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(別紙 )

1 件 名   第 19回議会改革推進委員会会議録 (要点筆記)

2 日 時   平成 26年 1月 30日 (木)   開 会  午前 10時 00分

閉
△

= 午前 11時 03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 オフ
゛
サ―゙バ― 岩井議員

7 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 口市議会
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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 午前 10時 00分

それでは、ただいまから第 19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等でございますが、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」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。

さらに、「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 しょっか。

前回と同様であるが、質問回数の制限については、一括方式、一問一答方

式ともに撤廃すべきと考える。二会期通算方式については、現状どおりでよ

いと考えるが、会派持ち時間制の導入とセットであれば議論する余地はある。

、いかがで しょっか。

質問回数については、現状どおりでよい。二会期通算方式についても、現

状どおりでよい。

いかがで しょっか。

前回と同様であるが、質問回数の制限を撤廃することについては、議会運

営上の課題を整理しながら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。

、いかがで しょっか。

前回と同様であるが、質問回数の制限については、一括方式、一問一答方
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式ともに撤廃することでよい。二会期通算方式の撤廃については、会派持ち

時間制を含めて検討する価値があると考える。

υヽかがで しょっか。

前回と同様であるが、質問回数の制限については、現状どおりでよい。二

会期通算方式についても、現状どおりでよい。

質問回数については、現状どおりという意見と撤廃すべきという意見に分

かれており、二会期通算方式については、現状どおりという意見が多く、廃

止する場合には、会派持ち時間制とセットで検討するという意見がありまし

た。

我が会派は、二会期通算方式については、基本的には現状どおりという立

場である。ただし、会派持ち時間制を導入するのであれば、二会期通算方式

を撤廃する議論をする余地はあると考える。

、     、     、        ま、二会期通算方

式は現状どおりでよいとのことでありますが、

ようか。

いかがで し

二会期通算方式を撤廃するということではなく、まずは会派持ち時間制に

ついて更に深く議論を重ね、その上で二会期通算方式をどうするのかを検討

すればよいと考える。

ら、二会期通算方式の撤廃とは別に、まずは会派持ち時

間制について議論を重ねていきたいとの発言がありましたが、いかがでしょ

うか。

提案であるが、本委員会の成果としては、二会期通算方式は従来どおりと

することで意見をまとめ、会派持ち時間制は別建てで議論を進
.め

ていくとい

うことでいかがか。

別建てで議論するのは構わないが、

ただいたほうがよいのではないか。

らヽ改めて提案してい

L
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二会期通算方式は現状どおりという流れの中で、今後の新しいテーマとし

て、会派持ち時間制の検討を提案していきたい。

質問回数の制限につきましては、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、また二会期通算方式は、従来どおりということ

で全会一致とし、会派持ち時間制については、改め から新

たなテーマとして提案していただくということでよろしいでしょうか。

― 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、「 (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

が、前回、     から「一般質問における解説用パネル等使用要領 (修

正案)」 が提出され、こちらをもとに、再度協議することとなつておりまし

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。

、いかがで しょっか。

前回、皆様からご意見を頂戴 し、更に修正を加えた要領を作成したので、

配付願いたい。

一 資料配付 ―

修正した内容は、まず質問時において、補助者をつけることができるとし

ていたが、演壇で補助者をつけるのは無理があるという意見をいただいたの

で、演壇及び質問者席の両方について、補助者をつけることができる文言を

削除した。

また配付資料について、大きさをA3までとすることとし、傍聴席に配付

する場合、傍聴者が少なく、紙が無駄になってしまうことが懸念されること

から、傍聴席に配付する文言を削除した。

以上の3点について加筆・修正しているので、確認願いたい。

、いかがでしょうか。

本日、     から提出された 「一般質問における解説用パネル等使用

要領 (修正案)」 は、補助者にかかる文言が削除されており、我が党でも合

意しやすいと考える。また配付資料の大きさもA3判までであれば適切であ

るし、傍聴者の配付資料をなくすことは経費の削減につながることであり、

内容を前進させた良い内容であるが、持ち帰り検討する。
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前回、 「パネル等は演壇、質問者席 ともに、発言者自らの責任で対応願い

