議会改革検討委員会（平成２８年４月２０日）

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４ 月２ ０ 日午 前１ ０時 ００ 分、 各 派交 渉会 室に おい て開 会 し、 午前 １１ 時５ ２
分閉 会し た。
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報告 事項

（１ ）「 体系 図」 につ い て
前 回の 本委 員会 で 正副 座長 に一 任さ れた 「 体系 図」 につ いて 、次 の ３点 を修 正す るこ と
につ いて 事務 局長 から 説 明が あっ た。
ア

前期の議会改革検討委員会報告書を踏まえて、具体的施策の分類表記を「やりやす
い ｣「 や り に く い 」 か ら 、 そ れ ぞ れ 「 早 期 に 結 論 を 出 す も の 」 「 長 期 的 に 検 討 し て 結 論
を出 すも の」 に修 正す る 。

イ

「委 員会 にお け る傍 聴議 員の 写真 撮影 場 所（ 一般 傍聴 席の あり 方 を含 む。 ）」 のう ち、
「傍 聴議 員の 写真 撮影 場 所」 につ いて は、 既に 結 論を 得た 課題 に表 記を 修 正す る。

ウ

「議 会基 本条 例 の制 定」 につ いて は、 「 長期 的に 検討 して 結論 を 出す もの 」に 分類 す
る。

５

協議 事項

（１ ）今 後の 検討 スケ ジ ュー ルに つい て
配 布資 料に 基づ き 、ス ケジ ュー ル案 につ い て公 明党 、自 民党 から 説 明し 、案 のと おり 決
定し たの で、 協議 した 内 容に 基づ き検 討結 果を 取 りま とめ 、議 長に 報告 す るこ とと した 。
（２ ）具 体的 施策 につ い て
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ア

「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
前回 の協 議結 果 に基 づき 、各 会派 から 意 見を 開陳 し協 議し た結 果 、次 回、 引き 続き 協
議 願う こと とし た 。

イ

その 他

（ア ）常 任委 員会 の 映像 配信 につ いて
前 回配 布し た 資料 につ いて 説明 し、 協 議し た結 果、 次回 、引 き 続き 協議 願う こと と
した 。
（イ ）議 会映 像配 信 につ いて
手 元に 配布 し た資 料に つい て説 明し 、 協議 した 結果 、次 回、 引 き続 き協 議願 うこ と
とし た。
（ウ ）委 員会 にお け る一 般傍 聴席 につ いて
手 元に 配布 し た資 料に つい て説 明し 、 協議 した 結果 、次 回、 引 き続 き協 議願 うこ と
とし た。
（エ ）タ ブレ ット 端 末の 配布 （ペ ーパ ーレ ス 化） につ いて
手 元に 配布 し た資 料に つい て説 明し 、 協議 した 結果 、次 回、 引 き続 き協 議願 うこ と
とし た。
（オ ）区 議会 ホー ム ペー ジの 充実 につ いて
前 回配 布し た 資料 につ いて 説明 し、 協 議し た結 果、 次回 、引 き 続き 協議 願う こと と
した 。
（カ ）議 会報 告会 の 実施 につ いて
手 元に 配布 し た資 料に つい て説 明し 、 協議 した 結果 、次 回、 引 き続 き協 議願 うこ と
とし た。
（キ ）議 会モ ニタ ー 制度 につ いて
手 元に 配布 し た資 料に つい て説 明し 、 協議 した 結果 、次 回、 引 き続 き協 議願 うこ と
とし た。
（３ ）次 回の 協議 事項 に つい て
本 日協 議し た具 体 的施 策に つい て、 引き 続 き、 協議 する こと とし た 。
（４ ）次 回の 開会 日時 に つい て
次 回は 、５ 月１ ７ 日（ 火） 午後 ３時 から 開 会す るこ とと した 。
─―――――――――――――――――――─―
会議 の概 要は 、次 のと お りで ある 。
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午前 １０ 時０ ０分 開会
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま から 、第 ５ 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 。
本委 員会 にお ける 検 討項 目の 体系 図に 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）
配布 資料 の２ 枚目 、 体系 図を ご覧 くだ さい 。
３点 、変 更点 がご ざ いま す。
まず 、第 １点 目で すが 、 右上 の点 線で 囲っ た丸 と 三角 の凡 例に つき まし て 、前 々回 の委 員
会に おい て、 丸が 「や り やす い」 、三 角が 「や り にく い」 とい う整 理を さ れま した 。こ の表
記の 修正 につ いて は、 前 回の 委員 会で 正副 座長 に 一任 をさ れま した 。正 副 座長 で調 整の 結果 、
前期 と同 様の 仕分 けと い う結 論と なり まし て、 丸 が「 早期 に結 論を 出す も の」 、三 角が 「長
期的 に検 討し て結 論を 出 すも の」 に、 それ ぞれ 整 理し 直し たも ので ござ い ます 。
２点 目で ござ いま す が、 右側 の具 体的 施策 の 上か ら三 つ目 、委 員会 に おけ る傍 聴議 員の 写
真撮影場所（一般傍聴席のあり方を含む）の項目の中の「傍聴議員の写真撮影場所につい
て」 は、 一定 の結 論が 出 まし たの で、 結論 を得 た 課題 とし まし て白 抜き に 表記 を改 めま した 。
３点 目で ござ いま す が、 一番 左側 の議 会改 革 の下 、「 議会 基本 条例 の 制定 につ いて 」で ご
ざい ます 。こ れに つき ま して は仕 分け がさ れて お りま せん でし たが 、「 長 期的 に検 討し て結
論を 出す もの 」に 整理 を させ てい ただ きま した 。
以上 が変 更点 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 明の とお 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 。
初め に、 本委 員会 に おけ る今 後の 検討 スケ ジ ュー ルに つい て、 ご協 議 いた だき ます 。
本件 につ いて は、 公 明党 、自 民党 の両 会派 か ら案 が提 示さ れ、 委員 の 皆様 には 事務 局か ら
事前 に配 布い たし まし た が、 本日 、改 めて お手 元 に配 布し てお りま す。
それ では 、本 スケ ジュ ー ル案 につ きま して 、両 会 派か らそ れぞ れ説 明を お 願い しま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
その 前に 確認 して お きた いの です が、 それ ぞ れ自 民党 案、 公明 党案 と なっ てい ます が、 こ
れは 会派 内で 検討 され て 、会 派と して 出し たも の とい う理 解で よろ しい で すね 。
例え ば、 自民 党案 で 行き まし ょう とこ の場 で 確認 して 、各 派交 渉会 で こう 決ま りま した と
なっ たと きに 、自 民党 の 執行 部か ら疑 義が 出る こ とは ない でし ょう ね。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

あり ませ ん。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

私ど もも 両会 派か ら その よう に聞 いて おり ま す。
それ では 、公 明党 、 加納 副座 長よ り説 明を 願 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

お配 りし た資 料で す が、 ロー ドマ ップ とも う 一枚 、先 月の 答申 で出 て きま した 第31次地 方
制度 調査 会の 答申 の議 会 に関 する 部分 を抜 き取 っ たも のを お配 りさ せて い ただ いて いま す。
会派 とし まし ては 、こ の 検討 委員 会が 始ま った 冒 頭で も申 し上 げた かと 思 いま すけ れど も、
前期 の議 会改 革検 討委 員 会で 約２ 年掛 けて 検討 さ れ、 最終 的に 出さ れた 報 告書 は非 常に よく
まと まっ てい ると 思っ て いま す。 この 報告 書を 受 けて 今期 もス ター トし た とい う認 識で すが 、
特に 、前 期の 報告 書の 中 に「 今後 の方 向性 につ い て」 とい う部 分が あり ま して 、そ の冒 頭、
基本 的な 考え 方・ 理念 が 、そ の当 時最 新の 地方 制 度調 査会 、第 29次 の地 方 制度 調査 会の 答申
を引 用さ れて いま す。
議会 の基 本的 な機 能を 紹 介さ れて いる ので すが 、 先ほ ど紹 介し た第 31次 の 地方 制度 調査 会
の答 申に おい ても 、改 め て議 会の 役割 、機 能に つ いて 「議 決に よる 団体 意 思の 決定 機能 、あ
るい は監 視機 能、 政策 形 成機 能等 、議 会に は最 も 重要 であ る」 と書 いて あ りま す。 これ に加
えて 「多 様な 住民 のニ ー ズを 把握 」、 意見 の集 約 機能 とい いま すか 、こ れ が今 求め られ てい
る。 この 大き く四 つ、 細 かい こと を含 めれ ばも っ とい ろい ろな 機能 が求 め られ ると 思い ます 。
その 求め られ る機 能を 果 たす ため の議 会改 革で あ ると 思う ので すが 、第 31次地 方制 度調 査
会の 答申 には 、（ ２） 議 会制 度や 議会 運営 のあ り 方と して 、「 招集 につ い ては 通年 会期 制の
導入 がな され 、必 要に 応 じて 活用 して いく こと が 重要 であ る」 とか 、議 決 事件 の対 象に つい
ても 書か れて あり ます し 、Ｉ ＣＴ の活 用、 議会 事 務局 ・議 会図 書室 の機 能 向上 等も うた われ
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てい ます 。こ のよ うな 中 、墨 田区 とし ても 議会 改 革の 検討 を重 ねて きた の は時 代の 要請 に基
づい てい ると 思う ので す が、 少し 時間 を掛 け過 ぎ かな とい う感 じも しま す 。
ここ でロ ード マッ プに 戻 りま すが 、こ の検 討委 員 会、 基本 的に は開 かれ た 議会 を実 現す る
ため にど うす るか とい う 大き なテ ーマ があ りま す 。開 かれ た議 会の ため の 検討 を密 室で 行う
のは いか がな もの かと 思 いま すの で、 基本 的に 公 開で 行う べき だと 考え ま す。 会派 とし まし
ては 、そ の基 本的 な考 え に基 づい て検 討委 員会 が スタ ート しま した ので 、 一定 の検 討を 行っ
た後 は議 会基 本条 例の 検 討の ため の特 別委 員会 に する のが いい だろ うと 考 えて いま す。
この ロー ドマ ップ で は、 ８月 頃ま で検 討し て 、９ 月に 特別 委員 会で 基 本条 例の 検討 をと 考
えて いま す。 特別 委員 会 の設 置と なる と定 例会 で の議 決が 必要 です ので 、 ９月 とい うの は第
３回 定例 会で と想 定し て いる わけ です 。こ れが 第 ４回 定例 会に なっ ても 、 ある いは 来年 に入
って しま って も構 わな い ので すが 、「 特別 委員 会 を設 置し て、 議会 基本 条 例を 制定 しよ う」
とい う考 えに 基づ いた ス ケジ ュー ル案 だと ご理 解 いた だけ れば と思 いま す 。
議会 基本 条例 の制 定 に合 わせ て、 専門 的な 知 見、 有識 者の 先生 のご 意 見を 伺っ ても いい と
思い ます し、 素案 作成 の 段階 でパ ブリ ック コメ ン トを 求め る必 要も ある と 思い ます 。ま た、
区民 の皆 さん との 意見 交 換会 のよ うな もの も必 要 だと 思い ます し、 制定 の 段階 で、 議会 主催
のシ ンポ ジウ ムを 開催 し ても いい かと 考え てい ま す。
コン テン ツに つい て はこ れか ら皆 さん の考 え を聞 いて いき たい と思 い ます ので 、こ こに は
載せ てあ りま せん 。ざ っ くり とし た、 あく まで 今 後の スケ ジュ ール 案と い う考 え方 でご ざい
ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

