要綱じゃなくて。それの形でいくのなら、慣例の形で、慣例を今後かまっ

ていく、条例ができた後、別の組織なり、別の形でやると、いうことであれば私は「別に定める」でもいいかな

という気持ちはしております。 

○委員長（塚田克己） そういうふうにしてきたということですね。他の皆さんどうですか。自分で今までこうだこ

うだと決めつけていたって、やっぱり人間のやることですから、ここでみんなで話することによって考えを変え

たり、かわったりするのはこれは何も問題あるわけじゃないんです。かえって固持して自分の考えを通そう、通

そうと思うとかえって不自然。いやいやだから佐藤委員が、ちょっと待って佐藤委員が要らないと、冒頭一番先

言ったわけでしょ。だから要らないんだら要らないで私別にこだわっていなかったんだけど、これを今度推進委

員会で説明するときにどういうふうに説明したらいいのかなって皆さんの考えを聞いたんだけど、誰１人として

もそういうことを言う人がいないんだ。ただ要らない要らない、そうすると今度私のほうは何で要らないんだと、

説明を今度自分で考えなければいけないでしょ。だから皆さんに念を押したんですよ。だけど渡辺副委員長は、

慣例にあるんだし、それを今度は運用していくということであれば、「別に定める」ということの項目あったって

問題ないじゃないかと、かえってあることによって別に定める、別に定めるということは別に定める慣例事項の

申し合わせのあれを運用して、あそこで直さなければいけんのなら直せばいいというふうに変えていけばこの２

項というのは生きてくるということでしょ。 

   樗沢委員どうぞ。 
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○樗沢委員（樗沢諭） だから、要綱となると重たくなるんですよ。いろいろまた討議しなければならん。いろいろ

な兼ね合いも出てきます。ですから今佐藤委員さんが言われたように、「別に定める」と、これ定めるのはこれは

終わらないでもいつでも定められると、問題提起すれば、という形であればいいかなと思うんですけど。 

○委員長（塚田克己） 他の皆さんそれでいいですか。別にそれは訂正でもなんでもないんですよ。議事録にそんな

ん最初言ったけど今度は途中で変えたわという誰もそんなの言う人いないんだから。 

   長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 結論は今提案された、 

〔「同じにしておいてください」と呼ぶ者あり〕 

○長尾委員（長尾賢司） 同じにしておく。 

○委員長（塚田克己） 「定める」ということで皆さん、不自然でないんだったら、そういうことにしてください。

どうですか、皆さん。関根委員どうだね。いいですか。はい。 

   じゃあ、これまたぶりかえしているといつまで経っても前進まないんで、それじゃ、２項を生かすということ

にして、「全員協議会について必要な事項は別に定める」という文言にしたいと思いますけどよろしいですか。よ

ろしいですね。はい。 

〔「説明の中では慣例に、それが」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） それでいく、それははっきり申し上げます。いいですね。じゃそういうことにします。 

