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第第第第１９１９１９１９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９日（火）  午後１時００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    

Ⅰ 協議事項 

１ 第 18 回（11 月 27 日）の議会基本条例策定特別委員会の決定事項について 

２ 議会基本条例骨子素案の条文化の検討について 

1) 条例案の最終調整 

2) 関連する例規の取り扱い 

３ その他 

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

○委員長（塚田克己） ただいまより議会基本条例策定特別委員会第19回を開会いたします。 

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

１１１１    第第第第18181818回回回回（（（（11111111月月月月27272727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） それでは次第にもとづきまして協議を進めたいと思います。まず１の協議事項でございますけ

ど、前回第18回に行われました当委員会の決定事項について私のほうから報告を申し上げます。①平成27年３月議

会での成立を目指すと、施行日は今は一応決めず、３月議会発議で事務を進めて最終的な施行時期を決めていくと

するというふうに決めさせていただいたと思います。それから②につきまして、市民へのＰＲ、意見聴取はパブリ

ックコメントは実施せず、条例議決後５月発行の議会だよりに掲載し、周知と意見があればいつでも受け入れると

いう形でＰＲをするということでございます。③条例案の最終調整、これは第３班から提出された検討内容につい

てですけども、まず14条整理前は23条ですけども14条の議員間自由討議について３班の提案どおりとするというふ
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うにしました。ただし、弾力的に運用できるよう解説の本会議や委員会でのという文言を除いた形で条文化すると

いうことにいたしました。それから第15条整理前は25条ですけども、議員間情報連絡会議について、今の全協、執

行部側報告全協や議会側での全協を含めます、をどのようにすれば望ましいかを各自検討し、次回すなわち本日の

会議で議論をすると、いうことで先送りしたということでございます。以上３点について11月27日の18回で決定確

認した事項でございますが、これらについてそれぞれみなさんのほうで御意見御質問等ございませんか。よろしい

ですか。ということはよろしいという判断をいたしますので、この３つの考えを踏まえながら本日は次のステップ

に進みたいというふうに思います。遅れましたが、本日は一応15時を目標にしてできるだけ結論を出せるように皆

さんのご協力をいただきたいというふうに思います。最悪は30分延長ということもありうるかもしれませんが、そ

こは状況を見た上で判断をさせていただきたいと思います。 

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

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の議会基本条例骨子素案の条文化の検討についてでございます。これについては１）

で条例案の最終調整、３班から提出された検討内容について15条の先ほど申し上げました議員間情報連絡会議につ

きましては前回皆様方といろいろ議論いたしましたが、結論を得られず、本日までに、この現在行われている全員

協議会の扱いについてそれぞれ各委員から御検討いただいて本日に臨んでいただくということにさせていただいて

ありますので、それぞれ皆さん方からお一人ずつ検討していただいた考え方をお示しいただきたいというふうに思

いますけども、一応これはですね、前回も今日のこの資料１に、裏のほうに15条議員間情報連絡会議というのがそ

れぞれ皆さんの前回の御発言について整理したものが資料としてついております。ここでは私もちょっとまとめ方

が悪かった点もあるんですけど、要はこの情報連絡会議というのは現在の全員協議会を名前を変えたと、いうのが

まず１つ、それから、現在の全員協議会については議会運営の直接的な流れの中で行われる会議ではないというこ

とはこれは前々から申し上げているとおり皆さんもそのように御理解いただいていると思います。しかし今回これ

が問題にしたというのは情報連絡会議という名前を変えながら、その連絡会議を今回は基本条例の中にきちんと位

置付けると、いうことが従来からの基本的な考えでした。しかし、皆さん方のほうで、いや、全協でいいんじゃな

いかと、全協でいいんじゃないかということは現状では慣例事項の申し合わせの中に載っているんだから、議会運

営の直接的な会議とはせずに、現状どおりでいいと、したがって条例にも位置付けないでいいというそういう解釈

のように私は受けとめていました。後段のこの、特に吉住委員なり、渡辺委員のほうは、そうじゃなくて議会改革

の基本条例なんだからやっぱりこの全協も議会改革の議会運営の運用上、やはり会議というのは必要だと、だから

あくまでも基本条例に位置付けるべきだというのが大前提で前回最終的には名前にこだわらないでいいと、情報会

議でなくて全協でもいいんじゃないかと、全員協議会という名前でもいいからとにかくこの基本条例の中にきちん

と条文で位置付けたらどうかという考えの発言でありました。ですから今日これから皆さんにお一人ずつお考え聞

きますが、一応今回は２つの問題ですね、まず全員協議会そのものを議会運営の中でどう位置付けて行くかときち

んとした議会運営の流れとして全協を位置付けるということであればこれは基本条例に位置付けるというのが原則

だと私は思っています。しかし、そうでないんだと、あくまでも全協は全協で情報の連絡だとか会議の連絡だとか

必要によっての話し合いだということだから、議会運営そのものには直接関係ないから、慣例事項の申し合わせで

今までどおりやっていけばいいんじゃないかと、いうふうな考えとですね、２とおりあるということで、今日はそ

こをきちんと整理をして、そして条例に位置付けるなら位置付けるなりのきちんとした考え持たなければいけない

し、位置付けないんでいいんであれば全協を今後どう取り扱って行くのかということをこの特別委員会できちんと
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統一した見解を持って推進委員会に諮っていくというふうにしなければいけないということでございますので、そ

れらの２つの点を十分皆さん方からそれぞれ御理解いただいた上で、誤認識いただいた上で御発言をいただきたい

というふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

   それではこの第15条の議員間連絡情報会議について引き続き会議を前回に引き続き続けていきたいと思います。

それぞれ御発言を、御検討いただいた御発言をどなたでも結構ですがいただきたいと思いますけど。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私も前回申し上げた、全協という名前で基本条例の中に入っているという例も出させていた

だきました。その中で家に帰っていろいろ検討してみましたが、今の全協のあり方をこの中に入れるのはちょっと

非常に難しいところあるのかなと、もう一つ今の出ている議員間情報連絡会議という中身自信を考えると名前を変

えただけで全協という形にはならないなという感じがしているのでこれは２本別々だなと、というふうに考えてお

ります。ですから、この前も述べたとおり全協の本当の見直しをしながらやって行く中で考えれば私は新たな形が

出てくるのではないかなと、全協の中で議員というか自由討議というのは可能だと私は思ってますので、そういっ

たのをこれから工夫していくのが私はベターではないかなと、というふうに思っております。併せてそれらにつき

ましては、これ２つ一緒にするというのは大変な労力必要ではないかなと感じていますので、私としては今日はこ

の条はなしにして全協についてまた別の形で議論していただきたいなと思っています。 

○委員長（塚田克己） という佐藤委員の御発言でございます。それぞれみなさん御検討いただいていると思いますの

で、自分なりの考えをきちんと申し述べていただきたいと思います。他に。 

   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） この全協のあり方というか、たしかにこの間も、いろいろ執行部側の説明と我々議員の協議

する場がごちゃごちゃになっているということで、今の全協自体問題もありますし、そういった全協自体がはっき

りしないまま、ただ名前だけが全協とか情報連絡会議みたいな形でこの基本条例に載せるのはどうかなというふう

に思っていますし、結論的には全協のほうがしっかり見直しが終わった段階で、当然この基本条例はこれで終わり

じゃないので、全協の連絡協議会の見直しが終わった段階でしっかりとした状態になった時にこちらの基本条例に

載せればいいのかなとということで、やっぱり今は一日も早くこの条例をつくって、やはり回していくというほう

が私は先決だと思っておりますので今回は基本条例に載せないでいくと、それで全協の見直しを行って、全協がし

っかりとした本来の目的に合うようになって基本条例に追加という形でいいと思います。 

○委員長（塚田克己） ほかに。樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私は２年前から同じことを言っているんですけど、やっぱしこの情報連絡会議をやるというこ

とはやっぱし議員一人一人が力量を持ちながら、ある一部の人が扇動するような、そういう連絡会議だとかそうい

うあれじゃなくて、全議員がある程度の基本的なベースを持ちながら、情報連絡をしたり会派の皆さんのそういう

ものも含めた中で充実した中で今後は、これは２年後になるか４年後になるかわかりませんけども、その時点でこ

ういう情報連絡会議をですねつくっていくべきだというように考えておりますし、全協については問題視もされて

おります。ですから今の態勢の中で全員協議会の進め方、それからまた検討する内容もですね改めてそこで討議し

て決めて行くことが必要ではないかと、こう思っています。 

○委員長（塚田克己） ほかに。長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 私も前回の議事録で出ていますけども、その考えとそんなに変わりません。いわゆる議員間

連絡調整会議という部分というのがそのものがまだイメージがつかないんで、ここでは今必要がないと、そして全

協の部分での皆さんが疑問に思っていると言うんであれば、その部分というのを十分に話あって、そして仕組化を
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まずすべきだと、そんなふうに思っています。わからないのに条文に載せて誰かその仕組みとしてこんなふうにや

るんだろうという部分のあいまいさの中でスタートを切るべきではない。私は思っています。 

○委員長（塚田克己） はいどうぞ。関根委員。 

○関根委員（関根正明） 私も議事録と同じように全協の見直しがまだいろいろ考える余地があると思いますが、あえ

て今の段階でここにこう条を設ける必要とか感じておりません。慣例のうちにいろいろ充実を図ってそれからでい

いと思っています。 

○委員長（塚田克己） 吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 基本条例をつくる以上はやはり、先回もお話しさせていただいたんですけど、名前はどうで

あろうともやはり一つのきちんとした認知をされた条項をつくってその中で議論すべきだと思っております。江藤

さんのこの例から行きますとやはり、作ったふりをしているのでは駄目だと、やはりきちんと議論をする場所を作

るべきだということを書いてありますし、やはり住民、議会それと首長との連携をきちんとやるためにはこういう

会というのが私は必要かなと思っております。名前は先回申し上げましたように、こだわりませんのでいい名前を

付けていただければありがたいなと思っております。 

○委員長（塚田克己） 八木委員。 

○八木委員（八木清美） 私は全協の見直しという点では当初から、個人的にも必要だなという気持ちでおりましたの

で、私はまだ１期目ですので、全協のあり方も２とおり、大きく分けて、全員で報告、協議をするという点で執行

部側からの提案等も受け入れるというそういう２つの形があるというくらいで、本当の見直しという点では必要で

はないかなという気持ちでおります。ただ３班としてここまで運んできた話でありますので、是非皆さんからも尊

重していただいて、この先、どういう形が一番理想的なのかということも視野に入れながら、今それがレベル的に

個人個人の議員のレベルが、レベルというのですかね、皆さんの見解がまた違うということであれば、足並みが揃

った時点でもいいのかなという気持ちもあります。３班として出した見解がこうだということは尊重していただき

たいと思っております。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 今、３班の２人の方から３班の思いが語られましたけど、私は、節操がないわけではないん

ですけど、どうしても３班の意見にならなければだめだというつもりもありませんし、少なくともこの項目につい

ては皆さんがいいと言えばそれで妥協すると、全会一致でやるという建前もありますから、それはしようと思って

います。ただ、皆さん考えておいてもらいたいのは、今まで基本条例がなかったから慣例で頼って議会運営して来

たんですよね。そうすると、１期目の人がわからんかったり、古くから４期も５期もやっておられる方が、昔はこ

うだった、と言われると、ああそうなのかなと、それを、私が当選した頃、最初に議員になった頃はそんな慣例集

なんかなかったんですよね。だいたい、申し合わせみたいなのはあったんでしょうけど、成文化されたのは、廣瀬

さんだったかな、事務局長になった時に成文化したんです。それを見て佐藤さんが議長だった頃、それもあるから

私はこの基本条例つくるのなら、原則的に慣例集はなくしたいとこう思っているんですよね。慣例に頼ってやるん

じゃなくて原則としてなくして、どうしても次の改定までフォローしなければいけないような問題があれば慣例集

やむを得ないけど、初めから基本条例に載せるのが可能なようなものがあれば、もう慣例集からやめたほうがいい

んじゃないかという前提で考えたいたものですから。こんな形で言いました。ただ、全協のあり方については今の

ままでいいとは皆さんも思っておられないようですし、１年前ですか、骨子の方針のときもそうだったと思うんで

すよね。ただ今１年も経ってみると、またほとぼりが冷めた面もありますし、いろいろ検討すると問題もあるな。

そして最後がだんだん期日が迫ってくると、ちょっと駆け足でもっていう気持ちがあるかもしれませんが、ここの
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ところはちゃんと話合っておくべきじゃないかなと、思っています。 

