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糟谷委員長

花村委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

【開会 午前９時１６分】

ただいまから議会改革特別委員会を開会します。

今回は議会改革の方で協議していただきましたけれど、そ

の後全協でみなさんに原文を送らせていただくということ

でやらせていただきましたら、とてもたくさんのかたからご

意見がございました。皆様の方に意見がお手元にあると思い

ますけれど、これだけの内容があるということで、こちらの

方でそれを掲載することは不可能かと思いますので、今回急

遽議会改革を開かせていただきました。今、この内容を見て

いただいたと思いますけれど、こうした内容について皆様か

らご意見をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。

今回、掲載文について意見を議員の皆さんからいただいた

わけですけれど、南谷清司議員から（１）で４行目ですけれ

ど、何がどうなっているのかよくわからない市民の皆さんが

多いというご指摘でありますとか、一番最後のページの南谷

佳寛議員の「今回一部報道されました件」という今回の掲載

文では何を報道されたのかわかりませんということについ

て、もう少し、どういった事態であったかについても書くべ

きであったということは感じましたので、南谷佳寛議員が３

行目以降、今回、テレビ、新聞等ということで例文を書いて

おられますけれど、今回一部で報道されました件と掲載文で

あるこの内容についてももう少し書き足す必要があったの

かなということを感じた次第でございます。

順次お聞きいたします。

私は当事者ですので、今意見を言うと誤解を招く立場です

けれど、皆さんがたがそこの部分がわかりにくいというので

あれば、事実関係を足していいかなと思いますけれど、ただ、

議会改革で当初お話ししていたスタートのときは、私たちも

言い訳するわけではありませんが、これからどうしていけば

いいかという話がスタートだったと思いますので、その辺が

犯人を追及するということはないけれど、当事者ですので言

いにくい立場ですけれど、個人的には当初ご意見をいただい

た今後の対応策、そういうことで統一していただければと思

います。以上です。

近藤委員の意見は再発防止について皆さんの意見をまと

めるということでよろしいですか。
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近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

豊島委員

最初、私はそういう感覚でスタートしたと思っているの

で。

再発防止対策について何かまた具体的な提案がありまし

たら。

それは個人の、議員の倫理と言うか、常識の範囲内で行動

するということを。

を何かうたうということ。

そうそう。

拝見しまして、大きく２点です。１つは前回この委員会と

してのまとめで、ホームページと言うか、それがあるので公

表するということでその日のうちに事務局からお見せいた

だきまして、こうなったと。そして、ここでのお話しの中で

は、相手の名前は確認はできないけれど、メールが来ている

ことと、確認できるかたからのメールと言うかご意見という

ものが何件か来ている、数件でしたか、来ていることに対し

ては、これはきちんと回答をしないといけないということ

で、大きく分けてきちんと相手がわかるかたには送れるし、

わからないかたに対しては議会のホームページがあるので、

そこに掲載して、そのご意見と言うか、それに対してこうで

したということを申し上げている。とにかくそれについては

内容をご存じのかたから来ているわけですよ。ですから、申

し訳ありませんでしたということ、このことについては正確

にこういうことをしておけば、私はこの場でもいいと了解し

ました。もう１点は今回議題になっております再発防止策に

ついてですが、これはそれぞれの議員の自覚もありますし、

公的なこともありますが、これは今後再発防止について緊急

にやらなければいけないのは今回お叱りというか、受けたこ

とに対して誠実に、いわゆる物事に対して謝るべき点は謝

り、今後については、これをどう防止するか、改善していく

か、これは自覚と言ってしまえばそれで終わりですから、何

か考えるのでしたら、それもまた協議が必要だと思って、時

間が迫っている、前も委員長のご発言があったように、先ほ

ど申した大きく分けた１点目の方で早急にということで、２

点目の後半の部分は時間をかけるというつもりはないです

が、きちんとまた協議していくという意見です。
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糟谷委員長

豊島委員

糟谷委員長

花村委員

後藤委員

野口委員

再発防止対策についての具体的な何か意見はありますか。

明かな条例や法令に違反したり、それに反したことをやっ

たら、反したことに対しての処分とかがあります。それに対

してのだったら、それぞれの判断で対応してもらうというこ

とだと思います。

花村委員、再発防止対策について何かご意見ありますか。

考え中です。

この文章では何が何やらさっぱりわからないようなかた

ちになっているので、やはり何があって、こういった報道が

なされたのかということはきちっと書いた方が良いと思い

ます。それと、議会改革で、前回言えばよかったんですけれ

ど、なかなか思いつかなかったので、議会改革で取り扱うの

は先ほど近藤委員の言われたように、再発防止について何を

するかということだと思うので、再発防止に向けてはしっか

りとしたかたちにするべきじゃないかなと思います。例えば

議会基本条例とか例規とか申し合わせ事項の中に、今回行政

視察ではないけれど、視察というかたちで入ったのであれば

視察に関してのある程度規定を設けて、ということで今後や

っていきますというかたち付けをしていく必要があるので

はないかなと思っています。今回のことに対しての謝罪に関

しては、誰が何を謝罪したかということをはっきりした方が

良いので、その辺はここで考えることではなく、各会派が謝

罪文を出してホームページに載せるとか、公式な文書を出す

というような方法があると思いますので、それぞれの会派の

かたにお任せすればいいのかなと思いますし、それはこの場

で話し合う必要はないと思っています。再発防止に向けては

きちっとしたかたちにしないと市民のかたに示しがつかな

いようなかたちになるかなと思いますので、その辺を提案し

たいと思います。

ファックスで文書をいただき、本当に何があったかわから

ないので、どういった経緯があるのか詳細に書くべきだろう

と思っています。後藤委員言われたみたいに、議会改革特別

委員会なので、再発防止に関していろいろ話し合えばいいと

思いますけれど、申し合わせ事項に追加するなり、付け加え

るなり、視察はこうあるべきものと書き加えるべきだと思い
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近藤委員