我々 自民 党会 派と し まし ても 、「 特別 委員 会 の設 置」 と「 議会 基本 条 例の 制定 」に つい て
は合 意し てお りま して 、 なる べく 早期 に先 へ進 め たい とい うこ とで 、具 体 的な スケ ジュ ール
につ いて 考え 方を 書か せ てい ただ きま した 。
まず 、前 回ま での 議 会改 革検 討委 員会 の中 で 課題 とさ れて いる もの を 取り 出し て、 早期 に
結論 を出 すべ き課 題に つ いて は優 先し て取 り上 げ 、区 民へ の情 報発 信、 区 民ニ ーズ の把 握な
どの 体系 図に した がっ て 、議 会改 革検 討委 員会 を 特別 委員 会化 した とき に 議題 にす べき もの
なの か、 例え ばタ ブレ ッ ト端 末の 配布 につ いて と いっ たこ とは 特別 委員 会 の議 題と して はそ
ぐわ ない ので はな いか と いう よう な感 じで 仕分 け をし てい くと いう こと で す。
４月 に課 題と して 、各 会 派な り各 委員 に持 ち帰 っ てい ただ いて 、翌 月に そ の結 論を 出す と。
「具 体的 にこ うす る」 と いう 結論 では なく て、 例 えば 議会 報告 会の 実施 に つい ては 特別 委員
会の 中で 話し 合う べき か 否か 、そ れぞ れ方 向性 を 示し てい くと いう 考え 方 で、 ある 程度 具体
的な スケ ジュ ール を出 さ せて いた だき まし た。
ただ 、早 期に 結論 を 出す べき 課題 につ いて は 、今 月、 皆様 にお 諮り し て、 来月 まで には 一
定の 結論 を出 した いと 考 えて おり ます 。
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明を 踏 まえ て、 ご意 見を 承り た いと 存じ ます 。
何か 、ご 意見 はあ りま せ んか 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
両会 派か ら提 出い た だい たも のに 対し て、 質 問と 確認 をさ せて いた だ きま す。
まず 、加 納副 座長 か らロ ード マッ プを 示し て いた だき まし たが 、最 初 の全 員協 議会 まで の
間に 、長 期的 なも のも 含 めて ある 程度 仕切 って い こう とい うお 考え だと 理 解し てよ ろし いで
すか 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今ま で２ 年掛 けて 結 論が 出な かっ た課 題も あ りま すの で、 この 場で 全 ての 結論 が出 ると は
思っ てい ませ ん。 ただ 、 議長 に対 して 一定 の報 告 をま とめ るこ とは 可能 か と思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
では 、も し特 別委 員 会を 設置 する とな った と きは 、主 に条 例制 定と い うと ころ に軸 足を 置
くと いう こと でし ょう か 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

市議 会議 長会 の最 新 のデ ータ を見 ると 、も う 既に 多く の自 治体 や議 会 で議 会基 本条 例を 制
定し てい ます 。そ の多 く の先 例を 見る と、 議会 基 本条 例と いう のは 「条 例 」で すか ら、 あく
まで も理 念、 考え 方を 示 して いて 、そ の考 え方 を 定め た上 で、 並行 して 細 かい こと につ いて
分科 会な どを 設け て検 討 して いく とい った 感じ で した 。
です から 、先 ほど の タブ レッ ト持 込み のお 話 など 条例 に盛 り込 まな く ても いい よう なこ と
につ いて は、 この 検討 委 員会 で結 論を 出せ るの で はな いか と思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
自民 党案 につ いて で すが 、加 藤委 員の ご説 明 では 、特 別委 員会 で行 う 議論 の幅 が公 明党 案
より 少し 広く 、条 例は も ちろ んで すが 、そ れに 付 帯す るこ とに つい ても 特 別委 員会 とし て議
論し てい こう とい う印 象 を受 けま した 。
そう する と、 もし 特 別委 員会 の設 置が 合意 で きる ので あれ ば、 それ ま でに 何を して いく の
か。 特別 委員 会を スタ ー トさ せる まで に、 どの よ うに 方向 付け て共 通理 解 とす るの か。 それ
によ って 、特 別委 員会 の 議題 や課 題認 識が 共有 化 され て、 議論 をよ り深 め るこ とが でき るの
では ない でし ょう か。
皆さ んの ご意 見を 伺い な がら 整理 して いっ て、 時 期も 含め てで すけ れど も 、自 民党 から 具
体的 で個 別的 なも のま で 出し てい ただ いて いま す ので 、こ の案 でい くの か 、公 明党 さん の案
で行 くの か、 その あた り 皆さ んの ご意 見を 伺っ て 共有 化で きる と、 私は 議 論が ぐっ と進 むよ
うな 気が する んで す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
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特別 委員 会で 基本 的 なこ とに つい て検 討し ま しょ うと いう こと につ い ては 、ど の方 も大 い
に賛 成し てい ると 思い ま すの で、 その 方向 で進 め てい けば いい と思 うの で すが 、今 お話 があ
った よう に、 問題 は特 別 委員 会で 何を 議論 する の かと いう こと だと 思い ま す。 議会 改革 全般
とな ると 幅が 広す ぎて 、 また 特別 委員 会は 公式 な 議論 の場 です から 、か え って 結論 が出 せな
くな って しま う。
特別 委員 会は 、特 定の 項 目、 事案 につ いて 調査 研 究す るこ とが 本来 の目 的 です から 、議 会
改革 の中 の何 を特 別委 員 会で 検討 、議 論し て決 め てい くの かを よく 話し 合 って 取り まと めて
いく 必要 があ ると 思い ま すが 、こ の場 で処 理で き るも のに つい ては 特別 委 員会 設置 まで に処
理す ると いう こと でい い ので はな いか な。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
高柳 委員 がお っし ゃ るこ とも そう です が、 例 えば 、私 が提 案さ せて い ただ いた 請願 と陳 情
の扱 いに つい て、 議会 改 革特 別委 員会 が設 置さ れ たと きに 、議 会運 営委 員 会と の兼 ね合 いは
どう なる のか 。そ の両 委 員会 で取 り扱 う個 々の 案 件に つい て、 きち んと 整 理し てお く必 要が
ある と思 いま す。
次に 、自 民党 案に あ る国 会に おけ る質 問主 意 書の 方式 、文 書質 問制 度 につ いて 私は 大賛 成
でし て、 いつ かや りた い と思 って いた 案件 で、 こ れは 是非 やり たい と思 っ てい ます 。こ の場
合の 文書 の扱 い方 、回 答 者は 区長 にな るの かと 思 いま すが 、そ れは 公文 書 とし て形 式上 きち
んす るの でし ょう か。 公 文書 とな ると 情報 公開 の 対象 にな りま すの で、 文 書の 扱い をき ちん
と整 理す る必 要が ある の かな と思 いま す。 公文 書 で回 答い ただ くの であ れ ば、 私た ち議 員か
らの 質問 も公 文書 にな り 得る と思 いま すの で、 文 書の 扱い につ いて はき ち んと 整理 して おく
必要 があ ると 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今の 文書 質問 制度 も 、ま ずそ の制 度を 採用 す るか どう か、 採用 する と なっ たら 詳細 な制 度
設計 は特 別委 員会 とい う より 別の 場で とな ると 思 いま す。 最終 的に 議会 運 営委 員会 等の 決定
を経 なく ては なり ませ ん ので 、高 柳委 員が おっ し ゃる よう に整 理が 必要 だ と思 いま す。
議会 基本 条例 の制 定 で合 意さ れた ら、 基本 的 に特 別委 員会 は条 文を 検 討す る会 にす るべ き
だと 考え ます 。既 にか な り時 間を 掛け て議 論を し てい ます ので 、そ んな に 時間 を掛 けな いで
も条 文は でき 上が ると 思 いま す。 私が よく 参考 に して いる 福島 市議 会で は 既に 条例 を制 定し
てお り、 議会 改革 の流 れ をホ ーム ペー ジで 公開 し てい るの で、 是非 ご覧 い ただ きた いと 思い
ます 。福 島市 議会 では ゆ うに30回 を超 える 特別 委 員会 を開 催し 、そ の都 度 「次 はこ の条 文を
検討 する ので 、各 会派 で 意見 を集 約す るこ と」 と して 、会 派ご とに 意見 開 陳の よう なこ とを
行っ てい ます 。「 この 条 文は 載せ る」 「こ れは 載 せな い」 とか なり 活発 に 、そ れこ そ前 文と
いっ たと ころ から 一つ 一 つの 文言 につ いて 議論 を され てい ます 。
特別 委員 会と なれ ば その よう な流 れで 、詳 細 な制 度設 計は また 別に な るか と思 いま す。
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◎委 員（ 佐藤

篤 君）

公明 党案 につ いて は 概ね 同意 で、 ロー ドマ ッ プに つい ては この とお り 進め てい けば いい だ
ろう と思 って いま す。 そ の公 明党 案の 、「 検討 ・ 随時 報告 」と いっ た細 目 が自 民党 案で ある
とい う認 識で ご覧 いた だ くと 分か りや すい と思 い ます 。
自民 党案 は、 「仕 分 ける 」と いう 発想 です 。 結論 を出 すわ けで はな く て、 これ を特 別委 員
会で 扱う べき なの かど う かと いう 考え の下 で、 条 例を どう する かと いう の は非 常に 大き な課
題だ と思 って いま す。 全 国の 約半 数で 制定 され て いる 議会 基本 条例 には 幾 つか のタ イプ があ
りま すが 、理 念条 例に 終 わっ てし まっ て実 際そ れ が活 用さ れな いと いう 事 例も あり 、学 術論
文に おい ても 指摘 され て いま す。
条例 とは そも そも 法規 で すか ら、 この 自民 党案 の 具体 的な 施策 と前 回の 報 告書 に掲 載さ れ
てい る課 題に つい て、 そ れが 法的 に縛 るべ きも の なの か。 条例 をつ くる と いう こと は我 々の
議会 活動 を縛 るこ とに な りま すの で、 それ が正 し いの かど うか 、条 文に 落 とし 込む こと が正
しい のか どう か、 きち ん と仕 分け がで きれ ば非 常 にい いの では ない か、 そ の観 点を 是非 共有
した いと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま ご協 議い ただ きま した 内 容に 基づ きま して 、検 討 結果 を取 りま とめ 、
議長 に報 告さ せて いた だ きま す。
なお 、報 告書 の案 文に つ いて は、 座長 に一 任願 い ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、具 体的 施策 につ い て、 ご協 議願 いま す。
まず 、「 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 で
すが 、本 件は 前回 協議 し た結 果、 各会 派に 持ち 帰 り、 改め てご 協議 願う こ とと して おり まし
たの で、 順次 、各 会派 の 意見 を開 陳願 いま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

