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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 22回 議会改革小委員会 )

2 日 時   平成 22年 10月 26日 (火)  開 会  午前 10時00分

閉 会  午前 10時42分

3 場 所   市議会第 2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
｀
い ―゙ 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、風間補佐、石関主任、川瀬主任

川口市議会



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

―

開 会 午前 10時

本日は、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 22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つておりました事項につきまして、

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。

前回述べたとおり、我が会派では、質問の持ち時間を答弁を含めて 1時間、

あるいは質問時間を30分 とするなど、質問時間を短縮することが妥当である

と考える。そのためには2会期通算方式及び、一問一答方式を選択した場合の

質問回数の制限を廃止することが必要である。さらに、会派による持ち時間制

度についても検討すべきであると考える。

■■■さんはいかがでしょうか。

質問の持ち時間について、具体的な時間数は決まっていないが、何らかの改

革をしなければならないと考えており、会派内で検討を進めている。

―
さんはいかがでしょうか。

現在は一問一答方式を選択した場合の対応を検討しているところであり、質

問の持ち時間については実践を重ねた上で検討すべきではないか。質問時間は

現行通り45分でよいと考える。

さんはいかがでしょうか。

基本的には会派による持ち時間制を導入することが望ましいと考える。また、

持ち時間は何分が適当かということについては、会派内で議論しているところ

であるが、いずれにせよ現在の45分という質問時間を短縮すること、さらに、

2会期通算方式を見直すことで、毎定例会ごとに一般質問ができるようにし、
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高橋委員長

―

高橋委員長

安田局次長

高橋委員長

30分程度の時間で中身の濃いものとすれば、質問の質も向上するのではない

か 。

さんはいかがでしょうか。

会派による持ち時間制という案が提案されたが、質問時間の検討に当たって

は、会派所属議員数にとらわれない、全議員の発言機会が保障される方向で検

討を進めていただきたいが、会派内では具体的な質問の持ち時間について結論

が出ていない。また、2会期通算方式や質問回数の制限をなくすことについて

は、議論していくべきと考える。

各会派から意見を伺いましたが、意見の一致は難し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。

次に、「インターネット中継」につきまして、協議して参りたいと存じます。

この件につきましては、前回の小委員会におきまして事務局にて確認して報

告するという事項がございましたので、まずはその件につきまして説明願いま

す。

委員長からお話がありましたとおり、次回の委員会で報告させていただくと

い うものの中で、質問者席を映す際、撮影 しているカメラを表示することが可

能かどうかにつきまして、映像配信業務を行なってお ります委託業者へ確認を

いたしましたので、その報告をいたします。

その業者は、他市でも映像配信を行なつている実績のある業者ですが、この

ような設備を設置 したことはないとのことです。

また、導入したシステムはテレビカメラのように撮影の際にランプが表示す

るようなシステムと同調させることはできないということでありますので、議

席番号順や会派ごとで撮影するカメラを割り当てるなど、ルこルを作つていた

だければと考えております。

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。

■■■さんはいかがでしょうか。       _

前回の委員会で映像を拝見し、意見を述べたところであるが、今後、会派と

しての見学会を実施し、会派の意見をまとめようと考えている。質問者席を撮

影するカメラを議員それぞれが指定しても、カメラを操作する方が混乱してし

まう。操作する方の負担とならないように、基準を設ける必要がある。なお、

撮影しているカメラの表示については、できなくても仕方ないと考える。



高橋委員長  
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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

高橋委員長

■■■さんはいかがでしょうか。

質問者席を撮影する際のカメラ操作が煩雑になることから、ルール作りが必

要であると考える。実際の運用については会派に持ち帰り検討する。

―
さんはいかがでしょうか。

持ち帰 り検討する。

さんはいかがでしょうか。

撮影 しているカメラを表示することは、難 しいとのことであるので了承す

る。また、質問者席をどちらのカメラで撮影するかについては、それぞれ希望

があると思 うので、会派に持ち帰 り検討する。

さんはいかがでしょうか。

質問者席を撮影 しているカメラに表示を付けることは、難しいとのことなの

で了承する。どちらのカメラで撮影するかについては、会派に持ち帰 り検討す

る。

質問者席をどちらのカメラで撮影す るかについては、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

す。

次に、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 「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、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。