藤川副議長

近藤委員

野口委員

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

ます。ゴールデンウィークに時間があったのでいろいろ考え

ましたが、８人のかた行かれて、謝罪文に関しては８人のか

たにどうやって書いたらいいですかと投げて、議会改革がや

るべき話ではないと思うので、議運がやるのが筋かわかりま

せんが、謝罪文に関しては８人のかたに相談してもらう。そ

して、議会改革は再発防止をしっかりと構築していく、議会

改革としてこうやってやっていきます、再発防止に努めます

という文章と８人のかたが謝罪文を考えてこられるかわか

りませんが、謝罪文を作成していただいて、作成文の上に再

発防止策を一緒に付け加えるというのが一番いいのかなと

思います。以上です。

市民の皆さんというのは、これ先日皆さん了解したんじゃ

ないですか。ここで。了解して出したんじゃないですか。

文章は見ていないですよ。初めて見ました。

初めて見たと言って大体こういう文章になると言わなか

った。

議長の謝罪文は載ってないんでしょう。報道された詳細も

載っていないし。

だけど、こういう文章で皆さん了解したとは言わないけれ

ど、おかしいよ。

近藤委員言われるように、皆さんがいいということで送ら

せていただいて、それに対して全協に諮るということで皆様

からご意見をいただいたのが今回のご意見で、そのご意見の

中にはもっと事実を明確化しないとわからないということ

が載っていたということとか、再発防止策がないというご意

見がございましたので。

だから、この委員の人はこの文章は協議したじゃないです

か。先日。

それを全協で皆さんに。

協議したじゃないですか。

協議はしました。皆さんに見ていただいて、皆さんから意
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近藤委員

藤川副議長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

野口委員

近藤委員

野口委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

見をいただきました。

そんな決まったことを後から繰り返していたらおかしく

なってしまう。

皆さんの意見を聞こうとなったじゃないですか。

その前にこれは大体大筋でこう出すというのを皆さん知

っているんでしょう。

知っていますよ。大体謝罪文と今回。

全然知らないような口ぶりじゃないですか。

ファックスを見られてそう思ったんですよね。

この文章初めて見たので仕方ないでしょう。

大体そのような文章を出すと言ったじゃないですか。

みんなで決めようと決まったんじゃないですか。

そうです。これをここで決めて皆さんに見ていただこう、

こういうたたき台でどうですかということで、全協でお知ら

せしましょうということでファックスで送らせていただき

ました。議会改革の皆さんには申し訳ないんですけれど、初

めてこの文を見ていただきました。同じように。それで見て

いただいたのは初めてです。

だけど、そのとき協議したじゃないですか。こういうふう

にということで。

それで皆さんに意見をいただいたので、その意見に対して

どうですかということで皆さんに。

委員の人は、この文章で納得とは言わないけれど、知って

いたんでしょう。

ずっとお休みの間考えられて、これではおかしいと思われ

たんですよね。
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後藤委員

近藤委員

糟谷委員長

豊島委員

藤川副議長

豊島委員

藤川副議長

豊島委員

藤川副議長

糟谷委員長

しっかりとした文章は私たちは見ていないので、当然詳細

があって、議長の謝罪文があって、こういうふうにしていき

ます、倫理うんぬんというのを付け加えるという趣旨のこと

を言ったんですけれど、その文章とは違う、この間ここで決

めたこととは違うんじゃないですかということで、証拠あり

きで出させていただいたんですけれど、

それなら、議長が勝手に出したんですか。

議長と言うか、委員長ね。皆さんの意見をまとめて、ファ

ックスで出させていただきました。でも、それで皆さんから

意見をいただいたので、知っている、知らないじゃなくて、

対策を協議していただきたいと思います。前向きでお願いし

ます。

私も皆さんに意見を求めるということは決定しました。求

めて、ここにおみえにならなかった南谷議員とか安井議員と

かが意見を出されたことは正しいと思います。正しいし、こ

れについてどうこう言うことは当たり前です。そこまでは正

確に筋道を通してもらいたいと思います。これについてご意

見がありましたとか。

豊島委員の発言の趣旨がよくわからなかったので、今の発

言は、今挙げられたかた以外の意見は参考にしないというこ

とですか。

そこの中で、すでにここで議論されたことはぶり返すとい

う言葉は適切ではないけれど、文言どうこうは私も言いまし

た。全議員に送ってくださいと、

それは見ていないんですよ。この会議に前回出席した議員

は誰もこの文面を見ていない。

私も見ていません。

それを全議員にファックスを送って意見を伺いましょう

という話が前回決定したんです。案をみんなでどういう内容

にするか。

協議したんだけど、こちらの方で文面を作らせていただい

たんですけれど、その文は議会改革の皆さんも初めて見られ
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近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