我々 の会 派は 、ま ず 区議 会だ け取 り出 して 、 現在 ある 附属 機関 並み の 要件 で、 新た に区 議
会と して 条例 をつ くる べ きと いう こと で結 論を 得 てお りま す。
◎委 員（ とも 宣子 君）
公明 党と しま して は 、こ の費 用弁 償条 例の 改 正に つい て、 日当 とい う 文言 があ り、 その 他
以外 の実 費に つい ても 「 でき る規 定」 にな って い ます ので 、こ れを しっ か りと 支給 する よう
しっ かり 明示 する こと が 大事 では ない かと いう こ とで す。
今の とこ ろは 、鉄 道 費、 船賃 、航 空費 、車 賃 、宿 泊料 及び 食卓 料な ど 、一 番多 いと ころ で
最大 ７種 あり ます が、 本 区で もこ の７ 種を 明示 し て、 しっ かり 支給 でき る よう にす ると いう
こと です 。あ と、 区か ら 給料 を受 ける 職務 にあ る 者に は支 給し ない とい う ただ し書 きが 、ほ
とん どの 議会 で一 般的 に なっ てい ます ので 、そ れ も加 える とい うこ とで す 。
その 他に つい ては 、 基本 的に 区職 員の 旅費 に 関す る条 例を 適用 する こ とで いい ので はな い
かと いう こと です 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
現行 の条 例は 、選 挙 管理 委員 会だ とか 監査 委 員だ とか も一 括に なっ て いる ので 、そ れも 含
めて 改正 する 。基 本的 な 方向 はそ れで いい かな と 思い ます が、 費用 弁償 の 内容 とし て、 きち
んと 実費 を上 回る 基準 で 定め るべ きだ と思 いま す 。
問題 は謝 礼を どう す るの かと いう こと で、 著 名な 大学 教授 ある いは 研 究者 の人 に来 ても ら
うの であ れば 、そ れな り の謝 礼を 支払 う必 要が 出 てく るで しょ うか ら、 そ れも 実態 に見 合う
内容 で決 めて いく こと が 望ま しい のか なと 思っ て いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
議会 とし て費 用弁 償 条例 をや るこ とは 、そ の とお りだ と思 って いま す 。そ の上 で、 そも そ
もな ぜこ れが 議題 にな っ たの か。 一つ は、 専門 性 や知 見を 有す る人 の意 見 を伺 って 、そ れが
議会 の審 議に 資す るた め にど うす るの かと いう こ とが 始ま りだ った と思 い ます 。こ の理 解を
共有 した 上で 、一 方で 区 民の 方に 対し て、 なぜ 出 すの か説 明が 求め られ ま す。 とも 委員 がお
っし ゃっ たよ うに 、き ち んと した 明確 な根 拠と い う点 もあ りま すし 、高 柳 委員 がお っし ゃっ
たよ うに 、ど れぐ らい の 謝礼 が妥 当な のか とい う 点も ある と思 いま す。
やは り、 区民 の方 へ 、お 金を 支出 する こと の 説明 がき ちん とで きる よ うに 、併 せて 、そ れ
をき ちん と生 かせ るよ う に、 少し 幅を 広げ るこ と につ いて はい いの かな と 思っ てい ます 。基
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本的 に、 皆さ んの 考え の 方向 性は 同じ だと 考え て いま す。
◎委 員（ 堀

よし あき 君 ）

我が 会派 も皆 さん と 同じ よう に、 費用 弁償 の 種類 、多 くは ７種 類だ と 思い ます が、 本区 は
日当 だけ です ので 、他 区 の事 例も 参考 にし つつ 、 日当 以外 の費 用を 給付 す べき とい う考 えで
す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
費用 弁償 の条 例を 改 正す るこ とに は賛 成で 、 費用 弁償 の支 払い 方も 、 一般 の方 と有 識者 を
分け る必 要が ある と考 え ます 。有 識者 以外 でも 、 我々 が分 から ない こと 、 専門 的に 知っ てい
らっ しゃ る人 もい ます が 、専 門的 な知 見を 有す る 有識 者、 例え ば大 学の 先 生で あっ たり 経済
学者 であ った り、 そう い った 方を お招 きす る場 合 、や はり それ にふ さわ し い費 用を 支払 う必
要が ある と考 えま すと 、 一般 の方 の費 用弁 償と 別 に「 有識 者」 とい う枠 を 設け て支 払う べき
だと 考え ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
私は 、皆 さん と同 じ です 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
謝礼 につ いて は賛 成 です が、 高柳 委員 もお っ しゃ って いた とお り、 き ちん と基 準が あっ た
ほう がい いと 思い ます 。 差が あっ て当 然と 思い ま すが 、例 えば 、同 じ大 学 でも 学部 長ク ラス
の教 授を お招 きす る場 合 と一 般教 授、 助教 授、 准 教授 をお 招き する 場合 、 それ ぞれ きち んと
差を 付け るぐ らい にし な いと 。ま た、 同じ 教授 で も、 論文 を発 表し て一 学 有名 にな られ た先
生で はま た違 うラ ンク に する とか 、そ れは 大変 な こと だろ うけ れど も、 謝 礼の 基準 はあ って
然る べき と思 いま す。
どこ かの 自治 体で そ うい う基 準が あっ たら 、 少し 調べ たほ うが いい の かな と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

四日 市市 が一 般の 方 と有 識者 と分 けて いま す 。有 識者 が１ 万6,000円 、そ の他 の者 が7,900
円だ った かと 思い ます が 、ど うい う人 が有 識者 で 、ど うい う人 がそ の他 の 者な のか 。そ の基
準を きち んと して おか な いと おか しい と思 うん で す。
例え ば、 地域 包括 ケア は 大き な問 題で すの で、 議 会と して 調査 特別 委員 会 をつ くり 、専 門
家を お呼 びし まし ょう と した 場合 、医 師会 の人 は 有識 者な のか 、介 護事 業 者の 人は その 他の
者な のか 、そ の辺 、分 か りづ らい です 。
基準 を設 ける のは 大 変な 作業 だと 思い ます の で、 謝礼 を設 ける ので あ れば 、そ れは 例外 な
く出 さざ るを 得な いの で はな いか とい う気 がし ま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
区内 の方 と区 外の 方 では 当然 交通 費が 異な り ます から 、ま ずそ こで 分 けて 、公 的な 資格 を
持っ てい らっ しゃ る方 、 ある いは 公的 な肩 書を 持 って いら っし ゃる 方で 分 ける とい う方 法が
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ある と思 いま す。 マス コ ミな どで は、 例え ばテ レ ビ局 に人 を呼 んだ 場合 、 すご くラ ンク 付け
がさ れて いま すの で、 そ うい うの を参 考に した ら いい かと 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

国会 では 、公 聴会 で 参考 人招 致を しま すが 、 基準 は一 律で 、ど んな 肩 書だ ろう が拘 束す る
時間 に応 じて 二通 りし か なか った と思 いま す。 プ ラス 旅費 規程 に則 って 、 鉄道 賃や 宿泊 費な
どは 出し てい ると 思い ま す。
区 内 の 一 般 の 方 も 有 識 者 も 一 律 １ 万 5,000円 と か 、 日 当 と い う 位 置 付 け で は な く な る か も
知れ ませ んが 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

参考 まで に事 務局 長 に伺 いま すが 、区 の附 属 機関 に公 募委 員あ るい は 学識 委員 がい らっ し
ゃい ます が、 その 仕分 け はど うな って いる か分 か りま すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
附属 機関 の委 員報 酬 は、 学識 経験 者と 一般 と に分 かれ てい ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう する と、 私た ち 自民 党の 見解 とし ては 、 附属 機関 の基 準と 合わ せ ると いう 考え 方で す
ので 、学 識者 が条 例上 は 区長 の定 める 額と いう こ とで ２万 円に なっ てい る と思 いま すが 、こ
れに 合わ せる のが 妥当 と いう 見解 です 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

いわ ゆる ７種 の費 用 弁償 、「 日当 」を 引く か ら６ 種類 にな りま すか 、 これ を加 えれ ば、 例
えば 遠方 から お呼 びし た とき も、 交通 費な り宿 泊 費な り出 せま すし 、プ ラ ス謝 礼、 報酬 が出
せる ので あれ ば、 悪く は ない 案に なる ので はな い かと 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

墨田 区の 条例 は、 出 頭又 は参 考人 とし て呼 ん だ人 に対 する 費用 弁償 と いう こと で、 地方 自
治法207条 の 規定 に基 づ くと なっ てい ます が、 100条に 基づ い てお 呼び す るこ とも あり ます よ
ね 。 多 く の 自 治 体 の 条 例 で は 根 拠 法 令 を 明 示 し て い ま す よ ね 、 自 治 法 の 74条 と か 、 100条 と
か、199条 と か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
これ を見 ます と100条も 入っ てい ます ね。 100条の 規定 に より 出頭 し た者 、参 考人 につ いて 、
実費 弁償 とい う規 定に な って いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

207条 に なる と、 全 部含 まれ るの かな 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
そう いう こと にな ろ うか と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）
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基本 計画 が議 決事 件に な って 、関 わっ てい ただ い てい る有 識者 、参 考人 を 呼ん で、 大き な
公聴 会を 開こ うと なっ た とき に来 てい ただ く場 合 と、 普通 の参 考人 と、 同 じで いい のか とい
うこ とも ある と思 いま す 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

