議会改革検討委員会（平成２７年１２月２日）

議会改革検討委員会記録
１

開会 、閉 会に つい て
平成 ２７ 年１ ２月 ２ 日午 後１ 時０ ６分 、各 派 交渉 会室 にお いて 開会 し 、午 後２ 時１ ６分 閉
会し た。
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協議 事項

（１ ）座 長及 び副 座長 の 選任 につ いて
９月２８日の各派交渉会において了承された座長候補者及び副座長候補者について、
樋口議長が諮ったところ、座長については沖山委員に、また、副座長については加納委
員に 選任 する こと と、 異 議な く決 定し た。
なお 、沖 山座 長が 欠席 の ため 、加 納副 座長 が会 議 を進 行し た。
（２ ）議 会改 革検 討委 員 会に つい て
ア

前期 （第 １７ 期 ）に おけ る検 討結 果
手元 に配 布し た 資料 に基 づき 、事 務局 長 から 説明 をし た。

イ

今期 （第 １８ 期 ）に おけ る設 置経 緯
手元に配布した資料に基づき、事務局長から説明をした後、質疑を行ったが、検討
の進め方も一緒に協議すべきとの意見があったため、副座長が会議に諮り、そのよう
に進 行す るこ とと した 。

ウ

検討 事項 及び 検討 の 進め 方に つい て
手元 に配 布し た資 料に 基 づき 、事 務局 長か ら説 明 した 後、 質疑 を行 った 結 果、 検討 委
員会の会議時間は２時間を上限とすることと決定したほか、産業都市委員会を含めた
委員会のあり方及び検討委員会の公開について、各派交渉会に提案することと決定し
た。
なお 、具 体的 な協 議に つ いて は、 次回 から 予定 す るこ とと 、あ らか じめ 了 承願 った 。
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（３ ）次 回の 開会 日時 に つい て
正 副座 長で 協議 の 上、 改め て連 絡す るこ と とし た。

─―――――――――――――――――――─―

会議 の概 要は 、次 のと お りで ある 。
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午後 １時 ０６ 分開 会
◎議 長（  口 敏郎 君）
本日 は、 お忙 しい と ころ お集 まり いた だき ま して あり がと うご ざい ま す。
第18期議 会改 革検 討 委員 会の 開会 に先 立ち ま して 、私 から ご挨 拶を 申 し上 げま す。
前期 では 、区 民に 対 して より 開か れた 区議 会 の実 現と 議会 活動 の一 層 の活 性化 を図 るた め、
平成25年 ３月 に議 会改 革 検討 委員 会を 立ち 上げ 、 ２年 間に わた って さま ざ まな 課題 に取 り組
み、 区民 アン ケー トの 実 施や 陳情 者か らの 意見 聴 取な ど、 一定 の成 果を 得 るこ とが でき まし
た。
しか しな がら 、結 論 を得 るこ とが でき ず、 引 き続 き検 討を 要す る課 題 とし て今 期に 申し 送
られ た事 項も ござ いま す 。
この ため 、引 き続 き 検討 を要 する 課題 等に つ いて 、各 派交 渉会 で協 議 した 結果 、今 期に お
きま して も、 各会 派か ら 選出 され た委 員の 皆さ ん によ る検 討委 員会 を設 置 して 、具 体的 な検
討を 進め るこ とと なり ま した 。
委員 の皆 様に は、 議 会活 動の 一層 の活 性化 、 そし て区 民に 開か れた 議 会の 実現 に向 けて 、
さま ざま な課 題に つい て 検討 して いた だき たい と 思い ます ので 、よ ろし く お願 いい たし ます 。
これ から 先は 、座 長 及び 副座 長を 選任 して い ただ き、 座長 のも とで 会 議を 進め てい ただ く
こと とな りま すが 、９ 月 28日 の各 派交 渉会 にお い て、 座長 候補 者及 び副 座 長候 補者 はあ らか
じめ 了承 され てお りま す 。座 長に つい ては 沖山 委 員に 、ま た副 座長 につ い ては 加納 委員 にお
願い した いと 存じ ます が 、い かが でし ょう か。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎議 長（  口 敏郎 君）
それ では 、沖 山委 員 に座 長を 、加 納委 員に 副 座長 をお 願い いた しま す 。
それ では 席を 替わ り ます ので 、よ ろし くお 願 いし ます 。
──────────────── ◇
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◎副 座長 （加 納

進君 ）

沖山 座長 が緊 急の 用 事の ため 連絡 がと れな い とい うこ とで 、急 遽、 副 座長 の私 が座 長を 務
めさ せて いた だき ます 。
皆様 のご 同意 をい た だき まし て、 副座 長の 任 に当 たら せて いた だく こ とに なり まし た。 第
17期 の議 論の 経過 も踏 ま えて 、第18期 には 大き な 成果 を上 げた いと いう 理 念を 持っ てい ます
ので 、是 非と も皆 様の ご 協力 のほ どを よろ しく お 願い 申し 上げ ます 。
それ では 、た だい ま から 第１ 回議 会改 革検 討 委員 会を 開会 いた しま す 。
早速 、協 議事 項に 入 りま す。
前期 にお ける 検討 結 果及 び今 期に おけ る設 置 経緯 につ いて 、事 務局 長 から 説明 させ ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ では 、ま ず前 期 にお ける 検討 結果 につ い てご 説明 をい たし ます 。 資料 とし て第 17期 議
会改 革検 討委 員会 にお け る検 討結 果（ 概要 ）と 報 告書 を添 付し てご ざい ま す。 主に 概要 版で
ご説 明い たし ます 。
初め ての 委員 もい ら っし ゃい ます ので 、基 本 的な 事項 につ いて も取 り まと めて ご説 明を さ
せて いた だき ます 。
前期 にお ける 検討 委 員会 の設 置経 過等 につ い てで ござ いま す。
（１ ）の ア目 的で ご ざい ます 。よ り開 かれ た 区議 会、 それ から 議会 活 動の 一層 の活 性化 を
図る ため の具 体的 な方 策 を検 討す るも のと して お りま した 。
イの 位置 付け でご ざ いま すが 、本 委員 会に つ きま して は、 議長 の命 を 受け た諮 問機 関的 な
位置 付け とな って おり ま す。 そし て、 その 検討 内 容に つい ては 議長 に報 告 し、 各派 交渉 会の
場に おい て協 議の 上、 決 定す るこ とと して おり ま した 。
（２ ）委 員構 成で ご ざい ます 。概 ね所 属議 員 ３人 に１ 人と して おり ま して 、少 数会 派に つ
きま して は、 お１ 人ず つ の選 出と いう こと でご ざ いま した 。な お、 座長 を 置き まし て、 議長
と副 議長 につ きま して は 、オ ブザ ーバ ーと して 出 席を する こと とし てお り まし た。 報告 書の
４ペ ージ と５ ペー ジに 、 前期 にお ける 名簿 を添 付 して ござ いま す。
以上 申し 上げ まし た 概要 は、 今期 にお きま し ても 同じ 内容 とな って ご ざい ます 。
（３ ）の 検討 項目 で ござ いま す。 当該 資料 の 裏面 、ま た報 告書 の６ ペ ージ にも 記載 をし て
ござ いま すけ れど も、 「 １

