議会改革検討委員会（平成２８年５月１７日）

議会改革検討委員会記録
１

開会 、閉 会に つい て
平成 ２８ 年５ 月１ ７ 日午 後２ 時２ ０分 、各 派 交渉 会室 にお いて 開会 し 、午 後４ 時２ ３分 閉
会し た。
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（１ ）各 派交 渉会 での 協 議結 果に つい て
５ 月１ ７日 に開 会 され た各 派交 渉会 にお い て、 「第 ５回 議会 改革 検 討委 員会 にお ける 検
討結 果」 が報 告・ 協 議さ れた ので 、事 務局 長 から 説明 があ った 。

５

協議 事項

（１ ）具 体的 施策 「早 期 に結 論を 出す もの 」に つ いて 【意 見開 陳】
ア

常任 委員 会の 映 像配 信に つい て
手元 に配 布し た 資料 につ いて 説明 した 後 、前 回の 協議 結果 に基 づ き、 各会 派か ら意 見
を 開陳 して 協議 し た結 果、 必要 な予 算措 置 を講 じた うえ で、 可能 な 限り 早く 対応 する こ
とと 決定 した 。

イ

議会 映像 配信 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 して 協議 した 結 果、 現時 点で ユー ス
トリームを活用する必要はないが、今後、出先施設等で議会活動を行った場合に映像
配信 につ いて は、 引き 続 き調 査・ 研究 する こと と 決定 した 。

ウ

委員 会に おけ る 一般 傍聴 席に つい て
前回 の協 議結 果 に基 づき 、各 会派 から 意 見を 開陳 して 協議 した 結 果、 一般 傍聴 席の 範
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囲 を拡 大し 、音 響 対策 とし ては 磁気 ルー プ シス テム を活 用す るこ と と決 定し た。
エ

「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 、 「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」 も 参考 とし 、議 会単 独の 条 例を 制定 する こと
と決 定し た。

オ

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 した 後 、前 回の 協議 結果 に基 づ き、 各会 派か ら意 見
を 開陳 して 協議 し た結 果、 次回 、引 き続 き 協議 願う こと とし た。

（２ ）具 体的 施策 「長 期 的に 検討 して 結論 を出 す もの 」に つい て【 意見 開 陳】
ア

区議 会ホ ーム ペ ージ の充 実
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 、区 議会 ホー ムペ ー
ジは 適宜 改善 する こと と し、 その 内容 につ いて は 墨田 区議 会広 報委 員会 で 引き 続き 検
討し てい くこ とと 決定 し た。

イ

議会 報告 会の 実 施
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 、今 後、 議会 基本 条
例 の制 定に 向け て 特別 委員 会を 設置 し議 論 をし てい く中 で併 せて 検 討し てい くこ とと 決
定 した 。

ウ

議会 モニ ター 制 度
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 、今 後、 議会 基本 条
例 の制 定に 向け て 特別 委員 会を 設置 し議 論 して いく 中で 併せ て検 討 して いく こと と決 定
し た。

（３ ）具 体的 施策 「長 期 的に 検討 して 結論 を出 す もの 」に つい て【 ５月 検 討事 項】
ア

議会 の審 査・ 調 査機 能の 充実 ・強 化及 び 監視 機関 とし ての 機能 強 化
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。

イ

議会 図書 室の あ り方
協議 した 結果 、 次回 、引 き続 き協 議願 う こと とし た。

（４ ）次 回の 協議 事項 に つい て
本 日協 議し た具 体 的施 策の うち 、「 タブ レ ット 端末 の配 布（ ペー パ ーレ ス化 ）」 、「 議
会の 審査 ・調 査機 能 の充 実・ 強化 及び 監視 機 関と して の機 能強 化」 及 び「 議会 図書 室の あ
り方 」に つい て、 引 き続 き、 協議 する こと と した 。
ま た、 今後 の検 討 スケ ジュ ール の自 民党 案 に示 され てい る「 ６月 」 の内 容に 従い 、「 効
果的 で効 率的 な議 会運 営 」及 び「 その 他の 課題 」 につ いて 、論 点整 理を 中 心に 協議 する こ
とと した 。
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（５ ）次 回の 開会 日時 に つい て
次 回は 、６ 月１ ０ 日（ 金） 午後 １時 ３０ 分 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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午後 ２時 ２０ 分開 会
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま から 第６ 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 検討 項目 の 体系 図及 び今 後の 検討 ス ケジ ュー ルに つい て、
本日 開会 され た各 派交 渉 会で 報告 、協 議さ れま 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）
本日10時 から の各 派 交渉 会に おき まし て、 前 回４ 月20日に 開会 され ま した 第５ 回議 会改 革
検討 委員 会で 結論 が出 さ れた もの につ いて 、当 日 の資 料に より 私か ら報 告 させ てい ただ きま
した 。
検討 項目 の体 系図 と 今後 の検 討ス ケジ ュー ル につ いて でご ざい ます 。 いず れも 協議 をし た
結果 、合 意が 得ら れた こ とを 報告 した もの でご ざ いま す。
以上 、ご 説明 をい た しま した とこ ろ、 特に ご 質疑 、ご 意見 はな く、 了 承さ れた もの でご ざ
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 何か ご意 見ご ざ いま した らお 願い いた し ます 。
〔「 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、 具体 的施 策 のう ち、 早期 に結 論を 出 すも のに つき まし てご 協 議い ただ きま す。
本件 は、 前回 協議 し た結 果、 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 席の あり 方、 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、 タブ
レッ ト端 末の 配布 （ペ ー パー レス 化） につ いて 、 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 、 各会 派か ら意 見を 聴取 い たし ます 。
それ では 、各 施策 に つい て順 次協 議い たし ま す。
まず 、常 任委 員会 の 映像 配信 につ いて 、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）
それ では 、最 初に 本 件に つき まし て、 事務 局 から ご説 明を させ てい た だき ます 。お 手元 の
資料 をご 覧く ださ い。
常任 委員 会の 映像 配 信に つい てで ござ いま す 。
１番 、追 加経 費に つ いて であ りま すが 、常 任 委員 会が 開会 され る第 １ 委員 会室 につ いて 、
現状 の機 器を 活用 して 映 像配 信す る場 合の 経費 を 見積 もり まし た。 その 結 果、 配線 工事 込み
の映 像配 信経 費と して 約 30万 円が 必要 とさ れま し た。
なお 、２ 番、 予算 措 置で ござ いま すが 、こ の 経費 につ いて は今 年度 当 初予 算に 未計 上で あ
るた め、 実施 する 場合 は 別途 予算 措置 が必 要と な りま す。
以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明を 踏 まえ て、 順次 、各 会派 の 意見 を開 陳い たし ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

我々 自民 党会 派と い たし まし ては 、常 任委 員 会の 映像 配信 につ いて は 、特 別委 員会 を開 い
てい る第 ２委 員会 室に 機 器が そろ って おり 、現 状 でも 配信 でき るの で、 常 任委 員会 も第 ２委
員会 室を 使用 する よう に して 、レ イア ウト の変 更 とか は必 要か と思 うん で すけ れど も、 でき
るの であ れば 第２ 回定 例 会か ら映 像配 信を 行っ た ほう がい いの では ない か とい うこ とで まと
まり まし た。
です ので 、第 １委 員 会室 には 工事 とか も今 の とこ ろは 必要 ない ので は ない か、 第２ 委員 会
室で やり まし ょう とい う こと でま とま りま した 。
当然 、来 年度 以降 、 委員 会室 のシ ステ ムの 改 修が ある とい うこ とで す ので 、そ れが 終わ り
まし たら 、ど ちら でも い いよ うに 使っ たら いい ん じゃ ない かと いう こと で す。
◎委 員（ とも 宣子 君）
公明 党会 派と いた し まし ても 、早 急に 30万 円 の経 費を あえ てか けて 改 修す る必 要は ない の
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では ない か。 今は 第１ 委 員会 室と 第２ 委員 会室 と 、特 に同 時並 行で 委員 会 を行 って いる わけ
では ない ので 、第 ２委 員 会室 を使 用す るこ とで 対 応し て、 早期 に実 施す る こと でい いと 思い
ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
全く 同じ です 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
同じ よう に、 お金 を かけ ずに 第２ 委員 会室 で やっ た方 が良 いと 思い ま す。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
第２ 委員 会室 を使 う べき だと 思う ので すが 、 先日 事務 局の 方に 聞い た ら、 第２ 委員 会室 を
使用 する 場合 でも 、ホ ー ムペ ージ の項 目に ボタ ン を追 加し なく ては いけ な いと いう こと で、
そこ でま た予 算が かか る とい う話 を聞 いた ので す が、 そこ のと ころ を少 し 知り たい んで すけ
れど も。 今、 ホー ムペ ー ジの ライ ブ中 継を 視聴 す ると ころ に常 任委 員会 と いう 項目 がな いで
すよ ね。 シス テム 的に は 、そ れで お金 がか かっ て しま うと いう こと を聞 い たん です けれ ども 。
本当 に、 ゼロ 予算 でで き るも のな のか とい うと こ ろを 確認 させ てく ださ い 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
第１ 委員 会室 の費 用 は今 申し 上げ まし た約 30万円 でご ざい ます 。第 ２ 委員 会室 でや る場 合
でも 、映 像配 信を ご覧 い ただ くた めに 、そ のペ ー ジに ボタ ン、 デー タを 作 成し なけ れば なら
ない とい うこ とで 、同 じ ぐら いの 約30万円 がか か るだ ろう と言 われ てお り ます 。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
とす ると 、私 は来 年 の第 ４回 定例 会ま でに 配 線工 事は 完了 する と聞 い たの で、30万 円か け
るの であ れば そこ まで 待 って もい いの かと 思い ま すが 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
配線 工事 とい うの は 、例 えば カメ ラ本 体を 取 り替 える 場合 にも また 使 える のか 。普 通に 考
える と取 り替 える 。カ メ ラは とり あえ ず使 って 、 配線 だけ 替え るわ けで し ょう 。将 来的 にカ
メラ をも っと グレ ード ア ップ しよ うと 取り 替え た 場合 に、 その 配線 は生 き るの か。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
恐ら く生 きる と思 い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