野口委員

近藤委員

野口委員

近藤委員

たと思います。ファックスで。それだけは本当のことですの

でよろしくお願いします。それで、この内容、皆さんからい

ただいたご意見に対してどう思いますかということで言わ

させていただきましたら、もっとここにあるように内容を具

体的にした方が良いのではないか、事実近藤委員もそのまま

載せても仕方がないということも言われましたので、この事

実をもっと詳しく載せた方がいいのではないかということ

もありますし、そしてまた、再発防止対策として前向きな意

見をいただいている後藤委員の意見の、申し合わせ事項とか

議会条例に視察についての項目を追加するなどの施策が必

要とございますが、このことについてはいかがでしょうか。

再発防止対策として。議員活動に関する申し合わせ事項を私

も読ませていただきましたが、議会条例の中では倫理をうた

っています。また、この申し合わせ事項にも視察についてう

たってございます。その申し合わせ事項の中の行政視察はご

ざいますが、会派視察は書いてありませんので、そういうも

のをもう少し追加しても。

視察と言っても、コメントした人が視察と書いた。

新聞の報道の。

それは当事者の思いですから。

それは間違いないようにきちんとされたらどうですかと

いうことです。

視察はお金を使って、報告してというのが視察ですから、

議会の方の視察は。

近藤委員の再発防止は何かあるんですか。私は申し合わせ

事項にちゃんと載せるべきだと思うんですけれど。

今回は再発防止と言ったってきちっと許可を得てするよ

うにするだけじゃないですか。

それを書けばいいんじゃないですか。申し合わせ事項に。

視察というのはお金を使ってきちんとやることでしょう。

我々も民間の施設を見る時も視察という言葉を使いますよ。
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野口委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

後藤委員

糟谷委員長

豊島委員

そういったことを申し合わせ事項に書けばいいと思いま

す。視察うんぬんという言葉、それは視察の条文のところに

書くしかないと思うので、そういったことは。ちゃんと議会

事務局を通してやるというのか、手続きを踏んでやるという

のか。

今近藤委員の言われた許可を得るようにすると言われた

のですが、そうしたものを今回。

個人で例えば民間施設に行った時も全部取らないといけ

ないんですか。

それは視察じゃなくて見学とか勉強会とか。

あいまいなところがありますよ。

そこをしっかりしましょう、視察とか見学とかそういうと

ころをしたほうが、言葉遣いもいいんじゃないかと思うんで

すが。今回多くの会派のかたが行かれたので、会派視察みた

いに見られるのはあると思うのですが。

私がここに書いたのは、視察のみならず、見学に関しても

個人及び会派の見学及び視察に関しては相手方の許可を取

り、というような項目を追加するべきということで、例えば

行政視察の場合、予算を伴う場合は当然議会事務局へ申し出

てやるべきことと思うんですけれど、それ以外のこともきち

んとした、倫理的なことと常識的なところをしっかり盛り込

んだ視察及び見学については、議員及び会派はそのことにつ

いてきちっと抑えてするようにというような項目を設けて

おくということが必要かと思っています。ここで視察とか見

学とかということではないと思います。見学であろうが何で

あろうが、きちんとしたルールの基にやっていただくという

ことが必要だと思います。

後藤委員の言われることをまとめますと、個人、会派の見

学、視察においては相手の許可を取ることの一文を入れるこ

と。

今回の入られたことの報道についてのことですので、それ

以外の例えば基本条例のこと、そこまで広げること、事細か

にこれはどうするということが入ってこないと、今の件を私
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糟谷委員長

豊島委員

糟谷委員長

豊島委員

星野議長

の解釈が現実と違っていたら訂正しますが、正式なと言う

か、相手もあることですので、許可を見学であれ視察であれ、

要するに私が保育園やらに勝手に入って中を見てくるとか

やりませんし、それが見学であっても運動やっているとこ

ろ、先生の許可を得て、もしやらずに入って、これは人間と

して処分を堂々と受けて謝罪するなりは基本条例とかとい

う前の問題じゃないですか。それを言い出したら、事細かに

ひとつずつ文言の解釈まで載せてやらないといけないこと

になりませんか。昔、議会に休みを長期に、ちっとも来ない

議員さんのときに、そんな人に報酬遠慮してもらわないとい

けないとかいろいろ言ったら、また議員さんは、それは選挙

民が決めることなので、そんなことを議会で決めることでは

ないという、他所の議会でもですが、何が言いたいかという

と、何日間出てこなかったら辞めろとか、辞表を出せとかと

いう何かを、例えばそういうことでも事細かに言い出したら

ものすごく書かないといけないことになるので、あとは犯罪

とは言いませんが、何か起こしてやったら処分は国からなり

学校のようなところに勝手に入っていったりとか、それは受

けると思います。

豊島委員は必ず許可を得ているんですよね。それが今回許

可を得ていなかったということですので、

解釈は、私は断定しませんが、普通の場合だったら私は今

まででも

皆さん同じだと思います。今回許可を得ていなかったこと

自体が問題と言われていますので、その再発防止対策という

ことで事細かに議会条例まではなかなか大変ですけれど、後

藤委員言われたみたいに申し合わせ事項を変えるくらいは

本会議で採決するわけでもなく、みなさんの思いが一致すれ

ば掲載できますので、いつもやってみえるように。

再確認の意味の後藤委員が言われた申し合わせの再確認

で、普通相手に入るよとか、見学していくよというのは普通

だと思いますが、その再確認という意味の申し合わせは異議

はありません。

例えば学校の場合だと校長先生に許可貰っても、教育委員

会が許可出していなかったら、そういう場合もあるので、今

回だってホテルの人にはいいと言われて入ったので、そこま
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藤川副議長

