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墨田区議会議会改革検討委員会記録
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開会 、閉 会に つい て
平成 ２８ 年３ 月２ ５ 日午 後２ 時０ ２分 、各 派 交渉 会室 にお いて 開会 し 、午 後２ 時４ １分 閉
会し た。
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報告 事項

（１ ）各 派交 渉会 での 協 議結 果に つい て
「 委員 会に おけ る 傍聴 議員 の写 真撮 影場 所 」に つい て、 ２月 ２４ 日 開会 の各 派交 渉会 で
協議され、本委員会の結論に一部追加の上、実施することが決定したので、その内容に
つい て、 事務 局長 から 説 明が あっ た。

５

協議 事項

（１ ）本 委員 会に おけ る 検討 項目 の「 体系 図（ 案 ）」 につ いて
手 元に 配布 した 資 料に つい て、 事務 局長 か ら説 明し 、協 議の 結果 、 「や りや すい 」「 や
りにくい」の表現の変更については、正副座長に一任することとし、本体系図に基づき
具体 的施 策に つい て、 個 別に 検討 を始 める こと と した 。
（２ ）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 につ いて
手 元に 配布 した 資 料に つい て、 事務 局長 か ら説 明し 、協 議の 結果 、 次回 の本 委員 会で 改
めて 協議 する こと とし た 。
（３ ）区 議会 ツイ ッタ ー ・フ ェイ スブ ック の開 設 状況 （２ ３区 ）に つい て
手 元に 配布 した 資 料に つい て、 事務 局長 か ら説 明し 、説 明ど おり 承 知お き願 った 。
（４ ）イ ンタ ーネ ット に よる 映像 配信 状況 （２ ３ 区） につ いて
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手 元に 配布 した 資 料に つい て、 事務 局長 か ら説 明し 、説 明ど おり 承 知お き願 った 。
（５ ）次 回の 協議 事項 に つい て
体 系図 の「 １

開 かれ た区 議会 」か ら議 論 に入 るこ とが 決定 して い るが 、意 見交 換の 結

果、大まかな年間スケジュールの提示要望等の意見に基づいて、次回は協議することと
した 。
（６ ）次 回の 開会 日時 に つい て
次 回は 、４ 月２ ０ 日（ 水） 午前 １０ 時か ら 開会 する こと とし た。
なお 、改 めて 開会 通知 は しな い旨 、座 長か ら会 議 に宣 告し た。

─―――――――――――――――――――─―
会議 の概 要は 、次 のと お りで ある 。
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午後 ２時 ０２ 分開 会
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま から 、第 ４ 回議 会改 革検 討委 員会 を 開会 いた しま す。
初め に、 報告 事項 を 申し 上げ ます 。
前回 の本 委員 会で 結 論が 出ま した 、「 委員 会 にお ける 傍聴 議員 の写 真 撮影 場所 」に つい て
は、 ２月24日 開会 の各 派 交渉 会で 協議 され 、本 委 員会 の結 論に 一部 追加 の 上、 実施 する こと
が決 定い たし まし たの 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）
最初 の資 料を ご覧 く ださ い。
右上 に記 載の とお り 、２ 月24日の 各派 交渉 会 にお いて 報告 をし たも の でご ざい ます 。前 回、
２月15日 の本 委員 会で 決 定し た内 容に つい て、 ご 報告 をさ せて いた だき ま した 「委 員会 にお
ける 傍聴 議員 の写 真撮 影 場所 （案 ）」 とい うこ と でご ざい ます 。
報告 内容 につ きま し ては 、正 副座 長に 一任 さ れま した ので 、そ れに 基 づき まし て、 事務 局
にお いて 、正 副座 長と 調 整を して 、報 告を させ て いた だい たと いう もの で ござ いま す。
１の 趣旨 、区 民へ の 情報 発信 をよ り充 実す る ため 、委 員会 にお ける 傍 聴議 員の 写真 撮影 場
所に つい て、 従前 、一 般 傍聴 席に 限っ てい たも の を議 員傍 聴席 まで 拡大 す る。
２の 実施 方法 、（ １ ）撮 影場 所、 一般 傍聴 席 及び 議員 傍聴 席と する 。 （２ ）撮 影方 法、 傍
聴人 等の 傍聴 及び 委員 会 の審 査に 支障 にな らな い 方法 で、 移動 し、 撮影 す る。
主な 意見 とし て、 「撮 影 場所 につ いて は、 委員 長 ごと に変 える とい うこ と では 、統 一感 が
なく なる ので 、統 一す べ き」 「議 員傍 聴席 の範 囲 内で 、邪 魔な 位置 とか は 状況 にも よる が、
議員 傍聴 席ま で撮 影範 囲 を広 げる とい うの は、 一 定の 共通 認識 であ る」 「 邪魔 にな るか どう
かは 良識 で考 える べき 」 とい うこ とで ござ いま す 。
それ から 、３ の実 施 時期 でご ざい ます が、 平 成28年第 １回 定例 会か ら 実施 する とい うこ と
でご ざい ます 。
以上 の報 告を しま した と ころ 、委 員長 への 事前 の 許可 を必 要と する か否 か につ いて 、協 議
がさ れま した 。そ こで 、 「事 前に 届出 をす る」 と いう こと が、 各派 交渉 会 で追 加了 承さ れた
もの でご ざい ます 。
次の 資料 をご 覧く だ さい 。
当日 の各 派交 渉会 で 決定 をし た内 容で ござ い ます 。
１の 趣旨 と２ の（ １ ）撮 影場 所、 （２ ）撮 影 方法 、そ して ３の 実施 時 期に つい ては 、今 申
し上 げま した 本委 員会 で 決定 され た内 容と 同一 で ござ いま す。 新た に、 ２ の（ ３） に「 撮影
の届 出」 とい う項 目が 追 加さ れま した 。「 委員 会 開会 前に 、委 員長 に届 け 出な けれ ばな らな
い」 とい う内 容で ござ い ます 。
以上 が、 ２月 24日 の 各派 交渉 会で 協議 され 、 決定 をさ れた 内容 でご ざ いま す。
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◎座 長（ 沖山