議会 の調 査、 公聴 会 に出 頭す る者 の費 用弁 償 条例 の改 正に つい て皆 さ んか らご 意見 を聞 い
てお り、 方向 性は 一緒 だ と思 いま した 。若 干、 謝 礼に つい て学 識経 験者 な ど出 頭す る者 の職
によ って 区別 する かど う かと いう 点は あり ます が 、皆 さん 意見 の方 向性 は 一緒 だと 思う んで
す。 誰か まと めら れる 方 がい らっ しゃ れば 、も し くは 私ど もに 一任 して い ただ けれ ばと 思い
ます が。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
例え ば、 観光 の専 門 家を お招 きし てご 意見 を 伺う 場合 、観 光の 専門 家 は学 識者 とは 異な る
と思 いま す。 この 辺り が 一番 難し いと ころ なの か な、 いわ ゆる 参考 人で は ない し、 学識 かと
言わ れれ ばそ うで はな い し。 行政 機関 の附 属機 関 の会 長と か副 会長 にな ら れる 方は 大体 学識
枠が あり ます けれ ども 、 それ とは 少し 毛色 が違 う のか なと 思い ます 。
正直 、線 引き はす ごく 難 しい とこ ろだ と思 いま す ので 、そ の辺 り少 し考 慮 して まと めて い
ただ きた いと 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ と、 費用 の種 類 など もそ うな ので すが 、 まず 今の 条例 から 区議 会 のこ とを 抜き 出し て
条例 化す るの か、 別の 条 例化 する のか 、こ の条 例 自体 を改 正す るの かに つ いて 、皆 さん の合
意を 得た ほう がよ ろし い かと 思う ので すが 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

論点 は二 つで 、一 つ は、 今、 選挙 管理 委員 会 と監 査委 員と 議会 のこ と が一 緒に なっ てい る
条例 から 区議 会に 関す る こと を抜 き出 すか どう か 。こ れは おそ らく 異論 は ない のだ ろう と思
いま すの で、 抜き 出す 方 向で 取り まと めら れる の がよ いか と思 いま す。
それ とも う一 つ、 費 用の 部分 につ いて は幾 つ か案 が出 まし た。 民間 の テレ ビ局 等の 基準 を
参考 にす べき とい う意 見 もあ りま すし 、附 属機 関 、役 所側 の金 額と 合わ せ るの かと いう 点、
これ につ いて は擦 り合 わ せを 行う 必要 があ ると 思 いま す。
一般 の者 か学 識者 か とい う線 引き は難 しい 問 題で すが 、あ まり 細か く 区分 けす ると すご い
量に なる と思 いま す。 医 師で も、 区民 なの かそ う でな いの か、 学部 長な ど の職 位は 、こ れを
規定 する のは 極め て困 難 です ので 、あ る程 度の 例 示を して 、附 属機 関の 何 か内 規の よう なも
のを 参考 にし て、 一定 の 部分 はそ の都 度、 委員 長 の裁 量で 決め てい くこ と が望 まし いの では
ない でし ょう か。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
佐藤 委員 の意 見の 方 向で いい と思 うの です が 、議 会の 独自 性を どう 出 して いく かと いう 点
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から する と、 単独 で、 議 員提 案で 条例 化す ると い うこ とが 最も 好ま しい だ ろう とは 思い ます 。
その 上で 、費 用弁 償 、地 方か ら来 た場 合の 実 費な どは 必ず 保証 でき る 内容 にし て、 プラ ス
アル ファ 、謝 礼と して 、 著名 人や 大学 教授 クラ ス の人 に来 ても らう 場合 に 一般 的な 相場 の金
額が ある でし ょう から 、 それ を併 せた 総額 を支 払 える 内容 にし てい くこ と 、費 用弁 償の 中に
今ま でど おり 日当 とい う 形で 入れ ても いい し、 別 に分 けて もい い。 それ は また 、区 長側 でど
のよ うに 処理 して いる の かを 参考 に出 して もら っ て、 それ で決 めた らど う です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
確 認 を さ せ て い た だ き ま す が 、 日 当 の 5,000円 と い う 額 は 、 決 し て 低 い 額 で は ご ざ い ま せ
ん 。 日 当 を 出 し て い な い と こ ろ も あ り ま す 。 今 の 議 論 は 、 今 の 日 当 5,000円 に プ ラ ス し て 謝
礼を お支 払い する とい う こと でし ょう か。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
私が 言っ てい るの は 日当 とい う考 え方 では な くて 、実 費弁 償、 あく ま でも 交通 費や 宿泊 費
の実 費は 、実 費以 上は 保 証す ると 。そ れプ ラス 、 謝礼 の意 味合 いで 日当 を 加味 する のか 、あ
るい は日 当と いう 言い 方 をし ない で、 報酬 や謝 礼 とい った 名称 にす るの か 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

高柳 委員 の発 言に 同 感で す。 資料 ２で いう と 、恐 らく 千代 田区 の事 例 に「 別枠 で報 酬を 支
払う 」と あり 、こ うい う 考え 方だ と思 いま す。 鉄 道、 船賃 、航 空賃 、車 賃 、旅 行雑 費、 宿泊
料、 食卓 料、 つま り発 言 の対 価と して の報 酬以 外 の部 分、 実費 とし て掛 か る交 通費 等の 部分
と報 酬を 切り 分け て規 定 する 。こ うい う意 見で ま とま って いる と認 識し て いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

多く の自 治体 で定 め てい る費 用弁 償の 種類 は 、基 本的 には 旅費 規程 に 準じ てい るわ けで す。
だか ら、 職員 の旅 費規 程 と一 緒で 、一 般的 に旅 費 とい うの は定 額払 いで す よね 。通 常は それ
に日 当も 含ま れて いま す が、 墨田 区だ けど うい う わけ か日 当を 切り 離し て いた わけ です 。
旅費 規程 、区 長か 副区 長 に準 じた 定額 払い でい い と思 うの です が、 それ だ と、 遠方 から 宿
泊込 みで 来る 方以 外は 日 当だ けに なっ てし まう 。 だか ら、 それ 以外 の謝 礼 は「 でき る規 定」
が い い の で は な い か と 思 う ん で す 。 都 度 、 判 断 す る の は 難 し い で す が 、 例 え ば 100条 に 基 づ
いた 調査 特別 委員 会を 設 置す る場 合は 、場 合に よ って は不 法行 為を 調査 す るこ とも ある わけ
です よね 。そ うい った こ とに つい てお 呼び した 参 考人 に対 して 日当 をお 支 払い する のは 、こ
れは 当然 だと 思い ます が 、謝 礼の よう なも のが 全 ての 参考 人に 適当 かど う かは 、今 この 場で
は判 断で きま せん ので 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
謝礼 に関 して は、 そ こか ら得 られ た内 容を ど う評 価で きる かに 掛か っ てく ると 思い ます 。
区の 方針 を定 める に当 た って とて も参 考に なっ た 場合 は当 然謝 礼金 を出 す べき だと 思い ます
し、 特に 参考 にな らな か った なと いう とき は出 さ ない とか 、そ うい うふ う にし た方 がい いの
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では ない かな と思 いま す 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

そう いう 議論 にな っ てし まう と、 難し いで す よ。 結局 、タ イム チャ ー ジみ たい な考 え方 で、
そ こ に 出 席 し て 発 言 す る こ と に 対 す る 対 価 で す よ 、 根 本 的 に は 。 だ か ら 、 附 属 機 関 の 7,500
円は 最低 額と して は、 ど んな 場合 であ って も、 例 えば 不法 行為 の調 査で あ って も、 その 方が
違法 なこ とを やっ てい な い限 り、 時間 を割 いて 出 頭し てい ただ いて いる わ けで すか ら、 それ
は支 払う 。専 門的 な知 見 をお 持ち の方 は、 それ に 上乗 せし て支 払う とい う 考え 方の 「報 酬」
と位 置付 けざ るを 得な い ので はな いで しょ うか 。 おっ しゃ るこ とは よく 分 かる ので すが 、方
法と して はそ れし かな い だろ うと 思い ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
そう しま すと 、二 つ 考え 方が あっ て、 一つ は 実費 弁償 、旅 費や 宿泊 料 とい った 実費 を明 確
にす ると いう こと です 。 もう 一つ は、 出席 した 方 に対 して 何ら かの 謝礼 と して 支払 う。 今、
5,000円 に な っ て お り ま す け れ ど も 、 こ れ を 固 定 し な い で 、 学 識 経 験 と い っ た も の に 付 加 し
て、 金額 を区 分す ると い うこ とで よろ しい でし ょ うか 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
条例 で限 度額 を決 め てお いて 、あ とは 議会 の 規則 か何 かで 定め れば い いの では ない です か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま のご 協議 いた だき まし た 内容 に基 づき まし ては 、 検討 結果 を取 りま と
め、 議長 に報 告を させ て いた だき ます 。
なお 、報 告書 の案 文 につ きま して は、 座長 に 一任 を願 いま す。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、そ の他 につ い てで すが 、先 ほど 、今 後 の検 討ス ケジ ュー ルで ご 協議 いた だき まし た
自民 党案 に示 され てお り ます ４月 の内 容に 従い 、 順次 ご協 議を 願う もの で あり ます 。早 期に
結論 を出 すも のの 課題 と して 、常 任委 員会 の映 像 配信 、議 会映 像配 信、 委 員会 にお ける 一般
傍聴 のあ り方 、タ ブレ ッ トの 端末 の配 布（ ペー パ ーレ ス化 ）を 取り 上げ さ せて いた だき まし
た。 改め て、 この 四つ の 課題 につ いて のご 意見 を 、皆 様方 から お聞 きし た いと 思い ます 。
最初 に、 常任 委員 会 の映 像配 信に つい て、 議 題に 供し たい と思 いま す 。
前回 の資 料で 、常 任 委員 会で 映像 配信 して い るの は、 台東 区と 豊島 区 の２ 区で ござ いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

確認 です が、 先月 ま での この 会で の事 務局 長 の説 明だ と、 機器 の更 新 が迫 って いて 、機 器
を更 新し た際 には その 機 能が 得ら れる とい うこ と で間 違い ない です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
本会 議場 の映 像シ ス テム と音 響シ ステ ムが 老 朽化 して おり ます ので 、 総務 費で 予算 を付 け
てい ただ いて 、庁 舎リ フ レッ シュ 計画 の一 環と し て、 本会 議場 をリ ニュ ー アル させ てい ただ
くこ とに なっ てお りま す 。
委員 会室 も同 様に 老朽 化 とい う課 題が ござ いま し て、 これ につ いて はこ れ から 予算 要求 を
する こと にな るの です が 、で きれ ば来 年度 予算 で 対応 と考 えて おり ます 。 常任 委員 会の 映像
配信 とい うこ とに なれ ば 、委 員会 室の リニ ュー ア ルに 伴っ て対 応さ せて い ただ けれ ばと 考え
てお りま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

