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議 題 １ 議会運営の効率性を高める取り組みについて

午前１０時００分 開会

○委員長【越水清議員】 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。

それでは、議長からごあいさつをお願いいたします。

○議長【小沼富夫議員】 皆さん、おはようございます。本日は午後から県央

八市議会議員合同研修会がありますが、お集まりいただきありがとうございます。

本日は、議会改革・活性化委員会で議論されました、「議会運営の効率性を

高める取り組みについて」の(１)一般質問の通告方法の見直しについて、(２)一

般質問の質問者の範囲の拡大についての２件について、同委員会から、３月定例

会試行、６月定例会から実施ということで、決定機関での協議をお願いしたいと

の依頼がございました。議会運営を所管する議会運営委員会において協議される

よう私から、議会運営委員会委員長に依頼し開催いただいたものです。ご協議よ

ろしくお願いいたします。

○委員長【越水清議員】 ありがとうございました。協議に入る前に、本日の

進行について、お諮りいたします。本日の議題は、議会運営に関する案件である

ことから、本委員会において全会一致で賛成した場合のみ実施したいと考えます

が、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議なしと認めます。議会改革・活性化委員会の

案としては、３月定例会は試行とし、６月定例会から実施ということであります

が、本日は、３月定例会での試行についてをご協議いただき、改めて３月定例会

最終日に議会運営委員会を開催し、試行で生じた課題等を整理した上で、議会改

革・活性化委員会に検討していただき、その結果をもとに議会運営委員会を開催

し、６月定例会からの実施について協議したいと考えますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議なしと認めます。また、議会改革・活性化委

員会で決定されたとおり、正式に実施の際には、従前と同様に、一般質問の質問

者数に関する事項であることから、新たな申し合せとしたいと考えております。

それでは、議題に入ります。本日予定しております議題２件の内容について

は、既に議会改革・活性化委員会に所属する議員から各会派の所属議員に対し、

また、同委員会委員長の相馬委員からも、１月２０日の全員協議会において
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説明がなされております。内容について、改めて相馬委員に議題（１）と（２）

について、一括して簡潔なご説明をお願いいたします。

○委員【相馬欣行議員】 私から今話がありました議会改革・活性化委員会の

内容について、簡単にご説明いたします。

まず、議会運営委員会を開催していただき、感謝申し上げます。議会改革・活

性化委員会としても７月にスタートしてからここまで７回の委員会を開催し、る

る内容について検討を進めてまいりました。今回は、一般質問の通告方法の見直

しについて及び一般質問の質問者の範囲の拡大について、委員会として決定し、

全員協議会でご説明した内容となっております。

最初に、一般質問の通告方法の見直しについてでございます。これは、傍聴の

方等になるべく多く来ていただきたいというところから見直しに至ったわけでご

ざいます。現状は、本人が支援者等に傍聴してもらうために希望する順番に行う

ためには、残念ながら通告順になるまで一般質問の提出を待つことになっている。

この辺を改善することによって、傍聴者の増加につなげていくことができるので

はないか、強いては、議会というところを一般市民の方々に理解していただける

大切な手段と考えまして今回の見直し案に至ったわけでございます。

まず、見直し案として、告示日の１週間前から告示日前日の正午までに一般質

問を行うか否かを議会事務局へ告知をしてもらう。この告知がないと枠を決定す

ることができないということになります。今回の１番のポイントになるのは、枠

を決定することであります。枠を決定した段階で、今までと変わらない通告順に

従って自分が希望する順番を選ぶという方式に変えたいということでございます。

例えば、１５人であれば、１日目６人、２日目６人、３日目３人という枠が決

定することになります。これに対して通告順に希望する順番を選ぶということで

ございます。一般質問の通告方法の見直しについては、以上です。

次に、一般質問の質問者の範囲の拡大についてでございます。現在、副議長、

監査委員が一般質問を行うことを制限しているような状態であるということでご

ざいます。正式に調べてみると制限しているという文言はないということでござ

います。議員としての権能を考えると副議長、監査委員ともに自分が議員として

行うかどうかの判断ができるような状態にするのが望ましいのではないかという

ことで今回の改善に至ったということでございます。ただ、副議長、監査委員を

認めるということになりますと、現在の一般質問者最大１８人から二人ふえて

２０人になることになり、さきほど説明した枠取りに対し人数が変わるというこ

とになります。そこで、議会改革・活性化委員会としては、質問者が１９人以上

になる場合、１日目７人、２日目６人、３日目残りの方ということで７人という

形で進めさせていただければと思っております。また、二人が一般質問をやらず

に今と同じ状態の場合は、これまでと変わらないことになります。

また、副議長が一般質問を行う場合は、議長にかわることも考えられますので、

一般質問の最終日の最後の順番にしたいということでございます。
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以上のことから、議会運営委員会委員長から話がありましたように、３月定例