仁 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 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま の説 明ど おり 、ご 承知 お き願 いま す。
以上 で、 報告 事項 を 終わ りま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

続い て、 協議 事項 に 入り ます 。
まず 、本 委員 会に お ける 検討 項目 の「 体系 図 （案 ）」 につ いて 、ご 協 議い ただ きま す。
本件 につ いて は、 前 回の 本委 員会 にお いて 、 「や りや すい 項目 」と 「 やり にく い項 目」 が
整理されました。また、具体的施策⑦の「議会活動に係る情報発信の拡充」については、
「区 議会 ホー ムペ ージ の 充実 」に 施策 名が 修正 さ れま した 。修 正後 の「 体 系図 」を お手 元に
配布 して おり ます ので 、 事務 局長 から 説明 させ ま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
資料 「体 系図 」を ご 覧く ださ い。
ただ いま 、座 長か ら 報告 があ りま した よう に 、前 回の 委員 会に おき ま して 、具 体的 施策 に
つき まし て、 「や りや す い」 「や りに くい 」と い う言 葉で 仕分 けが され ま した 。資 料右 上の
凡例 のと おり でご ざい ま す。 丸が 「や りや すい 」 、三 角が 「や りに くい 」 とい うこ とで 、そ
れぞ れの 具体 的施 策の 項 目の 中に 括弧 書き で記 載 をさ せて いた だい てお り ます 。こ の「 やり
やす い」 とか 、「 やり に くい 」と いう 表記 につ い ては 、前 回の 本委 員会 で の発 言を その まま
引用 いた しま した が、 少 し分 かり にく い表 現な の かな と思 いま すの で、 本 日、 この 表現 につ
いて は、 ご協 議を いた だ いた ほう がよ ろし いの で はな いか と存 じま す。
また 、具 体的 施策 の 上か ら三 つ目 の⑦ につ い ては 、座 長か らも あり ま した よう に、 前回 の
事務 局案 では 、「 議会 活 動に 係る 情報 発信 の拡 充 」と して おり まし たが 、 協議 の結 果、 「区
議会 ホー ムペ ージ の充 実 」に 施策 名が 変更 され て おり ます 。
前回 から の変 更点 は 以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 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。
◎委 員（ 加納

進 君）

「や りや すい 」「 やり に くい 」と いう 表現 が分 か りづ らい とい うこ とで す が、 いか がで す
か。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

