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第第第第１１１１８８８８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１１月２７日（木）  午後３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    

１ 議会基本条例骨子素案の条文化の検討について 

1) 前回推進委員会での確認事項 

2) 今後の日程について 

3) 条例案の最終調整 

4) 関連する例規の取り扱い 

２ 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18回目ですが開会いたしたいと思います。 

   本日の予定は一応５時ということで２時間頑張っていただきたいと思います。まず協議事項につきましてお手元

に次第が届いていると思いますのでそれにのっとって順次進めたいと思います。 

１ 議会基本条例骨子素案の条文化の検討について 

1) 1) 1) 1) 前回推進委員会での確認事項    

○委員長（塚田克己） まず１番目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。これにつきまして

は１）として前回推進委員会での確認をしたものでございますけどもこれらについてはあえて皆様方にご説明する

必要はないと思いますので一応説明については省略をいたしたいと思います。やったという事実、９月24日ですけ

れども推進委員会を開いて確認をしたということでご理解をいただきたいと思います。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

2) 今後の日程について    

○委員長（塚田克己） それから２）の今後の日程ですが、一応レジメでは議決予定が来年の３月の定例会に議員発議

として提案するというふうなことで書いておきました。これについては皆さん方にすでにご案内してあったと思い

ますので確認の意味で27年の３月の議会で議員提案をし、成立を目指すと、いうことで御認識をいただきたいと思

いますけども、まず、これについて御意見等御異議等ございませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（塚田克己） それでは27年３月の議会で議員発議によって成立を目指すということで確認をいたしました。 

それから２つ目ですけれども、かねてより課題になっておりました、市民へのＰＲ、それから意見聴取ですけど

も、この点については今までもいくつか案が出ました。でその時点の段階ではパブコメは実施しないというふうな

方向であったかというふうに思いますけども、これについて、みなさんこのパブコメについてまだちょっとくすぶ

っている部分ございますので、一応一つ一つ確認をして意思統一を図っていきたいという部分で、このパブコメに

ついて実施するかしないかという点について改めて協議の議題にしたいと思いますので、御意見等ございましたら

御発言いただきたいと思います。 

これは今日、最終的には一応意見の一致を見た形で結論を出したいというふうに思っております。いかがですか。 

吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 先回はやらない方向で結論が出たかというふうに私理解しているんですが、もし間違ってい

たら訂正をしていただきたいんですが。以上です。 

○委員長（塚田克己） 確かに前回までの意見の中ではパブコメは実施しないというふうな意見が大勢を占めていたと

いう言い方はちょっと語弊あるかもしれませんけど、そういう意見は出ていたことは確かです。今吉住委員がおっ

しゃられるとおりでございます。ただ結論を出していなかったものですから。一応今日この場で結論を出して全会

一致で整理をしていきたいと思っておりますので。協議の議題に上げました。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私も前回もパブコメやらないというふうに理解していますので私は要らないというふうに思

います。 

○委員長（塚田克己） ほかにいかがですか。樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私も必要ないと考えております。 

○委員長（塚田克己） それでは全員にお聞きすれば一番いいんですけども一応ここで締めてそれぞれ皆さんに確認を

したいと思いますけど、今３人の方からすでにパブコメについては実施しないと方向だったということでそういう

風に理解しているというふうなご発言でしたがほかの皆様方そういう考えでこの特別委員会では全会一致と言う形

でよろしいでしょうか。はい。それではパブコメは実施しないということで特別委員会においては全会一致という

ことでまとめたいと思います。 

   それから、条例議決後の市民へのＰＲですけども、これについてはまだ具体的な話は特にしていなかったかと思

います。先ほど３月議会で一応成立を目指すということで確認をいたしましたので、当然、成立を前提として次の

ステップにおいては市民へのＰＲという問題が出てこようかというふうに思います。その点について一応スケジュ

ール的に考えると、事務的にも考えたときには、５月の議会だよりあたりかなというふうに思います。もちろん３

月議会の市民へのＰＲについても５月ということになるのか、３月議会の内容につきましても５月の議会だよりと

いうことになろうかということでございますので、当然これも３月議会で集約することですから、３月議会の中の
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事件１件ということですから、５月に発行する議会だよりで市民へのＰＲをするということで、その点については

問題ないと思いますからよろしいでしょうか。はい。 

   そこでですね、過去にはこの議会基本条例についてはほんの骨子の骨子、今現在策定中ですというふうな形で市

民には一度ＰＲをいたした経緯があります。ただ、今回５月にこれをＰＲするということについて今ご確認いただ

きましたけども、その問題は内容なんですね。どういうふうなところまで市民にこの基本条例の内容をＰＲするか

という点かというふうに思いますが、その点も今この時点でなんでやるんかという話も意見もでて来るかもしれま

せんけど、どっちにしたってこのスケジュール的には今から５月にじゃあどの内容でどの程度まで市民に周知する

んだということをある程度確認しておきませんと、事務局のほうでも非常に対応が困ると思いますので、今日この

特別委員会の中で、どこまでＰＲするかという点について皆さんのご意見を聞いて、できれば集約をしたいという

ふうに思っておりますので、順次ご発言をいただきたいというふうに思います。 

   堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 市民の方々にはなかなかなじみの薄い条例になると思いますので、全部が全部文書１条から

全部の文書を、議会だよりとかに載せても、あまりこう、好きな方は見るかも知れませんが市民の方に直接関係あ

るようなところを抽出して市民との意見交換会がありますとか、議員がこう言ったという面の形で、解り易くダイ

ジェストじゃないですけど、図とか入れて、そんな形でお知らせしたらいいと思います。 

○委員長（塚田克己） という堀川委員のご発言ですが、ほかにいかがですか。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） ３月の議決案件が非常に多い中で議会だよりつくられるわけなんで、ページ数を増やさない

と対応できないんではないかなと私も感じがしているんですが、紙面には限界があるような気がするんで、もう一

つは条例については当然ネットのほうではアップされてくるわけですので、大項目という項目くらいで対応してい

いのではないかなというような私は気がするんです。 

○委員長（塚田克己） 大項目程度でいいんじゃないかという今佐藤委員のご発言です。ほかにいかがですか。 

   長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 議会基本条例の意義と市民に関連する議会の動きという部分を抜粋して、結果的には大項目

になると思いますが、それでいいのかなと思います。ただ、一定期間の閲覧、ネットもあるでしょうけど、ネット

ばかり見る人ばかりじゃないですので、庁舎の玄関のところに閲覧ができるような、閲覧もできますというような

ことを広報にうたいながらやればよろしいんではないかなというふうに思います。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） パブコメもやらないというふうな話になって皆さん了承されたんですが、透明性を高めると

か説明責任とか、議会にとって重要な条例ですので、ふだんの議会だよりでは非常に難しいかもしれないんだけど

１枚の折り込みにしてでも入れておいた方が別の扱いで入れておいたほうがいいんじゃないかと思うんですけどね。

それは３月までの審議の結果を見てどこまで細かく載せるとか、大筋、解説どうするかとか決まれば形も決まると

思うんですけど、通常のものに影響しないような格好で載せてもいいんじゃないかと思います。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員の場合はもう少し細かく周知すべきだということが含みだと思いますけど。他に皆さ

んいかがですか。 

   このＰＲはやったことの結果をお知らせするということもそうですけど、この施行後における議会活動なり議員

活動としてこの条例がどのように生かされていくのか、そこを市民にしっかりと見届けていただいて理解をしても

らうということが結果として議会への理解、信頼、議員活動の理解、信頼というものにつながっていくんだし、つ
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ながっていかなければこの条例のこれだけ時間かけてつくった意義がなかなか市民から理解得られないという部分

もありますので、つくったよというだけだったら私もそんなに細かいところまで全部しなくたって、ある、という

ことだけ市民から理解してもらえばいいのかなと思う部分もありますけど、せっかく一条一条逐条解説まで付けて、

この逐条解説も市民向けに解り易いように逐条解説をしているわけですよね。ですから我々自身は逐条解説読まな

くたって一条一条の本文でもって十分理解できるんだし、また理解していなければいけないはずなんですけども、

あえて解説を付けているということは別によその市に我々の一条一条の逐条解説を理解してもらおうなんて毛頭必

要無いわけですから、基本はやっぱり市民からこの逐条解説の意義を条例の一条一条の意義を正しく理解してもら

おうということのために解説付けているんですから、周知するとすれば、さっき渡辺副委員長も言っていましたけ

ど、ある程度これは今までの条例と違ってですね、その辺の内容よく理解してもらうためには、細かくなるかもし

れませんけど周知をきちんと徹底することがＰＲの意義になるんじゃないかなというふうに思うんですけども、あ

まり私自身の委員長としての主観を入れることについては避けたいというふうに思っていますけど、確かそのよう

な意味合いのことでこの逐条解説も市民向けのＰＲ、内容をやっぱり平たい言葉で解説するんだよということは確

認されていたはずでした、と思うんだよね。そういう観点で、どうですか、もしご意見があれば。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） そもそも論からで申し訳ないんですけど、やっぱり市民と議会との関係だと思うんだよね。

そういう点では例えば議会は議決権持っているものだから、自分に都合のいい条例をつくって自己満足しているだ

けじゃないかと思われても具合悪いものですよね。そうすると市民とのかかわりをどう目指した議会になっていく

のかというのはやはりＰＲしておいたほうがいいんじゃないかな、そしてパブリックコメントしないというのは、

エンドレスの問題もあるから、ずーっと続くもので、ある条例みたいに、そこでパブリックコメントやって意見取

り入れればそれで完成品だというわけじゃないものだからね、そういう息の長いスタートになるのだから、そうい

う点ではそんなに詳細まで書かなくてもいいかもしれないけど少なくとも、市民と議会の関係がこう変わるんだと

思えるようなところだけはきちんと知らせてほしいと思っています。 

○委員長（塚田克己） ほかにいかがですか。 

   関根委員。 

○関根委員（関根正明） 今市民と関わる面を強調してという、その辺くらいでいいと思うんですけど、その辺を全文

載せたとしてもあまり意味がないかなという気がするんで、特に、これからこういうふうにやっていくのでこうだ

とというような形がとれれば一番いいんじゃないかと思います。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 私もさっきの、議会だより中心に話しちゃったんですけど、少なくともホームページには私

は全部の条例といいますか、全部つくったやつは載せるべきだと思いますし、本当に真剣に見たい方が簡単に見ら

れるようにはしておかなければいけないと思いますし、議会だよりで見るところには本当に大項目と言いますか、

紙面的なスペースのあれもありますし、全部が全部二十何条とか三十何条まで紙で配るというのは非常に不経済だ

と思いますので、ホームページのほうには少なくともＰＤＦみたいな形で全部載せて、議会だよりのほうには詳し

くはホームページのここに見てくださいみたいな形で、詳細に関してはそっちを見られるようにしておいたほうが

いいと思います。 

○委員長（塚田克己） ホームページの場合は仮に見る機会からすれば今の議会だよりを配付すると同じくらいのレベ

ルにはなるのかね。見る見ないは別なんだよ。 

○事務局長（関原敏明） やっぱりホームページは高齢者だけの世帯だと見れないかもしれないです。 
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○委員長（塚田克己） 見れない家もあるということ。 