○委員長（塚田克己） 基本的には前回とそれぞれの考え方は変わっていないというように私は今受けとめています。

それはまたみなさん一人一人が、何もここで急に考えて発言しているわけじゃないですから、当然、簡単に変わる

ということもこれはまたおかしな話ですから、それはそれで理解できます。しかし、この問題についてこうやって

議論していても問題解決にはなりませんよね。私は聞きましてね、この情報連絡会議というものをあえてこの骨子

の中で加えてやはり全協という名前そのものを変えることによって意識も変わる認識も変わるやっぱりそこに変化

を与えたいと、要するに議会を進化させたいという、そういう思い入れがあったと私は思っています。骨子のとき

にね。ですから、基本的には今の全協そのものの運営を変えようなんて意識は少なかったんですよ。だから渡辺副

委員長が今言っているように、全協そのものを根本から否定するわけじゃない。ですけどもあくまで、慣例の中に

納まっている全員協議会の取り扱いについてここで初めて基本条例を作るという大きな使命、大きな進化、意見に

よってこの全協というものを前々から言っているように、議会運営の中にこの全協をどうやって生かしていくかと、

どう位置付けるかだけなんですよ。皆さんこれ見直し、見直し、見直しと言っていますけど、私はそんなに大きな

見直しというよりも今の全協そのものをただ単に、朝の顔合わせで連絡事項、申し合わせ事項、要するに情報を流

す連絡するというだけじゃなくて、例えば今回みたいに議案の追加が出てきて、みんなで18人そろってそこでいろ

いろ議論すると、それが今回基本条例の中には議員間自由討議という新しい条例がつくられるわけですよね。それ

を今回全協の中にきちんと位置付けてやれば議会運営の中の一環としてこの基本条例にこの全員協議会というもの

が位置付けられるんじゃないかと。で、今のように議会の本会議の最初の開会日にここに集まって例えば議運をや

った場合には議運の報告します、あるいは議員同士の互助会の倶楽部の連絡します、あれも連絡しますと、そうい

う要するにただ単に連絡程度の全協ということであればこれは議会運営の中に直接必要ないと、いうことで今はそ

の議会運営の直接的な会議としてこの全協が存在しているわけじゃない。という位置づけなんですよ。ですけども、

今回わざわざこの基本条例に位置付けようというのは、少なくとも今までの全協の連絡等の問題以外に一つの大き

なテーマ、課題が出た時には18人そろって皆で議員間自由討議をここでしましょうと、話し合いしましょうと、も

し仮に結論出さなければいけない問題は結論だしましょうと、議長が音頭取りするわけですから、だからそういう

ふうにちょっと変化させ、進化させることによってこの全員協議会ということがこの議会運営の中の一環としてこ

の会議の存在を位置付ける、条例に位置付けることで慣例から外すと、そうすれば市民からも理解得られるし、こ

の全協の役割というものは出てくるというふうに思っています。 

ですから、あのね、私この問題はそんな議論になると思っていなかった。正直な話は。 

〔「いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） いいですか。ちょっと待ってください。そこをもう一度ですね皆さん考え直してみてください。

決して、全協そのものが、じゃあ私から言わせれば何が問題なんだと、今の全協の。それを皆さん明確に出されな

いからと言って先送りすればいいと言うんじゃ議会改革基本条例つくる意味もないし、進化した議会にはならない

ですね。はい樗沢さんどうぞ。 

○樗沢委員（樗沢諭） 今の委員長の発言、御意見は先回もお聞きしました。そういう中でですね、会派３つが一人会

派のぞいて３つございます。そういう中で、ここでいろいろと議論しているということは、また皆さんで、会派へ

帰ってですね、委員長さんの思いだとか、皆さんと３班の思いだとかそういうのも含めた中で御検討されてそして

来ていると、そういう結論の中で今日ここに臨んでいるわけですよ。塚田委員長さんの会派でもそういうのを検討

されて来ていると思うんですけど、そういう意味合いを込めて今日参加して結論を持ってきているということでご

ざいますので、今回ここに載せる載せないとこういうことについては載せるか載せないかはまずここで結論出して
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いただいて、全協に対して今度はどういうふうにやって行くかということを次の段階で、どう取り組むのかという

形で進めていただきたい。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 委員長からも佐藤委員からも発言ありましたけどね、あまり時間かかっている割にあまり違

いないんだよな。佐藤委員も最初に言ったみたいに、14条でいう議員間自由討議、それもできるじゃないかという、

ここでできるじゃないかという、今までの全協でできるじゃないかという話だった。そうすると議員間自由討議と

いうのは先回の会議でもあったみたいに本会議とか委員会とか、前はここで委員会だけみたいな、運用では考えて

いたけど、可能性としては本会議であるかもしれないから、そうしようと、いうことで両方とも削ったんですよね。

それと今佐藤さんから話あったみたいに全協だってできるじゃないかという話になると、余計、塚田委員長言った

みたいに全協をきちんと位置付けておけば、その中でも議員間自由討議はあるんですよという格好にすれば、私は

基本的な考え方としてはずーっと基本条例の考え方では、この問題、少なくともこの問題についてはこの８人の皆

さんの中でそんなに違いないと、それをこだわってどうしても入れるのは時期尚早だとか、そういう話もあるけど、

せっかく、２月頃になってからそんなこと言っているんならまだ難しいことあるけど、12月ですからさ、私は入れ

ておいて慣例集は最小限にするという基本的な考え方のほうがいいと思うんですけどね。いかがですかね。従来に

こだわらないで皆さんメンツが潰れるわけでもないし、思ったことをここで言うのはこの場の役割だから、どうだ

ろう。 

○委員長（塚田克己） 佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 渡辺委員の思いも十分わかりますし、私も全協の見直しというのは、今の全協に足りないの

は報連の相がないんだと思っています。報告、連絡というのは全協でちゃんとやっていると思うんですよ。それに

相を付ければ、私はある面では全協の形が大きく変わっていくのではないかというふうに思うんですが、これをど

うやってやるかということになるとそれはそれでそれなりに検討しなきゃいけないなと、いうふうに考えているわ

けです。ですからちょっと現在の正副議長さんなり、例えば今回こうやっていろいろな議論している中での特別委

員会の委員長さん、副委員長さんが入ってどうやって変えていくかということを議論した上で載せていくのならら

私はそれなりにまた形が見えて行くなというような思いをしています。慣例集をだんだん減らしていくというのは

ある面では基本条例つくったらそれは流れとしては当然ではないかなと思うんですが、いきなり慣例集をなくすと

ういのはまだまだここにからまない問題がいっぱい載っていますので、それはそれなりにまた慣例集を条例ができ

て動き出した段階で見直しを図って行く、段取りを踏まなければ私はいけないかなというふうに思っているので、

あまりこだわってるなということも言われてあれなんですけど、もう少しゆっくり100パーセントのものをここで完

成品作っていくということは動き出せるものを先につくったほうが私はベターではないかなという考えです。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 佐藤委員言われたみたいに全協に相が入れればいいと、相これを入れれば14条の自由討議も

全協も本会議も委員会も常任委員会も入れるんだとさっき佐藤委員可能性はあると言ったけど、これさえ入れれば

そのままここに載せることができるんだから、そこら辺はいかがでしょうかね。 

○委員長（塚田克己） 私はできるだけしゃべらんというようなことですけど、また樗沢委員に叱られちゃうけど、あ

の今本当に佐藤委員いいこと言われましたよね。報告連絡はもう間違いなく全協の重要な役割です。それと議員倶

楽部としての議員の仲間としてのいろいろなやっぱり連携、それは非常に私は今存在感あると思います。ただ、そ

れじゃあ議会の議会運営の中で、まず全協でみんなで話し合って、皆で意見聞いてみましょうと、それぞれ議員の

最終的な決断をするための材料として情報を皆で共有しましょうと、いうところを今後この全協の中で、今佐藤委

員が言われた、相談というところに位置づければ、私はこの全協は基本条例の中に全員協議会という名前で条例化
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するということが一番すっきりすると思います。私もこの骨子案つくるといったときに特別委員長として非常にこ

こにこだわったというのは、やっぱり全協という名前だとイメージが悪いと、そしてざっかり話そういう認識でし

た。そしてなんか全協というのはあってないようなものだし、そんなに議会の場では重要な会議の場ではないなと、

いうふうな認識はだんだんだんだん皆共通してきたんですよ。これ。ですから佐藤委員も超ベテランの議員さんが

あえてこの全協の問題についてね、御指摘をされ、問題を整理しなきゃいけないというあえて言われることは考え

方としてそんなに変わらんと思うんです。ですから今の報告連絡相談というこの部分の相談の相が足りないんだと、

いうことはとりもなおさず佐藤委員が長い５期の経験の中で全協というのはそこらあたりを直せば問題ないと、い

うことをあえて言っています。というふうに私受けとめます。ですから皆さんこれどうですか、八木さんもさっき

３班の意見を尊重してくれと、言われたんですよ。ですからこの今の基本条例に全員協議会として、位置付けてそ

の中で議員間自由討議を十分生かしていくんだと、いうことをちゃんと逐条解説というか解説にうたってそして条

文化していけば３班の考えも尊重できるし、今皆さんが言っているようなところも決して、はっきりしないのに載

せてそれでどう変えて直していくかというやり方と、そこが直す前に載せたんじゃだめだから、きちんと方向が見

えて、見定めた中で、条文化すべきだという考えが何人かおられますけど、そこの違いだけですよ。今こうやって

皆さんの意見聞いていると。結論はだって全協見直しがこれは後で見ると、例えばこの部分というのはこういった

情報連絡会議的なようなもの、全協的なものというのは条文化するということについては異議もっているわけじゃ

ないですよね皆さん。私は今そういうふうに受けとめていますよ。ですから、最終的には八木さんが３班の考え尊

重してくれと、このお願いごとというのは私相当効くと思いますけどね。 

〔「効いていないんだ」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） 長尾委員どうだねそこらあたり。 

○長尾委員（長尾賢司） 私はですね、議員間自由討議については、常任委員会というものを基本において、まずそう

いった部分を充実させていくと、いうことに私は尽きると思います。で、全協の部分での先ほど、相ということで

相談、議員間の相談も結構なんですが、どうしてもその部分というのは、常任委員会というのは基本的には提案さ

れた議案のものに対して、自由に一つのテーマを持って議題に対してやりとりをするということでは、まずはそこ

でスタートすると、ところがそれは全協となるとですね、ややもすればここが問題だあそこが問題だという部分、

あるいはこうあるべきだという論調になりやすい。そのことがあったとしても、それが軽くその程度でおさまれば

いいんですが、それはあくまでもその所管の常任委員会、各常任委員会がどこまでそれを主体的にその部分を吸収

して、取り込むかという、この部分なんだと私は思っています。そのことがないとまず私は何回も言うように常任

委員会がより主体的にそういうものを協議会なりあるいは勉強会なりを開く、あるいは、くどいようですけど、自

分の所管以外のところでも、この部分が質問して欲しいというのがあれば同僚議員にそういものを伝えながら、審

議の内容を深めていく。いうことをまずはベースとしてあることが先決だというふうに思っています。そういうこ

とがないと、そういうものが基本になってくると私は基本的に思っていますし、全協の中の充実というのはそれが

さらに成熟した時により広い皆さんが一堂に会して皆さんの視点で、抜けはないか、どんな視点がどうなのかとい

う部分を議員間での見解というか議員のそれぞれの見方考え方というものをご披露してそれを吸収すると、いうこ

ととして私はやぶさかではないんですが、なんかさもさも思考停止になるような状態に陥ることが私は懸念します

ので、それだけでございます。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 思考停止という話があったから言う訳でもないんですけど、私は３日の日の出来事から、き

のう、きょうまでいろいろ考えていたんですけど、議案の告示は８日前の日にすることになりました。それは丸々

７日、本来なら７日前というのを丸々７日が確保されていないじゃないかというのでそうしたんですよね。それだ
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けど、丸々８日が確保されているかと言えばそうじゃないんです。７．いくつなんです。午前になる分もあるし、

遠いところの人は午後になる、夕方になる部分もあると思う。だけど私はね、今のこの問題があれば、例えば、議

案告示８日前の午前中に必ず告示しろということ、例えば10時までにしろと、10時からこの全員協議会になるか、

連絡調整会議になるか知らないけど、それを開いて、その場所で議案を受け取って、そして一通り何が議案になっ

ているのか、皆さんと意見交換、まだ何も見ていないんですよ、意見交換をする、そんな仕組みがあれば債務負担

の問題なんかそこで気がついた。そういうふうにして、みっともない格好にしなくて済んだじゃないかなと思いが

あるんです。そういう点では私、条例の中に必要だと思っているんですけどね。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） だからそういう問題を全員協議会できちんとやりましょうと、そういうことでスタートすれば

いいじゃないですか。別にこっちに載せなくても全員協議会の内容で今回の問題になったようなこと、今回の問題

は他にも問題あるんですよ。 

〔「基本条例つくらないのならいいけど」と呼ぶ者あり〕 

○樗沢委員（樗沢諭） そういう開き直りは困る。だから全員協議会で、やらなければいけないこと改革しなきゃなら

んことをまずやると、そして、情報連絡会議というのはもっと深いんですよ。深くていろいろ検討しなければなら

ないこといっぱいあるんですよ。だからそういう意味から言って時期尚早であると、３年前から言っているんだ。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） ３年前から言っているけど、その割にちっとも変っていないと私は思っているんです。ここ

は自由討議ですから、みなさん自由に言ってください。何回も言うけど、慣例による議会運営したので、改善でき

るところあれば、基本条例作るんだから、そこに載せるというのが私は趣旨じゃないかと、だけどそんなのを載せ

ないで、できたのだけで、ともかく出発しちゃえばいいじゃないかというのならそれはそれで私はそういうことに

なれば異議ありという話になるんですけど、全会一致で進めたいと思って、皆さんとどんな格好で妥協できるか一

生懸命探っているんです。そういう点ではよろしくお願いします。 

○委員長（塚田克己） 樗沢さん、別にあんたに物申すわけじゃないけど、それは３年前から一貫してるその考えはい

いですよ。考えはいいけどね、でもどこかでこういった９人が全員一致でもって推進委員会に持っていかなければ

いけん、最終的には基本条例は議長を除くのなら17人でもって満場一致で条例を設定していかなければいけないと

いう大きな一つの目標があるわけですよ。ですから、私はここでこういう議論しながら、本当に根本的に違う考え

だって言うんだったら、そこはなかなかなじまない部分あって問題あるかもしれないけど、今のこの問題なんてい

うのは、例えば樗沢さんが言っているように、情報連絡会議というのはものすごく中が深いと、だから難しいんだ

と。だから今すぐという訳にいかないよと言うのはそれは樗沢委員の論ですよ。でも私が小委員会で議論したこの

あくまでも情報連絡会議では今の全協に足りないのは、長尾委員がさっきもいみじくも言っていましたけど、最終

的には常任委員会の考えを意見のほうを尊重すると、そこはあくまでも採決するわけですから、それで本会議に持

って行くわけですから、私が言うのは、私が言っているというのは常任委員会行く前に、ここの18人、議長が中心

となって18人でいろいろな情報を一つの問題課題に対して意見交換しようと、私前々から言っているんだ。ここで

もって結論を議会として結論を出そうということじゃないんです。どの議員がどういう考え持っているのか、どの

議員がどういう考え持っているのかということをそこで、皆で討議し、議論しながらそれを今度は皆頭の中に入れ

て各３常任委員会のところあるいは特別委員会の問題があれば特別委員会でそういったいろいろな皆さんが意見を

尊重しながら、最終的に常任委員会なら常任委員会で結論を出していくと、採決していくと、そのためのプロセス

としてこの全員協議会を位置付ける、だから、基本条例の中にきちんと条文化したほうが慣例よりもその必要性と
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しては理解できるんじゃないか、市民からも理解していただけるんじゃないかということを申し上げているんです