「取 り組 みや すい 」 とか 、あ るい は「 長期 的 課題 」と 「短 期的 課題 」 とい うほ うが 、文 章
とし ては よろ しい ので は ない かと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

どう です か、 皆さ ん 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

例え ば、 合意 が必 要 とか 、そ うい うこ とで す よね 。
〔「 正副 座長 に一 任」 と 呼ぶ 者あ り〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

‑ 5 ‑

墨田区議会議会改革検討委員会（平成２８年３月２５日）

それ では 、次 回に 報 告を させ てい ただ くこ と とし 、本 体系 図に 基づ き 、具 体的 施策 につ い
て個 別に 検討 を始 める こ とと いた しま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、具 体的 施策 の ⑨番 「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 」
の改 正に つい ては 、23区 の状 況に つい て調 査結 果 がま とま り次 第、 資料 を 提出 する こと とな
って おり まし たの で、 お 手元 に調 査結 果を 配布 し てお りま す。
本件 につ きま して 、 事務 局長 から 説明 をさ せ ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
区議 会等 の調 査及 び 公聴 会に 出頭 する 者の 費 用弁 償条 例に つき まし て 、23区の 状況 を調 査
いた しま した ので 、ご 報 告を いた しま す。
資料 が全 部で 三つ ご ざい ます 。
まず 、お 手元 の資 料 １を ご覧 くだ さい 。資 料 １は 、23区に おき まし て 、費 用弁 償条 例の 制
定の 有無 につ いて まと め たも ので ござ いま す。 左 の欄 から ご説 明を いた し ます 。一 番上 の欄
に調 査内 容を 記載 して お りま す。
まず 、質 問の １は 「 区議 会等 の調 査及 び公 聴 会に 出頭 する 者の 費用 弁 償条 例を 定め てい ま
すか 」と いう 問い でご ざ いま す。 これ に対 しま し て、 「定 めて いる 」と 回 答し たの は、 一番
下の 欄に 集計 して ござ い ます が、 本区 を含 め21区 でご ざい まし た。 「定 め てい ない 」と 回答
した 区は 、大 田区 と江 戸 川区 の２ 区で ござ いま し た。
続き まし て、 二つ 目 の質 問「 費用 弁償 の支 出 につ いて 、ど のよ うな 場 合を 想定 して いま す
か」 とい う問 いに 対し て は、21区 全て が、 本区 と 同様 に、 議会 、そ れか ら 選挙 管理 委員 会、
監査 委員 が出 頭を 求め た とき に、 費用 弁償 の規 定 を定 めて いる と回 答し て おり ます 。
なお 、目 黒区 と世 田 谷区 にお きま して は、 議 会で 参考 人を 求め た際 の 費用 弁償 条例 を独 自
に議 会が 制定 をし てお り ます 。目 黒区 につ きま し ては 、選 挙管 理委 員会 と 監査 委員 で併 せた 、
この 二つ を併 せた 条例 と 議会 の条 例と いう こと で 、２ 本の 条例 とな って お りま す。 世田 谷区
は、 選挙 管理 委員 会、 そ れか ら監 査委 員、 議会 と 、三 つの ３本 の条 例立 て とな って いる とい
うも ので ござ いま す。
続き まし て、 質問 の ３「 費用 弁償 のほ かに 謝 礼等 を支 払う 規定 があ り ます か」 との 問い に
対 し て 、 目 黒 区 の み 学 識 経 験 者 等 に 対 し て 謝 礼 金 と し て 、 １ 日 当 た り １ 万 8,000円 以 内 を 支
払う こと がで きる 旨の 回 答が ござ いま した 。
問い の４ 、５ の関 係 でご ざい ます が、 目黒 区 につ いて は、 学識 経験 者 を対 象と いた しま す
けれ ども 、そ れ以 外の 対 象者 も、 謝礼 金額 は同 一 との 回答 があ りま した 。
続き まし て、 資料 ２ をご 覧く ださ い。
資料 ２は 、費 用弁 償 の種 類に つい て、 区ご と にま とめ たも ので ござ い ます 。費 用弁 償の 種
類に つい ては 、鉄 道賃 、 船賃 をは じめ 、宿 泊料 、 食卓 料と 、区 によ って さ まざ まで ござ いま
す。 本区 は、 日当 のみ が 具体 的な 種類 とし て規 定 をさ れて おり ます 。そ う いっ た、 さま ざま
な種 類の 中か ら、 日当 の 有無 と金 額、 最低 支給 金 額を 取り まと めた もの で ござ いま す。
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日当 につ きま して は 、32区中14区 が定 めて お りま す。 その 中で 、「 近 接地 外の み」 に支 給
する こと とし てい る区 は ４区 あり まし た。
なお 、本 区は 5,000円 で ござ いま す。
「最 低支 給金 額」 は 、日 当等 を含 めた 支給 金 額で ござ いま すが 、８ 区 定め てお りま す。 特
に、 日当 を規 定し てい な い区 にお いて 、「 最低 支 給金 額」 を設 定し てい る 場合 が多 い状 況に
あり ます 。備 考欄 には 、 費用 弁償 の種 類と は別 に 定め てい る項 目を 掲げ て おり ます 。「 鑑定
料」 を定 めて いる 区の ほ かに 、先 ほど 申し 上げ ま した 「謝 礼金 」を 目黒 区 では 定め てお りま
す。
参考 まで に、 欄外 に 本区 にお ける 附属 機関 委 員の 日額 報酬 を記 載し て ござ いま す。 会長 職
が２ 万円 以内 、副 会長 職 が１ 万8,000円以 内、 一 般委 員が7,500円 とい う 定め にな って おり ま
す。 これ は、 あく まで 参 考と いう こと でご ざい ま す。
続き まし て、 資料 ３ をご 覧く ださ い。
資料 ３は 、資 料２ の 費用 弁償 の種 類の うち 、 日当 、旅 行雑 費、 食卓 料 、宿 泊料 等の 支給 額
につ いて 、詳 細を 取り ま とめ たも ので ござ いま す 。
なお 、先 ほど 申し 上 げま した 鉄道 賃や 航空 賃 など の交 通費 につ いて は 、実 費と いう こと で
定ま って おり ます 。
まず 、日 当か らご 説 明を いた しま す。 日当 に つい ては 、先 ほど ご説 明 いた しま した けれ ど
も、14区 が定 めて おり ま す。 次に 、旅 行雑 費は ７ 区が 定め てお りま す。 食 卓料 につ いて は、
18区 で定 めが ござ いま す 。宿 泊料 につ いて は、 20区で 定め てお りま す。 鑑 定料 につ いて は、
９区 で定 めて おり ます 。
備考 欄で ござ いま す が、 先ほ どの 最低 支給 金 額の 規定 ある いは 費用 弁 償の 支給 額を この 条
例で 明示 をし てい るの か 、そ れと も職 員あ るい は 区長 、副 区長 の旅 費規 定 を準 用し てい るの
かと いう 旨を 、記 載を し てご ざい ます 。
なお 、先 ほど 、二 つ の区 で、 区議 会独 自に 定 めて いる とい う区 がご ざ いま した 。ま ずは 、
目黒 区に つき まし ては 、 平成21年 第４ 回定 例会 で 、従 来は 一緒 にな って い た条 例を 、区 議会
に係 る規 定を 独立 させ て 、議 員提 出議 案で 改正 を した よう です 。そ れか ら 、世 田谷 区に つき
まし ては 、三 つの 条例 で 成り 立っ てお りま すけ れ ども 、こ れは 、制 定当 時 、昭 和の 時代 でご
ざい ます が、 その 当時 か らこ の３ 本の 条例 が独 立 をし てい ると いう 状況 に ござ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 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。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