糟谷委員長

後藤委員

でわからないことも出てくる。幼稚園でも幼稚園の園長が良

いと言ってもその上の組織がいかんということ、学校がいく

ら先生が案内してくれても、教育委員会がいかんと言ってい

たら同じようなことが起きる。そういった場合はどうする。

誰が権者かということなので、校長は学校の許可を出せる

と思います。それは比較にはできないと思いますが、今回思

うのは、新聞に再発防止を協議しますという話をしました

と、そして載りましたので、議会として、あるいは議会改革

特別委員会で何らかの、このような事前策を協議し、対応し

ましたということは決めて発表しないといけないと思いま

す。いろいろ意見を伺っていますと、きちんと許可を取って

いれば起こらなかった話だと思いますし、許可も〇〇〇です

か、〇〇〇にとったということをおっしゃられていますが、

それは県にとらないといけなかったところで、認識に違いが

あったというところがあったと思います。このようなことが

起こらないようにするための再発防止策としては、例えば議

会事務局を通して許可を得るようにするというのが防止策

としてはいいのではないかと思いますが、それをあまり突き

詰めると今度個人で行く場合はどうなるかと、個人の調査の

場合はどうなるかと、活動がしにくくなる場合もありますの

で、会派で動く場合はどうしたらいいかというところを今回

こうした視察についての細かい規定がなかったというとこ

ろで再発防止策を協議しましたという方向にもっていって

はどうかと思うのですが。

豊島委員、野口委員、後藤委員の方から個人、会派の見学、

視察においては相手の許可を取る、これは必要なのではない

かというご意見がございましたが、それに対してはいかがで

すか。

議員としての倫理観の話なので、会派も個人も両方含めた

方が良いと思います。相手というのを施設管理者とか、具体

的な名前にすればわかると思いますので、施設管理者の許可

を得て視察及び見学をすることというような条文を入れて

おけば全てのものに当てはまると思いますので、それは文言

の書き方だけですので、今後再発防止をしていくうえでもい

わゆる罰則規定というのはなかなか作れないのですが、議員

として戒める意味においても中を見ようかなと思った時に

は許可をとらないといけないというふうに思っていただけ

ればと思いますので、その辺の文言を明確にしておけばいい
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花村委員

糟谷委員長

糟谷委員長

藤川副議長

議会総務課長

藤川副議長

糟谷委員長

議会総務課長

藤川副議長

議会総務課長

藤川副議長

のではないかと思います。

賛成します。

皆さんのご意見としては、個人、会派の視察においては施

設管理者の許可を取るという一文をどこかに掲載したらど

うかということですが、よろしいでしょうか。

（異議なし）

議会条例の方か申し合わせ事項の方かということですが、

申し合わせ事項を見ていただいていますが、この２４のとこ

ろから視察のことが載っております。２４、２５、２６と視

察のことが載っておりますが、この後に一文を加えるという

ことでいかがでしょう。

申し合わせ事項の８２ページ、申し合わせ事項というタイ

トルですか。

こちら、羽島市例規集の中の議員活動に関する申し合わせ

事項の先進都市行政視察に関する事項の中のものになりま

す。

８８ページはそうですよね。

８２ページは申し合わせ事項。

８８の方はそのままになりますけれど、行政視察について

の確認事項。

８８ページの方は明確に行政視察の定義を１番で常任委

員会、議会運営委員会及び会派等ごとに実施する都市行政視

察とうたっているんですが、８２ページの方の行政視察の定

義というのは同じですか。先進都市行政視察だけが対象にな

っていると今回の再発防止策としてはふさわしくない。

８２ページには載っていないんですけれど、８１ページの

ところに先進都市行政視察に関する事項と書かれています

ので、それに関することになります。

等は入っていますか。８８ページには入っていないので。
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議会総務課長

藤川副議長

糟谷委員長

議会総務課長

糟谷委員長

議会総務課長

議会事務局長

藤川副議長

糟谷委員長

藤川副議長

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

８１ページには書かれていません。先進都市行政視察に関

する事項。

今回のケースは先進都市の視察じゃないので当てはまら

ないですよね。ここも変えないといけない。

事務局すみません、この８８ページはどれに。

同じです。

８８ページに、申し合わせ事項の中に２カ所書いてあると

いうことですか。

羽島市例規集の中に入っております。

ここで規定をしているんですけれど、手続き関係だけであ

って、もう一つ確認事項についてではもっと詳細な確認を別

に作ったという。

今、先進都市視察しか規定がないんですよ。例えば管内視

察とか、そういうところがない。これが落ち度、改善点じゃ

ないかと。

これ自体がひとつにまとめたらいいところだけど。

これを改善しましたということは議会改革として言える

んじゃないかな。

これは行政視察しか書いていないですよね。行政視察では

なく、先ほど皆さん言われているのは、個人、会派の見学、

視察においても施設管理者の許可をとるということですか

ら、行政視察ばかりじゃないんですよね。だから、行政視察

についての確認事項ではないですね。だから、申し合わせ事

項の中にひとつ入れ込むかですよね。行政視察の確認事項で

すから、個人、会派の見学、視察についてということですの

で、

２４番かそこらの後に入れればいい。

そうですね、２５、２６までが行政視察の一環ですので、
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議会総務課長

星野議長

糟谷委員長

議会事務局長

後藤委員

議会事務局長

糟谷委員長

花村委員

糟谷委員長

近藤委員

豊島委員

入れるとしたらその後に個人、会派の視察においては施設管

理者の許可を得ることと入れるといいんじゃないかいうこ

とですがいかがでしょうか。事務局もどうですか。

２７にとなりますと、見出しのところも現在、都市行政視

察となっておりますけれども。

等を入れたらいい。

そうですね。８１のところの先進都市行政視察に関する事

項となっている、見出しが、その続きです。

２７で作るときに、２０の上に書いてある先進都市にこだ

わらずに、かっこ書きで新たな標題をつくってもいいとは思

います。一般的な視察及び見学に関する事項というかっこ書

きをつくって第２７条というようなかたちでも可能は可能

と思います。全く行政視察と切るために。

新しい見出しを加えてということですか。

そうです。

それがいいのか、その下、その他の事項の中に入れるか。

その他の事項の前の政務調査費に関する事項は実質、項目

がないので、政務調査費に関する事項を今局長が言われたよ

うな項目を立てて第２７に委員長が言われたような許可を

得てというのを書き足すという案もあると思います。

見出しを作ってということですね。

微妙なところがあるので、個人で行ったり会派で行った

り、その辺まで規定を厳しくするというのもいかがなものか

ということは思いますけれど、今回の件でおそらく市民の皆

さんにという部分であれば、その他事項で簡単に、あまり具

体的に書きすぎると議員の活動が制約されるものですから、

簡単に書いた方が良いと思います。

今の２０条からの連続ではきついので、ちょうど２７条の

政務調査費のタイトルを書き直してしまうか、全くその他の

ところのどこかで議員の視察、見学とかそういう相手施設と
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野口委員