30万 円と いえ ども 、 来年 度大 規模 な改 修を 控 えて いる のに 、今 年度 新 たに30万 円の 経費 を
かけ るの はい かが なも の かと いう こと から 、第 ２ 委員 会室 での 既存 シス テ ムを 使え ばい いん
じゃ ない かと いう 結論 に 達し たん です 。で すか ら 、そ れが また 30万 円ぐ ら いか かる とな ると 、
振出 しに 戻る 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

それ は新 しい 情報 で すね 。
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◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
配線 が生 かせ るも の であ れば30万 円を かけ て もい いと 思う んで すけ れ ども 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
それ では 、改 めて 第 ２委 員会 室で 常任 委員 会 の映 像配 信を する 場合 の 経費 をも う一 度試 算
させ てい ただ きま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

録画 中継 を編 集し な くて はい けな いか らと か とい うこ とで はな いの で すか 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

ライ ブで 中継 する の であ れば 、例 えば 予算 特 別委 員会 、決 算特 別委 員 会の 映像 配信 を始 め
たと きは 特に 予算 計上 し てい たわ けで はな いよ う な気 がす るん です けれ ど も、 それ と同 じで
すか 。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
今は 本会 議の 映像 配 信業 務に かか る経 費と 合 わせ て、 予算 ・決 算特 別 委員 会の 分を 配信 業
務委 託料 とし て毎 月業 者 に払 って いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
私は 常任 委員 会を 映 像配 信す るこ とを 言い 出 した 委員 です から 、第 ２ 委員 会室 で配 信は す
ぐに やっ たほ うが いい と 思い ます が、 今の 議論 を 聞い てい て、 最終 的に は 先々 をト ータ ル的
に考 えて 、例 えば 第２ 委 員会 室で すぐ ２定 から 配 信し ても 、後 から また 経 費が かか りま すと
なっ て、 結果 とし て同 じ よう な工 事を また やら な けれ ばな らな いと いう こ とに あれ ば、 これ
は結 局コ スト がか かっ た とい うこ とに なり かね な いと 思い ます 。こ こは 改 めて 局長 にお 願い
した いの です が、 第１ 委 員会 室も 最終 的に は映 像 配信 でき るよ うに する 、 それ から 今ア ナロ
グ体 制で 設備 等を 新し く しな けれ ばい けな い可 能 性が ある のな らそ れも 含 めて 、ト ータ ル的
に財 政的 な負 担の シミ ュ レー ショ ンを 出し てい た だき たい と思 いま す。 配 信は 賛成 です 。だ
から トー タル 的に 一番 安 くな る、 同じ よう な工 事 をま たや らな けれ ばな ら ない こと はよ くな
いと 思う ので 、そ れに つ いて 総合 的に 出し てい た だき たい と思 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
経費 でご ざい ます が 、第 ２委 員会 室を その ま ま使 った 場合 でも 、運 用 経費 はか かり ます 。
その 一方 で、 配線 工事 に つい ては ほと んど 経費 が かか らな いと 言わ れて お りま すの で、 やは
り30万円 がか かる と、 私 ども は考 えて おり ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
運用 経費 だか ら、 第 １委 員会 室で やっ たと し ても かか るわ けで しょ う 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
両方 同じ 額と いう こ とで ご理 解い ただ きた い と思 いま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
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それ はや むを 得な い 経費 です ね。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 、や はり 開か れ た区 議会 をつ くる とい う 以上 、一 刻も 早く 配信 す べき だと 思い ます 。
まと めて 工事 をす ると い って も、 やは りこ うい っ たも のと いう のは どん ど んシ ステ ムが 変わ
って きて いま すの で、 と りあ えず 入れ てみ て実 際 どう なの か、 その 設備 を 生か しな がら 次の
リニ ュー アル を図 れば 決 して 無駄 には なら ない と 考え てい ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
常任 委員 会の 映像 配 信は 、開 かれ た議 会を つ くる ため に大 変大 事で す 。な るべ く早 く実 施
すべ きで す。 なる べく 安 い方 法を 利用 すべ きで す ので 、ユ ース トリ ーム が いい と思 いま す。
最も 大事 なの は音 声で す 。せ っか く見 ても 何を 議 論し てい るの か分 から な いの では 困り ます 。
そこ が最 も音 声に つい て は質 を担 保す るべ きだ と 思い ます 。画 像に つい て は、 予算 を節 約す
るた めに 、多 少質 が悪 く ても 区民 は理 解し てく れ ると 思い ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

確認 です けれ ども 、 30万 円程 度必 要と いう の は、 第１ 委員 会室 でや っ ても 第２ 委員 会室 で
やっ ても 、配 線工 事で は なく て、 例え ば４ カ月 分 業者 が映 像配 信の 業務 を する ので 、そ の分
の経 費が 必要 にな りま す とい うこ とで すね 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
内訳 を申 し上 げま す と、 中継 経費 とし て、 い わゆ るシ ステ ム使 用料 が 約25万円 かか ると 言
われ てお りま す。 その 他 で、 録画 のデ ータ 作成 料 と聞 いて おり ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

それ はど の期 間当 た り30万円 です か。 一月 で すか 、１ 年で すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
今申 し上 げま した の は１ 年間 です 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

１年30万 円と いう こ とで すね 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

１定 例会 当た り７ 万 円強 、８ 万円 弱程 度で 実 現で きる ので あれ ば、 ま ずは 先行 的に 始め て
もよ いの では ない かと 思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
確認 です けれ ども 、 少額 にし ても 経費 はか か るわ けで 、そ の予 算は 措 置さ れて いな いわ け
です ね。 そこ につ いて 、 早く 始め るに 当た って 、 予算 措置 は可 能か どう か によ って 決ま って
くる と思 うん です けれ ど も、 その あた りは いか が です か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
まだ 新年 度始 まっ た ばか りで 予算 の余 裕は ご ざい ませ んの で、 流転 用 とい うの は今 のと こ
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ろ難 しい です 。た だそ の 辺は 精査 させ てい ただ き ます 。も し予 算が 難し け れば 補正 予算 を組
むと いう こと で、 執行 機 関、 区長 部局 と調 整す る こと にな ると 思い ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
シス テム 使用 料が 25万円 とい うこ とで すけ れ ども 、具 体的 にど うい う 費用 なの か。 たま た
ま私 の友 達が 国会 の中 継 を仕 事で 受け てい るの で 、ど うい うシ ステ ムな の か勉 強の ため に聞
きた いん です けれ ども 。 どう いう シス テム なん で すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
業者 のシ ステ ムを 使 用す るこ とに なり ます の で、 それ が一 月幾 らと 決 まっ てお りま して 、
それ が１ 年で 今申 し上 げ た額 にな りま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
漠然 とで はな くて 、 例え ば配 信の ため のシ ス テム なの か、 映像 のス イ ッチ ング のた めの シ
ステ ムな のか 、そ の辺 を 伺い たい 。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
基本 的に は録 画中 継 用と して 業者 が外 に持 っ てい るサ ーバ ーを 使っ て いま すの で、 配信 す
る委 員会 が増 えれ ば、 そ れだ け容 量が 大き くな り ます から 、そ の分 の月 額 使用 料が 増え てい
くこ とに なる と思 いま す 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
何か それ 高い よう な 気が しま す。 大体 分か り まし た。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
いず れに して もか か る費 用な ので 、予 算の 工 面が でき るの であ れば 、 第１ 委員 会室 で始 め
ると いう こと でい いん じ ゃな いで すか 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
予算 措置 をす ると い うこ とで すね 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ここ は決 定機 関で は ない ので 、意 見を まと め て議 長に 報告 しな くて は なり ませ ん。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
要望 する とい うこ と です ね。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

各派 交渉 会で 決ま れ ば、 まず は予 算流 用・ 転 用の 措置 でで きる かど う か。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
基本 的に 皆さ んの ご 意見 だと でき るだ け早 く 、早 けれ ば第 ２回 定例 会 から やり たい とい う
こと です けれ ども 、予 算 措置 の問 題が ある とい う こと で、 予算 措置 等を 議 会費 で精 査し た中
で、 可能 であ れば その 中 でで きる でし ょう し、 逆 に言 うと 予算 措置 を求 め ると すれ ば、 ２定
で求 める わけ です から 、 ３定 から にな ると いう と ころ だと 思う んで す。
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あと は事 務局 の実 務 的な とこ ろで 、お 金が 幾 らか かっ て、 幾ら 出せ る かと いう とこ ろで 、
やれ るの であ れば 早く や りま しょ うと いう こと で よろ しい ので はな いで し ょう か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

その よう にま とめ さ せて いた だて 、よ ろし い です か。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎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 、議 会の 映像 配 信に つい て、 各会 派の 意 見を 開陳 願い ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