よ。だから、樗沢さんだって最終的には渡辺さんなり私と違ったことを言っているわけじゃないんだ。と私は受け

とめていますよ。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私の場合はもっと激しく議論してもらいたいと。そういう強い意向なんです。 

〔「全協でかね」と呼ぶ者あり〕 

○樗沢委員（樗沢諭） いや情報連絡会議で。全協でもそうです。だけど今、議員は議論できないですわ。残念ながら。

〔「そんなことないでしょ。それはあんた自分で決めつけちゃだめですよ。」と呼ぶ者あり。〕 

○樗沢委員（樗沢諭） 冷静に考えて、ですから、そういう面ではお互いにまた頑張って、全員協議会の中でまたいろ

いろなその中でもってやっていくことが必要だというように思っています。 

〔「樗沢さんね、ちょと座れって」と呼ぶ者あり〕 

○樗沢委員（樗沢諭） 別にね私ね委員長にここで指導受ける立場じゃないんだ。あんたねまとめる立場なんだ。 

○委員長（塚田克己） だからまとめようとしているんだねかね今。それでな今ねここに新人３人の方いますよね。新

人の方３人の我々一つ先輩だ。関根さんと私はね。で８年前に入ってきて、この議会の中でここでいろいろ全協で

なんだかんだっていう問題あったりたときもあった。だけど、私前も言ったように、だけど議員同士でああだこう

だとお互いに言い合うのはタブーですよと、それは厳しく言われましたよ。でも今皆さん３人はそんなこと言う人

間もいないし、比較的私はこの４年間一緒に皆さん見ていたけど、ものすごく発言力あるし、自分の考え方主義主

張は立派にやっておられますよ。そこはおそらく佐藤委員も感じていると思う。あるいは３期目の長尾委員なり吉

住委員、渡辺委員みんな感じていると思うわ。だからそれを今、ようやくそこまで考え方が変わってきたし、議会

の中も自由にいろいろな意見を言えるような場になってきているんですよ今。ですから私は今回のこの基本条例を

つくるという議会改革のための基本条例なんだから。これ。議会改革するための基本条例なんですよ。だからこの

全協の改革することによってその基本条例に位置づければ、今樗沢さんが盛んに言っているように自由討議、議員

間自由討議というのももっと充実して内容の深いものに徐々にしていけばいいんですよ。これ位置づけた上で。そ

れをなぜ位置づけることを拒む。私は少なくとも今は全協がこの慣例の中に位置づけられているだけで議会運営の

中に生かされていないところに問題があるんだから、わざわざ議会改革のための基本条例つくると言って皆で一所

懸命になって議論しているんだもの、その議会改革基本条例に位置づければいいじゃないですか。全協をば。そし

て今樗沢委員が盛んに言っているもっと深い内容の濃い議論をしていかなければいけないんだったら、すればいい

んだそこで。それで問題解決じゃないですか。この問題は。佐藤委員どう思うね。そこらあたりはっきりしてくん

ない。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） その真ん中に入るのは非常に厳しいところあるんですが、一つの形で考えられるのは、私も

さっき報連相という話をしましたが、全協自身の形をどう変えるかという議論をまた別にしなきゃいけないなとい

うのは一つの思いであります。併せて自由討議というのを全協に入れていった場合に、ルール化していかないと、

例えば、非常にその辺に専門な知識を持った方がこられた場合に、そちらの方のほうに引っ張られていくという形

も出てくるんではないかなと、ある面では勉強にはなる。例えば私は民間の考え方でいって、民間の考えを発言し

ていった場合にそれをリードしていっていいのかという問題も私は出てくると思うんで、議員間自由討議というの

はある程度のルールをきちんとつくらないと私は難しいところがあるというふうには思っております。そうやって

考えたときにはまだここに入れなくてしっかりとそういったルール化をしてから載せて行くのが私は筋ではないの

かなという思いでまだおります。 



 

 - 10 -

○委員長（塚田克己） 長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 今佐藤さん言いなった点、さっき私が申し上げた点でもあるんですが、きっとこれ全体通し

て見たときに出てくると思うんですが、議会報告会、あるいは仮称議会報告会あるいは意見交換会、そういったと

ころから市民から出てきた内容というのは返答したりやりとりしたりして、これは議会として考えなければいけな

いなと、この題材という部分もこれでて来るんですね。必ず。そのときにそういう仕組みがないと出た人たちの部

分で、自分の所管であるかないか、とかその程度でもうふやふやと終わってしまう。だからそういったものを受け

とめて、一定の整理をした中で、いわゆる全議員の皆様に、議会としていわゆるそういう意見交換会、議会報告会

というものを受けとめて、その部分を皆で考えるという部分では当然、その全協的なる内容というものが、その場

では必要になるだろう、そこからさらに、何といいますかね、より所管に沿った内容の部分を詰めていくというこ

とが出てくるだろうと、そうすると、全協という部分の機能の中にこの議員間調整会議という部分の名称はともか

くとして、そういう云々というのは出てくるんだろうなというふうに私は思っているんです。ですから、まずは全

協の中できっちりとその部分を予行演習じゃないですが、やる中で前へ進んでいくと、だから当然、私は後は常任

委員会ごとの成熟と言うか動きというものもそれに連動するような形で、条例とは別ですけども、先行的な動きと

いう部分はしていけるんではないかというふうに思ったんです。ちょっと議員間連絡会議という話とはちょっとず

れるかもしれませんが。したがってまずは全協という部分で見直し充実をしていくと。その後、これではあまりに

も、皆で話し合ってやらなければいかんというのはあまりにも多いと言うことであれば一定のルールを決めながら

新たな方向に注視をしていくということも必要だろうと思います。それまでは今の全協は全協でもって。 

○委員長（塚田克己） 長尾さんね全く同じことを言っていますよ。私と同じことを言っているんですよ。常任委員会、

常任委員会と盛んに言っていなった。だけどもその前段の部分を今協調された。今我々がここでやっているのは前

段の部分の情報を皆で共有しましょうと、だから自由に皆で話あいましょうと、でもここで全協で例えば議会とし

て、きちんと結論出したり、するということは避けなければいけない。それは佐藤さんが言うみたいに、ある程度

ルールが、ルール化が必要だろうと。でも今長尾さんの言っていることは全協でいい、全協でいいと皆全協でいい

と言っているんですよ。全協で。だから全協を慣例じゃなくて基本条例の条文に位置づければいいというだけなん

だねかね。それをさ、それを私は３班の考えを尊重しましょうと言っているのはそこなんだ。だから今長尾さんの

言っていることだって全協でいいじゃないか、全協でいいじゃないかということは、全協を条文化するだけの話じ

ゃないか。 

○長尾委員（長尾賢司） だからその、見切り発車という部分での条例の位置づけは私はそれは反対だと。だからその

ことがまだ十分にイメージが私自身もつかないとですね、条文に載せて文言だけで、やっていくということに対し

て反対だと。 

○委員長（塚田克己） それは違うわね。それは屁理屈だって言うんだわね。長尾委員。あのねここまで来ればもうこ

れだめ。こんなこと言っていれば。こんなこと言っていればだめですよ。基本条例そのものだめになりますよ。み

なさんに警告しておくけど。みんなそれぞれ自分の主義主張、だってどこかで、歩み寄り協調するという考え方が

なければ議会改革もできなければ議会そのものが進化なんかしませんよ。今の全協だって皆全協いいと認めている

じゃないですか。だけども全協のやり方そのものは佐藤委員がいみじくも言ってくれた、報連相の相が足りないと、

相が足りない部分を補うためには基本条例に位置づけてそしてここで一つの課題を設定したもので、重要な課題、

例えば長尾さんの例みたいに報告会行ったり、情報収集したり市民の声聞いて、これは議会で全体としていろいろ

な意見協議したほうがいいなと、それを今度委員会の中で生かしていったほうがいいんじゃないかと、というふう

な一つの流れの中の全協として議会運営の流れとして位置づける。というんだったら、それはもうあきらかに条文
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化すべきですよ。そして条文化した上で、この条例だって、１条からすべて満足するものなんて１条もないんだ。

ここのことに限っただけじゃなくて。だから、位置づけることによって全協を基本条例に位置づけて、議会運営の

中の全協としてやっていくんですよと、いうふうに位置づければ皆さんそういうふうに全協というのはこうあるべ

きだ、こうすべきだというふうに、またそこで考えが出てきて、そこで改正しなければいけなければ改正すればい

いし、運用つくるなら運用つくればいいじゃないですか。位置づけないことには何にもならないですよ。じゃあ。

今までと変わらないです。全協というのは。だし、今回の私いみじくも言うのはまた皆さんから誤解を招くからあ

まり言いたくないんだけど、さっき佐藤委員が知識のある人がものを言っちゃうとそれに傾いていっちゃうと、私

今回の追加補正なんてのは、あれは私が知識あるからじゃないですよ。あれは18人皆の責任なんだ。あんなの。８

日前に見ていれば、誰か誰かが発言しているはずなんだ。あれは財務規則違反なんだから。だからたまたま私があ

れが見つけて自分でわかって当局に話て、最終的に議案として議長と相談して当局から議案として出してもらった

だけで、だからああいう問題もみんなで議論するためには、ここの全協の中で、今回の補正が問題あると、あるい

は追加も問題あると、いうようなことを誰かがぽっと出せば、じゃあ皆で議論しましょう、ということでもいいし、

例えば私これ条例に位置づければ今回のこの全協が基本条例に位置づけてそれが施行された暁にはね、私は議案が

今渡辺副委員長が言った実質７日、８日に出たときに、２、３日後にここで全員協議会開いたっていいですよ。基

本条例にもとづき、そういう運用したっていいんじゃないですか。皆さん。そうすればそれぞれ今回の出て来た議

案について私はこう思う、おれはこう思う、みんなそれぞれ意見あって、そうかいろいろな人がいろいろな考え持

っているなと、それを今度は、議案として出て、提案されたら付託したらそういったところでもって全協でやった

いろいろな報連相の連絡を受けて、それを今度は常任委員会に生かしていけばいいということになりませんか。そ

うすれば見落としたとか、解らなかったとか、知らなかったとかいうことにはならないんだ。そこは今度は知って

いる人が発言すれば、あ、そういう問題もあるのか、そういう見方もあるのかということで逆に議員としての資質

高まりますよ。それでこれ情報連絡会議というのを設けて名前を変えて進化させんきゃいけないというふうにした

だけの話なんですわ。ねえ、皆さんどうですか。どっちかと言えば渡辺副委員長も私もこれを位置付けるべきだと、

情報連絡会議は、まあ名前落として、全員協議会という名前で、条例に位置づけると、いうことについてどうして

も異議ありますか。絶対だめだと言う人いますか。 

   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 私も実は、せっかく条例つくってもつくっただけで何も運用はされていないというのでは一

番困るわけで、私もこの情報連絡会議で今全協という名前で、本当に例えば今全協で議会のない月には一回勉強会

やると、いうような話になっていますけど、実際にそうできていないのはなぜかなという形で、そういった申合せ

とか慣例の中で例えば、議会のない月の第３何曜日は絶対やるんだとかという形で、やっぱり運用していく、そう

いったのがしっかりできないとただここに載せただけじゃだめだなと思って、だったらそっちの運用のほう先にし

っかり作ったほうがいいのかなということで、例えばその議会のない月は何曜日集まるとか、今話出てますけど議

案が届いて何日でという形でやっぱり実際に動ける運用のほうを先につくるのが先なのかなということで、そうし

ないとただ載せただけではどうなのかなという心配ありますし、基本条例と両方載っているのか、と言ったらじゃ

あ名前だけは基本条例で、細かい運用は今の申し合わせではいけないと思いますので、やっぱりそう言った意味で

は運用のほうをしっかり先つくれれば別に載せても問題ないのかなと思って、今の予定ですと、そこまでつくれる

のかなというのが心配なところです。 

○委員長（塚田克己） あのね堀川委員、条例に位置づけるかどうかということは、議員一人一人の認識を変えようと、

市民にもそういうことがあるんだよと、いうことを知らしめる、公開すると言う意味では、慣例ではだめだと、だ
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から条例をつくることによって議会改革を常に進めて進化させていこうと、議会改革は常に改革していきましょう

