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名古屋市議会基本条例制定研究会中間報告書（｢座長案と分科会か

らの報告｣）に対する市民意見について 

    

    

名古屋市議会基本条例制定研究会中間報告書名古屋市議会基本条例制定研究会中間報告書名古屋市議会基本条例制定研究会中間報告書名古屋市議会基本条例制定研究会中間報告書（｢（｢（｢（｢座長案座長案座長案座長案とととと分科会分科会分科会分科会からのからのからのからの報報報報

告告告告｣）｣）｣）｣）にににに対対対対してしてしてして、、、、貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見をををを多数多数多数多数いただきありがとうございましたいただきありがとうございましたいただきありがとうございましたいただきありがとうございました。。。。    

ごごごご意見意見意見意見につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、内容内容内容内容をををを要約要約要約要約させていただいたほかさせていただいたほかさせていただいたほかさせていただいたほか、、、、内容内容内容内容によりによりによりにより分分分分

割割割割するなどしてするなどしてするなどしてするなどして掲載掲載掲載掲載いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    
 

    
 

１  パブリックヒアリング及び意見募集の手続きの概要 
    

(1)(1)(1)(1)        パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング 

アアアア        開 催開 催開 催開 催 日日日日                平成平成平成平成22222222年年年年３３３３月月月月６６６６日日日日((((土土土土))))    午後午後午後午後１１１１時時時時30303030分分分分からからからから午後午後午後午後４４４４時時時時    

イイイイ        開 催 場開 催 場開 催 場開 催 場 所所所所                名古屋市公館名古屋市公館名古屋市公館名古屋市公館１１１１階階階階    レセプションホールレセプションホールレセプションホールレセプションホール    

ウウウウ        意 見意 見意 見意 見 のののの 提 出 方提 出 方提 出 方提 出 方 法法法法                会場会場会場会場でのでのでのでの発言発言発言発言、、、、会場会場会場会場アンケートアンケートアンケートアンケート等等等等    

エエエエ        発言発言発言発言・・・・意見提出人意見提出人意見提出人意見提出人数数数数                ７４７４７４７４人人人人((((発言発言発言発言34343434人人人人、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート等等等等40404040人人人人))))    

オオオオ        意 見意 見意 見意 見 数数数数                １６３１６３１６３１６３件件件件    

    

(2) (2) (2) (2) 意見募集意見募集意見募集意見募集    

アアアア        意 見意 見意 見意 見 のののの 募 集 期募 集 期募 集 期募 集 期 間間間間                平成平成平成平成22222222年年年年３３３３月月月月４４４４日日日日((((木木木木))))からからからから平成平成平成平成22222222年年年年３３３３月月月月12121212日日日日((((金金金金))))までまでまでまで    

イイイイ        意 見意 見意 見意 見 のののの 提 出 方提 出 方提 出 方提 出 方 法法法法                電子電子電子電子メールメールメールメール、、、、ファックスファックスファックスファックス、、、、郵送郵送郵送郵送    

ウウウウ        周 知 方周 知 方周 知 方周 知 方 法法法法                市会市会市会市会ホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載    

市民情報市民情報市民情報市民情報センターセンターセンターセンター((((市役所西庁舎市役所西庁舎市役所西庁舎市役所西庁舎１１１１階階階階))))、、、、区役所情報区役所情報区役所情報区役所情報コーコーコーコー

ナーナーナーナー、、、、支所支所支所支所、、、、市会事務局調査課市会事務局調査課市会事務局調査課市会事務局調査課((((市役所東庁舎市役所東庁舎市役所東庁舎市役所東庁舎２２２２階階階階))))におにおにおにお

いていていていて中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書をををを設置設置設置設置    

エエエエ        意意意意 見 提 出 人見 提 出 人見 提 出 人見 提 出 人 数数数数                １０１０１０１０人人人人（（（（電子電子電子電子メールメールメールメール 7777 人人人人、、、、ファックスファックスファックスファックス 3333 人人人人））））    

オオオオ        意 見意 見意 見意 見 数数数数                ３４３４３４３４件件件件    

    

２  項目別意見提出件数 
    

項目項目項目項目    寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた意見意見意見意見のののの件数件数件数件数    

(1)(1)(1)(1)        総括的総括的総括的総括的なななな事項事項事項事項    60606060    

(2)(2)(2)(2)        総則総則総則総則    13131313    

(3)(3)(3)(3)        市民市民市民市民とととと議会議会議会議会    29292929    

(4)(4)(4)(4)        議会議会議会議会とととと市長市長市長市長    10101010    

(5)(5)(5)(5)        議会議会議会議会のののの運営運営運営運営    20202020    

(6)(6)(6)(6)        議員定数議員定数議員定数議員定数・・・・報酬報酬報酬報酬    47474747    

(7)(7)(7)(7)        そのそのそのその他他他他    18181818    
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寄せられたご意見の概要    

    

■■■■はははは、、、、パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングでのごでのごでのごでのご発言発言発言発言のののの概要概要概要概要、、、、    

●●●●はははは、、、、パブリックヒアリンパブリックヒアリンパブリックヒアリンパブリックヒアリンググググでのでのでのでのアンケートアンケートアンケートアンケート等等等等のごのごのごのご意見意見意見意見のののの概要概要概要概要、、、、    

○○○○はははは、、、、意見募集意見募集意見募集意見募集((((電子電子電子電子メールメールメールメール、、、、ファックスファックスファックスファックス、、、、郵送郵送郵送郵送))))でいただいたごでいただいたごでいただいたごでいただいたご意見意見意見意見のののの概要概要概要概要ですですですです。。。。    

    

    

１ 総括的な事項 
 

(1) パブリックヒアリング当日の運営等について 
 

■■■■市議会市議会市議会市議会パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング開催開催開催開催はすばらしいことだはすばらしいことだはすばらしいことだはすばらしいことだ。。。。今日今日今日今日はははは改革改革改革改革のののの第一歩第一歩第一歩第一歩、、、、そのそのそのその期待期待期待期待をををを

込込込込めてめてめてめて来来来来たたたた。。。。もっとたくさんのもっとたくさんのもっとたくさんのもっとたくさんの方方方方がががが来来来来られるとられるとられるとられると思思思思いいいい早早早早くくくく来来来来たのだがたのだがたのだがたのだが、、、、残念残念残念残念なななな思思思思いがするいがするいがするいがする。。。。

そのそのそのその辺辺辺辺のののの調整調整調整調整のののの仕方仕方仕方仕方もももも、、、、これからこれからこれからこれから大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思うううう。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民とのとのとのとのコミュニケコミュニケコミュニケコミュニケ

ーションーションーションーションがががが全全全全くないくないくないくない、、、、市民市民市民市民とととと全然離全然離全然離全然離れたところだったれたところだったれたところだったれたところだった。。。。私私私私たちのたちのたちのたちのニーズニーズニーズニーズはどうやってつなはどうやってつなはどうやってつなはどうやってつな

がってがってがってがって、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって市政市政市政市政にににに反映反映反映反映しているのかしているのかしているのかしているのか全全全全くわからなかったくわからなかったくわからなかったくわからなかった中中中中でででで、、、、ますますますますますますますます市民市民市民市民のののの関関関関

心心心心はははは離離離離れていったれていったれていったれていった。。。。しかししかししかししかし、、、、今日今日今日今日からからからから改革改革改革改革をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという心構心構心構心構えをえをえをえを見見見見せてくれたというせてくれたというせてくれたというせてくれたという

ことでことでことでことで、、、、私私私私はこれからをはこれからをはこれからをはこれからを期待期待期待期待したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう。。。。過去過去過去過去のことをどうこうのことをどうこうのことをどうこうのことをどうこう言言言言ってもってもってもっても直直直直らないのでらないのでらないのでらないので、、、、

これからはこれからはこれからはこれからは、、、、すべてすべてすべてすべて今今今今までのことはまでのことはまでのことはまでのことは反省反省反省反省したとしたとしたとしたと、、、、これまでとこれまでとこれまでとこれまでと180180180180度転換度転換度転換度転換すればすればすればすれば十分十分十分十分なのでなのでなのでなので、、、、

ぜひやってほしいぜひやってほしいぜひやってほしいぜひやってほしい。。。。    

■■■■パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングというというというという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民にわかるにわかるにわかるにわかる言葉言葉言葉言葉だとはだとはだとはだとは思思思思わないわないわないわない。「。「。「。「市民市民市民市民のののの

意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく会会会会」」」」といったといったといったといった、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい表現表現表現表現になぜできなかったのだろうかなとになぜできなかったのだろうかなとになぜできなかったのだろうかなとになぜできなかったのだろうかなと思思思思ったったったった。。。。    

●●●●会場会場会場会場のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気はははは普通普通普通普通のののの主婦主婦主婦主婦ではではではでは近寄近寄近寄近寄りりりり難難難難いいいい少少少少しししし異様異様異様異様なななな感感感感じであったじであったじであったじであった。。。。河村党河村党河村党河村党のののの方方方方々々々々がががが大半大半大半大半

のようでのようでのようでのようで、、、、現状現状現状現状にににに賛成賛成賛成賛成・・・・満足満足満足満足しているしているしているしている我我我我々々々々はははは、、、、あのあのあのあの会場会場会場会場でででで発言発言発言発言できるできるできるできる雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ではないではないではないではない。。。。発発発発

言者言者言者言者のののの意見内容意見内容意見内容意見内容がががが少少少少しでもしでもしでもしでも自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの考考考考ええええ方方方方とととと異異異異なるとなるとなるとなると強強強強いいいい語調語調語調語調でのでのでのでの野次野次野次野次やややや威圧的威圧的威圧的威圧的なななな態度態度態度態度。。。。

私私私私はははは恐怖恐怖恐怖恐怖をををを感感感感じたじたじたじた。。。。このようなこのようなこのようなこのような場場場場ではではではでは公平公平公平公平なななな意見交換意見交換意見交換意見交換はできないとつくづくはできないとつくづくはできないとつくづくはできないとつくづく思思思思ったったったった。。。。今回今回今回今回

ののののパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング開催開催開催開催はははは知知知知らないらないらないらない人人人人ばかりだったとばかりだったとばかりだったとばかりだったと思思思思うううう。。。。もっともっともっともっと開催開催開催開催のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底にににに

努努努努めめめめ、、、、現在現在現在現在のののの市議会市議会市議会市議会へのへのへのへの多多多多くのくのくのくの理解者理解者理解者理解者にもにもにもにも参加参加参加参加ししししやすいやすいやすいやすい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気とととと意思表示意思表示意思表示意思表示のしやすいのしやすいのしやすいのしやすい会場会場会場会場

づくづくづくづくりにりにりにりに工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。    

●●●●市長市長市長市長さんのさんのさんのさんの応援団応援団応援団応援団がががが多多多多くくくく、、、、かたよったかたよったかたよったかたよった意見意見意見意見がががが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、若若若若いいいい方方方方々々々々のののの意見意見意見意見がたのもしくがたのもしくがたのもしくがたのもしく思思思思

ったったったった。。。。    

●●●●河村応援団河村応援団河村応援団河村応援団のののの方方方方たたたたちはちはちはちは市長市長市長市長にににに似似似似てててて、、、、不規則発言不規則発言不規則発言不規則発言をするをするをするをする人人人人たちがたちがたちがたちが多多多多いといといといと思思思思ったったったった。。。。市民市民市民市民はなぜはなぜはなぜはなぜ

こんなこんなこんなこんな人人人人をををを市長市長市長市長にににに選選選選んでしまったのかんでしまったのかんでしまったのかんでしまったのか。。。。マスコミマスコミマスコミマスコミにもにもにもにも責任責任責任責任があるがあるがあるがある。。。。    

●●●●ヤジヤジヤジヤジをされるをされるをされるをされる人人人人がががが多多多多くくくく（（（（特定特定特定特定のののの人人人人））））不快不快不快不快だだだだ。。。。市長市長市長市長ののののサポーターサポーターサポーターサポーターのののの人人人人かかかか。。。。    

●●●●このこのこのこのパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングのののの主旨主旨主旨主旨にそってにそってにそってにそっていいいいないないないない発言発言発言発言もももも多多多多くくくく残念残念残念残念にににに思思思思ったったったった。。。。河村河村河村河村サポータサポータサポータサポータ

ーズーズーズーズのののの人人人人たちがのりこんできてたちがのりこんできてたちがのりこんできてたちがのりこんできて、、、、このこのこのこのパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングのののの内容内容内容内容をををを混乱混乱混乱混乱させているようさせているようさせているようさせているよう

にににに思思思思ったったったった。。。。    

●●●●こういうこういうこういうこういう場場場場でででで市民市民市民市民がががが意見意見意見意見をををを言言言言いいいい合合合合ううううというのはというのはというのはというのは難難難難しいとしいとしいとしいと、、、、つくづくつくづくつくづくつくづく思思思思ったったったった。。。。まるっきりまるっきりまるっきりまるっきり、、、、

的外的外的外的外れなおかしいれなおかしいれなおかしいれなおかしい意見意見意見意見もけっこうもけっこうもけっこうもけっこう出出出出されていたのにはされていたのにはされていたのにはされていたのには、、、、びっくりびっくりびっくりびっくり。。。。これではこれではこれではこれでは議会攻撃議会攻撃議会攻撃議会攻撃になになになにな

っているっているっているっている。。。。市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くというくというくというくという主旨主旨主旨主旨はははは結構結構結構結構だがだがだがだが、、、、これはこれはこれはこれは回数回数回数回数をををを重重重重ねねねね、、、、市民市民市民市民ももっとももっとももっとももっと、、、、

訓練訓練訓練訓練されるされるされるされる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。誰誰誰誰かがかがかがかが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、区役所区役所区役所区役所あるいはあるいはあるいはあるいは学区単位学区単位学区単位学区単位でででで細細細細かくかくかくかく

やることもいいとやることもいいとやることもいいとやることもいいと思思思思うううう。。。。    

●●●●一人一人一人一人のののの人人人人がががが複数回発言複数回発言複数回発言複数回発言するのではするのではするのではするのでは、、、、多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞けなくなるけなくなるけなくなるけなくなる。。。。声声声声のののの大大大大きいきいきいきい人人人人だけがだけがだけがだけが興奮興奮興奮興奮

してしてしてして感情感情感情感情むきむきむきむき出出出出しにしてしにしてしにしてしにして怒鳴怒鳴怒鳴怒鳴るだけのるだけのるだけのるだけの会会会会にはにはにはには、、、、誰誰誰誰もももも参加参加参加参加したくないしたくないしたくないしたくない。。。。発言時間発言時間発言時間発言時間もももも守守守守れないれないれないれない

人人人人もももも多多多多いいいい。。。。時間配分等時間配分等時間配分等時間配分等にににに工夫工夫工夫工夫がががが必要必要必要必要。。。。    

●●●●せっかくせっかくせっかくせっかく発言発言発言発言シートシートシートシートにににに書書書書かせておきながらかせておきながらかせておきながらかせておきながら、、、、そのそのそのその文章文章文章文章をををを披露披露披露披露もせずにもせずにもせずにもせずに発言発言発言発言させるさせるさせるさせる。。。。市市市市民民民民にににに

対対対対するするするする矜持矜持矜持矜持がないがないがないがない。。。。コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの出席意義出席意義出席意義出席意義はははは。。。。    
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●●●●落胆半分落胆半分落胆半分落胆半分。。。。次回次回次回次回からはからはからはからは、、、、もっともっともっともっと事前事前事前事前のののの対話対話対話対話をををを重要視重要視重要視重要視するするするする必要必要必要必要があるかもがあるかもがあるかもがあるかも。。。。    

●●●●こんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしいこんなすばらしい会議会議会議会議をまたやってほしいをまたやってほしいをまたやってほしいをまたやってほしい。。。。多多多多くのくのくのくの方方方方がががが発言発言発言発言できたのもよかったできたのもよかったできたのもよかったできたのもよかった。。。。    

●●●●説明説明説明説明のののの意図意図意図意図がががが不明不明不明不明。。。。    

●●●●会場選択会場選択会場選択会場選択にににに問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。    

●●●●広報広報広報広報をはじめすべてのをはじめすべてのをはじめすべてのをはじめすべての点点点点でででで不備不備不備不備がががが多多多多いいいい。。。。    

●●●●最初最初最初最初はこんなものであろうはこんなものであろうはこんなものであろうはこんなものであろう。。。。    

●●●●初初初初めてのことでありめてのことでありめてのことでありめてのことであり、、、、運営運営運営運営のののの誤解誤解誤解誤解はははは仕方仕方仕方仕方ないとないとないとないと思思思思うううう。。。。    

●●●●本日定員本日定員本日定員本日定員にににに満満満満たないのはたないのはたないのはたないのは残念残念残念残念。。。。    

●●●●市民市民市民市民のののの声声声声をををを聞聞聞聞いてもいてもいてもいてもらえてらえてらえてらえてよかったよかったよかったよかった。。。。    

●●●●非常非常非常非常によかったによかったによかったによかった。。。。具体的具体的具体的具体的でわかりやすかったでわかりやすかったでわかりやすかったでわかりやすかった。。。。    

●●●●開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会でありでありでありであり、、、、非常非常非常非常にににに有意義有意義有意義有意義なななな機会機会機会機会であったであったであったであった。。。。    

●●●●「「「「パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング」」」」とはとはとはとは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民にににに理解理解理解理解されるされるされるされる言葉言葉言葉言葉ではないではないではないではない。「。「。「。「市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを

聞聞聞聞くくくく会会会会」」」」とかとかとかとか、、、、市民市民市民市民にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい表現表現表現表現をををを考考考考えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

●●●●参加者参加者参加者参加者のののの質問事項質問事項質問事項質問事項ののののレベルレベルレベルレベルがががが非常非常非常非常にににに高高高高いことにいことにいことにいことに感心感心感心感心したしたしたした。。。。    

●●●●市議会市議会市議会市議会はははは大嫌大嫌大嫌大嫌いであるいであるいであるいである。。。。市議市議市議市議１１１１人人人人ずつにずつにずつにずつに聞聞聞聞きたかったきたかったきたかったきたかった。。。。議員議員議員議員はははは今日今日今日今日はははは品品品品がががが良良良良かったのがかったのがかったのがかったのが不不不不

思議思議思議思議。。。。    

    

(2) パブリックヒアリング・意見募集について 
 

■■■■パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングがががが今日開催今日開催今日開催今日開催されされされされ、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた市議会市議会市議会市議会をををを目指目指目指目指しているようしているようしているようしているようだがだがだがだが、、、、今後今後今後今後のののの

開催開催開催開催のののの予定予定予定予定があればがあればがあればがあれば教教教教えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。濃濃濃濃いいいい内容内容内容内容のののの質問質問質問質問がががが出出出出ているのでているのでているのでているので、、、、出出出出たたたた意見意見意見意見をををを何何何何かのかのかのかの方方方方

法法法法でででで、、、、できればもっとできればもっとできればもっとできればもっと住民住民住民住民のののの近場近場近場近場でででで、、、、区役所等区役所等区役所等区役所等でやっていくのもでやっていくのもでやっていくのもでやっていくのも結構結構結構結構だだだだ。。。。出出出出たたたた意見意見意見意見をををを、、、、制制制制

定定定定のののの参考参考参考参考になったになったになったになったということをということをということをということを、、、、個人的個人的個人的個人的にににに答答答答えるということでなくえるということでなくえるということでなくえるということでなく全体全体全体全体ををををまとめてでいいまとめてでいいまとめてでいいまとめてでいい

のでのでのでので、、、、何何何何かそういうおかそういうおかそういうおかそういうお返返返返しをしをしをしをやっていただやっていただやっていただやっていただきたいきたいきたいきたい。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、出出出出たたたた人人人人たちもたちもたちもたちも出出出出てよかってよかってよかってよかっ

たなということになるのたなということになるのたなということになるのたなということになるのじゃないかとじゃないかとじゃないかとじゃないかと思思思思うううう。。。。    

■■■■市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく機会機会機会機会というのはというのはというのはというのは本当本当本当本当にににに大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わりにしないでもらわりにしないでもらわりにしないでもらわりにしないでもら

いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長がががが１１１１月月月月にしたにしたにしたにしたパブリパブリパブリパブリックヒアリングックヒアリングックヒアリングックヒアリングではではではでは、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見はははは聞聞聞聞いたがいたがいたがいたが、、、、

聞聞聞聞いてそれどうなったのというところがいてそれどうなったのというところがいてそれどうなったのというところがいてそれどうなったのというところが全全全全くくくく公開公開公開公開されずされずされずされず、、、、反映反映反映反映されていないされていないされていないされていない。。。。ただただただただ聞聞聞聞くだくだくだくだ

けだったらけだったらけだったらけだったら誰誰誰誰でもできるでもできるでもできるでもできる。。。。聞聞聞聞いていていていて、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう市政市政市政市政にににに反映反映反映反映するかするかするかするか。。。。そのそのそのその部分部分部分部分をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと

してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思うううう。。。。    

■■■■今日今日今日今日のことがのことがのことがのことがパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスであったりであったりであったりであったりガスガスガスガス抜抜抜抜きにならないようにきにならないようにきにならないようにきにならないように、、、、十分十分十分十分やってほしいやってほしいやってほしいやってほしい。。。。

いろんないろんないろんないろんな意見意見意見意見がががが出出出出たがたがたがたが、、、、従来従来従来従来からかなりからかなりからかなりからかなり各議員各議員各議員各議員にににに話話話話がががが行行行行っているはずっているはずっているはずっているはず。。。。それがなぜできなそれがなぜできなそれがなぜできなそれがなぜできな

かったのかということもよくかったのかということもよくかったのかということもよくかったのかということもよく考考考考えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

●●●●開催開催開催開催されたされたされたされた議会議会議会議会のののの判断判断判断判断にににに敬意敬意敬意敬意をををを表表表表しますしますしますします。。。。次回次回次回次回のののの開催開催開催開催もももも期待期待期待期待しますしますしますします。。。。    

●●●●定期的定期的定期的定期的にににに今後今後今後今後もももも開催開催開催開催してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●基本条例案基本条例案基本条例案基本条例案がががができたらもうできたらもうできたらもうできたらもう一度一度一度一度このこのこのこの会会会会をををを開開開開いてほしいいてほしいいてほしいいてほしい。。。。    

