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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 2 1回 議会改革小委員会)

2 日 時   平成 22年 9月 30日 (木)  開 会  午前 10時 00分

閉 会  午前 11時 26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、木岡の各

委員

6 オフ
゛
サ
゛
■ヽ ―ヾ 市原議員、山峙議員

7 事務局   押田局長、安田局次長、原田参事、金子補佐、風間補佐、内田主査、川ノ上主査、

川瀬主任、佐藤主任

川 国市議会



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

本日は、お忙しい中ご参集を賜り、あり、がとうございます。

開会に先立ちまして、ご報告申し上げます。

木岡議員が、地方自治法第 109条の 2第 3項及び委員会条例第 8条第 1項

の規定に基づき、議長の指名により議会運営委員会の委員に選任されており、

今回から議会改革小委員会の委員として、出席いたしますので、よろしくお願

いいたします。

開 会 午前 10時 00分

それでは、ただ今から第 21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、前回の小委

員会におきまして、各会派持ち帰り検討となっておりました事項のほか、イン

ターネット中継について、政務調査費につきまして、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。

それでは、まず、「質問の持ち時間制度」につきまして、協議して参りたいと

存じます。

前回の小委員会におきまして、各会派持ち帰り検討となっておりましたが、

その後の検討状況はいかがでしょうか。■■■さんはいかがでしょうか。

前回も述べたが、我が会派では、 2番 目の発言者が一間一答方式を採用した

場合、どうしても質問の間に昼休憩を挟むこととなるため、改善が必要である

と考え、一般質問の発言時間を短縮する検討をしている。発言時間を 1人あた

り30分か35分、あるいは答弁を含め 1時間にするという選択肢の中で、意

見の一致を見られればよいと考えている。また、会派内では、他市の事例にあ

るように、一般質問の発言時間を、会派所属議員数を基準とした、会派ごとの

持ち時間制とすべきとの意見もあり、こちらについても検討 していただきたい。

■■■さんはいかがでしょうか。

昼休憩の取 り方については、議論する必要があると考えるが、一般質問の発

言時間を短縮することについては、まだ結論が出ていない。会派所属議員数に

基づく持ち時間制については、今後、検討が必要であると考える。

■■■さんはいかがでしょうか。



高橋委員長

―

高橋委員長

―

高橋委員長

高橋委員長

このたびの議論は、一般質問を一問一答方式で行 うための議論であるので、

一般質問の発言時間を短縮することについて、今す ぐ議論する必要はないので

はとの意見が出ている。それよりも、一問一答方式を選択 した場合の質問回数

が 3回までで十分なのかなど、質問の進め方について議論する必要があると考

える。

さんはいかがでしょうか。     '