というのはねあるわけだ。不断の改革をしましょうと。不断の改革の中にこの全協も基本条例に位置づけることに

よって今堀川委員が言うみたいに、認識も考え方も変わってじゃ運用も変えていきましょうというふうに変わるは

ずですよね。正規に位置づけておけば。それないんだったらこの運用でいいわけですよ。あるんだから。全協とい

うのは。それでは不十分で理解を十分得られていないということだから、基本条例を位置づけて、基本条例でやり

ましょうと。そしたらそこから改革していけばいいんじゃないですか。それから樗沢委員はあえて固持しています

けど、私はそこまで固持する理由はないと思っているし、言っていることも考えていることも我々とは一分の違い

もないと思っています。ですからここはある程度、問題は基本条例に載せることによって次のステップに移ってい

こうというやり方と、いやその前段の部分が見えないからだめだだめだとこだわっているだけの違いなんですわ。

物事ってあれでしょ、なんでもかんでも一から十までぴしーっとならなければ条文化できない条例化できないとい

うのなんかありっこないですよ。この法治国家の中では。だから改正、改正とでてくるんだ。だから見えないわか

らない、そこわからないうちに条文化するのは危険だ、やったって意味がない、それが運用でできないんじゃない

かと常に否定、否定になっちゃう。そうでなくて、逆に位置づけたんだったらもっとそれを有効に生かすためにど

うしたらいいかという頭を切り替えることのほうが議会改革になりますよ。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 委員長の思いわかりますし、ただ、樗沢さんの固持もなかなか頑固だなというふうに思って

いるんですが、基本的に本来議員間連絡調整会議、この解説文とかいろいろなもの見ていくとまだまだ下に根っこ

があるんではないかなということが逆に樗沢委員の想いではないかなと私はちょっと今感じたりしたんですが、こ

れについてはもう一回頭を冷やした中で考えさせてください。本当に。私は先ほど言ったように報連相で形ができ

るような１項２項がつくられるのならまた私は考え方あると思うんですよ。ただ、自由討議のルール化がはっきり

していないのに、いきなりこれを載っけて行った場合に、議長中心に今すぐできるのかというのがちょっと私も不

安を感じているところあります。 

○委員長(塚田克己) 私それ水差すわけじゃないけどね、自由討議ってルール化すればルール化しただけのものがある

し、私は全協の中での自由討議というのは別にルール化なんて必要ないと思ってます。常任委員会とか、長尾委員

盛んに言っておられる常任委員会なんかで自由討議をしながら、最終的に常任委員会として結論出さなければいけ

ないわけですよね。採決しなければいけないわけです。だから、私は常任委員会の中での自由討議というのは当局

もいるし、傍聴人もいるかもしれないし、そういう中でやるかどうかということも含めて、それは運用の取り扱い

は必要でしょう。でも、ここで全協の延長線上で課題が出た時に議員間同士で自由に発言しあってそれを情報とし

て共有しましょうという程度の議員間討議として、相談するということの意味がそこにあるんだから、別にそんな

ルール化することは私は必要ないと、かえってそれやっちゃうと自由な発言ができなくなりますよ。逆に。今度は。

と私は思います。だって今までだってこの全員協議会は自由に発言していたじゃないですか。別に。だからあれだ

ってさっきおまんた３人に言ったけど、我々入ったばかりの頃なんか人の発言に対してああだこうだと言えなかっ

た。 

〔「いやそういうのは」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(塚田克己) いや、そういうルールがあったってのさ。だから私は今は皆さんがやっぱり４年間経っていろい

ろこの議会経験された中で随分私は変わったなと、それは先輩諸氏が良かったんじゃないですか。そういうふうに

なっているんだからこの全協ももっと自由にテーマさえ絞れば、議長がテーマ出す、あるいは議員間がこういった

テーマで自由に発言しあいましょうということになればそこで自由に発言して、別に集約しないでいいわけだから、
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中には集約しなければいけない問題もあるかもしれませんよね。あるかもしれません。でも原則はあくまでも情報

の共有、提供であり、吸収であり、要するに共有ですよ。それを今度自分の議員活動の中に生かせばそれで私は議

員間の自由討議は全協の中における自由討議はそれで十分生かされると思いますよ。 

   樗沢委員。 

○樗沢委員(樗沢諭) 私は別に１人で固持しているわけじゃないんです。皆さんがそういう意向であれば私は従います。

これは民主主義の社会だから。そのルールを壊してまで決めることはちょとあれだと思う。皆さんがそうであれば

入れることについてはやぶさかでないです。しかしながらその前にこの文言をどうするのか、載せる載せる、載せ

てしまったわ今度は色々と次から次へと検討しなければならない事項が出てくる、ということになるとまたまずい

と、いうことで、例えばこの３班の中の提案の中で第15条議員間連絡会議をこれをですね、全員協議会とこういう

項目に、今度俺前向きになってきたでしょ。そこに名前に変えると、いうことになると、その後が問題なんです。

議会は議員間の情報の共有化を図るために全員協議会を充実させると、それだけで終わると、後は今回は何も構わ

ないと、いうことぐらいまでしかできないと思うんですよね。そこら辺までの妥協でするかどうかということも含

めた中での、この辺までちょっとやらないと、なかなか載せる載せないという、皆さんの思い全然違うと思うんで

すよね。渡辺副委員長さんの思いはもっと強いと思いますし、私の思いはもっと強いんですよ。ですからできるで

きないというそういうことも考えた上で、時期尚早ではないかなというふうに考えて発言しているということもち

ょっと頭の中に入れていただいて、この辺もちょっと討議した中で、また持ち帰ると言ったってね、もう年末年始

で大変厳しい中ですから、総意を決めていただければ、私も従いますし、皆さんも皆さんの総意を聞いた上で従う

ということも大事かなと思いますけど。よろしくお願いします。 

○委員長(塚田克己) 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 名前指摘されたんで、お話しします。あくまも、ここでも言っているように議員間自由討議

をやる場として全員協議会という話出たんですけど、先ほどからも言っていますけど、塚田委員が、これは債務負

担の問題があるんじゃないかと話が出したけど、議案については各会派では相談されていたかどうかはわかりませ

んけど、議場の中の皆さんの意向、私の懸念だと外れていればなおいいんですけどね、大半の議員の皆さんは何が

問題かというのが問題だとはっきりわからないという人達が多かったんじゃないかなという懸念しているんです。

そういう点では、題出しでも、誰かが、18人のうち誰かが出す人がいれば、それはそうだなという話になったんじ

ゃないかな、そう思っているんですね。そういう点ではこの会議は大事だと思うんですよ。それでせっかく基本条

例つくるんだから、100歩でも1000歩でも譲ってもいいんだけど、全員協議会をここに位置づけているだけでも私は

構わないと思いますけどね。それは２項どうするかという問題あるんですけど。２項削ろうとともかく、慣例集に

しか載っていなかった全員協議会をここへ載せるのならそれで私はいいんじゃないかと、最小限はそれでいいんじ

ゃないかと思っています。 

○委員長（塚田克己） 吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） ３班の意見としては今渡辺副委員長が言われたとおりだと思います。その中でやはりせっか

く基本条例をつくるということになれば、慣例をやはりきちんと、認知されていない部分をここに載せるべきだと

思っています。それによって市民に対しては見える化が図られるということにもなるわけです。そのへんもふくめ

てですね議員としての何て言いますかね、市民から見ると存在感も出て来るのかなと思っています。慣例をただ条

例に乗っけたということだけでは意味が無いと思いますので、その辺も含めて議論をしていただきたいなと思って

います。私は是非15条には議員間連絡情報会議、名称はどうでもいいんですが、こういう形のものを載っけていた

だくということを私は大事だと思っています。 
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○委員長（塚田克己） これくらいの議論は、常識と言えば常識だし、それぞれ一人一人の考えはあるわけですからそ

れはそれで激論あったって別に問題もないし、そのくらいなければ、こういった産みの苦しみがあればこそこの条

例の意義があるわけですのでね、そういう意味で個人攻撃どうのこうのじゃなくて、あくまでこの条例をつくるこ

とに対していろいろな意見交換しているわけですから、個人攻撃は受けているとは受けとめないでいただきたいと、

いうふうに思います。すっきりとした形で終わらせなければいけませんので、そのような認識でお願いいたします。

それで今吉住さんが言われましたけど、それぞれ皆さん、私も根本的には、本質的には皆、９人全員が同じ考えだ

と、いうことには変わりないと思っています。ですけどもその手続きというか、その中でどっちが先かという部分

が、今ここで議論になっているところですし、あくまで議員間の連絡調整会議の重みというのが、私も何回も申し

上げているように、それは設置した以降、その重みをもっとさらに深く突き詰めてこれを十分ふかした議会改革、

議会運営をしていくんだというんであればそれはそれに越したことはないですよね。ですけど今の段階はあくまで

も今の全員協議会、慣例にある全員協議会を基本条例の中に位置付けることとそれからここでいろいろな会派なり

常任委員会でいろいろ議論する以前に18人全員でそれぞれそれぞれ一つ一つのテーマに情報を提供し情報をもらい

そして情報を共有するというそのことのためにこの議員間の自由討議を生かしてこの15条を設置しようということ

ですから、深みは深みだからこれから深くしていくかいかないかというのはこれは議員一人一人の役割だと思いま

す。これ第７章は議員活動の強化ですから。議員活動の強化ですから、これによって一人一人の議員が資質を高ま

って内容も充実し、深みにはまった深みに入った議論ができれば大成功だと私は思います。そういう意味でじゃあ、

結論出してよろしいですか。 

   それで、今、次ですね、いやまだ結論出しません。それで出すにあたっては、さっきもちょっと触れましたけど、

いろいろまだこの文言等に修正を加えなければいけないという問題もご指摘がありました。ですから皆さんどうで

すかね、この次もう一回いずれにしてもやりましょう。そのときはこの15条に議員間連絡調整会議という言葉はこ

れ削除しましょう。そしてあくまでも全員協議会という一本化して、その全員協議会を設置するというふうに条文

化するということでそれに関連する文言をそれぞれ皆さん方のほうでこの15条についてはこういう条文化がいいん

じゃないかと、いうのを出していただけませんでしょうか。載せるか載せないかという議論は、またやると同じこ

とになりますから、載せるということを前提にして、議員間連絡調整会議という言葉は削除して、言葉は全員協議

会という言葉にする。そして条文についてはそれぞれみなさんの方で、こういう条文で位置付けて条文化すること

でいいんじゃないかと、当然逐条解説もでてくるでしょうけど、ということで次回にそれを皆さんからお示しいた

だくと、そうすると次回はもう条例化するということが前提ですから、あとそれぞれの条文の文言だけということ

になりますので、そう難しい話にはならんじゃないかと思っていますけど。それじゃだめですか。それでもまだ早

いですか。 

   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） ちょっと質問なんですけど、そうなった場合に、ここに全員協議会という形で載った場合に

今の申し合わせ事項というのはなくなるということなんでしょうか。 

○委員長（塚田克己） それは全協落ちますよ。なくなりますよ。だって基本条例でやればいいんだもの。基本条例の

15条で運用していけばいいんだ。全員協議会は。 

○堀川委員（堀川義徳） その基本条例の運用の中で、今申合せ事項の中でいろいろ問題になっているといういろいろ

な部分があるわけですよね。 

○委員長（塚田克己） だからそれ何が問題になっている。 

○堀川委員（堀川義徳） だからその辺を考えなければいけないと思う。 
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○委員長（塚田克己） あのね、おまんの発言ね、発言にどうのこうのいうわけじゃないんだ。さっきからこの問題は

なんか問題ある問題あるとばかり言っているんだよ。何が問題なのかというのは１人も言っていないんだよ。だか

ら私は全員協議会そのものは問題あるかというのは、あくまでも自由間討議と言われている、議員同士の自由な発

言ね、議論がなされていないと、それから問題が、議会として問題だなという当局のテーマに対して自由に18人で

事前にしっかりと議論をする、意見交換をする場がない、というところが私は全員協議会の、今の全員協議会の不

足しているところですよ。だから佐藤委員さんが、報告はしっかりしている。連絡もしっかりしている。ないのは

相談だと。報連相だから。その相談の部分が私はこのあくまでも議員間の自由討議の重要な部分だと思っています

よ。主はそれだけじゃないよ。だけどその部分がしっかりしてくれば、今回のようなこういう問題も出ないし、そ

れから18人でいろいろ意見やれば、その後今度会派でやったって、やったっていいわけですよ。今のは逆さまなん

だ。私前々から言っているように。皆の意見聞かないうちに会派だとか何とかグループでもって結論出しちゃうか

ら今度はみんなでこうやって集まった時に、俺らはこれで話まとめたんだ、この考えで統一したんだというから考

え変えられないんだ。ほかの人の意見聞いていないんだ。だからそれを今度の全協でもって議員間自由討議という

場でいろいろな意見交換をした上で会派で議論したっていいし、常任委員会でやったっていいし、仲間でやったっ

ていいわけですよ。 

○堀川委員（堀川義徳） ということは今の全協の、委員長が言われた報連相、相の部分がないということで問題だと、

それで今回の基本条例に全協を載せて情報の共有化を図るためにというそこの部分を盛り込みさえすれば、その部

分は解決できるんじゃないかと、いうようなことですか。 

○委員長（塚田克己） そのとおりですよ。私はね、だからそんな大きな問題があるとは思っていない。そこが問題だ

と私は前から言っている。それ以外なんて問題じゃないでしょ。連絡も徹底しているし、報告だってしっかりして

いるんだし。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 持ち帰って文言考えてくることではそれでいいんじゃないかと、ただ慣例の部分では、運用