これ は本 会議 の映 像 中継 とい う理 解で よろ し いで すね 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
前期 にお いて は、 特 に本 会議 、委 員会 とい う 区分 はあ りま せん でし た 。現 在は 、本 会議 も
委員 会も 映像 配信 を行 っ てお りま すの で、 現在 の シス テム に加 えて 、ユ ー スト リー ムの 活用
とい うこ とに なり ます 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

常任 委員 会が 先ほ ど の中 継が でき るよ うに な るの であ れば 、現 在の 配 信は その まま やっ て
いた だく のが よろ しい か と思 いま す。
ただ 、安 価で あっ た り、 汎用 的な シス テム で でき ると いう こと につ い ての 研究 は、 続け て
いく べき では ない かと は 思い ます 。
◎委 員（ 堀よ しゆ き君 ）
ユー スト リー ムや ユ ーチ ュー ブの 話だ と思 い ます が、 大田 区は ユー チ ュー ブを 導入 して い
まし て、 再生 回数 等を 聞 いて みる と何 十回 とか そ の程 度な ので 、実 施す る のは ゼロ 予算 であ
れば やぶ さか では ない と 思う んで すけ れど も、 ユ ーチ ュー ブな どは 映像 を 改ざ んで きて しま
うも ので すか ら、 その 辺 は慎 重に 検討 して いく 課 題か と思 って いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

皆さ んと 同じ 意見 で 、今 も本 会議 、常 任委 員 会の 映像 配信 につ いて 、 一定 の方 向性 が出 ま
した から 、改 めて ユー ス トリ ーム を活 用す る必 要 は現 時点 では ない と思 い ます が、 今後 、議
会改 革の 中で 出前 委員 会 など 、出 先で さま ざま な 区民 との 意見 交換 や議 会 報告 会を 検討 され
て実 施さ れる とな ると 、 その 映像 をど うす るか と いう 問題 があ りま すの で 、活 用す る方 法は
継続 して 調査 して いく べ きか と思 いま す。
ちな みに 実施 して い る台 東区 やほ かの 区の 映 像を 見る と、 音声 と映 像 につ いて はも う遜 色
なく 、比 較的 きれ いか と 思わ れま すの で、 区役 所 以外 の場 所で 会議 等を 行 う場 合は ユー スト
リー ムの 活用 を検 討し て もい いの では ない かと 思 いま す。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
ユー スト リー ムの 映 像配 信は 、費 用を 第一 に 考え ると やっ たほ うが い いと 思い ます 。ユ ー
スト リー ムは 、ウ ェブ カ メラ とパ ソコ ンが あれ ば 映像 配信 でき ます 。音 声 につ いて はよ いマ
イク が必 要で す。 それ 以 外は 高価 な機 械を 買う 必 要は あり ませ ん。 安く 、 多く の区 民に 見て
もら うた めに 実施 した ほ うが いい と思 いま す。
また 、ユ ーチ ュー ブ に画 像を アッ プし てお け ば、 いつ でも 映像 を見 る こと がで きま す。 区
役所 や区 の施 設に 来る 区 民が いつ でも 映像 を見 ら れる よう に、 大型 テレ ビ を設 置し て、 ユー
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チュ ーブ から 映像 を流 し てお けば 、区 民に とっ て も議 会が より 身近 に感 じ られ ると 思い ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
ユー チュ ーブ は、 ど うし ても 広告 が入 って し まう ので 、広 告の 入ら な い媒 体で やる 必要 が
ある かと 思い ます 。そ れ はな ぜか と言 うと 、例 え ば最 初に 映っ た方 とか が 広告 で邪 魔さ れて
しま うお それ があ る。 そ うす ると やは り公 平性 と かが 保て ない ので はな い かと いう こと と、
ある いは その 広告 がい い 広告 だと いい です けれ ど も、 まず い広 告が 出て し まっ たり する 可能
性も ある ので 、そ の辺 は 配慮 すべ きか と思 いま す 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

皆さ んの ご意 見を お 伺い して 、ユ ース トリ ー ムな ども 使う べき だと い うご 意見 あり ます け
れど も、 おお むね の方 向 性と して は、 常任 委員 会 の映 像配 信が 始ま るの で あれ ば、 現況 はこ
のま まで 実施 して 検討 は 続け る。 例え ば別 の場 所 で会 議等 を行 う機 会が で きて きた ら、 それ
に対 応、 改革 でき るよ う に、 研究 、検 討は 続け て いく とい うこ とで 、ま と めて いた だい てよ
ろし いの では ない でし ょ うか 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

加藤 委員 がお 話し し たと おり とい うこ とで 理 解し てい ます が、 その 方 向で まと めて よろ し
いで しょ うか 。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、た だい ま ご協 議い ただ いた 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。
次に 、委 員会 にお け る一 般傍 聴席 のあ り方 に つい て、 順次 各会 派か ら 意見 を開 陳願 いま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

我々 の会 派と しま し ては 、今 の一 般傍 聴席 で 、や はり 奥の 方は 音声 が 聞き 取り づら いと い
うこ とが 多い と理 解し て おり ます 。今 、マ イク の スピ ーカ ー２ 台か ３台 で 音を 出し てい ると
思う んで すけ れど も、 例 えば 台数 を増 やす とか 、 有線 のス ピー カー を設 置 する など とい った
こと で恐 らく 音響 は改 善 でき ると 思い ます 。あ と 少し 見に くい とい うこ と であ れば 、技 術的
に可 能で あれ ばモ ニタ ー を設 置す るこ とも 考え て もい いの では ない かと い う結 論に なり まし
た。
◎委 員（ とも 宣子 君）
我が 会派 とし ては 、 前回 事務 局案 とし て出 さ れた 傍聴 席の １列 を前 に 持っ てく ると いう こ
とが 可能 であ れば 、そ う いっ た形 で対 応を して い ただ けれ ばと いう こと で した 。
今、 自民 党か らも お 話あ りま した けれ ども 、 問題 は声 が聞 こえ る、 映 像を 見た い方 は見 る、
そう いっ た要 望が ある の であ れば 、そ れに 対し て 措置 をす ると いう のが 必 要で 、そ こが やは
り大 事な ので はな いか と 思い ます 。
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◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
議員 傍聴 席に は総 務 課長 、法 務課 長、 職員 課 長の ３課 長が 待機 して お りま す。 これ につ い
て、 総務 部に 確認 をさ せ てい ただ きま した 結果 、 総務 部と して は、 この ３ 課長 に関 して は、
やは り委 員会 審査 で答 弁 を行 った り、 答弁 調整 を する 必要 があ るこ とか ら 、是 非委 員会 室の
中で 待機 をさ せて いた だ きた いと のこ とで した 。
ただ し、 議員 傍聴 席 が縮 小さ れ、 その 結果 議 員の 傍聴 に支 障が 生じ る おそ れが ある 場合 に
は、 通常 の理 事者 席に そ の３ 人を 移動 させ ると い うこ とも 考え られ ると の 回答 でご ざい ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
今の 委員 会の やり 方 、机 、椅 子の 配置 を基 本 に考 えた 場合 に、 レイ ア ウト を大 きく 動か す
とい うこ とは なか なか 難 しい と思 って いま す。 た だ、 やは り一 番後 ろで 本 当に 端っ この ほう
に置 かれ てい ると いう 現 状で 、映 像も 見づ らい 、 音も 聞き づら いと いう の はか なり 不満 とし
て聞 いて いる ので 、そ こ を幾 らか でも 改善 でき る よう な配 置に でき れば い いの かと 。そ れは
全体 で一 致で きる よう な 中身 で私 ども は構 わな い です 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
私た ちと して は、 基 本的 にコ スト をか けて 大 きく レイ アウ トを 変更 す ると いう こと は考 え
てい なく て、 今や れる 中 でレ イア ウト 変更 等を し なが ら、 より 傍聴 者の 方 が見 やす い環 境で
あっ たり 、聞 きや すい 環 境が つく れる とい うレ ベ ルの 改善 を図 ると いう の がよ いの では ない
かと いう とこ ろで 、皆 さ んで 合意 でき る中 でし た ら、 私た ちも それ でい い と思 って いま す。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
我が 会派 も１ 列前 に ずら すと いう お話 があ っ たん です けれ ども 、そ れ が議 員の 傍聴 に支 障
を来 さな いの であ れば 、 そう すべ きだ と思 いま す 。
それ で臨 機応 変に 、 さっ きお 話が あっ た総 務 課長 、法 務課 長、 職員 課 長も 、人 数が あふ れ
てし まう よう だっ たら 理 事者 席に 座っ てい ただ く とか 、少 し工 夫を すれ ば いい のか と思 って
おり ます 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
総務 課長 、法 務課 長 、職 員課 長の 答弁 はあ り 得る と思 いま す。 特に 法 務課 長は 条例 の整 合
性も ある ので 、私 はち ゃ んと 理事 者席 に座 る席 を 考え て、 きち っと お座 り にな る。 傍聴 席に
答弁 の可 能性 があ る人 が 座る とい うの は、 基本 的 にあ まり 好ま しい もの で はな いと 私は 思い
ます 。そ れと もう 一つ 、 声が 聞き 取れ ない のは そ うだ と思 いま すの で、 ま ずは スピ ーカ ーを
有線 で引 いて 音声 が出 て くる 。そ れが 技術 的に 可 能で あれ ば、 それ はす ぐ でき るん じゃ ない
です か。 それ でや った ら いい と思 いま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私か らは 、や はり 今 一番 後ろ で見 てい ると い うの が非 常に よく ない と 思い ます 。こ れは な
ぜか と言 うと 、区 民の た めの 政治 をや って いる わ けで す。 私は 昨日 も区 政 報告 会を やっ て、
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かな り最 近参 加さ れる よ うに なっ たの はな ぜか と 言う と「 議員 とこ んな に 近く で話 せる とい
うの は、 本当 にあ りが た いこ とだ 」と 言わ れま し て、 やは りど こに 行っ た って 議員 はす ごい
偉い 人あ るい は自 分た ち と遠 い人 と感 じて いた ら しい んで す。 今の 傍聴 席 だと 、委 員席 との
間に 理事 者が 入っ てし ま って 、ず っと 端っ こで 見 てい る。 それ も音 もほ と んど 聞こ えな い。
そう では なく て、 やは り 理事 者席 をも っと ずら し て、 もっ と区 民が 近く に 入っ てこ られ るよ
うな 配置 にす べき じゃ な いか と思 いま す。 その ほ うが 、区 民の 行政 に対 す る臨 場感 とい うの
がま た違 って くる と思 う んで す。 政治 の関 心が な くな って くる とい うの が 、そ うい うと ころ
にも ある のか とい うこ と をつ くづ く感 じた ので 、 やは り席 の並 び替 えか ら 考え てい って 、よ
り発 言者 の席 に近 付け る よう な臨 場感 を持 った 席 にす べき だと 思い ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
私は 一般 の傍 聴席 に つい ては 、今 の議 員傍 聴 席の 右側 半分 を一 般傍 聴 席に すれ ばよ いと 思
いま す。 それ でよ り近 く から 委員 会が 傍聴 でき る と思 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
まず 一つ は、 議員 傍 聴席 を１ 列削 って 、そ の 分一 般傍 聴席 を前 に出 す とい うこ とは 対応 が
可能 であ ると 思い ます 。 先ほ どの ３課 長の 移動 の 問題 も含 めて 、も しこ れ が決 定す れば 調整
させ てい ただ くこ とと な りま す。
それ から 、音 声が 聞 きづ らい とい う問 題に つ いて も、 現在 、委 員の 皆 さん の前 に置 いて あ
るマ イク スピ ーカ ーを 増 設す ると いう こと も考 え られ ます し、 ある いは 本 年度 から 磁気 ルー
プを 設置 させ てい ただ い てお りま すの で、 もし 聞 こえ づら いと いう 方に は 磁気 ルー プで の対
応も 可能 かと 思い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
磁気 ルー プの 受信 器 は、 何台 あり ます か。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
委員 会室 には ５台 、 ５人 分あ りま す。 本会 議 場に も５ 人分 です 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

