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1 件 名   第 17回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 25年 10月 10日 (木)   開 会  午前 10時 00分

閉
△
バ 午前 10時 46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、板橋 (智 )、 松本 (進 )、 松本 (幸 )、 小林、

谷川の各委員

6 事務局   渡辺局長、金子局次長、秋谷課長、上村補佐、安藤主査、石関主査、岡主査

川回市議会
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本日は、お忙 しい中ご参集を賜り、ありがとうございます。

開会前にご報告いたします。

10月 8日 付をもって、近藤智明委員から議会運営委員会委員を辞任 した

い旨の願いが提出され、議長において許可されておりますので、ご報告いた

します。

開 会 午前 10時 00分

それでは、ただいまから第 17回「議会改革推進委員会」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、前回、「質問時間」については、現状どおりとする案、答弁を含

め60分とする案、二会期通算方式を先に議論すべきという案、「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、「二会期通算方式」

については、継続する案、廃止する案、会派持ち時間制の導入とセットで検討

する案について、発言がありました。

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。

我が会派では、質問時間については、 1人 50分 とし、午前中 1人、午後

2人 とする案を提案 してきたが、現状は昼またぎが少なく、午前中に2人が

終了している。このため、現状どおり45分でよい。

質問回数の制限については、撤廃ということで考えている。 4～ 5回 も同

じ質問を繰 り返す場合、議員の責任において終了すること、また、議長から

注意することで問題はクリアできるのではないかと考える。一括方式、一間

一答方式の両方について撤廃するかどうかは、協議すべきである。

二会期通算方式については、現状どおり継続すべきと考える。二会期通算

方式を廃止するのであれば、会派持ち時間制の導入とともに検討すべきであ

る。

、いかがでしょうか。

質問時間についてはさまざまな議論があるが、今までの長い歴史もあるこ

とから、現状どおりでよい。

質問回数については、重複させないという意味合いから、現状どおり3回
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までがよい。

二会期通算方式については、現状どおり継続すべきと考える。

いかがでしょうか。

質問時間については、最低限現状の45分以上とし、短縮することはやめ

ていただきたい。

質問回数の制限については、撤廃 しても良いと考えるが、一括方式、一間

一答方式の両方とするか、同じ質問を何回も繰 り返 した場合の議長からの注

意など、議会運営上の課題が明確になっていない。課題を整理 しながら検討

すべき。

二会期通算方式については、我が会派では会派内で質問内容を調整 してお

り、個人に任せているわけではないため、現状どおり継続でよい。

いかがでしょうか。

・ 先般の議会運営委員会視察を踏まえ検討 したが、発言時間については、現

状どおり45分でよい。

質問回数の制限については撤廃する前提で、一括質問だけにするのか等を

検討すべきと考える。

二会期通算方式については、我が会派では役割分担をしているので、連続

して質問をすることはないと思うが、撤廃をして自由に質問できるようにす

べきと考える。

いかがでしょうか。

発言時間については、ここのところ昼またぎをしていないので、現状どお

り45分でよい。

質問回数の制限については、同じ質問を繰り返 した場合における議長の裁

量が確立されていない。問題をきちんと整理 してから、撤廃を進めるべきと

考える。

二会期通算方式については、現状どおりでよい。

この件につきましては、発言時間については、現状どおりとすることで、

各会派の意見の一致を見ました。

また、質問回数の制限及び二会期通算方式については、各会派でご意見が

異なるようですので、各会派持ち帰り検討 していただき、再度協議するとい

うことでよろしいでしようか。

一 異議なし 一
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それでは、そのように決定させていただきます。