書いてありますので、たとえ条例に入れても慣例の中の全協はそのまま残って行くと私は思っていますし、そのた

めにもこの２項の「別に要綱で定める」というのをなくしていった形で、今渡辺副委員長が言われた、１項のみで

その中をどう考えるかということで話をまとめていただければと私は思います。 

○委員長（塚田克己） それは方法ですよ。ですから今慣例でもって全協という問題がね、ちゃんと条文化されている

のをあくまでも基本条例に載せるということで、基本条例に要するに載せましたよという部分の慣例事項は必要な

いです。だけど運用はこっちにあるから、運用はそれは一か所に書かなければいけないというのであれば、運用は

残さなければいけませんよ。それはだからこっちでもって要綱で定めるというところが、慣例の運用がそのまま生

かされるんだったらこっちの要綱に変えてこっちの条文を削ればいい。それは他にもありますよ。そういうのは。

慣例なんか全部なくされないわね。どう考えたって。細かいこといっぱい書いてある。 

   じゃあ、一応ですね、どこかで私も決断しなければいけないなと思って、皆さんにお叱りを受けますけど、一応

じゃ、さっき申し上げたように、15条に関しては議員連絡調整会議という文言は削除します。あくまでも全員協議

会という文言に変えます。そして条文化すると、いうことも一応確認させていただきたいと思います。したがって

次回の特別委員会においてはその文言の表現の仕方、この部分を皆さんから議論をしていただいて一つの方向を導

いていきたいと。いうふうに思いますけど。以上の考えで次回に送らせてもらってよろしいでしょうか。いいです

か。じゃそのようにしますので、また後で次回のほうはまた決めたいと思います。 

〔「Ａ３の５ページの下です」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） これ何が問題あった。事務局長説明してください。 
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○事務局長（関原敏明） 説明させていただきます、これは私の記憶では３班で、問題になっておりました14条とか15条

に絡んで、もう一度考え直すということで、確か自主的に差し戻されたんだというふうに考えております。掲載し

てあるのは出てきたものそのまま掲載してあります。以上です。 

○委員長（塚田克己） これ渡辺委員説明してください。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） だいぶ前になっちゃったからあまり定かではないんですけど、この文言のとおりに、これは

前のともあまり変わっていないと思うんですけど、まあ、皆さんみてください。ただ、項目の範囲が見直しのとこ

ろが15条というかその前からあったものですから、一連の流れとして分担したところはもう１度見てみようという

形だけの話だと思います。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） ここのところはですね、議会は、とずーっときまして、向上を図るためと、その次の「並びに

この条例の理念を浸透させるために」とありますけど、それは不要じゃないかなと、「図るため議員研修の充実を

図らなければならない」という形でどうかなという意見も出たと思うんですけど。 

〔「出た」と呼ぶ者あり〕 

○樗沢委員（樗沢諭） 出ましたよね。これでいいんじゃないかと私は。それだけ整理すればそんなに大きな問題はな

い。 

○委員長（塚田克己） 渡辺副委員長。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 思い出してきたんですけど、何でこんなこと入れているかと言うと、その後の問題もあるん

ですけど、見直しの期間を普段の見直しという前のほうの条にあるのに、それを常設のシステムにしていかなくて

もいいんじゃないかという話もありましたからそんなところの関連でこの基本条例できちゃったら、新しい改選後

の研修位に、議員研修に位置づけるくらいで普段は何もそれこそ試験の終わった教科書みたいになるんじゃないか

という話で入れたんですよね。それで樗沢委員からもあったけど、例えば議会のない月に研修会やることになって

いたのにやっていないじゃないかという話もあったけど、それは必要性についてはなんかやらなければいけない、

しかも毎月、月割りで報酬もらっている中ではやらなければいけないんじゃないかという気持ちが皆さんにあるか

ら、そういう話になるけど、何をするかというのがはっきりしていないとやっぱり、ああ忙しいというかそういう

スケジュールに流されちゃって十分な取り組みできないんじゃないかと思うんですね。ただ、今のこの問題につい

ては今まで論議してきましたけど、この問題については、別に基本条例どうのこうのというのは入れなくていいと

いうことになれば入れなくてもいいと思います。 

○委員長（塚田克己） という発言ですが、これ見ると、樗沢委員言われた部分が確かそういう指摘があったんで、こ

の条例そのものをなくするという考えはないんですよね、皆さん。 

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） ですから文言だけの問題ですから、それこそ今の話で樗沢委員が提案された、「並びに」とい

う部分を、「浸透させるために」というところまで削ってすっきりとした形で「議員研修の充実を図らなくてはな

らない」という、要するに「ならない」という規定ですから、今までよりも強いと思うんですね。しなければなら

ない規定ですから。できる規定じゃないんで。ここはそれでおさめてよろしいですかね。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） いいですか。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） この２項についての取り扱いなんですが、「広く各分野の専門家、市民等の知見も取り入れ
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ることができるものとする」というふうになっているんですが、確かにこれは入れておいてもいいような、また逆

に言えば、前の10条のほうでは、参考人公聴会という項もあるので、そっちに譲ることも可能かなと、いうふうに

思ったりもしてるんですが、その辺、渡辺副委員長どうでしょうかね。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） この問題だけでなくて、佐藤委員からも出ましたけど、例えば詳細は別ののに譲るとかなん

か書いてある所いっぱいあるよね。そこのところはすっきり統一させたほうがいいと思っています。それで詳細を

譲られた条例を見ると、理念からスタートしている条例もあるし、理念何も書かないで実際の実務だけを書いてい

る条例もあるんですよ。そういう点では、ほかの市の基本条例を見ると、条の例えば定数だとか倫理だとかいくつ

かあるんだけど、そこの前段には理念も書いてあって詳細は定数条例だとか倫理基本条例に譲ると書いてあるとこ

ろもある。そうすると、みんな統一して同じ格好にすれば、じゃあ詳細の条例のときの理念は全部削ったほうがい

いのか、とかさそういうのもあるから、それは皆さんと作業では統一したほうがいいと思う。これも、じゃここの

ところは前の所と一緒くたにできないとかさ、ただ、参考人招致の問題と意見聞くという問題は若干違いあるから、

どういうふうに表現したらいいものかね。いずれにしても外部の意見も聞くという余裕をどこかで取っておく必要

もあると思うんです。自己満足で自分達だけでつくってあとの人の意見は、あるのなら、パブリックコメントはや

らないけど、エンドレスの格好でやっているんだから、いつでも受付けます、だけじゃなくて、積極的な取り組み

も必要じゃないかなと思ったらからこの項目入っているんですけど。表現の仕方はさっき申し上げましたようにみ

んな統一する必要があると思います。 

○委員長（塚田克己） 佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 基本的に、この間も議長のほうから招集かかってやりました議員の研修にも専門的知識のあ

る方をお招きして勉強会しているという経過もあるものですから、この文言を入れておいたほうがいいのかそれと

も当然なのか、その辺がちょっと私も考えたもので、質問してみたところです。 

○委員長（塚田克己） これは１項２項はさっき渡辺さんが、並びにの部分除いた以外、２項はこれは今皆さん言って

いるとおりだと思います。ですからこれは皆さん言っているとおりだと思います。ですからこれそのものは構う必

要ないんじゃないかなというふうに私個人的に思いますけど。いいですかそれで。入ってだめということじゃない

わけだから。逆に入っていないとかえってマスターベーションになりますよね。自分たちの研修を重視しなければ

いけないと言っているのに自分達だけで議論やってみたって、毎回言うように知らない人間同士で議論したって論

点争点合わないというのと一緒でね、やっぱりそこは専門家なり幅広い識者の市民から来て研修させてもらうとい

うのは大事だと思いますので。これはそれでよろしいですか。 

   じゃ、「並びにこの条例の理念を浸透させるために」という第１条の１項のこの部分は削除します。後はこの案

のとおりということでさせてもらいたいと思います。 

○委員長（塚田克己） それでは最後の22条の議会改革推進会議の問題です。これもですね、議論の中では載せる載せ

ないという、常設にする必要ない、常設だというその意見にわかれています。それで私前回、この条例つくるにあ

たっての確認事項ということで、議会改革推進委員会の骨子を議長に答申する際にこの条例をつくるにあたっての

基本的な確認事項ということで皆さんに参考にお配りしたところでございます。これはあくまでも、これまでの改

革を制度化、いわゆるいろいろな改革してきたわけですよね今まで。佐藤前議長さんのあの４年間の中で、非常に

個々個別に会派から出したり、あるいは個人から出してもらったりして、一つ一つの項目を改革と言う議会のあり

かたということで佐藤栄一議長さんのもとで一個一個改革して、その都度必要なものは慣例事項に収めて変えてき

たわけです。ですからそれを今回はこの基本条例という条例に変えようと、いうことでこれまでの改革を制度化、

いわゆる条例化して将来に向かって市議会を進化させようというのをキャッチフレーズに、大きなテーマにしたわ
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けです。そして一番この中で問題なのは、あくまでもこの基本条例は、議会改革という大きなテーマのもとにこの

基本条例をつくってそれを実行して行くためのマニュアルなんだと、いうところがこの基本条例の一番の最大のポ

イントでした。ですからそこはすでに確認されている事項ですから、そこは変えられないと思います。 

   で、この基本条例の部分部分に、この議会は常に進化させるためには改革をしていかなければいけんと、今まで

も皆さんのいろいろな意見出ているようにその都度運用して行く中で、議員活動して行く中で不都合があれば条例

を改正したり、新たな条例をつくったりしながら、常に議会というものを進化させていかなければいけないという

ことを基本の認識として、この条文化を今進めていると、いうことですので、議会活動の基本はあくまでも改革を

していくと、常に不断の改革を進めていくんだという前提がありました。そこでこの22条に議会改革推進会議とい

う単独ということじゃなくて、検証見直しというところに一本化してですね、検証見直しは常に改革を目指した検

証見直しはしていくんだと、いうことをその条文化として位置づけるためにここに議会改革の推進会議というもの

を設置するんだというふうにこの条文は、３班の条文はそういうふうに位置付けてくれました。で、議会は議会制

度にかかる法改正等があったとき、または議会改革の観点から必要があると認めるときは議会改革推進会議を設置

するものとするとこう言っていますけども、この条文も常に不断の改革を進めていくんだということであれば、今

現在の議会改革推進委員会、これは常設されています。で、その議会改革推進委員会というものを、これもさっき

の全員協議会と同じなんですよ。全員協議会と同じ。推進委員会という議長がトップになって、要するにまだ認知

されていない任意の委員会を今度は条文化することでそれを認知された議会改革の推進委員会を推進会議に置き換

えて行こうということが検証見直しの中での議会改革推進会議の常設というのの意義ということになっています。

で、前回は、いや改革必要になった時に議運でもってそれが設置するか必要か議論すればいいんだと、いうことで

盛んに議論になりましたし、いやそうじゃなくて今申し上げたように前段で申し上げたあくまで今申し上げた任意

である議会改革推進委員会というものを今度はきちんとこの条文の中の検証見直しとしての役割持たせるための議

会改革推進会議というものをきちんと条文化しようというふうな今の全員協議会を情報連絡会議を常設するのと全

く同じんですこれ。そこでですね皆さんに最後の議論を、これ常設するのかどうか、今現在推進委員会をそのまま

条文化した中で名前を推進会議にしていくのかということの議論なんですが、そこをちょっと３班の皆さんからあ

えてこれを見直しの中でつけ加えていただいたという点については前も結論出したどうのこうのという議論もあり

ましたけど、改めてもう１回見直した結果３班としてはやはりきちんと本来の条文の趣旨にのっとった形で検証見

直しの条文をつくらなければいけないんじゃないかということであえて提案をしていただきました。したがってこ

の特別委員会においてもその考えを尊重する中で皆さんからもう１度改めてこの議論をしていただくということで

この場を設定したものでございます。そこを十分ご理解いただいた上で議論をお願いしたいと思います。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛）皆さんの中には頼みもしないのに余計なことをしてくれたという意見もあるかもしれません。

ただ、ここの検討の対象の範囲が３班の範囲だったものですから、あえて出して載せてもらいました。前々から言

っているんですけど３条の５には不断の改革と書いてあるんですよね。そうすると、何かあった時にやればいいと

いうので時間的にどうか、私は通年議会制が通っているのなら、それで結構だと思います。だけど通年議会制はま

だ皆さん時期尚早だと言ってやめました。これはそれについても二元代表だとか車の両輪だとか言っているわりに、

ここで逃げたんじゃないかなと指摘されるんじゃないか、そういう気持ちがまだ残っています。時期早いかどうか

というのは私たちの取り組み次第なんです。いつになっても時期がちょうどいいなんていう間に合った時期は通年

議会について言えばないと思います。ただあるかも知れないのは、周りが全部通年議会になって妙高市だけが残っ

ているということになれば、じゃあやむを得ないで通年議会にするかと、引っ張られて、後押しされてなるかもし
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れませんが、通年議会制は私はそんなに先送りすべき課題じゃない。そう思っています。そして、繰り返しますが、

なくなった、削られた、やっぱり議員は楽な方へいっているんじゃないかと指摘されるんじゃないかと思いますの

で、それがなくなったんなら、少なくとも位置づけとしては議会運営の１番の大もとだと言って見栄を切っている

わけですから、それを受けて実質的に担保するような仕組みをつくっていなければ、それこそ書いただけじゃない

かと、そう思っています。ただ、申し上げておきますけど、私は絶対だめだという態度はとりませんのでよろしく

お願いします。 

○委員長（塚田克己） 関根委員。 

○関根委員（関根正明） 確認なんですけど、最終的に22条が１番最後になってますけど、もともとは18条で２班の範

疇だと思うんですけど、その辺がちょっと、２班に差し戻しじゃなかったんで何とも言えないですけど２班の意見

が全然入っていないと、非常に不思議なことになっていると思います。 

○委員長（塚田克己） それは私の不手際でございまして、お詫びをしなきゃいけませんが、そういう意味で今関根委

員がいみじくも言ってくれましたので、３班は３班で自主的にこの議会改革推進会議というものを常設するという

ことで提案してきました。ですから今回差し戻しみたいな形で改めてこの問題をこれまでやるということについて

は２班のですね、長尾委員、関根委員、堀川委員のこの３人のお考えの中できょうどうしてもこれ改めて結論をこ

こで出せないということになれば、さっきの全員協議会のもう１回改めてやらなければいけない部分はありますか

ら、あえてここで結論出すということじゃなくて、いろいろ意見を出し合いながら結論は全員協議会のときの次の

委員会で結論出すということでも私は構わないと、いうふうに思いますが、そういったことも含めて皆さんご意見

をお伺いしたいと思います。 

   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） これもともと２班で議論して、９月24日の推進委員会議の中でも常設じゃなくて必要に応じ