今、 浜田 局長 がお 話 しし たと おり 、ほ とん ど 対応 が可 能か と思 いま す ので 、そ の辺 でま と
めさ せて いた だき たい と 思い ます が、 よろ しい で すか 。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

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 、「 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 、
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）
別紙 １を ご覧 くだ さ い。
まず 、１ 番、 旅費 に 関す る規 定で ござ いま す が、 前回 、23区の 費用 弁 償の 金額 の資 料を 提
出い たし まし た。 その 際 、区 によ って は金 額を 明 示し ない で、 職員 の規 定 を準 用し てい る場
合が あり まし た。 そこ で 、本 区に おけ る区 長、 副 区長 、部 長、 課長 ごと の 実際 の金 額を まと
めま した 。国 家公 務員 等 の旅 費に 関す る規 定が 準 用さ れて おり ます 。
表の 区分 の欄 を横 に 見て いた だき ます と、 日 当、 宿泊 料、 食卓 料と あ りま す。 区分 の欄 を
縦に 見て いた だき ます と 、四 角で 囲っ て区 長、 副 区長 、部 長、 課長 と区 分 して あり ます 。そ
れぞ れが 交わ った 金額 が 支給 され ると いう こと と なっ てお りま す。
次に 、２ 番、 附属 機 関に 関す る規 定等 でご ざ いま すが 、附 属機 関に 関 する 報酬 の根 拠規 定
をお 示し して おり ます 。 墨田 区附 属機 関の 構成 員 の報 酬及 び費 用弁 償に 関 する 規定 の第 ２条
にお いて 、勤 務１ 回に つ き２ 万4,000円が 上限 と され てお りま す。
裏面 をご 覧く ださ い 。
これ は本 年度 の予 算 見積 書作 成資 料か ら抜 粋 した もの です が、 実際 の 予算 額は 附属 機関 の
会長 職が ２万 円以 内、 副 会長 職が １万 8,000円 以 内、 一般 が7,500円以 内 とさ れて おり ます 。
なお 、参 考ま でに 講 演会 、講 座に おけ る報 償 費に つい ても 記載 いた し てお りま す。
次の 資料 でご ざい ま すが 、既 に報 告い たし ま した が、 目黒 区に おい て は謝 礼金 も規 定が ご
ざ い ま す 。 そ の 根 拠 条 文 を お 付 け し ま し た 。 条 文 の 第 ４ 条 に 、 １ 日 当 た り １ 万 8,000円 以 内
の謝 礼金 を支 払う こと が でき る旨 定め られ てお り ます 。
それ から 、本 件に つ きま して も、 総務 部に 情 報提 供さ せて いた だい て おり ます 。こ の条 例
は、 選挙 管理 委員 会事 務 局、 監査 委員 事務 局に お いて 関係 人の 出頭 を認 め たと きに も適 用さ
れま す。 した がい まし て 、本 委員 会の 動向 につ い ては 、両 事務 局そ して 本 条例 を所 管す る総
務部 総務 課に も報 告を さ せて いた だき まし た。
その 結果 、総 務部 か らは 、も し区 議会 にお い て何 らか の改 正を する の であ れば 、執 行機 関
にお いて も同 時期 に同 様 の改 正を 行い たい 旨の 意 向が 示さ れて おり ます 。 また 、補 正予 算提
出に つい ても 調整 した い との こと でご ざい まし た 。
以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明も 踏 まえ て、 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 派で は、 ま ず今 の条 例の 選挙 管理 委 員会 と監 査委 員の とこ ろ から 議会 だけ 取り 出
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して 、新 しい 条例 をつ く る。 名前 はど うす るか は 、後 々考 える とし て、 基 準と して は墨 田区
の附 属機 関等 に関 する 条 例に 準じ た程 度の 基準 で 、報 酬、 報償 費、 謝礼 金 なの か、 どう いう
名目 にな るか は少 し研 究 が必 要だ と思 うん です け れど も、 その 程度 の謝 礼 金、 報酬 プラ ス副
区長 並み の、 国家 公務 員 の旅 費に 関す る法 律で 定 める 日当 、宿 泊料 、食 卓 料な どの 基準 に合
わせ た新 設条 例を つく る べき であ ると いう こと で まと まっ てお りま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

私ど もも ほぼ 一緒 で す。 附属 機関 の報 酬に 準 じた 額で よろ しい かと 思 いま す。
附 属 機 関 の 構 成 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 と 同 じ よ う に ２ 万 4,000円 を 超 え な い 、
こ の ２ 万 4,000円 が 妥 当 か ど う か は 別 に し て 、 支 給 す る こ と が で き る 規 定 に し て 、 細 目 は 別
紙と して 定め るの がよ ろ しい んじ ゃな いか と思 い ます 。
ちな みに 、選 挙管 理 委員 会と 監査 委員 事務 局 にも 聞き まし たけ れど も 、過 去参 考人 を呼 ん
だ事 例は ない よう なお 話 でし た。 仮に 呼ぶ とし た ら住 民監 査請 求と かあ っ て、 その 道の 専門
家を お呼 びす ると きに 、 学識 経験 者等 をお 呼び す るケ ース が想 定さ れる と いう こと なの で、
レベ ルと して は同 じよ う な感 じか と思 いま す。
です から 、改 正に な るの か、 議会 だけ 取り 出 して 新設 条例 にす るの か 、そ の辺 の議 論は 別
途あ るか もし れま せん が 、金 額を 改定 する こと に 関し ては 賛成 です 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
条例 の定 め方 につ い ては 、墨 田区 議会 とし て 積極 的に こう いう 公聴 会 開催 だと か参 考人 質
疑を やっ てい くの だと い う姿 勢を 示す とい う上 で 考え ると 、単 独で やっ た ほう がＰ Ｒに もな
るし 、い いの かと いう 気 はし てい ます 。
あと 金額 につ いて も 、区 の報 償費 、報 酬に 準 じた 金額 でや はり 謝礼 は 払う べき だろ うと 。
ただ 予算 措置 の中 で報 償 費と いう のは 、交 通費 を 含ん でい ない でし ょう 。 これ 以外 に交 通費
の実 費分 は当 然負 担す る 。
これ は行 政が やる 講演 会 等だ から 、相 場よ りも か なり 安く 、半 額ぐ らい に 抑え てい るん だ
ろう けれ ども 、大 学教 授 を一 般的 に呼 んで ２時 間 の講 義を して もら おう と する と、 最低 ５万
です よね 。そ れは 墨田 区 議会 の権 威に 免じ て少 し 安く して もら える よう に 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
おお むね 皆さ ん方 と 一緒 です 。額 につ いて も 附属 機関 の規 定等 を参 考 にし なが らや って い
くの がい いだ ろう と思 い ます し、 あと は報 酬に な るの か、 謝礼 にな るの か 、そ のあ たり は難
しい とこ ろで 、少 し研 究 する こと にな ろう かと 思 いま す。
一方 で、 裏面 にあ る よう に、 例え ば委 員会 で お招 きし たと きに 委員 長 の差 配の 中で 金額 が
決ま るの か、 ある 程度 ガ イド ライ ンと いう か、 大 枠が 出て いま すね 。こ う いう のが 一応 はあ
った ほう がい いの かと い う話 が会 派で 出ま した 。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
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我が 会派 も皆 さん と ほぼ 一緒 です けれ ども 、 先ほ ど共 産党 が言 われ た とお り、 ２万 円と い
うの は一 般的 に民 間と し ては 少し 低い 金額 なの で 、そ こは 配慮 しつ つも 墨 田区 議会 の権 威と
して 、呼 ぶか らに は実 り ある 議論 をす るよ うに 議 員も 努力 して いく 必要 が ある と思 いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
おお むね 皆さ んと 同 じで 、議 会は 議会 で単 独 で条 例を つく った ほう が いい とい うこ とと 、
あと は謝 礼と いう 言葉 を 条文 化す るこ とに つい て は、 いろ いろ と区 民の 皆 さん の見 方が ある
ので 、も う少 し考 えた 方 がよ ろし いか と思 いま す 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 、現 在、 附属 機 関に 関す る規 定が ある の で、 これ を準 用し て決 め るべ きだ と思 いま す。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
墨田 区議 会等 の調 査 及び 費用 弁償 条例 は、 議 会に 合う よう に改 正し て 、１ 万円 程度 の日 当
を支 給で きる よう にし た がよ いと 思い ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
そう しま すと 、ま ず 日当 、宿 泊料 、食 卓料 に つい ては 、副 区長 レベ ル とい うこ とで 合意 が
得ら れた こと にな りま す 。
それ から 、そ れ以 外 にプ ラス アル ファ とい う こと で、 報償 費な のか 、 報酬 なの かが 議論 が
あり ます けれ ども 、プ ラ スア ルフ ァに つい ては 、 執行 機関 にお ける 附属 機 関の 委員 の例 に倣
って 設け ると いう こと と 、議 会単 独で 条例 を制 定 する とい う理 解を 私は し てお りま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