一案 とし て、 提案 申 し上 げた いん です けれ ど も、 二元 代表 制と いう 趣 旨の 中で 、区 長の 場
合に は、 学識 経験 者の 中 から ご意 見を 伺う 場と し て主 に附 属機 関が 設置 さ れて いま す。 私た
ち区 議会 とし ても 、学 識 経験 者の 皆さ んの 意見 を いた だく とい う中 で、 そ こに 平仄 を合 わせ
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てい くと いう のが 正し い のか なと いう 前提 の基 に 、今 いた だい た資 料の 中 では 、資 料２ の一
番下 に、 参考 とし て「 附 属機 関委 員報 酬（ 日額 ） 」と いう こと で、 会長 職 は２ 万円 以内 、副
会長 職は １万 8,000円 以 内と あり ます が、 条例 上 は２ 万4,000円と いう こ とに なっ てい ます 。
多分 、任 命権 者が 区長 と 協議 して 定め る額 とい う のが ２万 円な のか なと 解 釈す るん です が、
「 墨 田 区 附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 」 で は 、 上 限 が ２ 万 4,000円 に
なっ てい ます 。つ まり 学 識経 験者 の方 から 学識 を いた だく ため の対 価と し ての ２万 円と いう
のと 、近 隣の 方の 場合 で すけ れど も、 地方 から 来 てい ただ く場 合に は、 や っぱ り交 通費 や宿
泊費 とい うの も必 要に な ると 思い ます ので 、報 酬 と費 用弁 償と いう とこ ろ で２ 枚立 てを して
いく とい う構 成の 仕方 が 正し いの かな と思 いま す 。そ れら をま とめ ると 、 今申 し上 げた 「墨
田区 附属 機関 の構 成員 の 報酬 及び 費用 弁償 に関 す る条 例」 に準 じて 、議 会 側も 定め てい けば
いい のか なと 思い まし た 。
ちな みに 、今 申し 上 げた 条例 には 、鉄 道賃 、 船賃 、航 空費 、車 賃、 日 当、 宿泊 料、 食卓 料
は、 報酬 とは 別に 支出 す ると いう こと にな って い ます ので 、２ 段階 で定 め ると いう のが 、議
会の 定め 方と して はバ ラ ンス がい いの では ない か とい うこ とを 提案 した い と思 いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