早期 に結 論を 出す も の」 と、 「２

長 期的 に 検討 をし て結 論を

出す もの 」と の二 つに 分 けま して 、検 討を する こ とと いた しま した 。そ れ ぞれ の検 討項 目は
記載 のと おり でご ざい ま した 。
（４ ）協 議経 過で ご ざい ます 。報 告書 の７ ペ ージ に記 載の とお りで ご ざい ます 。検 討委 員
会と いた しま して は、 平 成25年３ 月19日か ら平 成 27年 の３ 月４ 日ま で、 全 15回 開催 をい たし
まし た。 また 、報 告書 検 討分 科会 を設 けて おり ま して 、平 成26年の 12月 19日と 平成27年 の３
月４ 日の ２回 開催 をい た しま した 。
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次に 、検 討結 果で ご ざい ます が、 結論 が出 た もの と結 論が 出な かっ た もの があ りま す。 ま
ず、 ２の 結論 を得 た課 題 でご ざい ます 。課 題の １ から ７ま でで ござ いま す 。
まず 、課 題１ でご ざ いま す。 区民 アン ケー ト の実 施に つい て。 これ は 報告 書の17ペ ージ が
該 当 と な り ま す 。 平 成 25年 の ８ 月 ６ 日 発 行 の 区 議 会 だ よ り 180号 に お き ま し て 、 区 民 ア ン ケ
ート を実 施い たし まし た 。ま た、 区議 会ホ ーム ペ ージ を利 用い たし まし て 、調 査票 の回 収を
した とこ ろで ござ いま す 。こ の集 計結 果の 概要 に つき まし ては 、平 成25年 10月31日 発行 の区
議会 だよ り181号 と区 議 会ホ ーム ペー ジに おい て 区民 に周 知を した とこ ろ でご ざい ます 。
課題 ２、 委員 会資 料 配布 日の 前倒 しで ござ い ます が、18ペ ージ に該 当 する 部分 でご ざい ま
す。 これ は平 成25年第 ４ 回定 例会 から 実施 をい た しま した 。ま た、 予算 ・ 決算 特別 委員 会の
資料 要求 につ きま して も 、併 せて 実施 をす るこ と にし たも ので ござ いま す 。
課題 ３、 陳情 者か ら の意 見聴 取に つい てで ご ざい ます 。19ペー ジが 該 当す る部 分で ござ い
ます 。平 成25年第 ３回 定 例会 から 実施 をし てい る もの でご ざい ます 。
課題 ４、 議員 研修 の 充実 につ いて でご ざい ま す。20ペ ージ に記 載の と おり 、平 成26年と 平
成27年に 実施 をい たし て おり ます 。な お、 来年 に つき まし ても １月 20日 に 実施 を予 定し てお
りま す。
課題 ５、 区議 会だ よ りの 充実 につ いて でご ざ いま す。21ペ ージ でご ざ いま す。 平成 26年 ５
月 ２ 日 発 行 の 区 議 会 だ よ り 第 183号 か ら ペ ー ジ 数 の 増 、 そ し て ま た 内 容 の 充 実 を さ せ て い た
だい てお りま す。
課題 ６、 タブ レッ ト 端末 等の 利用 範囲 の拡 大 につ いて でご ざい ます 。 22ペ ージ でご ざい ま
す。 平成26年 第２ 回定 例 会か ら実 施を いた して お りま す。
課題 ７、 震災 等災 害 時の 議会 対応 内規 の見 直 しに つい てで ござ いま す 。23ペー ジに ござ い
ます よう に、 平成 26年 ９ 月30日に 規程 を制 定い た しま した 。内 容に つき ま して は、24ペ ージ
から26ペ ージ の記 載の と おり でご ざい ます 。
次に 、３ の結 論を 得 るこ とが でき なか った 課 題で ござ いま す。 一つ 目 が、 （１ ）引 き続 き
検討 を要 する 課題 で、 こ れは27ペ ージ 以降 に記 載 して ござ いま す。
課題 ８、 議会 報告 会 の実 施に つい ては 、29ペ ージ に記 載が ござ いま す 。板 橋区 議会 及び 豊
島区 議会 の議 会報 告会 を 調査 いた しま した けれ ど も、 第17期中 に結 論を 得 るに 至ら なか った
もの でご ざい ます 。
課題 ９、 議会 映像 配 信に つい てで ござ いま す 。31ペー ジに 記載 して お りま す。 これ は台 東
区議 会に おけ るユ ース ト リー ムに よる 委員 会映 像 配信 の実 施状 況を 調査 い たし まし たけ れど
も、 これ につ いて も結 論 を得 るに 至ら なか った も ので ござ いま す。
課題10、 タブ レッ ト 端末 の配 布（ ペー パー レ ス化 ）で ござ いま すが 、 33ペ ージ に該 当い た
しま す。 タブ レッ ト端 末 の活 用実 態に つき まし て 、専 門業 者か ら説 明を 聴 取し 議論 を行 いま
した けれ ども 、第 17期 中 に結 論を 得る に至 らな か った もの でご ざい ます 。
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課題11、 議会 モニ タ ー制 度に つい てで ござ い ます 。36ペー ジに 記載 の とお り、 これ につ き
まし ても 、検 討い たし ま した けれ ども 、第 17期 中 に結 論を 得る に至 らな か った もの でご ざい
ます 。
次に 、（ ２） 調査 ・ 検討 を行 うこ とは でき な かっ たが 、特 に検 討を 要 する と考 えら れる 課
題と して 大き く三 つ引 き 継が れて おり ます 。こ れ らの 内容 につ きま して は 、39ペー ジに まと
めて ござ いま す。
一つ 目が 議会 基本 条 例の 制定 、二 つ目 が議 会 の審 査・ 調査 機能 の充 実 ・強 化、 三つ 目が 議
会活 動に 係る 情報 発信 の 拡充 でご ざい ます 。
報告 書の 41ペ ージ 以 降に 、先 ほど 申し 上げ ま した 区民 アン ケー トの 集 計結 果を 添付 して ご
ざい ます 。
前期 にお ける 検討 結 果の 説明 は、 以上 でご ざ いま す。
続き まし て、 今期 に おけ る設 置経 緯に つい て ご説 明い たし ます 。報 告 書の 次に 資料 をお 付
けし てご ざい ます ので ご 覧く ださ い。
第18期議 会改 革検 討 委員 会設 置に 係る これ ま での 協議 経過 でご ざい ま す。 今期 に入 りま し
て、 各派 交渉 会に おき ま して 、本 委員 会の 設置 に 向け て協 議を して きた 経 緯を 取り まと めた
もの でご ざい ます 。
６月 ３日 には 、今 期 にお いて も議 会改 革検 討 委員 会を 設置 する こと を 決定 いた しま した 。
６月 ９日 には 、前 期 にお ける 委員 会を 設置 し た際 の資 料に つい て協 議 をし た結 果、 事務 局
にお いて 課題 を整 理し た 上で 素案 を作 成す るこ と にな りま した 。
７月 ３日 には 、今 期 にお ける 委員 会設 置に つ いて の案 を協 議し てい た だき まし て、 各会 派
にお ける 委員 を選 出す る よう 願っ たと ころ でご ざ いま す。
８月31日 には 、座 長 につ いて 、各 会派 間で 調 整す るよ うお 願い をい た しま した 。ま た、 そ
のと きに 副座 長の 設置 に つい ての 発言 もあ った と ころ でご ざい ます 。
９月28日 には 、座 長 候補 とし て沖 山議 員を 、 副座 長候 補と して 加納 議 員を お願 いし たい 旨
の発 言が あり 、了 承さ れ たも ので ござ いま す。 そ の後 、事 務局 にお きま し て、 正副 議長 、正
副座 長候 補者 と調 整を さ せて いた だき まし て、 本 日第 １回 目の 開会 とな っ た次 第で ござ いま
す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ただ いま の説 明に つ いて 、何 か、 ご質 疑・ ご 意見 はあ りま せん か。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ では 、た だい ま の説 明ど おり 、ご 承知 お き願 いま す。
──────────────── ◇
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◎副 座長 （加 納