●●●●今日限今日限今日限今日限りでりでりでりで終終終終わるのでなくわるのでなくわるのでなくわるのでなく、、、、月月月月１１１１回回回回でもでもでもでも良良良良いのでいのでいのでいので続続続続けてけてけてけて、、、、良良良良いいいい条例条例条例条例をををを作作作作ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

●●●●市長市長市長市長とのとのとのとの差差差差をつけるためをつけるためをつけるためをつけるためパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスのみにのみにのみにのみに終終終終わらないようわらないようわらないようわらないよう、、、、何度何度何度何度もやってほしいもやってほしいもやってほしいもやってほしい。。。。    

●●●●市民市民市民市民にににに開開開開かれているかれているかれているかれている感感感感じがしたじがしたじがしたじがした。。。。今後今後今後今後もこのようなもこのようなもこのようなもこのような取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。またこのよまたこのよまたこのよまたこのよ

うなうなうなうな機会機会機会機会をををを設設設設けてほしいけてほしいけてほしいけてほしい。。。。    

●●●●何回何回何回何回もこのようなもこのようなもこのようなもこのような市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく会会会会をををを設設設設けてほしいけてほしいけてほしいけてほしい。。。。    

●●●●多様多様多様多様なななな意見意見意見意見がががが出出出出たたたた。。。。議員議員議員議員にににに対対対対するするするする不満不満不満不満がががが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで市民市民市民市民とのとのとのとの対話対話対話対話がなかったとがなかったとがなかったとがなかったと

いうことかということかということかということかと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、これからもこれからもこれからもこれからもこういうこういうこういうこういう機会機会機会機会をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん作作作作るべきるべきるべきるべき。。。。    
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●●●●多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく会会会会をををを多多多多くくくく開開開開くべきだくべきだくべきだくべきだ。。。。    

●●●●公聴会公聴会公聴会公聴会がががが開開開開かれたことかれたことかれたことかれたこと自体自体自体自体、、、、大大大大きなことであるときなことであるときなことであるときなことであると思思思思うううう。。。。今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと反映反映反映反映

してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●今後今後今後今後ますますますますますますますます「「「「市民市民市民市民のののの声声声声」」」」にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるというけるというけるというけるという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを継続継続継続継続、、、、進歩進歩進歩進歩させてほしいさせてほしいさせてほしいさせてほしい。。。。    

●●●●今日今日今日今日のののの声声声声をすぐにをすぐにをすぐにをすぐに情報公開情報公開情報公開情報公開（（（（ホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載））））しししし、、、、条例条例条例条例にどうにどうにどうにどう反映反映反映反映したのかしたのかしたのかしたのか掲載掲載掲載掲載してしてしてして

欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

●●●●市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく機会機会機会機会でででで大変大変大変大変よかったよかったよかったよかった。。。。今回限今回限今回限今回限りにせずりにせずりにせずりにせず、、、、もっとたびたびもっとたびたびもっとたびたびもっとたびたび開催開催開催開催してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。

またまたまたまた、、、、パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングのののの内容内容内容内容をどうをどうをどうをどう生生生生かしたかかしたかかしたかかしたか、、、、そのそのそのその結果結果結果結果ををををフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックしてほしてほしてほしてほ

しいしいしいしい。。。。    

●●●●これをこれをこれをこれを何度何度何度何度もももも何度何度何度何度もももも続続続続けたときけたときけたときけたとき、、、、これはこれはこれはこれは議員議員議員議員のののの大大大大きなきなきなきな武器武器武器武器となるととなるととなるととなると思思思思うううう。。。。行政行政行政行政はこんなにはこんなにはこんなにはこんなに

まとまってまとまってまとまってまとまって意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くことはできないくことはできないくことはできないくことはできない。。。。新新新新しいしいしいしい議会議会議会議会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、とてもいいとてもいいとてもいいとてもいい機会機会機会機会であであであであ

ったったったった。。。。    

●●●●「「「「アリバイアリバイアリバイアリバイ」」」」づくりではづくりではづくりではづくりでは無無無無いいいい、、、、将来将来将来将来にににに向向向向けてけてけてけて何何何何がしかのがしかのがしかのがしかの果実果実果実果実をををを手手手手にににに入入入入れるれるれるれる取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをして

ほしいほしいほしいほしい。。。。    

●●●●河村市長河村市長河村市長河村市長になってこういうになってこういうになってこういうになってこういう会議会議会議会議ができができができができ、、、、非常非常非常非常にににに市民市民市民市民のののの為為為為になっているになっているになっているになっている。。。。    

○○○○どのようなどのようなどのようなどのような意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられたのかせられたのかせられたのかせられたのか、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように反映反映反映反映させたのかさせたのかさせたのかさせたのか、、、、反映反映反映反映させなさせなさせなさせな

かったのかをかったのかをかったのかをかったのかを明明明明らかにしないらかにしないらかにしないらかにしない以上以上以上以上、「、「、「、「アリバイアリバイアリバイアリバイ的的的的にににに市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたいたいたいた」」」」とととと言言言言わざるをえなわざるをえなわざるをえなわざるをえな

いいいい。。。。またまたまたまた、、、、意見意見意見意見募集時期募集時期募集時期募集時期がががが大変遅大変遅大変遅大変遅かったかったかったかった。。。。論点整理論点整理論点整理論点整理のののの段階段階段階段階(21(21(21(21年年年年12121212月月月月))))でででで、、、、まずまずまずまず市民市民市民市民のののの意見意見意見意見

をををを聞聞聞聞いていればいていればいていればいていれば、、、、もっとよくなったのではないかもっとよくなったのではないかもっとよくなったのではないかもっとよくなったのではないか。。。。    

    

(3) 議会基本条例全般について 
    

■■■■普段議員普段議員普段議員普段議員がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと活動活動活動活動していたらこんなしていたらこんなしていたらこんなしていたらこんな条例条例条例条例をつくらなくてもいいをつくらなくてもいいをつくらなくてもいいをつくらなくてもいい。。。。していないのだかしていないのだかしていないのだかしていないのだか

らららら、、、、基本条例基本条例基本条例基本条例をつくりするをつくりするをつくりするをつくりする前前前前にににに議会議会議会議会をををを解散解散解散解散してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの都合都合都合都合のいいことばかりのいいことばかりのいいことばかりのいいことばかり

をををを一方的一方的一方的一方的にににに決決決決めるのはめるのはめるのはめるのは市民本位市民本位市民本位市民本位ではないではないではないではない。。。。だからだからだからだから市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、このこのこのこの条例条例条例条例をををを決決決決めてめてめてめて

ほしいほしいほしいほしい。。。。    

■■■■河村市長河村市長河村市長河村市長になるになるになるになる前前前前はははは、、、、市議会市議会市議会市議会がががが何何何何をしているかをしているかをしているかをしているか市民市民市民市民はあまりはあまりはあまりはあまり興味興味興味興味がながながながなかったかったかったかった。。。。今今今今でもよくでもよくでもよくでもよく

わからないというのがわからないというのがわからないというのがわからないというのが現状現状現状現状だとだとだとだと思思思思うううう。。。。でもでもでもでも、、、、わからないからわからないからわからないからわからないから要要要要らないというらないというらないというらないという理屈理屈理屈理屈がががが世世世世のののの中中中中

にはまかりにはまかりにはまかりにはまかり通通通通っているのだがっているのだがっているのだがっているのだが、、、、それはそれはそれはそれは違違違違うううう。。。。よくよくよくよく知知知知らないのはらないのはらないのはらないのは、、、、知知知知らすらすらすらす努力努力努力努力をしていないをしていないをしていないをしていない

市議会市議会市議会市議会のほうものほうものほうものほうも責任責任責任責任はははは多分多分多分多分あるとはあるとはあるとはあるとは思思思思うがうがうがうが、、、、我我我我々々々々のほうものほうものほうものほうも知知知知るるるる努力努力努力努力をどれだけしたかといをどれだけしたかといをどれだけしたかといをどれだけしたかとい

うこともあるかとうこともあるかとうこともあるかとうこともあるかと思思思思うううう。。。。だからだからだからだから、、、、このようなこのようなこのようなこのような基本条例基本条例基本条例基本条例をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに情報情報情報情報をををを発信発信発信発信してしてしてして

いくということはすごくいくということはすごくいくということはすごくいくということはすごく大事大事大事大事なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うううう。。。。    

■■■■今回今回今回今回のののの議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは、、、、議会議会議会議会とととと市民市民市民市民をををを近近近近づけるづけるづけるづける絶好絶好絶好絶好ののののチャンスチャンスチャンスチャンスにしなければいけないとにしなければいけないとにしなければいけないとにしなければいけないと思思思思

うがうがうがうが、、、、今日今日今日今日のののの説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ不十分不十分不十分不十分、、、、不満不満不満不満にににに思思思思っているっているっているっている。。。。説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、一体一体一体一体これこれこれこれ

までまでまでまで何何何何がががが不足不足不足不足をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、何何何何がががが問題問題問題問題だったのかだったのかだったのかだったのか、、、、どこをどうどこをどうどこをどうどこをどう変変変変えようとしているのかえようとしているのかえようとしているのかえようとしているのか、、、、どどどど

ういうういうういうういう議論議論議論議論がされたのかがされたのかがされたのかがされたのか、、、、そういうそういうそういうそういうメッセージメッセージメッセージメッセージがほとんどがほとんどがほとんどがほとんど伝伝伝伝わってこないわってこないわってこないわってこない。。。。このこのこのこの点点点点をををを大変大変大変大変

残念残念残念残念にににに思思思思うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングはははは、、、、今日今日今日今日でででで終終終終わりにしてほしくないわりにしてほしくないわりにしてほしくないわりにしてほしくない。。。。今今今今まままま

でなかったでなかったでなかったでなかった議会議会議会議会とととと市民市民市民市民をををを近近近近づけるこのづけるこのづけるこのづけるこのチャンスチャンスチャンスチャンスをををを、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民のものにしていただきのものにしていただきのものにしていただきのものにしていただき

たいしたいしたいしたいし、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての努力努力努力努力をさらにをさらにをさらにをさらに重重重重ねていただきたいとねていただきたいとねていただきたいとねていただきたいと思思思思うううう。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、各区各区各区各区ごとにこうごとにこうごとにこうごとにこう

したしたしたした市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく会会会会というものをというものをというものをというものを積積積積みみみみ重重重重ねてほしいねてほしいねてほしいねてほしい。。。。出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見をををを、、、、さらにさらにさらにさらに議会議会議会議会でででで

議論議論議論議論しししし、、、、どこをどうどこをどうどこをどうどこをどう修正修正修正修正したとかしたとかしたとかしたとか、、、、補強補強補強補強ししししたとかいうことをもうたとかいうことをもうたとかいうことをもうたとかいうことをもう一度市民一度市民一度市民一度市民のののの中中中中にににに返返返返すといすといすといすとい

ったったったった丁寧丁寧丁寧丁寧なななな作業作業作業作業をををを、、、、時間時間時間時間をかけてでもやってほしいとをかけてでもやってほしいとをかけてでもやってほしいとをかけてでもやってほしいと思思思思うううう。。。。    

■■■■このこのこのこの条例案条例案条例案条例案のののの内容内容内容内容がががが、、、、総則総則総則総則はははは立派立派立派立派だがだがだがだが、、、、そのそのそのその後後後後はははは枝葉末節枝葉末節枝葉末節枝葉末節とととと我田引水我田引水我田引水我田引水のののの話話話話になっているになっているになっているになっている。。。。

最後最後最後最後はははは、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで決決決決めるめるめるめる。。。。完全完全完全完全にににに厚顔無恥厚顔無恥厚顔無恥厚顔無恥としかとしかとしかとしか思思思思えないようなえないようなえないようなえないような内容内容内容内容になっになっになっになっ

ているているているている。。。。それでそれでそれでそれで、、、、どうしてもこのどうしてもこのどうしてもこのどうしてもこの１７１７１７１７項目項目項目項目をををを通通通通すとするならばすとするならばすとするならばすとするならば、、、、住民投票住民投票住民投票住民投票をするをするをするをする。。。。議員議員議員議員がががが

区区区区をををを回回回回ってってってって住民投票住民投票住民投票住民投票するとかするとかするとかするとか、、、、もっともっともっともっと極端極端極端極端なことをなことをなことをなことを言言言言えばえばえばえば、、、、一回一回一回一回、、、、議員辞職議員辞職議員辞職議員辞職してしてしてして、、、、これをこれをこれをこれを

かけるかけるかけるかける。。。。    
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●●●●今今今今、、、、議員議員議員議員のののの人気人気人気人気はないはないはないはない。。。。今今今今までまでまでまで市民市民市民市民がががが求求求求めためためためた議会改革議会改革議会改革議会改革をををを無視無視無視無視しししし続続続続けてきたけてきたけてきたけてきたツケツケツケツケがががが廻廻廻廻ってきってきってきってき

たたたた。。。。早急早急早急早急にににに徹底徹底徹底徹底したしたしたした情報公開情報公開情報公開情報公開とととと議員特権議員特権議員特権議員特権のののの廃止廃止廃止廃止をしてをしてをしてをして市民市民市民市民のののの支持支持支持支持をををを得得得得るべきるべきるべきるべき。。。。今今今今のののの市民感市民感市民感市民感

覚覚覚覚からしてどんなからしてどんなからしてどんなからしてどんな基本条例基本条例基本条例基本条例をををを作作作作ってもってもってもっても市民市民市民市民はははは納得納得納得納得しないしないしないしない。。。。二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの議会運営議会運営議会運営議会運営をするたをするたをするたをするた

めめめめ、、、、独裁政権独裁政権独裁政権独裁政権のののの誕生誕生誕生誕生をさせないようをさせないようをさせないようをさせないよう議員議員議員議員はははは市民市民市民市民とのとのとのとの会話会話会話会話をををを数多数多数多数多くくくく作作作作ってやってくださいってやってくださいってやってくださいってやってください。。。。    

●●●●あたりまえのことをあたりまえのことをあたりまえのことをあたりまえのことを条例条例条例条例でででで作作作作ってってってって明文化明文化明文化明文化しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。今今今今までのまでのまでのまでの法法法法のののの運運運運

用用用用をををを見見見見るとるとるとると詭弁詭弁詭弁詭弁をををを使使使使ってってってって市民市民市民市民をごまかすをごまかすをごまかすをごまかす為為為為にににに条例条例条例条例がががが使使使使われるわれるわれるわれる気気気気がするがするがするがする。。。。    

●●●●世襲世襲世襲世襲などなどなどなど基本条例基本条例基本条例基本条例にににに明文化明文化明文化明文化してしてしてして禁止禁止禁止禁止すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。    

●●●●基本条例基本条例基本条例基本条例ががががポーズポーズポーズポーズにににに終終終終わらないようわらないようわらないようわらないよう、、、、魂魂魂魂をををを入入入入れてほしいれてほしいれてほしいれてほしい。。。。    

●●●●議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例についについについについてててて広広広広くくくく市民市民市民市民にににに意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき、、、、解散解散解散解散してからしてからしてからしてから決決決決めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。    

○○○○拙速拙速拙速拙速にににに基本条例基本条例基本条例基本条例をつくらないようにしてほしいをつくらないようにしてほしいをつくらないようにしてほしいをつくらないようにしてほしい。。。。パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングをををを１１１１回回回回だけですぐだけですぐだけですぐだけですぐ

決決決決めないようにめないようにめないようにめないように。。。。そんなことをしたらそんなことをしたらそんなことをしたらそんなことをしたら、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長となんらとなんらとなんらとなんら変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。市議会市議会市議会市議会ははははパフォーパフォーパフォーパフォー

マンスマンスマンスマンスにににに走走走走らないようにしてほしいらないようにしてほしいらないようにしてほしいらないようにしてほしい。。。。    

○○○○市民市民市民市民とととと議会議会議会議会、、、、議会議会議会議会とととと市長市長市長市長、、、、議会議会議会議会のののの運営運営運営運営のののの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、座長案座長案座長案座長案、、、、分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告ともともともとも「「「「努努努努めるめるめるめる」」」」

というというというという文言文言文言文言がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、努努努努めるとはめるとはめるとはめるとは努力規定努力規定努力規定努力規定でありでありでありであり、、、、議会改革取議会改革取議会改革取議会改革取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対しししし

てのてのてのての疑念疑念疑念疑念がががが生生生生じかじかじかじかねないのでねないのでねないのでねないので、、、、確定文確定文確定文確定文にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。    

○○○○地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体はははは直接民主主義直接民主主義直接民主主義直接民主主義ををををベースベースベースベース（（（（選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ぶぶぶぶとともにとともにとともにとともに直接請求直接請求直接請求直接請求によるによるによるによる条例制定条例制定条例制定条例制定とととと市長市長市長市長

とととと議会議会議会議会リコールリコールリコールリコールのののの権利権利権利権利があるがあるがあるがある））））にににに間接民主主義間接民主主義間接民主主義間接民主主義をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた仕組仕組仕組仕組みになっているみになっているみになっているみになっている。。。。市長市長市長市長とととと

議会議会議会議会はははは住住住住民民民民のののの代表者代表者代表者代表者というよりはというよりはというよりはというよりは「「「「住民住民住民住民のののの全体意思全体意思全体意思全体意思のののの代行者代行者代行者代行者」」」」とととと考考考考えるものであるえるものであるえるものであるえるものである。。。。代表代表代表代表

者者者者とととと考考考考えるからえるからえるからえるから、、、、代表者代表者代表者代表者がががが決決決決めるからめるからめるからめるから市民市民市民市民はははは黙黙黙黙っていろとっていろとっていろとっていろと錯覚錯覚錯覚錯覚しているしているしているしている議員議員議員議員がががが多多多多いいいい。。。。議員議員議員議員

はははは代行者代行者代行者代行者とととと言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えるだけでえるだけでえるだけでえるだけで主権者本人主権者本人主権者本人主権者本人のののの意思意思意思意思（（（（市民市民市民市民のののの全体意思全体意思全体意思全体意思））））がががが示示示示されればそれされればそれされればそれされればそれ

にににに従従従従うのがうのがうのがうのが当然当然当然当然だとだとだとだと自覚自覚自覚自覚できるはずできるはずできるはずできるはず。。。。代行者代行者代行者代行者がどんながどんながどんながどんな意見意見意見意見をををを議会議会議会議会でででで表明表明表明表明したかはしたかはしたかはしたかは当然市民当然市民当然市民当然市民

本人本人本人本人にににに常常常常にににに報告報告報告報告するのがするのがするのがするのが当当当当たりたりたりたり前前前前。。。。あくまであくまであくまであくまで地方議会地方議会地方議会地方議会のののの議員議員議員議員とととと首長首長首長首長はははは主権者市民主権者市民主権者市民主権者市民のののの意意意意見見見見のののの

代行者代行者代行者代行者であるべきであるべきであるべきであるべき。。。。そのそのそのその点点点点をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと自覚自覚自覚自覚しししし、、、、主権者市民主権者市民主権者市民主権者市民のののの直接参加直接参加直接参加直接参加とととと選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ばれたばれたばれたばれた市市市市

長長長長、、、、議会議会議会議会のののの３３３３者者者者がががが緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係でででで自治体自治体自治体自治体をををを運営運営運営運営すべきすべきすべきすべき。。。。議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、

そのありそのありそのありそのあり方方方方をををを決決決決めるのはめるのはめるのはめるのは主権者市民主権者市民主権者市民主権者市民であるであるであるである。。。。このこのこのこの原理原理原理原理をををを踏踏踏踏まえればまえればまえればまえれば、、、、このこのこのこの中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書をつをつをつをつ

くってくってくってくってパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントをををを求求求求めるというだけでなくめるというだけでなくめるというだけでなくめるというだけでなく制定段階制定段階制定段階制定段階からからからから市民参加市民参加市民参加市民参加をををを求求求求めることめることめることめること

はははは最低限最低限最低限最低限のののの議会議会議会議会のののの義務義務義務義務だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。再度再度再度再度、、、、振振振振りりりり出出出出しにしにしにしに戻戻戻戻りりりり、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加でででで議会基本条例制定議会基本条例制定議会基本条例制定議会基本条例制定

のののの検討検討検討検討をすべきとをすべきとをすべきとをすべきと考考考考えるえるえるえる。。。。    

○○○○このこのこのこの条例条例条例条例だとだとだとだと、、、、市長市長市長市長よりもよりもよりもよりも市議会市議会市議会市議会のののの方方方方がががが立場立場立場立場がががが上上上上とととと明明明明らかにらかにらかにらかに取取取取れるれるれるれる。。。。市長市長市長市長とととと市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員とととと

どちらのどちらのどちらのどちらの立場立場立場立場がががが上上上上かかかか、、、、当然市長当然市長当然市長当然市長だとだとだとだと思思思思うううう。。。。私私私私もももも某市会議員某市会議員某市会議員某市会議員のののの選挙時選挙時選挙時選挙時はははは応援応援応援応援しししし、、、、選挙期間中選挙期間中選挙期間中選挙期間中

はははは大変大変大変大変なななな苦労苦労苦労苦労をされていたをされていたをされていたをされていた。。。。しかししかししかししかし選挙後選挙後選挙後選挙後はははは公約公約公約公約どころかどころかどころかどころか、、、、応援者応援者応援者応援者のののの意見意見意見意見もももも聞聞聞聞くくくく場場場場もないもないもないもない。。。。

そんなそんなそんなそんな方方方方々々々々のののの集集集集まりでまりでまりでまりで決決決決めためためためた内容内容内容内容をををを賛成賛成賛成賛成することはすることはすることはすることは非常非常非常非常にににに抵抗抵抗抵抗抵抗があるがあるがあるがある。。。。市長市長市長市長はははは、、、、市民市民市民市民にわにわにわにわ

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい政治政治政治政治をしているをしているをしているをしている。。。。市民市民市民市民がががが選挙選挙選挙選挙でででで選選選選んだんだんだんだ市市市市ののののトップトップトップトップのののの意見意見意見意見をををを、、、、市議会市議会市議会市議会はなぜはなぜはなぜはなぜ反対反対反対反対

するのかするのかするのかするのか意味意味意味意味がわからないがわからないがわからないがわからない。。。。市議会市議会市議会市議会はそのはそのはそのはその政治判政治判政治判政治判断断断断をををを、、、、きちんときちんときちんときちんと運用運用運用運用できるようまとめるできるようまとめるできるようまとめるできるようまとめる

