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(別紙 )

1 件 名 議会運営委員会小委員会会議録 (要点筆記)

(第 19回 議会改革小委員会)

2 日 時   平成 22年 6月 25日 (金)  開 会  午後 1時 30分

閉 会 午後 2時  3分

3 場 所 市議会第 1委員会室

4 議 題 議会運営に関する検討事項について

5 出席者   高橋委員長、関口副委員長、板橋 (智 )、 松本 (進 )、 板橋 (博 )、 光田の各委員

6 オフ
゛
サり゙ヽ ―゙ 市原議員、山崎議員

7 事務局   押田局長、安田局次長、原田参事、金子補佐、内田主査、川瀬主任、佐藤主任

川 口市議会



高橋委員長

安田局次長

開 会 午後  1時 30分

本 国は、お忙しい中ご参集を賜 り、ありがとうございます。

それでは、ただいまから第 19回議会改革小委員会を開会いたします。

本 日の出席委員は、全員であります。

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 国の課題、改善点等の検討についてでございますが、 3月 議会に

引き続き6月 議会におきましてt一問一答方式の試行を行いましたが、その課

題等につきまして、ご協議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、「一般質問期間中の昼休憩」については、まず、事務局から6月 議会

の状況について説明願います。

「一問一答方式での~般質問の昼休憩について」の 6月 議会の状況について

ご説明いたします。 3月 議会に引き続き、 6月 議会におきましても一問一答方

式の試行を行いましたが、一問一答方式を採用いたしましたのは、高橋議員、

木岡議員、杉本議員の 3名 でございました。

その中で、一般質問の 2人目で登壇されたのは、 2日 目が高橋議員、 3日 目

が杉本議員でございました。

お二人とも、質問の途中で 12時を超えてしまいましたため、大項目と大項

目との間で止めて、昼休憩を取ることになりました。今後におきましても、今

回と同様な場合が想定されますので、事務局としては、この点を課題 と考えて

お りますので、よろしくお願いいたします。

状況説明は以上でございます。

また、 4月 15日 に開催 されました、第 17回議会改革小委員会におきまし

て依頼のありました、一問一答方式における昼休憩の取 り方につきまして調査

いたしましたので、その結果を報告いたします。

お手元の資料をご覧ください。

まず、調査対象市でございますが、一問一答方式や初回一括 。再質問一間一

答方式を採用している、人口30万人から50万人の 15市と近隣の草加・戸

田の両市、合計 17市を調査いたしました。

その結果、 4番の高崎市議会は、会議時間が午後 1時からのために参考とな

りませんでしたが、県外のその他の 14市は、 2人目ないし3人 目が終わった

ところで、昼休憩を取つてお りました。

それに対 し、近隣の草加市は、議長の裁量によりまして、概ね 12時頃に、

質問と答弁の間でありましても、昼休憩を取つております。

また、戸田市におきましても、なるべく質問者の区切 りが良いところで、昼

休憩を取るようにしているとのことでありましたが、概ね 12時になった場合



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

は、本市と同様、質問の大項目の区切 りの良いところで、昼休憩を取る場合が

あるとのことでございます。

調査をいたしまして、あらためてわかりました事は、会議時間につきまして

も、午前 9時から始まるところや、午後 1時から始まるところがありますよう

に、質問時間や答弁時間も千差万別でした。

そのため、昼休憩を入れるタイミングもいろいろで、うまく質問者が変わる

タイミングで昼休憩を入れるように工夫をしている市が多くあることが、あら

ためてわかりました。

以上で資料の報告を終わります。

ただいま、事務局から説明がございましたが、いかがでしょうか。

それでは、■■■さんはいかがでしょうか。

昼休憩を跨ぐ一問一答方式の質問が、       ということで、特に注

意して流れを見ていた。通告内容や答弁を推測して時間見込み、どこで昼休憩

を入れるか事前に決める等に事務局は気を遣つたのだと思 う。また、質問者も

質問を続けたいが、昼休憩の時間が遅くなってしまうと考えると、質問に集中