○委員長（塚田克己） それでは次 22 条ですね。これも前回から大変な議論して一部感情的になったり、当然こうい

う条文もつくるんですけどね、激論議論はあってしかるべきです。ですから私申し上げたように個人攻撃したり、

１人の人間をああだこうだと言うのは一切やめましょうね。やめましょう。あくまでもこの条例をいかに今より

も進んだ形で成文化していくかと、今やっていることをいかにこの条例の中にきちんと位置づけることで議会改

革を進められるし、議員の意識も変わってくる。ということでこの 22 条については基本的に 15 条とほとんど一

緒なんですよ。一緒なんです。検証見直しというのはこの議会基本条例はあくまでも議会改革の一環で、議会を

進化させる、議員の意識そのものを大きく変えていかなければいけん。いうことのための検証見直しは常に不断

の要するに改革をして行かなければならない。というのはこの条文の主旨ですから、趣旨ですから、前回は必要

になったら議運でそれは必要かどうか決めればいいと、いう意見と、いや不断の改革をしなければいけんのだか

ら、改革をすることを当然前提とした基本条例であれば、常に 18 人による改革のための推進委員会なり、推進会

議を設置しておくというのが普通じゃないの、というあくまでも慣例や何かで今の推進委員会も慣例ですからね、

それと皆さんご存知だと思いますけども、この特別委員会をつくるときの議会改革推進委員会でもんだんですよ

ね。さんざんもんだですよ。で、推進委員会そのもので特別委員会つくるという話もあった。その当時は。いや、

全員という訳にいかんからやっぱりある程度人間を絞って、特別委員会つくろうや、ということで結果的には議

会改革推進委員会という任意の改革委員会はそのまま継続した上で特別委員会をこうやってつくったわけさ。こ

の考えをまたその任意の推進委員会にこうやってあげて全員の理解を得るという手順を今やっているわけです。

ですからこの 22 条は設置することを義務としてそして、今の推進委員会を条例上きちんと位置付けるということ

でどうですか、ということが、私でもあり、こっちの考えもあり、それから３班の皆さんが、あえてこの問題に

ついて議論検討して問題提起してくださったわけですから、そこは私としては尊重しなければいけないからもう

一度推進委員会に諮って、もう統一見解出しちゃったけど、あえてそういうふうに３班の皆さんからその検討の

結果を提案あったんで、それをじゃあもう一回やってみようかと、いうことだったんですけど、この間は皆さん

は、いやもう推進委員会に諮って一つの方向出たんだから、それでいいじゃないかいいじゃないかという話で、
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大方はそれで行ったんですけど、時間切れみたいになって、今日のこの会議にしたんですよね。ですからもう一

回、これは何回やったって同じだと言えば同じかもしれませんし、一回決めちゃったことをやっぱりここでまた

改めてもう一回逆戻りして白紙にしてもう一回検討すると、いうことだって人間のやることですから、それはし

かるべきだし、３班の皆さん、２班の考えが反映されていないという発言もありましたけど、３班の皆さんがあ

えて推進委員会に諮って統一見解出ているにもかかわらず、敢て３人で検討した結果またこうやって出してきた

ということになればそれはそれでもう一度検討してみる余地あるかなということで私は取り上げさせてもらった

んですけど、この３人だって、３班の３人だって推進委員会のときは、これでいいと言ったんだ。それがいろい

ろやってみた結果、やっぱり設置義務を課したほうがいいやと、ということに変わってあえてそれを提案したん

ですから、そこは皆さんも是非、最初の物事をこだわらないで本当に白紙の状態で、この基本条例というのはど

ういう条例で、検証見直しは常にしていかなければいけん、不断の改革を進めなければいけない、そこらあたり

をよく加味して設置の義務を課すか課さないか、必要な時に議運でもって決めればいいんだと、いうことになる

のか、そこらあたりをもう一回あらためてこれを本当に１時間半かけて議論して行きたいというふうに思います

ので、とにかく、今までの経緯はちょっと頭のよそに置いて、本当にこれが設置義務が課すべきなのかどうか、

というところを皆で真剣に議論していただきたいというふうに思いますので。是非一つそこは御理解いただきた

いと思います。どうぞ御発言ください。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） あまり静かでもいけないし。今ほど委員長さんのほうでお話もありましたが、時系列的に