これ につ いて 今後 ど うす るか につ いて は、 今 回は 一旦 持ち 帰っ て、 来 月ご 報告 した いと 思
いま す。
あと 、条 例に 盛り 込 むも の、 特別 委員 会で 話 し合 うも のか 否か につ い ては 、映 像配 信は 条
例に 書か れて いる とこ ろ が多 い。 その 辺り も含 め て、 会派 内で 話し 合い た いと 思い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
確認 しま すが 、本 会 議の 映像 配信 シス テム と 、第 ２委 員会 室で やっ て いる 予算 ・決 算特 別
委員 会の 映像 配信 シス テ ムは 連動 して いな いの か な。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
現在 、連 動し てお り ませ ん。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
全く 別の シス テム な のか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
委員 会室 の映 像を 19階の 調整 室の イン ター ネ ット 配信 機器 に取 り込 む ため の配 線を つな が
なけ れば 映像 配信 はで き ませ んの で、 そう いっ た 作業 が必 要に なり ます 。
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◎委 員（ 高柳 東彦 君）
第２ 委員 会室 と同 じ こと を第 １委 員会 室で や ると する と、 相当 な改 修 が必 要に なる のか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
その よう に考 えて お りま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
あと 、本 会議 の中 継 時に 言葉 が表 示さ れる よ うに なら ない のか など 、 いろ いろ あり まし た
よね 。視 覚障 害者 の方 の 対応 など 、そ うい うの は 改善 され るわ けで すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
特に そこ まで の予 算 措置 はし てお りま せん 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
委員 会室 につ いて は 来年 度、 平成 29年 度予 算 の要 求を 考え てい らっ し ゃる とい うこ とで す
よね 。も しそ の予 算が 付 いて から 工事 をす ると な ると 、平 成30年度 頃に シ ステ ムが 整備 され
ると いっ たイ メー ジで し ょう か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
工事 期間 がど の程 度 かに より ます が、 本会 議 場の 工事 自体 は１ カ月 程 度と 言わ れて いて 、
ただ 、そ の前 後の 準備 が あり ます ので 大体 ３カ 月 は欲 しい と言 われ てい ま す。 委員 会室 も、
おそ らく 同じ ぐら いに な るだ ろう と思 いま す。
もう 一つ 、委 員会 室 のリ ニュ ーア ルを する 場 合に 改善 した いと 思っ て おり ます のは 、今 、
第２ 委員 会室 の中 継時 に は映 像を19階 に送 信し て 、19階に 職員 が行 って 操 作す るわ けで すけ
れど も、 それ では 非常 に 非効 率で すの で、 でき れ ば調 整室 を19階か ら委 員 会室 があ る17階に
移し たい とい う思 いも あ りま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
工事 をす ると なる と 、例 えば 天井 に付 いて い るカ メラ のよ うな イメ ー ジに なる と思 いま す。
あれ だと 上か ら俯 瞰で 見 てい るよ うな 映像 にな っ てし まっ て、 臨場 感が な いと 思う んで すよ 。
簡易 に固 定で きる 三脚 な どで カメ ラを 設置 して 映 した ほう がい いの では な いか と思 うん です 。
カメ ラを 三脚 に設 置 した まま 移動 でき るよ う なも のを 設置 する か、 カ メラ を２ 台に して ス
イッ チン グシ ステ ムを 使 って 放送 する 方法 もあ り ます 。配 線さ えき ちん と でき れば 工事 の必
要は ない です よね 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
現在 、委 員会 室に は ３台 のカ メラ を設 置し て いま して 、職 員が その ス イッ チン グを して い
ます 。今 後、 カメ ラを 更 新す る際 には 皆様 とご 相 談さ せて いた だき たい と 思っ てお りま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
固定 にし ない ほう が カメ ラも 更新 しや すい と 思い ます よ。 固定 だと い ちい ち工 事し なく て
はい けな い。
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◎委 員（ 佐藤

篤 君）

前回 聞い たか も知 れ ませ んが 、平 成29年度 予 算で 要求 する 委員 会室 リ ニュ ーア ルの 額と 、
第１ 委員 会室 を第 ２委 員 会室 と同 様の 仕様 にす る 場合 はど のぐ らい 掛か る のか 、教 えて もら
えま すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
見 積 も り の 段 階 で す が 、 １ 委 員 会 室 に つ い て 1,000万 円 程 度 掛 か る と 言 わ れ て い ま す 。 委
員会 室は ３つ あり ます の で、3,000万 円ぐ らい に なる と思 いま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

その シス テム は何 年 ぐら いも つの です か。 次 にま た3,000万円 掛か る のは いつ です か。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
シス テム その もの は 大丈 夫だ と思 いま す。 例 えば 、カ メラ やパ ソコ ン とい った もの は短 い
サイ クル にな りま すが 、 シス テム 自体 は今 でも 結 構古 いも のを 使っ てい ま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

音声 はど うや って 拾 うの です か。 音声 も聞 こ えま すよ ね。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
マイ クを 使っ てい ま すか ら、 その 音を カメ ラ が拾 って いる のか なと 思 いま す。
私、 実際 に台 東区 のシ ス テム を見 たこ とが あり ま すが 、本 当に 小さ いカ メ ラを 後ろ に立 て
て撮 って いる だけ で、 ず っと 固定 の画 面で した 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
それ は、 現場 の音 を 録っ てい るだ けで すね 。 音声 を別 につ なぐ なら 、 その 中に また 機械 を
一つ 入れ ない とい けな い 。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
どの よう なシ ステ ム を入 れる かに より ます が 、例 えば 、議 員さ んの 名 前を 選択 する と、 そ
の席 をズ ーム して 、そ こ にテ ロッ プを 入れ られ る シス テム もあ りま す。 今 より も多 くの 画面
を映 し出 せる 機能 が、 大 体ど のカ メラ にも 付い て いま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
それ を入 れた とし て も、 工事 を伴 わな いか ら 安く でき ます よ。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、議 会の 映像 配 信に つい て、 ご協 議願 い ます 。
今日 、お 配り して お りま す資 料の 、17期報 告 書31ペー ジと 32ペ ージ で ござ いま す。 議会 映
像配 信及 びそ の問 題等 に つい てご 意見 を承 りま す 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

これ はさ っき の話 の 続き 、ユ ース トリ ーム の 活用 につ いて 、今 議論 す ると いう こと です か。
そう する と、 やは り私 た ちと して は、 今回 まで の 宿題 では なく 、今 回新 た に課 され た宿 題で
すの で、 持ち 帰り たい と 思い ます 。今 日は 、先 ほ ど大 瀬委 員か ら話 があ っ たコ スト 面、 これ
は大 きな 課題 だと 思い ま す。 各会 派で 、コ スト を 掛け てよ りよ いも のを 求 める のか 、あ るい
はコ スト を掛 けな いで 最 低限 のも ので いい のか と か、 その 見解 をま とめ て くる とい う宿 題に
なる と思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
いつ まで にど うや る かも 課題 にな ると 思い ま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

それ を出 し合 うの が よい かと 思い ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
先ほ ど、 少し お話 し しま した よう に、 その ま まで いく と平 成29年ま で 本当 に待 って いて い
いの か、 今で きる こと は 何な のか とい うこ とも あ ると 思う んで す。 極端 に 言え ば、 暫定 的に
常任 委員 会を 第２ 委員 会 室で 開け ば映 像配 信は で きる わけ です よね 。お 金 を掛 ける とい うこ
とは 、区 民の 皆様 に理 解 して いた だか なけ れば な らな いと いう 大前 提に 立 つの で、 そう いう
意味 では 、コ スト 面を 考 えつ つ、 また 今や れる こ とは 何か 。ス ピー ド感 を 持っ てや れる こと
はや って いく のは 大事 だ と思 いま すの で、 その 辺 のこ とに つい ても 各会 派 でご 検討 いた だけ
れば と思 いま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
これ 、今 後、 非常 に 重要 にな って くる と思 い ます 。今 、媒 体が 文書 か らイ ンタ ーネ ット の
映像 配信 へな って いく だ ろう と予 想さ れま すし 、 区民 から する と、 議員 と か議 会が もっ と身
近に なる 可能 性が 高い ん です 。
ただ 、広 告の 問題 が あり ます 。画 面の 下に 広 告が 出ま すで しょ う。 そ の広 告と いう のは 、
見て いる 人に 関係 あり そ うな 広告 が流 れる よう に なっ てい ます 。だ から 、 例え ば不 動産 屋の
広告 が流 れて しま った り 、そ の結 果が ビッ グデ ー タと して 特定 の企 業に 流 れる 可能 性が あっ
たり して 、利 用さ れて し まう 恐れ があ る。 だか ら 、広 告が 出な いよ うな シ ステ ムに する 必要
があ る。 それ は絶 対条 件 だと 考え ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
コス トで ござ いま す が、 以前 、取 りま とめ た 資料 がご ざい ます ので 、 ご報 告を させ てい た
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だき ます 。
台東 区が ユー スト リ ーム を導 入し た経 費で ご ざい ます が、 53万 円強 と 聞い てお りま す。 平
成25年度 でご ざい ます 。 台東 区で は非 常に シス テ ムに たけ た職 員が いた と いう こと で、 その
分は 費用 が掛 かっ てい な いと いう こと でご ざい ま す。 議会 によ って 、こ の 費用 は増 減が ある
とご 理解 くだ さい 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
墨田 区の 場合 は常 任 委員 会と 特別 委員 会は 全 く別 々に やっ て、 同時 開 催は して いな いわ け
です 。第 ２委 員会 室で 常 任委 員会 を開 くと した ら 、特 に問 題に なる こと は ある んで すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
問題 は特 にご ざい ま せん 。区 民の 方に しっ か り周 知す る必 要が あり ま すけ れど も。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
将来 的に 第１ 委員 会 室の シス テム を改 修し て 、イ ンタ ーネ ット 中継 で きる よう にす る。 そ
れま での 間、 常任 委員 会 を第 ２委 員会 室で 開い て 、イ ンタ ーネ ット 中継 を する こと も可 能な
んで しょ う。 その 辺も 検 討し てい ただ けれ ば。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、委 員会 にお け る一 般傍 聴の あり 方で ご ざい ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
２枚 の資 料を 用意 さ せて いた だき まし た。 第 １委 員会 と第 ２委 員会 室 でご ざい ます 。
論点 は、 それ ぞれ の 委員 会室 に一 般傍 聴席 を 20席 設け てご ざい ます が 、こ の一 般傍 聴席 が
この 配置 でい いの かと い うこ とで あっ たか と思 い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
これ 、私 が提 起し た んで すが 、そ の一 つの 動 機と して は、 傍聴 席が 非 常に 遠い こと と、 音
声が 聞き 取り づら いと い う大 きな 問題 にあ った ん です 。こ れは 少し 改善 さ れた のか なと いう
気は して いる んで す。
大き く変 える のは な かな か難 しい かと 思い ま すの で、 一般 傍聴 席の 最 前線 のラ イン をも う
少し 前に 出せ ない か。 そ のぐ らい の改 善は でき な いか なと 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
聞き づら いと いう 点 につ いて でご ざい ます 。 今年 度、 手話 通訳 の配 置 と磁 気ル ープ の設 置
を予 定し てお りま す。 既 に磁 気ル ープ につ いて は 、本 会議 場と 委員 会室 の それ ぞれ の傍 聴席
に設 置し てご ざい ます 。 本会 議場 は固 定式 でご ざ いま すが 、委 員会 室に つ いて は、 可動 式と
いう こと で、 既に 現在 の 一般 傍聴 席を 囲う 形で 磁 気ル ープ を設 置し てご ざ いま して 、も し耳
の不 自由 な方 がい らっ し ゃっ た場 合に は、 事務 局 で受 信器 を貸 し出 して 対 応す るよ う予 定し
てお りま す。 そう いっ た 意味 では 、聞 きに くい と いう 部分 は今 後な くな る のか と考 えて おり
ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
例え ば、 議員 傍聴 席 は、 議員 が32人い るか ら 32人 分用 意し てあ るわ け で、 常任 委員 会以 外
で使 う場 合に は32人分 必 要な 場合 もあ るの かも 知 れな いけ れど も、 常任 委 員会 だっ たら 24人
分あ れば 、あ るい は議 長 もい ない んだ から 23人 分 あれ ばい いわ けで 、１ 列 削ろ うと 思え ば削
れる わけ です よね 。そ の 分、 一般 傍聴 席を 前に 出 して 、も う少 し余 裕を 持 たせ ると いう こと
は可 能で すよ ね。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
議員 傍聴 席に は、 議 員以 外に も理 事者 が答 弁 で控 える 場合 もご ざい ま すの で、 その 点も 少
し考 慮し なけ れば なら な いか と。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
ライ ブ中 継す るよ う にな れば 、傍 聴席 にモ ニ ター を付 けて いた だい て 見ら れる よう にす る
とい うこ と、 皆さ んに 放 送さ れて いま すよ とい う アピ ール にも なる ので 、 天井 に１ カ所 、大
きめ のモ ニタ ーを 付け た ほう がい いん じゃ ない か と思 いま す。
あと 、や はり 音が 聞 こえ ない とい う方 には 、 補聴 器あ るい は専 用の イ ヤホ ンを 貸す よう に
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した らい いの では ない で しょ うか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