て設置するということで最後に議長がこの文書のとおりということで推進委員会の中で全員に確認しているという

ことですので、我々は当然そのつもりでいましたし、今ここでまたこういう話が出てきているということが、また

考え直さなければいけないのであれば考え直しますけど、私的にはもう終わったことなのかなと思っていたんで、

考え直すということであればまた少し考え直さなければいけないなと思っています。 

○委員長（塚田克己） いや堀川委員、それは私が冒頭、この問題についてあえて推進委員会で方向出たものを３班の

皆さんが自主的にほかの案件と併せて出してきたということについてそれを尊重しなければいけないと、いう意味

でもう１度皆さんからこの点について議論していただいたほうがいいんじゃないかという判断です。それで、関根

さんが言われたように、本来元々振り分けした時は12条から21条まで２班の権威ですからね、２班の権限ですから

２班の権限の中であってしかるべきですけど、これは最終的に22条にもっていくということについては本当は２班

と３班で議論すればよかったのかもしれません。ですけどもそこらあたりはちょっと一緒にやるということの経過

がなかったなかでたまたまこういうふうになってしまいましたけども、もう１度改めて、出た結論なんですけども

もう１度議論してみる必要があるという私は判断をいたしましたので皆さん方にきょうこれを問題提起をしたとこ

ろです。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 人の縄張りを荒らしたようなつもりないんです。ただ、この条例の構成からすると検証見直

しというのは一番最後にくるだろうと思ったものだから、この一番最後のところを請け負っていた３班が余計なこ

とかもしれませんがという前置きで書いただけです。 

○委員長（塚田克己） 樗沢さん。 
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○樗沢委員（樗沢諭） これは、相当18条の中においては議事録振り返ってみてもらえば、相当時間割いて、ここに書

いてあるように必要のある時には即立ち上げると、こういう形で我々ここで合意したわけですよね。そういう説明

の中で全員協議会のもとで数名の人の意見も出まして、議長の、皆さんに伺い立てて了解を得て結論を出たもので

ございます。そういうことで私は、３班のほうから出てきたこれに関してはここで議論する必要はないと思います

し、どうしてしなければならないということに結論出すということになれば、全員協議会の中でもう一回差し戻し

て話しなければならんというこういう結果になっちゃうんですよね。ですから、この特別委員会何やっているのか

なという形になるかと思うんですけど。ですから、私は前に決めたこの２班の検討した事項で進んでいくというこ

とが１番正しい道だと思います。委員長の思いだとか、強い念願だとか、そういうもの十分理解した上で結論と言

えると思います。 

○委員長（塚田克己） ご丁寧なご答弁いただいてありがたいんですけどね、私もこれちょっとあのときは、やっぱり

人間ですから、ぼけて来ているんで御粗末だったなと思っています。これはやっぱり渡辺副委員長が盛んに前から

言っているように、不断の改革すると言って今現在常設された任意の推進委員会あるのにもかかわらず、今度は基

本条例になったら、不断の改革しなければいけない、しなければいけないと議会改革のための条例つくっていなが

らつくろうとしていながら、じゃあ改革はあくまでも必要な時に作ればいいんだと言うのは、これはやっぱりよく

よく考えれば、これは今よりも後退するだろうと、いうふうに実は自分の認識としても改めざるを得ないかなと、

思ったんです。正直な話はね。ですから皆さんがたも、確かに今樗沢委員の言うとおりですわ。手続き的には、全

く間違いないです。私も手続き的なことを考えれば全く同感です。しかしね、やはり我々は今特別委員会までつく

って、そしてこの基本条例を、改革のため、妙高市議会を進化させなきゃいけないという大きなテーマの中で、基

本条例をつくろうと、それを実行しようと、実践しようとしているわけですよね。そうするとやはり常に、不断の

改革ですから、常に議会改革というのはつきまとう、常につきまとう。ということから考えれば、必要な時に設置

するんだということではそれは明らかに後追いだろうと、だから、常に受け入れるだけの態勢として、議会改革推

進会議、今現在の推進委員会というものは常設されているのをそのままやはり条例に位置付けて、常設させておく

ということのほうが、いざというときにはわざわざつくりますか、つくりませんかと言って議運で諮ってつくりま

しょう、つくりましょうなんて言う必要はないわけです。そうなれば今度は議長が議会改革推進会議の議長ですか

ら、当然議長が会議を開きますよ、と言えばそれで開かれる。さっきの渡辺委員の、通年議会じゃないけども、告

示はそれは市長がやったって会議を開くのは議長の権限だというのと同じで、これはやっぱり常に設置しておけば

18人による議会改革推進会議設置しておけば、会議が必要だかと言う判断はこれ議長すればいいわけですから、で

すからその運用はここで議会運営委員会でもって実際にどういうふうに運用していくのかというのは、運用は議運

でもって決めてもらいまいしょうか、というのがこの条文ですからね。問題は今、やはり何回も樗沢さんの名前出

ては悪いんですけど、推進委員会でもって議長がこれでじゃあいいでしょうということで結論出した問題ですから、

それをわざわざまた戻して、特別委員会で議論してそして私次回に、実は皆さんから結論いただいたんだけど、ど

うも内容精査したら、ここの部分22条の部分が、ちょっと問題あったんで、もう１度検討した結果、こういう方向

に一応考えを変えていきたいと思いますけど、皆さんいかがでしょうかと、これは手順としてはやらなければいけ

ないし、逆に樗沢さんみたいにこういう議論をする前に、こういう問題あるから、あの考えは差し戻して、もう１

度特別委員会で22条の問題について議論しますけどいかがでしょうか、と言わなければいけませんよね。議長とし

ては。 

〔「委員長、発言許されますか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） 議長どうぞ。 
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○議長（佐藤光雄） すみません、皆さんの中に口を出したりして。推進委員会の委員長の立場として一応発言をさせ

ていただきます。先般皆様のほうから御報告をいただきまして、これは当然私のときの副委員長はこの特別委員会

の委員長である塚田委員長から御報告をいただきまして、９月24日ということでございまして、その折提案されま

した中で、特に２班のほうから長尾委員からも補則をいただき、そして関根委員のほうから補則をいただき、２，

３の議員さんのほうからもいろいろな発言をいただいた中で、最終的に私のまとめさせていただきましたのは、皆

さんの報告どおりということで、その折、今委員長さんからもこの条文のとおりということで理解お願いしますと

いうことで、私の方はあえて差し戻すとか差し戻さないとか結論は出しておらないというのが当日の私のほうの進

め方でございました。まして委員長である私が、右にいきましょう、左にいきましょうという発言はしておりませ

んので委員の方々からの率直な意見だと、このように考えております。また２班と３班という兼ね合いでございま

すけど、吉住議員さんのほうからもこの文言のとおりで間違いないんですかという発言もいただいております。そ

のへんの中で３班の方々がどういう審議されたかというのは私わかっておりませんけど、いずれにしましても推進

委員会の委員長の立場、現在の立場でございますけど、先般の受けたものは粛々と進めさせていただいて、今の段

階の中で議決いただいたものは私の職権で変えると言うことはあり得ないことだけはご承知いただきたい。以上で

ございます。 

○委員長（塚田克己） 今議長さんが言ったとおりだと思いますね。職権どうのこうのという訳にはいかないと思いま

すわ。ですからこれをあえて、こういう形で特別委員会として議論するとすれば、その前に何らかの形で推進委員

会を開いて、この22条の問題について報告結論をいただきましたけども、これこれこういう事情で改めて特別委員

会で再度検証検討をさせてもらいたいが、いかがですかと、いうふうにお諮りするのが私は筋だろうと、思います。

ですから、さっき言ったようにここですぐ結論というのは出せる話じゃないし、そこらあたりを手順として、まず

やるかどうかですね。やることについて皆さん、同意いただけるかと、いうことに関しては、この内容がなぜそう

いうことをしなければいけないのか、というのをちょっと皆さんと議論しなければいけないと思うんですよ。そし

てこの特別委員会として、そういうんだったら推進委員会にもう１回諮ってあらためて議論しましょうということ

について私のほうから報告して推進委員会の皆さんから理解いただいた上で改めて特別委員会開いて議論を進めて

いくというふうな話にならざるを得ないし、そうすべきだと私は思っています。ですからそうするには皆さんから、

なぜここをそういうふうにするのかというところを少しここで議論しませんとね、皆さんだって判断に困るし、さ

っき堀川委員と樗沢委員が言われたように元々決まったことですから、普通だったら差し戻しなんて話はない話、

そういうことが本来あってはならないのかもしれません。それをあえて今日、特別委員会の中でそこをそうするこ

とについて私がまた提起してる、ということなんで、なぜそれを問題提起しているのかと、いうところをちょっと

意見交換をしたほうがいいかなというふうに思っていますので、そこらあたりを今後進められないとしても、この

議会基本条例の中の推進会議を常設させるということの提案に対して、いろいろ皆さんからご意見いただいたほう

がいいかなと、いうふうに思っていますので。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 最初にお願いしましたけど、余計な仕事して時間の浪費だというのは勘弁してください。た

だ、この前の確認のときも１番最後にするという話があって最後にするって後で我々の見直しの範囲の中に入って

きましたんで、少し余計なことかもしれませんが、通年議会をやらないということになれば、どうしても不断の努

力の中で必要じゃないかなという思いを込めただけですね。そしてこの、皆さんで承認されたとおっしゃるんだけ

ど、そこで言うとこの一番上のはそうなんですけど、議会改革に関する改正等があった時なんてのは要らないんじ

ゃないかと、この前もお話ししましたけど、こんなのはどの法律だってそんなのは書いてないんです。変われば変
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えるのが当たり前の話ですから、わざわざ条文に書く必要はない。そう思ってもいましたんで、余計な仕事をしま

した。ただ、そこのところ抜いてあれば別にどうしてもこれは３班で出したとおりにしなくちゃいけないという、

そういうつもりはありません。ただ基本姿勢としては議会の位置づけという格好で私は個人的には通年議会は必要

だと思っていますから。それを抜かしてあるのに、不断の努力のところでまたそれを抜かすというのはやっぱりし

っくりいかない面があります。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員からそんな話が出ました。ほかに皆さんどうですか。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私は、９月24日ですでに推進委員会で決めている話でもあるので、このままでいいというふ

うに思っております。通年議会との絡みで渡辺委員おっしゃいますが、議会運営委員会はいつでも開ける形になっ

ておりますので、議長のほうからここの件について修正をすべきではないかなという提案をいただければ、当然す

ぐさま、改革委員会がつくれますので、私はその面では、一旦決まったものですので、そのままで私はいいと思い

ます。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 議運開いているからできるんですよ。だけど、ちゃんとした委員会にするには、本会議開い

ていないと委員会にならないですよね。そういう点でずれがあるから、これは入れておいてほしいなというだけで

す。その上で申し上げます。何度も繰り返しますけど、そのままでもいいんですよ。皆さんどうしてもということ

になれば。私は従います。ただ、前文の、「関連する法令が変わったとき」なんてのは入れる必要ないんじゃない

かと。 

○委員長（塚田克己） まあ、これもねえ、私ら人間の悪いところであり、いいところかもしれませんけど、やっぱり

議会改革のための基本条例をつくって、不断の改革に努めて、常に議会を進化させていくんだと、いう大前提があ

るんだから、今ある推進委員会、常設された推進委員会をそのまま常設する、という設置条例が、私から言わせれ

ば何が問題なんですかね。佐藤委員さんは、決まったことはこれでいいと言ったけど、それじゃ解決にならないん

ですよ。だから我々がこれ、私も渡辺さんから３班から見せてもらった時に、私もちょっとお粗末だったなと、自

己反省にほんとになりました。不断の改革、不断の改革と小委員会のときからずーっとこの条例をつくるつくると

言ってやってきている中で、じゃどうすれば進化させられるのか、どうやれば認識を変えられるのか、どうやれば

議会運営が改革につながっていくのか、ということからすれば常に改革の条文があって、18人全員が改革のための

組織の一員ですよというふうに位置づけておいた方が、いちいち議運を開いて改革が必要だか必要でないかという、

それこそそんな２度手間であり３度手間のようなことなんか必要ないし、改革が出てくれば議長は推進会議を開催

します、と言ってやればそれで済む話だから、この文言は、検証の所に文言があったって何にも重荷じゃないと私

は思いますよね。さっきの全協と全く同じですわ。名前悪いんだったら推進委員会でもいいんだ。 

   樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私もこのままで、全員でもって採決した結果でございますので、その前に今のような、発言の

中での審議もやってきたわけでございますので、今渡辺副委員長さんからいわれました、この点は文言は我々の判

断で変えることもできますし、変えなきゃならん字句もあると思いますので、それを改定しながら行くと、いうこ

とで、２項についてはその文言どおりでいったらどうかと思います。 

○委員長（塚田克己） 文言だって一緒ですよ。 

○樗沢委員（樗沢諭） いや、この１番２番です。 

○委員長（塚田克己） 文言だって同じじゃないですか。 
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他にありませんか皆さん。 