次に、「 (2)一般質問におけるパネル等の利用について」、前回、新た

な提案事項ということ

況を伺います。

ら提出されましたが、各会派の検討状

いかがでしょうか。

パネル等を利用することは、視覚効果があることから賛成する。

いかがでしょうか9

我が会派では、パネル等の利用はあまりしていない。基本的には質問の補

完的役割としての利用はよいが、パネル等がメインにならないような議論が

必要と考える。大きさ等の課題を明確にして検討すべき。

いかがでしょうか。

パネル等を利用することは、インターネットの議会中継において視覚で訴

えることができ、市民に内容をより分かりやすく伝えることができると考え

る。大きさ等については、常識の範囲内で検討すべき。

いかがでしょうか。

我が会派でもパネル等はあまり使っていないが、インターネットの議会中

継や傍聴席のディスプレイにより視覚的に訴えることは、市民にとって分か

りやすいと考える。国や県、他の自治体の状況を考慮 して検討すべき。

各会派の検討状況が述べられましたが、     、いかがでしょうか。

各会派からのご意見をお聴きしますと、パネル等の利用について否定はじ

ないと受け止める。パネル等の利用については、 20年位前の議会運営委員

会において、「片手で持てる範囲とする」ということが決められているだけ

である。今後、パネルの大きさ等、より具体的な中身を議論する必要があり、

たたき台として我が党の案を作成 したので資料を配付願いたい。

一 資料配付 ―

資料の説明をすると、まず「 1 使用可能な規格等」の (1)枚数 。大き

さについては、パネル・現物とも片手で持てる範囲とし、大きさの上限はB
lサ イズ程度とする。またパネル等の「等」とは、雑誌や模型などのパネル

以外のものを指 している。なお枚数については、一般質問の大項目の数まで

とする。 (2)内容については、写真 。現物等、日頭による説明では代替で

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト
自民

USER
タイプライターテキスト
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きない視覚的な効果があるものとし、著作権が他者に属するものは、許可さ

れたものでなければ使用できないこととする。また個人情報が含まれている

ものについては、使用することができないものとする。 (3)申請期限につ

いては、質問する日の前日の午後 5時までに使用の意向を事務局に連絡 し、

パネル等は当日の午前 9時までに事務局へ提出し、議長及び議会運営委員会

委員長の許可の上、使用するものとする。

「2 発言に当たっての留意事項」については、会議録には写真やイラス

ト等は掲載されないので、「このように」や「ご覧いただくと分かりますが」

というた説明では分からないので、会議録を読んだときに内容が分かるよう、

発言に留意する必要があることを記載 している。

「3 その他」の (1)パ ネル等の位置については、パネル等をインター

ネットの議会中継のカメラで撮影する必要がある場合、質問者席から見て右

側の所定の位置において使用することとし、その都度、ズーム等の微調整は

行わないこととしている。右側とした理由は、市長側としたほうがよいと考

えたものである。なおパネルの枚数が複数ある場合には、議長及び議会運営

委員会委員長の許可を得て、同じ会派の方の補助者を付けることができるも

のとする。 (2)配付資料については、パネル等の資料を配付する必要があ

る場合には、パネル等の申請期限までに、必要部数を事務局に提出するもの

とする。 (3)使用後のパネルの取扱いについては、質問が終了したら、次

の質問者の邪魔にならないよう、パネル等は全て自分の議席まで持ち帰るも

のとする。

以上が、我が党が考えた案となるので、これを持ち帰 り各会派で協議いた

だきたい。

ただいま

す。

らの説明について、ご質問等があればお願いしま

今の説明では、パネル等の位置については一間一答方式を前提としている

が、一括質問の場合の演壇での対応はどう考えているか。また補助者につい

ては、無所属の議員についてはどう考えているか。

我が党の案としては、一間一答方式の場合として考えているため、一括質

問の場合は別途考えなければならないので、前向きな提言を賜りたい。また

無所属の議員の補助者については、他の無所属の議員に依頼することで対応

できるのではないか。

それでは、     から提出された案を各会派持ち帰 り検討していただ

き、次回、再度協議することでよろしいでしょうか。

4
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、いかがでしょうか。

― 異議なし 一

それでは、そのように決定させていただきます。

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

置」についての、各会派の検討状況はいかがでしょうか。

いかがでしょうか。

我が会派から提案 した内容であるが、国旗 。市旗を議場に設置することは、

他の自治体でも多数行なっており、定例化 してきている。学校でも掲げてい

るし、これを町会にも広げたいと考えているので、議場においても、ぜひ実

現したいと考える。

、いかがでしょうか。

視察の際に確認 しているが、他の自治体の 8～ 9割程度は、議場に国旗・

市旗を設置 している状況であり、賛成する。

、いかがでしょうか。

国旗・市旗を議場に設置することは、議会改革とは関係ないことであり、

反対する。

いかがでしょうか。

国旗・市旗を設置することは当たり前であり、設置すべきである。

いかがでしょうか。

反対する理由が見当たらないので、賛成する。

それでは、この件については、次回もう一度検討 したいと思いますが、

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」についての、各会派の検討

状況を伺います。
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現状どおりでよい。その理由は、広報紙を議会単独で作成すると、多くの