○事務局長（関原敏明） はい。議会だよりは少なくとも各戸に１枚いきますので、世帯ごとで見れば全世帯にいくと、

だけどホームページはインターネットができない家ありますので、そういう意味ではどっちが網羅的かと言えば紙

のほうが全戸には配付されます。 

○委員長（塚田克己） 今、加入率というか、インターネットの、把握しているのかね。 

○事務局長（関原敏明） そこらが難しいですが、半分以上はいっているはずです。 

○委員長（塚田克己） 今のテレビだって、妙高チャンネル、そういったのもあるんだけど。だから堀川さんが言われ

るように確かにペーパーだと見る人も見ない人も確かに一戸配付ですから見ようと思えば全部見れるわけですよね。

情報の方法としては一番確率は高いわけですよね。インターネットになっちゃうと、しっかりとそうやって全文解

説付きで全部やったとしたって、見るチャンスが、市民の受け側からして非常に見られないと、見るチャンスが半

分しか例えばないんだと話になると、全部インターネット開いたとしたって半分しか見れないということになって

しまうんでね、そこらあたりが果たしてどうなのかなと。そうするとやっぱり一番優秀なのは議会だよりで、全戸

配付するのが一番いいんでしょうけどね。見る見ないは別としても。情報提供する手段としては紙ベースが一番い

いのかなというような気がしますけど。 

   さて、どうしますかこれ。事務局に検討してもらうというのもちょっと我々としては無責任な話になってしまい

ますから。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 第１条何とかとしてざーっと書いてある、要するに条文のままのものを議会だよりに載せた

としても読む人は限られちゃうんではないかなと私は思うんで、さっき渡辺さんが言われたように、市民との関わ

りある部分を少し解り易い言葉で作って載せておく形のほうが、市民にとって興味を引くような形ならなければ読

めませんので、そういった形で、ページの制限の中でできる範囲でやるというのが私は一番ベターではないかと思

うんですけど。 

○委員長（塚田克己） 八木さん。 

○八木委員（八木清美） 私も議会だよりによって先ほど渡辺議員さんもおっしゃいました、あれと、興味をそそるよ

うに１枚はさまっているということも、興味が出て、そしてＰＲにもなりますし、できるだけ解り易い形で第１回

目として議会だよりに載せて、意見と質問等を寄せていただき、またそれが継続してもいいんじゃないかなと思い

ます。 

○委員長（塚田克己） 八木さん、その質問とか意見を聞きますと、受けますというようなことも書くということです

ね。 

   八木さん。 

○八木委員（八木清美） パブコメがないですので、その時点で質問等があったらお寄せくださいということも必要で

はないかなと思います。 

○委員長（塚田克己） そうなるとまたちょっと話が違うんで、今はあくまでもＰＲをどうするかという点でね、その

ＰＲに市民の意見、考え、問題を聞くような形で情報提供するということとちょっと違いますので、今八木さんが

おっしゃったような部分も含めてこの５月なら５月のＰＲをするんだというならそのようにまた考えなきゃいかん

し、あくまでもできたものを議会として議員としてしっかりとこの条例を守ってやって行くから、というそこをメ

インにしてあくまでもできたことへのＰＲを市民に伝えるということだけということにするかという部分というの

は、けじめが非常に大事なので、そこだけ決めさせてください。５月号に出すということは皆さん全員問題ないと
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思うんで、今出し方の問題で議論してますから、ちょっと八木さんが一つのヒントを与えてくれましたから。 

   樗沢さん。 

○樗沢委員（樗沢諭） 今までの議会改革の推進、また条例ができる前とできた時の状態で議会活動がまた議員の活動

なり市民からの意見を取り入れながらどういう形で変化したと、いうことを中心にしてその文言で条を抜き出しな

がら説明してＰＲするということが一番重要じゃないかとこういうふうに思っています。ですから今までとこのよ

うに変わりましたと、いうところを中心として５月なり６月ですね出すことが必要じゃないかと思いますけど。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 今八木さん話した、今回の条例に対して市民の意見を聞くというのは紙面とかじゃなくて例

えば１回目の市民意見交換会とか討論会、名前はあれですけど、その中で例えばいくつか項目の中で基本条例につ

いて説明みたいな形を一つ入れてその中から市民の方の意見を、もし疑問とかあれば聞くようなことにして、先ほ

ど八木さんが言われた今回の広報、こう言った条例できましたよと広報に対して質問というふうな形では私はない、

じゃなくていいと思いますし、議会の意見交換会の中でこういった説明もしていけばいいのかなと思います。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 八木さんの気持ちわかるんですよね。先回までパブリックコメントやらないという理由の中

には、これで終わりの完成品の条例じゃないと言ったよね。常に見直していく不断の努力が必要だと書いてあるん

だから。そういうためには条例ができるんだから新規の条例ができるんだから、なんでやらなかったかといういつ

かの機会に市民の皆さんにいわなければいけないと思う。３月議会でもその前でも。何かお知らせ版の隅っこでも、

パブリックコメントは何でやらないのですかということに対して説明しておく必要があると思うんですね。そうい

う点では、今度完成したのをダイジェストでもなんでもいいけど出したときに、パブリックコメントやらなかった

んだと、だけどご意見は常に受け付けていますのでお寄せくださいみたいな書いておく必要があるんじゃないかと

いう気持ちで俺、八木さんが今言われたようなのを大事じゃないかと思っているんだけどね。 

○委員長（塚田克己） ほかに皆さんいかがですか。それじゃ、沈黙したって結論出ないんで、集約するにしても意見

の違いがあったのを一本にするのも、こういった条例の施行にあたっては我々自身がこういった条例を生かしてい

かなければいけない、これを指針としていかなければいけないということですから、疑問や反対あったんじゃ、や

っぱり基本的にまずいというのが当初からの話でしたから、常に全会一致というところで導いて、その下で条例化

していこうということだったと思いますから、今回のＰＲですけども、ＰＲについては、当然市民にＰＲするとい

うことはね何らかの反応、やはり広報だけでなくて広聴機能というものも生かしていかなければいかんと思うんで

すよね。常に広報広聴というのは一体のものですから。情報を流せば必ず市民からの声が跳ね返ってくるというい

わゆるそれが広聴ですので、そこらあたりを今八木さんが総括的に言ってくれたし、渡辺さんもそういった部分を

補足したようなことだと思いますので、常識的に考えれば情報流せば必ず市民の反応というのはあってしかるべき

だし、あったものを我々がどう受け止めてどのように市民にそれをきちんと的確に説明して理解してもらうかとい

うところまでやらなければ、要するにコンプライアンスが達成したということになりませんから、ここではあえて

そういう発言を求めるんだ求めないんじゃなくて、当然広報、情報流せば必ず反応が返ってくるということで、来

るということ前提に、来た場合の対応というのは、常に議会というのは考えて行かなければいけないし、それによ

って条例が変わる、変えなきゃいけないというのであれば、不断の議会改革というのは原則基本ですから、そこは

ちゃんと受け入れると、いうふうにして、考え方としてはそう受け止めておかなければいけないと思います。です

から情報を流す時には、仮に御意見御質問等あったときには、例えば事務局のほうへお問い合わせくださいという

ふうなことをこれも書くか書かないかという問題もあるんですよ。ですから今八木さんおっしゃっている部分とい
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うのはそういうものも要素含めるんだということになれば、当然御意見あったら、御異議があったり御質問があっ

たらどうぞ事務局のほうへお問い合わせください、意見を出しくださいというふうに書いてやることによって、広

聴を促すという面では議会が広聴を受け入れる姿勢があるということになりますから、そこまで表現するというこ

とで統一したいと思いますけど、あまり委員長一方的に過ぎますかね。 

   長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） その考え方でいいと思います。議会だよりそのものも決まったことだろうが何だろうが御意

見あったらいつでも出してくださいということ常にその姿勢は変わってないと思いますし、まして議会基本条例と

いう部分はこれからもずーっとそういう部分あると。ただ、個々の部分をそれをどのように受け止めるかというの

は議会の力量の問題ですから、見識と、それから市民の信頼に応えるための機敏に行動するかしないかというだけ

ですから、その姿勢はいいんじゃないですかね。 

○委員長（塚田克己） じゃあ一応、長尾さんからまとめてもらった形になりましたので、いずれにしてもそこまでや

っぱり広報広聴というものをきちんとやると、市民の声をしっかりと受け止めて不断の議会改革に努めるというこ

とで統一したいと思いますけどよろしいでしょうか。はい。 

   それでですね、ちょっと前後して申し訳ないんですけど、３月の定例会に提案して条例が制定されると成立を目

指すということですから当然成立してもらわなければ困るんですけど、問題はですね、施行日なんですけど、これ

ももう一回よく確認をここでしておきたいと思います。 

   施行日は27年の４月の新年度からという話もあったり、それから７月の改選の新しい議会がスタートした時点か

らでいいんじゃないかという意見もちらほらありました。考え方としては当然公布の日から施行するというのが一

般的な部分と言えば一般的なんですけど、当然日が違えばいついつから施行するというふうな形になりますので、

今考えられるのは、新年度４月１日からかあるいは今の議会が新しい体制ができる27年の８月１日になるんですか

ね、ということになるのか、そこらあたりも整理しておきたいと思いますので、この点いかがですか。皆さんどの

ように認識されていましたかね。この施行日について。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 例えば、通年議会といって乗るとね、４月１日からやるべきだとか最初の議会の時からとか、

そういういろいろな論議はあるかもしれないけど、今の条例の状態なら、間に合えば間に合い次第４月１日が適当

じゃないかなと思うんです。今の中身なら。 

○委員長（塚田克己） という渡辺さんのご発言です。ほかに皆さんご意見ありませんか。 

   長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 基本的にはできるだけ急いでという部分なんでしょうけれども、その後の部分でこれから論

議しなきゃいかん、この条文ができたとしても補足するといいますかその部分を詰めていくというのが大忙しでや

らないと、むしろそちらのほうがぶんぶんまるで現実、議員間で出てくる話だと思います。そうすると、３月議決

を目指して行くということでは何も異論ないんですが、４月１日からという部分で、それは目指すという部分では

いいんですが、ここで限定的に考えるんじゃなくてもうちょっと先というものも意図的には考えたほうがいいのか

なと、というのは、一つには議会報告会という名称はともかくとして、そういったものは、さっきの３月議会で決

まったら議会だよりもしくはＰＲで５月のところで発行しますよね。それ以降は、例えばすぐ７月の改選、新たな

体制になり、当然いつかどうかわかりませんが、議会報告会的な部分というのは開催する、そうするとその少なく

とも１ヶ月くらい前からＰＲはしていかなくちゃいかんわけですから、内容も含めてね、そうすると条例の実施時

期というのは４月１日という部分にしたとしてもちょっと難しいのかなという気はします。そういったものがもろ
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もろストーリーで成り立って詰めて行かれるんだろうかという気がします。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 補足で申し訳ない、長尾さんのそれも、通年議会のほかにそれも問題あったね。ひっかかる