その よう にま とめ た いと 思い ます が、 よろ し いで すか 。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

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 、タ ブレ ット 端 末の 配布 （ペ ーパ ーレ ス 化） につ きま して 、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）
別紙 ２を ご覧 くだ さ い。
前回 ご報 告し たと お り、23区 でタ ブレ ット 端 末を 導入 して いる 区は 豊 島区 がご ざい まし た。
豊島 区に おけ るタ ブレ ッ ト端 末の 導入 に係 る資 料 を取 り寄 せま した ので 、 配布 させ てい ただ
いて おり ます 。
右下 にペ ージ 番号 が 付点 され てお りま すが 、 ２ペ ージ 目に は導 入目 的 、方 針、 機能 が書 か
れて おり ます 。３ ペー ジ 、４ ペー ジに は導 入経 過 、経 費等 が、 そし て５ ペ ージ 以降 導入 まで
の流 れ、 研修 、効 果等 が まと めら れて おり ます 。 協議 の参 考に して いた だ けれ ばと 思い ます 。
なお 、資 料は ござ い ませ んが 、江 東区 議会 に おい ても ６月 上旬 に全 議 員に タブ レッ ト端 末
を配 布し 、２ 定の 幹事 長 会で 試行 開始 、運 用方 法 等を 検討 する 予定 であ る との 情報 を得 てお
りま す。
経費 でご ざい ます が 、タ ブレ ット 端末 購入 に 610万 円、 Ｗ ｉ− Ｆｉ 環 境整 備に400万円 、シ
ステ ム使 用料 、こ れは 年 間の ラン ニン グ経 費で ご ざい ます が140万 円と 聞 いて おり ます 。
以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

ただ いま の説 明も 踏 まえ て、 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 派と して は 、そ れぞ れの 会派 の判 断 で行 うべ きで ある とい う 結論 でご ざい ます 。
あ とは 、例 えば ペー パ ーレ スに 向か って 、皆 さ んが 希望 した ら、 例え ば クラ ウド のサ ーバ
ーを 借り るな ど、 そう い った プラ ット ホー ムみ た いな のも のを つく って も いい ので すが 、そ
れは 順次 考え てい けば い いこ とだ と思 いま すの で 、一 斉に 導入 する とい う より は、 それ ぞれ
の会 派で 、使 う、 使わ な いと いう こと は判 断す る べき であ ると 結論 を得 ま した 。
◎委 員（ とも 宣子 君）
公明 党と して は、 導 入の 方向 で検 討が でき れ ばと 。ペ ーパ ーレ ス化 と いう こと で、 直ち に
全て を移 行す ると いう の は難 しい と思 うん です け れど も、 でき れば コス ト 削減 とい うと ころ
がし っか りで きる よう な 形で 前向 きに 検討 した い と思 いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ち な み に い た だ い た 資 料 の ３ ペ ー ジ に 、 印 刷 コ ス ト 、 豊 島 区 の 例 で 言 う と 年 間 650万 円 。
完全 ペー パー レス 化は 不 可能 で、 一部 ペー パー レ ス化 かな とは 思う んで す けれ ども 、豊 島区
は確 か定 数が 36人 かな 。 墨田 区議 会で もこ れに 近 いく らい のコ スト がか か って いる んで すか 。
217万 枚。 こ れが 事実 で あれ ば、 コス ト削 減と い う面 では 大き い。
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あと は具 体的 に研 修 を皆 さん でや って 有効 に 活用 でき れば 、時 代の 波 から 言っ ても 導入 す
るべ きじ ゃな いか と思 い まし た。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
前回 もや はり 費用 対 効果 の問 題だ ろう とい う お話 をさ せて いた だき ま した 。そ れで 資料 を
見る と、 ペー パー レス 化 に向 けて 会議 全て をペ ー パー レス 会議 に移 行し て いく とい うこ とで
すか ら、 墨田 区に 当て は めた 場合 、豊 島区 のよ う には なか なか 難し いか と 。だ から 改善 でき
ると ころ 、例 えば 会議 通 知は ほと んど 見な いで す ね。 見な いと いう か、 事 務局 が一 人ひ とり
配っ てく れて もぱ っと 見 て、 もう 脇に 置い てし ま う。 事前 に日 程も 大体 分 かっ てい るの で、
手帳 に日 程を 書い た後 か ら通 知を 持っ てく るわ け だか ら、 そう いっ た点 に つい ては 改善 でき
る部 分が あっ て、 そう い うの は徐 々に 改善 をし て いく 。タ ブレ ット 端末 の 導入 につ いて は、
一斉 であ って も、 会派 ご との 判断 でも どち らで も 現時 点で は構 わな いと 思 いま すけ れど も、
徐々 に全 員が タブ レッ ト を使 って 、ペ ーパ ーレ ス 化の 方向 に少 しず つ改 善 を図 って いく とい
うこ とで いい のか なと い う気 がし ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
この 問題 につ いて は 、タ ブレ ット を入 れて 何 をす るの かと いう 話だ と 思う んで す。 今の お
話の 中で は資 料の ペー パ ーレ スと いう こと で考 え ると 、例 えば 、資 料や 予 算書 など 、さ まざ
まな もの がこ の中 に組 み 込め る。 そう いう 資料 等 を送 って いた だく だけ な らば 、基 本的 には
公開 情報 なの で、 一斉 に みん なで 同じ タブ レッ ト を持 たな くて も、 それ ぞ れ皆 さん が持 って
いる タブ レッ ト等 に配 信 して いた だけ れば いい の では ない かと 考え てい ま す。 結果 とし て既
に持 たれ てい る方 が２ 台 持つ こと にな って しま う とい うこ とに もな るの で 、そ れぞ れの ご自
身の 判断 で持 って いる 方 に対 して 、必 要な とき に 送っ てい ただ いて 、結 果 省エ ネル ギー 化、
ペー パー レス 化が 図れ た らよ いの では と思 って い ます 。
一方 で、 今度 は事 務 局の マン パワ ーも 少し 考 えた ほう がい いだ ろう 。 今ま では 紙だ けで 済
んだ もの が紙 とデ ータ で 並走 して いく 。今 度は ２ 段構 えに なる わけ です か ら、 そう しま すと
可能 であ るな らあ る程 度 目標 を決 めて 、例 えば 移 行期 間的 なも のが 設け ら れて 、結 果と して
最終 的に はペ ーパ ーレ ス にな る。 そう いう 移行 期 間は 必要 だと 思う んで す が、 そう いっ たあ
る程 度の 方向 性と いう の は、 いつ まで もず っと 並 走で とい うこ とで は多 分 ない のか と考 えて
いま す。 なの で、 基本 的 には 前向 きで すけ れど も 、32人全 員に 一斉 にと い う形 では なく て、
それ ぞれ の事 情に 応じ て 配信 する とこ ろで の工 夫 とい うこ とで よい ので は ない かと 考え てい
ます 。
◎委 員（ 堀よ しゆ き君 ）
前回 、調 査研 究目 的 なの か、 ペー パー レス 化 なの かと いう 議論 があ っ たと 思う んで すけ れ
ども 、ま さに その とお り だと 思っ てい て、 どち ら かが 突出 する とい うわ け じゃ ない と思 うん
です 。現 状、 自民 党か ら もお 話が あっ たよ うに 、 とり あえ ずは 各会 派の 判 断で 調査 研究 の期
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間を 設け て、 それ が18期 の終 わり ごろ なの か、 シ ステ ム上 も多 分同 じ端 末 を一 斉に 配っ たほ
うが 好ま しい と思 うの で 、18期の 終わ りご ろに は 方向 性を 出し て、 可能 で あれ ば19期の 冒頭
に配 布を する とい うよ う な流 れで あっ ても いい の かと いう のが 、我 が会 派 の意 見で す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
私は タブ レッ トを 全 く使 いこ なし てい ない も ので 、個 人的 には 今タ ブ レッ トを もら って も
困っ てし まい ます 。ペ ー パー レス は賛 成で すけ れ ども 、何 かあ った とき に ぱっ とメ モを する
とい うこ とが でき なく な るの で、 そこ はど うす る のか 。マ ーキ ング もで き ない し。
私の 場合 、ペ ーパ ー レス の場 合に は、 定期 的 に定 例会 前に まと めて 買 った ＣＤ を事 務局 に
渡し て、 それ に資 料を 入 れて いた だい てい るん で す。 そう いう やり 方も あ るし 、ま た皆 さん
の各 家庭 にパ ソコ ンが ほ とん どあ るで しょ うか ら 、そ こに デー タを 送っ て いた だい たり もし
てい るの で、 それ で十 分 可能 、十 分対 応で きる の で、 全員 にタ ブレ ット を 配布 とい うの は時
期尚 早と 思っ てい ます 。 私自 身も 含め てで すね 。
更に 、私 が気 にな る のは 、私 の知 って いる 人 が、 まだ 取扱 いを 決め て いな いう ちに 、議 会
にパ ソコ ンを 入れ てい る 人が いら っし ゃっ て、 議 会の 本会 議中 に議 場の 中 で音 を出 すこ とに
つい ては 、少 し協 議す る 必要 があ るの かと 。音 は 、き ちん と何 か申 し合 わ せて 考え たほ うが
いい と思 いま す。 持込 み はい ろい ろと あっ て自 由 でい いと 思い ます が、 音 につ いて はや はり
議会 の品 位に 関わ るこ と なの で、 ある 程度 決め た ほう が私 はい いと 思い ま す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 、す ぐに でも 導 入す べき だと 思い ます 。 遅く なれ ばな るほ ど、 区 がつ くっ てい る文 書
の印 刷コ スト も莫 大な 金 額に なっ てい ると 思い ま すし 、あ とは 印刷 物を 保 管す ると すご い場
所を 食う もの です から 、 やは り電 子的 に保 管す る シス テム に替 えて いく こ とだ と思 いま す。
また 、別 々の 端末 を 使え ばい いじ ゃな いか と いう こと を言 われ た方 も いら っし ゃっ たの で
すが 、別 々の 端末 で怖 い のが 、や はり 個別 に持 っ てい ると 端末 がウ イル ス や何 かに 汚染 され
た場 合、 情報 が流 出し て しま うお それ があ る。 こ れが やは り共 同で 購入 し てい ると 、ウ イル
ス管 理が 集中 的に 、資 料 にあ るよ うに クラ ウド で 監視 する 、ク ラウ ドに 対 して 攻撃 を加 えら
れな いよ うな 対策 がで き る。 これ を個 人で やる と いう のは 非常 に不 可能 な ので 、そ こも 既に
先を 見て やる べき だと 思 いま す。
そし てま た使 いこ な せな い方 がい ると いう の も現 実に ある かも しれ な いん です が、 やは り
時代 はも う変 わっ てき て いる ので 、学 校の ＩＣ Ｔ 化で 全て の小 学生 たち が こう いう もの を使
いこ なし てい る状 況で 、 肝心 の議 員が 使い こな せ ない とな って くる と、 や はり これ はも う時
代に つい てい けな い。 あ るい は新 しい 時代 の政 治 がで きな いと いう こと に なっ てし まう と思
うの で、 これ はや はり 速 やか に導 入す べき だと 思 いま す。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
タブ レッ トの 利用 と 配布 です が、 これ はも う 当た り前 の時 代に なっ て いま す。 区側 も資 料
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の電 子化 を急 いで 実施 す るべ きで す。 また 、タ ブ レッ トの 端末 はど こで も 個人 が使 用で きる
よう にす るべ きで す。
セキ ュリ ティ 対策 は 専門 の業 者が いま すか ら 、業 者に 任せ れば いい と 思い ます 。
コス トに つい ては 、 タブ レッ ト代 や個 人の 通 信費 、セ キュ リテ ィの ソ フト 代に つい ては 、
政務 活動 費を 使用 すれ ば いい と思 いま す。
会議 中の 撮影 はシ ャ ッタ ー音 がし ます から 、 当然 禁止 する べき です 。 録音 につ いて は、 映
像配 信す るこ とを 考え る と問 題は ない と思 いま す 。
発信 につ いて は、 別 の話 とし て議 論す る必 要 があ ると 思い ます 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
渋田 委員 から 持込 み につ いて のお 話が あり ま した ので 補足 でご 説明 さ せて いた だき ます け
れど も、 現在 委員 会室 に おい ては タブ レッ ト等 の 端末 の持 込み は認 めら れ てお りま す。 ただ
し、 お話 があ りま した よ うに 、操 作音 が出 ない よ うに する とい う条 件が あ りま す。 また 、通
話機 能、 録音 機能 、録 画 機能 、情 報発 信機 能は 使 用し ない とい う制 限が か けら れて いる とい
うこ とで ござ いま す。 本 会議 は認 めら れて おり ま せん ので 、委 員会 室だ け とい うこ とで ござ
いま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
いず れに して も導 入 する に当 たっ ては 予算 措 置が 必要 にな るわ けで 、 今聞 いて いて も何 か
早急 には まと まり そう も ない から 引き 続き 検討 と いう こと でい いん じゃ な いで すか 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