のがのがのがのが市議会市議会市議会市議会のののの仕事仕事仕事仕事ではないかではないかではないかではないか。。。。今市議会今市議会今市議会今市議会のやっていることはのやっていることはのやっていることはのやっていることは足足足足をひっぱをひっぱをひっぱをひっぱっっっっているだけにしているだけにしているだけにしているだけにし

かかかか見見見見えないえないえないえない。。。。立場的立場的立場的立場的にににに、、、、市長市長市長市長がががが上上上上、、、、市議会市議会市議会市議会はそのはそのはそのはその下下下下、、、、そんなそんなそんなそんな構造構造構造構造をひっくりかえすようなをひっくりかえすようなをひっくりかえすようなをひっくりかえすような

条例案条例案条例案条例案にはにはにはには反対反対反対反対。。。。    

○○○○議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの前前前前にににに持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを織織織織りりりり込込込込んだんだんだんだ名古屋市基本条例名古屋市基本条例名古屋市基本条例名古屋市基本条例がががが必要必要必要必要。。。。議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては当当当当たりたりたりたり前前前前のののの事事事事をををを何故明文化何故明文化何故明文化何故明文化しなければならないのかしなければならないのかしなければならないのかしなければならないのか疑問疑問疑問疑問であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、中間案中間案中間案中間案がががが歴歴歴歴

史史史史をををを認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか疑問疑問疑問疑問。。。。特特特特にににに、、、、移動拡声器移動拡声器移動拡声器移動拡声器をををを使使使使ってってってって知名度知名度知名度知名度をををを上上上上げるげるげるげる選挙運動選挙運動選挙運動選挙運動をするをするをするをする候補候補候補候補

者者者者はははは論外論外論外論外。。。。このこのこのこの点点点点はははは議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例にににに明文化明文化明文化明文化すべきすべきすべきすべき。。。。出来出来出来出来ないならないならないならないなら公聴会公聴会公聴会公聴会でででで論戦論戦論戦論戦するするするする仕組仕組仕組仕組みみみみ

がががが必須必須必須必須であるであるであるである。。。。当面困当面困当面困当面困っているっているっているっている観点観点観点観点からからからから立法立法立法立法のののの精神精神精神精神をををを骨抜骨抜骨抜骨抜きするようなきするようなきするようなきするような条文条文条文条文をををを入入入入れるのはれるのはれるのはれるのは

駄目駄目駄目駄目であるであるであるである。。。。    
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(4) 議会基本条例制定研究会について 
    

■■■■学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの方方方方がいるががいるががいるががいるが、、、、このこのこのこの座長案座長案座長案座長案というのはというのはというのはというのは学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者がががが書書書書いたものではないかといたものではないかといたものではないかといたものではないかと勘勘勘勘

ぐっているぐっているぐっているぐっている。。。。学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの方方方方がそういうがそういうがそういうがそういう役目役目役目役目であるならばであるならばであるならばであるならば、、、、もっとびしびしともっとびしびしともっとびしびしともっとびしびしと、、、、たたきたたきたたきたたき直直直直

すようなことをすようなことをすようなことをすようなことを言言言言ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。耳耳耳耳ざわりのいいことばかりざわりのいいことばかりざわりのいいことばかりざわりのいいことばかり言言言言っていてはっていてはっていてはっていては何何何何にもならないにもならないにもならないにもならない。。。。    

●●●●学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者にににに利害関係者利害関係者利害関係者利害関係者がががが複数入複数入複数入複数入りりりり、、、、人選人選人選人選にににに問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

２ 総則 
 

(1) 目的 
 

■■■■３３３３ページページページページのののの第第第第１１１１条条条条＜＜＜＜座長案座長案座長案座長案＞＞＞＞のところではのところではのところではのところでは、、、、下線下線下線下線がががが引引引引いてあるいてあるいてあるいてある部分部分部分部分でででで、「、「、「、「本市本市本市本市のののの住民自治住民自治住民自治住民自治とととと

民主主義民主主義民主主義民主主義をさらにをさらにをさらにをさらに発展発展発展発展させるさせるさせるさせる」」」」というというというという文言文言文言文言があるががあるががあるががあるが、、、、第第第第２２２２分科会分科会分科会分科会のののの意見意見意見意見はははは、「、「、「、「市民生活市民生活市民生活市民生活のののの向向向向

上上上上をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とするとするとするとする」」」」とととと言葉言葉言葉言葉がががが全全全全くくくく置置置置きかえられているきかえられているきかえられているきかえられている。。。。私私私私はははは、、、、住民自治住民自治住民自治住民自治であるとであるとであるとであると

かかかか、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義というというというという言葉言葉言葉言葉というのはというのはというのはというのは大事大事大事大事なななな言葉言葉言葉言葉だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、それがなぜそれがなぜそれがなぜそれがなぜ消消消消さなければいけさなければいけさなければいけさなければいけ

なかったかなかったかなかったかなかったか、、、、どういうどういうどういうどういう議論議論議論議論があったのかがあったのかがあったのかがあったのか、、、、そういうそういうそういうそういう説明説明説明説明はははは全全全全くされていなかったのでくされていなかったのでくされていなかったのでくされていなかったので、、、、ぜぜぜぜ

ひそういうところをひそういうところをひそういうところをひそういうところを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思うううう。。。。    

○○○○第第第第１１１１条条条条「「「「市民市民市民市民のののの代表代表代表代表」」」」というというというという表現表現表現表現のののの変更変更変更変更とととと追加文言追加文言追加文言追加文言をををを入入入入れるれるれるれる。。。。国会国会国会国会はははは正当正当正当正当にににに選挙選挙選挙選挙されたされたされたされた代代代代

表者表者表者表者をををを通通通通じじじじ行動行動行動行動とととと憲法憲法憲法憲法にあるがにあるがにあるがにあるが地方自治地方自治地方自治地方自治はははは代表規定代表規定代表規定代表規定がなくがなくがなくがなく正正正正しいしいしいしい表現表現表現表現はははは「「「「市民市民市民市民のののの代行者代行者代行者代行者」」」」

がががが良良良良いいいい。。。。以下以下以下以下すべてのところのすべてのところのすべてのところのすべてのところの条文条文条文条文のののの「「「「代代代代表表表表」」」」をををを「「「「代行者代行者代行者代行者」」」」にににに変変変変えるべきえるべきえるべきえるべき。。。。条条条条文文文文のののの「「「「市民市民市民市民

にににに開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを作作作作りりりり」」」」をををを削除削除削除削除しししし「「「「必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば市民市民市民市民はははは主権者主権者主権者主権者としてのとしてのとしてのとしての全体意思全体意思全体意思全体意思をををを示示示示しししし、、、、

市長市長市長市長・・・・議会議会議会議会はそれをはそれをはそれをはそれを尊重尊重尊重尊重しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。」。」。」。」をををを入入入入れるれるれるれる。。。。    

    

(2) 議会の役割・活動について 
 

■■■■議員議員議員議員のののの役割役割役割役割ははははチェックチェックチェックチェックをすることだがをすることだがをすることだがをすることだが、、、、チェックチェックチェックチェックもまともにできていないもまともにできていないもまともにできていないもまともにできていない。。。。子供子供子供子供がががが少少少少なくなくなくなく

なっていくなっていくなっていくなっていく中中中中でででで、、、、子供子供子供子供にににに関関関関するするするする部局部局部局部局がががが10101010以上以上以上以上あるあるあるある。。。。それだけのそれだけのそれだけのそれだけの役人役人役人役人をををを雇雇雇雇っているというこっているというこっているというこっているというこ

とととと。。。。役人役人役人役人のののの人件費人件費人件費人件費がががが高高高高いことはわかっていながらいことはわかっていながらいことはわかっていながらいことはわかっていながら、、、、何何何何でそんなことのでそんなことのでそんなことのでそんなことのチェックチェックチェックチェックもできないもできないもできないもできない

のかのかのかのか。。。。    

●●●●河村市長河村市長河村市長河村市長のののの独断独断独断独断をををを許許許許さずさずさずさず、、、、議会議会議会議会ががががチェックチェックチェックチェック機関機関機関機関・・・・政策立案機関政策立案機関政策立案機関政策立案機関としてとしてとしてとして確固確固確固確固たるたるたるたる地位地位地位地位をををを確立確立確立確立

しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。    

●●●●議会議会議会議会としてとしてとしてとして明確明確明確明確なななな意思表明意思表明意思表明意思表明をしをしをしをし、、、、市議会市議会市議会市議会のののの役割役割役割役割をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり果果果果たせたせたせたせ、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが市民市民市民市民にはっにはっにはっにはっ

きりわかるようなものにしてほしいきりわかるようなものにしてほしいきりわかるようなものにしてほしいきりわかるようなものにしてほしい。。。。    

●●●●信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる議会議会議会議会のののの充実充実充実充実のためにのためにのためにのために、、、、市民市民市民市民とととと議会議会議会議会をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ選挙制度選挙制度選挙制度選挙制度をををを含含含含めめめめ、、、、理解理解理解理解されるされるされるされる議会議会議会議会のののの

ありありありあり方方方方をををを検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

○○○○（（（（議会議会議会議会のののの役割及役割及役割及役割及びびびび活動原則活動原則活動原則活動原則））））のののの第第第第2222項項項項のののの((((1111))))のののの「「「「市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを議会議会議会議会審議審議審議審議にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる」」」」

というというというという表現表現表現表現はははは曖昧曖昧曖昧曖昧。。。。そこはそこはそこはそこは、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり「「「「市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき、、、、議会議会議会議会にににに反映反映反映反映させることさせることさせることさせること

はははは議員活動議員活動議員活動議員活動のののの基本基本基本基本」」」」とととと変変変変えるえるえるえる。。。。このこのこのこの表現表現表現表現はははは（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））のところでものところでものところでものところでも「「「「市民市民市民市民のののの意見意見意見意見

をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握」」」」をををを「「「「市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき市民市民市民市民のののの代行者代行者代行者代行者としてとしてとしてとして議会議会議会議会でででで・・・・・・・・・・・・」」」」とととと表現表現表現表現をををを

変変変変えるえるえるえる。。。。以下以下以下以下すべてすべてすべてすべて条文条文条文条文のののの「「「「把握把握把握把握」」」」をををを「「「「聞聞聞聞きききき」」」」にににに変変変変えるえるえるえる。。。。    

    

(3) 議員について 
 

■■■■テレビテレビテレビテレビのののの中中中中でででで発言発言発言発言したことにしたことにしたことにしたことに対対対対してしてしてして責任責任責任責任をとっていないをとっていないをとっていないをとっていない議員議員議員議員がいるがいるがいるがいる。。。。どういうことなのかどういうことなのかどういうことなのかどういうことなのか。。。。

そういそういそういそういうううう一一一一つつつつ一一一一つのつのつのつの言言言言ったったったった事柄事柄事柄事柄をををを守守守守ることがることがることがることが議員議員議員議員としてとしてとしてとして、、、、公人公人公人公人としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任とととと考考考考えるえるえるえる。。。。    
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■■■■総則総則総則総則をををを見見見見るとるとるとると、「、「、「、「議員議員議員議員はははは、、、、高高高高いいいい倫理性倫理性倫理性倫理性をををを常常常常にににに確立確立確立確立」」」」とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。そのそのそのその倫理性倫理性倫理性倫理性のののの確立確立確立確立からからからから行行行行

けばけばけばけば、、、、本来本来本来本来、、、、このこのこのこの程度程度程度程度のことはのことはのことはのことは条文条文条文条文でででで表記表記表記表記しないでしないでしないでしないで、、、、こういうことがあったこういうことがあったこういうことがあったこういうことがあったというというというという意見意見意見意見のののの

添添添添ええええ書書書書きききき程度程度程度程度でいいものをでいいものをでいいものをでいいものを条文案条文案条文案条文案でででで表記表記表記表記しているというところがしているというところがしているというところがしているというところが非常非常非常非常にににに不安不安不安不安というかというかというかというか、、、、不不不不

信感信感信感信感をををを持持持持っているっているっているっている。。。。    

●●●●市議市議市議市議をををを支持支持支持支持するするするする意見意見意見意見はほとんどないはほとんどないはほとんどないはほとんどない。。。。それだけそれだけそれだけそれだけ支持支持支持支持されていないということであるのでされていないということであるのでされていないということであるのでされていないということであるので、、、、

支持支持支持支持されるされるされるされる市議市議市議市議をををを目指目指目指目指してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●基本条例基本条例基本条例基本条例のののの前前前前にににに議員議員議員議員のののの能力能力能力能力がががが極極極極めてめてめてめて疑問疑問疑問疑問。。。。選挙運動選挙運動選挙運動選挙運動をををを自自自自らららら律律律律するするするする能力能力能力能力があるかがあるかがあるかがあるか。。。。歴史歴史歴史歴史をふをふをふをふ

まえてまえてまえてまえて行動行動行動行動するするするする能力能力能力能力があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。容易容易容易容易ならざるならざるならざるならざる事態事態事態事態にににに対処対処対処対処するするするする能力能力能力能力があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。最最最最もおももおももおももおも

しろいしろいしろいしろい意見交換意見交換意見交換意見交換をををを拒否拒否拒否拒否するするするする議員議員議員議員はははは辞辞辞辞めてめてめてめて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

○○○○（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））のののの((((2222))))「「「「議員議員議員議員はははは自自自自らのらのらのらの議会活動議会活動議会活動議会活動をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく説明説明説明説明するするするする。。。。」」」」にににに追加文言追加文言追加文言追加文言

「「「「定例市議会定例市議会定例市議会定例市議会のたびごとにのたびごとにのたびごとにのたびごとに」」」」をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

○○○○別途別途別途別途、「、「、「、「政治倫理条例政治倫理条例政治倫理条例政治倫理条例」」」」をををを作作作作ることることることること。。。。    

    

    

３ 市民と議会 
    

(1) 市民参加・市民意見の反映について 
    

■■■■市民市民市民市民のののの意見意見意見意見がががが多様化多様化多様化多様化しているしているしているしている中中中中でででで、、、、市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを練練練練りりりり上上上上げるげるげるげる議会議会議会議会のののの役割役割役割役割というのはというのはというのはというのは

非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。定例会定例会定例会定例会ごとにごとにごとにごとに、、、、区役所区役所区役所区役所くらいでくらいでくらいでくらいで議会議会議会議会ではではではでは今何今何今何今何がががが議論議論議論議論になっているになっているになっているになっている、、、、議議議議

員員員員はどういうはどういうはどういうはどういう意見意見意見意見をををを持持持持ってるってるってるってる、、、、こういうこういうこういうこういう意見意見意見意見をををを話話話話すすすす場場場場をををを、、、、議員議員議員議員のののの義務義務義務義務をすればをすればをすればをすれば、、、、よりよりよりより練練練練りりりり

上上上上がっていくとがっていくとがっていくとがっていくと思思思思うううう。。。。    

■■■■地域地域地域地域のののの住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くのにくのにくのにくのに区役所等区役所等区役所等区役所等でででで年年年年にににに３３３３回回回回かかかか４４４４回回回回でもいいからでもいいからでもいいからでもいいから、、、、意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をしてをしてをしてをして、、、、

みんながみんながみんながみんなが何何何何をををを言言言言いたいのいたいのいたいのいたいのかかかか、、、、何何何何をををを希望希望希望希望しているのかをしているのかをしているのかをしているのかを酌酌酌酌んでもらってんでもらってんでもらってんでもらって、、、、議員活動議員活動議員活動議員活動をしてもをしてもをしてもをしても

らいたいらいたいらいたいらいたい。。。。当選当選当選当選したしたしたした人人人人はみんなのはみんなのはみんなのはみんなの議員議員議員議員でででで、、、、後援会後援会後援会後援会だけのだけのだけのだけの議員議員議員議員ではなくではなくではなくではなく、、、、みんなのためにみんなのためにみんなのためにみんなのために働働働働

いてもらわないといけないいてもらわないといけないいてもらわないといけないいてもらわないといけない。。。。私私私私たちたちたちたち住民住民住民住民もももも自分自分自分自分のののの学区学区学区学区のののの向向向向こうのほうでこうのほうでこうのほうでこうのほうで起起起起きていることはきていることはきていることはきていることは

一切一切一切一切わからないからわからないからわからないからわからないから、、、、そういうところでそういうところでそういうところでそういうところで発表発表発表発表すればすればすればすれば、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで共有共有共有共有してしてしてして問題点問題点問題点問題点をををを話話話話しししし合合合合ええええ

るとるとるとると思思思思うううう。。。。答答答答えないことはえないことはえないことはえないことは次次次次のときにのときにのときにのときに答答答答えてもらうぐらいえてもらうぐらいえてもらうぐらいえてもらうぐらい働働働働いてもらわないといてもらわないといてもらわないといてもらわないと、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬

はとてもはとてもはとてもはとても払払払払えないえないえないえない。。。。    

■■■■国会国会国会国会のののの方方方方はははは、、、、年年年年にににに何度何度何度何度かかかか小学校体育館小学校体育館小学校体育館小学校体育館でででで説明会説明会説明会説明会をやりますというのをときどきをやりますというのをときどきをやりますというのをときどきをやりますというのをときどき見見見見るがるがるがるが、、、、市市市市

会会会会とととと県会県会県会県会ではではではでは一度一度一度一度もももも見見見見たことがないたことがないたことがないたことがない。。。。中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書ではではではでは、、、、どういうふうにすることをどういうふうにすることをどういうふうにすることをどういうふうにすることを努力努力努力努力すすすす

るるるる、、、、どういうふうにしたいとどういうふうにしたいとどういうふうにしたいとどういうふうにしたいと思思思思いますとあるがいますとあるがいますとあるがいますとあるが、、、、そうではなくそうではなくそうではなくそうではなく、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが議会議会議会議会でででで決決決決

まったとかまったとかまったとかまったとか、、、、委員会委員会委員会委員会でででで出出出出てきたといったことをてきたといったことをてきたといったことをてきたといったことを市民市民市民市民にににに絶対下絶対下絶対下絶対下ろしてほしいろしてほしいろしてほしいろしてほしい。。。。そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議

をををを、、、、今回今回今回今回のののの地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会のようにのようにのようにのように必必必必ずやってほしいずやってほしいずやってほしいずやってほしい。。。。    

■■■■議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは年年年年１１１１回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、やるやるやるやる気気気気がががが全全全全くないくないくないくないとととと思思思思うううう。。。。各区各区各区各区でででで各会期各会期各会期各会期ごとやるごとやるごとやるごとやる

のはのはのはのは当然当然当然当然だだだだ。。。。自分自分自分自分たちがこんなにたちがこんなにたちがこんなにたちがこんなに働働働働いているということをいているということをいているということをいているということを報告報告報告報告するのはするのはするのはするのは当然当然当然当然だだだだ。。。。自分自分自分自分のののの支支支支

援団体援団体援団体援団体だけやっていっていただいてはだけやっていっていただいてはだけやっていっていただいてはだけやっていっていただいては困困困困るるるる。。。。市民市民市民市民のののの税金税金税金税金をををを使使使使っているのだからっているのだからっているのだからっているのだから、、、、市民全部市民全部市民全部市民全部

にににに対対対対してやってしてやってしてやってしてやってもらうもらうもらうもらう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

■■■■３３３３分間市民演説分間市民演説分間市民演説分間市民演説をやったがをやったがをやったがをやったが、、、、このこのこのこの３３３３分間分間分間分間でででで、、、、実際実際実際実際にににに１１１１つのつのつのつの問題問題問題問題についてについてについてについて十分説明十分説明十分説明十分説明できるかできるかできるかできるか

ということということということということ。。。。今後今後今後今後もももも３３３３分間演説分間演説分間演説分間演説をやるならをやるならをやるならをやるなら、、、、最低最低最低最低５５５５分分分分はははは必要必要必要必要とととと思思思思うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは本本本本

会議場会議場会議場会議場でやるべきでやるべきでやるべきでやるべき。。。。    

■■■■３３３３分間分間分間分間スピーチスピーチスピーチスピーチでででで発言発言発言発言したしたしたした。。。。何遍原稿何遍原稿何遍原稿何遍原稿をををを書書書書きききき直直直直してもしてもしてもしても３３３３分半分半分半分半かかったがかかったがかかったがかかったが、、、、ルールルールルールルールをををを守守守守らならならならな

ければならないのでければならないのでければならないのでければならないので、、、、30303030秒秒秒秒やめたらやめたらやめたらやめたら物足物足物足物足りなかったりなかったりなかったりなかった。。。。このこのこのこの条例案条例案条例案条例案にににに３３３３分間分間分間分間とととと書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、

このこのこのこの３３３３分間分間分間分間はははは消消消消してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。何分何分何分何分でもいいぐらいにしてほしいでもいいぐらいにしてほしいでもいいぐらいにしてほしいでもいいぐらいにしてほしい。。。。    

●●●●議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、定例会定例会定例会定例会ごとごとごとごと各区各区各区各区へのへのへのへの出張出張出張出張、、、、議事録議事録議事録議事録のののの迅速迅速迅速迅速なななな公表公表公表公表をををを求求求求めるめるめるめる。。。。市民市民市民市民とのとのとのとのコミュコミュコミュコミュ

ニニニニケーションケーションケーションケーションをををを第一第一第一第一にににに。。。。それがそれがそれがそれが、、、、市議会市議会市議会市議会へのへのへのへの関心関心関心関心アップアップアップアップ、、、、好感度好感度好感度好感度アップアップアップアップにつながるにつながるにつながるにつながる。。。。    
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●●●●議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、各区各区各区各区でででで定例会期毎定例会期毎定例会期毎定例会期毎などでなどでなどでなどで行行行行うううう。。。。市議市議市議市議のののの年数回年数回年数回年数回のののの住民集会住民集会住民集会住民集会のののの広報広報広報広報をををを行行行行うううう。「～。「～。「～。「～

にににに努努努努めるめるめるめる」」」」はははは、、、、意思意思意思意思がががが弱弱弱弱いいいい。。。。    

●●●●各区各区各区各区ごとにごとにごとにごとに、、、、広広広広くくくく参加自由参加自由参加自由参加自由なななな「「「「市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく会会会会」」」」をををを開開開開いていていていて頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。市民市民市民市民のののの声声声声をををを聞聞聞聞きききき、、、、