浜田 事務 局長 、今 、 議員 傍聴 席の ３席 から ４ 席に 総務 系の 職員 が控 え てい ます が、 あの 根
拠は 何で すか 。ど うし て あそ こに 座っ てい るん で すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
あれ は執 行機 関側 の 判断 です 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

つま り、 そこ に議 員 が座 って いた らど かさ れ るん です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ はあ りま せん 。 ここ は議 員傍 聴席 です の で、 議員 の方 が優 先で す 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

つま り、 今確 認し た かっ たの は理 事者 がそ こ にい る必 要性 があ るの か とい うこ とで す。 そ
れが 必要 ない とい うこ と にな れば 、丸 々１ 列、 議 員全 員が 座っ ても 、１ 列 ８人 分ど かせ るこ
とに なる わけ です から 、 その 根拠 を聞 きた かっ た んで す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
座っ てい るの は総 務 課長 と職 員課 長、 法務 課 長で ござ いま して 、条 例 審議 の際 に何 か聞 か
れた 場合 に対 応す るた め に座 って いる と思 われ ま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

普通 のそ の他 の委 員 会の 場合 はど こか 別室 に 控え てい るわ けで しょ う 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
そう です 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

必ず しも そこ にい る 必要 があ るの かと いう こ とは 、改 めて 検討 しな い とい けな い。 慣例 や
紳士 協定 でそ うな って い るん でし ょう けれ ども 、 そこ まで ちゃ んと 考え な いと いけ ない と思
いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

我々 とし ても 、も っ と見 やす いレ イア ウト も ある のか とい うこ とも 含 めて 、会 派で 考え た
いと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、「 タブ レッ ト 端末 の配 布に つい て」 、 ご協 議願 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
本日 、新 たに 資料 を 配布 いた しま した 。こ れ は、 昨年 の９ 月に 台東 区 が調 査を した もの で
す。 「タ ブレ ット 端末 を 配布 して いる か」 「導 入 して いる か」 とい う調 査 でご ざい ます 。江
東区 は配 布予 定と 聞い て ござ いま す。 電話 確認 を しま した とこ ろ、 今年 の ６月 ９日 に議 員向
けに 操作 説明 会を 実施 す る予 定で ある と聞 いて い ます 。そ れか ら、 中野 区 につ きま して は、
配布 はし てい ない が、 試 行と いう こと で、 平成 25年第 ２回 定例 会か ら一 部 議員 に配 布を して
いる とい う状 況で す。 豊 島区 でご ざい ます が、 平 成27年５ 月に 配布 し、 第 ２回 定例 会か ら試
行実 施を して いる とい う こと です 。配 布目 的は 、 委員 会資 料等 のペ ーパ ー レス 化や 、会 議の
効率 化な どと いう こと で ござ いま した 。
この ３区 が配 布、 あ るい は配 布予 定と いう こ とで ござ いま す。
それ と併 せま して 、 前期 で協 議し た報 告書 の 内容 をお 付け して ござ い ます ので 、参 照し て
いた だき たい と思 いま す 。
33ペ ージ には 、論 点 １「 使い 方」 、論 点２ 「 セキ ュリ ティ 対策 」、 34ペー ジ、 論点 ３「 コ
スト 」、 論点 ４「 撮影 、 録音 、発 信の 取扱 い」 と いっ たよ うに 取り まと め てご ざい ます 。
35ペ ージ につ きま し ては 、現 在、 既に 電子 デ ータ によ り配 布を して い る資 料を 、参 考資 料
とし てお 付け して ござ い ます 。併 せて ご覧 いた だ けれ ばと 思い ます 。
以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明に つ きま して 、ご 意見 を賜 り ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

これ も宿 題と して 持 ち帰 りた いの で、 課題 だ け整 理し たい んで すけ れ ども 、前 回の 報告 書
にも ある とお り、 結局 、 タブ レッ ト端 末の 導入 目 的は 何か とい うこ とに 、 全て 掛か って くる
と思 うん です 。ペ ーパ ー レス とい うこ とに なる と 全議 員が タブ レッ ト端 末 を持 つべ きだ とい
う方 向性 にな りま すし 、 そう では なく て、 タブ レ ット 端末 、ノ ート ＰＣ 含 みま すけ れど も、
委員 会室 や本 会議 場で い ろい ろ議 論を 聞き なが ら 、私 たち は即 時に 調べ た いか らだ とい うこ
とで あれ ば、 別に そう じ ゃな い方 もい てい いわ け です から 、全 員導 入と い うこ とに はな りま
せん 。ど うい う目 的で タ ブレ ット を持 つの かを 明 確に すべ きだ と思 いま す 。
私個 人の 意見 とし て は、 誰で も自 由に 使え る よう に基 盤整 備だ けは し てお いて 、使 うか 使
わな いか は個 人の 自由 だ とい う判 断で いい のか と 思っ てい ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私か らは 、電 子端 末 を使 うこ とは 時代 のニ ー ズに なっ てき てい る。 熊 本の 震災 時に 、電 話
がつ なが らな いと 、い ま だに つな がり づら いの が 実情 で、 そう した とき に 、こ うし た端 末を
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通じ て皆 さん で共 用で き るネ ット ワー クを 構築 し てお くこ とで 、い ざと い うと きに 連絡 が付
きや すい と思 いま す。 あ るい は、 議員 を集 めた い とか 、こ の地 域で こう い う問 題が 起き てい
て、 何が 必要 だと か連 絡 する 必要 が出 てく ると 思 うの で、 これ は導 入す べ きで す。
どう 運用 する かは 、い ろ いろ なソ フト をつ くっ て いる メー カー とか を呼 ん で、 検討 する 時
期に 来て いる んじ ゃな い かと 。こ れ以 上、 先送 り すべ きこ とで はな いと 思 いま すし 、や はり 、
ペー パー でや るの はす ご い効 率が 悪い と思 いま す 。
今後 、社 会の 動向 も そう なり ます ので 、こ れ は早 くや って 、慣 れて 、 使い こな せる よう に
しな くて はい けな いと 思 いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
私は 余り 使い こな せ てい ない んで すけ れど も 、そ れは それ とし て、 ペ ーパ ーレ スの 電子 化
は私 も必 要だ と思 いま す 。他 の議 会で は、 もう 既 に自 分の 判断 でノ ート パ ソコ ンを 本会 議場
へ持 ち込 んで 、カ チャ カ チャ と打 って いる 人が 結 構い らっ しゃ いま す。 タ ブレ ット 端末 の支
給と なる と、 それ は当 然 、本 会議 場に 持ち 込む こ とに なり ます ので 、そ の 場合 、起 動音 など
の音 を出 して はい けな い とか 決め なく ては いけ な いし 、タ ブレ ット はい い けれ どノ ート パソ
コン はだ めな のか とい う 話に なっ たと きに 、そ こ はき ちん と整 理し てお く べき だと 思い ます 。
私は 賛成 です が、 音に つ いて は特 にき ちん と検 討 する べき だと 思い ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
資料 をき ちん と確 認 して より 議論 を深 める た めの タブ レッ トの 活用 と 、ペ ーパ ーレ スと い
う二 つの 論点 があ って 、 ペー パー レス 化で 一致 す るの であ れば 全員 に配 る とい う方 向に なる
でし ょう し、 もう 既に 持 って いら っし ゃる 方も 何 人も いら っし ゃる 現状 で どう する のか とい
うと ころ もあ ると 思い ま す。 併せ て、 事務 局の 負 担に つい ても 少し 考え な くて はい けな い。
実際 、机 の上 にど ん と紙 の資 料が 置か れて い る現 状は 、本 当に これ で いい のか 考え る必 要
はあ ると 思い ます 。委 員 会資 料自 体は メー ル添 付 でも 送っ てい ただ いた り して いま すし 、予
算書 や各 計画 書と いっ た 紙で 配布 しな くて はい け ない もの もあ りま すが 、 ああ いう 形で も構
わな いの で、 方向 性を き ちん と最 初に 決め るこ と によ って 流れ が決 まる の かな と思 いま す。
私は 、多 少の 導入 期 間は ある にし ても 、最 終 的に は電 子化 して いく べ きと 考え てい ます し、
パソ コン もタ ブレ ット も スマ ホも 、ボ ーダ レス に なり ます よね 、き っと 。 どれ がス マホ 、タ
ブレ ット 、パ ソコ ンな の か分 から ない 時代 が来 ま すの で、 その 辺も 含め て 考え てい く必 要が
ある だろ うと 思い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今の 論点 に沿 って 、 各会 派に 持ち 帰っ てい た だい て、 これ はも うさ ん ざん 議論 して いま す
から 、そ ろそ ろ結 論を 出 すべ きか と思 いま す。
加え て、 先ほ ど紹 介 した 地方 制度 調査 会の 答 申に も出 てい まし たけ れ ども 、積 極的 にＩ Ｔ
機器 を活 用す ると いう 文 言も あっ たと 思う んで す 。で すか ら、 タブ レッ ト のみ に限 らず 、モ
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ニタ ーな どに 映し て質 疑 をす るよ うな こと も視 野 に入 れて 、ハ ード の問 題 も関 わっ てく るの
で直 ちに とい うの は難 し いか も知 れま せん が、 タ ブレ ット につ いて はも う 結論 出し たほ うが
いい とい う感 じが しま す 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
これ は費 用対 効果 の 問題 だと 思う んで す。 区 の予 算で 議員 全員 がタ ブ レッ ト端 末を 持っ て、
それ によ って どれ だけ 効 率化 が図 られ たの か、 議 会の 活性 化が 図ら れた の かと いう とこ ろだ
と思 うん です 。だ から 、 区民 の納 得が 得ら れる 内 容で 合意 でき るん であ れ ば、 私は 大い に進
めて いい と思 いま す。
ただ 、個 人的 に言 う と、 私も やっ と去 年の 暮 れに スマ ホに した ので す が、 購入 時、 今だ っ
たら タブ レッ ト端 末を 無 料で お付 けし ます よと 言 われ て、 それ なら 慣れ る ため にも もら って
おこ うか と思 って 契約 し たん です が、 ほと んど 使 わな いね 、ス マホ を覚 え るの で精 一杯 で。
そう いう こと で、 各会 派 でよ く検 討し て、 そろ そ ろ結 論を 出し たほ うが い いか なと 。そ ん
なに 大し た問 題じ ゃな い と思 うの で。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