進君 ）

次に 、今 期に おけ る 検討 事項 につ いて 、ご 協 議願 いま す。
お手 元に 資料 を配 布 して おり ます ので 、そ の 内容 につ いて 事務 局長 か ら説 明さ せま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
第18期議 会改 革検 討 委員 会に つい て（ 案） を ご覧 くだ さい 。今 期に お ける 検討 事項 のご 説
明を する 前に 、本 委員 会 全般 につ いて 、ま ずは ご 説明 をさ せて いた だき ま す。
１の 名称 でご ざい ま す。 議会 改革 検討 委員 会 とし てお りま す。
２の 目的 でご ざい ま す。 区民 に対 して 、よ り 開か れた 区議 会と する と とも に、 議会 活動 の
一層 の活 性化 を図 るた め の具 体的 な方 策を 検討 す るこ とと して おり ます 。
３の 位置 付け でご ざ いま すが 、議 長の 命を 受 けた 諮問 機関 的な 位置 付 けと し、 議会 改革 に
係る 検討 項目 の整 理・ 検 討を 行い 、そ の検 討内 容 を議 長に 報告 し、 各派 交 渉会 の場 にお いて
協議 の上 、決 定す るこ と とし てお りま す。
４の 委員 構成 につ き まし ては 、13人と して お りま す。 なお 、検 討会 に 座長 及び 副座 長を 置
きま して 、議 長及 び副 議 長は オブ ザー バー とし て 出席 する こと とし てお り ます 。
５の 委員 以外 の議 員 の傍 聴に つき まし ては 、 可と する とい うこ とに し てご ざい ます 。
６の 今期 にお ける 検 討事 項で ござ いま すが 、 別紙 １に 検討 事項 （案 ） を添 付し てお りま す
ので 、ご 覧を いた だき た いと 思い ます 。
これらは全て６月９日の各派交渉会において決定をされた事項でございます。一つが
（１ ）前 期か らの 申し 送 り事 項と いう こと で、 ア から オま でが ござ いま す 。（ ２） は、 ５月
15日 の各 派協 議会 にお き まし て、 高柳 委員 から 出 され た課 題で ござ いま す 。委 員会 にお ける
傍聴 議員 の写 真撮 影場 所 につ いて も、 本委 員会 の 検討 事項 とさ れた もの で ござ いま す。
以上 が各 派交 渉会 で 決定 をし た本 委員 会に お ける 検討 事項 でご ざい ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

なお 、具 体的 な協 議 は次 回か ら予 定し てお り ます ので 、あ らか じめ ご 了承 願い ます 。
ただ いま の説 明に つ いて 、何 かご 質疑 、ご 意 見は あり ませ んか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

フォ ーマ ット の部 分 です けれ ども 、会 議自 体 の進 め方 とし て、 今回 は 資料 の第18期 議会 改
革検 討委 員会 につ いて （ 案） とい うの があ りま す けれ ども 、要 綱は ある ん でし ょう か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ は、 その 次に 協 議を して いた だく 事項 に なっ てお りま す。 具体 的 には 別紙 ２に 書い て
あり ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

区長 の付 属機 関で あ る審 議会 では 、要 綱に 第 １条 目的 、第 ２条 座長 、 副座 長の 選任 の方 法
とか 、第 ３条 議事 の決 定 の仕 方で ある とか 、そ う いう こと が書 いて ある と 思う んで す。 そう

−7−

議会改革検討委員会（平成２７年１２月２日）

いう のは ある ので しょ う か。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ はな いで すね 。 作成 して いな いで すね 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

それ は作 成さ れる こ とが 望ま しい かな と思 い ます 。そ れと 、申 し送 り 事項 につ いて 了承 し
たん です けれ ども 、報 告 書の13ペ ージ の体 系図 と いう のは 、非 常に 整理 さ れて いる なと 思う
んで す。
体系 図の 具体 的施 策 とい う部 分に つい て、 期 も変 わっ たこ とな ので 、 前期 の申 し送 り事 項
に、 例え ば加 筆す ると か 修正 する とい うよ うな 作 業が まず 必要 にな って く ると 思い ます 。
それ と、 具体 的な 検 討事 項と いう のは 、こ の 後に 協議 する ので すか 。 こう いう 案が あり ま
すと いう よう なこ とは 、 いつ 発言 した らい いの で しょ うか 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今、 ご紹 介い ただ い た13ペー ジの 体系 図、 そ れと 今日 お配 りし た資 料 で冒 頭に 紹介 した 17
期の検討結果概要の裏面に「早期に結論を出すもの」と「長期的に検討して結論を出すも
の」 とあ りま す。 検討 項 目は 、前 期の 検討 に当 た って 、私 も含 めて 何人 か でい ろい ろな 意見
を出 させ てい ただ いた も のを 集約 した もの がこ れ です けれ ども 、こ こま で たど り着 かな かっ
たと いう のが 実態 だっ た と思 いま す。
今後 、何 をど うい う 順番 で、 ある いは どう い う進 め方 で検 討し てい く かと いう のを 含め て
ご意 見が あれ ば、 披露 し てい ただ いて いけ れば と 思い ます 。
最終 的に は、 ある 程 度今 日出 した 結論 を各 派 交渉 会で 紹介 をし てい た だい て、 そこ で結 論
が得 られ れば 、そ れに 基 づい て進 めて いく とい う 形に なる かと 思い ます 。
◎

委員 （高 柳東 彦君 ）
別紙 ２の 検討 の進 め 方に つい ても 一緒 に協 議 して いい ので はな いで し ょう か。

◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そ のよ うに 従い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

よろ しい です か。
それ では 、別 紙２ の資 料 につ いて 事務 局長 から 説 明さ せま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
これ は先 ほど 申し 上 げま した 検討 委員 会設 置 （案 ）、 ７の 検討 の進 め 方の 資料 とし て別 紙
２を お付 けし てご ざい ま す。
第18期議 会改 革検 討 委員 会に おけ る検 討の 進 め方 につ いて （案 ）で ご ざい ます 。
１は 、基 本的 な考 え 方を 示し てご ざい ます 。 （１ ）検 討事 項に つい て は、 でき る限 り具 体
的事 項に 絞り 込み 、集 中 的に 議論 する など 、早 期 に結 論を 出せ るよ うに す る。 その ため 、ま
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ず、 検討 事項 ごと に会 派 とし ての 基本 的な 見解 を 開陳 して もら い、 それ を 基に 検討 の優 先順
位を 付け るこ とと する 。
（２ ）各 委員 は、 効 果的 ・効 率的 な協 議に 資 する ため 、協 議事 項に つ いて はあ らか じめ 会
派内 で意 見を 取り まと め 、会 派の 代表 とし て発 言 をす る。
（３ ）本 委員 会に お ける 協議 内容 につ いて は 、各 派交 渉会 にお いて 最 終決 定す るも ので あ
るこ とに 鑑み 、適 宜、 各 派交 渉会 に報 告す る、 と いう こと でご ざい ます 。
２の 具体 的な 進め 方 でご ざい ます 。（ １） 平 成28年に つい てで ござ い ます が、 予算 を伴 う
検討 事項 につ いて は、 予 算要 求（10月 ）前 に実 施 の方 向性 を決 定す る必 要 があ りま す。 その
ため 、１ 年を １月 から ８ 月ま での 前期 と９ 月以 降 の後 期と に区 分を いた し まし て、 前期 を集
中的 に検 討す る期 間と し 、委 員会 を毎 月１ 回程 度 開催 する こと とし てお り ます 。
そこ で、 実施 の方 向 性が 出さ れた 項目 につ い て、 後期 にお いて 事務 局 で予 算措 置を はじ め
実施 内容 の検 討を 行う こ とと し、 随時 、委 員会 に 報告 をす るこ とと して お りま す。
また 、検 討結 果に つ きま して は、 各派 交渉 会 に随 時報 告し 協議 願う と とも に、 区議 会だ よ
り及 び区 議会 ホー ムペ ー ジで 広く 区民 に情 報発 信 をす るこ とと して おり ま す。
（２ ）平 成29年以 降 の検 討の 進め 方に つい て は、 平成28年 中の 検討 事 項の 進捗 状況 を踏 ま
え、 別途 検討 する こと と して おり ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ただ いま の説 明に つ いて 、ご 質疑 、ご 意見 あ りま すか 。
検討 の内 容で も結 構で す し、 案で も結 構で す。 あ るい は今 後の 進め 方に つ いて でも 結構 で
す。 いか がで しょ うか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