考えていけば、全協で条例をやっていこうという話になって、私どもはそっちでいいんじゃないかという話した

んですけど、議会改革推進委員会を設けなければいけないと、いう形で、これに関しては、別途こういった組織

を設けて進めてきているわけであります。委員長さんは任意とおっしゃって、たしかにこれは任意は任意ですけ

ど、全協とは違う重さがあるものだと私は思って、議会改革推進委員会を思っております。その中で、基本条例

策定特別委員会を議決をして決めたのがこの委員会だと思います。そして設置をされて、この委員会でまとまっ

たもの、中間とりまとめのできたものについては、各その都度推進委員会に上げて了解をいただいてきていると、

いうのが私はこの流れであって、これは非常に、了解もらってきたことは重たいものだと、いうふうには私は理

解しています。もちろん 22 条の中身についてというより、22 条のことも正直言ってその流れにのっかってきち

んとやって来ているのは皆さん了解されているものだと私は思っていますし、本来これは２班が一生懸命議論を

して結果を出してこの特別委員会でも了解をして、推進委員会に上げて了承をもらって来ている。その中でもう

威一度３班の方々からそういう御意見があったと、いうのはそれは意見としてあったとしても、私はもうすでに

進んでいるものだというふうに思っていますので、出すのは逆に言えばちょっと筋が違うんではないかなという

ふうに思いますし、大きな問題は議会の大事な原則である一時不再議というのもございます。それにあたるので

はないかなと、せっかくここまで全員の皆様が了解したものをここで一旦降り戻す一時不再議のような形を取ら

ないほうがいいと思いますし、私は渡辺委員が言われている不断の改革は必要だと言うのは私はもう充分これは

やっていける話ではあると思いますし、どこの条例見ても、そこまで細かく書いたものはございません。改革を

していくんだと、いうのが一般的なものです。それよりも一歩進んでいるのは、こういった推進委員会を、改革

のものを設けると、それを議運で調整をして、問題があるとなればそこでできると、いうところまで突っ込んで

あるわけですから、私はこれで十分だと、いうふうに思っております。もっともっとこの条例を早く作って進め

て行くことが大事だというふうに思っていますので、前回と変わらない意見ですが、今まで決めて来たままで私

はいいというふうに思っております。 
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○委員長（塚田克己） 題出しは題出しで、佐藤委員の意見は佐藤委員の意見として、皆さん受け止める中で、自分