たい」と発言 し、それについては整理されているが、持ち帰 り検討する。ま

た 12月 定例会の一般質問の際、スマー トフォンを用いて音楽を流 していた

が、音源を使用する場合の取 り決めが必要ではないか。本来は、音源を使 う

ことは好ましくないという意見も、会派内から出ているところである。

、いかがで しょっか。

前回、     から提出された「一般質問における解説用パネル等使用

要領 (修正案)」 に賛成であり、本日提出された修正案についても賛成する。

いかがで しょっか。

傍聴者への資料配付が削られたが、パネルの内容が傍聴者に見えるように

ディスプレイに表示する工夫が必要と考える。基本的には、     から

提出された「一般質問における解説用パネル等使用要領 (修正案)」 に賛成

である。

この件につきましては、おおむ

―

の修正案に賛成のようですが、

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。

また、     から、音源を使用する場合の取り決めが必要との意見が

ありましたが、それをまとめるには時間がかかってしまうこともありますの

で、音源の使用については今後、この項目の中で別に協議していきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

一 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」についてでございますが、他市の状況調査を踏まえ、再度協議すること

となっておりました。

まず、他市の状況について、事務局から報告願います。

類似都市及び近隣市の「国旗 0市旗の設置について」ご説明いたしますの

で、資料 1を ご覧いただきたいと存じます。

調査の対象でございますが、政令指定都市及び東京 23区を除いた人口4

0万人以上の25市及び近隣の4市、計 29市について調査を行いました。

国旗 0市旗の設置につきましては、両方設置している市が 22市 75。 9

パーセントであり、国旗のみを設置している市が 1市 3.4パーセン ト、市

旗のみを設置している市も 1市ございました。また、設置していない市が5

市で 17.3パ ーセントという状況でありました。

【  二  l
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設置年月日、設置場所、大きさや材質につきましては、資料をご覧いただ

きたいと存じます。

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。

、いかがでしょっか。

議会改革とは関係のない件であると我が会派でも認識 しているが、この件

に関しては、この会議体で進めることが最もふさわしいという思いから提出

しているので、ご理解願いたい。今、事務局から調査結果が述べられたが、

おそらく他の会派の皆様も想像 どお りの結果だと思 う。設置について、ぜひ

実現 したいと考えているので、よろしくお願いしたい。

、いかがで しょっか。

調査結果では、国旗 0市旗は75パーセン ト以上の自治体が設置している

状況であり、平成 24025年 と最近設置した自治体もあるので、本市でも

そろそろ設置してもよいのではないか。今後、設置自治体のパーセントは、

もつと増えることも想定される。

いかがでしょうか。

調査していただき感謝するが、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、議題から外していただいても構わない。

いかがでしょうか。

確かに議会改革とは関係ない件かもしれないが、

とはごく普通であり、議会改革以前の当たり前のこ

であり、賛成する。

国旗 。市旗を設置するこ

とと考える。設置すべき

、いかがで しょっか。

前回同様、積極的ではないが、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 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)広報について 議会報の発行」についてでございますが、

こちらについても、他市の状況調査を踏まえ、再度協議することとなってお

りました。

まず、他市の状況について、事務局から報告願います。

類似都市及び近隣市の「議会報の発行について」ご説明いたしますので、

資料 2を ご覧いただきたいと存じます。

調査の対象は、資料 1と 同じ29市について調査を行いました。

議会報を発行している市は27市 93.1パ ーセントであり、発行してい

ない市は 2市 6.9パーセントでありました。

なお、類似都市の 1回あたりの費用を見てみますと、最高額は石川県金沢

市の約479万円、最低額は岡山県倉敷市の約47万円となっております。

また、発行 していない市の代替手段としては、市が発行する広報紙へ掲載

している市が 2市で 100パーセン トとなつております。 2市につきまして

は、宮崎市と岐阜市でございます。

なお、議会報の年間発行回数、ページ数、紙面の内容や、編集委員会の委

員構成、委員の作業内容等、詳細につきましては、資料をご覧いただきたい

と存じます。

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 しょっか。

前回と同様であるが、広報紙のページ数を増やして議会の記事を増やすこ

と、また、ホームページの中でできる範囲の情報を発信 し対応すべきと考え

る。なお、事務局から詳細な資料をいただいたが、議会報を発行するとなる

と費用もさることながら、編集委員会を構成し委員がその都度かかわつてく

る、また、事務局の職員にもかなりの負担をかけることを認識しなければな

らない。

、いかがでしょうか。

前回までと同様であるが、政務活動費の中に広報費も計上されており、各

議員が個々に対応 しているのが現状である。他市の事例をみても、予算が必

要となることであり、発行するとなれば4色カラー刷りがよいとなってくる

ことも考えられるので、現段階では政務活動費で対応することでよい。

【I_1「   」
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前回と同様であるが、可能な限り、議会報を発行 したほうがよいと考える

