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(別紙 )

1 件 名   第 20回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 26年 4月 10日 (本)   開 会  午前 10時 00分

閉 会  午前 10時 57分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 (1)課題、改善点等の検討について

5 出席者   吉田委員長、幡野副委員長、板橘 (智 )、 松本 (進 )、 本岡、松本 (幸 )、

谷川の各委員

6 事務局   吉り|1局長、永井局次長、秋谷課長、上村補佐、石関主査、岡主査

川口市議会



吉田委員長

吉田委員長

6%
吉田委員長

?θ日

吉田委員長

γ 座ヽ

吉田委員長

再質問を質問者席でできるか確認 した

本日は、お忙しい中ご参集を賜り、ありがとうございます。

開 会 午前 10時 00分

それでは、ただいまから第 20回 「議会改革推進委員会Jを開会いたしま

す。

本日の協議事項は、お手元に配付してございます次第書のとおりでございま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、本日の課題、改善点等の検討についてでございますが、前回の委員

会における協議内容を踏まえ、各会派で再度、ご検討いただいたところでござ

います。

本日も各会派の御意見を拝聴しながら、協議して参りたいと存じます。

まず、「3 本会議について」の「 (1)一般質問のあり方について」でご

ざいますが、「質問時間」及び「二会期通算方式」については、現状どおりと

することで、全会一致となつたところでございます。

また、「質問回数」については、現状どおりとする案、回数制限を撤廃する

案がございました。

これらの点を踏まえて、改めて各会派のご意見を伺いたいと存じます。

いかがでしょうか。

質問回数の制限については、我々としては撤廃していいのではないかとい

う考えである。

、いかがでしょうか。

一間一答方式は撤廃しても議会運営上差し支えないが、一括方式では、登

壇までの時間などを考慮するとまだ議綸の余地があり、会派内でまだ意見が

まとまっていない。

いかがでしょうか。

撤廃してよいと考える。

いかがでしょうか。

撤廃でよいが、一括方式において、

いかがでしょうか。
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撤廃 してよい

すればよい。

。無駄な質問を何回も繰り返すようであれば、議長から注意

」 [〔ポ 霧 風 よ計 ξ)「
■ P｀

ら一肪 式における再鋼 の

試行のときのや り方で、再質問を自席に戻らずに、質問者席で行なっても

よい、ということであったのか、確認 させていただきたい。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 lo時 03分

再 開 午前 lo時 05分

再開いたします。

「 (1)一般質問のあり方について」は一旦保留とします。

次に、「 (2)一般質問におけるパネル等の利用について」でございます

釜巣1『ふ鳳 :」百管[[|こ彗I::][環|:ぜ[省重II露『」

`

た。

こちらについて、各会派のご意見を伺いたいと存じます。

当初提出させていただいたものに、みなさまからのご意見をいただき、修

正・加筆 したものをお手元に再度配付させていただいた。前回も配付 してい

るので、本 日はこれに対 してご賛同いただければありがたい。

これが完璧なものとは思つていないが、 1つの目安としてこういつたもの

をつくっておいた方が、今後のためによろしいのではないかといぅことで提
出させていただいた。

置     [繁「 雷』勢[fttliil:島 Lゞ鍵tFIIIg,「 響』
れば、パネルを置く台を設置していただくと安心して質問を進められるので
は、という意見があったので、申し添えておく。

ヒ_~1
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こういつたルール作 りをすることは結構であるが、「1 使用可能な規格