のは。ただ、この条例は新規条例だから、市長部局で言えば規則なんだけど、同時に要綱を出さなければいけない

んだよね。そうすると少なくとも３月議会の時は全部そろっていないとそこで議決できないんさ。そうするとやっ

ぱり基本的にはそこで間に合わす。そして改選等もあるから、それによってどう対応するかというのがまた別に定

めるというか特別の状況があった場合みたいな書き方するのかしないのか知らんけど、そうせざるを得ない。ただ

俺思うには７月の改選で８月からの任期の人が９月議会の後でやるのなら、今みなさんやってた人たちが４月５月

にやったほうが楽だと思うんだよね。新しくなった任期の人が９月議会の後で10月11月のうちにやるというのは俺

非常に難しいんじゃないかなという感じするんですけどいかがですか。 

○委員長（塚田克己） それとね私言い忘れたわけじゃないんだけど、あまり細かく言ってみなさんに失礼だなと思っ

て言わなかったというのは、長尾さんがちらっとさっき言われた、この条例に伴って別に定める案件、これから出

てきますけどね、それから改正をしなければいけない問題、そういった問題が当然関連条例規則等で一緒に、条例

と一緒に出して結果を得ないと、本来は施行なんかできないわけですから、そういった事務的な部分も３月の議決

を求めて４月からするということについての事務的な抵抗というのは確かにエネルギーはあるんです。必要なエネ

ルギーというのは。それが８月１日から施行しますよということになると、相当楽な部分、仕事としては事務量と

しては楽な部分あるんですけど、逆に今渡辺さんおっしゃられるように今度は実際にこの条例を運用していくとい

うことになると新しい議員の皆さんがすべて今度この条例によって運用していくことですから、慣れた議員の皆さ

んはある程度わかるからいいですけど、今度新しく入ってこられた議員さん何人かいるということになるとその人

たちのやっぱり対応が非常に大変なエネルギーが必要になってくるだろうと思う部分の心配もあるんです。ですか

らそこらあたりを勘案したうえで事務整理そのものを勘案して判断したほうがいいのかそうじゃなくて実際のこの

条例を使った運用のことを考えて決めたほうがいいのかというふうな判断もこれをいつ施行するかという部分での

必要な判断要素だと思いますので、そこらあたりもちょっと加味してしていただきたいなと思います。 

   吉住さんどうぞ。 

○吉住委員（吉住安夫） 確かに今委員長言われましたようにこれに関連する要綱それから関連の問題がいっぱい出て

くると思うんですね。この前拾い上げただけでも５本や10本でないわけですわ。その辺のものも全部細かく精査し

たうえでないと、今委員長言われたように厳しいのかなと、私思っています。ですから、３月で間に合うのかどう

かもう一度その辺ですね、細かい点について拾い上げをしていただいた上で決めたほうが私はいいのかなと思って

います。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） きょうの議案の中でも３班のこの議題が結構時間かかるんですよね。きょう終わるかどうかわ

かりません。そういう状況の中でまだ関連することもあるということで、きょうの話で４月１日とか８月１日とか、

それはまあ一つの方向付けだと思いますけど、この場所でもって日付を決めるのは難しいんではないかと、年明け

の第１回目あたりである程度先が見えて来てから施行日を決めてもいいんじゃないか、今、目途として、目途とい

うかきちんと３月議会で出すということですから、施行日まできちんと決めるとなるとちょっと今の時点では厳し

いかなと感じますけど。 

○委員長（塚田克己） 佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 議会が議決して施行日がずーっと先というのは私は、自分の条例だのに何してるんだと、い
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う感じ私はするんですね。ですから議決した議会の議決した日から施行するのが私は本来の姿だと思いますんで。

そうやって考えていくと３月議会に間に合わないのなら、私はてっきり６月議会だというふうに、当初この特別委

員会がスタートした時ぎりぎりかなという話だったんで８月の頭かなという感じもしたんですけど。今樗沢さん言

われたように、この特別委員会の進捗に合わせて議決した日から施行するというぐらいの元気でいったほうが私は

一番わかりやすいんじゃないかと思うんですが。 

○委員長（塚田克己） 非常に前向きな発言が出ましたので、みんなそういう意気込みであるとするなら、こんなこと

でいちいち何分も時間かける私は必要はないと思いますけど、私自身だけで一方的にこう進めるというのも皆さん

に僭越ですので、今佐藤委員から非常にいい発言をいただきました。そのとおりなんです。そのとおりなんです。

議員発議ですから。当然といえば当然なんですね。で、駄目だったら本当に、ただ６月というパッキンは皆さんも

承知してましたよね。３月どうしても難しいとすれば６月で最終議会の６月に上程しようという話もあったんです

けどもそれを前提にしちゃうと、結局６月まで延びてしまうんで３月がタイムリミットですよということでみなさ

んに理解してもらっていたんで、そこはたしかに、吉住さんも言っているようにここに（４）に関連の条例のこの

取り扱いもあるんですわ。ですから今日はどっちにしたって今日で終わるなんてことは私も考えていませんし、考

えられっこないんで、そこらあたり考えると、さっき樗沢さんも言っていましたようにそう無理して先走らないで

状況見ながら最終判断してもいいんじゃないかという御発言ですから、これはそこらあたりで集約する意味で一応

頭に皆さん入れておいていただきながら、３月の定例会にとにかく提案するんだよという一つの方針のもとに事務

を進めて行ってですね、それでその中で最終的な施行日を合せて決めるということで、それまで皆さんの頭の中で

この条例の協議と併せて頭の中で整理しておいていただきたいということで、今日は特に決めないと結論付けたい

と思いますけど、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（塚田克己） じゃ一応そういうことで結論付けたいともいます。 

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

3) 条例案の最終調整    

○委員長（塚田克己）それから３）ですが、これも私途中で出しちゃって申し訳なかったんですけども、最近また身近

に地震もあったり妙高市も震度５弱のところもあったり、震度４あったり、震度３あったりということで、行政の

非常に広い典型的な山間地を抱えたあるいは地震の今の危険度の高いこの妙高市でもありますから、別に地震だけ

に限らず、いざという時の危機管理というのはやっぱり議会としてもきちんとこの基本条例にその指針をうたって

おかなければいけないんじゃないかというふうな考え方からこの危機管理条例という、名前はどうあれ、こういう

危機的な場合の緊急時の場合の対応というものについて一応明文化しておく必要があるんじゃないかと、いうのが

この３）の①の危機管理の条文という意味でございます。 

   申し訳ございません、てっきり私次第に載せてあると思っていたんで申し訳なかたです。自分でこれ説明します

というふうに事務局に言っていたからなかったんですね。これは前もちょっとこの危機管理については条文化する

かしないかということで問題提起はしてあったと思うんですけど、これ今日は結論付けなくていいです。そんな程

度の資料しか出ていませんので。これはどうしますかね。条文として明文化したほうがいいというのか、いやそこ

はまた臨機応変にやればいいじゃないかと、緊急なんだから、緊急は緊急なんだから緊急の対応でもって議長以下、

我々議員がその緊急の対応すればいちいち明文化しておかなくてもいいんじゃないかという考えもあろうかと思い

ますけど。ただ姿勢としてこういう条例を作る時というのは市民に対して、議会の信頼を得るためにやっぱりあら

かじめ明文化しておくというのも、市民への信頼を得るための大事なファクターになるんですけど、ここはどうし
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ますか。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 思いはわかるし、必要だなと思うんですよ。だけど今はこれを終わらせるまいか。その上で、

今ここに資料も付いているけど、それしてみたらこれを入れたほうがいいんじゃないかとか、これやっぱり入れる

と決めたけど入れなくてもいいんじゃないかとか、一緒にしてもいいんじゃないかというのはまた出てくると思う

んだ。とりあえずは今の仕事を終わらせるようにどうですか。 

○委員長（塚田克己） わかりました。大変申し訳ございません。私もちょっと不手際ありまして。じゃ頭の中にちょ

っと入れておいてください。またいずれの機会にこの問題を出しますのでそのように御認識いただきたいと思いま

す。 

それでは次に、条例の案の最終調整でございますけども、この最終調整の問題で一番問題だったのは、今ちょっ

と樗沢委員も触れましたけど、３班の皆さんから本来、推進委員会の中で十分まとまらなかったから、再検討して

くださいということでお願いしたんですよ。お願いしましたら、ここにあるようにほかのものももう一回あらため

て見直してみたと検討してみたということであえて出してきたんです。ですから結局ぶり返すみたいな話になって

私としてもこの取り扱いをどうしたら一番、みんなでつくる条例なんだからそこを理解してもらえるのかなとちょ

っとちゅうちょして事務局とも十分相談したり副委員長とも含めて相談したりしました。その中で今回みなさんに

資料としておあげしたように完全に３班からもう一回あらためてやってもらわなければいけないという問題につい

てはこの資料の、修正対象のところに「第３班へ差し戻し」というふうにはっきりとうたってあるんです。しかし

３班から再提出あったんだけども、それは別に差し戻しをこちらのほうで特別委員会のほうで差し戻しをあえてお

願いしたわけではないんです。ですけども一連のものとしてあらためてもう一回、３班で一生懸命検討してもらっ

た結果、こう出てきたということもあるんで、それらをちょっと整理しなきゃいけんかなと、せっかく誠意をもっ

てやってくださったことですから無下にそんなの必要無いとか、いやそんなのもう決まったんだからいいねかとい

うふうなことにはやっぱりすべきじゃないというのが私の温情的なところがあって、結局皆さんに何か前後不手際

をお示しするような形になってしまいますけど、それは我々内輪の中での特別委員会ですから、せっかく一生懸命

検討してきてくれたものをまな板の上にのせないというのもそれもやっぱり誠意をそこなうことになってしまうん

で、せっかくですから、皆さんにもう一回検討していただこうかということで今日の議題に上げたところです。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 補足なんですけど、３班では、今委員長言われたように、検討したけどもっと深く掘り下げ

なければいけない問題もあるんじゃないかなという話でやった資料を出しているわけですよね。だけど、さっきも

言ったように、戻されたのだけ優先してやってください。後はそういうのがあるんだっていうのを皆さん頭に入れ

ておいてもらって、先ほども申し上げましたように、全部できた後でどうなんだというところで取り上げてもらえ

ばいいんじゃないかと思うんですけど。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 戻す、戻さないとやってると、何を進めて何が結論出ているのかわからなくなってくるという

状況があるんで、整理しながらやってもらわないとだめだし、決めたことは決めたということで、自分の意見通ら

んとかいろいろな深みがあるとか、いろいろ希望あると思うんですけど、決まったことをもう１回ですね差し戻し

てやると、いうことになると会議は何回やったって前へ進まないと、いうことになるんで一つ一つ整理した上でこ

こへかけるものとかけないものときちんとやってもらいたいと、そうしないといつまでたっても終わりませんよ。

はっきり言って。私の意見。 

○委員長（塚田克己） 樗沢さんの意見はごもっともなんですよ。でもね皆さんよく考えてみてください。この骨子案
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を全員でもって了解して議長に答申したものをもとにやった時も、要するに決まったものを、決まったのにそんな