私も 個人 的に はタ ブ レッ トや ＰＣ 、ど っち が どう とい うこ とは 分か ら ない ので 、皆 さん の
ご意 見を お聞 きし 、い い 方向 に向 けて いた だき た いと 思い ます 。
それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、「 区議 会ホ ー ムペ ージ の充 実に つい て 」で ござ いま すが 、こ れ も前 回、 区議 会ツ イ
ッタ ー、 フェ イス ブッ ク 、23区の 開設 状況 、議 会 報告 会の 実施 につ いて 資 料を 配布 して おり
ます 。こ の点 につ きま し て、 事務 局長 から 説明 を 願い ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
まず 、区 議会 ホー ム ペー ジの 充実 とい うこ と で、 前回 、23区の ツイ ッ ター 、フ ェイ スブ ッ
クの 開設 状況 につ いて ご 説明 をし たと ころ でご ざ いま す。 これ は、 議会 専 用の ツイ ッタ ーを
設け てい ると ころ など を 取り まと めた もの でご ざ いま す。
なお 、昨 日、 熊本 地 震に 対す る義 援金 を決 定 いた しま した ので 、早 速 、ツ イッ ター で配 信
をさ せて いた だき まし た 。
それ と、 議会 報告 会 の実 施に つき まし て、 前 期の 報告 書29ペー ジか ら 30ペ ージ の資 料を お
付け して ござ いま す。 前 期、 板橋 区と 豊島 区の 議 会報 告会 を調 査し まし て 、内 容を どう する
かと いう 論点 が一 つご ざ いま した 。二 つ目 の論 点 とし て、 議員 個人 の意 見 をど うす るか 、三
つ目 に、 実施 する 回数 、 時期 、四 つ目 にテ ーマ を どう やっ て選 定す るか と いう こと が前 期は
議論 がさ れた とい うも の でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明に つ きま して 、ご 意見 を承 り ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

まず 、ホ ーム ペー ジ の充 実に つい てで すが 、 今ま でど こを どう して ほ しい のか とい う意 見
が余 りな くて 、ホ ーム ペ ージ のど の項 目を 充実 し たい のか 皆さ んい ろい ろ ご意 見が ある と思
いま すの で、 ホー ムペ ー ジの 充実 とい うこ とに 関 して は来 月結 論を 出す と いう こと で、 まず
は皆 さん 何を 望ん でい ら っし ゃる のか を持 ち寄 る 必要 があ ると 思い ます 。
それ と、 ＳＮ Ｓの 活 用に つい ても 、や はり 考 える 課題 だと 思い ます の で、 まず 皆さ んが 何
を欲 して いる のか とい う こと から 考え るべ き問 題 だと 思い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
今回 、区 のホ ーム ペ ージ のリ ニュ ーア ルと 併 せて 議会 のホ ーム ペー ジ もリ ニュ ーア ルさ れ
てい て、 私自 身は 区の ホ ーム ペー ジは 余り 使わ な いの で分 から ない けれ ど も、 議会 のホ ーム
ペー ジは 前よ り見 やす く なっ た、 操作 も検 索も し やす くな った と思 って い るの で、 基本 的に
そん なに 大き く変 える 必 要は ない かと 思い ます け れど も。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
確か に、 議会 のホ ー ムペ ージ はよ くな った と 思い ます が、 その デー タ を何 年ぐ らい 残し て
いた だけ るの か決 めて お いた 方が いい かと 。発 足 当時 から ずっ と残 して い ただ けれ ば、 さか
のぼ って 見る こと がで き るで しょ う。 ただ 、サ ー バー のキ ャパ とか もあ る ので 、過 去、 例え
ば10年と か20年と かで 切 られ ちゃ うの か、 その 辺 は明 確に して いた だき た いで す。
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◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
会議 録検 索シ ステ ム はた だ記 録が そこ に出 て いる だけ なの で、 おそ ら く余 り容 量は とっ て
いな いと 思い ます 。た だ 、映 像配 信の ほう はか な りボ リュ ーム があ りま す ので 、ず っと 載せ
ると いう わけ には 、な か なか いか ない と思 いま す 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
この 間も 、情 報公 開 した 大量 の資 料を まと め たの です が、 ＤＶ Ｄ２ 枚 に入 りま した 。Ｐ Ｄ
Ｆデ ータ とい うの は相 当 入る んで すよ ね。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

さっ きの タブ レッ ト 端末 とも 一部 関連 しま す が、 今、 大瀬 委員 がお っ しゃ った よう な議 事
録は 当然 です し、 それ に 付随 する 資料 も、 本来 、 しっ かり と残 して いく こ とに お金 を掛 ける
べき だと 思い ます 。ず っ と過 去の こと を検 索し て 拾え ると いう のは 、私 た ちだ けじ ゃな くて
住民 の皆 さん もア クセ ス 可能 性の ある 図書 館的 機 能と して 、区 議会 のホ ー ムペ ージ はし っか
り充 実さ せる べき だと 個 人的 には 思い ます 。
それ は論 点と して 持 ち帰 りま すけ れど も、 そ うい った とこ ろに しっ か り予 算を 割く べき だ
と。 ホー ムペ ージ の充 実 とい う意 味で は、 今は 議 案し か載 って いま せん け れど も、 それ に関
連す る資 料の ほう が実 は 区民 の皆 さん は見 やす い わけ です から 、そ うい っ たこ とが 一つ テー
マだ ろう と思 いま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
この 間の 区長 のタ ウ ンミ ーテ ィン グの とき に 、墨 田区 のホ ーム ペー ジ の問 題が 少し 出て い
て、 使い にく いと いう 方 が結 構い らっ しゃ った ん です 。な ぜか と思 って 見 ると 、墨 田区 のホ
ーム ペー ジは マル チデ バ イス 化し てい るか ら言 わ れる のか と。 これ に慣 れ てい ただ くに は随
分時 間が 掛か ると いう が あり ます ね。 その 辺を ど うい うふ うに 判断 する か です よね 。
だか ら、 一般 の人 に 分か りや すい ホー ムペ ー ジに する のか 、マ ルチ デ バイ スは 別に つく っ
てお くの か、 そう いう こ とも 考え なく ては いけ な いの かと 思い まし た。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
港区 のホ ーム ペー ジ を見 ると 、用 語解 説集 と いう のが 載っ てい まし た 。区 議会 は専 門的 な
用語 が多 いじ ゃな いで す か。 見て くだ さる 方は 興 味が ある 方だ と思 うの で 、そ うい う人 に対
して 敷居 を下 げる 意味 で も、 墨田 区で もそ うい う コー ナー を設 けて いい と 思い ます 。
あと 、品 川区 や東 京 都だ と、 子ど も向 けの ペ ージ があ りま す。 そう い うペ ージ も設 けて い
いか なと 、個 人的 な意 見 とし て持 って いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今、 堀委 員が 提案 さ れた こと も含 めて 、そ れ ぞれ 会派 に持 ち帰 って 、 加藤 委員 が言 われ た
よう に次 回に とい うこ と でい かが です か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）
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それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、「 議会 報告 会 の実 施に つい て」 、ご 協 議願 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
これ につ きま して も 、前 期の 報告 書で 出さ れ てお りま す。 29ペ ージ か ら30ペー ジ、 これ は
先ほ どご 説明 いた しま し たの で、 それ を参 照し て いた だけ れば と思 いま す 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

議会 報告 会の 実施 に つい ては 、我 々の 会派 か らも いろ いろ な自 治体 に 見学 に行 った 議員 も
おり ます し、 会派 の中 で も意 見が 分か れる とこ ろ だと 思い ます 。あ と、 こ れを 議会 の基 本条
例の 中で も位 置付 ける の か位 置付 けな いの か、 そ うい った 大き な課 題に な ると 思い ます ので 、
これ につ いて は議 会改 革 検討 委員 会で 答え を出 す とい うよ りは 、特 別委 員 会で 話す 内容 とし
て仕 分け てい く方 がい い かと 思い ます 。こ れに つ いて も、 やは り会 派へ 持 ち帰 りた いと 思い
ます ので 、よ ろし くお 願 いし ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