等Jを クリアした上でなお、この内容はいかがなものか、とい う意見が出た

場合、どういつた形で処理をするか、 とい うことは一定のルールがあってよ

いのではないか。 もしくは、ルールまでは明記 しなくとも、ここで少 し話を

しておいた方がよいのではないか。このことに関して、何か案があればお聞

きしたい。また、案がなければここで協議をしてはどうか。

今まで意見が出たものについても含めて調整していただいているので、概

ねこの内容で賛成である。ただし、       の意見にあったようなこ

とも今後、あり得ると思うので、ここで想定されていないような、音源の使

用であるとか、そういつたことについてはどうしていくのか、伺いたい。

修正案に賛成である。

ヵ       
と      らヽ質問がございましたが、     、い

冒頭に申し上げたとお り、これで全てが網羅 されるわけではない。そ うい

つたことが起きた場合、運用上は、その時の議長、議運の委員長、各会派の

代表者等の裁量で、とい うことになるものと考えている。 これはこれで決定

していただき、これ以外のことが起きた場合は別途、協議 していくというス

タンスで考えていただければありがたい。

これを否定するものではないが、何かこじれることがあるとすると、それ

は往々にして内容に起因するものであり、そのことを防ぐためには、あらか

じめ枠組みをつくつておいた方がよいと思つたものである。 しかし、今回答

いただいたように、これをまず決定してということも理解できる。これには

賛成 した上で、今後、問題が起こった場合は議運を開いて協議するしかない

のかと思う。内容については、パネルは質問の延長線上にあるもので、基本

的には許可をするという方向でよい。

それでは、この修正案をもつて全会一致となりました。なお、何か問題が

起きた場合は、その都度協議していくということで、ご理解いただきたいと

存じます。

次に、 「6 その他の事項について」の「 (1)議場内に国旗・市旗の設
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置」についてでございますが、前回、事務局から他市の状況について報告が

ございました。

そのことも踏まえ、各会派の検討状況をお伺いします。

このところ、市内でも学校の卒業式・入学式が行なわれた。それぞれの式

においては、国旗・市旗が当然のように掲げられ、国歌・市民歌を斉唱し、

式が始まるわけで、ぜひとも議場にも国旗・市旗を掲揚していただき、さら

に、開会日には国歌を斉唱し、議会が開会するのはとてもよいことではない

かと感じているところである。まずは、国旗・市旗の掲揚から皆さまにご賛

同いただければありがたい。

反対する理由がみあたらないので、賛成である。

会派の中でいろいろな意見があり、賛成、反対ということはここでは言え

い状況である。全会派が一致するのであれば、会派内でもう一度考えたい。

、いかがでしょうヵ、

反対す る。

いかがでしょうか。

消極的費成である。

、全会派が賛成するのであれば、賛成するのか、それも

現時点ではまだ決まっていないの力、

現時点では会派の中の協議はまとまっていない。ただし、この場で私ども
の会派以外の全会派がまとまるようであれば、再度会派内で協議をして結論
をもつてくる、ということである。
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他の会派の意見がまとまらなければ、結論を出すことはしない、というこ

とか。

結論を出さないということではないが、現時点では結論が出る目途がなく、

このような言い方になったということをご理解いただきたい。

会派としていいのか悪いのか、結論づけることにベス トを尽くし、ここで

発言していただきたい、ということを申し添えておく。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、持ち帰り

検討していただき再度協議するということでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

ここで、「3(1)一 般質問のあり方について」に戻りたいと存じますが、

先ほどの
日|||IP'質

問について、事務局いかがでしょうか。

平成 22年 2月 15日 の議会改革小委員会において、一括質問、一括答弁

の場合においては、発言後に自席に戻るか、質問者席に戻るかは選択制とす

る、ということで全会派の一致をみております。

以上でございます。

いかがでしょうか。

選択制ということであれば、一括質問でも再質問は質問者席で可能という

ことが確認できた。次回、今の内容も含めて話が進めばよいと思つている。

一般質問の回数制限の撤廃については、賛成する。

この件につきましては、各会派でご意見が異なるようですので、持ち帰り

検討していただき再度協議するということでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「 (2)広報について 議会報の発行」についてでございますが、