の要らないとか、今こんなの決められないという発言がずいぶんありました。どなたとは言いませんけど。 

   物事というのはそういうものなんですよ。１度決めたって、それが不具合があればどこかの時点で直さなければ

いけないんですよ。それは二度手間になったり三度手間になったりする産みの苦しみというのは当然あるんです。

だから私も、あれだけ時間をかけて２年もかけて骨子案作って議長に提案して、それを今度はもとに条文化しよう

と言った時に、相当皆さん抵抗ありましたよ。必要ないとか、今こんなのできないとか。さんざんすったもんだし

たじゃないですか皆さん。いま樗沢委員の意見のとおりですよ。だけどもここまで来たんですよようやく。だから

今ここで、せっかく第３班がここまで掘り下げ、もう１回やってみるかと、念には念を入れてみるかと、いうとこ

ろを私は誠意を買ったんで、それが時間喰ってだめだとかわけわからなくなるとかね、そういうことはお互いに言

いっこなしにしましょう。というのは今までもそういうことでさんざん苦労してここまで積み上げてきたんですよ。

それは私誰とは言いません。だけどもみんな自分たちの条例ですから、それは生みの苦しみあるのは当たり前なん

ですよこんなもの。簡単にできるのならよそのやつ真似すればそれでいいんだ。だけどね、私今回皆さんにそうい

う意見出るだろうと、当然私想定していました。だから25年７月24日の議会改革推進委員会の、これ答申した時の

資料です。これもう１回皆さんあらためてよく見てください。何で私今日この資料つけたのか、当然そういう意見

出るということを想定しているんです。だけどもこの条例の基本的な骨子を議長に答申する時に、この７月24日に

この基本事項を18人全員で確認しているんですよ。これ忘れちゃ困るんです。だからこれは時間かけて時間かかっ

たって差し戻したり、やり直したり、行ったり来たりこれ当たり前の話なんです。木で鼻かんだみたいにできっこ

ないだ。条例つくるときというのは。だから行ったり来たりするのは私からすれば常識だと思いますよ。そんなき

ちんきちんと物事考えてね一つ一つ前進なんかないです。２歩前進すれば１歩下がる。３歩進めば２歩下がる。で

も一歩一歩上がっているじゃないですか。 

〔「委員長」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（塚田克己） そこらあたりをよく考えた上でこれから進めましょう。 

○樗沢委員（樗沢諭） だから、決まったことをですね、変えるんであれば皆さんに諮りながら検討するという形にし

てもらわないと会議はうまく行かないでしょ。別に文句言っているわけじゃなくて、やっぱり一生懸命やって来た

中身の中で結論出ているものもあるわけですから、そういう点も踏まえながら精査して議題として上げてもらわな

いとまずいと、いうふうに思いますけど。よろしくお願いしますわ。よろしくお願いします。 

○堀川委員（堀川義徳） ３班の方また見直ししていただいて本当におそらく何回見てもこれがいいということもない

でしょうし、ただ、副委員長のほうから、３班の副委員長のほうがですね、とりあえず３班に託された部分から終

わらせて、その後また全体見て行く中でおそらくまたいろいろ出てくると思うんですが、その中でまた調整して行

ってですね、今ある時点のベストではなくてベターのものにしていくという考えなので、副委員長言われたとおり

この間３班に託されたものから取り急ぎやっていけばいいのかなと思います。 

○委員長（塚田克己） 今日の３）というのは、３班に差し戻ししたものを中心に、たまたま出てきたものを一連に列

挙したんですこれですから、ほかのところは樗沢委員が言うみたいに、別にもうみんなで意見も何もないし、１班、

２班で考えてくれたところの全部整理したものについてはもうこれ以上は手を入れる予定は全くないんです。もし

皆さんのほうで、これどうも読んでみたけどこれじゃちょっとまずいわな、というのあれば早急に出してもらいた

いと思うし、今の所は私どもの方に、この３班の14、15、18、22この辺が差し戻したり、あるいは差し戻しの際に

一連の問題としてあらためて検討した結果というものを出してきたから、この４条分の議論をきょうはして一つの

方向にまとめたいなと、だから別に戻ったわけじゃないんですよ。私としては戻ったわけじゃない。だから１条か
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らほかの条はもう一切これはもう全員一致で私はもう話まとまっていると思っていますよ。だから問題なのはこの

14、15、18、22条の４つなんですよ。だからそれをきょうは一つ一つ整理して次の段階にいけばこの条例そのもの

は全部終わりだと、いうふうに私は理解して皆さんに今日審議事項の内容としたんです。だからまあ樗沢委員の気

持ちもわからない訳じゃないけど、１回決めたものをという言い方もそれは間違いじゃないんです。だけどもやっ

ぱり物事というのは１回決めたってだめなものがあればだめなものであらためてもう一回皆さんと議論してそれよ

りももっといい方法があればいい方向におさめるというのが我々の仕事なんですよ。そこは理解してください。と

いうことでまず、14条ですね、14条は４ページですかね、これは差し戻しの案件として出たものでございます。で

一応事務局から整理してもらいましたので事務局長から３班の14条について説明をいただきたいと思います。 

   事務局長。 

○事務局長（関原敏明） 14条ですが、これは３班から提出いただいたものをそのまま掲載してございます。ただ、解

説の部分はこのままでは逐条解説にならないかと考えていますのでここらあたりについては若干の修正がこれから

必要ではないかなというふうに考えております。以上です。 

○委員長（塚田克己） これについては二、三日前に皆さんにお配りしてありましたから一応目は通してくださってい

ると思います。ですから今事務局長が説明したように、３班から出てきたものをこのままここに載せたという点で

は３班の皆さんどなたか補足、代表してご説明いただけませんか。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） これ今までのだと議員間自由討議、かなり時間かけて討議はしてあるんだよね。だけど委員

会のことしかやらないんです。そこら辺ではこの基本条例の趣旨、流れからすると新たな項目起こしておくのが必

要じゃないかなと思ったから載せてあるだけで、詳細はどういうふうに定めるかというのはまだ検討の余地がある

そこのところなんですけどね。そこら辺皆さんどう考えておられるか。これは委員会の運営だけならこんなのは要

らないんだと言えば要らないんだけど。以上です。 

○委員長（塚田克己） という３班の説明も加わりましたが。いかがですか皆さん。 

   渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） この前の委員会での討議のときもどこへ入れてそのときは当局どうするかとかなんかといろ

いろあったみたいに、具体的にどんな形で、例えば本会議場でやるのならどんな形になるかとか、そういう点では

まだ完全にイメージが固まっているわけじゃないんですよ。そこはまたみなさんの意見を聞きながらやる以外ない、

それは別に要綱で定めるということになっちゃうんだと思うんですけど。この自由討議というのは項目としては大

事じゃないかなとそう考えています。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 自由討議についてはこれも今渡辺委員がお話しあったとおり、委員会中心で検討されたという

ことでございますので、委員会を中心とした自由討議にされるように第３班の皆さんが考えた上でこういう形で記

述されたのか、そういう点についての議論の中身を教えていただきたいんですけど。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 委員会にしかしないような大きな観点をつくっておく必要がある、基本条例だからつくって

おく必要があるんじゃないかな、要綱では、じゃ委員会ではこういうふうにやる、本会議では必要ならこういうふ

うにやるとか、そういう要綱が必要じゃないかなとは思っています。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） そういう意味では、副委員長さんの意見に私は賛同でございます。ですから今後やるとなれば
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委員会においての細かい議論してきたことを別条項でもいいですけど、別項で定めておかないと明確にならないと

思いますけど。 

○委員長（塚田克己） ほかに。ご意見ありませんか。 

当然要綱を別に定めるということですから実際の運用はここがポイントになると思います。 

 関根委員。 

○関根委員（関根正明） ちょっと記憶は定かでないんですけど、一応議員間討議というのは委員会だけでやるという

ふうに認識していたんですけど、その辺ちょっとどうだったか、確認したいんですが。 

〔「それでいいんです」と呼ぶ者あり。〕 

○関根委員（関根正明） それでしたら、要綱で定めると言うことなんで、これで十分だと思います。 

○委員長（塚田克己） あと14条そのものの議員間自由討議の１項、２項、３項これそのものはよろしいですか。だか

ら要綱なんですよ、肝心なのは。要綱は相当練らないと。時間かけて練らないとまたいったりきたりしますよ。

非常に難しい問題です。 

    付け加えておきますけど、自由討議ですから、例えば我々今の状態だと、全協でもってね、ここでいろいろな

意見、議長が問題出した時にいろいろな意見を自由に発言したりしているあれだって言ってみれば自由討議です

よね。ただ、今のルールだとあまり人の発言した議員の発言に対してああだこうだとお互いに今はタブーですよ

ということですから、あまり人の言った質問意見に対しては口をはさむということは今のところはしていない。

でも今度はこれができてこの条例によって物事がしたときには、この15条に、次出てきますけど、議員間の情報

連絡会議等で、これは今の全協の情報連絡、全協と同じことの内容も一部含まれている15条なんですけど、名前

変えたばかりなんです。ここでも、今関根さん言うみたいに、議員の自由な発言というのは今度は他の議員の言

ったことを自分がイエスとかノーとかいろいろな発言をしたって構わないよと、いうふうな、もうちょっとレベ

ルの上がった議員間の討議をやりましょうと。今の全協でいるやり方よりももう一歩進んだやり方でこの情報連

絡会議という名前を変えることによって自由の議員間討議をしましょうということも出てきますので、基本は委

員会の中でやりますけど、それ以外でも自由、やっぱりここでもっていろいろ議員同士が意見交換しなければい

けない場というのはこれからもいくらでもあると思いますよ。そんなのをどうやって要綱の中でまとめて行くか

というところも一つのポイントになると思いますよ。 

    渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） そこが難しいんだよね。委員会だけでもあれだけ討議したんだからさ、だけど、言論の府が

自由な討論の場だって言っていながら、議員間自由討議を載せないというわけにはいかないと思って、これは総

花的な格好だけど載せてあって、後は要綱で定める、要綱が非常に責任重くなるような格好だけど、載せない訳

にはいかないと思うんだよね。 

○委員長（塚田克己） そういうところからも議論あったんですよこれ。 

    佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 前のほうの条項にゆだねるという話も私もさせてもらってきたところです。言葉として載せ

るということに対しては、多少はいいかなと思うんですが、ほかの条例見ますと、市の条例見ますと、要綱を定

めるという項がないんですよね。それでいて議員間自由討議という言葉だけが条例に載っているというのがほと

んどなんで、今委員長、副委員長要綱が大変重たいという話があるんですが、他市のほうもこれに対してそうい

う縛りをかけているのかどうか、言葉として入れているだけなのか、その辺も私はもう少し勉強させていただき

たいと思っています。 
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○委員長（塚田克己） いいところに、佐藤さん言われていると思いますけど、ほかにですねほかの自治体の議員さん