理解理解理解理解をををを求求求求めるめるめるめる両方両方両方両方のののの積積積積みみみみ重重重重ねがねがねがねが必要必要必要必要。。。。    

●●●●中間案中間案中間案中間案のののの中中中中のののの「「「「市民市民市民市民のののの参加参加参加参加のののの促進促進促進促進～」～」～」～」のののの項目項目項目項目はははは、、、、座長案座長案座長案座長案がががが「～「～「～「～とするとするとするとする」」」」となっているのにとなっているのにとなっているのにとなっているのに

対対対対してしてしてして、、、、よりよりよりより深深深深くくくく議論議論議論議論したしたしたした第一分科会案第一分科会案第一分科会案第一分科会案ではではではでは「～「～「～「～にににに努努努努めるめるめるめる」」」」というようにというようにというようにというように努力規定努力規定努力規定努力規定となっとなっとなっとなっ

ておりておりておりており、、、、後退後退後退後退しているしているしているしている印象印象印象印象。。。。    

●●●●市民市民市民市民はははは議会議会議会議会ととととしてのしてのしてのしての活動活動活動活動、、、、報告報告報告報告をををを期待期待期待期待しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。    

●●●●市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの対話対話対話対話についてについてについてについて、、、、もっともっともっともっと具体的具体的具体的具体的にににに決決決決めてめてめてめて規定規定規定規定すべきすべきすべきすべき。。。。    

●●●●会派会派会派会派のののの党議拘束党議拘束党議拘束党議拘束よりもよりもよりもよりも市民市民市民市民のののの声声声声、、、、ニーズニーズニーズニーズにににに基基基基づいたづいたづいたづいた議論議論議論議論をををを期待期待期待期待するするするする。。。。市民市民市民市民のののの声声声声をををを重視重視重視重視したしたしたした

らららら、、、、会派会派会派会派にこだわっていられなくなるとにこだわっていられなくなるとにこだわっていられなくなるとにこだわっていられなくなると思思思思うううう。。。。誰誰誰誰のためののためののためののための市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員なのかなのかなのかなのか基本基本基本基本にににに立立立立ってってってって

ほしいほしいほしいほしい。。。。    

○○○○議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは各区各区各区各区でででで行行行行ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。必必必必ずずずず全全全全てのてのてのての議員議員議員議員がががが年年年年1111回一度回一度回一度回一度はははは議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でででで説明説明説明説明するよするよするよするよ

うにうにうにうに。。。。    

○○○○市民参加市民参加市民参加市民参加のののの機会機会機会機会はははは、、、、今後施行今後施行今後施行今後施行されるかもしれないされるかもしれないされるかもしれないされるかもしれない制度制度制度制度にもにもにもにも開開開開かれたかれたかれたかれた方方方方がよいのでがよいのでがよいのでがよいので、、、、第第第第２２２２項項項項

についてについてについてについて、「、「、「、「議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民がががが議会活動議会活動議会活動議会活動にににに参加参加参加参加するするするする機会機会機会機会をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、請願及請願及請願及請願及びびびび陳情陳情陳情陳情のののの審査審査審査審査

におけるにおけるにおけるにおける口頭陳情口頭陳情口頭陳情口頭陳情をををを実施実施実施実施するほかするほかするほかするほか、、、、市民市民市民市民３３３３分間議会演説制度等分間議会演説制度等分間議会演説制度等分間議会演説制度等のののの、、、、市民市民市民市民がががが直接議会活動直接議会活動直接議会活動直接議会活動にににに

参加参加参加参加できるできるできるできる制度制度制度制度のののの実施実施実施実施にににに努努努努めるめるめるめる。」。」。」。」とされるのはいかがかとされるのはいかがかとされるのはいかがかとされるのはいかがか。。。。    

    

(2) 広報について 
 

●●●●議員議員議員議員のののの働働働働きについてきについてきについてきについて、、、、もっともっともっともっと情報公開情報公開情報公開情報公開、、、、メッセージメッセージメッセージメッセージをををを広報広報広報広報すべきすべきすべきすべき。。。。    

○○○○議会議会議会議会ののののホームページホームページホームページホームページやそのやそのやそのやその中中中中のののの資料資料資料資料がとてもがとてもがとてもがとても分分分分かりにくいのでかりにくいのでかりにくいのでかりにくいので、、、、もっともっともっともっと分分分分かりやすくしてかりやすくしてかりやすくしてかりやすくして

ほしいほしいほしいほしい。。。。おおおお金金金金をかけてをかけてをかけてをかけて外部外部外部外部ののののデザイナーデザイナーデザイナーデザイナーにににに発注発注発注発注してもいいしてもいいしてもいいしてもいい。。。。    

    

(3) 情報の公開について 
    

■■■■情報公開情報公開情報公開情報公開はははは、、、、事務局事務局事務局事務局のののの中中中中でででで監視監視監視監視されながらされながらされながらされながら写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ることもできないなどとることもできないなどとることもできないなどとることもできないなどと言言言言われるのはわれるのはわれるのはわれるのは

心外心外心外心外。。。。議員議員議員議員のののの中中中中やややや事務局事務局事務局事務局のののの中中中中でででで決決決決めたことであってめたことであってめたことであってめたことであって、、、、市民市民市民市民にににに押押押押しつけてもらいたくないしつけてもらいたくないしつけてもらいたくないしつけてもらいたくない。。。。    

■■■■ちょっとできていないとちょっとできていないとちょっとできていないとちょっとできていないと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、議事録議事録議事録議事録とかのとかのとかのとかの公開公開公開公開がががが全然全然全然全然されていないされていないされていないされていない。。。。市会図書室市会図書室市会図書室市会図書室にににに

行行行行けばあるがけばあるがけばあるがけばあるが、、、、３３３３カカカカ月月月月、、、、４４４４カカカカ月月月月おくれているおくれているおくれているおくれている。。。。実際見実際見実際見実際見たいのはたいのはたいのはたいのは、、、、直近直近直近直近のものであるのものであるのものであるのものである。。。。そうそうそうそう

いうのもいうのもいうのもいうのも全部全部全部全部インターネットインターネットインターネットインターネットでででで見見見見られるようにすればられるようにすればられるようにすればられるようにすれば、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ市会図書室市会図書室市会図書室市会図書室にににに行行行行かなくてかなくてかなくてかなくて

もももも済済済済むむむむ。。。。    

■■■■委員会委員会委員会委員会のののの案内案内案内案内がががが分分分分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい。。。。何何何何がががが付議付議付議付議されていてされていてされていてされていて、、、、何何何何がががが議論議論議論議論されているかがわからないされているかがわからないされているかがわからないされているかがわからない。。。。

だからだからだからだから、、、、そういうのをちゃんとそういうのをちゃんとそういうのをちゃんとそういうのをちゃんと出出出出してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい。。。。今後今後今後今後やっていただけるというやっていただけるというやっていただけるというやっていただけるという期待期待期待期待もあもあもあもあ

りりりり、、、、そういうところまでしっかりそういうところまでしっかりそういうところまでしっかりそういうところまでしっかりやればやればやればやれば、、、、こういうこういうこういうこういう活動活動活動活動もももも意義意義意義意義があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

■■■■過去過去過去過去にさかのぼりにさかのぼりにさかのぼりにさかのぼり、、、、このこのこのこの議員議員議員議員はこういうことをはこういうことをはこういうことをはこういうことを議会議会議会議会のののの中中中中でででで活動活動活動活動したしたしたした。。。。だからだからだからだから、、、、こういうこういうこういうこういう問問問問

題題題題についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの人人人人にににに頼頼頼頼めばいろいろとやってもらえるだろうというようにめばいろいろとやってもらえるだろうというようにめばいろいろとやってもらえるだろうというようにめばいろいろとやってもらえるだろうというように、、、、過去過去過去過去にさにさにさにさ

かのぼってどういうことをやっていたかというのがわかるようなかのぼってどういうことをやっていたかというのがわかるようなかのぼってどういうことをやっていたかというのがわかるようなかのぼってどういうことをやっていたかというのがわかるような形形形形でででで、、、、長期的長期的長期的長期的にににに議員議員議員議員のののの活活活活

動動動動がががが目目目目にににに見見見見えてえてえてえて、、、、わかるようなわかるようなわかるようなわかるような形形形形でででで情報公開情報公開情報公開情報公開をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

■■■■議案議案議案議案についてのについてのについてのについての会派会派会派会派ごとのごとのごとのごとの賛否賛否賛否賛否をををを公開公開公開公開するとあるするとあるするとあるするとある。。。。国会国会国会国会でででではははは会派会派会派会派はははは必要必要必要必要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、地方議地方議地方議地方議

会会会会にはにはにはには何何何何々々々々党党党党だのだのだのだの何会派何会派何会派何会派、、、、全全全全くくくく必要必要必要必要ないとないとないとないと考考考考えるえるえるえる。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの議員議員議員議員がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの考考考考ええええ方方方方、、、、

市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたいたいたいた上上上上でのでのでのでの自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを持持持持ってってってって、、、、市民市民市民市民とのとのとのとのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをとったをとったをとったをとった上上上上

でででで、、、、すべてのすべてのすべてのすべての議論議論議論議論にににに是是是是々々々々非非非非々々々々でやりでやりでやりでやり、、、、会派会派会派会派、、、、党議拘束党議拘束党議拘束党議拘束などなどなどなど邪魔邪魔邪魔邪魔だとだとだとだと私私私私はははは思思思思うううう。。。。    
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■■■■情報公開情報公開情報公開情報公開についてについてについてについて、、、、議会議会議会議会はははは市市市市のののの総合計画総合計画総合計画総合計画のののの策定策定策定策定にににに議決議決議決議決をををを要要要要するするするする条例条例条例条例をををを二二二二、、、、三日前三日前三日前三日前にににに急急急急にににに出出出出

したしたしたした。。。。情報公開情報公開情報公開情報公開されていないされていないされていないされていない。。。。情報公開情報公開情報公開情報公開するというするというするというするという、、、、このこのこのこの案案案案をををを作作作作りながらりながらりながらりながら情報公開情報公開情報公開情報公開していしていしていしてい

ないないないない。。。。基本条例基本条例基本条例基本条例でででで、、、、市長市長市長市長にににに枠枠枠枠をはめるということはをはめるということはをはめるということはをはめるということは私私私私はははは賛成賛成賛成賛成だだだだ。。。。しかししかししかししかし、、、、出出出出しししし方方方方がががが悪悪悪悪いいいい。。。。

議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会のようなところだけでのようなところだけでのようなところだけでのようなところだけで議案議案議案議案としてとしてとしてとして出出出出してしてしてして市長市長市長市長がががが分分分分かるのかかるのかかるのかかるのか。。。。市長市長市長市長にににに説明説明説明説明しししし

たのかたのかたのかたのか。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点がががが言言言言っていることとっていることとっていることとっていることと書書書書いているいているいているいていることがことがことがことが違違違違うううう。。。。またまたまたまた、、、、10101010ページページページページにににに、「、「、「、「議会議会議会議会

はははは議案議案議案議案についてについてについてについて会派会派会派会派ごとのごとのごとのごとの賛否賛否賛否賛否をををを公開公開公開公開するするするする」」」」とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。会派会派会派会派としてのとしてのとしてのとしての公開公開公開公開もいいがもいいがもいいがもいいが、、、、

私私私私たちがたちがたちがたちが知知知知りたいのはりたいのはりたいのはりたいのは個人個人個人個人個人個人個人個人のののの議員議員議員議員のののの、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの議案議案議案議案にににに対対対対するするするする、、、、施策施策施策施策にににに対対対対するするするする賛否賛否賛否賛否でででで

あるあるあるある。。。。それがそれがそれがそれが、、、、選挙選挙選挙選挙のときにはのときにはのときにはのときには政策政策政策政策だとだとだとだと言言言言うううう。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの政策政策政策政策にににに対対対対してどういうしてどういうしてどういうしてどういう考考考考えかをえかをえかをえかを

聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。選挙選挙選挙選挙はははは人柄人柄人柄人柄プラスプラスプラスプラス政策政策政策政策だだだだ。。。。政策政策政策政策がわからないがわからないがわからないがわからない。。。。自民党自民党自民党自民党はははは賛成賛成賛成賛成だけどだけどだけどだけど共産党共産党共産党共産党はははは反反反反

対対対対だとかではだとかではだとかではだとかでは分分分分からないからないからないからない。。。。一人一人違一人一人違一人一人違一人一人違うはずだうはずだうはずだうはずだ。。。。全部全部全部全部、、、、明明明明らかにしてほしいらかにしてほしいらかにしてほしいらかにしてほしい。。。。    

■■■■委員会委員会委員会委員会のののの傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者はははは７７７７名名名名だけでだけでだけでだけで、、、、会議室会議室会議室会議室のののの一番隅一番隅一番隅一番隅っこにっこにっこにっこに座座座座らされてらされてらされてらされて、、、、前前前前にににに綱綱綱綱がががが張張張張ってあるってあるってあるってある。。。。

まずまずまずまず、、、、人数人数人数人数がががが少少少少なななな過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると思思思思うううう。。。。このこのこのこの倍倍倍倍ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは必要必要必要必要とととと思思思思うううう｡｡｡｡またまたまたまた、、、、資料資料資料資料をををを配付配付配付配付されるがされるがされるがされるが、、、、

資料資料資料資料をををを返返返返さなくてはいけないさなくてはいけないさなくてはいけないさなくてはいけない。。。。議員議員議員議員はみんなはみんなはみんなはみんな持持持持っているのにっているのにっているのにっているのに、、、、市民市民市民市民にににに資料資料資料資料をををを配配配配っておいてっておいてっておいてっておいて、、、、

それをそれをそれをそれを戻戻戻戻せということはせということはせということはせということは非常非常非常非常におかしいとにおかしいとにおかしいとにおかしいと思思思思うううう。。。。またまたまたまた、、、、職員職員職員職員のののの傍聴傍聴傍聴傍聴がががが非常非常非常非常にににに多多多多いがいがいがいが、、、、これこれこれこれ

はははは非常非常非常非常におかしいにおかしいにおかしいにおかしい。。。。    

●●●●「「「「情報情報情報情報のののの公開公開公開公開」」」」のののの項目項目項目項目ではではではでは、、、、第一分科会案第一分科会案第一分科会案第一分科会案でででで賛否賛否賛否賛否のののの公開公開公開公開がががが入入入入ったことはったことはったことはったことは評価評価評価評価できるもののできるもののできるもののできるものの、、、、

会派会派会派会派ごとごとごとごとではではではでは各議員各議員各議員各議員ごとのごとのごとのごとの政治的意見政治的意見政治的意見政治的意見をををを見見見見ることができないることができないることができないることができない。。。。    

●●●●委員会委員会委員会委員会のののの傍聴傍聴傍聴傍聴７７７７人人人人はおかしいはおかしいはおかしいはおかしい。。。。またまたまたまた、、、、職員職員職員職員のののの傍聴傍聴傍聴傍聴はおかしいはおかしいはおかしいはおかしい。。。。    

●●●●開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会というのはというのはというのはというのは、、、、本来本来本来本来のののの姿姿姿姿であるであるであるである。。。。    

○○○○議会議会議会議会がががが税金税金税金税金をををを使使使使ってってってって調査調査調査調査したことはしたことはしたことはしたことは全部全部全部全部ホームページホームページホームページホームページでででで公開公開公開公開してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば活動活動活動活動

内容内容内容内容がががが分分分分かるかるかるかる。。。。    

○○○○「「「「広報広報広報広報」」」」とととと「「「「情報公開情報公開情報公開情報公開」」」」とのとのとのとの区別区別区別区別がついていないようにがついていないようにがついていないようにがついていないように見見見見えるえるえるえる。「。「。「。「広報広報広報広報」」」」とはとはとはとは「「「「議会議会議会議会がががが知知知知らららら

せたいせたいせたいせたい情報情報情報情報」」」」であってであってであってであって、、、、会議等会議等会議等会議等のののの日程日程日程日程、、、、議題等議題等議題等議題等、、、、再開再開再開再開のののの時刻等時刻等時刻等時刻等などはなどはなどはなどは「「「「広報広報広報広報」」」」であるであるであるである。。。。現現現現

状状状状ではではではでは、、、、議員提出議案議員提出議案議員提出議案議員提出議案ですらですらですらですら、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ市政情報市政情報市政情報市政情報センターセンターセンターセンターににににコピーコピーコピーコピーをををを取取取取りにりにりにりに行行行行かないとかないとかないとかないと見見見見

ることができないることができないることができないることができない。「。「。「。「情報公開情報公開情報公開情報公開」」」」とはとはとはとは「「「「議会議会議会議会がががが知知知知らせたくないらせたくないらせたくないらせたくない情報情報情報情報」」」」であるであるであるである。。。。具体的具体的具体的具体的にににに言言言言ええええ

ばばばば、、、、海外海外海外海外・・・・県外視察関係県外視察関係県外視察関係県外視察関係、、、、費用弁償関係費用弁償関係費用弁償関係費用弁償関係、、、、政務調査費関係政務調査費関係政務調査費関係政務調査費関係、、、、議会運営委員会理事会議会運営委員会理事会議会運営委員会理事会議会運営委員会理事会、、、、会派会派会派会派

間間間間のやりのやりのやりのやり取取取取りりりり、、、、議員議員議員議員のののの口利口利口利口利きなどであるきなどであるきなどであるきなどである。。。。議員議員議員議員のののの議案議案議案議案ごとのごとのごとのごとの賛否賛否賛否賛否はははは、、、、本来広報本来広報本来広報本来広報であってであってであってであって、「、「、「、「情情情情

報公開報公開報公開報公開」」」」にあたるのかにあたるのかにあたるのかにあたるのか疑問疑問疑問疑問。。。。またまたまたまた、、、、今回今回今回今回のののの「「「「議会基本条例制定研究会議会基本条例制定研究会議会基本条例制定研究会議会基本条例制定研究会」」」」はははは活発活発活発活発なななな議論議論議論議論がががが議議議議

会史上初会史上初会史上初会史上初めてめてめてめて行行行行われたにもかかわらずわれたにもかかわらずわれたにもかかわらずわれたにもかかわらず、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴はははは7777名名名名のみでのみでのみでのみで、、、、配布資料配布資料配布資料配布資料もももも議会議会議会議会にににに取取取取りにりにりにりに行行行行かなかなかなかな

いといといといと見見見見ることができずることができずることができずることができず、、、、議事録議事録議事録議事録もももも情報公開請求情報公開請求情報公開請求情報公開請求しないとしないとしないとしないと見見見見れないれないれないれないというというというという、「、「、「、「広報広報広報広報」」」」すらできすらできすらできすらでき

ていなかったていなかったていなかったていなかった。。。。現時点現時点現時点現時点ではではではでは「「「「広報広報広報広報」」」」すらすらすらすら出来出来出来出来ていないのがていないのがていないのがていないのが現状現状現状現状。「。「。「。「広報広報広報広報」」」」はははは当然当然当然当然のことのことのことのこと、、、、どどどど

こまでこまでこまでこまで真真真真のののの意味意味意味意味のののの「「「「情報公開情報公開情報公開情報公開」」」」がががが出来出来出来出来るのかがるのかがるのかがるのかが問問問問われているのではないかわれているのではないかわれているのではないかわれているのではないか。。。。    

    

    

４ 議会と市長 

 

(1) 市長等との関係について 

 

■■■■３３３３月月月月４４４４日日日日、、、、５５５５日日日日のののの議会議会議会議会をををを傍聴傍聴傍聴傍聴したしたしたした。。。。国会国会国会国会のののの民主党民主党民主党民主党とととと自民党自民党自民党自民党のけんかではないがのけんかではないがのけんかではないがのけんかではないが、、、、市長市長市長市長がががが議議議議

会会会会にににに向向向向かってかってかってかって怒怒怒怒っていたっていたっていたっていた。。。。市市市市がががが計画計画計画計画をををを立案立案立案立案するするするする時時時時はははは中間報告中間報告中間報告中間報告をせよをせよをせよをせよ、、、、立案立案立案立案したものはしたものはしたものはしたものは全部全部全部全部

議会議会議会議会がががが決決決決めるなどとありめるなどとありめるなどとありめるなどとあり、、、、市長市長市長市長がががが市長市長市長市長はいらないじゃないかというようなはいらないじゃないかというようなはいらないじゃないかというようなはいらないじゃないかというような激論激論激論激論があったがあったがあったがあった。。。。

市長市長市長市長選選選選からからからから予想出来予想出来予想出来予想出来たがたがたがたが、、、、議会議会議会議会はははは、、、、のりたけのりたけのりたけのりたけ議員議員議員議員をををを除除除除きききき、、、、全員河村全員河村全員河村全員河村さんがさんがさんがさんが嫌嫌嫌嫌いだいだいだいだ。。。。だからだからだからだから

全部反対全部反対全部反対全部反対をするというをするというをするというをするという気気気気がするがするがするがする。。。。    
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■■■■二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように定義定義定義定義されているのかされているのかされているのかされているのか。「。「。「。「中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書にににに用用用用いられるいられるいられるいられる用語用語用語用語五十音別五十音別五十音別五十音別」」」」

のののの最後最後最後最後にににに、、、、二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制というというというという欄欄欄欄がありがありがありがあり、「、「、「、「市長市長市長市長とととと議会議会議会議会のののの議員議員議員議員とがとがとがとが、、、、ともにともにともにともに住民住民住民住民のののの直接選挙直接選挙直接選挙直接選挙にににに

よってよってよってよって選選選選ばればればればれ、、、、おおおお互互互互いにけんいにけんいにけんいにけん制制制制しししし合合合合うことでうことでうことでうことで民意民意民意民意をををを的確的確的確的確にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる。」。」。」。」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、互互互互いにいにいにいに

牽制牽制牽制牽制しししし合合合合うといううといううといううという言葉言葉言葉言葉にににに少少少少しひっかかるしひっかかるしひっかかるしひっかかる。。。。最初最初最初最初にににに、、、、吉田議長吉田議長吉田議長吉田議長がががが今今今今ままままででででチェックチェックチェックチェックのののの目目目目をやっをやっをやっをやっ

てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、対案対案対案対案をつくるをつくるをつくるをつくる力力力力がいるとがいるとがいるとがいると思思思思うようにうようにうようにうようになったとなったとなったとなったと述懐述懐述懐述懐しているしているしているしている。。。。我我我我々々々々はははは、、、、今今今今までまでまでまで立立立立

法法法法ではなかったとではなかったとではなかったとではなかったと、、、、チェックチェックチェックチェックだったということだっただったということだっただったということだっただったということだった。。。。牽制牽制牽制牽制、、、、チェックチェックチェックチェック、、、、緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係というというというという

ことでことでことでことで、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るといったるといったるといったるといった意識意識意識意識でいるでいるでいるでいる気気気気がするがするがするがする。。。。もっともっともっともっと前向前向前向前向きにきにきにきに、、、、今今今今までやまでやまでやまでや

ったことのないようなものをったことのないようなものをったことのないようなものをったことのないようなものを新新新新しくつくりだすしくつくりだすしくつくりだすしくつくりだす知恵知恵知恵知恵をををを出出出出していかなければならないのにしていかなければならないのにしていかなければならないのにしていかなければならないのに、、、、

チチチチェックェックェックェックするのでするのでするのでするので、、、、誰誰誰誰かにかにかにかに書書書書かせてかせてかせてかせて出出出出したりしたりしたりしたり、、、、考考考考えをえをえをえを言言言言わせておいてわせておいてわせておいてわせておいて、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してみんしてみんしてみんしてみん

なでなでなでなで袋袋袋袋だたきにするというそういうだたきにするというそういうだたきにするというそういうだたきにするというそういう思想思想思想思想がががが、、、、まだこのまだこのまだこのまだこの中間報告書中間報告書中間報告書中間報告書のののの中中中中にはにはにはには非常非常非常非常にににに色濃色濃色濃色濃くくくく残残残残

っているっているっているっている。。。。    

●●●●議会議会議会議会とととと市長市長市長市長はははは対等対等対等対等であるべきだであるべきだであるべきだであるべきだ。。。。    

●●●●市長市長市長市長とととと対立対立対立対立しししし、、、、よいよいよいよい議論議論議論議論をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

●●●●名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市のののの発展発展発展発展のためにはのためにはのためにはのためには長長長長とととと議会議会議会議会とがとがとがとが車車車車のののの両輪両輪両輪両輪となりとなりとなりとなり大大大大いにいにいにいに議論議論議論議論してしてしてして、、、、市市市市のののの方向性方向性方向性方向性をしをしをしをし

っかりっかりっかりっかり決決決決めてめてめてめて執行執行執行執行することがとてもすることがとてもすることがとてもすることがとても大切大切大切大切なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うううう。。。。    

●●●●市長市長市長市長へのけんへのけんへのけんへのけん制制制制のののの発想発想発想発想そのものがおかしいそのものがおかしいそのものがおかしいそのものがおかしい。。。。市長市長市長市長とととと議会議会議会議会のののの均衡均衡均衡均衡おかしいおかしいおかしいおかしい。。。。    

○○○○権力濫用権力濫用権力濫用権力濫用ををををチェックチェックチェックチェックするするするする仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが必須必須必須必須。。。。監査請求監査請求監査請求監査請求があるががあるががあるががあるが機能不全機能不全機能不全機能不全。。。。有効有効有効有効なななな仕組仕組仕組仕組みにしなみにしなみにしなみにしな

いといといといと破局破局破局破局がががが有有有有りうることをりうることをりうることをりうることを認識認識認識認識すべきすべきすべきすべき。。。。    

○○○○第第第第２２２２分科会案分科会案分科会案分科会案のののの第第第第１１１１項項項項についてについてについてについて、「、「、「、「相互相互相互相互にけんにけんにけんにけん制制制制することすることすることすること」」」」をををを「「「「相互相互相互相互にけんにけんにけんにけん制制制制しししし、、、、均衡調和均衡調和均衡調和均衡調和

することすることすることすること」」」」というようにというようにというようにというように、、、、けんけんけんけん制制制制というというというという対立関係対立関係対立関係対立関係だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、そのそのそのその対立関係対立関係対立関係対立関係がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす

とととと期待期待期待期待されるされるされるされる均衡調和均衡調和均衡調和均衡調和をををを明記明記明記明記していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

    

(2) 予算等の説明について 
 

○○○○（（（（予算等予算等予算等予算等のののの議会議会議会議会へのへのへのへの説明説明説明説明））））のののの「「「「議会議会議会議会」」」」をををを「「「「市民市民市民市民」」」」にににに変変変変えるえるえるえる。。。。理由理由理由理由はははは、、、、議員議員議員議員はすべてはすべてはすべてはすべて市民市民市民市民でででで

ありありありあり、、、、あえてあえてあえてあえて議会議会議会議会というにというにというにというに及及及及ばなくてばなくてばなくてばなくて市民市民市民市民にににに説明説明説明説明すればすればすればすれば当然議員当然議員当然議員当然議員にもにもにもにも届届届届くのでくのでくのでくので十分十分十分十分。。。。    

○○○○第第第第３３３３分科会案分科会案分科会案分科会案「「「「議会議会議会議会はははは、、、、予算又予算又予算又予算又はははは市政市政市政市政にににに係係係係るるるる重要重要重要重要なななな政政政政策等策等策等策等のののの提言提言提言提言をををを受受受受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、必要必要必要必要にににに

応応応応じてじてじてじて、、、、当該案当該案当該案当該案にににに対対対対するするするするパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリング、、、、タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング等等等等のののの市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴

取取取取しししし、、、、審議審議審議審議にににに反映反映反映反映させるさせるさせるさせる。」。」。」。」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、これはこれはこれはこれは予算等予算等予算等予算等にににに限限限限らずらずらずらず、、、、議員提出議員提出議員提出議員提出のののの条例条例条例条例にもにもにもにも適用適用適用適用すすすす

べきではないかべきではないかべきではないかべきではないか。。。。またまたまたまた、、、、パブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングなどというなどというなどというなどという曖昧曖昧曖昧曖昧なものではなくなものではなくなものではなくなものではなく、、、、きちんときちんときちんときちんと

要綱要綱要綱要綱をををを作作作作ってってってって制度的制度的制度的制度的にににに市民市民市民市民のののの声声声声をををを聞聞聞聞きききき、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見をををを公表公表公表公表すべきすべきすべきすべき。。。。    

 

 

５ 議会の運営 
    

■■■■３３３３月月月月４４４４日日日日、、、、５５５５日日日日とととと傍聴傍聴傍聴傍聴したがしたがしたがしたが、、、、代表質問代表質問代表質問代表質問でででで重複重複重複重複するするするする質問質問質問質問がががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく、、、、時間時間時間時間のののの無駄無駄無駄無駄であるであるであるである。。。。

そのそのそのその中中中中でででで、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい質問質問質問質問だとだとだとだと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、公明党公明党公明党公明党のののの加藤議員加藤議員加藤議員加藤議員。。。。自分自分自分自分はははは削減削減削減削減のののの方法方法方法方法をををを知知知知っっっっ

ているているているている、、、、こうすればこうすればこうすればこうすれば市長市長市長市長できるんだとできるんだとできるんだとできるんだと、、、、そういうそういうそういうそういう質問質問質問質問をするをするをするをする議員議員議員議員はははは加藤加藤加藤加藤さんだけさんだけさんだけさんだけ。。。。そのよそのよそのよそのよ

うなこともよくうなこともよくうなこともよくうなこともよく聞聞聞聞きききき、、、、内容内容内容内容がががが重重重重ならないようにならないようにならないようにならないように、、、、濃濃濃濃いいいい質問質問質問質問をををを検討検討検討検討してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。質問質問質問質問のののの打打打打ちちちち

合合合合わせをしわせをしわせをしわせをし、、、、内容濃内容濃内容濃内容濃くくくく議論議論議論議論をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

■■■■議員議員議員議員はもうはもうはもうはもう少少少少しししし議論議論議論議論がががが出来出来出来出来るようなるようなるようなるような方方方方をををを望望望望むむむむ。。。。委員会委員会委員会委員会をををを見見見見ていてていてていてていて、、、、一方的一方的一方的一方的にににに個人個人個人個人がががが話話話話してしてしてして

いていていていて、、、、反対反対反対反対であればであればであればであれば意見意見意見意見をををを交交交交わすというのをわすというのをわすというのをわすというのを避避避避けているけているけているけている。。。。ただただただただ、、、、意見意見意見意見をだらだらとをだらだらとをだらだらとをだらだらと出出出出しししし、、、、

並並並並べているだけでべているだけでべているだけでべているだけで、、、、最後最後最後最後にににに会派会派会派会派でででで決決決決めるというめるというめるというめるという方法方法方法方法がががが、、、、やはりやはりやはりやはり本格的本格的本格的本格的にににに議論議論議論議論しているとしているとしているとしていると思思思思

えないえないえないえない。。。。政策政策政策政策のよしあしがはっきりしないのよしあしがはっきりしないのよしあしがはっきりしないのよしあしがはっきりしない。。。。    

■■■■会派会派会派会派のののの位置位置位置位置づけではづけではづけではづけでは、、、、会派会派会派会派でまとめていろいろなことをでまとめていろいろなことをでまとめていろいろなことをでまとめていろいろなことを調査調査調査調査ということになっているということになっているということになっているということになっている。。。。ここここ

れをちょっとれをちょっとれをちょっとれをちょっと皮肉皮肉皮肉皮肉ってってってって読読読読むとむとむとむと、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは会派会派会派会派がががが受受受受けけけけ取取取取ってもいいんじゃないかというってもいいんじゃないかというってもいいんじゃないかというってもいいんじゃないかという

ようなようなようなような理屈理屈理屈理屈にもなりそうなにもなりそうなにもなりそうなにもなりそうな気気気気がするがするがするがする。。。。    
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■■■■政策立案機能政策立案機能政策立案機能政策立案機能についてもについてもについてもについても、、、、まるでまるでまるでまるで議員業務議員業務議員業務議員業務をををを外部外部外部外部にににに委託委託委託委託するようなするようなするようなするような内容内容内容内容になっているになっているになっているになっている。。。。ここここ

んなことはんなことはんなことはんなことは、、、、テーマテーマテーマテーマのののの重要性重要性重要性重要性でそのでそのでそのでその都度決都度決都度決都度決めればめればめればめれば十分十分十分十分でででで、、、、条例条例条例条例にににに書書書書かなくてもというようかなくてもというようかなくてもというようかなくてもというよう

なななな気気気気がするがするがするがする。。。。    

●●●●河村市長河村市長河村市長河村市長へへへへのののの品格品格品格品格のののの質問質問質問質問はははは、、、、失礼失礼失礼失礼だだだだ。。。。    

●●●●議長議長議長議長ががががパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングパブリックヒアリングのののの冒頭冒頭冒頭冒頭あいさつであいさつであいさつであいさつで話話話話をしたをしたをしたをした政策立案機能政策立案機能政策立案機能政策立案機能のののの充実充実充実充実をををを切望切望切望切望するするするする。。。。    

●●●●公開公開公開公開されたされたされたされた議論議論議論議論をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

●●●●もうもうもうもう少少少少ししししレベルレベルレベルレベルのののの高高高高いいいい市会運営市会運営市会運営市会運営をををを目指目指目指目指してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●定刻定刻定刻定刻にににに会議会議会議会議をををを始始始始めるめるめるめる。。。。眠眠眠眠らないらないらないらない。。。。会議終了時間会議終了時間会議終了時間会議終了時間をををを明示明示明示明示するするするする。。。。市民市民市民市民のののの言葉言葉言葉言葉をををを使使使使うううう。。。。    

●●●●会議会議会議会議のののの運営運営運営運営についてについてについてについて。。。。    

●●●●議員間討議議員間討議議員間討議議員間討議、、、、政策立案政策立案政策立案政策立案についてについてについてについて。。。。    

○○○○会議中会議中会議中会議中はははは寝寝寝寝ないことないことないことないこと。。。。遅刻遅刻遅刻遅刻せずせずせずせず、、、、会議会議会議会議はははは定時開催定時開催定時開催定時開催。。。。座座座座ってばかりでってばかりでってばかりでってばかりで無無無無くくくく、、、、必必必必ずずずず発言発言発言発言するするするする。。。。    

○○○○議会議会議会議会のののの主人公主人公主人公主人公はははは議員議員議員議員であるからであるからであるからであるから、、、、本会議本会議本会議本会議とととと委員会委員会委員会委員会のののの開会開会開会開会10101010分前分前分前分前にににに着席着席着席着席するするするする。。。。    

○○○○市議会市議会市議会市議会ではではではでは、、、、議会内議会内議会内議会内ののののメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストはははは存在存在存在存在しているのだろうかしているのだろうかしているのだろうかしているのだろうか。「。「。「。「議員全員議員全員議員全員議員全員」「」「」「」「各委員各委員各委員各委員

会会会会」「」「」「」「研究会研究会研究会研究会」」」」などになどになどになどに分分分分けたけたけたけた、、、、メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストがあればがあればがあればがあれば、「、「、「、「登庁日登庁日登庁日登庁日のみのみのみのみ議論議論議論議論するするするする」」」」というというというという

軛軛軛軛からからからから解放解放解放解放されるされるされるされる。。。。メールメールメールメールがががが使使使使えないえないえないえない議員議員議員議員はははは、、、、FAXFAXFAXFAX等等等等でででで流流流流すなどすなどすなどすなど、、、、代替案代替案代替案代替案はははは可能可能可能可能。。。。理想的理想的理想的理想的なななな

のはのはのはのは、、、、議員議員議員議員ののののメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストをををを市民市民市民市民がががが見見見見ることができることができることができることができ、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見ををををメーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリスト

にににに反映反映反映反映させさせさせさせ、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい議論議論議論議論がががが生生生生まれることではないかまれることではないかまれることではないかまれることではないか。。。。    

○○○○議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長がががが１１１１年交代年交代年交代年交代なのをやめなのをやめなのをやめなのをやめ、、、、原則議員原則議員原則議員原則議員のののの任期任期任期任期にすべきにすべきにすべきにすべき。。。。    

○○○○「「「「反問権反問権反問権反問権」」」」をををを条文条文条文条文にににに記載記載記載記載すべきすべきすべきすべき。。。。    

○○○○文書文書文書文書でのでのでのでの質問質問質問質問をするをするをするをする制度制度制度制度((((質問趣意書制度質問趣意書制度質問趣意書制度質問趣意書制度))))のののの導入導入導入導入をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

○○○○議運構成議運構成議運構成議運構成のののの会派議員数会派議員数会派議員数会派議員数はははは現在現在現在現在５５５５名名名名だがだがだがだが、、、、少数意見少数意見少数意見少数意見をををを取取取取りりりり入入入入れるためれるためれるためれるため、、、、２２２２～～～～３３３３人人人人にするようにするようにするようにするよう

求求求求めるめるめるめる。。。。    

○○○○議論議論議論議論がががが拡散拡散拡散拡散することをすることをすることをすることを抑制抑制抑制抑制するのがするのがするのがするのが質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答のののの基本基本基本基本原則原則原則原則のののの趣旨趣旨趣旨趣旨かとかとかとかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、

議論議論議論議論のののの対象対象対象対象はははは市長等市長等市長等市長等のののの提出提出提出提出したしたしたした議案及議案及議案及議案及びびびび市政市政市政市政のののの課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、提出時提出時提出時提出時にににに過不足過不足過不足過不足なくなくなくなく説明説明説明説明するするするする

責任責任責任責任はははは提出者側提出者側提出者側提出者側にあるはずにあるはずにあるはずにあるはず。。。。提出者側提出者側提出者側提出者側のののの質問者質問者質問者質問者にににに対対対対するするするする反問権反問権反問権反問権をををを明文化明文化明文化明文化してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに認認認認めめめめ

ればればればれば、、、、そのそのそのその反問反問反問反問にににに対対対対するするするする回答回答回答回答もまたもまたもまたもまた認認認認めなければならずめなければならずめなければならずめなければならず、、、、提出物提出物提出物提出物にににに対対対対するするするする討議討議討議討議をををを離離離離れれれれ、、、、質質質質

問者問者問者問者にににに対対対対するするするする討議討議討議討議ともなりかねないともなりかねないともなりかねないともなりかねない。。。。これではこれではこれではこれでは主客主客主客主客がががが逆転逆転逆転逆転してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、よりよりよりより一層議論一層議論一層議論一層議論のののの混混混混

乱乱乱乱をををを招招招招くだけとくだけとくだけとくだけと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

○○○○よりよりよりより市民市民市民市民にににに開開開開かれかれかれかれ、、、、市民市民市民市民のののの参加参加参加参加をををを可能可能可能可能とするとするとするとする市政市政市政市政、、、、市議会市議会市議会市議会をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、現在現在現在現在のののの議議議議

会機能会機能会機能会機能、、、、市会事務局市会事務局市会事務局市会事務局のののの対応能力対応能力対応能力対応能力ではではではでは実現実現実現実現できないであろできないであろできないであろできないであろうとはうとはうとはうとは仄聞仄聞仄聞仄聞するするするする。。。。このこのこのこの方向性方向性方向性方向性はははは河河河河

村市長村市長村市長村市長のののの「「「「市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員ははははボランティアボランティアボランティアボランティアであるべきだであるべきだであるべきだであるべきだ。」。」。」。」というというというという趣旨趣旨趣旨趣旨とはとはとはとは逆逆逆逆ののののベクトルベクトルベクトルベクトルをををを向向向向いいいい

ているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。よりよりよりより開開開開かれたかれたかれたかれた民主主義民主主義民主主義民主主義というというというという高高高高いいいいコストコストコストコストのののの予想予想予想予想されるされるされるされる方方方方

向性向性向性向性をををを選択選択選択選択されているというのであればされているというのであればされているというのであればされているというのであれば、、、、確確確確かにこのかにこのかにこのかにこの基本条例基本条例基本条例基本条例にににに謳謳謳謳われているようなわれているようなわれているようなわれているような人的人的人的人的、、、、

予算的措置予算的措置予算的措置予算的措置はははは必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、そのためのそのためのそのためのそのための予算予算予算予算をををを市民市民市民市民はははは受容受容受容受容するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。そのそのそのその使途使途使途使途がはがはがはがは

っきりとしておりっきりとしておりっきりとしておりっきりとしており、、、、そのそのそのその効果効果効果効果もはっきりともはっきりともはっきりともはっきりと見見見見ええええ、、、、更更更更にににに必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思われるわれるわれるわれる税金税金税金税金であればであればであればであれば、、、、

負担負担負担負担はははは受容受容受容受容できようできようできようできよう。。。。一時的一時的一時的一時的にににに高高高高コストコストコストコストになろうともになろうともになろうともになろうとも、、、、このこのこのこの基本条例基本条例基本条例基本条例にににに示示示示されたようされたようされたようされたようなななな、、、、

市民参加市民参加市民参加市民参加、、、、公開公開公開公開のののの実現実現実現実現がなされてからがなされてからがなされてからがなされてから、、、、満天満天満天満天にににに公開公開公開公開されたされたされたされた中中中中でででで議会議会議会議会コストコストコストコストのののの議論議論議論議論はははは再論再論再論再論ささささ

れるべきであろうかとれるべきであろうかとれるべきであろうかとれるべきであろうかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    
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６ 議員定数・議員報酬等 
    

■■■■定数定数定数定数にににに対対対対してしてしてして立候補者数立候補者数立候補者数立候補者数はははは、、、、定数定数定数定数よりよりよりより少少少少しししし出出出出るるるる人数人数人数人数しかしかしかしか立候補立候補立候補立候補していないしていないしていないしていない。。。。結局結局結局結局、、、、選挙選挙選挙選挙をををを

やってもほとんどのやってもほとんどのやってもほとんどのやってもほとんどの候補者候補者候補者候補者がががが当選当選当選当選するするするする。。。。出来出来出来出来レースレースレースレースだということでだということでだということでだということで選挙選挙選挙選挙にににに対対対対するするするする関心関心関心関心をををを低低低低

めめめめ、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては議会議会議会議会にににに対対対対するするするする信頼信頼信頼信頼をををを低低低低めているめているめているめている。。。。今後今後今後今後はははは定数定数定数定数をををを減減減減らしてらしてらしてらして競争競争競争競争をををを激激激激しくするしくするしくするしくする、、、、

民意民意民意民意のののの反映反映反映反映からちょっとからちょっとからちょっとからちょっと逆行逆行逆行逆行するかもしれないがするかもしれないがするかもしれないがするかもしれないが、、、、競争力競争力競争力競争力をををを高高高高めることによってめることによってめることによってめることによって、、、、市民市民市民市民のののの

信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るということるということるということるということがががが必要必要必要必要。。。。    

■■■■多額多額多額多額なななな報報報報酬酬酬酬、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは、、、、ふだんのふだんのふだんのふだんの政党活動政党活動政党活動政党活動からいえばとんでもないからいえばとんでもないからいえばとんでもないからいえばとんでもない金額金額金額金額ではないかではないかではないかではないか。。。。    

■■■■市長市長市長市長がががが当選当選当選当選してしてしてして10101010カカカカ月経月経月経月経ちちちち、、、、市長市長市長市長はははは市民税市民税市民税市民税のののの10101010％％％％カットカットカットカットしししし、、、、水道料金水道料金水道料金水道料金ののののカットカットカットカットもしたもしたもしたもした。。。。すすすす

べてのべてのべてのべての議員議員議員議員がががが、、、、市長市長市長市長のののの行動行動行動行動にににに対対対対してしてしてして反対反対反対反対をしているようにをしているようにをしているようにをしているように見見見見えるえるえるえる。。。。どういうことかどういうことかどういうことかどういうことか。。。。それそれそれそれ

はははは、、、、議員議員議員議員のののの報酬報酬報酬報酬をををを半分半分半分半分のののの800800800800万万万万でいいとでいいとでいいとでいいということがいうことがいうことがいうことが一番一番一番一番のののの原因原因原因原因ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。ささささ

らにらにらにらに、、、、議員議員議員議員のののの定数定数定数定数、、、、報酬報酬報酬報酬もももも半分半分半分半分にににに。。。。800800800800万万万万だったらだったらだったらだったら誰誰誰誰でもでもでもでも立候補立候補立候補立候補するするするする。。。。800800800800万万万万でででで立候補立候補立候補立候補するするするする