先ほ どの 話で すけ れ ども 、会 議体 のあ り方 、 例え ば今 日は 副座 長が 仕 切っ てい ただ いて い
ます けれ ども 、正 副座 長 の両 方に 欠員 が出 た場 合 どう する のか 、意 見が 分 かれ た場 合は どう
する のか 、そ うい うこ と が決 まっ てい ない 以上 、 なか なか 結論 出す のは 難 しい と思 うん です 。
会議 体の あり 方と いう も のを しっ かり 最初 に定 め る必 要が ある と思 いま す 。
その 中で 、こ れは 私 の見 解で すけ れど も、 や はり 開か れた 区議 会と い うの が、 二つ の目 的
の大 きな 一つ にな って い ます よね 。そ うす ると 、 区議 会と して 区民 に対 し て開 かれ た区 議会
とい う方 向を 示す とす れ ば、 この 話合 いそ のも の を公 開し てい くと いう こ とを しっ かり 今期
は考 えな きゃ いけ ない の かな と思 いま す。
その 形は 特別 委員 会 であ るの か、 ある いは そ うで ない のか 、今 のま ま でも いい と思 いま す
けれ ども 、し っか りと 区 民に 開か れ、 例え ば、 傍 聴が でき ると か、 ある い は会 議が 中継 され
ると か、 こう いう 手続 の 透明 性と いう のは 非常 に 大事 では ない かと 思う の で、 その 点を 併せ
てご 検討 いた だけ れば と 思い ます 。
具体 的な 提案 を少 し して よろ しい です か。 報 告書13ペ ージ の体 系図 の 部分 に沿 って 説明 す
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るの が分 かり やす いと 思 うん です けれ ども 、13ペ ージ の「 課題 」の 下か ら ２番 目の 「政 策立
案機 関と して の機 能強 化 」と いう 中で は、 「参 考 人制 度」 があ りま す。 現 在、  澤 委員 長の
もと で、 観光 対策 等調 査 特別 委員 会を やら せて い ただ いて いま すけ れど も 、こ の委 員会 で分
かっ たこ との 一つ とし て 、講 師を 呼ぶ 際の お金 の 上限 が5,000円だ とい う こと なん です 。
「墨 田区 議会 等の 調 査及 び公 聴会 に出 頭す る 者の 費用 弁償 条例 」が あ りま す。 この 条例 の
第 ２ 条 第 １ 項 に は 、 日 当 は 5,000円 で あ る と 規 定 さ れ て い ま す 。 議 事 調 査 機 能 、 政 策 立 案 機
能と して の機 能強 化と い うこ とを 考え たと きに 、 限界 が出 てく ると いう 部 分が ある ので 、こ
の点 も条 例改 正も 含め た 検討 が必 要で はな いか と いう 意見 があ りま す。
それ と、 議会 図書 室 のあ り方 とい うの が、 こ の体 系図 に位 置付 けら れ てい ない んで すけ れ
ども 、今 回、 区民 文教 委 員会 で議 案も 出て おり ま すけ れど も、 図書 館法 の 中で しっ かり と地
方議 会に おけ る図 書室 と いう のが 位置 付け られ て いま すし 、公 共図 書館 と の連 携は 努力 義務
と位 置付 けら れて いま す 。
そう いう 中で 、議 会 図書 室の あり 方と いう の も、 これ に位 置付 ける 必 要が ある だろ うと 思
いま す。 最後 に一 つ、 「 監視 機関 とし ての 機能 強 化」 とい うと ころ なん で すけ れど も、 区民
文教 委員 会の 管外 行政 調 査で 佐賀 県伊 万里 市を 拝 見し て、 いろ いろ 得る も のが あっ たん です
が、 議会 改革 的に は、 伊 万里 市議 会の ホー ムペ ー ジを 見ま すと 、お もし ろ い案 があ りま して 、
議員 が委 員会 で質 問し た こと や提 案し たこ とに つ いて 、そ の返 答が 理事 者 側か らし っか りと
形と して ホー ムペ ージ に 載っ てい るん です 。
発言 した もの がど う 返っ てく るか とい うこ と が、 一つ の監 視機 能の 強 化に つな がる と思 う
ので 、そ うい った 体制 の 整備 とい うの も一 つの 案 とし て、 条例 化す るの か はこ れか らの 議論
です が、 そう いう とこ ろ を少 し提 案し たい と思 い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

佐藤 委員 の意 見に 対 して の意 見で も結 構で す し、 ほか に何 かあ りま す でし ょう か。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
前期 も長 い間 、議 会 改革 検討 委員 会に 携わ ら せて いた だき まし た。 こ れま での 経緯 等も 踏
まえ て、 改め て第 18期 の 議会 改革 検討 委員 会に 思 うと ころ があ りま す。 ま ず一 点目 は佐 藤委
員か らお 話が あっ たよ う に、 公開 とい うの は是 非 やり たい 部分 です 。議 会 改革 の検 討そ のも
のが 、区 民の 皆さ んに 見 てい ただ ける とい うこ と から 始め るべ きで ある と 感じ てい ます ので 、
是非 公開 とい うも のは や りた いな と思 って おり ま す。
もう 一つ は、 スピ ー ド感 とい うと ころ です 。 じっ くり 検討 して いく の もい いん です けれ ど
も、 ４年 間経 って そこ で 報告 書を 作っ て、 また 期 が変 わる と代 わら れる 議 員さ んも いら っし
ゃい ます 。そ うい った 中 では 、第 １８ 期中 で一 定 の区 切り を付 けて 、自 ら 決め たこ とを 自ら
が実 行す ると いう スケ ジ ュー ルが 持て ると いい の かな と感 じて いま す。
もう 一つ は、 前期 で はか なり の回 数、 検討 会 を開 会し まし たが 、議 論 が大 枠の 議会 改革 の
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方向 性の 話で あっ たり 、 その 次に はタ ブレ ット の 導入 であ った りと 理念 的 なと ころ と技 術的
なと ころ が行 った り来 た りし たよ うな 経緯 を少 し 感じ てい まし た。 そう い った 意味 では 今お
話が あっ たよ うに 、観 光 対策 等調 査特 別委 員会 で もプ ラン に基 づい て章 立 てて 議論 をさ れて
いま すけ れど も、 例え ば この 体系 図に 基づ いて 、 この 回に つい ては これ を 議論 をし よう とい
うこ とで やっ てい くと い うよ うな こと で、 テー マ ごと に協 議す る形 で、 内 容の 濃い 議論 がで
きる とい いの かな と感 じ てお りま す。 今回 の議 会 改革 に臨 むに 当た って 、 この 三点 を少 し意
識し てや って いき たい と 感じ てお りま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
検討 項目 につ いて 、 佐藤 委員 の提 案は その と おり だと 思う ので 、加 え たほ うが いい と思 う
んで すが 、進 め方 の問 題 では 、各 派交 渉会 や幹 事 長会 での 議論 では 、前 期 から の申 し送 り事
項に つい ては 早急 に決 着 を図 るよ うな 方向 で、 こ うい うよ うな 場で 検討 を 進め たら どう かと
いう こと でし た。
その 他の 議会 基本 条 例だ とか 、そ こか ら先 の もっ と開 かれ た議 会へ と いう 道筋 を考 えて い
く場 合に は、 やは り特 別 委員 会も 設置 して 議論 す る必 要も ある んじ ゃな い かと いう 話で 、今
期は 基本 計画 調査 特別 委 員会 を別 枠で 議員 の半 数 以上 が入 って 設置 しま し た。 この 特別 委員
会は 基本 的に は基 本計 画 策定 まで です から 、そ の 後あ たり を目 途に 必要 が あれ ば、 議会 改革
の特 別委 員会 を設 置す る とい うよ うな こと も検 討 して いい んじ ゃな いか と いう のが 、そ の中
でも あっ たの で、 私と し ては そう いう 進め 方で い いの かな と思 いま す。
だか ら、 前期 から の 申し 送り 事項 のア から エ の４ 項目 につ いて 、各 会 派か ら現 時点 でど う
考え るの かと いう よう な 意見 を開 陳し ても らっ て 、そ の上 で順 次検 討を 進 めて いく とい うや
り方 が当 面は 一番 いい の かな とい う気 はし ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

どう です か、 ほか の 皆さ ん。
◎委 員（ とも 宣子 君）
今、 さま ざま お話 を お伺 いし て、 まさ に開 か れた 議会 とい うと ころ に 関し まし ては 、や は
り皆 さん と同 じく 特別 委 員会 の設 置も 視野 に入 れ た形 で、 やは り区 民に き ちん と見 てい ただ
く中 での 検討 会を 行う べ きだ とい うこ とは よく 分 かり まし た。 是非 その 形 でお 願い をし たい
と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ほか には どう です か 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
報告 書の 体系 図に あ る「 監視 機関 とし ての 機 能強 化」 のと ころ で、 具 体的 施策 は今 書か れ
てい ない とこ ろに 少し 着 目し まし て、 例え ば契 約 案件 とか 、そ うい うも の とい うの が、 ほと
んど 仮契 約が 済ん だ状 態 で議 会に 上げ られ てき て 、そ こで 審査 され るん だ けれ ども 、そ の前
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の入 札案 件と して 出た 、 ある いは 公的 に発 表さ れ る段 階で 、ま ず知 らせ て ほし いな と思 いま
す。 その 経緯 とか とい う のは 、関 心が あれ ば少 し 追い かけ て調 べた りす る こと はで きる んで 、
やは りそ うし たい ろい ろ 契約 案件 など の情 報を 議 会の ほう にど んど ん上 げ てほ しい とい うこ
とを 少し 提案 させ てい た だき ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ほか には どう です か 。
渋田 委員 はど うで す か。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
佐藤 委員 のお っし ゃ ると おり です 。大 賛成 で ござ いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