とお互いにお互いに情報連絡取れる議員さんおられましたらできるだけ今、妙高市みたいに、ほかの議員の発言

したり意見言ったことに対してどうのこうのというふうな、そういうことは今この妙高市の場合はタブーなんで

すよね。人の議員の発言したことに対しては。ああだこうだというのは。全協の中でもそれはお互いに言いっこ

なしだよということのルールがたまたまあるんですよ。今。私らも未経験で入って来て、ほかの議員の何か言お

うと思ったって、それは言っちゃいけないんだぞと、いうふうなことで制止されたという経緯もあったんですけ

ど、ただ、今佐藤さん言われるように、ほかの自治体ではそういうルールというのはね、あるのかどうかという

こともポイントの一つになると思うんですよ。いやそんなの議員同士で、けんかしたって何したっていくらでも

いったりきたりしてるわね、と言うんであれば、佐藤委員の今おっしゃられるようにこの議員間の自由討議とい

うのは普段からも自由討議やっていますから、そんなに私はこだわらないと思うんですほかのところはね。とこ

ろがうちみたいに縛りがあるのを、それを解放して、一定の場所でもって議員同士のいろいろな意見交換を言い

合うということについてはこれはこの条例について初めてできることですから、初めてできることですから妙高

市にとって見れば、議員間の自由討議というのは非常に重みがあるという意味では私も渡辺委員も考え同じだと

思うんです。そういう意味で運用が難しいよと言ったのはそういうところなんですよ。 

    はいどうぞ。長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 運用にあたっては先進地と言いますかね、そういった部分をやっぱりちょっと条文も含めて

どのように取り扱われているのかというのを２、３やっぱり確認してみる必要があるだろうと、私は常任委員会

を中心とした部分で、まずは提案された議案に対してそういう部分がいくつもあるわけではないと思うけれども

やってみてそして、これはおれの見識が一番だと思ってとうとうとしゃべって採決した結果全然関係ないという

部分もあるでしょうし、ただ全員で話し合うということは大事なんですが、一方的に話が、そうだそうだという

部分での話になるとね、フリーの、参考という部分ではいいでしょうけど、そういった部分を多面的にみんな持

っている視点の部分を引出して、なるほどなと、いう部分で考えてもらう。そういう場というのが全体であって

もいいかもしれませんが、それ行くまでにはまだまだ先の話かなと、全体の場合にはとりしきる人はとりあえず

いるわけですから、相手の論点の部分の意味不明な部分というのは、その方が整理をする中でやるということ、

熟練していくということが必要なんではないかなというふうに思います。後のほうは蛇足ですけど。 

○委員長（塚田克己） ということでですね、これはあえて条文化しないでもいいという発言もた確かにあったんです

けど、今いろいろ皆さん意見聞いている中で、これは３班に差し戻した結果、14条議員間自由討議ということで

１項から３項まできちんと条文化して、その逐条の説明も以下のとおりにしてきました。これについてどうしま

すか。もう一回みなさんのほうで次の回までに勉強してそこで結論出すということにしますか。これを条文化す

るかしないかということも含めてですよ。そこまで戻らんでいいだろうと言うのならあくまでも条文化するんだ

と３班の案に基本的に賛成ですということで後は具体的な運用は要綱で定めるということにしてとりあえずこれ

はこれで条文化するということについて問題ないとすれば、そのように今日は整理したいと思いますけど。 

    樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） この解説のところやっぱし問題あると思うんですね。本会議や委員会での自由討議について詳

細を定めると。これはやっぱし本会議まで定めるとなると、それは自由にやればいいと思うんですけど、それを

やるとですね、相当またいろいろな問題もあるんで、解説の部分についてはですね、もっと精査して行くべきだ

と、我々は委員会でどうすべきかどの時点で自由討議やるべきか当局がどういうふうにタッチするのかとこうい

うところも話し合ってだいぶ前にしちゃったものですから、忘れたところもあるんですけど、その点も整理しな
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がら簡略した中でのどういう形でするかということをほぼ定めながらやっていかないといけないと思う。本会議

までとなるとどうも厳しいんで、解説の部分については今ここで取り上げることはできないと私は思いますけど。 

○委員長（塚田克己） というご発言でございます。３班のみなさんいかがですか。 

    渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 解説のところで委員会についてどうするかと決めたんですよね。話し合ったんですよね。だ

けどさっき前段で申し上げましたように言論の府だと、こう言っていながら載せないわけにいかないだろうと思

って載せたんです。それで例えばここに樗沢さんがこだわるみたいに、本会議や委員会について要綱で定めると

書いてあるからあれだけど、実際は詳細は要綱で定めるということにしておいてでも載せたほうがいいんじゃな

いかと思っているんです。 

    委員会における自由討議についての詳細は要綱で定めるというんじゃなくて、その後の経過によって委員会の

のは具体的に相談したけど順序まで相談したけど本会議でもこういうふうに対応したらいいんじゃないかという

話になればそれはこの条項で対応できるように要綱変えればいいんですから、そう思って余裕を持たせて、だか

ら、前のこだわるのなら、要綱ではという後の所を本会議や委員会での自由討議についての詳細を定めるじゃな

くて要綱では自由討議についての詳細を定める。いかがですか。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員どうだね。樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） やっぱし私は本会議の中で自由討議というのは難しいと思うんですね。ですからそういう点も

踏まえて考えていただきたい。 

○委員長（塚田克己） じゃあこれですね、今渡辺委員いみじくも言いましたけど、私もこう見ていて本当に本会議と

委員会についての自由討議を詳細に定めるというふうに限定するというのもちょっと問題あるかなと、いうふう

に思いました。でもやはり条文をつくる以上はその運用がきちんとできていることによってこれがいかに議会の

指針になるかということですから、要綱では自由討議についての詳細を別に定めるというふうにしておいて、本

会議や委員会という言葉を取れば、取れば要綱でもってそれをゆだねるということになりますから、３班の皆さ

んにちょっとお伺いしたいんですけど、今渡辺さんも言っていましたけど、本会議や委員会という言葉を落とし

て要綱では自由討議についての詳細を別に定めると、いうふうに解説はするということでも問題はないですか。

問題ありますか。 

    吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 今ご意見出ました本会議という文言を入れるか入れないかということなんですがこれについ

ては渡辺さんからもいろいろ今説明がありましたように、私としてはできれば本会議は削除をしていただいたほ

うが従来通りの考え方で通るのかなと。思っているところです。 

○委員長（塚田克己） それは本会議だけという意味ですね。 

○吉住委員（吉住安夫） 委員会は入れて、この考えは従来もそういう考えで進んできているわけですので、本会議だ

けを削除するということでいいのではないかと。 

○委員長（塚田克己） という３班のご意見ですけど。堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） 私は、別に本会議、この間みんなで決めたのは基本的には委員会での自由討議の順番ですと

かどこでもう一回再質問するという、時間かけて討議したと思うんで、今時点で決まっているルールではおそら

く委員会だけでしょうし、本会議のことまでは想定していないと思うんですが、今後ですね、新たに要綱のほう

で、今時点ですと、委員会ではうんぬんとルールを決めておいて、もし本当に本会議必要なこと出てくれば追加

できるような形にしておいて今のその別の要綱の中には今時点では委員会ではという形でやはり今後本会議も付
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け加えられるような形にしておくには先ほどの解説の中の要綱では自由討議について詳細を定めるという形にし

ておけば後でまた本会議付け足すのも大変ですので、ですのでその辺は本会議と委員会削っておいて、要綱、解

説の、要綱の中では今時点では委員会のものだけを載せて必要であれば今度は本会議も載せていくというような、

後でこうどんどん付けたしできるような形にしておいたほうが今後継続的に改善していく上ではいいんじゃない

かなと。 

○委員長（塚田克己） という本会議と委員会そのものを落として要綱では自由討議についての詳細を定めると、いう

ふうにしたほうがいいというそういう意見です。 

    どっちにしても本文の中では委員会だとか本会議だとか別にうたっているわけじゃないですから、この条文見

ただけでは１項、２項、３項だけではわからんわけですよ。ですから３項で実際の運用は別に要綱で定めるのだ

から、要綱見れば今堀川さんも言いましたけど、とりあえずは委員会の自由討議というものの運用をどのように

やるんですかというのを要綱で定めてそれが順次こういって、今度は本会議もじゃ入れた方がいいよということ

になればそこでもって本会議を加えるとかね。そういうふうに弾力的に運用していけばいいということですから、

そんなところでおさめていいですか。ほかの皆さんいいですか。 

    じゃあ意見ないようですので、締めて、それでは14条については本文は一応じゃこのままと、それから解説の

所の最後の要綱では本会議や委員会での自由討議についての詳細を定めるという文言について、「本会議や委員

会での」この部分を一応削除するということで整理をしてもらいたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

    佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 解説の言葉で「ます」で終わっているんですよね。これは「いる」とか「定める」となって

いるね、その辺の細かいところはもう一回直していただかないといけないかなと思います。 

○委員長（塚田克己） という発言です。語尾は直します。ほかじゃあよろしいですか。 

    ないということは、いいというふうに解釈しますよ。 

    長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） さっき申し上げたように私は常任委員会でいいんではないかと、運用その部分でね、運用の

部分ではその条文にあっても規程がないところもあるんだと、そこには何でなのかという疑問もあるけれども、そ

ういった面では時間のない中ですけどもやっぱり２、３拾い上げて確認してみるということをお願いしたい。その

上で載せるとしたら載せてもらってもいいんではないかというふうに思います。要はできるだけ早く成立してそし

てこれをまずやっていった中で改善に結び付けて行くということが必要だと思いますので。議員間討議というのは

相当難しいと聞いてはいます。いますけどもやっぱりそこは避けて通れないし、充実させていくということが必要

だろうと思いますけど。 

○委員長（塚田克己） 特に直すところはいいんですか。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

○委員長（塚田克己） 最終的にね、要綱や何か定める時は、ですからさっき私も言いましたけど、皆さんほかの自治

体との議員さんとの連携とか情報収集が得られるような議員さんたくさんおられますから、そういう人達からまた

ほかの自治体のこの自由討議というものをどんなふうにやっているのか、あるいは今どのようなしばりあるのかそ

の辺をやっぱり情報収集して次へ生かしていただきたいというふうい思います。それでは14条についてはこの要綱

の部分だけ直すということで以下はこのとおりにしたいと思います。 

   次第15条。議員間の情報連絡会議、これも３班へ差し戻した案件でございますので、事務局長。 

○事務局長（関原敏明）３班から提出されたものそのままありますが、気を付けていただきたいのは条文の名前がです
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ね議員間情報連絡会議から３班の案では議員間連絡調整会議に変更されております。それから前の条とこの条共通