の考えとして本当にこれ考えて見る必要あるんじゃないかなというふうに思います。それで皆さんご存知のよう

に、議会改革の推進委員会で、あえてあれを残して議会改革を進めていかなければいけないというのは、ほかの

課題がまだたくさんあるわけですよね。今回この条例を作ろうとした時にまたあらたな課題、通年議会という問

題も出て来た。それから政策会議、評価会議とかというそういうものもやはり議会改革の一環として、それから

議員の資質向上のためにはそういう政策的な会議を開くために設けんきゃいけないと、いうふうなことで問題提

起してあったけど、それも今回の段階ではまだいいと、いうことでこれも先送りしました。そういうふうにこの

条例が施行した後でもこの条例の中身を検証していかなければいけないというのは常に改革を意識した検討を常

に進めんからいけないというふうに私はきちんとこれ義務づけるべきだと、いうのがこのたまたま 22 条になりま

したけど、その前の 18 条でしたか、そこに位置付けるというのが、そういうことのための会議というのは、やは

り議会、議員としてはこれは努めじゃないかと、いうことで本当は 18 条で改革会議というものを設置義務を課し

たんですけど、それは検証見直しの所でいいんだという話ですから、それも私別に抵抗したわけでもないし、確

かに検証見直しという条項の中に特別委員会を設けるということであれば特に問題ないなと思っていたんですけ

ど、それが今度は「必要な場合」ということになりましたから、ちょっと今よりもトーンダウンしたんじゃない

かなと、やっぱりこの基本条例は今やっている議会運営、それから議員活動をさらに一歩前進するための議会運

営であり、議員活動にする、そのための指針となる条例でなければいけないということですから、やっぱり今推

進委員会という、任意とはいいながら、佐藤委員がおっしゃられるように非常に重きのある、全協とはまた違っ

た重きのある委員会だということであれば、なおさらのことそれは設置義務として条例に位置づけるということ

にして明文化したほうが運用しやすいんじゃないかなと、いうふうに思っていたんですけどね。 

どうぞ。吉住委員どうぞ。 

○吉住委員（吉住安夫） 今佐藤委員のほうからもお話しがございましたけど、やはり１度、推進委員会の中で議論

をして、そして了解をいただいている、大変重いものだと思っています。ただ先回もお話しがございましたよう

にこの 22 条の検証の見直しでこの１項を入れるかどうかということになるわけで、私としては、これは見直しと

いう言葉があるわけですので、それでいいのかなと、いうふうに思っています。私も最初からこの議会推進委員

会の会議を設置するということにつきましては、いろいろ迷ったところでもありますが、今回は一度推進委員会

で決まったことをもう一度差し戻すということは越権行為にあたるのかなと思っておりますので、さっき委員長

言われたようにトーンダウンをしているかもしれませんが、そういうことで御了解いただきたいなと、思ってい

ます。 

○委員長（塚田克己） ということは、あれですか、３班で自主的に３人で問題提起したけども、やめるということ

ですか。簡単に言えば。 

○吉住委員（吉住安夫） 私としてはトーンダウンになるかもしれませんが、この見直しについて項目をつくるとい

いますか、「議会改革推進会議を設置するものとする」というのは必要ないんじゃないかなと思っております。 

○委員長（塚田克己） 22 条そのものは要らないということですか。 

○吉住委員（吉住安夫） いや、違います。見直しは必要だと思います。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 「必要があると認めるときは設置するものとする」と書いてある。 

○吉住委員（吉住安夫） だけどそれは改めて「議会改革推進会議を設置するものとする」、その項目は要らない。 

〔「２項は要らないということかね」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（塚田克己） 「議会は常にこの条例の目的が達成されているかどうかを検証見直しするものとする」という
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ふうに具体的に組織どうのこうのというのは表現しないということですか。 

○吉住委員（吉住安夫） そういうこと。 

○委員長（塚田克己） そして２項には、「その設置に必要な事項、設置が必要な場合は」どうのこうのという、前は

議運でもって、その必要が生じた時に議運でそれをね、必要かどうか決めるんだと、こういうことでしたよね。 

○吉住委員（吉住安夫） 私もその議運で進めることについては、何か組織で進めなければいけないと思いますのでそ

れはそれでいいかなと思っています。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 前の22条でいいということだ。 

○吉住委員（吉住安夫） 先回、推進会議の中で18条について了解をいただいているわけですのでそれをあえてここで

また議論するまではないのかなと思っておりまして、あくまでも先回の提案をされております議運ですね、議運で

議論をするものとするということでいいのかなと思ってます。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 基本的なこと話しておきたいんだけど、この不断の見直しだと言っているんだから、見直し

の項目は要るんだよね。 

〔「それは要るんです」と呼ぶ者あり〕 

○渡辺委員（渡辺幹衛） そこでなんだけど、いまこうやって論議になっているのは、議運で設置するか、初めからつ

くっておくか、そこら辺では先回も同じこと言ったんだけど、タイミング的にも通年議会じゃないんだから、いち

いち手続きとってからやるなんて言えば半月ひと月ずれちゃう、そんなのなら、今こうやってやっているのと同じ

ように作っておいたっていいんじゃないのと言って話出たんだけどね。それは私も変わらないんだけど。あとまあ

一時不再議、それはまあ本会議だとか条例作るというのは出来ちゃえば一時不再議の問題はあるかも知れないけど、

これはさ、前から言っているように、全部条文並べてみたら違うところあるまだ一緒にできるところもあるかもし

れないという話は前々からしているんだからさ、推進会議で諮ったんだからもう一時不再議で余計なこと言うなみ

たいな、それは違うんじゃないかなと思うんだよね。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） その辺のことになりますと、元へ戻ってしまうんで、ここの特別委員会においてもこの18条議