映像 の配 信に つい て は一 応、 項目 に入 って い ます が。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
近隣 で議 会改 革検 討 委員 会が 設置 され てい る 区は あり ます か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
議会 改革 検討 委員 会 を公 式に 設置 して いる の が、 ９区 ござ いま す。 そ のう ち、 特別 委員 会
が３ 区、 議会 運営 委員 会 が３ 区、 要綱 設置 が１ 区 、そ の他 ２区 とい う状 況 でご ざい ます 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
分か りま した 、結 構 ある わけ です ね。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

墨田 区の 現在 の会 議 体は 非公 式の 会議 体で す 。そ れを 特別 委員 会設 置 まで の間 に公 式に す
るか 、あ るい は要 綱等 を 含め て検 討す るの かも 含 めて 、ご 意見 があ れば 言 って いた だけ れば
と思 いま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

会議 を進 める に当 た って 、少 し要 望と いう か 、私 も前 期か らこ の検 討 委員 会に 参加 させ て
いた だい てい るん です が 、会 議自 体が やや 冗長 で あっ た印 象が ござ いま す 。例 えば 、時 間を
決め ると か、 ２時 間な ら ２時 間以 内で テー マに つ いて ある 程度 の時 間割 を 最初 に提 示し てい
ただ くと か、 なる べく 発 言は 簡潔 明瞭 に行 って い ただ くこ とが 必要 かと 思 いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
一つ よろ しい でし ょ うか 。決 算特 別委 員会 の 議会 費で もご 質疑 させ て いた だき まし たが 、
私は ５月 から 議員 をさ せ てい ただ き、 ６月 、９ 月 定例 会と 今12月定 例会 の 最中 です けれ ども 、
一つ 感じ たこ とは 、定 例 会と いう のは 、本 来一 番 大事 なの は何 かと いう と 、一 般質 問も 大事
です けれ ども 、区 長が 提 出し た議 案に つい てき ち んと 質疑 をす るこ とが 一 番大 事で ある と思
いま す。 葛飾 区議 会の よ うに 通年 議会 にな って 、 少し 変え たと ころ もあ り ます けれ ども 、常
任委 員会 に議 案が 付託 さ れて いま すが 、決 算特 別 委員 会で お尋 ねさ せて い ただ いた よう に、
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決算 特別 委員 会は イン タ ーネ ット 放送 がさ れま す けれ ども 、常 任委 員会 は され てい ませ ん。
一番 大事 な区 長が 提案 さ れた 議案 に対 する 質疑 が 区民 の皆 さん に公 開さ れ る場 がな いな と感
じま す。
来年 の予 算特 別委 員 会も イン ター ネッ ト放 送 され ると 思い ます ので 、 技術 的に はい ろい ろ
整備 があ りま すけ れど も 、可 能で ある と事 務局 長 のご 答弁 も決 算特 別委 員 会で いた だい てお
りま すの で、 開か れた 区 議会 であ るべ きだ と私 も 思い ます ので 、是 非お 願 いを した いと 思い
ます 。
二つ 目は 、請 願が ９ 月の 定例 会に 久し ぶり に 提出 をさ れま した 。陳 情 と請 願、 今日 も陳 情
の意 見聴 取が これ から あ りま すけ れど も、 請願 と いう のは 、紹 介議 員が 署 名直 筆で 捺印 する
とい うこ とで 、陳 情と は 全く 違う と私 は思 うん で すね 。
墨田 区議 会は 、陳 情 と請 願を 同じ よう に区 民 から の声 とし て対 応し て おり 、私 はす ばら し
いこ とだ と思 うん です け れど も、 請願 が出 てき た 以上 は、 これ はき ちん と 今後 とも 陳情 と請
願は どう 扱う のか とい う こと は大 事な こと だと 思 うの で、 議題 に載 せて い ただ けれ ばと 思っ
てお りま す。
それ から 、役 所に よ って は１ 階の ロビ ーに 区 議会 の放 送テ レビ 等が あ って 、そ こで 見ら れ
る区 役所 や市 役所 があ る んで すね 。墨 田区 は今 な いで すよ ね。
〔「 ある 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
小さ いの があ るん で すか 。そ れは もっ と大 き くし た方 がい いで すね 。 もっ と大 きく とい う
のは 、私 も区 民の 皆さ ん から 聞く と15階、 16階 、 17階 に行 くと いう のは 非 常に 敷居 が高 いそ
うな んで すよ ね。
開か れた 区議 会で あ れば 、下 の階 でた くさ ん 区民 の皆 さん がい らっ し ゃる 中で 見る こと が
でき た方 がい いの かな と 思い ます 。
最後 に、 今定 例会 も そう なん です けれ ども 、 産業 都市 委員 会の 付託 案 件が 非常 に少 ない な
と感 じて いま す。 ９月 定 例会 は、 付託 議案 がゼ ロ でし たよ ね。 ただ 、佐 藤 委員 が副 委員 長を
務め てい らっ しゃ る観 光 対策 等調 査特 別委 員会 が ある ので 、ほ とん どそ ち らに 案件 があ り、
それ は観 光都 市す みだ で すか ら、 観光 の委 員会 は 非常 に大 事で 、私 はあ っ て当 然だ と思 いま
すが 、産 業都 市委 員会 は 今定 例会 にお いて も資 料 が極 端に 違い ます よね 。
今後 は常 任委 員会 の 割り 振り です かね 、こ れ をこ のま まで 行く のか 、 それ とも 少し 部局 の
割振 りを 考え た方 がい い のか 、是 非こ れは ご検 討 して いた だけ ない かと 思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今の ご意 見も 踏ま え て、 どう です か、 ほか に あり ませ んか 。
堀委 員は 、よ ろし い です か。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
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先ほ ど佐 藤委 員か ら も発 言が あっ たと 思う ん です けれ ども 、や はり 議 会改 革と いう この 場
がク ロー ズド なの はよ く ない と思 いま す。 私も 前 期の 議会 改革 検討 委員 会 につ いて 少し 調べ
よう かな と思 った んで す けれ ども 、議 事録 もな い わけ です よね 。
やは りち ゃん と議 事 録も つく って 、区 民の 皆 さん に情 報公 開す るこ と が、 政治 不信 を招 か
ない 一番 の方 法だ と思 う ので 、是 非と も公 開す る よう な方 向性 で行 って い ただ きた いと 思い
ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ほか には よろ しい で すか 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
今、 渋田 委員 が少 し いい こと 申し 上げ てく だ さっ て、 １階 のロ ビー に テレ ビが 置い てあ っ
て、 それ をご 覧に なっ た 方が 、帰 りが けに 「下 で テレ ビ見 てい たよ 」と 言 われ て、 すご く驚
いた こと があ りま した 。 その 後、 どこ にテ レビ が ある んだ ろう と思 って 見 に行 って 、初 めて
知っ た状 況で す。 戸籍 謄 本と かの 受け 渡し の時 間 にち らっ と議 会の 様子 を 見て 、お もし ろく
て、 ずっ と座 って 見て い る方 もい らっ しゃ るみ た いな とこ ろが ある んで す 。こ れを もっ と広
げた らい いな と思 いま す 。も っと 大き な画 面で 見 せて あげ たら いい んじ ゃ ない かと いう こと
も議 会改 革の 検討 事項 に 入れ てほ しい わけ です 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

取り まと めさ せて い ただ きま すが 、ま ず時 間 につ いて は、 多く の方 が 感じ てい ると 思い ま
すの で、 長く ても ２時 間 でど うで しょ うか 。
〔「 はい 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎副 座長 （加 納