人人人人はいるとはいるとはいるとはいると思思思思うううう。。。。    

■■■■定数定数定数定数についてについてについてについて、、、、多多多多いからいからいからいから半減半減半減半減というふうにやっているとというふうにやっているとというふうにやっているとというふうにやっていると受受受受けけけけ取取取取れるがれるがれるがれるが、、、、根拠根拠根拠根拠がよくわからがよくわからがよくわからがよくわから

なななないいいい。。。。市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて結論結論結論結論をををを出出出出すということだがそのとおりだとすということだがそのとおりだとすということだがそのとおりだとすということだがそのとおりだと思思思思うううう。。。。何人何人何人何人にににに１１１１人人人人がががが

適正適正適正適正なのかなのかなのかなのか。。。。ほんとうにほんとうにほんとうにほんとうに市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くためにはくためにはくためにはくためには、、、、一体何人一体何人一体何人一体何人にににに１１１１人人人人がががが議員議員議員議員になるべきなになるべきなになるべきなになるべきな

のかのかのかのか。。。。そういうところをきちんとそういうところをきちんとそういうところをきちんとそういうところをきちんと考考考考えたえたえたえた上上上上でででで、、、、半分半分半分半分にするべきなのかにするべきなのかにするべきなのかにするべきなのか、、、、増増増増やすべきなのかやすべきなのかやすべきなのかやすべきなのか

というところもというところもというところもというところも考考考考えていくべきでだとえていくべきでだとえていくべきでだとえていくべきでだと思思思思うううう。。。。増増増増やすことはおそらくないとやすことはおそらくないとやすことはおそらくないとやすことはおそらくないと思思思思うがうがうがうが、、、、場所場所場所場所にににに

よってはよってはよってはよっては150150150150人人人人にににに１１１１人人人人がががが議員議員議員議員みたいなみたいなみたいなみたいな村村村村もあるそうなのでもあるそうなのでもあるそうなのでもあるそうなので、、、、名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市というのはというのはというのはというのは市民市民市民市民のののの意見意見意見意見

というのはというのはというのはというのは通通通通りにくいのかもしれないとりにくいのかもしれないとりにくいのかもしれないとりにくいのかもしれないと思思思思うううう。。。。議員議員議員議員をををを減減減減らすということについてらすということについてらすということについてらすということについて選挙区選挙区選挙区選挙区にににに

対対対対してしてしてして１１１１人人人人しかしかしかしか通通通通らないというこらないというこらないというこらないということとととだとだとだとだと、、、、先先先先のののの総選挙総選挙総選挙総選挙でででで、、、、民主党民主党民主党民主党がががが大勝大勝大勝大勝したしたしたした時時時時、、、、小選挙区小選挙区小選挙区小選挙区

なのでなのでなのでなので１１１１人人人人しかしかしかしか通通通通らずらずらずらず、、、、主婦主婦主婦主婦のおばさんがのおばさんがのおばさんがのおばさんが名前名前名前名前をををを貸貸貸貸してくれとしてくれとしてくれとしてくれと言言言言われてわれてわれてわれて名前名前名前名前をををを貸貸貸貸したらしたらしたらしたら当当当当

選選選選をしたということがあったをしたということがあったをしたということがあったをしたということがあった。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが市議会市議会市議会市議会でもでもでもでも起起起起こってしまうのこってしまうのこってしまうのこってしまうのではないかではないかではないかではないか懸懸懸懸

念念念念するするするする。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、定数定数定数定数がががが半分半分半分半分になってになってになってになって、、、、僕僕僕僕がががが議員議員議員議員になりたいになりたいになりたいになりたい、、、、名古屋名古屋名古屋名古屋のためにのためにのためにのために働働働働きたいときたいときたいときたいと

思思思思ったときったときったときったとき、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長のののの派閥派閥派閥派閥についてについてについてについて、、、、河村党河村党河村党河村党としてとしてとしてとして出出出出ればおそらくればおそらくればおそらくればおそらく通通通通るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと

単純単純単純単純にににに思思思思うううう。。。。そういうそういうそういうそういう市議会市議会市議会市議会でほんとうでほんとうでほんとうでほんとうにいいのにいいのにいいのにいいのだろうかだろうかだろうかだろうか。。。。それはそれはそれはそれは独裁独裁独裁独裁というようなというようなというようなというような形形形形にににに

なるのではないかとなるのではないかとなるのではないかとなるのではないかと思思思思うううう。。。。議会議会議会議会とととと市長市長市長市長というのはというのはというのはというのは対決対決対決対決してあるべきだしてあるべきだしてあるべきだしてあるべきだとととと思思思思うのうのうのうのでででで、、、、二元代二元代二元代二元代

表制表制表制表制ということでということでということでということで、、、、地方議会地方議会地方議会地方議会、、、、地方政治地方政治地方政治地方政治、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治はやっていくべきだとはやっていくべきだとはやっていくべきだとはやっていくべきだと思思思思うううう。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数のののの半減半減半減半減についてについてについてについて、、、、５５５５人人人人、、、、６６６６人人人人いるいるいるいる区区区区でででで３３３３人人人人とかというのならまだとかというのならまだとかというのならまだとかというのならまだ話話話話はわかはわかはわかはわかるがるがるがるが、、、、

２２２２人人人人のところをのところをのところをのところを１１１１人人人人にににに減減減減らすというのはらすというのはらすというのはらすというのは、、、、やはりそのやはりそのやはりそのやはりその代表代表代表代表のののの人人人人のののの意見意見意見意見がががが通通通通ってしまうのでってしまうのでってしまうのでってしまうので、、、、

そのそのそのその区区区区のののの人人人人のののの大勢大勢大勢大勢のののの意見意見意見意見ではないとではないとではないとではないと思思思思うううう。。。。最低最低最低最低でもでもでもでも２２２２人人人人のののの定員定員定員定員にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。定員定員定員定員がががが半数半数半数半数

というのではなくというのではなくというのではなくというのではなく、、、、区区区区によってによってによってによって考考考考えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。    

■■■■定数定数定数定数はははは、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの対話対話対話対話をするためにをするためにをするためにをするために、、、、今今今今のままのままのままのままとかとかとかとか減減減減らすべきではないとらすべきではないとらすべきではないとらすべきではないと思思思思うううう。。。。各定例会各定例会各定例会各定例会

ごとにごとにごとにごとに話話話話をするようなときをするようなときをするようなときをするようなとき、、、、半分半分半分半分のののの人間人間人間人間でそれがでそれがでそれがでそれが機能機能機能機能すすすするのかということがるのかということがるのかということがるのかということが心配心配心配心配であるであるであるである。。。。

小選挙区制小選挙区制小選挙区制小選挙区制みたいになればみたいになればみたいになればみたいになれば、、、、トップトップトップトップになったになったになったになった人人人人のののの意見意見意見意見しかしかしかしか市市市市にににに反映反映反映反映されないというされないというされないというされないという危険性危険性危険性危険性

がすごくがすごくがすごくがすごく高高高高くなってしまうとくなってしまうとくなってしまうとくなってしまうと思思思思うううう。。。。私私私私はははは２２２２月議会月議会月議会月議会にににに２２２２つつつつ請願請願請願請願をををを出出出出したのだがしたのだがしたのだがしたのだが、、、、とてもとてもとてもとても忙忙忙忙しししし

いいいい中中中中でででで時間時間時間時間をををを割割割割いていていていて話話話話をしてもらったをしてもらったをしてもらったをしてもらった。。。。話話話話をするをするをするをする機会機会機会機会というのをこちらもというのをこちらもというのをこちらもというのをこちらも作作作作っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要

性性性性はあるしはあるしはあるしはあるし、、、、議員議員議員議員にもそういうにもそういうにもそういうにもそういう機会機会機会機会をををを設設設設けてもらうけてもらうけてもらうけてもらう必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。対話対話対話対話をすることでをすることでをすることでをすることで

こちらのこちらのこちらのこちらの意見意見意見意見もももも伝伝伝伝えることができるしえることができるしえることができるしえることができるし、、、、逆逆逆逆にににに、、、、議員議員議員議員のののの意見意見意見意見をををを直接市民直接市民直接市民直接市民がががが聞聞聞聞くことができるくことができるくことができるくことができる

ということがということがということがということが大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うううう。。。。今今今今、、、、定数定数定数定数のこととのこととのこととのことと報酬等報酬等報酬等報酬等のことがのことがのことがのことが一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって議論議論議論議論されていされていされていされてい

るるるるのはのはのはのは問題問題問題問題だとだとだとだと思思思思うううう。。。。定数定数定数定数というのはというのはというのはというのは私私私私たちたちたちたち市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを代表代表代表代表としてとしてとしてとして聞聞聞聞きききき、、、、それをそれをそれをそれを議会議会議会議会にににに

反映反映反映反映するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな人人人人だとだとだとだと思思思思うううう。。。。そのこととそのこととそのこととそのことと、、、、報酬報酬報酬報酬やややや政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費というのはまたというのはまたというのはまたというのはまた別問題別問題別問題別問題

だとだとだとだと思思思思うううう。。。。そのそのそのその政務調査費等政務調査費等政務調査費等政務調査費等のののの透明性透明性透明性透明性をををを確保確保確保確保するたするたするたするためにめにめにめに、、、、条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するするするする、、、、領収書領収書領収書領収書をををを公開公開公開公開

するとかというするとかというするとかというするとかという意見意見意見意見があったがあったがあったがあったがががが、、、、そのそのそのその必要性必要性必要性必要性はあるとはあるとはあるとはあると思思思思うううう。。。。議員議員議員議員はちゃんとはちゃんとはちゃんとはちゃんと仕事仕事仕事仕事をしないをしないをしないをしない

のはのはのはのは給料泥棒給料泥棒給料泥棒給料泥棒というというというという意見意見意見意見があったががあったががあったががあったがそのそのそのその分分分分、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと働働働働きききき、、、、市民市民市民市民ともっとともっとともっとともっと対話対話対話対話をすればをすればをすればをすれば、、、、

それにそれにそれにそれに見合見合見合見合ったったったった報酬報酬報酬報酬ではないかというふうにではないかというふうにではないかというふうにではないかというふうに考考考考えるえるえるえる。。。。ただただただただ単単単単にににに、、、、おおおお金金金金がないからがないからがないからがないから、、、、もったもったもったもった

いないからいないからいないからいないから、、、、なんでもかんでもなんでもかんでもなんでもかんでもなんでもかんでも削減削減削減削減すればいいということではなくすればいいということではなくすればいいということではなくすればいいということではなく、、、、それがそれがそれがそれが本当本当本当本当にににに必要必要必要必要かかかか

どうかどうかどうかどうか、、、、そのそのそのその点点点点にににに立立立立ってってってって議論議論議論議論をしないとをしないとをしないとをしないと結論結論結論結論もずれもずれもずれもずれてしまうのではないかとてしまうのではないかとてしまうのではないかとてしまうのではないかと心配心配心配心配するするするする。。。。    
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■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数とかとかとかとか報酬報酬報酬報酬などでなどでなどでなどで、、、、よくよくよくよく同規模地方公共団体同規模地方公共団体同規模地方公共団体同規模地方公共団体とのとのとのとの均衡均衡均衡均衡とととと聞聞聞聞くくくく。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外のののの政策政策政策政策などなどなどなど

でもでもでもでも。。。。しかししかししかししかし、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも同規模地方団体同規模地方団体同規模地方団体同規模地方団体とととと均衡均衡均衡均衡をををを図図図図らなければいけないのだろうからなければいけないのだろうからなければいけないのだろうからなければいけないのだろうか。。。。名古名古名古名古

屋市屋市屋市屋市のののの市議市議市議市議だからだからだからだから、、、、名古屋市民名古屋市民名古屋市民名古屋市民のいいとするところをやればいいのであってのいいとするところをやればいいのであってのいいとするところをやればいいのであってのいいとするところをやればいいのであって、、、、どこのどこのどこのどこの市民市民市民市民

のところをのところをのところをのところを見見見見ているのかているのかているのかているのか。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長のののの半分半分半分半分はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと極論極論極論極論だとだとだとだと思思思思うううう。。。。今今今今のののの定数定数定数定数でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思うううう。。。。そうしなそうしなそうしなそうしな

いといといといと、、、、１１１１つのつのつのつの選挙区選挙区選挙区選挙区でででで１１１１人人人人とかとかとかとか２２２２人人人人になったらになったらになったらになったら、、、、多様多様多様多様なななな意見意見意見意見のののの反映反映反映反映なんかできないなんかできないなんかできないなんかできない。。。。極論極論極論極論

していくとしていくとしていくとしていくと、、、、独裁者独裁者独裁者独裁者になりになりになりになり、、、、議会議会議会議会はははは不要不要不要不要、、、、私私私私がががが全部仕切全部仕切全部仕切全部仕切るというるというるというるという、、、、それがそれがそれがそれが一番一番一番一番いいのかといいのかといいのかといいのかと

いういういういう、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで行行行行ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと思思思思うううう。。。。ただただただただ、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬がががが、、、、月収月収月収月収ととととボーナスボーナスボーナスボーナスをををを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、大大大大

体体体体1500150015001500万万万万ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの年収年収年収年収になりになりになりになり、、、、サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマンのののの給料給料給料給料にしたらにしたらにしたらにしたら、、、、大会社大会社大会社大会社のののの部長部長部長部長かかかか取締役取締役取締役取締役ぐらぐらぐらぐら

いのいのいのいの給料給料給料給料でありでありでありであり、、、、普通普通普通普通のののの常識常識常識常識からからからから非常非常非常非常にかけにかけにかけにかけ離離離離れておるとれておるとれておるとれておると思思思思うううう。。。。７７７７割割割割ぐらいにするべきでぐらいにするべきでぐらいにするべきでぐらいにするべきで、、、、

そのぐらいにしないとそのぐらいにしないとそのぐらいにしないとそのぐらいにしないと、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと市民市民市民市民のののの反発反発反発反発がががが強強強強いいいいとととと思思思思うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費がががが年間年間年間年間

600600600600万万万万になるがになるがになるがになるが、、、、内容内容内容内容のののの不透明不透明不透明不透明があるがあるがあるがある。。。。１１１１万円以下万円以下万円以下万円以下はははは領収書領収書領収書領収書ななななしでいいということなのでしでいいということなのでしでいいということなのでしでいいということなので、、、、

どうどうどうどう使使使使われておるかがわからないのでわれておるかがわからないのでわれておるかがわからないのでわれておるかがわからないので、、、、透明化透明化透明化透明化をををを図図図図るるるる。。。。またまたまたまた、、、、月月月月50505050万万万万はもうはもうはもうはもう要要要要らないとらないとらないとらないと思思思思

うのでうのでうのでうので、、、、報酬報酬報酬報酬とととと同同同同じじじじ７７７７割割割割ぐらいにしてぐらいにしてぐらいにしてぐらいにして、、、、35353535万万万万ぐらいあればいいんじゃないかとぐらいあればいいんじゃないかとぐらいあればいいんじゃないかとぐらいあればいいんじゃないかと思思思思うううう。。。。帳簿帳簿帳簿帳簿

をつけるようにということでをつけるようにということでをつけるようにということでをつけるようにということで、、、、条例条例条例条例でででで決決決決まっているのでまっているのでまっているのでまっているので、、、、そのそのそのその帳簿帳簿帳簿帳簿をををを公開公開公開公開すればいいすればいいすればいいすればいい。。。。そそそそ

ういうものがういうものがういうものがういうものが常常常常にににに市民市民市民市民のののの目目目目にさらされているということでにさらされているということでにさらされているということでにさらされているということで、、、、抑止力抑止力抑止力抑止力になるとになるとになるとになると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、ぜぜぜぜ

ひひひひ帳簿帳簿帳簿帳簿をををを公開公開公開公開していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

■■■■政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費でででで一番問題一番問題一番問題一番問題なのはなのはなのはなのは、、、、やはりやはりやはりやはり使使使使いいいい方方方方。。。。それとそれとそれとそれと、、、、税金税金税金税金をををを納納納納めためためためた納税者納税者納税者納税者にとってわかにとってわかにとってわかにとってわか

るようなるようなるようなるような説明説明説明説明、、、、こういうふうにこういうふうにこういうふうにこういうふうに使使使使ったったったったというというというという、、、、そういそういそういそういうううう説明説明説明説明をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。何何何何がががが政務調査政務調査政務調査政務調査

費費費費にににに含含含含まれるのかということをもっとまれるのかということをもっとまれるのかということをもっとまれるのかということをもっと具具具具体的体的体的体的にににに示示示示していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。政調費政調費政調費政調費をををを使使使使ったったったった海外海外海外海外

視察視察視察視察にににに行行行行くのはいいくのはいいくのはいいくのはいいがががが、、、、旅行旅行旅行旅行会社会社会社会社にににに丸投丸投丸投丸投げをしないげをしないげをしないげをしない。。。。外国外国外国外国のののの状況状況状況状況をををを調調調調べるのはべるのはべるのはべるのはいいがいいがいいがいいが、、、、ぜぜぜぜ

ひひひひ自分自分自分自分でででで調調調調べていただきたいべていただきたいべていただきたいべていただきたい。。。。どうかどうかどうかどうか、、、、旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社にににに丸投丸投丸投丸投げをしてげをしてげをしてげをして連連連連れれれれていってもらうようていってもらうようていってもらうようていってもらうよう

なななな海外視察海外視察海外視察海外視察はははは今日限今日限今日限今日限りにりにりにりに廃止廃止廃止廃止をしていただきたいをしていただきたいをしていただきたいをしていただきたい。。。。    

■■■■議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬やややや定数定数定数定数はははは、、、、痛痛痛痛みをみをみをみを知知知知っていただくためにっていただくためにっていただくためにっていただくために、、、、３３３３割割割割とかとかとかとか４４４４割割割割ぐらいぐらいぐらいぐらい削減削減削減削減してしてしてして、、、、そこかそこかそこかそこか

らららら再出発再出発再出発再出発するというするというするというするという意気込意気込意気込意気込みでぜひやっていただきたいみでぜひやっていただきたいみでぜひやっていただきたいみでぜひやっていただきたい。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数についてはについてはについてはについては、、、、市長市長市長市長はははは75757575人人人人からからからから38383838人人人人にににに減減減減らすといらすといらすといらすということをうことをうことをうことを提案提案提案提案しているがしているがしているがしているが、、、、７７７７割割割割ぐぐぐぐ

らいらいらいらいにしてにしてにしてにして、、、、順番順番順番順番にやっていけにやっていけにやっていけにやっていけばいいようにばいいようにばいいようにばいいように思思思思うううう。。。。報酬報酬報酬報酬についてはについてはについてはについては、、、、これだけこれだけこれだけこれだけ不景気不景気不景気不景気のとのとのとのと

きにきにきにきに議員議員議員議員だけいいだけいいだけいいだけいい給料給料給料給料をもらっておいてをもらっておいてをもらっておいてをもらっておいて、、、、今今今今こういうふうになったらあれやりますこういうふうになったらあれやりますこういうふうになったらあれやりますこういうふうになったらあれやります、、、、これこれこれこれ

やりますやりますやりますやります、、、、改革改革改革改革やりますなんてとんでもないやりますなんてとんでもないやりますなんてとんでもないやりますなんてとんでもない。。。。今今今今までまでまでまで何何何何をやってをやってをやってをやっていたいたいたいたとととと思思思思うううう。。。。弔電弔電弔電弔電をををを止止止止めめめめ

るなどるなどるなどるなど仕分仕分仕分仕分けをしてけをしてけをしてけをして減減減減らせればらせればらせればらせれば市長市長市長市長のののの言言言言うことはできるとうことはできるとうことはできるとうことはできると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、ぜひやっていただきぜひやっていただきぜひやっていただきぜひやっていただき

たいたいたいたい。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数をををを半減半減半減半減にするということはにするということはにするということはにするということは、、、、やはりやはりやはりやはり少少少少しししし暴力的暴力的暴力的暴力的でででで、、、、まずまずまずまず、、、、少数少数少数少数のののの民意民意民意民意がががが反映反映反映反映されされされされ

なくなるなくなるなくなるなくなる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、市長市長市長市長がががが自分自分自分自分のののの意見意見意見意見がががが通通通通らなかったかららなかったかららなかったかららなかったから、、、、議員議員議員議員をををを半減半減半減半減にするとにするとにするとにするというふういうふういうふういうふう

にとれたにとれたにとれたにとれた。。。。河村市長河村市長河村市長河村市長のののの独断独断独断独断でででで動動動動くくくく議員議員議員議員をつくるということになっていくのをつくるということになっていくのをつくるということになっていくのをつくるということになっていくのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思

うううう。。。。予算予算予算予算がががが足足足足りないからりないからりないからりないから議員議員議員議員のののの報酬報酬報酬報酬をををを半減半減半減半減しなさいしなさいしなさいしなさいというのはというのはというのはというのは、、、、全全全全くくくく意味意味意味意味のののの違違違違うううう問題問題問題問題だとだとだとだと

思思思思うううう。。。。半減半減半減半減というのはというのはというのはというのは、、、、簡単簡単簡単簡単にににに決決決決められることではないとめられることではないとめられることではないとめられることではないと思思思思うううう。。。。もっともっともっともっと議員活動内容議員活動内容議員活動内容議員活動内容をおをおをおをお

知知知知らせしてらせしてらせしてらせして、、、、それにそれにそれにそれに見合見合見合見合ったったったった報酬報酬報酬報酬、、、、あとあとあとあと定数定数定数定数のほうはゆっくりとのほうはゆっくりとのほうはゆっくりとのほうはゆっくりと決決決決めていけばいいものでめていけばいいものでめていけばいいものでめていけばいいもので

あってあってあってあって、、、、急急急急いでなぜいでなぜいでなぜいでなぜ今必要今必要今必要今必要なのかとなのかとなのかとなのかと思思思思うううう。。。。だからだからだからだから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし議会議会議会議会のほうにものほうにものほうにものほうにもチャンスチャンスチャンスチャンスをををを与与与与

えるえるえるえる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それをそれをそれをそれを見見見見てててて決決決決めていけばいいとめていけばいいとめていけばいいとめていけばいいと思思思思うううう。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数とととと議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてについてについてについて、、、、もしもしもしもし、、、、これからやるこれからやるこれからやるこれからやるというというというということならことならことならことなら、、、、今日今日今日今日ののののパブリックヒパブリックヒパブリックヒパブリックヒ