佐藤 委員 から 提案 が あり まし たが 、今 日い き なり ここ でこ うだ とい う こと は、 少し 厳し い
と思 いま すの で、 各会 派 に持 ち帰 って いた だい て 、ま た、 後日 協議 する と いう こと でい かが
でし ょう か。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今の 費用 弁償 の件 につ い ては 、会 派に 持ち 帰り ま すが 、佐 藤委 員の 提案 で すけ れど も、 区
長部 局と 違っ て、 合議 体 であ る議 会に つい ては 整 理も 必要 かな と思 いま す 。例 えば 、今 のと
ころ 、公 述人 と参 考人 と いう 規定 はあ るん です が 、今 後、 謝礼 なり 報酬 を お支 払い する 方は 、
参考 人に お支 払い する の か、 違う 講師 なの か、 そ のあ たり 、誰 が呼 ぶの か とい うよ うな 部分
です 。例 えば 、委 員会 で 呼ぶ 場合 には 、委 員長 が 議長 に申 し出 て、 許可 を とっ て呼 ぶと いう
よう な、 その 辺の ルー ル も併 せて 、お 招き をす る 場合 や調 査研 究を する 場 合の ルー ルも 検討
した ほう が、 いい のか な と思 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
参考 人を 呼ぶ 場合 の 手続 は、 もう 既に 定ま っ てい まし て、 委員 会で 呼 ぶ場 合は 、ま ず委 員
会で 諮っ てい ただ いて 、 委員 長か ら議 長に 申し 出 てい ただ いて 、議 長か ら ご本 人に 要請 する
とい うこ とで す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
とい うこ とは 、要 は 講師 では なく て、 参考 人 をと いう 理解 でよ ろし い とい うこ とで すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
ちな みに 、議 員研 修 会で 首長 さん をお 呼び し てい るわ けで すけ れど も 、そ の場 合は 、議 長
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から 要請 をし てい ただ い て、 報酬 とい う形 でお 支 払い をし てい ると いう こ とで ござ いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
議員 研修 会の とき に、 首 長さ んの お招 きの 仕方 が 分か らな かっ たも ので す から 。
◎委 員（ 加納