会で試行させていただき、課題を整理し、最終的には６月定例会から正式に実施

したいと考えております。

以上です。

○委員長【越水清議員】 説明が終わりましたので、議題(１)一般質問の通告

方法の見直しについて、委員の意見等をお願いいたします。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 この案には反対いたしませんが、課題を解決する

ためにやられるのであれば、通告の順番を希望する人だけがやって、希望しない

人は、今までどおりでもいいんではないかと思います。いかがでしょうか。

○委員【相馬欣行議員】 確認ですが、例えば、通告すれば２日目の１番がと

れるということなんですが。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 提案の中で、通告の順番を希望する人だけが案の

とおりにしてもらって、順番を希望しない人はどこでもいいわけですから、今ま

でどおりでもいいんではないかという考えです。

○委員【相馬欣行議員】 議会改革・活性化委員会の中では、そのような話は

出てこなかったわけですが、議会の全体として同じ決まりの中で動くというのが

正しい姿なのかなと私自身は思っておりますが、どうでしょうか。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 私が言っているのは、通告の順番を希望する人だ

けが案のとおりにして、枠を決まるわけですよ。（「決まらないですよ」の声あ

り）なんで。

○委員【舘大樹議員】 今のお話ですと、枠が決まらないことになってしまう

んですよ。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 枠って言うのは、一般質問する人の全員の意味で

なくて、順番を希望する人の順番が決まるわけですよ。例えば、１２人の希望者

いれば、希望する順番に決めればいいんでしょ。ところが、順番を希望しない人

はあいている枠に入ればいいんでしょ。

○委員【舘大樹議員】 全体の総数を決めないと何人質問するか分からないで

すよね。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 それは関係ない話だよ。希望しない人は、１番で

も１８番でもどこでもいいんだから。ところが、順番を希望する人だけが、これ

をしたいわけだから、通告を告知すればいいんですよ。残った人は、あいている

ところでやればいいんですよ。

○委員【山田昌紀議員】 基本的に枠が決まらないと思っているんですよ。や

るかやらないかの告知だけで、何をやるかまで出すわけではないので、とりあえ

ず、定例会で何人が一般質問をやりますよと決まらないと、１日目何人、２日目

何人、３日目何人が決まってこない。事前に告知をしていただかないと、希望す

る順番がずれてしまうことになるわけですよ。ですから、私は告知するべきだと

思います。
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○委員【瀬戸洋四郎議員】 例えば、希望した人が１２人いれば、１日目６人、