アリングアリングアリングアリングでででで出出出出たたたた意見意見意見意見をををを基礎基礎基礎基礎にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの問題問題問題問題をさらにをさらにをさらにをさらに引引引引きききき続続続続いてこういういてこういういてこういういてこういう会合会合会合会合でででで

おおおお考考考考ええええ願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。    
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■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数とととと報酬報酬報酬報酬についてについてについてについて、、、、議員議員議員議員のののの自己保身自己保身自己保身自己保身のためののためののためののための問題問題問題問題がががが列挙列挙列挙列挙されておるようなされておるようなされておるようなされておるような気気気気がしてがしてがしてがして

しようがないしようがないしようがないしようがない。。。。現在現在現在現在のののの名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市のののの財政状況財政状況財政状況財政状況からからからから見見見見てててて、、、、議員議員議員議員のののの定数定数定数定数やもろもろのことをやもろもろのことをやもろもろのことをやもろもろのことを含含含含めめめめ

てててて、、、、現状維持現状維持現状維持現状維持でやっていけでやっていけでやっていけでやっていけるようなるようなるようなるような状況状況状況状況ではないではないではないではない。。。。定員削減定員削減定員削減定員削減とかとかとかとか議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの削減削減削減削減をををを市長市長市長市長がががが

提言提言提言提言しているがしているがしているがしているが、、、、これはこれはこれはこれは当然当然当然当然のことのことのことのこと。。。。やらなければならないやらなければならないやらなければならないやらなければならない問題問題問題問題。。。。人数人数人数人数がががが他他他他のののの市市市市とととと比較比較比較比較しししし

てどうこうてどうこうてどうこうてどうこう、、、、大勢大勢大勢大勢のののの民意民意民意民意をををを反映反映反映反映させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには議員議員議員議員のののの数数数数がががが必要必要必要必要だとだとだとだと、、、、もっともらしいようもっともらしいようもっともらしいようもっともらしいよう

なことはなことはなことはなことは書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、そんなそんなそんなそんな必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。議員議員議員議員はははは、、、、市民市民市民市民のののの声声声声をほんとうにをほんとうにをほんとうにをほんとうに反映反映反映反映されてきされてきされてきされてき

たかたかたかたか。。。。まずまずまずまず反映反映反映反映されてきてないされてきてないされてきてないされてきてない。。。。与党与党与党与党３３３３党党党党のののの幹事長幹事長幹事長幹事長がががが、、、、現在現在現在現在のののの議員議員議員議員のののの報酬報酬報酬報酬はははは高過高過高過高過ぎるぎるぎるぎる。。。。月月月月

額額額額にしているがにしているがにしているがにしているが、、、、日割日割日割日割りりりりににににとととといったいったいったいった記事記事記事記事がががが出出出出ているているているている。。。。当然当然当然当然、、、、名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市もしなければならなもしなければならなもしなければならなもしなければならな

いいいい問題問題問題問題。。。。このこのこのこの点点点点はははは十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮してやってもらいたいしてやってもらいたいしてやってもらいたいしてやってもらいたい。。。。    

■■■■順番順番順番順番がががが逆逆逆逆であるであるであるである。。。。名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例名古屋市議会基本条例というのがというのがというのがというのが策定策定策定策定されるようにされるようにされるようにされるように去年去年去年去年のののの暮暮暮暮れかられかられかられから何度何度何度何度

かやっているがかやっているがかやっているがかやっているが、、、、市民市民市民市民がががが知知知知りたいのはりたいのはりたいのはりたいのは、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長がががが提案提案提案提案したしたしたした議員定数議員定数議員定数議員定数・・・・議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの半減半減半減半減、、、、

政調費政調費政調費政調費をなくすということについてをなくすということについてをなくすということについてをなくすということについて市議会市議会市議会市議会がどがどがどがどうううう考考考考えているかをえているかをえているかをえているかを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。去年去年去年去年のののの暮暮暮暮れかれかれかれか

らもうわかっていることでらもうわかっていることでらもうわかっていることでらもうわかっていることで、、、、なぜそのなぜそのなぜそのなぜその対案対案対案対案をつくらないのをつくらないのをつくらないのをつくらないのかかかか。。。。政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて、、、、10101010年年年年

以上以上以上以上、、、、無税無税無税無税でででで55555555万円万円万円万円をををを領収書領収書領収書領収書のののの添付添付添付添付のののの義務義務義務義務がないがないがないがない、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに情報公開請求情報公開請求情報公開請求情報公開請求してもしてもしてもしても見見見見せないせないせないせない。。。。

調査研究調査研究調査研究調査研究にににに行行行行ってもってもってもっても報告書報告書報告書報告書もももも見見見見せないせないせないせない。。。。こんなふうでやっていてこんなふうでやっていてこんなふうでやっていてこんなふうでやっていて、、、、そういったことからそういったことからそういったことからそういったことから、、、、

なぜなぜなぜなぜ言言言言わないのかわないのかわないのかわないのか。。。。１１１１年後年後年後年後にはにはにはには全面公開全面公開全面公開全面公開するするするする、、、、領収書領収書領収書領収書もももも全部添付全部添付全部添付全部添付するするするする。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前であるであるであるである。。。。

公金公金公金公金をををを使使使使うことであるうことであるうことであるうことである。。。。何何何何でそれができないのかでそれができないのかでそれができないのかでそれができないのか。。。。そういったことをまずやらないとそういったことをまずやらないとそういったことをまずやらないとそういったことをまずやらないと、、、、市市市市

民民民民のののの共感共感共感共感をををを得得得得られないられないられないられない。。。。    

■■■■議員定数議員定数議員定数議員定数についてはについてはについてはについては、、、、削減削減削減削減をするということはをするということはをするということはをするということは望望望望んでいないんでいないんでいないんでいない。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、逆逆逆逆にににに我我我我々々々々のののの意見意見意見意見がががが

議員議員議員議員をををを通通通通してどうしてどうしてどうしてどう反映反映反映反映するかというするかというするかというするかという場場場場をつくらなければいけないというふうにをつくらなければいけないというふうにをつくらなければいけないというふうにをつくらなければいけないというふうに思思思思っているっているっているっている。。。。

これからのこれからのこれからのこれからの流流流流れについてれについてれについてれについて２２２２点提案点提案点提案点提案するするするする。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、議員議員議員議員がががが決決決決めるというめるというめるというめるという点点点点ではではではでは、、、、やはりやはりやはりやはり自分自分自分自分

のののの身分身分身分身分をををを減減減減らしたくないということがあるのでらしたくないということがあるのでらしたくないということがあるのでらしたくないということがあるので、、、、全面的全面的全面的全面的にににに第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関ににににゆだねてやるべきゆだねてやるべきゆだねてやるべきゆだねてやるべき

であるであるであるである。。。。みずからみずからみずからみずから判断判断判断判断するものではないとするものではないとするものではないとするものではないと思思思思うううう。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、非常非常非常非常にににに議員議員議員議員のののの少少少少ないないないない区区区区があがあがあがあ

るるるる。。。。多多多多くのくのくのくの区区区区でででで議員議員議員議員がいろいろながいろいろながいろいろながいろいろな意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合うというのもうというのもうというのもうというのも民主主義民主主義民主主義民主主義のののの反映反映反映反映のののの１１１１つつつつであるであるであるである

のでのでのでので、、、、合区合区合区合区というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、議員議員議員議員をををを減減減減らさないでらさないでらさないでらさないで、、、、今今今今のののの分分分分でででで多多多多くをくをくをくを減減減減らさならさならさならさないでもいでもいでもいでも住住住住

民民民民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映できるというできるというできるというできるという方法方法方法方法もももも、、、、今後今後今後今後のののの中中中中でででで考考考考えてみるえてみるえてみるえてみる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。またまたまたまた、、、、政政政政

務調査費務調査費務調査費務調査費にににについてはついてはついてはついては、、、、領収書等領収書等領収書等領収書等をををを全面公開全面公開全面公開全面公開するということでするということでするということでするということで、、、、分科会分科会分科会分科会のののの参考意見参考意見参考意見参考意見というというというという形形形形

になっているになっているになっているになっている。。。。本来本来本来本来はははは既既既既にににに公開公開公開公開をするとをするとをするとをすると言言言言っっっっていながらていながらていながらていながら、、、、改選改選改選改選のときまでのときまでのときまでのときまで影響影響影響影響をするといをするといをするといをするとい

うううう流流流流れになってきているのではないかとれになってきているのではないかとれになってきているのではないかとれになってきているのではないかと思思思思うううう。。。。みずからみずからみずからみずから決決決決めるものはめるものはめるものはめるものは後後後後からからからから後後後後からというからというからというからという

のはのはのはのは、、、、そこではそこではそこではそこでは改革改革改革改革のののの意欲意欲意欲意欲をををを失失失失っているということのあかしであるのでっているということのあかしであるのでっているということのあかしであるのでっているということのあかしであるので、、、、もっもっもっもっとみずからとみずからとみずからとみずから

自浄能力自浄能力自浄能力自浄能力をををを発揮発揮発揮発揮することがすることがすることがすることが必要必要必要必要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思うううう。。。。    

■■■■議員議員議員議員はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと給料給料給料給料をもらいをもらいをもらいをもらい過過過過ぎだとぎだとぎだとぎだと思思思思うううう。。。。なのでなのでなのでなので、、、、ももももうううう少少少少しししし下下下下げてほしいげてほしいげてほしいげてほしい。。。。このこのこのこの不景気不景気不景気不景気

のののの中中中中、、、、同同同同じだけのじだけのじだけのじだけの給料給料給料給料をもらおうとしたらをもらおうとしたらをもらおうとしたらをもらおうとしたら、、、、かなりかなりかなりかなり苦労苦労苦労苦労をしなければもらえないとをしなければもらえないとをしなければもらえないとをしなければもらえないと思思思思うううう。。。。

給料給料給料給料をををを下下下下げるのはげるのはげるのはげるのは嫌嫌嫌嫌かかかか。。。。    

■■■■議員議員議員議員のののの給料給料給料給料がががが決決決決してしてしてして高高高高いとはいとはいとはいとは思思思思わないわないわないわない。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその報酬報酬報酬報酬にににに見合見合見合見合ったったったった活動活動活動活動をしっかりやってをしっかりやってをしっかりやってをしっかりやって

いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。市長市長市長市長がががが給料給料給料給料をををを800800800800万円万円万円万円にしたのでにしたのでにしたのでにしたので議員議員議員議員もしろともしろともしろともしろと、、、、そういうそういうそういうそういう右右右右にににに倣倣倣倣ったことはったことはったことはったことは

しなくてよいしなくてよいしなくてよいしなくてよい。。。。私私私私はははは河村市長河村市長河村市長河村市長にににに投票投票投票投票したがしたがしたがしたが、、、、市民税市民税市民税市民税10101010％％％％減税減税減税減税をやってもらってをやってもらってをやってもらってをやってもらって行政行政行政行政サービサービサービサービ

ススススをををを削削削削ってもらおうなんてってもらおうなんてってもらおうなんてってもらおうなんて思思思思ってなかったってなかったってなかったってなかった。。。。そこのそこのそこのそこの財源財源財源財源はははは議員議員議員議員でででで捻出捻出捻出捻出していただくというしていただくというしていただくというしていただくという

ことはことはことはことは当当当当たりたりたりたり前前前前だがだがだがだが、、、、それはそれはそれはそれは今今今今までのまでのまでのまでの生活生活生活生活がががが変変変変わらないわらないわらないわらない大前提大前提大前提大前提でやっていただきたいとでやっていただきたいとでやっていただきたいとでやっていただきたいと思思思思

うううう。。。。ただただただただ、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり全面公開全面公開全面公開全面公開していくべきであるしていくべきであるしていくべきであるしていくべきである。。。。    

●●●●議員議員議員議員のののの定数定数定数定数はははは、、、、現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。そうでないとそうでないとそうでないとそうでないと議員議員議員議員がががが私達私達私達私達のののの身近身近身近身近なななな存在存在存在存在でなくなでなくなでなくなでなくな

るるるる。。。。何何何何かあればかあればかあればかあれば相談相談相談相談にににに乗乗乗乗るるるる・・・・力力力力になるになるになるになる存在存在存在存在にであってにであってにであってにであって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。。。。議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、特別多特別多特別多特別多

すぎるとはすぎるとはすぎるとはすぎるとは思思思思わないわないわないわない。。。。発言者発言者発言者発言者のののの中中中中にににに現在現在現在現在のののの報酬額報酬額報酬額報酬額はははは一般会社一般会社一般会社一般会社のののの課長又課長又課長又課長又はははは部長並部長並部長並部長並なのでなのでなのでなので多過多過多過多過

ぎるとぎるとぎるとぎると言言言言っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、私私私私はははは決決決決してしてしてして多過多過多過多過ぎるとはぎるとはぎるとはぎるとは思思思思わないわないわないわない。。。。市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてのとしてのとしてのとしての品格品格品格品格とととと資質資質資質資質

向上向上向上向上のためにはのためにはのためにはのためには必要必要必要必要なななな額額額額とととと思思思思うううう。。。。貧貧貧貧しくてはしくてはしくてはしくては考考考考えもえもえもえも目先目先目先目先のののの事柄事柄事柄事柄にしかにしかにしかにしか及及及及ばずばずばずばず、、、、広広広広いいいい視点視点視点視点とととと

長期的展望長期的展望長期的展望長期的展望をををを持持持持ってってってって的確的確的確的確なななな判断判断判断判断をををを行行行行うことはできないとうことはできないとうことはできないとうことはできないと思思思思うううう。。。。このこのこのこの不景気不景気不景気不景気でででで大変大変大変大変なときになときになときになときに

10101010％％％％ものものものもの減税減税減税減税はははは間違間違間違間違っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。そのそのそのその為為為為にににに議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの削減削減削減削減とはとんでもないとはとんでもないとはとんでもないとはとんでもない。。。。市長市長市長市長のののの

短絡的発想短絡的発想短絡的発想短絡的発想にににに呆呆呆呆れれれれ返返返返るるるる。。。。このこのこのこの不景気不景気不景気不景気をををを乗乗乗乗りりりり切切切切るためにはるためにはるためにはるためには議員議員議員議員もももも色色色色々々々々とととと研鑽研鑽研鑽研鑽をををを積積積積みみみみ、、、、河村市河村市河村市河村市

長長長長にににに踊踊踊踊らされてらされてらされてらされて報酬報酬報酬報酬をををを削削削削ることをることをることをることを考考考考えるよりもえるよりもえるよりもえるよりも、、、、いかにしていかにしていかにしていかにして景気景気景気景気をををを回復回復回復回復させるかにさせるかにさせるかにさせるかに頭頭頭頭をををを悩悩悩悩
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ませたませたませたませた方方方方がはるかにがはるかにがはるかにがはるかに良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。議員議員議員議員はははは、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長ののののパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスにににに負負負負けるけるけるける事事事事なくなくなくなく頑張頑張頑張頑張

ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。応援応援応援応援しているしているしているしている。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させるためにさせるためにさせるためにさせるために削減削減削減削減はははは許許許許さないようにがんばってほさないようにがんばってほさないようにがんばってほさないようにがんばってほ

しいしいしいしい。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数半減半減半減半減はははは極端極端極端極端。。。。それではそれではそれではそれでは市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映できないできないできないできない。。。。減減減減らすらすらすらす必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。    

●●●●市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに係係係係るるるる声声声声をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、市議会市議会市議会市議会でででで市長市長市長市長にただしてくれるにただしてくれるにただしてくれるにただしてくれる議員議員議員議員はははは少数少数少数少数ですですですです。。。。議員定議員定議員定議員定

数数数数をををを減減減減らせばらせばらせばらせば、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見をををを生生生生かすかすかすかす手段手段手段手段がなくなりますがなくなりますがなくなりますがなくなります。。。。今今今今のままかのままかのままかのままか、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にににに合合合合

わせてわせてわせてわせて少少少少しししし増増増増やしてもよいとやしてもよいとやしてもよいとやしてもよいと思思思思いますいますいますいます。。。。半減半減半減半減はもってのほかですはもってのほかですはもってのほかですはもってのほかです。。。。    

●●●●報酬報酬報酬報酬はははは、、、、今今今今よりよりよりより少少少少しししし減減減減らしてもよいがらしてもよいがらしてもよいがらしてもよいが、、、、800800800800万円万円万円万円ではではではでは議員活動議員活動議員活動議員活動がががが行行行行えないえないえないえない。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数にしろにしろにしろにしろ、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬にしろにしろにしろにしろ、、、、正当正当正当正当なななな理由理由理由理由ならならならなら現状維持現状維持現状維持現状維持でいいしでいいしでいいしでいいし、、、、100100100100年年年年にににに一度一度一度一度のののの経済経済経済経済

状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、議員定数議員定数議員定数議員定数、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はそのままははそのままははそのままははそのままは民意民意民意民意がががが許許許許さないのでさないのでさないのでさないので歩歩歩歩みよってもみよってもみよってもみよっても、、、、１１１１割割割割がががが

限度限度限度限度ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。ただただただただ、、、、調査費調査費調査費調査費についてはについてはについてはについてはカットカットカットカットしないとしないとしないとしないと市民市民市民市民はははは納得納得納得納得しないとしないとしないとしないと思思思思うううう。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数はははは半分半分半分半分かかかか３３３３分分分分のののの１１１１にににに減減減減らすべきであるらすべきであるらすべきであるらすべきである。。。。議員報酬等議員報酬等議員報酬等議員報酬等についてもについてもについてもについても年間年間年間年間1000100010001000万円程度万円程度万円程度万円程度

にににに減減減減らすべきであるらすべきであるらすべきであるらすべきである。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数のののの削減削減削減削減のののの決定決定決定決定。。。。議員議員議員議員のののの月給月給月給月給をををを減減減減らせらせらせらせ。。。。    

●●●●議員定数半分当然議員定数半分当然議員定数半分当然議員定数半分当然。。。。議員報酬半分当然議員報酬半分当然議員報酬半分当然議員報酬半分当然。。。。    

●●●●定数定数定数定数はははは半分半分半分半分でもでもでもでも多多多多すぎすぎすぎすぎ、、、、報酬報酬報酬報酬もももも多多多多すぎすぎすぎすぎ、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はなしでよいはなしでよいはなしでよいはなしでよい。。。。    

●●●●定数定数定数定数のののの減員減員減員減員・・・・報酬報酬報酬報酬のののの値下値下値下値下げにげにげにげに賛成賛成賛成賛成。。。。政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はいらないとはいらないとはいらないとはいらないと考考考考えるえるえるえる。。。。    

●●●●定数定数定数定数・・・・報酬報酬報酬報酬のおのおのおのお手盛手盛手盛手盛りりりり制度制度制度制度はおかしいはおかしいはおかしいはおかしい。。。。実績実績実績実績にににに対対対対してしてしてして対応対応対応対応するするするする。。。。実社会実社会実社会実社会でででで社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献したしたしたした

人人人人ががががそのさわりのそのさわりのそのさわりのそのさわりの所所所所をををを生生生生かすためにかすためにかすためにかすために１１１１期期期期のみでのみでのみでのみで議員議員議員議員になりになりになりになり次次次次のののの実績実績実績実績をををを上上上上げたげたげたげた人人人人にににに代代代代わるわるわるわる。。。。    

●●●●議員議員議員議員がががが特権特権特権特権をををを残残残残したまましたまましたまましたまま市民本意市民本意市民本意市民本意のののの政治政治政治政治をををを語語語語ることはることはることはることは違和感違和感違和感違和感があるがあるがあるがある。。。。定数削減定数削減定数削減定数削減せよせよせよせよ。。。。報酬報酬報酬報酬

減減減減らせらせらせらせ。。。。政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費もももも削削削削減減減減せよせよせよせよ。。。。    

●●●●調査費調査費調査費調査費のののの公開公開公開公開、、、、費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償はやはりなしというのははやはりなしというのははやはりなしというのははやはりなしというのは本来本来本来本来のののの姿姿姿姿であろうであろうであろうであろう。。。。しかししかししかししかし働働働働いたいたいたいた分分分分だけだけだけだけ

はははは何何何何かのかのかのかの形形形形でででで報酬報酬報酬報酬をををを出出出出すすすす方法方法方法方法はははは必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

●●●●政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費をををを減減減減らすらすらすらす。。。。１１１１万円以下万円以下万円以下万円以下はははは領収書領収書領収書領収書がいらないというのはおかしいがいらないというのはおかしいがいらないというのはおかしいがいらないというのはおかしい。。。。何何何何にににに使使使使ったのったのったのったの

かかかか分分分分からないのではからないのではからないのではからないのでは、、、、筋筋筋筋がががが通通通通らないらないらないらない。。。。    

●●●●必要必要必要必要であればであればであればであれば政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費をををを使使使使ってもよいがってもよいがってもよいがってもよいが、、、、１１１１円円円円からからからから領収書領収書領収書領収書はははは公開公開公開公開すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

●●●●市長案市長案市長案市長案になぜになぜになぜになぜ対案対案対案対案をををを示示示示さないのかさないのかさないのかさないのか。。。。    

●●●●定数定数定数定数・・・・報酬報酬報酬報酬についてのについてのについてのについての一定一定一定一定のののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示してしてしてして欲欲欲欲しかったしかったしかったしかった。。。。((((具体的具体的具体的具体的なななな))))    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数についてはについてはについてはについては、、、、中区中区中区中区、、、、熱田区熱田区熱田区熱田区、、、、東区東区東区東区がががが１１１１名名名名となるとなるとなるとなる案案案案がががが示示示示されているがされているがされているがされているが、、、、複数複数複数複数であっであっであっであっ

てはじめててはじめててはじめててはじめて民主主義民主主義民主主義民主主義がががが成立成立成立成立しししし、、、、一人一人一人一人ではではではでは、、、、たったたったたったたった一人一人一人一人のののの意見意見意見意見でそのでそのでそのでその区区区区についてはについてはについてはについては反映反映反映反映されされされされ

てしまうてしまうてしまうてしまう。。。。是非複数是非複数是非複数是非複数にしていただきたいにしていただきたいにしていただきたいにしていただきたい。。。。    

●●●●定数定数定数定数、、、、報酬報酬報酬報酬、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて。。。。    