できない。そのようなことを踏まえると、答弁時間を含まず45分となつてい

る発言時間に改善の余地がある。前回の会議でも申し上げたが、 2人 日の発言

を概ね 12時に終わらせるには、発言時間を答弁を含めて 1時間、あるいは答

弁を含めないで 30分 とする必要がある。これは発言時間を短縮させることに

なるが、そうすることで議会運営がスムーズになり、傍聴者にとつても受け入

れやすいのではないかと考える。

■■■さんはいかがでしょうか。

―
では今回一問一答方式を選択 した者はいなかつたが、昼休憩に入る

タイミングはスムーズな進行だつたと感 じた。また、発言時間の短縮の件につ

いては、会派として意見の一致に至つていないが、今までの経緯を踏まえ、4

5分を継続するとする1真重論が多い。

■■■さんはいかがでしょうか。

一問一答方式における昼休憩のタイ ミングが難 しいとのことであるが、発言

者順序を一問一答方式の方を先にするなど、試行期間中であることを踏まえ、

柔軟に対応 してはどうか。すぐに質問時間の短縮 とい う議論ではなく、どのよ

うな質問形式が良いのかとい う議論であれば、大会派からとなっている発言順

序を研究することも 1つの方法であると考える。



高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

さんはいかがでしょうか。

今回の休憩を入れるタイミングについては良かつたのではないかと思 う。や

はり、2番 目の発言者が一問一答方式を選択 した場合は、かなりの準備が必要

であり、それなりの苦労があつたものと推測する。また、発言時間の協議にお

いては、持ち時間制というものも議論の中に加えていただきたい。

各会派から意見を伺いましたが、意見の一致を見ませんでしたので、本 日の

協議結果に基づき、各会派に持ち帰 り、再度検討していただくよう、よろしく

お願いいたします。

それ以外に課題等はございますでしょうか。

我が会派では、現在の大項 目ごとの一問一答方式で良いのかという議論があ

る。一問一答方式というものは大項目にとらわれないというのが本来の形であ

る。また、発言回数が 3回 までと限定されることで、発言回数についても気を

遣わなくてはならない。将来的には、大項 目にとらわれない一間一答方式とし、

発言回数にも制限を設けない形にしていくのが良いと考える。そ うなった場

合、一般質問に要する時間が伸びることが想定されることから、発言時間短縮

の協議を進めていきたいと考えている。

他に課題等はございますか。

一 な し ―

それでは、本 日の協議結果に基づき各会派に持ち帰り、再度検討をしていた

だくよう、よろしくお願いいたします。

次に、 (2)議会基本条例を考える会から申し入れがありました「3月 市議会

定例会に関する要望について」各会派持ち帰 り検討 となつておりましたが、ま

ず、大きな 1 傍聴の「本会議で傍聴者に会議資料の提供を行 うこと」につい

てはいかがでしょうか。

■■■さんはいかがでしょうか。

議案等の資料については1 1階の市政情報コーナーに置かれていることか

ら、十分な対応がなされていると考えている。傍聴席は88席あり、全員分の

資料を用意するとなると、それなりの経費がかかることになる。 1階にはコピ

ー機も設置されているので、必要な部分だけコピーをとり、傍聴すればよいと

考える。



高橋委員長

高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

■■Dさ んはいかがでしょうか。

我が党は議会費の削減を重視していることから、従来どおりの対応でよい。

―
さんはいかがでしょうか。

議案等の資料を市民に情報として提供することは大事なことだと考える。発

言通告書については、全員分のものを渡しても良いと考えるが、議案について

は、どこで閲覧ができるのか伺いたい。

本庁舎 1階の市政情報コーナー及び各図書館で閲覧が可能である。

できるだけ要望に応えたいと考えているが、会派としての意見が具体的にま

とまっていないので、持ち帰り検討させていただきたい。

さんはいかがでしょうか。

従来どおりでよいざ

それでは、各会派の意見を伺いましたが、意見の一致を見ませんでしたので、

本 国の協議結果に基づき、各会派に持ち帰り、再度、検討していただくようよ

ろしくお願いいたします。

次に、「常任委員会で傍聴者に会議資料及び机の提供を行 うこと」について

はいかがでしょうか。

―
さんはいかがでしょうか。