会改革推進会議の設置については合意を得て議会運営委員会において決定するものとするということで意見の集約

されているわけですよね。これはもう皆さんご存知のとおりなんですよ。ですから私も今吉住委員さんから言われ

たように、これはやっぱり生きていますから、別に改革しないという意味じゃない。常設するとしないじゃ多少の

違いはあると思いますけども、年４回の定例会もございますし、しようと思えばいつの時点からでもできると、こ

のように考えております。そういう考えで、見直しは見直しとして違う次元というか、この推進委員会というもの

をメインに出さないで見直しの項目はやっぱし、記載の文章等考えるべだと、こう思っておりますので、今ここで

推進委員会云々という、元々の話をここでもう１回しましょうという議論はちょっと必要ないように感じているん

ですけど。ですから今までどおりの皆さんに報告した内容で進めて行くということにしていただきたいと思います。 

○委員長（塚田克己） それも正当論ですよね。ただですね、今皆さんよく、これじゃ議会改革の問題についてはどう

やってやっているかということをもう一回頭に整理してもらいたいんですけど、今任意の推進委員会、重きあるか

ないかは別としても少なくとも全員による推進委員会あるわけですよ。そしてそれ以外この条例をつくる以外の改

革のための課題というのはいくつかあるわけだよね。それはもう積み残しになっている、残っていることは間違い

ないんですよ。ですからこの条例、今度は条例ができることによって、条例に位置づけられれば、条例に位置づけ

られた形で議会改革推進委員会だろうと、議会改革会議であろうと、そういった組織が改革のために当然必然的に
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立ち上がらなくちゃいけないんですよ。課題あるんですから。ですから、私はそういうものを目の前にして、必要

が生じた場合ということの言葉というのは、私はやっぱりあり得ないと思っているんです。もう必要あることは間

違いないんだ。それで皆さんこの条例をつくるときに条例を先行しましょうと言ったばっか、これ以外にもまだ課

題あるんですよ。これ、佐藤前議長さんだって、元議長さんだって改革のためのあり方検討会でもっていろいろや

った時に、まあ条例は先行しましょうやと、後は条例できた暁にまた別の形でやりましょうやという、確かに話に

なってたはずですから、私にすれば、これができた暁は今度はこれにもとづいて今までの改革をそのまんま条例に

もとづいた委員会の組織として具体的に改革をしていけば、不断の改革につながっていくし、この条例も生きてく

るんじゃないかと言って、私は力を込めたんです。ですから今佐藤議長さんも推進委員会の委員長をやっておられ

て、議長外してましたから、あれだっていっぱいあったわけです。で、それをですね、今度は私は推進委員会で18人

全部そろって議長を座長として全部でもってどうしますこうしますと言ってみたって始まらないから、この条例を

作った時と同じように議運のメンバーが小委員会みたいな形でプロジェクトみたいな形つくってそこで具体的に検

討してたたき台を出して推進委員会に報告して、推進委員会でそれを審議して、最終的にそこで結論を出すという、

今はそういう仕組みになっているわけですよ。この条例をつくるに関してだけ特別委員会という自治法に基づく、

いわゆる議決を経てこれ検討してますけど、それ以外は別に推進委員会でもってあの項目を改革しましょう、この

項目を改革しましょうと言った時は少なくとも別に特別委員会までつくってやらんければいけないということには

ならんし、まあ、通年議会みたいな話になればこれはまた特別委員会でもつくって、一つ方向出さなければいけな

いという大きな問題かもしれません。その辺は推進委員会でしっかりとやっぱり改革のための議論というのは常に

議長中心にやっぱりやっていかなければいけないというのは私は必然的にあると思いますけどね。ですから私これ

一番先、必要が出た場合ということは少なくともこれは今妙高市の議会の中で必要が出た場合に議運でそれを設置

するかしないかを決めるんだというのは、佐藤委員それはちょっと、必要あるでしょう今は。佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 委員長さんの思いはわかるんですが、私はこの条例ができて、その後何が大変だと言ったら

この条例をまず運用することがどれだけ大変かというのを感じております。一つとってみれば議会報告会、意見交

換会、これ一つでも葵さんは一生懸命数やられているんでノウハウは持っておられるかもしれないけど、議員全員

でこれをやるのを私ども上越議会の視察をして見て来ても大変だなあと、いう思いがしています。不断の改革につ

いてはわかるんですが、私はできた暁、先般の話で３月議会で議決してということになれば、私は５月にでも議会

報告会意見交換機をこのメンバーで実際にやってみるくらいのエネルギーを持っていかなければいけないんだと、

いうふうに思っています。その後に見直しをかけていけばいいことであって、私はこの条例の中身、いろいろなも

のが本当に実際に動いてみたら、大丈夫なのか、やっぱりこれじゃおかしいのかというのはわかってからでも私は

全然遅くないですし、まず少なくとも改選後の１年２年はこの条例をいかに消化するかで全力投球ではないかなと

いうふうに思ってますので、そういって考えたときに今のこの推進委員会に上げた条項のままで私は十分対応でき

るものだと、いうふうに思っております。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 私の考えなんですけど、これ推進委員会のここのメンバーじゃなくて推進委員会の立場にな