進君 ）

よろ しい です か。 ２ 時間 をめ どに 終わ らせ る とい うこ とで 。今 日は 早 く終 わり そう です け
れど も、 長く ても ２時 間 を上 限に それ ぞれ 予定 も 入れ やす くす るた めに も そう した いと 思い
ます 。
それ と、 次回 の各 派 交渉 会に 提出 をし て検 討 をす る事 項の 項目 を、 一 定程 度決 めて おき た
いな と思 うん です けれ ど も、 お配 りし た案 に加 え て、 渋田 委員 から 提案 の 映像 配信 と１ 階の
ロビ ーの テレ ビの 件に つ いて は、 （１ ）の イの 議 会映 像配 信に つい てで 取 りま とめ でき ると
思う んで す。 請願 ・陳 情 の取 扱い 、あ るい は産 業 都市 委員 会の 所管 事項 の あり 方で すね 、こ
れは 各派 交渉 会で 出て い ない です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
請願 の紹 介議 員に つ いて 、委 員会 の中 で意 見 を聞 くと いう こと を前 提 に、 どの よう な方 法
にす るか とい うこ とを 各 派交 渉会 で検 討し てお り ます 。今 後、 事務 局案 を 各派 交渉 会に 出し
て協 議を する とい うこ と にな って いま す。 紹介 議 員の 委員 会に おけ る意 見 聴取 とい うこ とは
各派 交渉 会で 協議 中で す 。
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◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
よろ しく お願 いし ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

産業 都市 委員 会の 件 につ いて は、 これ まで 各 派交 渉会 で出 たこ とな い です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
産業 都市 委員 会の 件 につ きま して は、 まだ 各 派交 渉会 で本 格的 な議 論 にな って おり ませ ん。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
請願 につ いて は、 紹 介議 員の 意見 聴取 もす べ きじ ゃな いの かと いう 意 見が 出て 、各 派交 渉
会で 議論 した 経緯 があ る んだ けれ ども 、私 の認 識 では 引き 続き 議会 改革 検 討委 員会 も含 めて
議論 して もら おう とい う よう なこ とに なっ てい た んじ ゃな いか なと 思い ま す。 今後 の議 会改
革の 中で も検 討し ても ら った らい いん じゃ ない か とい うこ とで 、各 派交 渉 会で は、 必ず 紹介
議員 はそ の場 にい ると い うこ とを 前提 に、 当面 ど うす るか とい うの は、 事 務局 で検 討し て案
を出 して もら うと いう こ とに なっ てい るの かな と 思い ます 。
産業 都市 委員 会の 所 管の 問題 、私 から も提 起 させ ても らっ たん だけ れ ども 、例 えば 今後 の
委員 会を どう する のか 、 通年 議会 にす るか とい う 問題 、あ るい は予 算特 別 委員 会を 常任 委員
会に する のか とい う問 題 など 、い ろい ろあ ると 思 うん です よね 。
確か に、 区長 が提 案 する 議題 につ いて 議会 が どう 対応 する かと いう の は、 一番 重要 な問 題
です から 、一 番効 果的 、 効率 的な 審議 の進 め方 は どう ある べき なの かと い うの は、 この 場で
十分 議論 すれ ばい いと 思 うん で、 その 中に 組み 入 れた らど うか なと 思い ま す。
例え ば、 予算 特別 委 員会 を常 任委 員会 にし て 、通 年開 ける よう にな れ ば、 企画 総務 委員 会
から 予算 審議 が抜 けた ら 、企 画総 務委 員会 の所 管 が少 なく なる わけ だし 、 そう いう こと も含
めて 検討 して 、も し仮 に 、第 １回 定例 会で はそ ん なこ とは ない と思 うん だ けれ ども 、議 案が
全く 無い とい うこ とで あ れば 、そ れは 緊急 に各 派 交渉 会で 検討 しな きゃ い けな いか なと 思い
ます けれ ども 、た また ま 二回 続け て付 託議 案が 無 かっ たん だけ れど も、 今 後そ うい うこ とが
あり 得る のか どう なの か も含 めて 、見 てお く必 要 はあ るん じゃ ない かな と 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

分か りま した 。そ う いう こと でよ ろし いで す かね 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今の 委員 会の 話で 、 産業 都市 委員 会だ けで は なく て、 例え ば子 ども に 関わ る部 署が 、区 民
文教 委員 会と 福祉 保健 委 員会 の子 育て に分 かれ て いる とい う部 分と か、 国 民健 康保 険は 福祉
とは 切っ ても 切り 離せ な い部 分で ある とか とい う こと で、 より 中身 の濃 い 議論 する とき には 、
委員 会の あり 方と いう も のを 議会 が能 動的 にこ う いう ふう な委 員会 とし て 受け た方 がよ り深
い議 論が でき ると いう こ とを 示し てい くと いう こ とで 、高 柳委 員が おっ し ゃる よう に、 全体
的な 委員 会の あり 方を 検 討す ると いう 会を 設け る 必要 があ るか なと 思い ま す。
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◎副 座長 （加 納

進君 ）

委員 会の あり 方も 検 討項 目に 入れ ると いう こ とで よろ しい でし ょう か 。
〔「 はい 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎副 座長 （加 納

進君 ）

委員 会の 公開 につ い ての お話 がご ざい まし た 。ま た、 高柳 委員 から 、 基本 計画 の特 別委 員
会が 終了 後、 基本 条例 の 制定 委員 会と か、 制定 特 別委 員会 とか 検討 特別 委 員会 とか 、そ うい
う形 で特 別委 員会 化を 図 るの はい かが なも のか と 、そ れで いか がで しょ う かと 。
それ まで はこ うい う 形で 各項 目に つい て検 討 をし たら どう かと いう お 話が ござ いま した が、
そう いう スケ ジュ ール で よろ しい です か。
それ と、 特別 委員 会 が設 置さ れる まで のこ の 会議 をど うす るか とい う こと も含 めて ご意 見
いた だけ れば と思 いま す 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

基本 計画 は、 最終 的 に６ 月あ たり にで きて き ます よね 。そ うす ると 、 基本 計画 調査 特別 委
員会 の設 置期 限と いう の は、 大体 どの あた りに な るの でし ょう か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
前回 の基 本計 画特 別 委員 会で は、 確か 基本 計 画が 策定 され ると いう の が一 つの 目安 にな っ
てい たと 思っ てお りま す 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう する と、 やは り ５、 ６月 とい うよ うな と ころ です かね 。特 別委 員 会と して は、 期が 変
わっ て冒 頭の 部分 から 進 める ほう が本 来的 には 望 まし いの かな と思 いま す 。申 し送 り事 項を
もち ろん 優先 して 議論 す ると いう のは ある べき な んで しょ うけ れど も、 冒 頭か らそ れは やっ
ても いい ので はな いか な と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

冒頭 から でも 別に い いと いう こと です か。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

でき れば 、次 回か ら とい うぐ らい の意 気込 み で始 めて はい かが かな と 思う んで すが 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ につ いて はど う です か。 それ につ いて は 両論 併記 で各 派交 渉会 に 報告 しま すか 。特 別
委員 会の 設置 とな ると 、 この 場だ けで は何 も決 め られ ない こと なの で。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

高柳 委員 のご 意見 と して は、 多分 委員 会が か なり 乱立 する と議 事運 営 上問 題が ある んじ ゃ
ない かと いう ご意 見だ と 思う んで すよ 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
私の 意見 じゃ ない よ 。幹 事長 会の 意見 の積 み 重ね では そう いう 方向 に なっ てい るよ とい う
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こと で、 別に 私が そう い う意 見を 述べ たわ けじ ゃ ない です よ。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

分か りま した 。そ う いう こと にな ると 、各 派 交渉 会に 上げ たと ころ で 各派 交渉 会の 意見 も
同様 とい うこ とで しょ う かね 。そ うす ると 、副 座 長が おっ しゃ った よう に 、半 年以 上あ るわ
けで すよ ね。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