  骨抜きになったり、魂が抜けるような条例はやめましょうね。これ、今樗沢委員言ったように、条文だって直さな

ければいけないんだったら、推進委員会に諮らなければいけませんよ、これ。同じことじゃないですか。それよりも

もっとそれこそ本質的なことですよ。まあ佐藤栄一さんもそうやって１度決まっちゃったことだからこれでいい、こ

れでいいと言っていなるけど、腹の中からそう思っていると思いませんけどね私は。形式にこだわり過ぎだ。本当に

私らのこれ議員だからそうさせるのかどうかというのはわからないけど、改めてこの改革の基本条例というのはまあ、

難産でしょうね。骨抜きにならないようにしましょう。だから最低限私は今あるものを全員協議会もそうですけど、

今あるものを認知させるためには条文の中に位置づけなければだめなんですよ。だからさっき皆さん、全員協議会も

情報連絡会議じゃだめだけど、常任委員会、推進委員会ということで慣例にはあるけれども、条例にないんだから、

ようやくそれを皆さん認めてくれたじゃないですか。じゃ、今現在推進委員会は常設されているんですよ。任意の組

織が。これ今度条例つくったら、不断の改革しなければいけん、しなければいけんと言っているのに常設の議会改革

の常任委員会、推進委員会そんなの要らないわと、必要だったら議運で決めればいいんだと、これ後退じゃないです

かね。手続きとしては。私にこれ一任させてもらえませんか。推進委員会を議長から開いてもらって、責任取ります

よ。 

〔「一任できませんわね」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） いや、推進委員会の意見を改めて聞くについて一任させてくれと言っているんですよ。私が、

これします、と言っているんじゃないんだよ。これを設置すべきだと私言っているんじゃないんです。そういうこと

を議論することについて推進委員会の皆さん、もう１度改めて考え直していただけませんか。それを皆さんにお諮り

したいということです。そこでだめだと言えば、それはやめますよ。推進委員会で駄目だと言えばだめじゃないです

か。 

〔「委員長さん、ちょっといいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤光雄） もう１点だけ口を挟まさせていただきます。私、推進委員会の委員長の立場でお話しさせていた

だきます。前回、皆さんのほうで出された結論に対しては、先ほど言った、右とも左とも言っていません。出され

た結論ですので。ただ、出された結論を再度、違うと言いますか、改めてということになれば、その改める、とい

う決議を皆さんのほうでしておいていただいて、それで塚田委員長さんのほうから推進委員会に対して、発言をい

ただくと、こういう道筋をとっていただいてほうが私はよろしいではないかなとこのように考えております。その

部分に変更なり、見直しをするという部分について皆さんのほうである程度特別委員会のほうで決を見ていただき

たいとこのように考えております。 

○委員長（塚田克己） ですから私はその部分を一任させてくれと、私は申し上げているんですよ。 

○議長（佐藤光雄） それで皆さんのほうで委員長さんにご一任だという了解が得られれば私のほうで推進委員会の中

で取り計らわさせていただきます。いやそうではない、委員会としての結論はこうであるということになればそち

らのほうを取らさせていただきたいと思います。 

○委員長（塚田克己） それは当然ですよ。いや、本当にもう１度改めていただきたいと思いますけどね。でも、ざっ

かり話ですね、じゃ結論は結論で今までの結論は結論で私尊重しないというわけじゃないんですよ。尊重しないわ

けじゃないんだけど、本当に今現在の推進委員会が常設されている任意の認知されていない推進委員会が、今度は

認知されるために条文にするということについて、本当に皆さん異論ありますか。推進委員会で決まった決まらな

いというのはちょっと頭の、ほかに置いて。置いてみて考えてください。そんなことは私は皆さんの頭の中に考え

あるなんて考えられないですけどね。そういうところから私は皆さん考えてもらいたい。八木さんいかがですか。 
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○八木委員（八木清美） 佐藤委員さんや樗沢委員もおっしゃっているようにですね、また１度決まったものをこうし

てまた差し戻して、議論するというのも私も好きではないんですが、ただ、１人でもまた考えてみようじゃないか

という意見がある以上はもう１度その辺を３班としての意見でもありますので、もう１度皆さんから考えていただ

く余地はあるのではないかということを提案したいと思います。 

○委員長（塚田克己） ほかに。関根委員。 

○関根委員（関根正明） 私は、この議会改革推進会議の常設は必要ないと思って以前からこの論議の中で何回かその

ように言っていると思いますけど、その点は今も変わっておりません。ですから、どうしても常設の必要性あるか

というほうは疑問持つところあります。 

○委員長（塚田克己） じゃ私から説明します。 

○関根委員（関根正明） いや、説明はいいです。 

○委員長（塚田克己） 説明しなければあんた理解できないでしょう。あんたがたは考えを変えないんだ。だから私は

今常設されている推進委員会 

〔「それは違いますよ、そういう論議の場所じゃないですよ」と呼ぶ者あり〕 

〔「そういう話じゃないです」と呼ぶ者あり〕 

○樗沢委員（樗沢諭） 説明とか、説得とかそういう問題じゃないでしょ。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 委員長交代しておまんの意見言いなえ。 

○委員長（塚田克己） 委員長交代します。 

○副委員長（渡辺幹衛） 塚田委員。 

○塚田委員（塚田克己） 別に私は関根さんに反発しているんじゃないですよ。反発じゃないですよ。誤解しないでく

ださい。すぐ皆さんむかっとするけど、 

〔「いや、むかっとしているのは」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） 私だって言いたいことはいくらでもあるんですよ。だけど、この基本条例というのは、改革の

ための条例ですよ。まずそこを共通認識してくださいよ。改革のための条例なんですよ、これ。だってみなさんこ

の議会改革基本条例をつくるという過程の中では何でこの基本条例をつくるというのが、妙高市議会の議会改革の

ためのプロセスの手法として、その物差しとして、指針としてこの基本条例をつくりましょうというのが原点じゃ

ないですか。だから私はあえて今の推進委員会というのを例に出すんですよ。今の推進委員会は、また言うと皆さ

ん起こるかもしれないけども、私の個人的な考えだから言わせてください。佐藤栄一前議長の時に４年間で議会の

「議会改革のあり方」という佐藤議長の命名でやりましたよね。これは関根委員、委員長をしています。他の人は

知らないかもしれませんけど、であの時は本当に各会派から個人個人も含めていろいろな意見出ましたよ。そして

一つ一つ議会のあり方ということで改革しながらこの慣例を直したりなんかしながら改革してきたんですよ。だか

らその時に推進委員会だって当然常に改革しなければいけないんだ、議会は変わらなければいけないんだと言って

やってきたんだ。それを前提にして今度は基本条例をつくるにはやはりその改革のための指針をつくらなければい

けないと。だからこれには不断の改革に努めなければならないと言ってある。そこは皆さん一人一人絶対理解して

いただけると思うんですよ。だからその不断の改革をする、改革のための基本条例をつくった以上は常にその改革

の意識を持って常に改革に努めなきゃならん、そして議会を進化させなきゃならんという大きなテーマですから。

そのためにじゃ態勢としてどこでどういう形でやるのかというときにそれが常設されていればすぐ議長は会議を開

けばいいし、それをわざわざ必要があったとき議運でもって設置するかしないかというのを決めますなんていうの

は、それは私から言わせればそんな後追い的な話はないじゃないかと。常につくっておいて、必要だったら議長名
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で会議を開けばいいことでしょ。だから、なんで常設することそのものが必要ないという議論になるのかというの

は私のほうが不思議ですわ。議運でやるくらいだったら設置しておけばいいじゃないですか。全員協議会と同じで

すよ。全協だってこれ認知された会議じゃなかった。それをこの基本条例に位置づけることによって全員協議会も

改革しましょうということで今まとめてくださったじゃないですか。あれだって今まで通り慣例のままだったら全

員協議会なんか全然変わらないですよ。問題だ、変えなきゃいけんのだと言って、色々言っているばっか、実際に

何をどうやって変えればいいのか誰一人言わないじゃないですか。だから私はこれだって議会改革だってじゃ何あ

るかと言われれば、あるんですよあれまだ佐藤委員のときの積み残しまだ残っているんですよ。あれ。議会改革し

なければいけんの。たまたま基本条例のほうに先送りしたから、あれ途中のやつまだ残っているんだ。別に反故に

なったわけじゃないですよ。ねえ、佐藤委員。豊岡委員のときの。あれまだ残っているんだ。改革しなければいけ

ないの。そういう課題があるのにね、わざわざ条例つくっているのに、必要か必要でないかという議運でもって決

めればいいという、そういう後追い的な議論というのは私はねやっぱり改めなければいけないんじゃないかなとそ

れは私成り立たないと思っていますよ。という私の意見ですので、どうしても私はこれにこだわって、やっぱり全

員協議会に皆さん了解いただいたように、改革推進会議そのものはあったってむだじゃないし、あることによる議

員の意識、議会の意識、市民の意識というのは全然違いますよ。じゃ市民に公開する時に、いや常に議会は今度は

この条例に基づいて改革することを常に努めている、常にやっていくんだなという意識を植えつけるだけでも、そ

れだけでもこの基本条例の制定の意義は私はあると思います。それなかったら骨抜きになりますよこれ。だから、

皆さんが、それは確かに今までの積み上げの中では必要ない、今現在必要ないんじゃないか、それはわかりますわ。

それを曲げてくれということは相当エネルギー要るのはそれは解ります。皆さんだってメンツプライドあるから、

それは私も理解しますよ。しますけども、もう１回私のこの今までのプロセスの中の考えをお聞きした上で、本当

にじゃもう１回やってみようかと、いうふうにもう１度考え直していただきたいなと、思いますけど。いかがでし

ょうか。 

○副委員長（渡辺幹衛） 委員長戻します。 

○委員長（塚田克己） 私の個人的な、特別委員会の委員として発言をさせてもらいました。それに対して皆さんご意

見ございませんか。 

   議長。 

○議長（佐藤光雄） ルールを確認させていただきます。私ども推進委員会は皆様の議会基本条例策定特別委員会から

報告をいただいたもの私ども18人の中で御審議いただいて結論出さしていただきました。その結論に対して修正な

り、あるいは今言われました見直しをかける場合の手順というもの一つあろうかと思います。当然出された結論で

すので、今皆さんで審議し、やはりこれは見直さなければいけない、あるいは手直しをしなくちゃいけないという

結論が出た段階の中で推進委員会に報告をいただいてその中で、いや推進委員会の結論はこれこれでしたけれども

再度特別委員会の中で審議をいただきますという手順を取るのか、あるいは次回の推進委員会の中で皆様の特別委

員会の結論を持ってそのときに皆さんどうですかというふうな私のほうの進行するのかという段階がございます。

ただ私とすれば今さきほど委員長も言われましたように私どももメンツあります。取り決めたという非常に大きな

責任も持っておりますので、その辺も御理解いただき、内容の部分については皆さんに一任をさせていただきます。

いずれにしましても、一旦決めたという私ども基本条例の理念にもございますけど、責任と責務を持って議論いた

だいておりますので、それを安易に、悪い前例と言っては大変失礼ですけど、そこら辺も御理解いただき、皆様の

ルールに基づいて私どものほうに再度提言いただくんでしたらまたそれなりの取り組みをしたいと思っております。

以上です。 
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○委員長（塚田克己） それは議長さっき冒頭申し上げましたよ。 

○議長（佐藤光雄） その前段の中で委員長さんのお考え、それから特別委員会としてのお考え、最終的には特別委員

会としての結論で持ってきていただきたいというのが私の希望でございます。 

○委員長（塚田克己） それは当然ですね。皆さんにもう一つお聞きします。今の推進委員会が、この条例ができた暁

にはどうなるんですか。どなたか御発言いただけませんか。今の任意の議会改革推進委員会はこの条例ができた暁

にはどうなるんですか。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 特別委員会もできていますし、答申が終わればそれで終わりになると思いますよ。それで当

然、上にあった推進委員会もそれをつくるためのものですからそこでなくなります。そうすると受け皿がない。そ

れは全然声が通らないということじゃないんですね。さっき言ったみたいに議運でだってやればいいじゃないかと

あるけど、例えばそこで必要に応じては特別委員会つくらなければいけないという問題も出てくる。私はそういう

点では、根強く、大変だけど通年議会が必要じゃないかと思っているんですけど。それがないのなら、この３条の

（５）ですか、ここを担保するためにはこちらの姿勢としてもちゃんとしておかなれければ、パブリックコメント

もやらない、後はなんか意見あったら言ってこい、くらいじゃだめじゃないかな、そう思っているだけなんです。 

○委員長（塚田克己） 後ですね、もう一つ私この特別委員会をつくる経緯の中で全員でつくるべきだと、私は提案し

てました。ですけども最終的には、それは推進委員会あると、それを全員協議会でいいんじゃないかという意見も

ありました。最終的には、人数を絞って特別委員会を設置しようと、そして特別委員会で議論したものを既設の推

進委員会に報告して全員の了解を得ようという体系づくりを最終的にあそこで、おさめたんですね。その経緯は私

は忘れもしませんけど、そうすると今渡辺さんが言われるように、この特別委員会はその任終われば当然解散とい

うのは当たり前ですよね。議会の議決をもって解散でしょうねきっと。でもあの推進委員会というのはあくまで任

意なんですよ。私もあれはあくまでも任意なら全員協議会も任意だ。片や議会の議決を自治法で議決を得た特別委

員会で出したものを、その任意の推進委員会にお諮りして全会一致だ賛成多数だというふうに取り扱っているのは

いかがなものかという指摘はしていましたわ。あくまでもこの推進委員会というのは任意ですから。全員協議会で

やろうというのも任意だったんですよね。こっちは特別委員会で自治法による特別委員会で議決を得て特別委員会

を作っているんだから、普通ならそんな所いかないで、本会議でもって特別委員会の委員長報告して、それで本会

議でもって討論したり採決して結論出すというのが普通でしょうね。だけども今議長か言っているみたいにあえて

その任意の推進委員会にお諮りしてどうのこうのとやっているんですよ。だから我々は知らない知らないうちにそ

ういう任意である組織を本来の議会運営の中の組織として位置づけてそしてそこで結論得たものを賛成だと言って

やっているんですよ。今。私はそれだめだとは言いませんよ。でも我々のそういう手続きを踏んでやっていること

そのものがルール的に言えば変ですよね。だけど我々18人全員がそれで納得し了解得ているんだから、私はいいと

思っていますよ。でも法的なルールからすればそれは不自然ですよ。これは地域の特別委員会なんですから。片や

推進委員会というのはあれは任意なんだ。だから私はさっきの全員協議会と同じねかと言っているんです。で、私

は今回これはもっともっと最高規範としての条例を改革のための条例を指針としてつくろうと言ってやっているん

だから、それでしかもこれだって議決を経るためにはわざわざ既存の任意の推進委員会にお諮りして皆さん全員の

考えをある程度事前に同意を得た上え、議会に提案して全会一致で手続きをしようと今やっているわけですよ。だ

から私はこの推進委員会というのはどうしようかなと、だから単純に、全協もそうだったんですけど、全協はやめ

て情報連絡会議に変えればいいし、これだって推進委員会を推進会議に変えれば、変えて条例化すれば、それで正

規の条例に基づく組織になるじゃないかと、思ってやってきましたけどね。それ以上のことはないんですわ。 
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   吉住さん。 