進 君）

参考 人と いう のは 、 さま ざま なパ ター ンが あ るか と思 いま すけ れど も 、政 策立 案と いう か、
お知 恵を 拝借 する ため に 有識 者を 呼ぶ ケー スも あ るで しょ うし 、特 定の 事 件に 関し て、 利害
関係 人と か、 ステ ーク ホ ルダ ーみ たい な方 を呼 ぶ ケー スも ある と思 いま す 。で すか ら、 区民
の方 、地 域の 方を 呼ぶ ケ ース もあ ると 思い ます の で、 一律 幾ら では なく て 、分 けた ほう がい
いか なと いう 感じ もし ま すし 、今 回、 まだ 議論 の 俎上 には 上っ てい ない で すけ れど も、 先ほ
どお 話が あっ た区 長部 局 に附 属機 関の 設置 が認 め られ てお りま すけ れど も 、議 会で も認 めら
れる よう にな った んで 、 そう いう こと も視 野に 入 れて 、各 会派 の中 で検 討 して いた だけ れば
と思 いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、各 会派 に 持ち 帰っ てい ただ きま し て、 また 、後 日、 返事 を 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 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、具 体的 施策 ⑦ 番の 「区 議会 のホ ーム ペ ージ 」の 関連 資料 とし て 、「 区議 会ツ イッ タ
ー・ フェ イス ブッ クの 開 設の 状況 （23区） 」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）
先ほ どの 「体 系図 」 でご 説明 をい たし まし た ⑦「 区議 会ホ ーム ペー ジ の充 実」 にお きま し
て、 区議 会の ツイ ッタ ー ・フ ェイ スブ ック の導 入 につ いて 、ご 意見 があ り まし たの で、 事務
局に おい て、 23区 の開 設 状況 を調 査い たし まし た ので 、ご 報告 をい たし ま す。
調査 方法 は、 各区 の ホー ムペ ージ を閲 覧し 、 確認 をい たし まし た。 表 の左 側が ツイ ッタ ー、
右側 がフ ェイ スブ ック と 、大 きく 二つ に区 分し て ござ いま す。 それ ぞれ の 欄の 、一 番左 側に 、
「区 議会 専用 」の 欄を 設 けて おり ます が、 ここ で は、 区議 会独 自の ツイ ッ ター ・フ ェイ スブ
ック の有 無、 そし て開 設 して いる 場合 には 、そ の 右側 に主 な掲 載内 容を 記 して あり ます 。ま
た、 「区 公式 （議 会情 報 あり ）」 の欄 では 、区 全 体の 公式 ツイ ッタ ー・ フ ェイ スブ ック にお
ける 議会 情報 の有 無、 議 会情 報が ある 場合 には 、 その 右側 に主 な掲 載内 容 を記 載し てお りま
す。
集計 結果 でご ざい ま すが 、ま ず、 ツイ ッタ ー につ きま して は、 区議 会 専用 のツ イッ ター を
開設 して いる 区が 板橋 区 のみ でご ざい まし て、 板 橋区 議会 ホー ムペ ージ の トッ プペ ージ に、
ツイッターの入口となるボタンが配置をされ、公開をされております。主な掲載内容は、
「会 議日 程」 のほ か、 「 委員 会が 開会 され ます 」 「委 員会 が閉 会し まし た 」と いっ た、 会議
当日 の状 況な どが 掲載 さ れて いま す。
また 、区 議会 専用 で はな く、 区公 式ツ イッ タ ーに 議会 情報 を掲 載し て いる 区が 、墨 田区 を
含め 千代 田区 、新 宿区 、 台東 区、 目黒 区の ５区 ご ざい まし た。 主な 掲載 内 容と いた しま して
は、 各区 とも 会議 日程 が 掲載 され てい ます 。
次に 、フ ェイ スブ ッ クに つい てで すが 、区 議 会専 用の フェ イス ブッ ク を開 設し てい るの は、
港区 のみ でご ざい ます 。 ただ し、 港区 議会 ホー ム ペー ジの トッ プペ ージ に 、港 区議 会フ ェイ
スブ ック のボ タン はあ り ませ ん。 港区 の公 式ホ ー ムペ ージ のフ ェイ スブ ッ クを 紹介 する ペー
ジの 中に 、災 害緊 急対 策 、あ るい は親 善大 使、 選 挙な どと いっ た情 報ご と に設 けら れて いる 、
ほか のフ ェイ スブ ック と 並ん で、 区議 会専 用の フ ェイ スブ ック のボ タン が 配置 をさ れて いま
す。 主な 掲載 内容 は、 会 議日 程の ほか 、会 議の 内 容、 視察 等の 議会 活動 が 掲載 をさ れて おり
ます 。
また 、区 議会 専用 で はな く、 区の 公式 フェ イ スブ ック に議 会情 報を 掲 載し てい る区 が、 墨
田区 を含 め千 代田 区、 港 区、 新宿 区の ４区 ござ い ます 。主 な掲 載内 容と い たし まし ては 、ツ
イッ ター と同 様、 各区 と も会 議日 程が 掲載 され て いま す。
なお 、本 区の 状況 で ござ いま すが 、こ れは 、 今月29日 開会 の区 議会 広 報委 員会 でご 報告 を
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させ てい ただ く予 定で す けれ ども 、試 験的 に第 １ 回定 例会 の会 期日 程と 予 算特 別委 員会 の会
議日 程、 併せ て映 像配 信 の情 報を 区の 公式 ツイ ッ ター 、そ れと フェ イス ブ ック に掲 載を した
とこ ろで ござ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 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 〕
◎座 長（ 沖山