が、調査結果を持ち帰 り検討 したい。

いかがでしょう力、

この件については、      6`人体制のときに提出した内容である。

また今回、詳細に調査をしていただき事務局に感謝する。広報かわぐちにつ

いては、全世帯にいきわたつているのか、また全ての市民が見ているのか、

そういう課題が内在していると思う。議会の情報をいち早く市民に伝えるこ

とは必要だが、紙ベースで発行することが、今の時代にマッチしているのか

疑間である。編集や印刷に、早くても2ヵ 月程かかつてしまうと思われるの

で、即時性という点において紙媒体の有効性を検証する必要があるのではな

いか。議会のホームページ上で、より早い段階で情報を伝えられる工夫がで

きるのであれば、紙媒体よりも適していると考える。

例えば、 「環境」というキーワー ドで検索した場合、誰がいつどういう内

容で環境にかかわる質問をしているのか、また 「議員名」で検索した場合、

過去にその議員がどういう内容の質問をしているのか等、市民が知りたいこ

とがすぐに分かるようにするほうが、紙媒体よりも即時性があり適している

と考える。現在の3人体制の     としては、今の時代に合つた市民に

知らしめる方法を模索すべきと考える。

、いかがで しょっか。

前回と同様であるが、紙媒体で発行するとなると資料にもあるように、相

当数の人員・時間・費用がかかつてしまう。まずはホームページに掲載する

のが先決であると思う。それで市民からの要望があれば、紙媒体についても

検討していくのはいかがか。

従来どおりでよいという意見、可能な限り発行すべきという意見、紙媒体

の有効性を検証すべきという意見がありますので、本日事務局から提出され

た資料も含めて各会派持ち帰り協議していただき、再度協議するということ

でよろしいでしょうか。

皆さんの意見を聞いていて感 じたが、ホームページの中にどの程度、議会

の内容を反映させていくのか、また、一般質問の掲載内容の決定方法等、い

ち早く情報を掲載するための方策を、コス ト面も含めて検討 していかなけれ

ばならないと思う。

提案だが、事務局に詳細な資料を提出いただき恐縮だが、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、できる範囲で結構なので案を

示してもらいたい。
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ただいま、     から提案がありました件についていかがでしょうか。