ったときに、非常に時間をかけて20回も集まって、このメンバーで一応方向決まりましたと、で、推進委員会にか

けて、そこでもいろいろ意見あって、１つの方向に決まってですね、推進委員会で発表して、この常設のしないと

いう形で決まったやつをですね、またここで、今こういった話が出ていて、推進委員会にかけるというと推進委員

会の人達にしてみたら、特別委員会何やっているんだと、しっかり決まったやつをうちらに報告してそこで１つず

つ決めていってくれというような思いがすると思いますし、さきほど常にその、一旦議会改革も含めて、私の考え
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でいけば、例えばそういった常にこう集まって何か検討していかなければいけないといったやつは先ほどの全協あ

たりでも、その運用を変えていくということであればそういったのも含めて、全員協議会ということであればその

中で協議しながら、そういったことも決めていかれるんじゃないかなと思って、ここで無理にわざわざ推進委員会

にまた戻してどうのこうのというやるよりは、そっち側で進んでいったほうが私はいいと思います。 

 

○委員長（塚田克己） ですから、具体的にどうすればいいのということなんですよ今。私もね、これ本当は言うのは

一番最後にしたほうがいいのかなと思ったんですけど、さっきの全員協議会のあれと同じようにですね、「検証見

直しをするものとする」と。例えば議会改革会議を設置するんだとか何とかという具体的なものはなしにして、あ

くまでも22条は、「この条例の目的が達成されているかどうかを検証見直しをするものとする」と、例えばですよ、

１項を、そして２項でその「検証見直しに必要なことは別に定める」と言っておけばいいんじゃないですか。私こ

れ一番最後に言うかと思ったんですけど、どうもこれ前ぶり返したり戻ったりどうしたらいいのかとなっているか

ら、これ22条は検証見直しはこれ必要なんだよね。どっちにしたって。ですけど、今みなさんこだわっているのは

議会改革推進会議を設置する、一方ではそれが必要な場合に議運でそれを設置するかどうかを決めると、こう言っ

ているわけですよ。でも結果的には必要だからじゃあ設置しましょうということになりかねないんですよ。そうす

ると、そのプロセスがちがうばっか、目的そのものは一緒なんだ。で、私はきのう、この間からずーっと考えてき

て今日は、自分がたまたま委員長の立場あるから、いきなりそういうこと言っちゃうと話は全然議論にならないし、

今まで検討してくれた皆さんにも大変ご迷惑、失礼だということもあったから黙っていましたけど、これもあまり

時間割く必要無いから、どうですか、検証見直しという22条は当然起こすと、ただしこの条文では達成されるかど

うかを検証見直しを行うこと、という必須事項にすると、２項では「検証見直しに必要なことは別に定める」と。

それはじゃあ別に定めるんだから、それは今度は議長が、これ議運でもって、必要になってきたから、必要かどう

かを議運で検討してくんない、というふうに議長が議運に指示だせばいいんじゃないですか。そういうふうに「別

に定める」中で定めておけばいいと私は思います。ですから、どうも我々の議論になると具体的な名前だすとすぐ

それに反発したり抵抗したりするなんか分子がいるみたいで、非常に、これ名前出さない方がいいなと考えてきた

んですわ私。妥協できるでしょ皆さん。これだったら。22条は必要なんだもの。だから、議会改革推進会議を設置

するとか何とかというそういうことうたわないでおけばいいんだ。改革することとすればいいんだ。そうでしょ。

考えてみればそうなんだよ。俺も散々考えてきて、こんなああだこうだ、ああだこうだと言って、人間のうらみつ

らみみたいなことまでね、これやり出しちゃうと話はいつまでたっても、またきょうもそんな話になるとね、気ま

ずい思いしたり気分悪くして帰ってこんからいけないかなと思ったから、もう最後はこれもうどうにかやったほう

がいい。いいですか。樗沢委員どうぞ。 

○樗沢委員（樗沢諭） 今の委員長の言われた言葉とかその文章については我々、私も別に全然違和感はございません。

ですから「別に定める」をまた別項を設けるとなるとそれはまた議論しなければならない。 

○委員長（塚田克己） 別に定めるならいいんでしょ。他の皆さんどうですか。 

〔「それでいいんじゃないか」と呼ぶ者あり〕 

佐藤さんどうですか。 

○委員長（塚田克己） 「第22条 検証見直し 議会は常にこの条例の目的が達成されているかどうかを検証見直しす

るものとする」 常にですから、常に。 ２項はその検証見直しに「必要な事項は別に定める」さっきの全員協議