時間や費用がかかってしまうし、現在、ホームページを充実させており、議

会中継、会議録、議決結果等をより早く掲載できるよう務めている。

また、現在は「広報かわぐち」の紙面に議決結果等を掲載 してきているが、

広報紙のページ数を増やして一般質問の内容を掲載するのであれば、経費は

それほどかからないと考える。

、いかがでしょうか。

他自治体の状況を見ると、政務活動費の額が少ないところが議会報を発行

している場合が多い。り|1口 市では政務活動費を活用 し、それぞれが広報活動

を行えばよいと考えるし、広報紙面上に掲載することで十分であるので、現

状どおりでよい。

、いかがでしょうか。

可能であれば、議会報を発行できる準備を進めていただきたい。広報紙に

掲載 している状態では、議員の編集権がない し、ページ数を増やすのも厳 し

いのではないかと考える。

、いかがでしょうか。

2点お伝えしたい。 1点 目は、議会報の発行について

した項目だが、以前の6人体制の際に提出したものであ

提案

り、これをどうする

のか、 とも協議していきたい。 2点 目は、議会報を発行する

場合、議会閉会後 2カ 月程かかってしまい、タイミングを逸 してしまうと思

われる。

いずれにしても、次回に我が党の考え方をお伝えしたい。

いかがでしょうか。

私たちカ 議会報の発行について提案させていただい

た。     としては、できれば紙媒体で発行したいと考えるが、作成費

用の面で厳 しいと思うので、まずはホームページに「議会だより」のコーナ

ーを作るのもよいと思う。また、他市で議会報を発行 している場合、事務局

が編集 しているところもあるが、議員自らが作成できるかどうかについても

検討すべきと考える。

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。

[              」

[_ 」
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― 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、「常任委員会の時差開催」につきまして、 6月 ・ 9月 定例会におい

て、 2日 間の開催を試行いたしましたが、今後の実施の是非について、ご協

議いただきたいと存 じます。各会派の検討状況を伺います。

、いかがでしょうか。

試行ではなく、通常の常任委員会の開催方法として継続 していきたい。自

分が所属 していない常任委員会に、オブザーバーとして出席できるよい制度

である。時差開催を継続することに賛成する。

、いかがでしょうか。

時差開催を継続することに賛成する。

、いかがでしょうか。

時差開催を継続することに賛成する。

、いかがでしょうか。

時差開催を継続することに賛成する。

いかがでしょうか。

時差開催を継続することに賛成する。

それでは、この件は継続することで、全会一致になりましたので、よろし

くお願いします。

次に、「人事議案の投票のあり方について」でございますが、こちらは先

の議会運営委員会において 12月 定例会から実施することで決定いたしてお

ります。

提案理由等の事前資料につきましては、告示 日に議案とともに配付するこ

とになっておりますが、配付する資料のひな形をお手元に配付いたしており

ます。

次回からこのような形で、配付させていただきたいと存 じますが、よろし

いでしょうか。

一 異議なし ―

r―    ]
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それでは、そのように決定させていただきます。

ここで、新たな提案事項があるということで、 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 ―

それでは、提案内容 から説明願います。

本会議の会議録についての提案だが、まず (1)については、定例会毎に

作成されている会議録について、現在はホームページ上で会議録の間覧が可

能なため、印刷物としては各会派 1冊ずつあればよいと考える。

(2)については、会議録はA5判で作成されているが、現在主流の規格

であるA4判 とし、もっと薄くしていただきたい。

(3)に ついては、会議録に退席議員を逐次記載 してほしい。旧鳩ヶ谷市

議会の会議録では記載 していたようである。特に採決の場面では必要である

と考える。

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。

(1)について、無所属の議員についてはどう考えているか。

無所属の議員については、必要であれば請求すればよいと考える。

そうすると、全ての議員に確認が必要と思われる。

また (3)に ついては、採決時は必要と思うが、それ以外の通常時は退席

者を記載する意味が分からない、なぜ必要なのか。

議員は本会議中、議場に出席しているのが前提であり、現在はそれが崩れ

てきているため必要と考える。個人名ではなく、議席番号を記載することで

もよいと思う。
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吉田委員長 それでは、そのように決定させていただきます。

トイレで退席する場合もあるので、全て記載する必要はないと思われる。

それでは、各会派にご意見を伺います。

持ち帰り、検討する。

持ち帰り、検討する。

持ち帰り、検討する。 (3)についてだが、旧鳩ヶ谷市議会の会議録を次

国の本委員会で参考に見せていただきたい。

持ち帰り、検討する。

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。

なお、今回意見の一致を見ました「常任委員会の時差開催」の継続の是非

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、よろしくお願いいたします。

次に今後の協議の進め方ですが、「3 本会議についてJの 「 (1)一般

質問のあり方について」の質問回数及び二会期通算方式、「 (2)一般質問

におけるパネル等の利用について」、「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」、さ

らに先ほど提案されました「本会議会議録について」を協議 していくという

ことでよろしいでしょうか。

一 異議なし ―
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「一般質問におけるパネル等の利用について」は、今後検討 していくこと

となるが、決定するまでの間は従前どおりの進め方でよいか確認 したい。

本委員会で決定するまでの間は、従前通りの進め方とすることでいかがで

しょうか。

― 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、次回の日程につきましては、 11月 11日 (月 )午前 10時から

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 17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 46分

吉田委員長
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