糟谷委員長

花村委員

豊島委員

野口委員

糟谷委員長

豊島委員

糟谷委員長

豊島委員

糟谷委員長

近藤委員

議会総務課長

糟谷委員長

いうか、する場合は管理者等の許可を得るものとするとか、

そのくらいの言葉を入れておけば１歩進んだと思いますの

で。

私は２７のかっこ書きのところ、政務調査費うんぬんのと

ころに新しく加える。その他の事項で視察のことをうたって

しまうと変な感じになるので。

皆さんの意見を伺いますと、何かここの中に入れるという

ことで、その他にするか新しく２７として見出しをつけて書

くかという２つにわかれていますが、どちらがよろしいでし

ょうか。

２７で。

２７でお願いします。。

２７。

では、２７ということで、ここに見出しをつけて個人、会

派の見学、視察においては施設管理者。等を入れますか。施

設管理者等と。

微妙だと思うんですよ。それを言い出したら、小さな個人

の施設から、本体まであるところとか。

どこが施設管理者か。

ひとりで行っていいよと言われて、案内までしてもらった

ら、俺が管理者じゃないと。

事務局どうですか。

事務局には関係ない話や。

施設管理者と限定してしまうとなかなかそのかたが施設

管理者かどうかの確認が難しいかと思います。

どうですか、等を入れるか入れないか。ご意見聞かせてく

ださい。
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花村委員

近藤委員

糟谷委員長

豊島委員

糟谷委員長

糟谷委員長

糟谷委員長

藤川副議長

糟谷委員長

後藤委員

花村委員

入れましょう。

等入れてください。

では、施設管理者等の許可を得ることということで、２７

で入れさせていただきます。あと、見出しはどのようにいた

しましょう。個人、会派の視察、見学等に関する事項そのま

ま。

その下の方を見ても、議員だと思うのですが。

わかりました、では、議員、会派の視察、見学等に関する

事項で見出しはよろしいですか。そして、その下に議員、会

派の視察、見学等においては施設管理者等の許可をえること

の一文が入ります。よろしいでしょうか。

（異議なし）

では、議会改革としてはこれを申し合わせ事項に入れて再

発防止対策とすることでよろしいでしょうか。

（異議なし）

では、これをまた皆さんに諮ります。これが議会改革とし

ての再発防止対策。あと他によろしいでしょうか。

謝罪について、堀議員からこの件を議会改革特別委員会で

決定したことは問題がありますということで、議会改革で話

し合うことなのかという、こちらについては。

謝罪文のことに関してどのように扱うかということです

が、堀議員は謝罪文はここで扱うべきではないと言われてお

ります。また、南谷清司議員からは謝罪ではなくて遺憾の意

を表明すると書いてあります。

立場の問題、議会として遺憾の意を表明するという。

遺憾の意では他人事のように扱っていて、議会として連帯

責任かどうかはわかりませんが、一部の議員であったにし

ろ、議会全体として謝罪をしなければならないと思います。
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糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

後藤委員

近藤委員

糟谷委員長

豊島委員

後藤委員

花村委員

これについて、この場で、議会改革で、ここでやるのはお

かしいと言われていますが、いかがでしょうか。

全協で議会改革でやったらどうかというようなことを誰

か言っていませんでしたか。それで皆さん了解したと思って

ここでやっていると思いますが。

謝罪文もこちらでやると。

全協では議長が再発防止に向けてという話をされて、再発

防止について議会改革でやられたらどうですかという話だ

ったと思うので、再発防止に関しては今の意見でいいでしょ

う。

私たちとしては最初から再発防止でということで、私も全

協で、議長も頭を下げて、我々も経過はあの時に説明させて

もらったつもりですから、あれ以上説明しろと言ったってで

きないので、再発防止はここでということでスタートしたと

思います。

再発防止策はもちろん載せますが、一言入れないことに

は、どうでしょう。豊島委員、ここでは不適切という回答が

ありましたがいかがでしょう。

委員会としては、どこがと言われると議運か全協か、議会

改革とは、再発防止はそうですけれど、という意見は持ちま

した。

ロジックとしては、議会改革としては今回の経緯を説明し

て、再発防止に至る経緯を説明して、それに対する再発防止

策を決定しましたというところで私はいいと思います。今回

の謝罪うんぬんについては議員や会派のことですので、議会

改革で扱うべきではないのではないか、これは議運なりでき

っちり話し合ってもらえば、論点が２つあるとすると、今回

の経緯に関する謝罪に関する論点と、再発防止に関する論点

で、議会改革というのは再発防止に向けた今回の話し合いと

再発防止に向けた経緯、そこに議員としてうんぬんの謝罪文

か、もしくは遺憾の意を表明しても別に構わないと思います

が、分けた方が良いと思います。

早くやった方が良いということを考えますと、謝罪につい
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野口委員