うち とし ても 、何 ら かの 形で 区民 へ直 接報 告 する 、区 民の ニー ズを 把 握す ると いう 仕組 み
は必 要だ と思 うん です が 、議 会報 告会 がい いの か 意見 交換 会み たい なも の がい いの か。 こち
らか らの 情報 発信 だけ じ ゃな くて 、区 民の ニー ズ を把 握す ると いう 目的 も あり ます から 、次
の項 目の 議会 モニ ター の 制度 とも 絡ん でく るこ と だと 思い ます 。で すか ら 、こ れは 大き なテ
ーマ なの で、 議会 基本 条 例に 盛り 込む かど うか 、 その 辺か らの 話に なる と 思い ます ので 、舞
台を 移し てや った ほう が いい と思 いま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
今、 言わ れた 方向 で いい と思 いま す。 私も 板 橋区 と豊 島区 、両 方行 き まし たけ れど も、 は
っき り言 って 板橋 区は 全 然お もし ろく なか った 。 多分 、参 加し てい た区 民 の方 も、 あの 内容
は不 満だ った と思 いま す 。豊 島区 は結 構お もし ろ かっ たか と思 いま した 。
ただ 、こ れは 前期 に かな り議 論し たん です よ ね。 なか なか まと まら な かっ たと いう こと も
あり ます ので 、や はり 議 会基 本条 例の 中で 、こ う いう 活動 をど う位 置付 け るか 突っ 込ん だ議
論を して 、そ の上 で具 体 化を する とい うこ とで い いと 思い ます けれ ども 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
議会 報告 会と なる と 、議 会で 審議 して いる 議 案の 数は 膨大 です ので 、 これ を２ 、３ 時間 で
完結 でき るか とい うと 、 不可 能だ と思 いま す。 私 自身 、毎 月２ 回、 区政 報 告会 をや って いま
すが 、で きる だけ 多く の 議案 を説 明し たく ても 説 明し 切れ ない です 。
だか ら、 議会 に対 す る声 を聞 く公 聴会 みた い な形 にし た方 がい いの で はな いか と。 議案 の
一つ 一つ を説 明し て、 皆 さん から の疑 問点 に答 え てい ると 、時 間は 幾ら あ って も足 りな い。
先ほ ど加 納委 員か らお 話 があ った よう に、 声を 聞 く会 にし た方 がい いと 思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）
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大き な仕 分け の中 に もあ りま した けれ ども 、 開か れた 議会 とい う部 分 に入 って くる と思 う
ので すが 、手 法と して は いろ いろ なや り方 があ る と思 うん です 。議 会報 告 会が いい のか 、あ
るい は委 員会 その もの を 休日 や夜 間に 開い て傍 聴 者を 増や すと か、 出先 の 施設 でや ると か、
そう いっ たこ とも 考え ら れま す。 だか ら、 開か れ た議 会の ため にど うす る とい う、 大き な枠
の中 で仕 組み を考 えれ ば いい とい う気 がし ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
私も 皆さ んと 基本 的 に同 じで すが 、先 にや ら れて いる 議会 を見 ても 、 なか なか 試行 錯誤 し
なが らや られ てい るの が 実態 だと 思い ます 。区 長 部局 は区 長１ 人の 意思 決 定の 基に いけ るの
に対 して 、議 会は 合議 体 とし ての 意見 集約 、合 意 形成 、最 終的 には 多数 決 を諮 った 上で の決
定事 項を 報告 する 形を 取 らざ るを 得な い。 議会 と して 大事 なの は、 合意 形 成、 意思 決定 のプ
ロセ スに ある と思 うん で す。
今の 議会 報告 会で は、 結 論的 なも のが 優先 的に 話 され てい る。 そこ が難 し いと ころ だと 思
うの で、 それ を反 映で き るよ うに する ため には 、 意思 決定 のプ ロセ スで あ る委 員会 その もの
をも っと 見や すい よう に する とか 、少 し考 える べ きか なと 考え ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、「 議会 モニ ター 制 度に つい て」 、ご 協議 願 いま す。 議会 検討 委員 会 報告 書の36ペ ー
ジに 資料 を記 載し てい ま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

先ほ ど、 加納 副座 長 もお っし ゃっ てい まし た が、 区民 ニー ズの 把握 と 区民 への 情報 発信 は
表裏 の関 係だ と思 いま す ので 、議 会モ ニタ ー制 度 とい う情 報発 信、 区民 ニ ーズ の把 握に つい
ては 、や はり 特別 委員 会 とい うか 、場 所を 移し て 話し 合う べき もの だと 思 いま す。 議会 モニ
ター 制度 にと どま らず 、 区民 ニー ズの 把握 をど う やっ てい くべ きな のか を 含め て、 会派 で話
し合 って くる べき だと 思 いま すの で、 よろ しく お 願い いた しま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
区民 ニー ズに 関し て は、 多く の方 が「 区長 へ の手 紙」 を書 いて も全 く 反応 がな いと 、私 の
とこ ろに 相談 に来 られ て いま す。 だか ら、 「区 長 への 手紙 」が どう いう 形 で出 され てい るの
かを 、ま ず報 告い ただ き たい 。そ れと モニ ター を 併用 して みる 必要 があ る かと 思い ます 。
そし て、 どの よう に 「区 長へ の手 紙」 に返 信 して いる のか 、全 然把 握 でき ない んで すよ 。
出し ても 何も 言っ てこ な いと いう 話が ほと んど で すが 、そ の辺 の実 態は い かが です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
私も 経験 があ りま す けれ ども 、必 ずそ の所 管 の課 長な り部 長ま で供 覧 して いま す。 少な く
とも 課長 名で 回答 する よ うに はな って おり ます の で、 全然 回答 がな いと い うこ とは あり 得な
いと 思っ てい ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
とい うこ とは 、誠 実 な回 答が 返っ てき てい る 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

ほか の区 に比 べて 回 答が もの すご く遅 いみ た いと いう 声は 聞き ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

２カ 月ぐ らい かか っ たり する みた い、 内容 に よっ ては 。忘 れた ころ に 来た と。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて ご 協議 いた だく こと とい た しま すの で、 各会 派内 で 十分 検討 の上 、意 見
の取 りま とめ をお 願い い たし ます 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、今 後の 検討 ス ケジ ュー ルで ござ いま す が、 自民 党案 に示 され て おり ます ５月 の内 容
に従 いま して 協議 いた だ くこ とに なり ます が、 何 かご 意見 はあ りま せん か 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

今月 の懸 案事 項に つ いて 会派 で結 論を 出し て いた だい て報 告い ただ く のと 、５ 月に 「こ れ
を議 論し ます よ」 とス ケ ジュ ール に示 して おり ま すの で、 事前 に各 会派 で 議論 いた だけ れば
と思 いま す。 ただ 、５ 月 は結 構大 きい テー マで す ね。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

自民 党案 とし ては 今 日の 姿が 一番 正し いと 思 って いて 、論 点を 整理 し て持 ち帰 ると 。そ れ
を５ 月に 、４ 月の 課題 に つい て結 論を 得る 。仕 分 けに つい ては ５月 に論 点 を整 理し て、 また
持ち 帰る とい うこ とに な りま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

先ほ ど紹 介し た福 島 市議 会の 議会 改革 も、 資 料を 事前 に配 布し て、 論 点を 整理 した 上で 議
論を して 、そ れを もう １ 回持 ち帰 るん です 。次 回 、う ちの 会派 はこ うい う 意見 です とい うと
ころ まで 全て 記録 に残 っ てい るの で、 非常 に分 か りや すい 。だ から 、そ う いう スタ イル にな
るの かな と思 いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ から 、今 日の 結 果を 見ま すと 、自 民党 案 で出 され まし た５ 月の 協 議、 具体 的な 施策 、
議題 等に つい ては 、宿 題 がか なり 残っ てお りま す ので 、そ の辺 の議 論を 重 ねる と５ 月の 協議
事項 まで 入っ てこ ない 可 能性 があ ろう かと 思い ま すが 、そ の辺 はご 理解 し てい ただ くし かな
いと 思う んで すが 、よ ろ しい です か。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

では 、ま ず、 先ほ ど 残さ れた こと から ５月 は 入ら せて もら いま す。 し っか りと 結論 を出 し
てい ただ きた いと 思い ま すの で、 よろ しく お願 い しま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
事前 に資 料が 欲し い のが あっ て、 文書 質問 制 度の 採用 、国 にお ける 質 問主 意書 、こ うい う
もの はど うい うも のな の か。 参考 資料 が欲 しい と 思う んで すけ れど も。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

これ は、 多く の自 治 体の 議会 で採 用し てい る かと いっ たら 、少 ない と 思い ます けれ ども 、
イン ター ネッ トで 検索 す ると 出て くる と思 いま す 。国 会の 質問 主意 書が あ るじ ゃな いで すか 。
あれ と同 じよ うな 形で 、 文書 で質 問を する 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
では 、「 国会

質 問 主意 書」 で検 索し て、 ト ップ に出 てく るも のを 見 れば いい です か。
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◎副 座長 （加 納

進君 ）

国会 の質 問主 意書 は 幾ら でも 出て いる と思 い ます 。要 する に、 議員 が 質問 する 時間 は限 ら
れて いる ので 、議 会で 質 問で きな かっ たこ とを 文 書で 質問 する 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
都議 会な んか では や って いる よね 。ど うい う 形の もの か分 から ない け れど も。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

出し たも のし か答 え ない し、 質問 もさ せな い とい う方 式で すよ ね、 都 議会 は。 どう いう 仕
組み でや って いる のか は 分か らな いで すけ れど も 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

乱発 する と理 事者 が 仕事 にな らな いと いう 課 題は あり ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
読み 切れ ない よね 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、先 ほど お 話し した とお り、 今月 の 議題 と具 体的 な施 策で 出 され たも のが 未解 決
にな って おり ます ので 、 それ は次 回に 持ち 越し て いた だき ます 。そ して 、 時間 が余 り次 第、
ここ に書 かれ てい る５ 月 の課 題に つい ての 結果 報 告を 踏ま えな がら 協議 さ せて いた だき たい
と思 いま すの で、 よろ し くお 願い をい たし ます 。
本日 の協 議事 項は 、 以上 でご ざい ます 。
──────────────── ◇
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◎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 、い かが いた しま しょ う か。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
月１ 回で 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

それ はス ケジ ュー ル に応 じて とい うこ とで 、 よろ しい です か。 閑散 期 は２ 回で も３ 回で も
でき ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

我々 の会 派は 大所 帯 でご ざい まし て、 意見 を まと める にも やや 時間 が 掛か る傾 向が ござ い
ます ので 、で きれ ば５ 月 20日 前後 にし てい ただ き たい 。３ 週目 にし てい た だけ れば と思 うん
です が。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、５ 月17日 、観 光対 策等 調査 特別 委 員会 が午 後１ 時か らご ざ いま すの で、 それ が
終わ り次 第、 議会 改革 検 討委 員会 を開 会さ せて い ただ きま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
こう いう 会議 だか ら 、終 わり 次第 とい う決 め 方は 余り 望ま しく ない 。 例え ば午 後３ 時な ら
午後 ３時 とし てお いて 、 観光 対策 等調 査特 別委 員 会が 終わ らな かっ たら 少 しず れ込 むこ とも
あり 得る とし てお かな い と。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、５ 月17日 午後 ３時 から とい たし ま す。 改め て通 知は いた し ませ んの で、 さよ う
ご承 知願 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５ 回議 会 改革 検討 委員 会を 閉会 い たし ます 。
午前 １１ 時５ ２分 閉会
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