現時点では現行のまま、 45分の発言時間を堅持 していけばよい と考える。

発言時間を理事者の答弁を含めて 1時間とすることや、会派所属議員数に基づ

く持ち時間制については、将来的に検討を進めていけばよいと考える。

さんはいかがでしょうか。

我が会派は初めて参加するので、本 日は持ち帰 り検討 させていただきたい。

なお、発言時間を短縮する目的が、 2番 目の発言者の質問中に昼休憩が入るこ

との解消のみなのか、それ以外にも目的があるのか確認 させていただきたい。

■■■さんお願いいたします。

は じめに、■■■ さんか ら出 された一問一答方式における発言の回数 を、 3

回まで とす ることの是非については、議論が必要 と認識 している。我 が会派で

は、発言回数に制限を設けないことを基本に、会派所属議員数に基づく持ち時

間制を検討している。例えば、現状のまま一問一答方式を選択した場合、発言

回数に制限を設けないと、さらに時間がかかることが想定される。一問一答方

式での発言の途中に昼休憩を入れるには、質問者と事務局との間で事前に綿密

な調整が必要となることや、傍聴者のことを考えると、午前中に2番 目の発言

者まで終わらせてから休憩を取り、午後は3番目の発言者からとするのが最も

スムーズなのではないか。さらに申し上げるならば、一般質問の発言者が交替

するごとに理事者の身体への配慮や、傍聴者の入れ替えのための休憩を入れる

ことも考えている。これらのことを想定した場合、やはり発言時間を短縮しな

いと、実現できないことから提案させていただいたものである。

将来的には、一問一答方式を選択した場合、発言回数に制限を設けず、さら

に、一般質問における2会期通算方式という制限をなくし、毎定例会ごとに発

言ができるようにすれば、従来どおりの発言時間を確保できると考えており、

この案で意見の一致を見られればよいと考えている。

さんはよろしいでしょうか。
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高橋委員長

高橋委員長

安田局次長

了解した。

持ち帰り検討することも致し方ないが、今後は改選期を意識して議論を進め

なくてはならない。今期中は試行ということであるが、時期を見定め、議論を

早めていく必要がある。

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、検討してい

ただくよう、よろしくお願いいたしまう。

次に、6月 定例会において撮影いたしました本会議の試行映像が出来ました

ので、まず、ご覧いただきたいと存じます。第 2委員会室で行いたいと存じま

すので、移動をお願いいたします。

一 第 2委員会室で試行映像を確認後、第 1委員会室へ戻る 一 ,

ただいま試行映像をご覧いただきましたが、いかがでしょうか。

■■■ さんはいかがでしょうか。

まず、事務局に伺 うが、カメラの操作は誰が行なっているのか。

カメラの操作は委託業者が行なっている。

それでは、委託業者にカメラ操作の技術を上げるように要望していただきた

い 。

そのほかに感 じたことは、 1点 日として、放映をどこから始めて、どこで終

わるかとい う問題であるが、私的.な 意見では、本鈴の 10秒程度前から放映す

ればよいと考える。議員が入場する場面から始まり、議長が散会を宣告 し、議

員が退場する場面で終わるようにしてはどうか。

2点 日として、表示されるテロップの文字の色が演壇の色 と重な り見にくい

と感 じた。文字の色やテロップを縦書きにするなどの工夫をして、見易くして

いただきたい。

3点 目として、テロップの内容についてであるが、一般質問は一議員 として

の発言なので、名前だけを表示すればよいと考えるが、委員長報告や、議員提

出議案の提案理由の説明については、役職名を入れることで統一 していただき

たい。

4点 目として、演壇での発言者を映す際は、議長や事務局長が映 らなくても

よいので、もっと大きく映すようにすればよいと考える。

5点 日として、一般質問の登壇時・降壇時や、選挙の際には、議員が着席す

るまでの間、動きのない映像が流れることになる。そのような場合は議場全体、



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

高橋委員長

を映し、議場内の雰囲気を伝えた方が、映像を見ている人は退屈しないと思 う。

6点 日として、質問者席を撮影する際には、左右 どちらのカメラで撮影する

のかを議席番号等で分けるなど統一させた方がよい と考える。

7点 日として、市長提出議案が可決 された際、市長をはじめとす る理事者が

一礼をするが、その場面を放映していただきたい。

■■■ さんはいかがでしょうか。

音声の状況が悪いと感 じた。特に理事者の音声が小 さいので、音声の調整を

お願いしたい。また、映像についても、拡大すると鮮明でないことが気になっ

た。

また、録画映像を放映する場合、発言者ごとに映像を見 られるような形にし

ていただきたい。

■■■さんはいかがでしょうか。

演壇を映すカメラの位置が高く、書類を見ながら発言すると、頭頂部や机上

の書類が見えてしまう。カメラの位置を下げ、改善を図つていただきたい。

また、登壇するまでの映像をどのようにするかとの話があるが、録画放映の

際には、登壇するまでの映像は放映せず、発言が始まるところから放映すれば

よいと考える。

さんはいかがでしょうか。

他の会派の指摘 と重複するところもあるが、委員長報告におけるテロップの

表示について、特別委員会では委員会名が表示されなかったが、常任委員会で

は表示されていたので統一させた方がよい。

また、登壇 して発言する際は、原稿を読むためにどうしても下を見てしまう。

カメラが高い位置にあるので、なおさら下を向いているイメージが強くなり、

映像を見た人に元気がない、原稿を棒読みしているだけとのイメ‐ジをもたれ

てしまう。 日の前に原稿を映し出すプロジェクター等があればよいが、発言者

と撮影者がともに努力し、改善を図る必要がある。

さらに、カメラをスムーズに操作 していただくことや、議事内容をテロップ

で表示することをお願いする。

最後に、一般質問をしている議員の氏名の後に、所属会派名を入れることを

提案 させていただく。

んはいかがでしょうか。
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高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