仁 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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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、具 体的 施策 ⑫番 の 「常 任委 員会 の映 像配 信 」の 関連 資料 とし て、 「 イン ター ネッ ト
によ る映 像配 信状 況（ 23区） 」を 配布 して おり ま すの で、 その 内容 につ き まし 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）
イン ター ネッ トに よ る映 像配 信状 況に つき ま して 、23区の 状況 を調 査 いた しま した 。一 番
上の 欄に あり ます よう に 、「 本会 議」 「予 特・ 決 特」 「委 員会 （予 特・ 決 特は 除く ）」 と、
三つ の区 分で 記載 をさ せ てい ただ きま した 。
本区 は、 上か ら７ 番 目に 掲載 して ござ いま す 。本 会議 、そ れか ら予 特 ・決 特の いず れも 、
録画 配信 とラ イブ 中継 を 行っ てい る状 況に ござ い ます 。
一番 下の 欄を 併せ て ご覧 くだ さい 。
本会 議に つき まし て は、 録画 配信 をし てい る 区は22区 、ラ イブ 中継 を 行っ てい る区 は12区
でご ざい ます 。予 特・ 決 特に つき まし ては 、録 画 配信 をし てい る区 が13区 、ラ イブ 中継 をし
てい る区 が10区で ござ い ます 。予 特・ 決特 を除 く 委員 会で ござ いま すが 、 台東 区と 豊島 区の
２区 が実 施し てお りま す 。備 考欄 に書 いて ござ い ます が、 台東 区、 豊島 区 とも に、 委員 会中
継の 対象 は、 常任 委員 会 、特 別委 員会 、議 会運 営 委員 会と いう こと を、 ホ ーム ペー ジで 確認
をい たし まし た。
◎座 長（ 沖山

仁 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。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
この 資料 の中 で、 「 録画 」は 実施 して いる が 、「 ライ ブ」 を実 施し て いな い議 会が あり ま
すが 、「 ライ ブ」 を行 っ てい て、 「録 画」 を行 っ てい ない 議会 がな いと い うこ とに なる と、
何か コス トの 面と か、 技 術的 な部 分で 実施 して い ない のか と、 この 辺の 何 か、 細部 が分 かり
ます でし ょう か。 「ラ イ ブ」 にす ると お金 がか か ると か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
予算 の面 は、 それ ほ ど変 わら ない のか なと 思 いま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

「ラ イブ 」を やら な いの で、 考え られ るの は 、例 えば 設備 がな くて 、 普通 のデ ジタ ルビ デ
オカ メラ みた いな ので 撮 って いれ ば、 そう した ら 、何 もつ なが って いな い ので 、録 画し たも
のを 、そ の後 で映 像配 信 に回 せば いい とい うこ と なの かな と思 うん です け れど も。
◎区 議会 事務 局書 記（ 覚 張達 也君 ）
ライ ブ配 信す るに は 、エ ンコ ード パソ コン を 用い て、 撮影 デー タを 加 工し て、 イン ター ネ
ット で見 られ るも のに し なけ れば なり ませ ん。 ラ イブ 中継 には 、そ のパ ソ コン が必 要な んで
すけ れど も、 エン コー ド パソ コン を導 入し てい な いと ころ は、 カメ ラで 撮 った デー タを 業者
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に渡 して 加工 して もら っ たも のを 録画 配信 して い ると いう こと で、 リア ル タイ ムで デー タを
加工 して 、配 信す るた め のエ ンコ ード パソ コン が ある か、 ない かと いう と ころ だと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 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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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、次 回の 協議 事項 に つい てで すが 、前 回の 本 委員 会に おい て、 体系 図 の「 １