後藤委員

野口委員

豊島委員

糟谷委員長

糟谷委員長

花村委員

てもこの場で話し合ってきたわけだし、一定の皆さんの同意

を得て文を発表して、議員の皆さんにお知らせして、議員の

皆さんからの反応があったわけですので、こういった議員の

皆さんの反応を考慮してもう１回謝罪文について議会改革

で謝罪文についても検討して、謝罪文についても決定し、も

う１回議員の皆さんにはお知らせをしなければならないこ

とでありますが、早くやった方が良いと思います。

１番最初にお話ししましたけれど、再発防止策とプラスア

ルファで謝罪文も載せるべきだろうと思います。この謝罪文

の内容、どういった謝罪文の構成をするのかは議会改革では

なくて、議運なのか。

謝罪でわからなくなってきましたが、誰が謝罪するのか、

ここで当事者が謝罪することを話し合うのは私は不適切だ

と言っているので、今回の当事者が謝罪するうんぬんという

話はいらなくて、議会として今回一部の議員の行動により不

信感を抱いたことに対する謝罪ならここで決めればいいか

なと思いますけれど。議会としての話です。

議会として謝罪するなら議運じゃないですか。議運で話し

合ってもらう。

かねてから、前回から防止と謝罪は別物ですから、防止の

方は前回申し上げた通り、冒頭から謝罪の方は議運とか全協

という言い方であいまいかもしれませんが、委員会として残

るなら議運かな、どんどん狭めていけば、前から申し上げて

おります。

これでよろしいですか。

（異議なし）

議会改革としては再発防止のための今までの経過と、この

経過ですが、先ほど内容がわからないということで、報道さ

れた内容の感じの、８人のかたが入ったということから始ま

って、これの再発防止対策として議会改革として委員会を開

き、協議をして、再発防止対策として議員活動の申し合わせ

事項の中に入れたということを書いてよろしいですか。

例えば、南谷佳寛議員が書いているような経緯についても



18

近藤委員

花村委員

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

星野議長

近藤委員

星野議長

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

この再発防止策に含めて検討する計画だったことを明らか

にするということ。

経過については具体的にどのように書かれるかわからな

い。

例えばこういうふうに南谷佳寛議員の書いたような経過

を踏まえて、今回再発防止対策を議会改革で決めたという文

言になってくる。

私どもも不適切だったかもしれないけれど、ホテルの〇〇

〇に許可を得た、そういうふうに入っていった、具体的なこ

とになると。

今回問題になっているのは県の許可を得なかったことで、

これを書いてもいいですかということですよ。

それは事実ですけれども、具体的に書くと、我々としては

〇〇〇のかたに許可を得て入ったということも入れてもら

うということ。その文面で県がホテルの方に注意したという

ことも言っているので、公の場で。

我々は県から注意は受けていないので。

一切議長の方に注意を受けていないんですよ。だからどこ

かの新聞報道で県の方がホテルの方へそれは不適切だと注

意を受けているんですよ。ホテルの方から、県の方からは議

長や個人には注意を受けていないんですよ。

具体的に書くとそういう第三者を巻き込むとちょっとま

ずいと思いますよ。

新聞報道に載っていた内容で書いてはだめですか。市民の

かたは新聞報道しか読んでおみえになっていませんので、新

聞報道と同じ文面で書いたらどうですか。

それはどこに出るんですか。

議会改革の対策の内容で載せる時に、こういうことがあっ

たので議会改革でこういう協議をして、こういう結果になり

ましたという。
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近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

糟谷委員長

具体的に言いますよ、また文で。さっきも言ったけれど、

ホテルのかたに許可を得て入ったということですよ。

その一文を入れるということですか。

そうです。事実ですから。

そういう事実、当事者の言い分があると思いますので、当

事者の声明というか、

この中でも具体的にわからない人がいるので、具体的に言

いますよ。

それは当事者のコメントとして発出していただければい

いのではないかなと。羽島市議会で出すと言いましたけれ

ど、私は議会改革として話し合いましたというところがあり

ますので。

事実関係だけは言わせてもらいますよ。

提案として言いましたけれど、私の提案では３番で今回の

問題について羽島市議会は議会改革特別委員会において再

発防止に向けて協議を行いこれらの対応をしましたという

ことを委員長名で発信されてはどうですか。

どこへ発信するの。

要は議会名で出すのか、議会として議会改革特別委員会を

開いてこうなりましたと再発防止策をお知らせするかで、再

発防止策を協議したということをお知らせするのは委員長

でいいんじゃないかと思いますが。

委員長はおかしい。

議長でもいいです。

どちらにしても議会改革として協議をしたことを市民の

かたにわかっていただかないといけないので、議会改革でこ

ういう経過で、こういうことがあったので、こういう協議を

して、こういう結果が出たということを一連として出させて
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近藤委員