しておるんですが、２項ですね「別に要綱で定める」というような用語を使っておりますが、これは特別委員会で

決まったあかつきにはほかと統一して表現する必要があるかと思っております。それからまた解説のほうも若干の

表現に整理が必要なんじゃないかなと思っておりますので討議いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（塚田克己） ３班の皆さん、いかがですか。渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 議員間連絡調整会議、議員間情報連絡会議、表現に別にこだわって名前変えたわけじゃない

んです。ほかのところ見て、そういうので載せただけ、趣旨は、委員長からも最初発言ありましたように、今の全

協というやり方は見直す必要があるだろうということで、これもいらんじゃないかというのがここのところに出た

んですけど、やっぱり全協見直すのなら、項目が一つ必要じゃないかなと、そういう点で付け加えました。表現は

別にこだわっているわけではありません。 

○委員長（塚田克己） という３班の今回提案していただいた趣旨でございます。いかがですか。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） これは一旦この委員会でも削除という形になったものが差し戻して復活という形に出て来た

というふうに見てますが、今ほど渡辺さんからも全協のあり方についてちょっと疑問点を提示されていますが、ほ

かの条例見ると、この基本条例の中に全協を入れているところもあります。そんなこと考えますと私は全協自信で

考えて行ったほうが話が早いような気がしているんで、もしどうしても載せていくのなら全員協議会という名前で

項を起こすのなら多少の理解はできると思うんですけど。でないとこれつくると屋上屋をやっているようなもので、

じゃ全協とこの境目はどうするのかというのが逆に言えばおかしくなるなと、全協自身は慣例申し合わせ事項には

ちゃんと載っておりますので、それも直していかなければいけない。そういったあれには簡単に何月、要するに議

会のやらない月に開きましょうくらいにしか載っていないんですけど、そういったことを考えると私はこれをもう

一度復活させる必要性はあまり感じておりませんのでむしろ全協をさらに進化させることを考えた方が私はベター

だというふうに思っております。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） そういうご意見もあって前はここのところ削除してもいいんじゃないかという話になったん

ですよね。だけどまあ、全協が一方的な根回しみたいに活用されているという弊害もあったり前に議運で、多摩市

へ行った時、何年も全協なんか開いていないよというのもあって驚いたんですけど、そういう点でここの例で言え

ば、例えば学校統合なんかってのは整備構想全協で議会の最終日本会議終わってから全協で開いて説明してそして

あとは構想に基づきやっているんだと、こういうようなやり方すると、全協のありかたというのは根本的に見直さ

んきゃいけないだろうな、そういう意見は皆さんからもあったんですけど、そういう点でここの項目、議員間情報

連絡会議だとか調整会議だとかは削除されたんですが、いろいろ期間長くなったから削除されましたけど、思い起

こすとやっぱり必要じゃないかなというそんな思いで載せました。 

○委員長（塚田克己） 樗沢委員。 

○樗沢委員（樗沢諭） 結論から言いますと、この真ん中に書いてあります解説の全員協議会の見直しが必要だと、こ

の部分については私は必要だと思います。それで全員協議会がこの議員間連絡協議会の役割を果たすような形で充

実するようにもう一回改善するところは改善して行くという形でこれは必要ないと、いうふうに思います。 

○委員長（塚田克己） というご発言です。 

   これは、私の主観的な部分も若干入っていますけども自分の経験なりを考えた時に当局からの全員協議会の要請

もありますよね。それと議会の議員だけの議会前の情報連絡等によるあるいは協議が必要な場合の場として全員協
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議会という２つの今妙高市の場合は運用していますよね。で、私今その見直しが必要だっていうのは、当局が何々

の説明をしたいんで全員協議会開いてくれと言ったときに、あれが全員協議会という協議という場というふうに私

は理解できないんですよ。何も協議なんかしていないです。当局の説明を聞いて、一部疑問もったり意見あったり

した時に聞いているだけで、ましてや議会前であれば次の議会に出す資料であれば当然事前審査みたいな話に、で

きるだけ、聞くに及ぶ範囲だとか、そういうことで当局の説明を聞くだけだと、いうこともあるわけですよ。多々。

ですからそういう面では当局が議場なら議場、ここでもいいんですけど、ほとんど議場で何らかの議会の冒頭とか

議会の終わってから当局からの要請によって全協で説明を受けるというのがありますけど、あれは決して私は協議

なんかしている協議会だとは思っていません。いまだに。それとここで我々議会が、議長が全員協議会やりますよ

と言って、問題提起していいですか、どうですか、どうしますか、こうしますか、議運で決まったことは報告して

これでいいですか、どうですか、その他は議員倶楽部の問題の情報提供と、そういうふうなことで議会前に大体や

るのが常というか、それは慣例事項の申し合わせに運用規程が出ていますから。佐藤委員のおっしゃったとおりで

すわ。ですけどもそれも今、何が問題かと言うと、さっきから言っているように自由討議との関連もあるんですけ

ど、問題提起した時にあくまでも情報提供あるいは、根回しという話は私、あまり言葉も好きではないし、果たし

て今まで根回しでもって全協なんかやったことあるのかなというふうにちょっと記憶もないんですけど、要は当局

の出て来た問題を議員でもってお互いに情報を共有したりいろいろな勉強をしたりするために全員協議会開いて、

そこで一つの問題をテーマにしてこうやっていろいろ意見交換したりするという時もありましたわ。ありましたけ

ども、それはあえてこちらのほうから是非全協で議論してくれ、全協で討議してくれ全協で討議してくれ全協で意

見の集約してくれというのもあったんです。それはですから議員だけの中での議員間とのいろいろな討議をしなが

ら最終的にひとつの方向を出していく面では全員協議会としての役割は協議しているわけですからそこで。議員同

士が。それは全員協議会としての役割を担っていると私は思っていますけど。 

   そういういろいろな今の運用の中の全員協議会というのは内容によっては非常に運用しているものもあるし、な

かなか運用になじまないなというものもあるからもうちょっと明確な表現をした中でより的確な会議をするために

今の全員協議会という名前を変えて議員間情報連絡会議にしたらどうですかというふうに、言ってみれば名前をか

えることによって意識も変えるし運用も変えると、それが要するに議会の進化につながるんだよということであえ

てこれ問題投げたんですよね。骨子のときに。ですから今佐藤委員がおっしゃられるみたいにいやそれはあくまで

も名前だけであって、実際これ今の議運の全協の見直しさえすれば名前は全協でもいいじゃないかと、それも私は

正しいと思います。決して間違っているとは思わない。それは今度は我々がどこでどういうふうに選択するかの問

題なんですよ。人間の比較的ものを、何でもそうなんだけど、組織もそうですけど、やっぱり変えることによって、

頭も変わってくるし、やり方も行動も変わってくるというのは組織を変えることによる刺激というのがあるんで、

こういうのを、名前変えることによって意識も変えるという、そういう手段もあるんですね。そこを理解してもら

いたい。というのが狙いだったんです。そこだけ皆さんに情報として提供しておきますので、そこらあたりも考え

て。 

   堀川委員どうぞ。 

○堀川委員（堀川義徳） 議員全員協議会ということでまさに議員が全員協議する場という言葉自体は非常にすごくい

いですし、今の話の流れからすると、執行部のいわゆる一方的な説明、それまでこのいわゆる全員協議会という名

前でごっちゃにすることが議論になっていないんじゃないかということであれば、やっぱり執行部側からの説明を

逆に会議の名前を変えて、何とか報告会、そこで報告したものに対して質疑や何かもあるかもしれませんが我々議

員同士でやるこの全員で協議する名前はそのままにして執行部側の報告会の名前を、何とか報告、議員全員報告会
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とかいう形に変えて完全に議員が協議する場と執行部側からの報告会というのは違うんだというふうな形で分ける

ような、申し合わせ事項に入れなきゃいけないかもしれませんが、執行部側からの報告は議員が全員でする協議の

やつとは違うんだという形で分けてさらにこの全員協議会の内容を協議していく場にしていくというのも一つ案か

なというふうに思います。 

○委員長（塚田克己） 長尾委員。 

○長尾委員（長尾賢司） 私は、議員間連絡調整会議というのは非常に意味深な名前だなと思うんですが、議員が何十

人もいるところというのはこういうのはあるし、会派運用をベースにしながらそういう絵が描かれているんでしょ

う。やっぱり全協の部分で今の問題課題という部分が論議されていますけども、その部分の、議員が個人での動き

方、あるいはその常任委員会での動き方という分の、部分というのが明確でないから、どうしてもこういう部分で

協議していきましょうと、いうことなんでしょうけれども、そこのところはこれをつくらなくても私はできて行く

ものだと私思いますし、議員間連絡調整会議というと何か、方向性という部分がやるかやらないかというよりも例

えば全員を対象とするならば常任委員会の委員長さんが例えばその一議員でいいんだけどもその所管の部分に関連

して今のこの説明に対してもう一回調査して、そしてこういった部分検討していこうじゃないかと、こういうよう

な動きをしてくれていれば、全く問題ないのかなと、いう気がしますし、じゃないと調整会議という部分でやるや

らないという変な話、そのことだけの話になって行ってしまうような気がします。今の全協の中で行政側の市側の

ほうから説明という部分、報告ではなくて説明なんでしょうけども、そういう部分と言うのはスケジュール的な日

程的な部分というのは議長、議会事務局とで当局とのやりとりの部分で日程調整をしながら、そして説明を受ける

タイミングというものを図りながら、なおかつ常任委員会の委員長さんや議運で論議させるのがいいのか知らない

けども、そういった部分というものも見計らってやって行けば、今よりも前へ進むんであろうと私思いますので、

結論から言うと、この連絡調整会議は必要ないなというふうに私は思います。 

○委員長（塚田克己） 関根委員。 

○関根委員（関根正明） 私も総じて皆さんと同じなんですが、全協の見直しはやはり必要だとは感じておりますけど、

あえてこの名前を変える必要性はあまり感じないと思うんです。以上です。 

○委員長（塚田克己） 吉住委員。 

○吉住委員（吉住安夫） 議論されています連絡調整会議というこの名称にこだわったつもりはないんですよね。これ

は例えばさっき佐藤委員からもお話がありましたように、全協をもう少し拡大したほうがいいんじゃないかという

考えからこういう名称に変えたわけです。やはり変えることによって皆さんの意識も変わるかなと思って、さっき

委員長からもそんな話がありましたが、やはり、もう一度せっかくこういう基本条例をつくるわけですから、やは

り意識を変えて行っていただいて、こういう会議の名称になったということで中身については全協の考えをもう少

し拡大をしていくという考えでこういう名称になったわけです。やはり議員間の自由討議の拡大を14条であげてい

るわけですのでそれをもっとやはり全員協議会の中で議論をして行っていただくということでこういう情報整連絡

会議という名称に変えたわけですけど、これについてはいろいろな事例を参考にしながらあげさせてもらった 

  ということはあるわけですが、やはり議会基本条例の進んでいる所は、こういう会議をつくって議員間の調整をし

ているというのが一般的ではないかなと思っております。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） ３班の方にちょっとお聞きしたいんですけど、例えば今の議員間連絡調整会議というのは仮