常任委員会における資料提供についても、本会議と同様、必要ないと考える。

机の提供についても、従来どおり、椅子席での対応でよいと考える。

■■■|さんはいかがでしょうか。

従来どおりでよい。

■■■さんはいかがでしょうか。

委員会の傍聴者は 3名 までと条例で定められているが、多くの方に会議を傍

聴 していただくことを、今後議論する必要があると考えている。会派 として結

論にはまだ至っていないが、資料を提供すべきとの意見が多かった。



高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

さんはいかがでしょうか。

従来どおりでよいと考える。

各会派の意見を伺いましたが、これにつきましても各会派の意見の一致を見

ませんでしたので、本日の協議結果に基づき、各会派に持ち帰り、再度、検討

していただくようよろしくお願いいたします。

次に、大きな2 広報及び議会ホームページの「本会議の傍聴を呼びかける

『ちらし』等を年 4回作成、公共施設に配布 。掲示すること」については、い

かがでしょっか。

■■■さんはいかがでしょうか。

従来どお りでよい。

―
さんはいかがでしょうか。

従来どお りでよい。

■■■さんはいかがでしょうか。

従来どお りでよい。

さんはいかがでしょうか。

従来どお りでよいと考えるが、定例会の開催については、広報かわぐちにス

ペースが確保できれば、記事を掲載するのも良いのではないかとい う意見もあ

った。

各会派の意見を伺い、全会派、従来どおりということでありますので、ただ

いまの協議のとおり決定させていただきます。

暫時休憩いたします。                       ・

休 憩 午後 1時 48分

再 開 午後 1時 48分

再開いたします。

次に、「『広報かわぐち』に掲載されている議会報告のページを抽出し、市議

5



安田局次長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

高橋委員長

°
   6

会のホームページに纏めて掲載すること」については、いかがでしょうか。

■■■さんはいかがでしょう力ヽ

ホームページヘの掲載が可能なのか事務局に確認したい。

1ページ半程度の記事であつても、2ページ分の記事が掲載されることにな

るが、その点を認めていただければ広報へのリンクを設け、掲載することは可

能である。また、今年度、議会ホームページを更新する際にリンクを設け、対

応したいと考えている。

対応は可能だと認識 した。ホームページを更新する前であつても、暫定的な

措置として対応していけばよいと考える。

■■■さんはいかがでしょうか。

費用もかからないと考えられることから、ホームページの充実と併せ、柔軟

に対応していけばよい。

―
さんはいかがでしょうか。 '

かねてから議会広報の発行を訴えてきており、広報かわぐちを通じて、議会

の状況を伝えていくことには賛成である。

さんはいかがでしょうか。

要望どおり対応 していただきたい。

それでは、「『広報かわぐち』に掲載されている議会報告のページを抽出し、

市議会のホームページに纏めて掲載する」ということで意見の一致を見ました

ので、ただいまの協議のとおり決定させていただきます。

次に、「傍聴者に配布 している一般質問の資料を、出来るだけ早く事前にホ

ームページにて公開すること」については、いかがでしょうか。

■■■さんはいかがでしょうか。

現在は、通告なされた時点で大項目のみをホームページに掲載しているとい

う認識である。さらに詳細な内容も掲載することは可能であり、早急にホーム

ページヘの掲載を進めていただきたい。



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

高橋委員長

■■■さんはいかがでしようか。

小項目を含めた通告内容の掲載を、なるべく早く進めるべきと考える。

■■■さんはいかがでしょうか。

■■■さん、■■■,さ んと同様に早急に対応すべきである。

さんはいかがでしょうか。

通告内容のすべてをホームページに掲載するべきであると考える。

それでは、通告のすべての内容をホームページに掲載し、対応していくとい

うことで、全会派の意見が一致しましたので、ただいまの協議のとおり決定さ

せていただきます。

次に、「議会運営委員会の開催日程を、出来るだけ早く事前にホームページ

にて公開すること」及び、「議会運営委員会の検討用に作成された議会日程 (案 )