糟谷委員長

野口委員

豊島委員

糟谷委員長

豊島委員

もらいます。これは出させてもらいたいです。

私どもも現場へ行って、勝手に入ったわけではなくて、ホ

テルコーヨーの関係者のかたに同意を得て入ったというこ

とは事実ですから、勝手に入ったわけではないので、それは

マスコミ報道と我々の言い分両者載せてもらって結構です

よ。詳しいことを知りたい人もいるので。それは事実ですか

ら。議員の、私たちの言い分ということではありませんが、

話も載せていただきたいです。確認取ってもらっても結構で

す。

それぞれの会派の謝罪文を載せられたらいかがですか。

１番最初に言いましたけれど、それでいいと思います。８

人のかたで決めてもらえばいいんじゃないですか。８人のか

たで話し合ってもらって、わからない、私たちは行ってない

ので。事実はわからないから、確かにマスコミの報道だって

２次情報ですからわかりませんよ。言った人たちで考えても

らうと言うか、出してもらえばいいんじゃないですか。あく

まで私たちは再発防止、それでいいと思います。わからない

ので、きりがないし。

今日冒頭で、今ご発言のようなことを言われまして、繰り

返しになりますけれども、市民にという伝達方式、前回も議

論しましたが、ホームページか何かでお返しするということ

で、わかってみえるかたがメールでご意見を出されている。

それについてお返しをすると、事細かなことを議会として出

すのは、本当に細かいことを時系列的なことを出さないとい

けないことになりますので、ひとりひとりが当事者ではあり

ませんが、議会に来ているわけですから、こちらとしては事

実関係だけを報告されるか、冒頭でも野口委員が言われたよ

うに事実の該当のところの文面で載せられるか、こういう事

実ですよという回答しかないかなと思います。

南谷佳寛議員が書かれたこの内容の事実ですか。今近藤委

員がそこに８人は〇〇〇の許可はとったけれど県の許可は

とらなかったということを入れて欲しいと言われたのです

けれど。

この南谷議員の３行目を見ますと、テレビ、新聞等で報道

された、まさに新聞にも、先ほどホテルの〇〇〇の案内とい
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糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

星野議長

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

う言葉はありました。それで入ったということもありました

ので、新聞等で報道された内容で、県の許可がなかったとい

うのは報道にありましたが、案内をホテル〇〇〇にされて入

られたのは事実ですが、そういうところまで踏み込んでいっ

ていいのかなと。議会が発信することになると。

謝罪の方に関しては議運の方にお任せして、議会改革では

事実を書かなくてはいけないんですけれど、その事実をどこ

まで書くかということ。県の許可無しに入ったということが

今回の謝罪のあれですので、そのままにしていただいて、具

体的な内容はそれぞれの謝罪の中で書いていただいても。

事実関係は何回も言いますけれど、我々は現場を見に行っ

て、たまたま〇〇〇さんがおみえになって、こんなにいい施

設でやっていますよということを向こうからという気持ち

でやられたんですよ。

ですから、謝罪の文に関しては。

それも新聞報道されているんですよ。どこの新聞社だった

か記憶にないですけれど。

原稿が手元にないので、

岐阜新聞だったか。

〇〇〇の名前は出さない方が良い。

だったらこのとおりですよ。南谷佳寛議員の内容でいいと

いうことになりますが、いいですか。

そこまで細かくやらないといけないか。

皆さんから事実関係が市民のかたがわからないと言われ

たので、事実関係を入れて。

わかっとるであれが来たんじゃないの。メールとかそうい

うものは。

岐阜新聞ですね。市議８人が県の許可を受けずに管内を視

察していたことが２２日わかった。県がホテルを借り上げて
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近藤委員

糟谷委員長

藤川副議長

糟谷委員長

藤川副議長

糟谷委員長

藤川副議長

糟谷委員長

藤川副議長

管理しているが、ホテルの〇〇〇〇〇は県に相談せずに市議

グループを案内していた。県は同日羽島市に抗議しと書いて

ある。

とにかくまとめます。謝罪については議運に諮ります。私

たちは発生した経過と、議会改革で審議した経過と、内容を

発表することまでは皆さん賛成いただきました。どうしてこ

の再発防止策をやったかという頭の部分、ここに事実をもう

少し詳しく載せた方が良いということでしたので、どんな文

を載せるかということを皆さんにお聞きしています。南谷佳

寛議員の文、上から３行目の文を載せるということでいいの

ではないかという意見と、ここに〇〇〇が許可したから入っ

たという一文を入れて欲しいという意見でしたけれど、その

１点だけについてお話を伺いたいと思います。ここだけで終

わります。

事実なのでいいんじゃないですか、入れてもらって。

議会改革で発信するか議会で発信するか。

南谷清司議員から羽島市議会で出すのか。

どこですか。何行目。

羽島市議会は遺憾の意を表明するという、（３）の羽島市

議会としての意思表明をするのであれば全協に諮るべきだ

ということですし、謝罪ではなく遺憾の意を表明し、説明責

任を果たしていくという、議会の立場はそうで。

南谷清司議員は羽島市議会は結果責任に対する謝罪では

なく遺憾の意を表明するとともに説明責任を果たすべきと

書いてありますよね。議会改革としては謝罪は議運の方に諮

っていただくということで、議会改革としては再発防止策を

表明するのみということで。

議会改革でそう決まりまして、今決まった内容だけで羽島

市議会と言っていいでしょうかということです。

もちろん全協に諮らないといけないので、もちろん諮りま

すよ、全員に。

委員長名で出すならこの場で。
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糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

花村委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

後藤委員

糟谷委員長

近藤委員

星野議長

後藤委員

藤川副議長

ということで全協にまた、全協というかファックスで諮り

ますけれども、この後議運が開かれますので、その経過も報

告させていただきますが、〇〇〇の許可を得たということを

載せるか載せないかということだけです。

それが事実です。

例えばどんなふうに載せたらいいですか。これだとすごく

長い文になるので、南谷佳寛議員の内容がコンパクトにでき

ています。

南谷佳寛議員の文章を借用する場合には南谷議員の４行

目の８人の市会議員がホテルの許可を得たが、県の許可なし

にというふうにということですか。

それは提案ですね。いかかですか。

この文章を使うんやね。

ホテルなしということだと、ホテルコーヨーも消すという

ことですか。宿泊療養施設。

ホテルコーヨーの名前を出すのはまずい。

でもこれ新聞に載っていますよ。これだけ大きく報道に載

っていますからそれはおかしくないと思います。

まずいかどうかは〇〇〇の名前で。

〇〇〇を出すか出さないか。

ホテル関係者でいい。

関係者にしたらいい。

許可を得たが県の許可を得ずに入ったという。

案ですけれども、南谷議員の文のあとに、抗議があった件

について、ホテル関係者の案内を受けていたとはいえ、
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星野議長