に今の全協みたいな形でいわゆるその全協の中でもその議員が協議する場で執行部側からの報告みたいなのは除い

たとしてそうなった場合に、今の全協という名前はそのまま残して、全協という名前の中で執行部側からの報告み
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たいなのを全協でやるというような考えだとなおさらおかしくなる感じなんですけど。２つ残すのかそれともどっ

ちかにするのか。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） さっき言ったみたいにやらなければいけないのは今の全協のあり方を問題だろうということ

が１つなんです。もう１つはこの名称にはこだわらないと、そういうのからするとここは、慣例集に全協載ってい

るけど、認知されているわけじゃないよね。すると基本条例つくるんだから吉住さん言ったみたいにここへ議会全

員協議会だとかなんとか項目にしてそしてその内容は担保されるようなこのような内容を入れるという方法もある

んじゃないかと、少なくとも全協の今のスタイルは変えなければいけないと、そう思ったのがこんな形になったん

ですけどね。繰り返しますけど、多摩市へ行ったときは何年間も全協なんか開いていないなという話も出た。そこ

は全協という制度が残っているのか知らないけど、うちのほうの慣例集だって別に慣例集に書いてあるだけであっ

て、どこにもほかに書いてあるわけじゃないんで。 

○委員長（塚田克己） 堀川委員。 

○堀川委員（堀川義徳） じゃそうなった時に全協というのは、いわゆる全員協議会というのはそのまま完全になくし

ちゃうのかそれともこう残しておくのかそのまま、いつの間にかそんなの昔あったねみたいな形になって例えば今

みたいな執行部側から報告するようなやつというのは今度はじゃ何のときに、名称的には何とか、というところで

集まって報告するのかなというところをちょっとわからない。 

○委員長（塚田克己） ですから、渡辺さん言ったように、今たまたま３班は議員間連絡調整会議という名前に全員協

議会という名前から変えて、そして今の全協の運用の一部を見直ししなければいけないのだから、それも併せてや

りましょうということだから、例えば当局からの今までは全協開いてくれと言ったのを今度は今のこの３班の考え

で言えば議員間連絡調整会議を開いてくれと言うんですよ。だから全協なんて話はなくなっちゃうんですよ。そう

でなければだめですよ。この話は。 

   樗沢委員どうぞ。 

○樗沢委員（樗沢諭） この解説の後段部分のところが問題視というか課題という形になると思うんですね。政策調整

会議、これについては第20条で削除すると、時期は尚早だと、現在の状況では会派等にゆだねる。これも討議しま

したよね。ですからこの辺までこう持ち直しで考えているということになります。で、それができるかどうか、そ

れは難しいだろうと、それからまた全員の議員が同じ考え同じ会派でもないし、政策も違うとそういうことになる

とそれも難しいだろうとそういう話もございまして、政策条例のこの会議については削除という形になったと思う

んです。そういう点のつながり見ると２つとも持ち上げるということになるということも考えられるですけども、

こういう合わせた中でのやっぱし連絡会議というのはきびしいんじゃないかと、こういう判断も我々の以前の討議

の中ではさしていただいたと、このように感じておりますけど。 

○委員長（塚田克己） 渡辺委員。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 樗沢委員、反論するわけじゃないんだけど、事務局長もさっき言ったみたいに、解説そのも

のじゃないんですよね。３班が思ってたことを書いてあるのをそのまま載せてあるというだけですからさ、そうい

う点では政策調整会議をつくらなければいけないだとかそんなふうなことは別に思っているわけじゃないんです。

それだし、逐条解説ならそんなこと書かない。ただ、全協の見直しという格好でこういう形になったとでも書くか

そうじゃなくて一般的に委員長が説明したみたいに議員間の情報連絡はこの会議でやるんだと、そういうふうに今

までは全員協議会みたいな格好で慣例集にだけしか載っていなかったのをきっちり認知するというそれだけの話で

す。 



 

 - 21 -

○委員長（塚田克己） あとね１つまだ気がかりなのは、議会の開催しない月は全員協議会という名の下に議員で勉強

会、研修会なりいろいろ顔を合わせて情報共有したり、情報交換したりしましょうという話でたしか定例会の４回

以外の当然議会の開催していない月あるわけですよ。いっぱいね。そういう時に議長の名の下にここでもって何ら

かのテーマをもとにして勉強会もいいしいろいろ情報交換もいいし、例えばこの時期であれば何々の大きな課題が

あるのでそれらについてお互いに話、意見交換しようじゃないかとか、そういうふうな場をつくって常に市民の目

からも議会はただ単に定例会の時だけ議場へ行って議会やっているからだというんじゃなくて、毎月何らかの形で

議員の衆も一所懸命議員活動しているわやと、いうことを知らしめる意味でも議会の開催以外はそういった形で集

まってお互いに情報共有しましょうという話でしたでしょ。ところが開いていないでしょ今。ほとんど。たまたま

この間総合計画の関係でこちらのほうから是非全協で開いてくれ全協開いてくれという要請の下に勉強会しました

よ。だからそういう問題が、今歴然と全協という問題、運用の問題点というのはあるんですよ。みんな。少なから

ずみんな思っていると思いますよ18人。だからそれをどうやって解消してこの基本条例の中にその精神を魂を入れ

てしっかりとした議員間の討議、それから議員間の情報の共有、そういったものをきちんとやれるかというところ

をやっぱりこの基本条例つくるのなら基本条例にきちんと条文として位置付ける必要があるんじゃないかというの

が最終的な３班の私は趣旨だと思っていますよ。だから渡辺さんは名前にこだわらないと、だから今の全員協議会

という名前でいいんだった全員協議会を設置すると、いうのを条文としてそれでいいんだとするなら議員間連絡調

整会議という名前をやめて議員の全員協議会ということで設置するということについては、別に名前にこだわらな

いということはそういう意味ですよ。私はそう理解しています。ですけども、問題はこれを前回はこれを載せない

でいいと、いう話だったのが今回は差し戻したら、やっぱりこれは議員間の情報というのは大事だしやっぱりみん

なでいろいろ意見交換したりすれば政策的なものにつながっていくかもしれないから、それなら政策形成会議だっ

て必要になってくるんじゃないかというのが、話の中に出たのをここに載せているだけということだから今すぐ、

14条のこの自由討議やって政策会議が必要になってきたと、だったら政策会議開くよというところまで飛躍した考

えではないということですよね。そんなに私もこれ皆さん時間かからないだろうと思っていたんだけど、どうもこ

だわって時間かかるようですけど、これあれでしょ、例えば「情報共有化を図るために全員協議会を設置する。」

だったら何も問題ないんでしょ。これ。おそらく。たまたま議員間連絡調整会議と言うからその話はね、何か面倒

くさく考えて難しく考えてこだわっているんだけど、これ議員間連絡調整会議じゃなくて全員協議会を設置する、

でやれば何も問題ないんだよ。きっと。皆さんいいと思いますわ。今話聞いていると。 

○吉住委員（吉住安夫） さっきも私申し上げましたけど、この名称にこだわるつもりは何もないんです。ただ、渡辺

委員も言われたように、要するに認知をしてもらうための条項を設けるべきではないかということから載せたんで

す。以上です。 

○委員長（塚田克己） もともとこれね骨子つくるときからそうなんですよ。骨子つくるときから全員協議会でも別に

問題なかった。だけど人間の頭というのは表現変えたり組織を変えたりすることによって、人間というのは進化し

ますからね、同じ名前で条例に位置付けたって、なんだ今までやってきたと一緒じゃないかと、それで話済んじゃ

うんですよ。物事というのは。楽に楽に考えますから。人間というのは。だからあえて難しい言葉を使うことによ

って、これ何やるんだ、何か難しそうなことだ、というふうに逆にそこに思わせることのほうが人間は進化するん

です。そういうことで骨子をつくったときにわざわざ全員協議会は今までも運用上なかなか問題あるし、改善しな

ければいけないことはみんなわかっているんだけども、そのままじゃいけないからということで変えただけの話な

んです。それは私も前からそれ説明しているはずなんだ。でも今回は３班はあえて議員間情報連絡会議の名前を変

えて議員間連絡調整会議に変えて来たというのも、これもいろいろ検討した結果の進化ですよ。別に情報連絡会議
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でだめだっていうわけじゃないだ。こっちの人達だって。だから今吉住さん言ったみたいに、全員協議会でもだめ

だよと言っているわけじゃないんですよ。だから全員協議会でいいというんだったら今の慣例事項で全協は載って

いますけど、条例にないんだから、条例に位置付けることで一つ進歩ですよね。１つ位上がったわけだ。条例に位

置付けるんだから。そうすると今度それを運用するためには別に要綱で定める、これも大事なことですよね。今の

全協が名前変えないけども運用変えなきゃいけないのだから要綱でもってきちんと運用変えますよというふうに、

変わるんだからそれだけ進化したということになるから、私はそれで成果だと思いますね。でもこれは載せないで

もう没にしちゃうということになると今よりも私はマイナスに停滞すると思いますけど。せっかく条例作るのに。

要らないというふうに位置付けるというのは、じゃあ慣例事項でいいか、慣例事項じゃ問題だから、運用うまくい

っていないから条例に位置付けて一つ進化、一歩前進しようというふうに狙ってこういうふうに骨子からつくって

きているんだから、あまり今皆さん、名前にこだわらないのさ。これ全協でいいのなら全協でいいんですよ。 

   佐藤委員どうぞ。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 私もさっき申し上げたとおり、ほかの議会では基本条例の中に全協という名前を載せている