前回、本市のホームページにどの程度の内容が掲載可能か、他市の事例を交

え、調査いただきたいとの意見がございました。

まずは、この件について、事務局から報告願います。

前回の本委員会において、本市議会のホームページにどの程度の内容が掲

載できるのか、また、ホームページを充実させるための方策を調査願いたい、

とのご発言がありましたことから、現在、ホームページの管理運営をしてい

る委託業者に確認いたしましたので、報告いたします。

現在 と同様のコス トで対応できると思われる充実策についてですが、配付資料

をご覧ください。これは本市の委託業者が管理 している、相模原市議会のホーム

ページのハー ドコピーでございます。

1・ 2ページロは、市麟会の トップページとなります。川回市議会の トップペ

ージと違う部分として、まず赤枠で囲まれている①ですが、これは下に掲載され

ているカレンダーと連動し、本日の会議日程が確認できるものでございます。本

市でも新着情報の相に直近の会議の開催日程のみ掲載しているところですが、カ

レンダー形式で先々の会議の予定を掲載すること及び本日の会議がピックアッ

プされることで、議会の予定を市民に分かりやすく伝えることが可能になるかと

存じます。

次に同じページの赤枠②についてですが、こちらは新着情報が掲載されていま

す。相模原市議会の方式にすれば、過去に遡つて、どんな情報が掲載されていた

のか確認することができます。

次に3ページロをご覧ください。

こちらは、議員の個人名簿のページでございます。画面の中に「発言」と「映

像」のボタンが設置されており、それぞれが会議録検索システム及び議会中継シ

ステムにリンクされております。

まず赤枠の③でございますが、こちらの「発言」を押すと会議録検索システム

に移動します。資料の4ベージをご覧ください。こちらが会議録検索システムの

画面ですが、当該議員が発言した内容を「年」ごとに確認できます。左側の「年」

を押すと、右側に発言した期日が表示され、その期日を押すと、会議録の内容を

閲覧することができます。

次に3ページに戻りまして、赤枠の④でございますが、こちらの「映像」を押

すと議会中継システムに移動 します。資料の5ページをご覧ください。こちらが

議会中継システムの画面ですが、当該議員が発言した期日等が右側に表示され、

その期日等を押すと、会議を動画で閲覧することができます。

なお、本市でも既に「会議録検索システム」及び「議会中継システム」は導入
しており、各システム上において議員名での検索はできますが、相模原市のよう
に個人名簿とリンクさせることで、より市民が検索しやすくなり、利便性の向上

が図られることとなります。

現在、本市議会のホームページは、少しの変更でも業者に依頼せざるを得ない

方式となっておりますが、情報の即時性を高めるため、軽易な修正は事務局で行
うことが可能となるよう、ホームページをCMS(コ ンテンツ マネジメン ト

秋谷課長
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システム)に移行する準備を進めてお ります。予定では、今年の秋から冬にかけ