提案に賛成で、ホームページの充実は重要と考える。本会議

の中継も行なっている状況であり、他市の状況等を含め、参考となる資料が

あれば示してもらいたい。

ホームページを充実させることを検討するのは良いが、インターネットは

全ての人が見られるものではなく、まだまだ情報弱者と呼ばれる方々もいる

ので、そういう方々にも議会活動を知っていただく方策を議論する必要があ

ると考える。

川口市のホームページを管理している業者が、他の自治体も請け負つてい

ると思われるので、更にホームページを充実させるための方策を、コス ト面

も含めて業者に調査願いたい。情報弱者に対する対応を考えるのであれば、

なおさら議会報を発行するのではなく、広報かわぐちの紙面上に掲載してい

くべきと考える。

他市の状況を検討するのは重要と考える。情報弱者に関しては、もし紙媒

体でほしいということであれば、我々議員が印刷して渡すことも可能かと思

う。広報紙の配付は町会にお願いしているが、町会の方々は高齢化が進み、

重い紙を運ぶのも困難になりつつある状況の中、それを克服する必要もある

と思われるので、より早く、より安く発行できる、web議 会だよりを検討

していきたい。

から提案のあった、ホームページを充実させることについて検

討することは、各会派とも具論はないと思います。事務局で他市の状況等を

調査していただき、次回に協議していきたいと思います。

また議会報の発行については、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 一

それでは、そのように決定させていただきます。

次に、 「 (3)請願を提出するなどした市民が議会で発言できる制度の導

「
~~~~~
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入」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。

請願なので、紹介議員が請願者の願意を汲んで発言すればよいと考えるの

で、反対する。この制度を導入してしまうと、色々なところに波及してしま

う懸念があるので、慎重に取り扱 う必要があると考える。

、いかがでしょうか。

我が会派も反対の意見が多かった。我々議員は市民からの付託を得て活動

しているので、この件は従来どおりでよい。

いかがでしょっか。

従来から考え方は変わらず、市民が本会議や委員会で発言できる制度を設

けることは、賛成する。

、いかがでしょうか。

この件については、従来どおり反対する。

我が会派でも、

おり、反対する。

この件につきま

ても意見はまとま

暫時休憩いたし

、レヽかがでしょっか。

まず紹介議員が請願の内容を熟知することが前提と考えて

しては、各会派の意見の隔たりが大きく、今後協議を続け

らないのではないかと考えます。

ます。

休 憩 午前 10時 39分

再 開 午前 10時 43分

それでは、この件については意見の一致に至らずと決定したいと思います

が、ご異議ありませんか。

一 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。

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。

[          _ _1
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そヽ贅

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

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、コストは変わらない、との意見がございました。

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、③の「退席議員を記載すべき」については、議論の余地が

ある、反対する、採決時には記載すべき、との意見がございました。

それぞれの点について、各会派の検討状況をお伺いしたいと存じます。

レヽかがで しょっか。

前回以降、議論を深めた結果、①については、現状どおり全議員に配付す

べき。②については、費用が増えないのであれば、A4判とすることで薄く

なり収納しやすくなることもあるので賛成する。③については、確認専用の

職員を置くなど、事務局の負担が増えてしまう懸念もあり、記載しなくて良

い。

、いかがで しょっか。

①については、現状どおりでよい。②については、A4判が主流となって

きていることもあり賛成する。③についてはt現状どおりでよい。

、いかがで しょっか。

①については、現状どおりでよい。②については、費用が増えないのであ

ればA4判でもよい。③については、掲載する必要はないということで会派

の意見がまとまった。退席する理由は、生理現象等さまざまだと思う。しか

し、長時間にわたり退席している場合もあるので、その際には、議長から注

意をしていただけるとありがたい。

①については、現状どおりでよい。②については、費用が増えないのであ

れば賛成する。③については、現状どおりでよい。

、いかがで しょっか。

①については、会議録はホームページで確認することが多いので、 1人に

1冊は必要ないと考え提出したが、皆さんが必要と考えるのであれば仕方な

い。②については、A4判が一般的になりつつあるので変更していきたい。

③については、たしかに生理現象等、全ての退席を記載することは大変な作

業と思われるが、長時間にわたって退席している場合については、議長から

10
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の注意が必要と考える。また現在も、退席議員は事務局職員がカウン トして

いるので、新たに専門の職員を置く必要はないのではないか。

①については、現状どおりという意見で一致しましたので、提出会派であ

、いかがでしょうか。

― 了承する 一

それでは、①につきましては、

すが、ご異議ありませんか。

一 異議なし 一

意見の一致に至らずと決定したいと思いま

それでは、そのように進めさせていただきます。

次に②については、費用が増えなければ賛成という意見がありましたが、

事務局で調査は可能でしょうか。

現在契約している業者から見積もりを徴したところ、A4判に変更した場

合、年間で約 10パーセントの増額となります。その理由は、①A4判への

変更により1ページ当たりの単価が 7円 から11円に上がり、57パーセン

トの増額となること、②A4判に合わせて、現在よりもフォントサイズを大

きくし見やすくすることにより、ページ数は約 30パーセントの減少としか

ならないこと、これらが増額理由となります。また、フォントサイズを変更

しない場合、金額的にはあまり変わらないのではないかと思われます。

なお、会議録は2年に 1回製本し永年保存しているが、現在の保管場所で

はA4判では入らないという現状がありますので、変更するにしても、すぐ

には難しいのではないかと考えます。

事務局から報告いただきましたが、何か意見はありますでしょうか。

フォントの大きさが変わるとのことだが、同じ大きさにすればページ数は

30パーセント以上減るはずである。年間の費用が増額とならないよう検討

すべきではないか。また保管場所は、別のところにすればよいのではないか。

事務局、お願いします。

フォントの大きさを変えずにA4判とした場合、字がぎっしり詰まつてし

まい見づらくなってしまう懸念がありますが、他市の状況等も調査していき

たい。また、会議録は昭和 8年分から保管しているが、大きさが変わった場

合の対応については検討していきたい。
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紙媒体で昭和 8年分からあると、相当な量になると思 う。この時代、いろ

いろな保管の仕方があるので、保管方法も検討すべきではないか。

昨今、地方自治法においても、会議録を電磁的記録により作成できるとい

う規定がありますが、署名の問題があって、他の自治体でも踏み切れていな

い状況です。現在は閲覧用の会議録について、平成元年分以降を会議録検索

システムに掲載 しているが、原本はあくまでも紙媒体で保管 しているのが現

状です。

②のページ数と費用の関係は、事務局で調査をお願いします。

③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。

また、 「6 その他の事項」の「 (3)請願を提出するなどした市民が議

会で発言できる制度の導入」については、 「意見の一致に至らず」と次回の

議会運営委員会に報告して参ります。

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」、「 (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」、「 (9)本会議会議録について」

を継続して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。

最後に、次回の日程にうきましては、4月 10日 (木)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 19回 「議会改革推進委員会」を閉会いたします。

本日は、たいべんご苦労さまでした。
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