条例のところもあります。その辺で今委員長が言われるのはその辺を加味しているんだろうと思いますが、もう一

回全協の名前変えて載せるというふうに言われてますが、もう少し全協のあり方を議論した上で全協という言葉を

載せていくのなら私わかるんですが、今すぐこれに合わせて全協に変えればいいんじゃないかというのはちょっと

私も、皆さん問題ある、問題もあるんですが、全協自身のあり方をもう少し議論した上で最後の結論にしていただ

きたいなと私は思いますが。 

○委員長（塚田克己） もう一つ皆さんに提案しますけど、全協、妙高市の問題あるところというのは、全協で一つの

考えを議会としてまとめようとか、集約しようとかいう問題もありますよね。もちろん、全部が全部そうじゃない

ですよ。意見も考えも思想もみんな違うんだから、何でもかんでも全部一本化するなんてのはそんなの無理な話な

んだ。またそんなのすべきじゃないわね。でも、大事なもので絶対この議会として統一しなければいけないという

問題もいくつかあるわけですよ。ですからそういうものはみんなでまず寄って、意見交換した上で最終的にね、議

運で決めればいいことで、あるいは議長の判断で決めれば議長の判断で決めればいいことだけど、全員寄っていろ

いろ意見交換したり情報交換したりする機会がないんですよ。でも実際には全協あるんですよ。全協が。でもその

全協だって皆さん良く考えて見てください、物事を今度こういうテーマで全協やりましょうといった時に、事前に

一部のところでこうやって情報交換先にしちゃってひとつの方針出しちゃってここへ来たら以下同文で話はこうま

とまっちゃうという話はいくらでもあったんです今までも。だからそれじゃ全協で集まってみんなで意見交換しま

しょう情報交換しましょうという意義がないんですよ。それやるんだったらまず皆で集まってほかの人の意見も聞

いた上で最終的に例えば自分たちの会派で決めるんなら、自分たちの会派でみんなの意見聞くとこうだけど、じゃ

おら会派としてはこうしましょう、というのが順序だのに、先決めちゃってここへ来てみんなでわーっとやるにも、

みんな意見統一しちゃうからもうほかの意見は聞く耳及ばないと、いうようなところがとかくあるという運用の中

で私は今回はこれはもうとにかくね、とにかく全協は全協で私は、佐藤委員今いらん立場で言ったけど、そこまで

掘り下げなくたって、その全協としてこの条例に位置付ければ、私は一番適していると思います。だからあまりも

うここでこだわわらないで、議員間連絡調整会議だとか議員間情報連絡会議にこだわって皆さんちゅうちょしてい

るんだったら、本当にこれ全員協議会という名前を残す意味で慣例事項から外して、議員全員協議会という名前で

条例に残せばいいと思いますよ。これやってればまたもう一回ですよ。 

   どうぞ。 

○長尾委員（長尾賢司） 今委員長全協の部分での問題言いましたけれども、市民生活に議会で大きな支障がないとい
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う状態で、だからこうきたじゃないかという見方もできるし、いやそうじゃなくてさらにみんなで意見を聞く中で、

気付きをもって対処していこうと部分での趣旨だと思いますけども、ただ、私は全協という部分を充実させていく

と、この部分は名称はこだわらないですが、中身がよくわからない。仕組みの部分をこのあとこれをどうしようと

しているのか。この部分が全く私わかりません。ですから、これが付属の部分でパーツが次から次へと仕組みとし

てこの部分を入れることによって動き出してくるんだ、それが先ほど樗沢さん言ったかもしれませんが政策何とか

会議、そういう部分に、他のところはつながっていっているんでしょ。だけど私はこの妙高市議会の部分はうんと

早いと思います。それよりもまずは常任委員会の部分をどういうふうにメンバーと連携とってそこを充実させてい

くかという、そこのところに落とし込むための全協の改革という部分をすべきではないかというふうに私は思いま

す。確かに名前変われば気分も変わるというのはありますけども、中身は同じだったということではいかんという

ふうに思います。 

○委員長（塚田克己） さてどうしますか。これまた掘り下げれば掘り下げるほど難しいんですよ。というのは今の全

協がうまくいっていないせいなんです。はっきり言えば今の全協がうまく行っていれば慣例でおさめておくのか、

この基本条例に載せるのかだけの違いなんです。そんなに皆さん難しく考えないでください。慣例事項の申し合わ

せの中に全協の運用が載っているんだから、そのままでいいんだったらこれに載せないでいいんですよ。でもやっ

ぱり基本条例はやっぱり議会の委員の指針だから、議員活動するなり議会運営するための指針なんだから指針にな

るような案件はすべてこの条例に位置付けるというのが原則でしょ。それを補足するのが要綱であったり、慣例申

し合わせ事項かもしれません。でも基本は条例なんですよ。ですからこの条例に本当に全員協議会をやっぱりさっ

き私言いましたけど、今まで条例になかったものを今度は条例にきちんとしかも最高規範である基本条例に全員協

議会をきちんと設置するんだということを条文化することによってその存在というのは認知されるし、市民からも

全員協議会の意義というのは理解されると私は思いますよ。ですから今長尾委員も言いましたけど、よくわからな

いと、だってこれは運用の中でやることだからわからないでも私は仕方ない部分もありますよ。他の条例と違うん

だもの。これあくまでも全員協議会というのはいろいろなことをいろいろな形でみんなの意見を聞いたり、意見集

約したり、あるいは情報流したりするのが全協の役割なんだから、それが適切にきちんと流れて運用されていれば

何も問題ないし、それがはっきりと今の我々のイメージの中にきちんと運用が、全協の運用がきちんとしていれば

条文として位置付けるだけの話だからこんなのは本当はもめるわけない話なんです。ところがこうやってもめてる

みたいな時間かかってこれ名前にまでこだわるどうのこうのなっちゃうから、やっぱり皆さん自身も一人一人よく

考えてください。自分自身もこの全協というのはどうなのかな、というのはやっぱり理解していない部分があるん

じゃないですか。みんな。わかったようなこと言っているけど、私も含めてみんなわかっていないんだわね。だか

らこれだけ、これを条文化するというと難しくなっちゃうんだ。逃げちゃいけませんよ皆さん。だから今まで通り

でいいじゃないかというのは一番卑怯な手なんだわ。それじゃ進化しない。だから難しいからこそ条文にすること

によって自分たちが苦労して生みの親で苦労しながら進化させて、新しい目に見えた運用に変えて行くというのが

この基本条例の本来の趣旨ですから。そのようにしましょうやこれ。しかも要綱に定めましょうと言っているんだ

から。 

○樗沢委員（樗沢諭） 私はもう最初から、答申の時から言ってますけど、議員力とそれからまた今の状況から見て、

この時点は達することは難しい。そう思いますし、全員協議会はもし不備な点があればよく話し合って改善してい

くという形でいいかと思いますけど。 

○渡辺委員（渡辺幹衛） 全員協議会については慣例集にだけ載っているんですよ。だけど基本条例つくるんだから、

それはここに載せたほうがいいんじゃないかというだけの話ですよ。それで今後の話にあれしますけど、基本条例
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つくっておきながら、実際はみんな慣例集でしてる、本来なら慣例集なんか要らないくらいの話にならなければ何

のために条例つくっているのかわからなくなっちゃう。そういう点では、全協、さっき認知という話もあったけど、

認知の点ではここへ位置づけたほうがいいんじゃないかと思っている。 

○委員長（塚田克己） それだけですよ。それでもいらないですか。ということは全協残るんですよ、全協というのは。

おそらく樗沢委員も、今の全協がいいにつけ悪いにつけ、要するに今の全協でいいんじゃないかと、やりかたは確

かに直さなければいけない部分もあるかもしれないけど、あくまでも今は全協というものが慣例事項にもちゃんと

うたってあるんだし、あるんだからわざわざこの条例にうたわないでもいいじゃないかとというのは、わざわざう

たわないでもいいじゃないんですよ。慣例から外して基本条例に位置付けるだけの話ですよ。どうしてもこんなに

難しくないもの問題をさ、何でこんなふうに皆さんこだわるんですかね。それは確かに今までは名前がね全協から

名前変わったことによる抵抗というのはそれは確かにあったからね。私も別にそれにこだわりませんけど、やっぱ

り慣例に全協あるものを今度は条例に位置付けるだけの話なのに、そんなに皆さんこだわらなければいけない問題

ですか。これは全然市民から認知されていないんですよ。この慣例の申し合わせ事項というのは。こんなのは守っ

ても守らなくてもいいんだ。自分達だけで決めていることだから。市民には何も認知されていないんだ。だから見

えないんだから、見えないことはやめましょうと、全部公開しましょうと、議会の運用も議員活動もみんな市民の

目から見て透明性を確保しましょうということをうたっているんだから、だったらこういう慣例にあるようなこと

で重要なものについては条文化してきちんと明文化しましょうと言っているだけですよ。なんでそんなにこだわる

のかね。不思議でしょうがないわな。 

○樗沢委員（樗沢諭） なんでこだわるのか、俺らも不思議でしょうがないわね。はっきり言ってさ。 

○委員長（塚田克己） おまんさ、そういう売り言葉に買い言葉みたいに言うなって。いいかね、慣例というのはわか

っているかね。市民に認知されていないんだよ。これ。冷静に考えてみない。そしてこれは市民に条例という議決

を経て認知されるんですよこれ。その中に全員協議会も慣例から認知されない慣例から今度は条例に位置付けるこ

とによって市民から認知されるんですよ。それほどレベル、慣例から条例に位置付けられるんだもの、存在感とい

うのは全然違いますよ。樗沢委員。そこだってあんた理解してるはずですよ。あんたこそそんなのにこだわって今

のままでいいんだ今のままでいいんだと言っているけど、こんな慣例のままでいいわけないじゃないですか。それ

こそどうしてこだわるんですか。３班の衆がそうやって３人で提案して差し戻した結果また改まってこうやってね

名前は確かに変えてきたけど、中身は渡辺委員も吉住委員もねみんな今までの運用の中でやればいいんだと、名前

にこだわらないでいいんだと言っているんだったら、私は全員協議会を設置するでいいじゃないかというのを私は

提案しているんです。佐藤委員は、いやそんな簡単なものじゃないと、もう少し全協のやり方内容をしっかりとや

らなければだめだと、それはその通りですよ。それはだから今度要綱でやればいいじゃないですか。要綱で。違い

ますかね。こんなんしてれば本当にまとまろうったってまとまらないですわ。みんな足ひっぱるような形になっち

ゃって。どうですかみなさん。 

   佐藤委員。 

○佐藤委員（佐藤栄一） 委員長の熱い思いを聞かせていただきました。ちょっと時間もタイムリミットなってきてい

るんですが、まるっきり頭を変えればそれでいいのかなと、ちょっと私も今、全員協議会自身をもう少し考える時

間を委員長さんからいただきたいなというふうに思います。で、この文言で今の全協の要綱で変えればいいという

話ですが、もう少し全協自身考えて、この条項に合うのかどうかも少し考えさせていただきたいと私は思いますの

で。その辺お願いしたいと思います。 
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○委員長（塚田克己） はい、じゃあ、私ものべつ幕なし時間で会議続けるのは嫌いです。私の趣旨に合いませんので

一応これで止めますが、止めますけども、今のこの15条に関しては３班の趣旨考えもよくわかりました。みなさん

わかりましたよね。名前にこだわらない。今の全協をきちんと条例に位置付けるんだと、それが基本ですよという

ことですから、そこはまず理解してやりましょう。みんなでね。それから今佐藤さんが一つ提案してくれましたけ

ど、その全協のあり方というのがどうなのかというのをもう一回あらためて勉強してみると、これだけの重鎮の方

が改まってもう一回全協のこと勉強するんだから、それは我々見習わなければいけませんよ。いや本当さ。だから

もう一回これ見直しましょう。そして今の全協を、当局からの全協、それから議会の中の全協というものをもう一

回みなさん、みんなで、この９人でもう１回よく頭の中に整理してどんなふうにやっているのか、あるいは今度は

どういうふうにやれば望ましい全協になるのか、ということをよく考えた上でやっぱり、条例に位置付けるべきだ

と、慣例じゃ何もわけわからないのだから、条例に位置付けるべきだということに結び付けるように、みなさん考

えて来てください。 

   ということで今日はここで締めます。 

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

○委員長（塚田克己） 以上を持ちまして議会基本条例特別委員会の第18回は閉会といたします。  
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