自民 党の 会派 の中 で も出 た議 論で すけ れど も 、ペ ーパ ーレ ス化 の側 面 につ いて 不断 なき 努
力を して いた だき たい 。 理事 者か ら、 現に 事務 局 を通 じて 資料 を一 部い た だい てお りま すけ
れど も、 これ を使 うか 使 わな いか 、パ ソコ ンで も 十分 使え ます とい う人 は それ で私 はい いと
思う し、 デー タの ペー パ ーレ ス化 の部 分は 必ず や って ほし い。 この 点だ け 合意 した いと 思う
んで すけ れど も、 いか が でし ょう か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

そう です ね。 ペー パ ーレ ス化 の件 につ きま し ては 、皆 さん 共通 の認 識 をお 持ち にな って い
るこ とだ と思 いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
そう する と、 今、 高 柳委 員が おっ しゃ った こ とで すけ れど も、 委員 会 の開 会通 知は 、委 員
長印 をし っか り朱 判で 押 しま すで しょ う。 それ が 、や はり 大事 な公 文書 に なり ます ので 、ペ
ーパ ーレ スに は反 対は し ませ んが 、そ の扱 いに つ いて は、 どう なる んで す か。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

今の お話 は恐 らく 開 会通 知な どは 、自 治法 な どで 配布 する こと にな っ てい て、 ただ 紙で い
いの か、 電子 的記 録で い いの かと いう こと は、 多 分取 決め がな いん です よ 。そ れは 、議 会に
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委ね られ てい ると 思う の で、 議会 で決 めれ ば、 そ れで いい 話だ と思 いま す 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

ペー パー レス 化は 順 次進 めて 、い ろい ろな 段 階が ある かと 思う んで す けれ ども 、情 報を 発
信す る側 とし て事 務局 の 希望 があ れば 言っ てい た だき たい 。例 えば 、会 議 通知 とか 、委 員会
資料 とか 、現 在も 恐ら く 電子 デー タで 提供 して い る方 もい らっ しゃ ると 思 うん です 。そ の場
合は 、メ ール に添 付フ ァ イル で送 って いる んで す か。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
今は メー ルで す。 例 えば 、当 初予 算書 等の 冊 子に なっ て容 量が 大き い もの は、 財政 担当 か
らデ ータ でも らっ て、 そ れを 各会 派に デー タと し て渡 した りし てい まし て 、通 常、 委員 会資
料は メー ルで 、そ れぞ れ 指定 され たメ ール アド レ スに お送 りさ せて いた だ いて いま す。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

それ は、 一人 ひと り じゃ なく て会 派に まと め て送 付さ れて いる ので し ょう か。
◎区 議会 事務 局次 長（ 岐 部靖 文君 ）
会派 です 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
あま り好 まし くな い だろ うけ れど も、 「私 は 文書 でく ださ い」 、「 私 は文 書要 らな いか ら
デー タで 結構 です 」と 、 希望 によ って 対応 する と いう のは 、議 会運 営と し て可 能で すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
私ど もと して は、 で きれ ば統 一を して いた だ いた ほう がい いで す。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私の アイ デア です け れど も、 やは りど こか に アク セス すれ ば必 要な 情 報は ダウ ンロ ード で
きる とい うよ うに して も らえ ると 、一 々メ ール で 配信 して もら うこ とも な くな るし 、Ｃ Ｄで
配ら れた り、 ＵＳ Ｂを 持 って いっ て入 れて もら っ たり とい うこ とも 要ら な くな る。 やは り区
の情 報は 本当 に大 切な の で、 どこ かク ラウ ドを 借 りて 、そ こに 特定 のキ ー ワー ドと パス ワー
ドで 入っ てい ただ いて 、 ダウ ンロ ード でき ると い う状 況に して いた だけ る とい いと 思い ます 。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