安田局次長

安田局次長

―

登壇 。降壇時等を放映する際は、どうしても間が空いてしまうので、議場の

様子を映 した方がよいと考える。議場の状況がわからない時間を極力少なくす

ることが大切である。

各会派から意見が出されましたが、事務局から何かございますか。

対応できることと出来ないことがあるが、委員長報告等におけるテロップの

表示方法については、役職名を入れることで統一させていただく。また、登壇・

降壇時等に議場全体の映像を流すことは可能と考えるが、カメラの位置の変更

については難しい。

登壇して発言する際には、原稿を手で持つと顔が上がり、見栄えが良くなる。

発言する際には工夫が必要である。

映像と音声の質についてはどうか。

今回、インターネットで配信するための映像を見ていただいたが、映像を配

信するためには、画質を落とさないとデータが重くなつてしまい、配信するこ

とが出来ない。また、音声については、理事者のマイクが声を拾えていないこ

とから、理事者にはマイクを意識し、発言するよう注意して参りたい。

映像配信はいつ始まるのか。

来年の改選後、 5月 の臨時会から実施して参 りたい。

12月 も試行ができるということか。

そのとおりである。

ライブ中継と録画配信と2つの方法があり、ライブ中継については仕方ない

が、録画配信する場合には、映像を編集することは可能なのか。

録画配信については、データの加工に時間が必要なため、今回お見せするこ

とが出来なかったが、伺うた意見を参考にしながら試案を作成し、今後の議会

改革小委員会に提案して参りたい。

質問者席を映す際、撮影しているカメラを表示することは可能なのか。



安田局次長

押田局長

高橋委員長

高橋委員長

原 田参事

確認 して報告する。

一般質問者の氏名のテロップに会派名を入れることについては、いかがで し

ょうか。

その件については、各会派持ち帰 り検討 していただきたいがどうか。

一 各会派了承 ―

それでは、事務局には 12月 までに改善をお願いいたします。

次に、住民監査請求に対する監査結果を受け、過 日の各会派代表者会議及び

議会運営委員会におきまして、今後、議会改革小委員会で 「政務IJ3査費の手引

きの見直 しについて」、検討することとされてお ります。

このことから、本 日、協議事項 として取 り上げるものでございますので、ご

了承願います。

それでは、事務局から説明願います。

それでは、「政務調査費の手引きの見直しについて」ご説明申し上げます。

過日の監査結果では、返還を求められたもののほかに、監査委員からの意見

も数点あり、これらについて、見直しの検討が必要であろうと考えております。

まず、返還を求められたものといたしましては、小説の購入や同一図書の複

数購入、経路不記載のタクシー代、一人当たり500円 を超えた分の茶菓子代、

さらには、交際費的経費と判断されたものです。

また、備品の修繕、看板の作成、コーヒ
=やお茶の一括購入、用紙の一括購

入については、按分すべきであるとされております。

次に、監査委員から「政務調査費の支出に関し、今後とも市民に対する十分

な説明責任が果たされ、よリー層の透明性の確保及び使途基準の明確化等に努

められるよう望むものである。」とのことで、3点について意見が述べられてお

ります。

まず 1点 目は、領収書等の記載事項についてです。

領収書等は、できる限り正確な記載を求めることとし、やむを得ずそれがで

きない時は、必要事項を個表に補足記載することを徹底すること。

2点目は、視察研修等についてです。

視察研修等に係る必要事項を統一的に記載できるような、専用の様式、視察

報告書を制定すること。また、団体の年会費については、どのような研究研修

ができるのか、例えば、どんな研修会に参加でき、どのような資料が提供され

るのかを個表に記載すること。

3点 日は、按分計算についてです。



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

市政ニュース、議会報告などの広報紙に加え、ホームベージ、ブログなどは、

調査研究活動以外の、例えば、後援会に関する記事、選挙活動に関する記事な

どが掲載されている可能性があり、そのような記事が掲載されている場合には、

経費をすべて政務調査費から充当するのではなく、按分する必要があるという

3点の意見です。

なお、過日の経理責任者会議では、小説の購入や、コーヒー等の一括購入の