可能であれば会派名も表示 していただきたい。

■■■さんはいかがでしょうか。

会派名も表示 していただきたい。

日■■さんはいかがでしょうか。

会派名 も表示 していただきたい。
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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

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。

会派名 も表示 していただきたい。

さんはいかがでしょうか。

会派に所属 していない議員は無所属と表示 し、会派名も表示するようお願い

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」につきましては、会

派名も表示するとい うことで、全会派の意見が一致いたしましたので、ただぃ

まの協議のとお り決定させていただきます。

ただいまの件に関して、質問者席をどちらのカメラで撮影するかについて

は、各会派持ち帰 り検討す るとのことだが、次回も持ち帰 り検討するというこ

とになりかねない。ここは委員長試案を作成 していただき、それをたたき台に

検討を進めた方が、協議がスムーズに進行すると考えるがどうか。

ただぃま、■■■さんから提案がなされましたが、日■■さんはいかがでし

ょうか。

委員長試案があった方が協議しやすいので作成をお願いする。

■■■さんはいかがでしょうか。

委員長試案の作成をお願いする。

さんはいかがでしょうか。

委員長試案の作成をお願いする。

さんはいかがでしょうか。

委員長試案の作成をお願いする。

それでは、委員長試案を作成するということで意見が一致しましたので、そ

のようにさせていただきます。

次に(「政務調査費Jにつきまして、協議して参りたいと存じます。



原田参事

前回の小委員会におきまして、委員長試案を作成し、これを基に検討すると

いうことになっておりましたので、委員長試案を各委員に事前にお配 りしてお

ります。

なお、この委員長試案は、前回の会議で出されました、「返還を求められた

ものや監査委員からの意見については見直しを検討すべき」との意見を踏まえ

作成したものですので、その点ご了承願います。

それでは、この件につきまして、事務局から説明願います。

それでは、「政務調査費の手引きJの委員長試案として、修正を加えた箇所

について、ご説明申し上げます。

お手元の資料をご覧ください。

なお、修正を加えた箇所ですが、返還を求められたものは赤、監査委員から

の意見は青、さらに、今回の見直しに併せて修正した箇所は緑で記載しており

ます。

まず、 1ページをお開き下さい。

「政務調査費の使途項目」の広報費と広聴費の「主な使途」の記載内容が同

一であるにもかかわらず、記載順が異なっていることから、統一するものです。

次に3ページです。

1行 日に、「原則として」を加えております。これは、後程説明いたします、

資料作成費・広報費のところで、技分について記載したためです。

次に、 5行日に、「タクシー等」を加えております。これも、後程説明いた

しますが、タクシーに関わる項目を追加することから、加えるものです。

次に、(3)の会費に、「団体の年会費については、支出することによる効果

を政務調査報告書 (個表)に記載するものとする。」、「なお、会費納入団体が

調査研究活動と他の活動の両面を有している場合は、2分の1に核分するもの

とする。」をカロえるものです。

次に、4ページです。(1の の食糧費に、「茶菓子代は、 1人当たり1日 50

0円 を限度として支出できる。コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則

として 2分の 1に接分するものとする。」をカロえるものです。

次に、5ページです。(11)資料購入費を新たに追加し、「調査研究活動のた

めの資料として購入したものは、支出できる。なお、小説 (フ ィクション)の

購入や、同一図書の複数購入は、原貝」として支出できない。」をカロえるもので

す。

次に、(13)資料作成費・広報費を新たに追力日し、「調査研究活動、議会活動

及び市の政策について、資料を作成し、市民に報告、PRするための経費は、

支出できる。なお、広報紙やホームページなどは、調査研究活動と他の活動の

両面を有している場合は、掲載事項の割合により按分するものとする。」をカロ

えるものです。



高橋委員長

高橋委員長

高橋委員長

次に、(12)を (14)に、「備品購入費、事務機器の修繕等」を 1ページの「そ

の他の経費」の主な使途に合わせ 「備品購入費、修繕料等」に改め、「備品の

修繕については、修繕料の 2分の 1を支出できるものとする。」を加えるもの

です。

次に、2の (2)証拠書類の整備では、監査委員の意見を踏まえて、内容を

改めるものです。主な改正点は、領収書には、できる限 り詳細な記載を求める

とともに、やむを得ずそれができない場合は、個表に補足記載すること。また、

払込明細票、通帳の写し等を領収書に代えた場合も同様に、補足記載すること。

さらに、視察を実施 したときは、個表とともに視察報告書に記録し、保管す

ることです。なお、新たに書式に加える「視察報告書」につきましては、後程

説明いたします。

次に、6ページです。 3の (1)交通費に、「タクシー」の項目を加え、「タ

クシーを使用 した場合 は、日時、使用経路及び目的を政務調査報告書 (個表)