会と全くいっしょです。いいですか長尾委員。何か言ってくださいよ。 

〔「そのあたりのはここでやらないの」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（塚田克己） やらない。それやると言うとまたもめちゃう。だからそれはさっきの全協のこれと同じですよ。 

〔「問題が出た時に」と呼ぶ者あり〕 

〔「それでいいんじゃないか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） とうとうそういう論に達したんだ。でもね、これだけ産みの難産でね、苦労するということは

いいことだ。みなさんいいですか。よろしいですか。関根委員。はい。何か言ってくださいよ。 

〔「はいいいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） 元々ね、変わっていないんだ皆の意見一緒なんだ。ただちょっと手続き、流れがねワンクッシ

ョンあるかないかの違いでね、求めるものは皆いっしょだからね。私は最後大事な部分をちょっとよそに置けば、

本文だけきちんとすれば皆すぐ納得するだろうなと。佐藤委員どうぞ。 

○佐藤委員（佐藤栄一） そうなった場合には一旦推進会議にもう一度そういうふうに訂正するといふうにかけるとい

うことで理解していいんですか。 

○委員長（塚田克己） ですから、それは推進委員会にかけるかどうかということよりも、文言を整理したり、条文を

整理したりするのが我々の役割ですから、もう一回改めて最終的なこの条例のね、見直しをした際に文言的に22条

はこういう文言にさせてもらうということに特別委員会では決まりましたのでそれでご理解いただきたいというこ

とで報告で終わらせたいと思いますけど。 

   樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） それでいいと思います。特に決めたことを変えたわけじゃないですから。決めたことを変える

ことに対しての抵抗勢力の抵抗マンが１人いるわけですから、そういうことでないということだけ確認しておけば

いい。 

○委員長（塚田克己） 吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） さっき佐藤委員からもお話しございましたようにやはりこれをつくってどうやって実行する

かということが一番大切だと思っています。ですから今この特別委員会のメンバーの皆さんで１度、市民の皆さん

とのそういう意見交換、いろいろな面でやってみるということも大事かなと、それによっていろいろな見えなかっ

た問題というのは出てくると思いますのでまずそれを実行してみてその後見直しをしていただくということが大切

かなと思います。 

○委員長（塚田克己） それでは22条については今ほど申し上げましたが、基本的には１項、2項でやると、いうことで

その文言については申し上げましたので事務局のほうからきちんとまた整理をしていただきたいと思います。それ

では、これ、事務局長、その他１条から13条までの修正についてとこれ説明してください。 

○事務局長（関原敏明） それでは私のほうから説明させていただきます。ただいまのお話し、委員長のお話しがあり

ましたように、これは文言の整理のレベルでございますので、１条から13条につきましてはすでに決定しておりま

したので、まず総務課のほうに法制の係おりますので、そちらのほうにまず指摘をお願いしたんですが、総務課レ

ベルではほとんどこれよりももっと少ない語尾のものしか指摘がなされませんでした。というのはやはり議員さん

みづからつくられたということで相当そこら辺後ろに構えていたというふうなことがございます。それで私どもの

ほうでは、法制として、用語の統一ですとか、明らかに条例内で矛盾している点について直させていただきました。

そういう機械的なものはここに羅列してあるとおりでございますので説明は省かしていただきますが、その中でも

説明させていただきたいのが、まず１ページですね、Ａ３縦の１ページの左側の欄見ていただきたいんですが、第

２章の開かれた議会の活動原則の第３条ですね、その中の下段のほうですね、（５）不断の議会改革に努めること

のその四角の解説の中ですが、「２元代表制の下市民の声を的確に把握し」という網掛けになっておるんですが、
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その網掛けの部分を、まず「市民」というものを先にさせてもらったということでございます。同じくその下のと