実は 副座 長と して 意 見を 述べ る予 定だ った ん です けれ ども 、今 後の ス ケジ ュー ルで すね 、
先ほ ども お話 あり まし た けれ ども 、第 17期 の検 討 が少 し間 延び した 感が あ った かな と思 って
いま す。
検討 課題 を抽 出し て 、積 上方 式で 帰納 的に 少 しず つ積 み上 げて いっ て 、一 定の 結論 を出 し
たん です けれ ども 、結 論 が出 ない こと は次 回ま で 持越 しが 繰り 返さ れて い たん で、 タブ レッ
トに つい ても ４回 か５ 回 ぐら い検 討し たよ うな 気 がす るん です ね。
そう いう 反省 もあ っ て、 この 第18期は 一定 程 度、 目標 とい うか 着地 点 、ゴ ール を決 めて お
いた ほう が、 正式 に公 表 する 必要 はな いか もし れ ない です けれ ども 、一 定 程度 内部 的に は皆
さん で共 通認 識と して ゴ ール を決 めら れな いか な と思 って いま す。
でき れば 、１ 年か ら １年 半、 具体 的に は議 会 基本 条例 の制 定を 目標 に でき ない かな と思 い
ます 。で すか ら、 皆さ ん にお 願い した いの は、 検 討の 進め 方に つい てと い う案 に盛 り込 ませ
てい ただ いて いる んで す けれ ども 、で きる だけ 事 前に 資料 を配 布い たし ま すの で、 事前 に勉
強し てい ただ いて 、会 派 とし て見 解を まと めて い ただ いて 、こ こで の意 見 が会 派へ 持ち 帰っ
たら ひっ くり 返さ れな い よう にし てい ただ きた い とい う思 いも あり ます 。 事前 にし っか り勉
強、 検討 して いた だい て 、で きる だけ 統一 見解 、 意見 を開 陳し てい ただ き たい なと いう 、そ
の思 いが あっ て、 その 上 で他 の会 派の 意見 も伺 っ て考 え方 が変 わる とい う こと は当 然あ ろう
かと 思い ます けれ ども 、 中身 のあ る議 論を 進め た いの で、 初め てこ の場 に 来て 資料 を見 るみ
たい なこ とは 、今 後は で きれ ばな しに して いた だ いて 、中 身の 濃い 議論 を して いた だき たい
と思 いま す。
例え ば、 議会 基本 条 例と いう お話 をさ せて い ただ きま した けれ ども 、 議会 基本 条例 は全 国
的 に 今 700前 後 の 自 治 体 で 策 定 し つ つ あ る と 思 う ん で す が 、 そ も そ も 議 会 基 本 条 例 が 墨 田 区
に必 要な のか とい うこ と から 、し っか り事 前に 検 討し ても らい たい んで す ね。 有名 無実 とい
うか 、形 式的 な条 例も 結 構あ りま すの で、 どう せ つく るん だっ たら 、い い もの つく らな くち
ゃい けな いし 、そ もそ も 必要 なの かと いう こと も ある かと 思う んで す。 議 員に よっ ては 必要
ない とい う方 もい らっ し ゃる かと 思う ので 、そ の 辺も しっ かり 議論 して い きた いな と思 いま
す。 また 、先 ほど 会期 の お話 も出 まし たけ れど も 、こ れも 今全 国的 に通 年 議会 がト レン ドみ
たい にな って いま すけ れ ども 、メ リッ ト、 デメ リ ット それ ぞれ ある んで す ね。
メリ ット のほ うが 強 いと いう 人も いれ ば、 デ メリ ット のほ うが 強い と いう 人も いる んで 、
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墨田 区に とっ ては どう す るの がい いの かと いう の も、 事前 に勉 強も して い ただ かな けれ ばな
らな いで すし 、会 派で も んで いた だか なけ れば な らな いこ とだ と思 いま す ので 、で きれ ば早
目に 資料 もお 渡し しま す ので 、勉 強し てい ただ き たい と思 いま す。
それ では 、特 別委 員 会に つい ては 、も う一 回 各派 交渉 会に 持ち 上げ る と、 早期 の設 置が 委
員の 要望 とし て、 意見 と して 出て いま すと いう こ とで よろ しい です かね 。 皆さ んど うで しょ
うか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

特別 委員 会と いう 形 式に はこ だわ りま せん 。 こう いう 会議 体で あっ て も公 開性 とい うこ と
が担 保さ れれ ばそ れで 結 構で ある ので 、そ れは い ろい ろ重 複等 もあ るで し ょう から 、公 開さ
れる とい うこ との 一点 で 協議 をい ただ きた いな と 思っ てい ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

議会 の合 意が あれ ば 、非 公式 な会 議体 でも 公 開は 可能 だと 思い ます 。 公式 にす るの か、 非
公式 にす るの かも 、公 式 にす るた めに は、 会議 規 則か 条例 で規 定を する 必 要が ある ので すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
特に 条例 なり 規則 の 必要 はな いと 思い ます 。 皆さ んの ほう で、 墨田 区 議会 とし てこ の会 議
は公 開と 決め れば 、そ の 旨私 ども も対 処い たし ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

そう いう 選択 肢も 含め て 、各 派交 渉会 に報 告し て いた だけ ます か。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

ただ 、公 開す ると い うこ とに なっ た場 合、 当 然要 綱な んか も定 めな い とい けな いで すよ ね。
一体 何の 根拠 で公 開し て いる のと いう 。そ こは や らな きゃ いけ ない です よ ね。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
例え ば傍 聴の 人数 を どう する かと か、 そう い う定 めは 必要 にな ると 思 いま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

その 辺を もう 少し 詰 めた ほう がい いで すか 。
例え ば公 開と いう の は、 イン ター ネッ トで 公 開す ると いう こと まで 含 むの かと か、 その 辺
も合 意し てお く必 要が あ りま す。 私は イン ター ネ ット まで 含め て最 初か ら 公開 する べき だと
思い ます けれ ども 。ど こ まで の公 開な のか とか 、 ある いは 公式 、非 公式 と いう 位置 付け も副
座長 がお っし ゃっ たよ う にご ざい ます よね 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
非公 式の 公開 って な かな か区 民の 方も 分か り づら いの かな 、非 公式 の 会議 体が 公開 され て
いる とい うの も分 かり づ らい のか なと 今お 話を 聞 きな がら 思う んで す。 や はり そう いっ た意
味で は加 藤委 員も 言っ て いる よう にや はり 要綱 を つく ると いう 、会 議体 に きち んと した 文言
をつ くっ た上 でや って い くと いう ほう が、 後々 そ れが 特別 委員 会に シフ ト して いく にし ても 、
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その スタ ート のと ころ は やは りき ちん とし てお い たほ うが いい かな とい う 部分 は感 じま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