２日目６人と事前にわかるんだから中でやればいいわけでしょ。ただ、副議長は

最後でいいですよ。順番を希望する人だけで枠を決めてもらえばいいわけでしょ。

要するに事前にやるやらないと言うことを我々は考えなきゃいけないわけだよ。

それを規制かけられちゃうと、いろんな考え方をするときに困るし、動きづらく

なるんだよ。私は順番を希望する人の順番を阻止するとか反対しているのではな

くて、順番を希望しない人はどこでもいいわけだから、あてがいぶちでいいんじ

ゃないかということですよ。

○委員【相馬欣行議員】 考え方はいろいろあると思うんですけれども、今回、

副議長、監査委員まで入れると、２０人という枠ができるわけです。例えば、私

が、２０番じゃないと支援者が来られないから２０番でお願いします、となった

場合、現実には、２０番がないかもしれない。１５人しかやらないとなると、午

前中で終わってしまう状況になるので、夕方の時間にできなくなるので、こうい

うことを考えると、どうしても事前にやるかやらないかの意思表示だけはしてい

ただきたいと、そのときに中身を出せと言うことではないので、そうでないと３

日間を通しての枠が決まらないので、ぜひとも今回の３月定例会はこのやり方で

やらせていただいて、不具合が出るようであれば、再度集まって話し合いをし、

どうするかの最終決定をさせていただければと思うんですが、どうでしょうか。

○委員【瀬戸洋四郎議員】 おっしゃっていることはよくわかるんですけれど

も、例えば試行して、その後反省するといっても物理的なものは問題として出て

こないはずなんですよ。３日間は貴重な３日間だから大事に使いたいという感覚

だけの話だから、課題と言っても表に出てこない。そういう問題もあるので、

１つの考え方として、希望されるのがだめだと言うことではなく、希望する人は

そうすればいいんですよ。ところが、希望されない人は、あいているところであ

てがいぶちでやっていけばいいんですよ。全体の枠ということもわかるんだけど、

一般質問の日程はわかっているんだから、希望する人は１日目、２日目で早めに

埋めてもらう方法という折衷案もあるんじゃないかなと思うんですよ。それでや

ってみて無理だということならば、検討して６月からは今提案の方法でやってい

くことも１つのやり方じゃないかと思います。

○委員【小林京子議員】 議会改革・活性化委員会の委員ですが、委員会の中

では、全員協議会のときに出された制限をするという議論はされなかったと思う

んですね。通告締切まで悩む権利もあるわけですけれども、告知だけでも前日ま

でにしなければならないということは、それがなくなってしまうんですよね。そ

この問題点を意識しながら、試行したらどうかなと思うんです。そのことによっ

て、早すぎたので迷ったあげく質問ができなかったということも出てくるんじゃ

ないかと思うんで、試行はいいかなと思いますが、傍聴者増につながるかどうか

も含めて、目的に対する効果、課題を委員だけでなく議員にもしっかり聞いてや

ってはどうかと思います。
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○委員【相馬欣行議員】 議会改革・活性化委員会の中でも考え方を変えてい

くという話なんですよね。今までの通告締切を少し前倒しして告知として、変え

ていくということが大きな課題だといわれていると思うんですよね。議会改革・

活性化委員会でもそこは改革として我々の意思を示すべきだろうという判断で今

回に至ったと思っているんです。通告書を 1 週間早く出せということでは厳しい

と思うんですが、やるかやらないかの告知だけなら自分のサイクルを少し早くし

てくれれば問題ないんじゃないかと思うんですよね。自分を少し変えてくれれば、

十分対応できる話じゃないかと判断したので議会改革・活性化委員会の案として

このような状況になったと私は思っているんです。委員の方も全員そのように判

断されたと思っております。今回できれば、このようなやり方でやらせていただ

きたいと思っております。皆さんの精神的なストレスもあるのかと思うんですが、

その辺も踏まえて判断してはどうかと思います。

○委員【舘大樹議員】 瀬戸委員のおっしゃることも理解できますが、試しに

1 回やってみてはいかがでしょうか。

○委員【横田典之議員】 運営の中でのことですが、枠が決まって通告順が決

まり、実際のやるときになってやむを得ず欠席等になった場合、その枠はどうな

るんでしょうか。

○委員【相馬欣行議員】 議会改革・活性化委員会の中では、そのような話は

出てこなかったんですが、正式に実施される前に論議していきたいと考えていま

す。その辺でどうでしょうか。（「ありがとうございます」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ほかにございませんか。（「なし」の声あり）

なしと認めます。

なお、先ほど決定したとおり、全会一致の賛成でない場合は、実施しないこ

とといたします。

お諮りいたします。議題（１）一般質問の通告方法の見直しについて、案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

○委員長【越水清議員】 挙手全員。よって、本件は案のとおり実施すること

に決定いたしました。

次に、議題（２）一般質問の質問者の範囲の拡大について、委員の意見を求め

ます。

○委員【山田昌紀議員】 創政会では、中台議員が監査委員ですが、事前に予

算決算の情報が入ってくるということで、難しいのではないかというご意見も確

かにありましたが、行うか否かを判断できるようにするとのことですから、やっ

てみるのはどうかとの意見でまとまりましたので、ご報告いたします。

○委員長【越水清議員】 ほかにございませんか。（「なし」の声あり）
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なしと認めます。

なお、先ほど決定したとおり、全会一致の賛成でない場合は、実施しないことと

いたします。

お諮りいたします。議題（２）一般質問の質問者の範囲の拡大について、案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

○委員長【越水清議員】 挙手全員。よって、本件は案のとおり実施すること

に決定いたしました。

以上で議題の協議はすべて終了いたしました。

議題（１）及び（２）については、３月定例会で試行いたします。

なお、６月定例会から正式に実施することについては、３月定例会最終日に

議会運営委員会を開催し、課題、意見を取りまとめ、議会改革・活性化委員会で

検討していただき、その結果をもとに議会運営委員会で協議したいと考えており

ますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長【越水清議員】 ご異議ありませんので、ただいまのとおり決定いた

します。

また、本日の決定事項については、所属会派議員への周知をお願いいたします。

本日出席されていない会派については、私から連絡いたします。

これをもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでし

た。

午前１０時３６分 閉会

上記会議録は事実と相違ないので署名する。

平成２６年１月２９日

議会運営委員会

委員長 越 水 清