ころですね第４条議員定数の原則につきましても、これは「市民」という言葉を先にださせていただいたというそ

のような訂正でございます。それで次はぐっていただきまして、２ページのほうですが、左側の蘭で、第６条議会

報告会と意見交換会、それの解説の中でございますけども、「議会」というところ網掛けになって文言整理という

ふうに書いてありますが、これ本来右側では、「議会は、」になっておりましたが文言整理させてもらいまして、

議会自ら、ということのほうが意味的にもつながるということでこれは訂正させていただきました。そして３ペー

ジのほうごらんいただきたいんですが、３ページ中段ですね、中段第10条のところですが、右側の第10条の解説だ

いぶ長いんですが、この網掛けの部分を左へ見ていただくと文言整理（より解りやすく）というふうにさせていた

だきました。これにつきましてはちょっと事務局として訂正するレベルとしては踏込過ぎておるんですが、一応正

副委員長さんにみていだだきまして、まあこれで出して見ろということで言われておりますので、右側の元々のや

つは非常に言葉がちりばめられておるんですが、一読してなかなか意味がすとんと落ちてこないような気がしまし

たので、こういうことではないのかなと、整理してまとめたというようなレベルではなく、全く書き換えというレ

ベルですので、これはそういうふうにさせていただきました。いいか悪いかまたご議論いただきたいと思います。

後は機械的な文言整理でありますが、先ほど委員長さんもおっしゃられておられましたが、これで完成ということ

ではなく議案として出すその日までいろいろまた気づきますので、それはその時にまた私らほうで報告させていた

だきたいと思います。以上です。 

○委員長（塚田克己） それでね、一たん休憩します。 

休憩  午後２時３７分 

再開  午後２時３９分 

○委員長（塚田克己） 休憩を解きます。それで今事務局長から説明をいただきましたことについて皆さんのほうで大

筋の課題はきょうで大体整理できたというふうに自分としては理解していますのでまたもう１度これ事務局から整

理してもらったものをもう１回配付してもらって、それで最後のつめとして年明けまでに、年末年始のお休みの時

にちょっと気分転換にこの条文を目を通してもらって、そして何か問題疑問があったら次の会議に御提案いただく

ということで。おまんのところへあらかじめ報告したほうがいいのかね。 

○事務局長（関原敏明） そうですね。報告いただければなおいいですし、それと委員長すみませんが、きょう決まり

ました３班の部分がまだ解説とかが正式なものが出ていないと思っておりますし、そういうのどうするか決めてい

ただきたい。 

○委員長（塚田克己） じゃあ３班のやつはちょっと先送りになった部分もありましたので、もう一回事務局のほきょ

うのこの整理を含めてもう１回きちんと整理をしてもらうことにしたいと思います。それで、もう年内は会議とい

うわけにはいかないと思いますので、これでゆっくり年末年始をお過ごしいただいて、１月の20日以降でいいと思

うんですわ。もうここまでくれば大体煮詰まってきていますから。そこで一応出してもらって整理したいと思って

います。それで今の文言等についてですね、事務局のほうから早急に新しいものを皆さんにお届けできるようにし

たいと思います。それでいいよね。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） いま文言左側のずーっとつくってもらいますよね。３班のきょうのも含めて。そしたら、解

説は別に論議しなくたって、そのまま解説しておけばいいんじゃないの。おまんたのほうで付けにくい、これは皆

さんの意見聞かなければ解説書かんないということになれば。 

○事務局長（関原敏明） 語尾調整したり、私らかなり僭越なしちゃいますのでね。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 解説は構わんよ。 
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○委員長（塚田克己） 解説ですから解り易くしてください。難しい用語使わないように。 

   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○委員長（塚田克己） 以上を持ちまして議会基本条例の20回目、閉会といたします。 

閉会  午後 ３時４２分 

 

 