が出来た時点で、あくまでも議会日程の予定としてホームページにて公開する

こと」については、過日の各会派代表者におきまして、現在、市民及び新聞記

者からの議会の開催日程の問い合わせが多くありますことから、その対応 とし

て、あくまでも予定ということで、変更もあり得るとうたい、なおかつ正式な

日程は議会運営委員会で協議されますと記述いたし、次回の議会運営委員会開

催日、議会開会日、一般質問日、常任委員会日、閉会日を公開させていただく

ことで、了解を得ているところであります。

したがいまして、この件につきましては、今回から対応済みということであ

ります。

次に、大きな3 その他の「議会運営委員会の開催 日には、常任委員会と同

様に、 1階ロビーで開催している旨を掲示すること」については、すでに、3

月議会から対応済みでございます。

次に、「傍聴者ヘアンケー トを実施し、議会傍聴や市議会への意見・要望等

を把握すること」については、いかがでしょうか。

■■■さんはいかがでしょうか。

傍聴者の意見を聞くことは大切であるが、アンケー トということになると、

どの様な内容で実施するのか、また、目安箱のように意見や要望があれば聞く

という対応でよいのではという意見が出ており、会派としての意見がまとまっ

ていない。



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

‐ さんはいかがでしょうか。

アンケー トを実施しても、傍聴者の声を100パーセン ト抽出でき
・
るとは限

らないことから、従来どおりの対応でよいと考える。

―
さんはいかがでしょうか。

アンケー トを実施した場合、市民へ返事することが大切であると考える。そ

れらを踏まえ、小委員会で議論し、実施すれば良いと考える。

さんはいかがでしょうか。

アンケー トの内容にどこまで盛 り込むかということが問題である。我が会派

では、アンケー トを実施 してもよいのではないかという結論に至った。

それでは、意見の一致には至らないようでありますので、本 日の協議結果に

基づき、各会派に持ち帰り、再度、検討していただくようよろしくお願いいた

します。 ヽ

本日の協議で、傍聴への資料提供に関わる2つの案件及びアンケー トの実施

に関わる案件が持ち帰 り検討となっているが、対応できるものについては対応

し、意見の一致に至らないものについては、引き続き検討するが、結論に至っ

ていないと要望者に回答すべきと考える。これ らの案件に対する協議はひとま

ず次回に結論を出しても良いと考えるがどうか。

次回に結論を出したいとのことであるが、要望書は議長あてに出されたもの

である。小委員会で結論を出した後は、どのような手続きで進めていくのか。

議会改革小委員会は議会運営委員会において構成されていることから、議会

運営委員会を通じて議長へ戻し、提出者に回答するとい う手続きを進めること

になる。

本日の協議におきまして、全会派の意見の一致を見ました「『広報かわぐち』

に掲載されている議会報告のページを抽出し、市議会のホームページに纏めて

掲載すること」及び「傍聴者に配布している一般質問の資料を、出来るだけ早

く事前にホームページにて公開すること」の2点につきましては、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。また、「本会議の傍

聴を呼びかける『 ちらし』等を年 4回作成、公共施設に配布・掲示すること」



高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

につきましては、従来どおりということで、意見の一致を見ましたので、次回

の議会運営委員会に報告し、了承を得て参りたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

以上で、本日予定いたしておりました協議事項は、終了いたしましたが、こ

の際、何かありましたら、お願いいたします。

議会改革小委員会において、川口市議会として議会基本条例策定の検討をす

べきか協議をしたいと考えるがどうか。

ただいま、■■■さんから議会基本条例策定の検討に関する意見が出されま

したが、ただいまの意見に対して、何かございますか。

持ち帰り検討するが、自治基本条例の策定を受け、議会としても議会基本条

例について議論していく必要はあるのではないかと考える。

現在、 して、自治基本条例を どの様に運

用していくか検討 しているところである。個人的には、来年度は改選を迎える

ことから、議会基本条例の策定については改選後に取組むとい うことでよいの

ではないか。

議論することは結構であるが、やはり改選後から取組むべきだと考える。

暫時休憩いたします。

休 憩 午後 2時 00分

再 開 午後 2時 2分

再開いたします。

それでは、ただいまの協議を踏まえまして、各会派持ち帰り検討いただき、

次回の小委員会で、再度、検討いたしたいと存じますので、よろしくお願いい

たします。

最後に、次回の日程につきましては、平成 22年 8月 3日 (火)午後 2時 3

0分から第 2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。

なお、次回は、本 日持ち帰り検討いただくこととなつた事項についてご協議

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上を持ちまして、第 19回議会改革小委員会を閉会いたします。

本日はたいへんご苦労様でした。

9 閉 会 午後 2時 3分