按分については、本人が説明できれば支出してよいのではないかという意見。

また、手引きの見直しに際し、政務調査費に関する判例を参考にしてはどう

かとういう意見などが出されております。

今回の「政務調査費の手引きの見直し」につきましては、 12月 を目途にご

検討いただき、見直された箇所につきましは、平成 23年度分から適用できれ

ばと考えております。

以上でございます。

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。

はじめに、日■■ さんはいかがでしょうか。

会派に持ち帰り検討するが、個人的には、返還を求められた2点、監査委員

から提出された意見にある3点の合計 5点については、手引きの見直しをせざ

るを得ないと考える。

■■■さんはいかがでしょうか。

持ち帰り検討するが、手引きの見直しを前提に検討したい。

―
さんはいかがでしょうか。

按分計算について、市政ニュースなどの広報紙は、後援会や選挙活動等に関

する記事が紙面の 6分の 1以下の場合は全額政務調査費で保障し、 3分の 1以

上となる場合は按分とするなど、具体的な議論が必要である。

さんはいかがでしょうか。

監査委員からの意見を勘案し、按分率について等、手引きを見直す必要があ

る。より詳細な規定を作り、市民などからの疑義に対して、回答できるような

態勢を作る必要がある。

さんはいか力Sで しょうか。
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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

持ち帰 り検討させていただくが、他の会派からもあつたように、費用の技分

については、ある程度明確にしておく必要があると考える。また、視察研修専

用の様式についても対応 し、誰が見ても分かりやすくしてお くことが大切であ

る。

それでは、各会派か らご意見を伺いま したが、確認 を含 めま して、他に何か

ありましたらお願いいたします。

視察研修については、会派内で情報共有がされず、一般質問にも反映されな

い視察については、どのように取り扱 うべきかとの議論があった。基本的には

議員個人の問題なので、政務調査費の使途については、手引きに従えばよいと

考えるが、視察に対する費用の使途をもつと厳密に出来ればと考える。

他に何かございますか。

政務調査費については、非常に難しい問題で様々な意見がある。一度完成さ

せた手引きを変えていくというのは非常に難しい。事務局から12月 を目途に

検討するとの説明があつたが、それを越えると会派で議論する時間をとれなく

なることから、年内にある程度、形を整える必要がある。次回までに持ち帰 り

検討することも必要であるが、今回返還を求められたものや、監査の意見を勘

案した委員長試案を作成していただき、それをたたき台に各会派の意見を調整

した方がよいのではないか。検討時間を早める努力も必要である。

委員長試案を作成し、検討するとの意見が出されたがいかがでしょうか。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 11時 23分

再 開 午前 11時 24分

再開いたします。

様々な意見が出されましたが、私の方で委員長試案を作成し、各委員に事前

にお配 りし、次回開催のときに検討 していただくとい うことでよろしいでしょ

うか。

一 異議なし ―

それではただいまの協議のとおり決定させていただきます。
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高橋委員長

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。

― な し 一

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、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いてでございますが、今後日程を調整し、通知いたし

ますのでよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、第21回 「議会改ン Jヽ委員会」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 1■ 時26分