今新 しい アイ デア で 、会 派の 中で 取り まと め てい ませ んけ れど も、 お おむ ね賛 成で す。 例
えば 、委 員会 資料 とし て 既に 配布 され るも のに つ いて は、 区民 の共 有の 情 報で もあ るの で、
区議 会の ホー ムペ ージ に アッ プす ると いう こと も 試行 的に やっ て、 もち ろ ん紙 と一 定期 間併
存し ます けれ ども 、区 議 会の ホー ムペ ージ に示 す とい うこ とは 、区 民の 利 益に もな ると いう
こと もあ って 、そ の案 は 非常 にい い案 だと 思い ま す。 ただ 、資 料は なく 、 議案 だけ では ない
でし ょう か。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

ほか の自 治体 につ い て疑 問で すけ れど も、 例 えば 豊島 区は 全議 員に 貸 与し てい ます よね 。
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その 場合 、機 械は 持ち 出 し不 可で すか 。こ れ見 る と、 通信 料、 ＮＴ Ｔと 契 約し てい ると いう
こと は、 多分 、外 でも 使 える と思 うん です けれ ど も、 その 場合 に当 然、 使 用と いう のは 自分
の政 治活 動に 使え るの で 、そ うで ある なら 、そ れ を全 額、 区費 で端 末を 貸 与、 配布 する とい
うの には 少し 違和 感が あ るん です けれ ども 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
例え ば、 豊島 区の 資 料７ ペー ジを ご覧 いた だ くと 、自 宅や 議員 控室 で 使え るよ うな 表現 に
なっ てい るん です ね。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
それ に関 して は、 や はり 公私 を別 にす べき だ と思 うん です 。な ぜか と いう と、 クリ ント ン
の問 題が あっ たで しょ う 。普 通の 公文 書、 普通 の メー ルア ドレ スに 送っ ち ゃっ たと 。政 治家
たる もの 、そ うい った 問 題が あっ ては いけ ない 。 まし て、 舛添 さん のお 金 の使 い方 じゃ ない
けれ ども 、公 私が ごっ ち ゃに なる よう な使 い方 と いう のは 、や はり 納税 者 に対 して 、説 明責
任を 果た せま せん ので 、 公私 は別 々に すべ きだ と 思い ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今の いろ いろ なお 話 を伺 いな がら 、一 つは ク ラウ ドみ たい なも のに し てい くの が、 技術 的
に可 能で あれ ば、 そこ に みん なが それ ぞれ の媒 体 から 取り に行 く、 必要 な とき に取 りに 行く
形が 望ま しい のか な。 そ この クラ ウド に乗 せて い るセ キュ リテ ィが 近い か なと いう のも ある
のと 同時 に、 一方 で区 議 会に 資料 の中 でセ キュ リ ティ を掛 けな けれ ばい け ない 非公 開情 報が 、
どれ だけ ある のか 。基 本 的に は、 公開 して 議論 を する ため の資 料で ある と いう 大前 提に 立つ
と、 さっ き言 った 逆に 一 歩踏 み出 して 、区 民の 方 も閲 覧で きる よう にホ ー ムペ ージ に貼 り付
ける とい うこ とだ って で きる とい うこ とで 、現 実 的な 今二 つの 案が 出て い るの かな と感 じて
いま す。 配布 とは 別に 、 資料 の提 供方 法と いう こ とに つい て、 少し 事務 局 で研 究し てい ただ
いて 、コ スト の面 、手 間 の面 など で可 能で ある な らば 、そ うい うと ころ か ら始 めて みる 。私
たち は取 りに 行く こと が 全く 問題 ない と思 って い ます 。そ のあ たり で一 度 研究 して いた だい
て、 もう 一遍 その 辺の 結 果を 、次 回提 示し てい た だく とい うこ とで いか が でし ょう か。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、改 めて 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 しま す 。
──────────────── ◇
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◎座 長（ 沖山

仁 君）

次に 、具 体的 施策 の うち 、「 長期 的に 検討 し て結 論を 出す もの 」に つ いて 、ご 協議 いた だ
きま す。
本件 のう ち、 区議 会 ホー ムペ ージ の充 実、 議 会報 告会 の実 施及 び議 会 モニ ター 制度 の３ つ
の施 策に つい ては 、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 。こ れま での 議 論の 流れ とし ては 、今 後 、議 会基 本条 例の 制定 に 向け て特 別委 員会
を設 置し 議論 して いく 中 で、 これ らの 施策 も併 せ て検 討す るの か、 又は 本 委員 会で 検討 する
のか を仕 分け るこ とと し てお りま した 。つ いて は 、そ のよ うな 視点 を踏 ま えて 、各 会派 から
意見 を開 陳願 いま す。
それ では 、ま ず、 区 議会 ホー ムペ ージ の充 実 につ いて 、協 議い たし ま す。
本件 は、 仕分 けの 視点 の ほか に、 区議 会ホ ーム ペ ージ のど うい う部 分を 充 実し たい か議 論
する 必要 があ ると いう 意 見も 出さ れて おり まし た ので 、そ れら を踏 まえ て 、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 派と して は 、区 議会 広報 委員 会の 中 で話 し合 って いた だけ れ ばよ ろし いの かな と
いう 意見 でま とま って お りま す。 現在 のホ ーム ペ ージ の改 善要 求と いた し まし ては 、委 員名
簿に メー ルア ドレ スが 載 って ない ので 、希 望者 の 方は メー ルア ドレ スも 委 員名 簿の とこ ろに
掲載 して もら える とあ り がた いと いう こと と、 子 ども 向け 、大 体中 学生 程 度に 向け た区 議会
の紹 介ペ ージ のよ うな も のが ある とよ ろし いの で はな いか と。 ほか の自 治 体で も、 そう いう
ペー ジを 公開 して いる と ころ があ りま すの で、 議 会と いう のを 身近 に感 じ ても らい たい 。特
に、 我が 区は 中学 生区 議 会も やっ てい ます ので 、 そう いう 機会 があ れば い いの かな とい うこ
とで 、現 在の ホー ムペ ー ジに 関し ては 、そ の２ 点 の要 望が 出ま した 。そ れ 以外 に関 しま して
は、 広報 委員 会で 話し 合 って いた だく べき もの で はな いか とい うこ とで ご ざい ます 。
◎委 員（ とも 宣子 君）
公明 党会 派と して は 、ど こを どう 変え るか と いう とこ ろま で、 会派 内 で議 論が 進ま なく て、
ただ ホー ムペ ージ その も のは まだ 変更 した ばか り であ りま すの で、 もう 少 し検 証す る期 間と
いう のを 設け て、 区民 の 反応 など も踏 まえ た上 で 、も う少 し先 に意 見交 換 して いく とい うこ
とが 大事 なこ とだ と思 い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
ホー ムペ ージ 問題 は 、議 会改 革の 課題 とし て あま り時 間掛 けて 議論 し ても しょ うが ない の
かな と。 日常 不断 に改 善 して いく もの でも ある し 、加 藤委 員言 われ たよ う に、 広報 委員 会で
必要 があ れば 議論 して 改 善に 当た って いく とい う こと でい いの では ない か と思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
今、 皆さ ん言 われ た とお り、 特に ホー ムペ ー ジは 議論 をし て結 論を 出 して 「さ あ変 えま す
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よ」 とい うよ りは 、気 付 いた とこ ろか らど んど ん 直し てい くと いう スタ イ ルが 多分 望ま しい
だろ うと 思っ てい ます 。 技術 も進 歩し てい ます し 、い ろい ろな こと が出 て くる とい う部 分が
１点 。も う一 つは 区報 や ホー ムペ ージ 、そ の他 の 広報 媒体 も使 うか とい っ たメ ディ アミ ック
スみ たい なと ころ も含 め て、 どう 広報 して いく か とい うの は、 広報 委員 会 でお 話を いた だけ
れば と思 って いま す。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
我が 会派 とし ても 、 広報 委員 会で 議論 して い ただ けれ ばと 思い ます 。 より ベタ ーと いい ま
すか 、ベ スト を目 指し て ベタ ーを 繰り 返し てい く 作業 だと 思い ます ので 、 それ を適 時行 って
いた だき たい のと 、先 ほ ど自 民党 もお っし ゃっ た よう に、 やは り中 学生 や 子ど もに 向け たコ
ーナ ーと いう のを 設け る べき だと 思い ます し、 ま た別 途、 用語 集と いい ま すか 、陳 情や 請願
とい うの は、 こう いう も のな んだ よと いう 、分 か りや すい コー ナー があ っ ても いい のか なと
思っ てお りま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
「こ の議 員は どん な 人か な」 と、 多分 そう い う趣 旨で ホー ムペ ージ を 見に 行く と思 うの で、
そこ へで きれ ばメ ール ア ドレ スメ ール を載 せて 、 また 個人 ホー ムペ ージ を 持っ てい る議 員も
ほと んど なの で、 個人 の ホー ムペ ージ にリ ンク す ると いう 可能 性も ある ん です のが 、そ こぐ
らい 私は いい のか なと い うふ うに 思い ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私か らは 、区 議会 ホ ーム ペー ジに 議事 録的 な もの を早 く載 せて あげ た ほう がい いと 思い ま
す。 委員 会等 の議 事録 も 早く 載せ て、 議会 で何 を 話し 合わ れて いる か、 実 際に 知り たい 人は
結構 いる わけ で、 その 方 も調 べて いる んで すね 。 だか ら、 その 人た ちに 応 える 必要 があ るん
じゃ ない かな と思 いま す 。だ から 、議 事の 内容 等 をで きる だけ 速や かに 知 らせ てほ しい なと
思い ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
ホー ムペ ージ につ い ては 、情 報発 信が 多い ほ うが よい と思 いま すの で 、区 議会 議員 のフ ェ
イス ブッ クを 開設 した ほ うが よい と思 いま す。 ま た、 ホー ムペ ージ やフ ェ イス ブッ クは スマ
ート フォ ンで も見 られ る よう にす る必 要が あり ま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