ての移行を目指しております。

また「議会だより」についてですが、相模原市議会のホームページでも資料 1

ページの左下にリンクが貼られていますが、通常、紙媒体で作成したデータを、

そのままPDF形式に変換 し掲載 している場合がほとんでであり、Webだ けに

掲載 している自治体は、同規模他団体の調査結果によればなかった状況でござい

ます。

以上でございます。

ただいまの報告についてのご意見、さらに、各会派の検討状況をお伺いし

ます。

、いかがでしょうか。

我々の会派は、紙媒体で発行することには反対の立場をとっているが、今、

報告 していただいた相模原市議会と全て同じようなものをつくる、という議

論ではなく、このような形で即時性を高めるべく、ホームページの内容を充

実するということには賛成する。加えて現在、広報かわぐちにおいて、議会

の翌月に2ページを使って結果を報告しているが、そこを4ページにするな

ど、市の広報紙を充実させる、ということを考えている。

いかがでしょう力ゝ

ホームページの充実は非常に重要である。川口市と同じ委託業者の相模原

市議会のホームページは、とてもみやすく、先進的である。持ち帰つて検討

したいが、ますはホームページを充実させることは有効であると考える。

いかがでしょうか。

まず、今報告のあったホームページの充実ということで、事務局でも修正

できるようにすることはよいことであると思う。

また、よりわかりやすく、いつ、どの会議があるかとい うことが発信され

ることは必要なことである。どうすれば傍聴できる、インターネット中継が

みられます、ということをわかりやすく表示することについて、さらなる検

討をお願いしたい。

さらに、議会報についてであるが、現在、これほどにもインターネット・

スマー トフォンが普及した中にあつても、なかなか紙媒体でしか情報を得る

ことができない層も一定数いる。インターネットは能動的に自分から取りに

いかないと情報を得られないのに対し、紙媒体は受動的であっても情報に触

れることができるという点から、有用性があるものであり、紙での議会報を

出してはどうかと考える。

また、      らヽ広報かわぐちの紙面を増やす、という意見があつた。
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これも 1つの方法ではあるが、基本的には広報は市役所からのお知 らせ とい

うものであり、議会は市役所の一部ではなく、独立 したものと考えれば、議

会報を出す ということがいいのではないかと思 う。 しかし、その選択肢を全

否定するのもいかがなものかと思 うので、この点については再度協議 して参

りたい。

、いかがでしょうか。

紙媒体の広報については、私どもの会派として必要であると再三申し上げ

ているので、この点については以前と変わらない。

ホームページの充実については、コス トが変わらないのであれば、相模原

市議会の例が全ていいというわけではないが、見やすさ、情報の得やすさと

いう面について検討していただきたい。

いかがでしょうか。

この相模原市議会のホームページのように情報にアクセスできることは、

非常に重要なことである。また、市民がどれくらいアクセスしているか、カ

ウン トがとれるといいと思うので、そういつたことも含めて徐々に充実させ

ていただきたい。

紙媒体については、インターネットが使えない人達もいるので、今後考え

ていくことも必要であるが、ホームページも充実させ、紙媒体も、となると
ペーパーレスの時代にあってどのように考えていくかが課題である。

各会派の意見をお伺いしましたが、まだ議論の余地があると感 じます。先

ほど、      らゝ広報かわぐちの充実というご意見がありましたが、こ

ちらについて、もし実施 した場合、何ページ増え、コス トはどぅなるのか、

ということが明らかでないので、この件については事務局で調査していただ

き次回、報告していただきたいと思いますが、いかがでしょぅ力、

一 異議なし ―

それでは、次回までに調査いただき、事務局から報告をお願いします。

この件については、各会派でご意見が異なるようですので、持ち帰り検討
していただき再度協議するということでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―

それではそのように決定させていただきます。

最後に、「 (9)本会議会議録について」ご協議いただきたいと存じます。
こちらは、①会議録は、各会派に 1冊あればよい②A4サイズに変更すべ
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き③退席議員を記載すべきの 3点について提案されたものでございます。