○吉住委員（吉住安夫） この議会改革推進委員会の22条で見直しのところに条項に入れるかということ議論なんです

が、私は最初は、推進会議の設置というのは、その都度決めればいいんじゃないかということをずーっと申し上げ

ていたんですが、この条例をつくって行く中で、いろいろと感じまして、できればこれはきちんと文言の中に入れ

るべきだろうということで、３班としてのこういう22条の形になったということです。委員長もよく言われますけ

ど、やはり基本条例というのは妙高市議会の顔でもありますので、それをやはりつくるということは大変難産を伴

うと思っております。やはりバージョンアップするための取り組みというのは議員の皆様からもずっと議論をして

いただくというその結果がここにつながってくればいいのかなと思っております。 

○委員長（塚田克己） ほかに皆さんございませんか。私も委員長の立場そして特別委員の立場で意見を言わせてもら

っていますから、最終的には自分だけ一人孤立するような考えは持っていません。しかし、これはいかにこの存在

というのが大事だかというところをやっぱりみんなで理解しあわなければいけないんじゃないかなと、途中はいろ

いろあるでしょうそれは。だけどもよくよく考えて見れば、そういうものか、というふうに１人でも考えてくださ

ればそれでいいし、八木委員のさっき言った、３班の考えというものを、それは本来はここまで見直しをする理由

はないんですけどもあえて出したということについてそれも尊重してもらいたいという御意見がある、ということ

になれば、この３班の３人、２班の３人はその辺に触れずに逆にこれは必要ないと、議運で設置するかしないかの

判断は議運ですればいいんだというふうに方向づけ出していますから。はっきりと意見考えが違うわけですね。そ

こをどうやって整理するかというのが私にとってみれば非常に切ないんですけども、さっき冒頭申し上げたように、

決まったことをもう１度ぶり返すのかという議論を言われれば私もそれは決して皆さんに反発する理由はありませ

ん。だけど、真にこの条例だけ考えて不断の改革のためにこの推進会議そのものを常設にしておくということにす

いての意義というのをあらためて私も考え直さなければいけないかなと、私だってこれ賛成したんですから。それ

は私だって責任は皆さん以上に大きいと思っていますよ。ですから、仮に皆さんから今回同意いただいて推進委員

会を議長から開いてもらって説明すると言ったって、私の立場で考えればまるっきり本当におかしな話ですよ。お

そらく推進委員の皆さんからも、おまん何やっているんだと、特別委員長何やっているんだとお叱りは当然あるで

しょうね。皆さんから同意いただいてじゃ推進委員会に諮ってみて賛成か反対か、反対ならこの話は全部没になる

し、そこまで言うんだったらもう一回特別委員会でおまんたやってみないや、という話になれば、もう一回これや

らざるを得なくなるわけですよね。ですからそこを皆さんから、まず委員の皆さんの差し戻すことについていいか

悪いか議論も聞かないで我々が一方的にやるということはそれは私は本意じゃありません。ですからここで必要か

どうかという議論を今しているわけですけど、どうしても皆さんのお考えというのは今までの流れの中で設置する

必要はないという意見があるし、一方は考えを、３班の考えを尊重して欲しいということも言っていることもある

わけなんで、ちょっと私も自分の意見をはさみながら困ったものだなと思っているんですけども。最後は議長と結

論出さざるを得ないと思っていますけどね。本当に要らないですかね。 

   それで今の推進委員会私ね、条例が施行されれば、今度は改選もありますから、おそらく改選前であの推進委員

会そのものはなくするのが本来の筋なんだろうと私は思いますけどね。誰も言いませんでしたが私あえて言います

よ。あれはおそらく来年の７月31日か、任期で推進委員会は任意ですから。当然なくなると思っていますよ。それ

今度新しい体制でもってこの条例も施行されて、じゃ必要かどうかという議論は、今度はこの条例で決めるわけで

すね。条例で。必要かどうか。で、常設だって言うんだったら、今度改選になっても定数は変わりませんから、18人

で議長がトップになって推進会議を早々に設置すると、いうことになるんじゃないですか。でないとすれば議運必

要になったら誰かの発議で、議長か誰かの発議で、これは議会改革必要だから推進会議つくらなければいけんわね、
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という発言をもとに副議長がみんなにお諮りして、議運に諮ってそして議運でもって必要かどうかの議論して、設

置するんならすると、必要ないのなら必要ないという判断ということになるんですよね。それだって私は決して手

順としては、手続きとしては絶対間違っていないと思っています。全然問題ないですよそれは。だからつくってお

くということと、常にその都度その都度必要な都度改革をつくるかつくらないかという議運で結論を出すと、議運

で出したって全員にお諮りしなければいけないんですからね。その手間だって、私は手間だと思いますけどね。そ

んなのつくっておけば。どなたか発言ありませんかね。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） さっき議長からも推進会議の責任者ということで見直しかけるのなら見直しかけるそういう

のを皆さんに諮らなくてはいけない、それはその通りだと思うんですけど、今の関係法令の変更があった場合なん

てのはほかの条例等に書いてあるものがない当たり前の話だから、それも削るのなら承認得なくてはいけないとい

う話ありましたけど、ここでの会議では全部条例並べてみると、それこそ文章の末尾の問題とかいろいろ言い回し

とかさっきも言ったけどほかの条例に譲る時の書き方とかみんな変えなければいけないところ出てくる可能性ある

んですよね。そういう点では本筋に変わらないものはそのまま、ここではこういうふうに、中間報告はしてありま

すけど、案分つくりました、という点では通るんじゃないかなと思っています。ただ、今のこの会議の常設をつく

るかつくらないかというのは検討していいか悪いか、いや、そういうのはもう決まったんだからだめだと言われれ

ばしゃあないと思うんです。そう思っています。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 次に送ることはちょっと私も、何でも早く決めたいほうでございますので、そのいいか悪いか

別にして、今塚田委員長さんが提案されている件につきまして、ここで全員が一致してこういう方向だったから皆

さんにもう一回考えていただきたいと、これは難しいと思います。はっきり言って。 

   ですから、こういう意見もございましたと、いうことで塚田委員長さんが個人の意見として皆さん再考したいん

ですけど、皆さんのご意見どうですかと、一回決めていただいた、大変申し訳ないんですけど、ということで我々

もフリーの立場で賛成反対の判断をすると、そういう形でもって結論出して18日なりにやったらどうですか。そう

しなきゃまた同じことを繰り返して、拝む頼む、何とかかんとかと言ってもですね、前には進まないと思うんです

けども。ですから、全員で決めたことになるんですから、我々も特別委員会みんな私の言うこと聞かなきゃいけな

いとか、皆同じ方向でなきゃいけないという会議も必要ですけど、今回の場合は、その場所で提案者に対しては提

案してもらってもいいですよ。再考のね。ですけども結論を決める時には挙手なりいろいろと意見を言っていただ

いて判断するときには、委員もプラスマイナスどちらでもいいということを確認した上で進めるのであればやって

もらってもいいと思うんですけどね。それも一つの方法だ。 

○委員長（塚田克己） 方法論としてはないわけじゃないけどさ。 

○樗沢委員（樗沢諭） いやだけども、そうでもしないとさ、いやこれ必要だからもっとおまんた考えてくんないや、

何も考えていないじゃないかと、こういう形で、おんぶにだっこで、ねだり的なそういうやり方は、いつまでたっ

ても前へ進まんと思う。そしてみんな何か怨念を残すようなさ、そういう形になってしまうんで。その辺がある程

度割り切って方向性を出してもらわないと、これ議事録消してもらいたいんですけど。今私の頭からの話は。そう

しないとなかなかうまく回らないと思うんですよね。どちらかに決まれば我々も協力しますよそれはね。別に大き

な差でもって、さっきの話じゃないけど、動いているわけじゃないんで。趣旨とか気持ちはかいごしなきゃならん

と、ただ取り組むにあたって基本というか、そういうのも大事なものですから、順番にいかなきゃならんという考

えもありますし、第２、関根さんのグループもですね十分審議したそのことも尊重しなければなりませんので、そ

ういう点も全部フランクにした中で、塚田委員長さんが自分の想いとか必要性とか説いた上で、それでなおかつあ
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る程度自由にした上で採決とって決めて行くような形でもとらないと前へ行けないと思うんですね。 

○委員長（塚田克己） おっしゃるとおり、おっしゃることはよくわかります。ただまあ私がここにこだわっているよ

うな形に受けとめられそうですけども、ただ基本条例そのものの趣旨がどうであるかということを最初から原点に

立ち返った上で最終的にこれがどういう形で実行に移していくのかと、いう部分ではちょっと骨抜きの部分あるか

なというのを自分自身が非常に深く反省している部分というのがある。だから何回も言うように、今までの経緯は

経緯、検討の結果はそれはそれで尊重しなければいけないけど、人の話、人の意見を聞いた上で、果たして自分た

ちの考えが正しかったのかそれでよかったのかというのをやっぱり考え直すという形で検討してみるという立場は

私はある。ということでこれ問題提起したんですけどね。 

   ですから今樗沢委員の意見は意見としてありますけど、どうしても皆さんここであれですよ、全員が、全員が、

私除いて皆さん８人全員が、これはもう必要ないと、今までの考えを尊重しましょうと、いうことで８人が同一歩

調を取れるんだったら、私はこの問題は引き下げます。私１人でどうのこうのと言っているように受け取られても

困るし、私もそんな取り乱したり、要するに会議をねわざわざ難しくしたり、あとあと後味の悪いような形にもち

ろんしたくない。ですから本来であれば皆さんが決めてくださった推進委員会で最終結論出してくれたそれにすん

なりと、したがって粛々と前へ進めば一番よかったんでしょうね。だけど、本当に皆さんがこれでいかったのかと

いう部分というのは、頭のみじんもありませんか。本当に。自分の考えが絶対だというふうに皆さん思っています

かね。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 時間ですから、もう一度やって行く方向でいいんじゃないかと思います。ただ、私も立場も

あるけど、これは議会の根本にかかわる問題ですので全員一致で進めたいというのは議長からも委員長からも出て

いますから、それこそ100歩譲ったところもいっぱいあります。ただ、この問題についてだけ言えば、この一番下に

も書いてあるけど、１から13条までの見直しも含めてみたいな書き方してある。ここで最終的な結論出たわけじゃ

ないから、いつも前のひっくり返すというのはそういうのは問題はあると思いますけど、今の３条の趣旨から言え

ば、通年議会じゃないんだから、どうしてもそういうのは姿勢としては示しておく必要があるんじゃないかなとい

うのはこだわりたいと思います。皆さんそういうつもりでいろいろ再検討、次回までにしてほしいなと思っている

んですけど。 

○委員長（塚田克己） 皆さんもうお疲れでしょうし、御意見もあまり出ませんので、心に秘めるものがあるんだろう

と認識しております。したがって、ただ樗沢委員の言っていることそのものは先送りしたって同じだと、いうふう

なご意見も今ありました。ですけども、これを次回はいずれにしてももう一回ほかの部分ではやらなくてはいけな

いんですよね。今回のこの部分については全くもう皆さん再考の余地ないと、言うんであればそれは次のテーマと

しては取り上げませんけど。そこはどうなんですか。そうすべきですか。皆さん８人の意見を私は尊重します。や

るんならやればいいし、やらないんだったらやらんでこれは取り下げる。ということにしますけど。 

   吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 当然15条についてもう一度議論を再調整するわけですので、併せてこの22条もそれまでに集

約をしてここで発言をしていただくということでいかがでしょうかね。 

○委員長（塚田克己） という吉住委員のご発言ですが。そうしますか。黙っていられると困っちゃうんだけど。俺が

また言うと俺が決めつけたということになるんで。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） どうですか皆さん。 
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   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） やっぱりここにいるメンバーは推進委員会の他のメンバーと違って中身もよくわかっていま

すし、個々の想いも大体わかっていると思うんで、そういった３班の気持ちが少しでもあるということであれば私

も２班という立場では当然そういった気持ちで、ま、常設はなしという形でずっと思っていますし、その考えとい

うのはそれなりに議論した結果なので簡単には動かないと思いますが、やはり今いろいろな話を聞いて、少しでも

考える余地があれば次回の検討課題に載せてもいいと思います。 

○委員長（塚田克己） というご発言がございました。ほかにないとすれば、じゃこのテーマも15条と併せてやるとい

うことでよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（塚田克己） それじゃ、次の会議にそれらをテーマとして、今度は最後にしたいというふうに思います。 

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

○委員長（塚田克己） 以上をもちまして第19回の議会基本条例策定特別委員会を閉会といたします。 

閉会  午後 ３時３７分 

 

 