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

糟谷委員長

後藤委員

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

近藤委員

花村委員

近藤委員

糟谷委員長

抗議はない、県から。

抗議があったと紙面に書いてありますから。

抗議はホテルにあったんでしょ。

報道についてホテル関係者の案内を受けていたとはいえ、

市民並びに関係者の皆様の不信を招く結果になりましたこ

とをにつながるのではないかと。

もっと簡単にしたらどうですか。テレビ、新聞等で報道さ

れたとずっと行って、花村委員言われた８人の市議会議員が

ホテルの許可を得たとはいえ、県の許可無しに視察目的とし

てというふうにされたらどうですか。８人の市議会議員がホ

テル関係者の許可を得たとはいえ、県の許可無しにというこ

とで。

いいと思います。

ちょっとくどくなりますが。

もっとゆっくり考えてもらってもいい。

いや、もう議運に出したいと思いますので、早くやりたい

ので、８人の市議会議員がホテル関係者の許可を得たとはい

え、県の許可無しに視察目的としてとなりますよ。

抗議というのはどこにあったの。

市役所にあったんでしょ。迷惑をかける行為があったとい

うこと。

例えば当事者の議長とか我々８人に県から注意を受けた

とか一切ないですよ。

８人に抗議があったとは書いていない。だからこの文を読

むと、県当局に多大なる迷惑をかけて抗議があったというこ

とで、８人に抗議があったとは書いてないし、県当局って県

以外にも報道機関とかそういうかたたちもそうですよね。迷

惑をかけたんですよね。
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近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

藤川副議長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

星野議長

近藤委員

花村委員

糟谷委員長

花村委員

糟谷委員長

抗議はどこにあったんですか。

羽島市にあったんじゃないですか。それであって、

議長とか当事者ですよ、我々、注意１回も受けていません

よ。

そんなことを言い出したら反省していないじゃないです

か。

そうじゃなくて。

自制してくださいとは言われていましたよね。

例えば、注意をするなら議長に県から注意を受けるという

ことなんですよ。反省とかどうのこうのではなく。

当事者だったから市の方に抗議があったんじゃないです

か。議長じゃなくて。

普通は議長に来ないですか。

１回羽島市の庁内のかたに聞きたいと思います。議長聞い

てください。

この間聞いたけれど、議運のときに話した。けれど何も返

事なかった。どういうふうに抗議を受けたか。

そういうのは一切ないんですよ。

抗議は市民の皆さんからあったんですよ。

多大なる迷惑をかけて抗議があったのは、市民の皆様から

抗議があった。なるほど。

県当局に多大なる迷惑をかけるという市民の皆様からの

抗議があった。

多大なる迷惑をかけた件について。
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花村委員

糟谷委員長

花村委員

星野議長

花村委員

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

花村委員

星野議長

糟谷委員長

近藤委員

藤川副議長

星野議長

藤川副議長

星野議長

件について市民の皆様から抗議があった件。

抗議うんぬんなしでもいいですよ。県当局に多大なる迷惑

をかけたんですよ。その件について議会改革は審議をしたと

いうことで。

県当局並びに市民、関係各位にご迷惑をかけた件につい

て、羽島市議会議会改革としましてこういうふうにしたとい

うふうに書けばいいですか。抗議削って。その前のホテル関

係者の許可を得たが、県の許可無しにと入れますか。

それかホテルの案内を受けて。

案内を受けたということは許可を得たということ。

ホテルの案内を受けたものの県の許可無しに。

新聞記事を読むと、県がホテルに注意していると。

だから、勝手に市議会議員がホテルの案内を受けたら県の

許可無しに視察目的で。

関係者に許可を受けた。

案内ではだめ。

許可を受けた。

では、８人の市議会議員がホテルの許可を得たが、県の許

可なしにということ。

それでいいです。

報道ではホテルの許可を受けたという報道は、案内を受け

たという報道はあった。

報道は報道。

報道を引用するなら報道の言葉を正確に述べないと。

それはおかしくなる。
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糟谷委員長

藤川副議長

近藤委員

藤川副議長

糟谷委員長

花村委員

近藤委員

花村委員

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

近藤委員

糟谷委員長

星野議長

糟谷委員長

花村委員

糟谷委員長

ここの１文だけがまとまりません。

新聞は許可という言葉を使っていないので、案内じゃない

かなと。

許可してくれないと入れない。

案内を受けてというのが新聞の報道ではないかなと。

市議会議員はホテル関係者の案内を受けたが県の許可な

しにだね。

新聞にも〇〇〇の案内でと書いてある。

新聞に書いてあるなら〇〇〇でつかってもいいよ。

案内でいいのか。

〇〇〇に許可を得て案内してもらったので。

ホテル側の案内を受けたが県の許可なしにでいいですか。

（異議なし）

〇〇〇と入りますか。

〇〇〇入れません。さっき入れない方が良いと議長言われ

たじゃないですか。

新聞に書いてある。

やめましょう。

関係者でいいだろう。

ホテルの案内でいいですよ。

ホテルの案内でいい。

ということで議会改革は南谷佳寛議員の一文を借りまし

て、ホテルの案内を受けたが県の許可なしにということで県
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当局並びに市民、関係各位にご迷惑をかけた件について議会

改革で協議をしましたということで協議の内容も付け加え

させていただいて、結果としては議員申し合わせ事項の中に

第２７として再発防止、さっきの文を見出しをつけて、議員、

会派の視察及び見学等においては施設管理者等の許可を得

ること。この一文を入れるということでよろしいでしょう

か。

（異議なし）

（略）