前回の協議において、①の「会議録は、各会派に 1冊あればよい」につい

ては、従来どおりでよい、ということで意見の一致をみたところでございま

す。また、②の「A4サイズに変更すべき」については費用が増えないので

あれば、A4判にすべきという意見があり、サイズを変更した場合の費用に

ついて、事務局から報告をいただくことになっておりました。さらに、③の

「退席議員を記載すべき」については、反対する、長時間離席している議員

については、議長から注意すべき、との意見がございました。

まず、A4サイズに変更した場合の費用について、事務局から報告願いま

す。

A4判に変更する場合でございますが見やすくするため、現在よりもフォ

ントサイズを大きくする場合は、前回ご報告いたしましたとおり、年間で約

10パーセントの増額となります。

また、A4判に変更し、フォン トサイズを変更しない場合についても、委

託業者に確認 しましたところ、 1ページあたりの単価は、文字数が増えるた

め、 7円 から13円に増額となりますが、ページ数が概ね現在の半分になる

ことから、全体としては、若干減額になるのではないか、とのことでござい

ます。

しかしながら、前回も申し上げましたが、仮に、こちらのスタイルにした

場合、字がぎっしり詰まつてしまい見づらくなってしまうことが懸念される

ところでございます。

以上でございます。

ただいまの報告についてのご意見、さらに、各会派の検討状況をお伺いし

ます。

いかがでしょうか。

②については、A4判にした場合、現在のA5判 と同じレイアウトだとす

ると見づらいと思うが、改行や段落分けなどの工夫をすることによって、

見やすくすることは可能ではないかと考える。また、収納する際にも便利で

あるので、A4判にしていただければありがたい。

③については、記載することになれば、事務局にチェックをしていただく

ことにもなり、事務局の議場における負担が増えることになる。また、出入

のタイミングによつて、会議録の段落のどこに入れるのか、会議録上に表す

ことが困難であるということもあり、記載する必要はないと考える。

、いかがでしょうか。

②については、時代の流れからすると、A4判にすべきである。事務局か

らは、保存場所の関係で、現在のA5判の方がよいという声も開いているが、
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今後庁舎の建替えもあり、事務用品等を見直す機会でもあるので、A4判に

すべきと考える。

③については、全て記載すると会議録のページが増えることも考えられる

ので、長時間離席している議員に対して、議長から注意することでよい。

いかがでしょうか。

②については、現在のA5判だと使いづらく、A4判に変更する場合も費

用的にもあまり問題がなさそうなので、A4判がよい。

③については、長時間離席することは問題であると認識しているが、会議

録上に表すことは難しく、そのことに対して違つた側面からのアプローチは

必要であるが、会議録に記載するという方法でなくてもよい。

、いかがでしょうか。

②については、会派としてはどちらでもよい。コストも安くなり、保存も

きちんとできるのであれば、A4判でもよい。

③については、前回も申し上げたとおり必要ない。特段の理由なく議場か

ら退席している場合については、議長も含め対応を考えるべきである。

いかがでしょうか。

②については、現在のA5判だと使いづらいので、皆さんの合意が得られ

るのであれば、A4判に変更していただきたい。

③については、皆さんが特段、会議録に記載する必要がないということで

あるが、議場で会議の内容を把握することは議員としての仕事であり、無駄

に餞場から出たり入つたりすることのないよう、議長から注意していただく

ようお願いしたい。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 10時 38分

再 開 午前 10時 39分

再開いたします。

各会派の皆さんの意見を伺いましたが、②につし

IIttEI[iでもよい、その他の会派が賛成ということでござし

ろしいでしょうか。
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フォントサイズを変更しない場合コス トは安くなるが、見やすさという点

でどうなのか、ということもあり、先ほど     の意見にあったような、

レイアウトの変更によってそれがクリアできるのか、ということは説明を聞

いただけではわからないので、そういつたことが可能なのかということを教

えていただければありがたい。

レイアウトを工夫 したものを事務局または委託業者からサンプルとして出

していただき、それを見て結論を出す という方法もある。

また、加えて申し上げさせていただくと、現在の会議録は、筆で署名する

ときに書きづらいということもあり、多少見づらくてもA4判がよいと思う。

提重F3ち響り薯「ロチi彙ふ層移『ム、
ンプルを提出していただく、という

― 了承する 一

また、③については、4会派が記載すべきでない、

できる内容で賛成するとのことでありました。 したがいま して、退

記載 しないということで、意見の一致と決定したいと思いますが、

しょうか。

― 異離なし ―

それでは、 「 (9)本会議会議録について」の、③については全会一致で、

②については、次回までに事務局にサンプルの提出をお願いし、再度検討し

たいと思いますが、ご異餞ありません力、

一 異餞なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

なお、今回意見の一致を見ました 「3 本会議について」の「 (2)一般

質問におけるパネル等の利用について」については、次回の議会運営委員会

に報告し、了承を得た上で対応して参りますので、よろしくお願いします。

ここで、新たな提案事項があるということで、     から「検討事項

等提案票」の提出を受けておりますので、ご報告いたします。

事務局から、資料を配付願います。

一 資料配付 ―

は合意

議員は

いかがで
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それでは、提案内容を     らヽ、説明願います。