開か れ

た区 議会 」か ら議 論に 入 るこ とが 決定 して おり ま す。
この 際、 何か ご意 見 があ りま した ら、 お願 い いた しま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

でき れば 、来 月ま で に、 座長 のほ うで 大ま か な年 間ス ケジ ュー ルを つ くっ てい ただ けれ ば
と思 いま す。
それ と、 開会 の１ 週 間ぐ らい 前ま でに は資 料 を出 して いた だい て、 会 派で 意見 調整 も必 要
です ので 、そ の際 に、 課 題み たい なも のを 出し て いた だい て、 それ につ い ての 会派 の意 見調
整が でき る時 間を いた だ けれ ばと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

大変 申し 訳ご ざい ま せん 。資 料に つい ては 、 事前 にお 配り をし たい と 考え てお りま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
会議 録に つい ては 、 一定 期間 の間 に、 また い ただ ける とい うこ とで よ ろし いで しょ うか 。
◎議 事調 査主 査（ 荒井

栄君 ）

大変 申し 訳な いん で すけ れど も、 前回 の会 議 録に つき まし ても 、た だ いま 校正 中と いう こ
とで 、ホ ーム ペー ジに は まだ 掲載 をし てい ない 状 況で ござ いま す。 記録 の 作成 に当 たっ ては 、
委託 業者 にデ ータ を出 し てか ら記 録が 納品 され る まで ２週 間程 度以 上か か りま すの で、 粗原
稿で とい うこ とで あれ ば 、２ 週間 弱と いう こと で 、お 届け する こと は可 能 でご ざい ます 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
加藤 委員 から 、年 間 スケ ジュ ール のお 話が あ りま した が、 私も 大賛 成 です 。と いう こと は、
当然 、そ れに 合わ せて 、 各会 派で 検討 する こと に なる と思 いま すの で、 前 回の 会議 録も あっ
て、 資料 が事 前に 配布 さ れて 「ど うし よう か」 と いう こと にな るか なと 、 私は 思っ たも ので
すか ら。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

渋田 委員 がお っし ゃ ると おり で、 私も 議事 録 をも らっ て、 会派 で取 り 上げ たい んで すが 、
今、 事務 的な 都合 を伺 い まし たの で、 そこ はや む を得 ない とい うか 、こ の 会議 に出 てい る人
が、 会派 に伝 えて 、何 と かや るし かな いの かと 思 いま す。 対外 的に は、 次 回の 会議 が開 かれ
る前 に、 当然 、記 録を 公 表し て、 そし て体 内的 に も公 表さ れる べき では あ ると は思 いま すが 、
それ はま た後 日、 あら ゆ る検 討を して 、本 当に ２ 週間 かけ るこ とが いい の かど うか とい うこ
とは 前提 にあ ると 思う ん で、 それ はま た別 の機 会 に検 討し てい ただ けれ ば と思 いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

あり がと うご ざい ま す。 事務 局の 体制 も、 私 ども 、十 分承 知し てお る 中の 会議 体で ござ い
ます ので 、そ の辺 をご 理 解し てい ただ きな がら 、 でき るだ け皆 さん にス ム ーズ な会 が進 行で
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きる よう に、 努力 をし て いき たい と思 いま すの で 、ご 協力 のほ ど、 お願 い をい たし ます 。
ほか に、 何か あり ま せん か。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま のご 意見 に基 づき まし て 、次 回は ご協 議を いた だ くこ とと いた しま す。
本日 の協 議事 項は 、 以上 でご ざい ます 。
──────────────── ◇

‑ 16 ‑

────────────────

墨田区議会議会改革検討委員会（平成２８年３月２５日）

◎座 長（ 沖山

仁 君）

次 に、 次回 の開 会日 時 につ いて であ りま すが 、 ４月20日 （水 ）の 午前 中 でい かが でし ょう か。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、次 回は ４ 月20日（ 水） の午 前10時 から 開会 する こと とい た しま す。
なお 、改 めて 開会 通 知は いた しま せん ので 、 さよ うご 承知 おき 願い ま す。
ほか に、 何か ござ い ませ んか 。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

以上 で、 第４ 回議 会 改革 検討 委員 会を 閉会 い たし ます 。

午後 ２時 ４１ 分閉 会
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