に記載するものとする。Jをカロえるものです。

次に、「1 収支報告書の作成」では、条例の規定にあわせ、「経理責任者」

を 「代表者」に改めるものです。

次に、 8ページです。個表の項 目の内、「実施者名」が、「会派 (議員)名 」

と記載内容が重複することから、この行を削除するものです。

最後に 9ページです。この「視察報告書」は、視察を実施 したときの証拠書

類 として、新たに書式に加えるもので、項目は視察 日、視察場所、視察項目、

視察内容、所感の 5項 目です。

以上です。

ただいま、事務局から説明がありましたが、日■■さんはいかがでしょうか。

監査委員から意見が述べられた個所や、返還を求められたものを中心に変更

されていることから、この案で進めていくべきと考える。

■■■さんはいかがでしようか。

委員長試案で結構である。

■■■さんはいかがでしょうか。

指摘事項が数点あるので申し上げる。

まず、3ページの3の (3)の 「団体の年会費については、支出することに

よる効果を政務調査報告書 (個表)に記載するものとする。」については、効

果というものは受け取る側によって異なることから、表現するのが難しいの



高橋委員長

―

高橋委員長

―

で、この表現は改めた方がよい。また、その下の「なお、会費納入団体が調査

研究活動と他の活動の両面を有している場合は、2分の 1に按分するものとす

る。」については、年会費の支払いが政務調査に必要であることを説明できれ

ば良いことから、カロえる必要はないと考える。

次に、4ページの「茶菓子代は、1人当たり1日 500円 を限度として支出

できる。Jについては、直前の 「公職選挙法の制限に抵触しないことJと いう

文章に包含されているのではないか。

5ページの (12)資料購入費の「なお、小説 (フ ィクシヨン)の購入や、同

一図書の複数購入は、原則として支出できない。」については、会派で勉強会

等を開催する場合に、同一図書を複数購入しなければならないことがあるの

で、「支出できない」と言い切るのではなく、「目的を明確にする」というよう

な表現にした方が良いのではないか。

また、(13)資料作成費・広報費については、広報紙内の政治活動に関する

記事が問題になっている。紙面の6分の 1までは全額政務調査費の支出を認め

るが、3分の 1以上の場合は按分とするなど、按分についての議論が必要であ

る。

最後に、6ぺ
=ジ

のタクシーについてであるが、手引きの作成時には、公共

交通機関を優先するとい う確認がなされた と認識 しているが、実際は公共交通

機 関があつても時間等の関係でタクシー を利用せ ざるを得ない事態が想定 さ

れる。日時、使用経路及び 目的を個表 に書 くとい う条件でタクシーの利用を認

めるとい う考えでよいのか確認 したい。

さんはいかがでしょうか。

5ページの (13)資料作成費・広報費において「なお、広報紙やホームペー

ジなどは、調査研究活動と他の活動の両面を有している場合は、掲載事項の割

合により按分するものとする。」とあるが、「調査研究活動と他の活動の両面」

というのが具体的にどのような活動を想定しているのか確認したい。

さんはいかがでしょうか。

他の会派と重複するが、(13)資料作成費・広報費については、 2分の1を

政務調査費で支出できるとしても、広報紙の作成には何十万円もかかるので、

その負担は重いものとなる。政務調査費で活動報告すらできないというのはい

かがなものかという意見も出たが、全額政務調査費で負担すべきとの結論にも

至らなかった。しかし、他の会派でも同様の議論があつたと推察することから、

技分のあり方をある程度明確にした方が支出しやすいと考えるので、再検討す

べきである。
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高橋委員長

原田参事

高橋委員長

様々な意見が出されましたが、3ページの (3)会費の「団体の年会費につ

いては、支出することによる効果を政務調査報告書 (個表)に記載するものと

する。」について、事務局から説明をお願い します。

ここでは「効果」と記載 しているが、実際の監査委員の意見では、もう少 し

具体的に書かれており、「団体の年会費については、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、個表に記載すること。」とい う表現であつ