●●●●議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、民意民意民意民意をををを反映反映反映反映してしてしてして決定決定決定決定とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような手順手順手順手順でででで民意民意民意民意をををを反映反映反映反映させるさせるさせるさせる

のかのかのかのか。。。。定数定数定数定数とととと報酬報酬報酬報酬にににに関関関関してのしてのしてのしての意見意見意見意見としてとしてとしてとして、、、、報酬報酬報酬報酬をををを少少少少しししし減減減減らしてらしてらしてらして、、、、定数定数定数定数をををを少少少少しししし増増増増やすなどやすなどやすなどやすなど、、、、

総額総額総額総額をををを抑抑抑抑えつつえつつえつつえつつ、、、、市民市民市民市民のののの少数少数少数少数のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映しやすくなるようにしやすくなるようにしやすくなるようにしやすくなるように定数定数定数定数をををを増増増増やすこともやすこともやすこともやすことも検討検討検討検討しししし

てもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。    

●●●●すべてすべてすべてすべて無駄無駄無駄無駄になっておりになっておりになっておりになっており、、、、議員議員議員議員のののの人数人数人数人数がががが多多多多いためにいためにいためにいために市民市民市民市民のののの意見意見意見意見がががが上上上上がらないがらないがらないがらない、、、、通通通通さないさないさないさないシシシシ

ステムステムステムステムでででで、、、、行政行政行政行政をををを甘甘甘甘やかしつけあがらせるやかしつけあがらせるやかしつけあがらせるやかしつけあがらせる原因原因原因原因になっているになっているになっているになっている。。。。すべてすべてすべてすべて出来出来出来出来レースレースレースレース、、、、はたではたではたではたで

見見見見てててて腹腹腹腹がががが立立立立つつつつ。。。。    

●●●●定数定数定数定数・・・・政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて。。。。報酬報酬報酬報酬、、、、自主的自主的自主的自主的にににに20202020～～～～40404040％％％％減減減減。。。。市長案市長案市長案市長案にににに対抗対抗対抗対抗せよせよせよせよ。。。。    

○○○○議員定数議員定数議員定数議員定数についてについてについてについて、、、、減員減員減員減員のののの方向方向方向方向にはにはにはには賛成賛成賛成賛成するがするがするがするが、、、、一気一気一気一気にににに半数半数半数半数などということではなくなどということではなくなどということではなくなどということではなく、、、、十十十十

分分分分にににに議論議論議論議論のののの上上上上、、、、適切適切適切適切なななな配置配置配置配置をををを望望望望むむむむ。。。。くれぐれもくれぐれもくれぐれもくれぐれも拙速拙速拙速拙速なななな決定決定決定決定はははは避避避避けていただきたいけていただきたいけていただきたいけていただきたい。。。。    



    ---- 16  16  16  16 ----    

○○○○議員議員議員議員のののの定定定定数数数数やややや報酬報酬報酬報酬はははは、、、、大学教授大学教授大学教授大学教授((((地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法をををを研究研究研究研究しているしているしているしている))))、、、、経営者代表経営者代表経営者代表経営者代表((((経団連経団連経団連経団連))))、、、、労働労働労働労働

代表代表代表代表((((連合連合連合連合))))といったといったといったといった、、、、責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって発言発言発言発言するするするするメンバーメンバーメンバーメンバーでででで検討会検討会検討会検討会をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、そこでそこでそこでそこで決決決決めてほめてほめてほめてほ

しいしいしいしい。。。。何何何何でもかんでもでもかんでもでもかんでもでもかんでも減減減減らせばいいというものではないらせばいいというものではないらせばいいというものではないらせばいいというものではない。。。。    

○○○○（（（（議員定数議員定数議員定数議員定数・・・・議員報酬等議員報酬等議員報酬等議員報酬等についてについてについてについて））））はははは、、、、議員議員議員議員はははは公務員公務員公務員公務員なのでなのでなのでなので、、、、主権者市民主権者市民主権者市民主権者市民がががが雇雇雇雇ったったったった使用人使用人使用人使用人

であるであるであるである。。。。使用人使用人使用人使用人がががが自自自自らのらのらのらの身分身分身分身分やややや報酬報酬報酬報酬をををを提案提案提案提案してしてしてして自自自自らららら決決決決めるということがめるということがめるということがめるということが一般社会一般社会一般社会一般社会ではありではありではありではあり

えないえないえないえない。。。。ここはここはここはここは当然市民当然市民当然市民当然市民とととと有識者有識者有識者有識者によるによるによるによる第第第第三者三者三者三者委員会委員会委員会委員会をををを設置設置設置設置しししし、、、、検討検討検討検討しししし決決決決めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。議会議会議会議会

はははは予算案予算案予算案予算案としてとしてとしてとして審議審議審議審議しししし議決議決議決議決するのみでよいするのみでよいするのみでよいするのみでよい。。。。11111111月議会月議会月議会月議会にににに提案提案提案提案さささされたれたれたれた議員定数議員定数議員定数議員定数やややや報酬報酬報酬報酬のほぼのほぼのほぼのほぼ

半減半減半減半減などをなどをなどをなどを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ議会改革議会改革議会改革議会改革のののの市長案市長案市長案市長案にににに対対対対してしてしてして、、、、議会議会議会議会がががが研究会研究会研究会研究会をををを作作作作ってってってって検討検討検討検討するとするとするとすると表明表明表明表明

されたされたされたされた以上以上以上以上、、、、このこのこのこの部分部分部分部分についてについてについてについて別別別別にににに条例条例条例条例でででで定定定定めるとめるとめるとめると逃逃逃逃げるのはいかがなものかげるのはいかがなものかげるのはいかがなものかげるのはいかがなものか。。。。市民市民市民市民としとしとしとし

てはてはてはては許許許許せないせないせないせない。。。。今今今今のののの格差社会格差社会格差社会格差社会とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの市税市税市税市税のののの減収減収減収減収とととと日本社会日本社会日本社会日本社会がががが成長成長成長成長するするするする時代時代時代時代ではなくではなくではなくではなく

定常型福祉社会定常型福祉社会定常型福祉社会定常型福祉社会をををを目指目指目指目指さなければならないときにさなければならないときにさなければならないときにさなければならないときに報酬等報酬等報酬等報酬等でででで2315231523152315万円万円万円万円もももも税金税金税金税金でででで議員議員議員議員にににに支払支払支払支払うううう

時代時代時代時代ではないことをではないことをではないことをではないことを十分自覚十分自覚十分自覚十分自覚していただしていただしていただしていただきたいきたいきたいきたい。。。。そしてそしてそしてそして具体的具体的具体的具体的ににににスリムスリムスリムスリムなななな議会改革案議会改革案議会改革案議会改革案をををを煮煮煮煮

詰詰詰詰めめめめ、、、、自自自自らのらのらのらの手手手手でででで報酬等報酬等報酬等報酬等のののの減額減額減額減額をををを市民市民市民市民にににに提案提案提案提案していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。それができなければそれができなければそれができなければそれができなければ第第第第三三三三

者委者委者委者委員会員会員会員会でででで決決決決めるようにめるようにめるようにめるように条例条例条例条例をつくってほしいをつくってほしいをつくってほしいをつくってほしい。。。。    

○○○○定数半減定数半減定数半減定数半減、、、、報酬半減報酬半減報酬半減報酬半減がなぜがなぜがなぜがなぜ悪悪悪悪いいいい。。。。市民市民市民市民ははははリストラリストラリストラリストラ、、、、給料給料給料給料カカカカットットットット、、、、今今今今のののの時代当時代当時代当時代当たりたりたりたり前前前前だだだだ。。。。予予予予

算内算内算内算内でのでのでのでの活動活動活動活動をすればよいのではないかをすればよいのではないかをすればよいのではないかをすればよいのではないか。。。。予算予算予算予算をををを考慮考慮考慮考慮したうえのしたうえのしたうえのしたうえの政治活政治活政治活政治活動動動動ではではではではダメダメダメダメなのかなのかなのかなのか。。。。    

○○○○議会議会議会議会ははははボランティアボランティアボランティアボランティアではないではないではないではない。。。。ボランティアボランティアボランティアボランティアでないからでないからでないからでないから、、、、市長市長市長市長やややや議員議員議員議員にににに報酬報酬報酬報酬をををを払払払払うううう。。。。ボラボラボラボラ

ンティアンティアンティアンティア活動活動活動活動ををををパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスにににに用用用用いるいるいるいる事事事事はははは許許許許されないされないされないされない。。。。議会議会議会議会もももも市側市側市側市側もこのもこのもこのもこの点点点点にににに対対対対してのしてのしてのしての

問題意識問題意識問題意識問題意識がががが欠如欠如欠如欠如しているしているしているしている。。。。現在現在現在現在ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに勤勤勤勤しんでおられるしんでおられるしんでおられるしんでおられる皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの疑念疑念疑念疑念やややや反感反感反感反感がががが出出出出

ないようなないようなないようなないような表現方法表現方法表現方法表現方法をををを検討検討検討検討してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

○○○○「「「「投票価値投票価値投票価値投票価値のののの平等平等平等平等」」」」にににに基基基基づくづくづくづく議員定数議員定数議員定数議員定数をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

 

 

７ その他 
    

(1) 議会・議員について 
    

■■■■どうしてどうしてどうしてどうして議員議員議員議員はははは名前名前名前名前にににに平仮名平仮名平仮名平仮名をををを使使使使うのかうのかうのかうのか。。。。    

■■■■議会議会議会議会はははは会派会派会派会派でででで結構動結構動結構動結構動いているかといているかといているかといているかと思思思思うがうがうがうが、、、、選挙選挙選挙選挙ではではではでは個人戦個人戦個人戦個人戦になってしまっているになってしまっているになってしまっているになってしまっている。。。。それがそれがそれがそれが

候補者個人候補者個人候補者個人候補者個人にににに対対対対するするするする評価評価評価評価というのをしにくくしているのでというのをしにくくしているのでというのをしにくくしているのでというのをしにくくしているので、、、、選挙選挙選挙選挙もももも会派会派会派会派でででで争争争争うようなうようなうようなうような仕組仕組仕組仕組

みにするとかみにするとかみにするとかみにするとか、、、、そういうわかりやすいそういうわかりやすいそういうわかりやすいそういうわかりやすい仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの議会議会議会議会のありのありのありのあり

方方方方のののの中中中中ではではではでは必要必要必要必要。。。。    

■■■■河村市長河村市長河村市長河村市長がががが多大多大多大多大なななな支持支持支持支持をををを得得得得たのはたのはたのはたのは、、、、特権特権特権特権をををを捨捨捨捨てててててててて市民市民市民市民ののののレベルレベルレベルレベルへおりてきたからへおりてきたからへおりてきたからへおりてきたから。。。。公用車公用車公用車公用車

というというというという特権特権特権特権をををを議長議長議長議長やややや副議長副議長副議長副議長がががが持持持持ったままったままったままったまま、、、、何何何何がががが市民本位市民本位市民本位市民本位なのかなのかなのかなのか。。。。特権特権特権特権をををを捨捨捨捨てればいいてればいいてればいいてればいい。。。。    

■■■■議員議員議員議員なりなりなりなり議会議会議会議会なりのなりのなりのなりの制度制度制度制度をもってをもってをもってをもって市民全体市民全体市民全体市民全体のののの意思意思意思意思だだだだ、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義のののの権威権威権威権威づけしてもらってはづけしてもらってはづけしてもらってはづけしてもらっては

困困困困るるるる。。。。    

■■■■議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてについてについてについて、、、、昨日昨日昨日昨日のののの本会議本会議本会議本会議でででで、、、、杉山議員杉山議員杉山議員杉山議員ががががパネルパネルパネルパネルをををを出出出出してしてしてして説明説明説明説明をしたをしたをしたをした。。。。私私私私はははは緑区民緑区民緑区民緑区民

だがだがだがだがアンケートアンケートアンケートアンケートもももも来来来来なかったなかったなかったなかった。。。。どのどのどのどのようにようにようにようにアンケートアンケートアンケートアンケートをやったのかをやったのかをやったのかをやったのか、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、性別性別性別性別、、、、職業職業職業職業、、、、

全部分析全部分析全部分析全部分析したしたしたした上上上上なのかなのかなのかなのか。。。。議会改革議会改革議会改革議会改革、、、、定数定数定数定数についてについてについてについて、、、、緑区緑区緑区緑区でででで議員議員議員議員がががが皆集皆集皆集皆集まりまりまりまり、、、、区民区民区民区民ミーティミーティミーティミーティ

ングングングングをやったらどうだをやったらどうだをやったらどうだをやったらどうだ。。。。河村市長河村市長河村市長河村市長ははははタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングをやっているをやっているをやっているをやっている。。。。そのそのそのそのタウンミーテタウンミーテタウンミーテタウンミーテ

ィングィングィングィングにににに緑区選出緑区選出緑区選出緑区選出のののの議員議員議員議員もももも県会議員県会議員県会議員県会議員もほんのもほんのもほんのもほんの二二二二、、、、三人三人三人三人しかしかしかしか来来来来ないのはないのはないのはないのは、、、、どういうことどういうことどういうことどういうことかかかか。。。。

ここにいるここにいるここにいるここにいる議員議員議員議員たちもたちもたちもたちも皆河村皆河村皆河村皆河村さんがさんがさんがさんが嫌嫌嫌嫌いだいだいだいだ。。。。嫌嫌嫌嫌いならいならいならいなら解散解散解散解散すればいいのではないかすればいいのではないかすればいいのではないかすればいいのではないか。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの候補候補候補候補をををを立立立立てればいいではないかてればいいではないかてればいいではないかてればいいではないか。。。。各政党各政党各政党各政党はははは全部推薦全部推薦全部推薦全部推薦するするするする議員議員議員議員をををを立立立立てればいてればいてればいてればい

いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。    

■■■■議会議会議会議会とととと市長市長市長市長のののの関係関係関係関係についてについてについてについて、、、、先日先日先日先日のののの条例条例条例条例はなぜはなぜはなぜはなぜ市長市長市長市長にににに詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明をしないでをしないでをしないでをしないで出出出出したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

私私私私はははは議会議会議会議会とととと常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会はははは傍聴傍聴傍聴傍聴しておりしておりしておりしており、、、、どういうどういうどういうどういう議論議論議論議論をしているかをしているかをしているかをしているか知知知知っているっているっているっている。。。。なぜかあなぜかあなぜかあなぜかあ

れはれはれはれは全然全然全然全然やらなかったやらなかったやらなかったやらなかった。。。。なぜなぜなぜなぜ飛飛飛飛ばしたのかばしたのかばしたのかばしたのか聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。このこのこのこの件件件件はははは、、、、議会議会議会議会のほうがのほうがのほうがのほうが悪悪悪悪いといといといと思思思思うううう。。。。
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しかもしかもしかもしかも、、、、再議再議再議再議にしたらまたにしたらまたにしたらまたにしたらまた何何何何のののの議論議論議論議論もなくもなくもなくもなく採決採決採決採決したしたしたした。。。。かなりかなりかなりかなり強引強引強引強引だだだだ。。。。市長市長市長市長のののの言動言動言動言動はははは非常非常非常非常にににに

強引強引強引強引だがだがだがだが、、、、このこのこのこの件件件件にににに関関関関してはしてはしてはしては議員議員議員議員がががが強引強引強引強引だったのでだったのでだったのでだったので弁明弁明弁明弁明してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●議員議員議員議員のののの任期任期任期任期はははは、、、、３３３３期期期期12121212年年年年までとするようまでとするようまでとするようまでとするよう努力努力努力努力してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

●●●●議員年金廃止議員年金廃止議員年金廃止議員年金廃止にににに向向向向けたけたけたけた努力努力努力努力がががが必要必要必要必要。。。。    

●●●●今今今今のののの選挙制度選挙制度選挙制度選挙制度のままではのままではのままではのままでは、、、、たとえたとえたとえたとえ解散解散解散解散してもしてもしてもしても結果結果結果結果はははは同同同同じだとじだとじだとじだと思思思思うしうしうしうし、、、、変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。    

●●●●議員議員議員議員がががが特権特権特権特権をををを残残残残ししししたままたままたままたまま市民本意市民本意市民本意市民本意のののの政治政治政治政治をををを語語語語ることはることはることはることは違和感違和感違和感違和感があるがあるがあるがある。。。。議員年金議員年金議員年金議員年金をなくせをなくせをなくせをなくせ。。。。    

●●●●戦後戦後戦後戦後60606060余年市政余年市政余年市政余年市政のののの民主主義民主主義民主主義民主主義とはこんなにとはこんなにとはこんなにとはこんなに幼稚幼稚幼稚幼稚だったのかだったのかだったのかだったのか慙愧慙愧慙愧慙愧（（（（ざんきざんきざんきざんき））））のののの念受念受念受念受であるであるであるである。。。。    

●●●●市長市長市長市長のののの独裁論独裁論独裁論独裁論はおかしいはおかしいはおかしいはおかしい、、、、地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会ができるができるができるができる。。。。    

●●●●議会議会議会議会はははは解散解散解散解散してからというしてからというしてからというしてからという意見意見意見意見にににに賛成賛成賛成賛成。。。。    

    

(2) 市政について 
    

■■■■愛岐処分場愛岐処分場愛岐処分場愛岐処分場へおへおへおへお礼礼礼礼がてらにがてらにがてらにがてらに挨拶挨拶挨拶挨拶へへへへ行行行行くべきであるくべきであるくべきであるくべきである。。。。    

■■■■名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市にはにはにはには移動巡回図書移動巡回図書移動巡回図書移動巡回図書わかくさわかくさわかくさわかくさ号号号号があるがあるがあるがある。。。。それがそれがそれがそれが今度廃止今度廃止今度廃止今度廃止になるということでになるということでになるということでになるということで、、、、先日先日先日先日、、、、

河村市長河村市長河村市長河村市長がががが、、、、１１１１回回回回もももも利用利用利用利用したことがないしたことがないしたことがないしたことがない、、、、3000300030003000万浮万浮万浮万浮くというくというくというくという言言言言いいいい方方方方をしていたをしていたをしていたをしていた。。。。確確確確かにかにかにかに利利利利

用者数用者数用者数用者数がががが減減減減りりりり、、、、3000300030003000万万万万というのはというのはというのはというのは大大大大きいのかもしれないがきいのかもしれないがきいのかもしれないがきいのかもしれないが、、、、年配年配年配年配のののの方方方方・・・・障害者障害者障害者障害者のののの方方方方などなどなどなど、、、、

利用利用利用利用されるされるされるされる方方方方がががが多多多多いのでいのでいのでいので、「、「、「、「なくせなくせなくせなくせ、、、、減減減減らせらせらせらせ」」」」であればであればであればであれば、、、、私私私私でもできるでもできるでもできるでもできる。。。。なくさないようになくさないようになくさないようになくさないように

何何何何かかかか考考考考えてほしいとえてほしいとえてほしいとえてほしいと思思思思うううう。。。。市会図書室市会図書室市会図書室市会図書室というのもというのもというのもというのも大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うううう。。。。それがそれがそれがそれが大切大切大切大切なのとなのとなのとなのと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、

わわわわかくさかくさかくさかくさ号号号号もなくされてはりもなくされてはりもなくされてはりもなくされてはり困困困困るのでるのでるのでるので、、、、だれもがだれもがだれもがだれもが利用利用利用利用できるからできるからできるからできるから来来来来いではいではいではいではなくてなくてなくてなくて、、、、利用利用利用利用しししし

てくださいというてくださいというてくださいというてくださいという態度態度態度態度がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。3000300030003000万万万万のののの捻出捻出捻出捻出はははは、、、、議員議員議員議員のののの定数定数定数定数とととと報酬報酬報酬報酬のののの仕分仕分仕分仕分けをすけをすけをすけをす

ればればればれば何何何何とかなるととかなるととかなるととかなると思思思思うううう。。。。    

■■■■地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会というものがというものがというものがというものが、、、、市民市民市民市民のののの間間間間にににに十分十分十分十分どういうものだということがどういうものだということがどういうものだということがどういうものだということが理解理解理解理解されていないされていないされていないされていない。。。。

このこのこのこの辺辺辺辺をもっともっとをもっともっとをもっともっとをもっともっと議員議員議員議員もいろいろともいろいろともいろいろともいろいろと研究研究研究研究してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、学区学区学区学区にににに、、、、安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全

快適快適快適快適まちづくりということでまちづくりということでまちづくりということでまちづくりということで、、、、総務総務総務総務をををを入入入入れるとれるとれるとれると６６６６つのつのつのつの部会部会部会部会ができているができているができているができている。。。。ここにここにここにここに、、、、最初最初最初最初にににに

できたときはできたときはできたときはできたときは年年年年５０５０５０５０万万万万、、、、次次次次にににに、、、、ここここここここ３３３３年年年年ぐらいぐらいぐらいぐらい前前前前にににに５５５５万円追加万円追加万円追加万円追加されてされてされてされて年年年年55555555万万万万になっているになっているになっているになっている。。。。

これがこれがこれがこれが地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会とのとのとのとの関係関係関係関係でどうなるのかというでどうなるのかというでどうなるのかというでどうなるのかということもこともこともことも、、、、十分検討願十分検討願十分検討願十分検討願いたいいたいいたいいたい。。。。    

■■■■市長市長市長市長のののの給料給料給料給料についてについてについてについて、、、、河村市長河村市長河村市長河村市長がががが３３３３分分分分のののの１１１１のののの800800800800万円万円万円万円とととと提示提示提示提示したときしたときしたときしたときどうしてどうしてどうしてどうして認認認認めたのかめたのかめたのかめたのか。。。。

ボランティアボランティアボランティアボランティアでででで市長市長市長市長をやっているとをやっているとをやっているとをやっていると認認認認めたのかめたのかめたのかめたのか。。。。市長市長市長市長ははははボランティアボランティアボランティアボランティアでできるでできるでできるでできる仕事仕事仕事仕事かかかか。。。。そそそそ

れはれはれはれは議会議会議会議会からからからから発言発言発言発言しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。    

■■■■ガンダムガンダムガンダムガンダムはははは絶対誘致絶対誘致絶対誘致絶対誘致してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい。。。。若者若者若者若者のののの意見意見意見意見をもっとをもっとをもっとをもっと取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、魅力魅力魅力魅力あるあるあるある名古屋名古屋名古屋名古屋にににに

していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