西村 委員 の意 見を 踏 まえ て、 要綱 をつ くる と いう のを まず 次の 議題 に して はい かが でし ょ
うか 。こ こで 、そ の要 綱 案と いう のを 各派 交渉 会 に上 げれ ばい いわ けで す よね 。そ うす ると
各派 交渉 会も しっ かり 受 け止 めま すよ ね。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
今、 佐藤 委員 から 、 具体 的な イメ ージ とし て イン ター ネッ ト中 継も 含 めて 公開 すべ きじ ゃ
ない かと いう 話で 、さ っ き常 任委 員会 とか 、ほ か の特 別委 員会 の問 題も 含 めて 、今 後の 検討
課題 にし まし ょう とい う よう なこ とだ った んだ け れど も、 そう なっ てく る と、 それ まず 最初
に少 し相 談し て結 論出 す 必要 があ りま すよ ね。
この 会議 だけ イン タ ーネ ット 中継 なん て、 常 任委 員会 や特 別委 員会 は 何や って いる んだ と、
従前 のよ うに イン ター ネ ット 中継 され てい ない と いう よう な状 態が その ま ま無 視さ れる とい
うこ とに なる と、 おか し な話 にな って くる と思 い ます 。常 任委 員会 をや っ てい る委 員会 室で
イン ター ネッ ト中 継が で きな いと いう のは 、設 備 の問 題で すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
当初 、こ の映 像配 信 をす ると いう とき に、 ほ かの 区で は決 算特 別委 員 会と 予算 特別 委員 会
で始 めて いた こと から 、 本区 では まず 第２ 委員 会 室の 設備 を充 実さ せて い ただ いた とい うこ
とで あり ます 。
常任 委員 会は 、恐 ら くほ かの 区で も今 のと こ ろイ ンタ ーネ ット 中継 を して いる 区は ない ん
では ない かと 思っ てお り ます 。本 区の 場合 は、 そ うい った 設備 を第 １委 員 会室 は設 けて いな
いと のこ とで 、今 のと こ ろ常 任委 員会 は中 継す る こと はで きな いと いう こ とで ござ いま す。
技術 的に はそ うい った 設 備を 整え れば 、第 １委 員 会室 でも でき ると いう こ とに なり ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
予算 はど のく らい か かる んで すか 。
◎議 事調 査主 査（ 岐部 靖 文君 ）
本 会議 場も この 庁舎 が 建っ てか ら25年間 、何 も 更新 して いな いん です 。 なの で、 今後 少し
リフ レッ シュ 計画 が先 送 りに なっ てい たん です け れど も、 いろ いろ 不具 合 が出 てい るの で、
本会 議場 の設 備も 今変 え てほ しい とい うこ とを 中 で検 討し てい ます 。
あと 、委 員会 室の 設 備に つい ても 、パ ソコ ン が古 くな って いた り、 カ メラ もア ナロ グ形 式
だっ たり して 、そ うい っ たこ との 入れ 替え も事 務 局で 検討 して いま すの で 、そ うい った とこ
ろと の兼 ね合 いも 少し 出 てく るの かな とい う気 は しま す。
今の 設備 を使 って 配 信し よう とす れば 、そ れ ほど 大き なお 金は 掛か ら ずに はで きま すけ れ
ども 、こ の後 、そ うい っ た設 備の 更新 も想 定さ れ ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）
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第２ 委員 会室 で公 開 がで きる んだ った ら、 第 ２委 員会 室で この 会議 を やれ ばい いと 思い ま
す。 ほか の委 員会 につ い ては 、順 次体 制が 整っ た らや って いき ます とい う こと で、 いき なり
でき ると いう わけ じゃ な くて も、 議会 改革 を進 め てい ます よと いう こと で 、順 次で きる こと
から やっ てい くと いう の も大 事な のか なと 思い ま すの で、 その あた りの こ とは また 皆さ んで
考え たい と思 いま すけ れ ども 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

どう です か、 その よ うな こと でよ ろし いで す か。
〔「 はい 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎副 座長 （加 納

進君 ）

そう いう よう な形 で 各派 交渉 会に 報告 して い ただ くと 。議 事録 は、 要 約筆 記に なり ます か
ね。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
議事 録は 、前 期に つ きま して も事 務局 には あ りま す。 資料 も添 付し て あり ます 。そ れを 委
員会 ある いは 本会 議と 同 じよ うな 形で 皆様 に配 布 する のか どう かと いう 課 題は あろ うか と思
いま す。
ある いは 会議 録検 索 シス テム とい うよ うな 形 で、 区民 の皆 様に 公開 す るの かど うか とい う
とこ ろは ご議 論い ただ け れば と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

どう です か。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
それ は当 然公 開で す から 、少 し事 務局 のお 仕 事が また 大変 にな ると 思 うん です けれ ども 、
公開 する べき だと 思い ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

要約 筆記 であ れば 、 従来 と一 緒と いう こと で すよ ね。
会議 録検 索シ ステ ム にデ ータ をア ップ する た めに は、 コス トも 掛か り ます よね 。そ れは 大
丈夫 です か。
それ では 、今 のよ う な形 でネ ット 配信 を含 め た公 開か らス ター トす る とい うこ とと 、要 約
筆記 で議 事録 も公 開と い うこ とで 各派 交渉 会に 提 案し たい と思 いま すけ れ ども 、よ ろし いで
すか 。
〔「 はい 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎委 員（ 加藤

拓 君）

要綱 設置 も併 せて お 願い しま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ では 、そ のよ う に報 告を させ てい ただ き ます 。
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最後 に一 言だ け申 し 上げ てお きま すけ れど も 、少 ない 人数 で事 務局 に 一生 懸命 資料 の作 成
から やっ てい ただ いて い ます 。今 後、 今申 し上 げ たよ うな 公開 とか いう よ うな 話に なっ て、
これ 以、 事務 局に 負荷 が 掛か って くる のを でき る だけ 避け たい と、 座長 、 副座 長と の話 し合
いの 中で 話が 出ま した 。 です から 、皆 さん にご 協 力い ただ いて 、皆 さん の ほう から 、事 前に
全員 に提 出し てお いた ほ うが いい だろ うと いう 資 料が あれ ば、 早目 に座 長 や事 務局 に提 出を
して いた だい て、 次回 の 検討 委員 会の 参考 資料 に なる よう にし てい ただ け れば なと 思い ます
ので 、ご 協力 のほ どよ ろ しく お願 い申 し上 げま す 。
それ では 、今 日の と ころ でほ かに 何か ご意 見 ござ いま すか 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
議会 棟も 含め て、 区 の設 備が かな り老 朽化 し てい ると いう こと と、 あ とこ の間 傍聴 に来 ら
れて いた 方か らい ろい ろ 言わ れた のが 、「 傍聴 席 で聞 こえ ない 」と いう こ とで した 。こ の間
の決 算特 別委 員会 で事 務 局が 指摘 され たと 思う ん です けれ ども 、議 員が せ っか くい いこ とを
言っ てい るの に、 何を 言 って いる んだ か聞 こえ て こな い。 それ で、 ボリ ュ ーム を上 げる こと
によ って 聞こ える よう に なっ たら しい んで すけ れ ども 、管 理が 非常 にず さ んじ ゃな いか と思
いま す。
議事 堂も 空調 が寒 す ぎた り暑 すぎ たり とか 、 そう いう のが あっ て、 傍 聴す る立 場か らす る
と、 「傍 聴し づら い」 と いう 言葉 を結 構聞 きま し た。 その 辺を 何と か改 善 でき ない かな とい
うの を少 し提 案さ せて い ただ きま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
その 辺は 、資 料に あ る「 一般 傍聴 席の あり 方 も含 めて 」が そう なん で すよ 。今 の委 員会 室
では 、一 番後 ろに 傍聴 席 があ って 、そ の傍 聴席 か ら写 真撮 影し なき ゃい け ませ ん。 でも 今言
われ たよ うに 、全 く聞 こ えづ らい と、 かな り実 際 に審 議し てい る場 所か ら 離れ てい ると いう
中で 、例 えば 、横 に傍 聴 席配 置し ても いい じゃ な いか とい う考 え方 もあ る わけ で、 そう いう
傍聴 席の 配置 の仕 方も 含 めて 、検 討し たら どう で すか とい う問 題提 起な ん です 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

よろ しい です か。
それ では 、そ のよ うに ご 承知 おき 願い ます 。
──────────────── ◇
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◎副 座長 （加 納

進君 ）

次の 開会 日時 を決 め たい と思 いま す。
年明 けで すか ね。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
座長 がい なく ても 大 丈夫 です か。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

改め て協 議さ せて い ただ くと いう こと で、 各 委員 にご 案内 しま すけ れ ども 、１ 月と いう こ
とで よろ しい です か。
〔「 はい 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
１月 上旬 か下 旬で す かね 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

上旬 でし ょう ね。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
事務 局の 都合 で申 し 訳な いん です が、 区議 会 だよ りの 発行 とい うの が あり まし て、 これ が
１月11日 を今 のと ころ 予 定し てお りま す。 でき れ ば、 それ 以降 にし てい た だけ れば と思 いま
す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

沖山 座長 と協 議し た 上で 、ま たご 連絡 を差 し 上げ ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
大体 、13、14、15日 ぐら いで しょ うか 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

12日 の午 後で もよ ろ しい です か。 観光 対策 等 調査 特別 委員 会の 開会 す る日 です が。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
観光 対策 等調 査特 別 委員 会の 後っ てこ とで す か。 別に 構い ませ んが 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今の 段階 で都 合の 悪 い日 は、 あり ます か。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

12日 以降 は大 丈夫 で す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
14日 の午 後は 駄目 で す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ では 日程 につ い ては 、改 めて 決定 次第 、 委員 の皆 さん にご 連絡 い たし ます 。
ほか に何 かご ざい ま せん か。
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〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎副 座長 （加 納

進君 ）

以上 で第 １回 議会 改 革検 討委 員会 を閉 会い た しま す。

午後 ２時 １６ 分閉 会
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