「3月 市議会定例会の一般質問初日の質問者数は 3人までとする」という

ことで、皆さんご承知のとおり、代表質問という正式な形をとってはいない

が、3月 定例会では、60分 ということで各会派の 1人 目がスター トする。

1日 目に4人質問を行うと、必然的に終了が 18時前後となつてくるが、

職員の時間外の問題もあり、4日 間日程をとつていることから、 1日 目を3

人にしても4日 間の中にはおさまる。以上のことを考え、3月 定例会の一般

質問初日のみ質問者を3人までとすることを提案するものである。

ただいまの説明に関し、何か質問等がありましたら、お願いいたします。

一 な し ―

それでは、ただいまの提案については、次回の検討項目に加えるということで

よろしいでしょう力、

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

次に今後の協議の進め方ですが、「3 本会議について」の「 (1)一般

質問のあり方について」は、      らヽ新たな提案もありましたのでそ

ちらも含めて、また、「6 その他の事項について」の「 (1)議場内に国

旗・市旗の設置」、 「 (2)広報について 議会報の発行」、「 (4)陳情

についても議会審議を行うこと」、「 (9)本会議会議録について」を協議

していきたいと思いますが、いかがでしょぅか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。

「6(4)陳 情についても議会審議を行うこと」

[L盪      [ζ
「案であるが、前回の協議から間が空いているので、

て改めてご説明いただければあ りがたい。

いかがでしょぅヵち

請願だけでなく、陳情も議会で取り上げるということは、他市において実
施しているところもあり、請願だけでなく、陳情についても住民の権利とし
て保障されるべきであると思うので、きちんと議会の中で表に出して議論し

12
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ていくことの必要性から提案させていただいているものである。

陳情となると、いろいろなものが提出されるが、全てを議会審議にのせる

わけにはいかないと思 う。それにはその前段での議論もしなければならない。

この提案だと雑ぱくすぎるように思 うので、こういう場合はどうする、とい

つた仮説をたてていただいた方が、我々としては意見を言いやすくなると思

うが、 いかが力ち

今これ といった仮説があるわけではないが、例えば議長あて送付されてく

るもの、直接来られる場合やいろいろな形式で提出されることがあると思 う。

それぞれの場合を想定 して、議会でこういったものを取 り上げた方がいい、

といったパターンをつくった方が議論 じやすい、ということか。

例えば、我々は「一般質問における解説用パネル等使用要領」をつくらせ

ていただいたが、このような試案を     として出していただき、それ

に対して意見する、といつた方が議綸しやすい、ということである。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 10時50分

再 開 午前 10時56分

再開いたします。

もう一度確認ですが、今後の協議の進め方については、 「3 本会議につ

いて」の「 (1)一般質問のあり方について」、 「6 その他の事項につい

て」の 「 (1)議場内に国旗・市旗の設置」、「 (2)広報について 議会

報の発行」、「 (4)陳情についても議会審議を行 うこと」、「 (9)本会

議会議録について」を協議していきたいと思いますが、いかがでしょうか。

一 異議なし ―

それでは、そのように決定させていただきます。
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最後に、次回の日程につきましては、5月 20日 (火)午後 1時 30分か

ら第 1委員会室で行いますので、日程の確保をお願いいたします。

それでは、本 日予定いたしました協議事項は、終了いたしました。

以上をもちまして、第 20回 「議会改革推進委員会」を閉会いたします。

本 日は、たいへんご苦労さまでした。

閉 会 午前 10時 57分
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