たが、作成の段階で効果とい う表現に替えている。その点については、議論 じ

ていただき、別の表現にしても構わないと考える。

ただいまの説明に対 して、何かご意見はございますか。

明確な表現を用いると、自由が利かなくなると思 う。包括的な表現を用いた

方が、様々な解釈が可能となる。事務局の説明のとおり、いくつかある内容を

効果 とい う形で、ひとくくりにして表現した方が適切であると考える。

他にご意見はございますか。

他になければ次に移 ります。同じく3ぺこジ、「なお、会費納入団体が調査

研究活動 と他の活動の両面を有 している場合は、2分の 1に按分するものとす

る。」との記述は必要ないのではないかとの意見でありますが、事務局から説

明をお願いします。

先程、委員長からありましたように、返還したもの、監査委員からの意見が

付されたものについては、手引きの中に盛 り込んでいくとい う基本路線に従い

加えたものである。

20年度に支出された申で、調査研究活動と、他の活動の両面を共有してい

ると判断され、年会費の 2分の 1の返還を求められた例があり、記載したもの

である。

ただいまの説明に対 して、何かご意見はございますか。

会派に持ち帰 り検討 させていただく。

補足するが 具ヽ体的にどこが他の活動の面を有しているかについてまでは監

査委員は触れてお りませんでした。

他にご意見はございますか。

他になければ次に移 ります。 4ページの (10)食糧費の「茶菓子代は、 1人
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当たり1日 500円 を限度として支出できる。」という記述にっぃては「公職

選挙法の制限に抵触しないこと」に包含されるのではないかとの意見でありま

すが、事務局から説明をお願いいします。

2名の議員が500円 を超えた分を返還するよう、監査委員の方から指摘を

受けたことから加えたものである。

ただいまの説明に対して、何かご意見はございますか。

会派に持ち帰り検討させていただく。

他にご意見はございますか。

他になければ次に移ります。「同一図書の複数購入は、原則として支出でき

ない。」としたことについて、事務局から説明をお願いいたします。

議員からは、会派での学習会等、明確な理由があれば良いのではないかとの

意見であつた。原貝Jと してという文言が入つているので、そこは運用の仕方次

第であると考える。

原則ということは例外もあるということである。明確な理由があれば良いと

考える。

他にご意見はございますか。

他になければ次に移りますぎ続きまして、多くの意見がありました、5ペー

ジの (13)資料作成・広報費についてでありますが、按分率の再検討が必要で

はとのことでありますが、事務局から説明をお願いいたします。

川口市の手亭|き において、核分する際はすべて?分の1と なっているが、監

査委員の意見は、後援会活動や選挙活動といつた調査研究活動以外の活動が、

紙面の2分の 1を 占めることはないと想定されることから、状況に応じた按分

の仕方を検討してはどうかとの意見であつた。

暫時休憩いたします。

再開いたします。

共産党さんからご意見はございます力、
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会派に持ち帰 り検討させていただく。

この件に関しては各会派持ち帰 り検討す るとい うことでよろしいでしょう

か 。                                     '

一 各会派了承 ―

それではそのようにお願いいたします。

最後に、6ページのタクシーにつきまして、事務局から説明をお願いいたし

ます。

この件は、タクシーの利用も認めるのかという話でありましたが、タクシー

を利用しても、きちんと説明書きがされた方は、監査委員から指摘されず、何

に使ったか明確でない方は指摘を受けたということで、このような表記をした

ところである。公共交通機関と、タクシーの利用の仕方については、議論して

いただければと思います。

ただいまの説明について何かご意見はございますか。

先程も申し上げましたが、委員長試案でいいのではないかと考える。

会派に持ち帰 り検討させていただく。

他にご意見はありませんか。

他になければ、以上で質問に対する説明は終了いたしました。持ち帰り検討

となった事項につきましては、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す。

また、手引きの見直しについて、ご不明な点がありましたら、私もしくは事

務局までお問い合わせくださるよう、お願いいたします。

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。

以上をもちまして、第 22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さまでした。

閉 会 午前 lo時 42分
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