先ほ ど、 渋田 委員 か ら個 人の ホー ムペ ージ の リン クを して ほし いと い う意 見が あっ たと 思
うの です が、 個人 のホ ー ムペ ージ のリ ンク につ い ては 、恐 らく 前期 の各 派 交渉 会で 会派 のホ
ーム ペー ジの リン クを 貼 るこ とに とど める とい う こと が決 定さ れて いた と 思う ので 、そ のあ
たり のこ とは ご確 認い た だき たい と思 いま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
前回 、会 議録 検索 シ ステ ム上 の会 議録 デー タ の保 存期 限に つい ての ご 質問 があ りま した 。
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まず 、会 議録 です が、 平 成11年か らの 会議 録を 掲 載し てお りま すけ れど も 、こ れに つい ては
特段 契約 上の 上限 はご ざ いま せん でし た。
映像 配信 は平 成21年 第２ 回定 例会 から 本会 議 、平 成25年10月か ら予 算 ・決 算特 別委 員会 に
つい て映 像配 信を 行っ て おり ます が、 契約 上は 一 応４ 年間 とさ れて おり ま す。 ただ し、 デー
タの 削除 は区 と業 者、 両 者協 議の 上で 行う とさ れ てお りま して 、業 者か ら は現 在の とこ ろ、
削除 する との 連絡 はご ざ いま せん ので 、当 初か ら の映 像配 信が 現在 も見 ら れる とい う状 況で
ござ いま した 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

先ほ どの 、加 藤委 員 と渋 田委 員の 意見 に対 し ては 、事 務局 で調 べて く ださ い。
ただ 今の 議論 では 、 ほと んど の会 派の 皆さ ん が広 報委 員会 で取 り扱 う ほう がい いの では な
いか とい うこ とで すが 、 いか がで しょ うか
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
昨年 ７月 ３日 の広 報 委員 会の 記録 によ りま す と、 従来 どお り交 渉会 派 につ いて のみ リン ク
を設 定す るこ とを 決定 し たも ので ござ いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

従来 どお りで 、よ ろ しい です かね 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

基本 的に は、 議会 報 、あ るい はホ ーム ペー ジ につ いて は広 報委 員会 で 協議 して いた だい て
いる と思 いま す。 それ で 、議 会改 革検 討委 員会 の 中で 、そ うい う場 面が あ れば 申し 上げ よう
と思 って いた ので すが 、 現在 では 広報 委員 会を 特 別委 員会 にし てい ると こ ろも 増え てき てい
るん です ね。 墨田 区議 会 の場 合は 、交 渉会 派の 各 メン バー が広 報委 員に な って いま すけ れど
も、 別途 選出 をし て少 数 会派 も含 めて 参加 して も らっ てい ると いう 議会 も 増え てい ます ので 、
今後 、検 討の 中で 、そ の こと も視 野に 入れ てい た だき たい なと 思っ てい ま す。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
今、 説明 不足 でご ざ いま した けれ ども 、こ の とき は選 挙が ござ いま し て、 選挙 期間 中に つ
いて は、 会派 のリ ンク を 休止 する とい う取 扱い と して おり まし た。 それ を 再開 する に当 たっ
て、 従来 どお り会 派だ け にす るの か、 それ とも 個 人の ホー ムペ ージ につ い ても リン クを 貼る
のか とい う議 論の 中で 、 従来 どお り会 派に つい て のリ ンク を貼 ると いう こ とで 、了 承さ れた
とい うこ とで ござ いま す 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

今の 局長 のと おり で ござ いま して 、了 解し て いた だく とい うこ とで よ ろし いで すか 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
そう する と、 少数 会 派三 つあ るん です けれ ど も、 それ はど うい う扱 い にな るの か。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）
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個人 では なく て、 会 派へ のリ ンク です ね。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
交渉 会派 とい うこ と です ね。 了解 です 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、加 納委 員 の考 え方 も含 めま して 、 広報 委員 会は いろ いろ な あり 方を 、こ れか ら
も協 議、 検討 して いき た いと 思い ます 。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 、議 会報 告会 の 実施 につ いて 、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 派と いた し まし ては 、議 会報 告会 の 実施 の有 無を 含め て、 区 民へ の情 報発 信と い
う観 点か ら、 この 先の 特 別委 員会 等で 話し 合う べ き議 題で ある とい う結 論 に達 して おり ます 。
◎委 員（ とも 宣子 君）
我が 会派 も、 視察 を 通じ て調 査し てき た例 を 踏ま えて 、議 会報 告会 と いう 形式 的な もの は
あま り必 要な いの では な いか なと 思い ます 。た だ 、例 えば 出前 のよ うに 議 論を でき るだ け多
くの 区民 に見 てい ただ く とい う努 力が 大事 とい う こと で、 議会 の休 日、 夜 間実 施等 も踏 まえ
た積 極的 なア プロ ーチ は 大事 なこ とで はな いか と 思い ます 。た だ、 そう い った こと や、 区民
との 意見 交換 会と いう 双 方向 の議 論の 場を 設け て いる 議会 もあ りま すの で 、実 際に は議 会基
本条 例の 制定 に向 けた て 今後 特別 委員 会が 実施 さ れて いく 、そ の検 討に 合 わせ ても う少 し情
報収 集、 調査 ・研 究を し て結 論を 出す とい うの が いい ので はな いか と思 い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
前回 も述 べま した け れど も、 より 開か れた 今 後の 議会 のあ り方 を議 論 して いく 中で 、併 せ
て議 論し てい けば いい ん じゃ ない かと 思っ てい ま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
議会 報告 会を 何件 か 見せ てい ただ きま した け れど も、 やは り試 行錯 誤 して いる 中で なか な
かう まく いっ てい ない 部 分が ある のも 事実 だと 思 いま す。 方向 とし ては 、 開か れた 議会 、ま
た議 会の こと を区 民の 皆 さん に知 って いた だく と いう 方向 では 、と も委 員 が言 われ まし たよ
うに 、や はり 出前 や夜 間 に本 来の 議会 を見 てい た だく 。そ れぞ れの 議員 の 主張 もあ って 、そ
うい う議 論を して いく 中 での 意思 決定 のプ ロセ ス みた いな もの を、 ちゃ ん と見 てい ただ くほ
うが よい ので はな いか と 思い ます 。決 まっ たこ と を報 告す るの では なく て 、そ の過 程が 議会
は大 事だ と思 って いる ん です ね。 です ので 、そ こ をき ちん と見 てい ただ け るよ うな 方向 で、
区民 の皆 さん にで きる だ け会 議に 来て いた だき や すい 状況 をつ くっ てい く とい うよ うな 方向
性で 考え てお りま す。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
私も 皆さ んと ほぼ 一 緒で 、や はり とも 委員 も 今お っし ゃっ てい まし た けれ ども 、双 方向 と
いう のは すご く大 切だ と 思っ てお りま して 、単 に 報告 会を 実施 した とい う だけ では 意味 がな
いと 思っ てお りま す。 そ うい うこ とも 含め て、 ほ かの 自治 体の 例も 参考 に しつ つ、 今後 検討
して いく のが いい のか な と思 って おり ます 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
私も 同感 で、 議会 報 告会 は私 もあ っち こっ ち の話 を聞 くけ れど も「 何 かつ まら ない よ」 と
いう 声が はっ きり 言う と 多い んで す。 いろ いろ な 会派 がい ても 、議 会で 決 まっ たこ と言 って 、
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自分 の会 派の 意見 を言 わ ない んだ から 、つ まら な いで すよ 。だ った ら、 実 際に 議会 へ行 って 、
いろ いろ な会 派の それ ぞ れの 委員 の質 疑を 見た ほ うが いい と思 いま す。 で すか ら、 議会 報告
会は あま り意 味な いと 私 は、 ほか の自 治体 を見 て 思い まし た。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 前回 も、 お話 し した とお り、 議会 で我 々 がや って いる こと は膨 大 な量 をこ なし てい る
わけ で、 やは り報 告す る とい うの は無 理だ と思 い ます 。で すの で、 報告 会 とい う名 前で はな
くて 、区 民の 声を 聞く 会 とい うの を設 けて 、広 く 区民 から 議会 に対 して 、 どの よう な印 象、
不満 があ るの かと いう の を吸 い上 げる よう な場 を つく るべ きだ と思 いま す 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
議会 報告 会で すが 、 定例 会の 経過 と、 どの よ うな 構成 で結 果が 出た の か。 つま り、 賛成 し
た会 派は 、ど のよ うな 理 由で 賛成 した のか 、反 対 した 会派 は、 なぜ 反対 し たの か理 由を 説明
する 機会 が必 要で す。
また 、定 例会 の議 案 だけ でも たく さん あり ま すか ら、 テー マの 意見 交 換ま では 時間 がな い
と思 いま す。 理想 的に は 、定 例会 ごと にや るべ き です が、 とり あえ ずは 年 １回 予算 又は 決算
特別 委員 会の 後に やる の がい いと 思い ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

結果 的に は、 各会 派 の皆 さん がほ とん ど同 じ よう な考 え方 でご ざい ま すの で、 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
きた いと 思い ます が、 こ れで 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 、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 、議 会モ ニタ ー 制度 につ いて 、順 次、 会 派か ら意 見を 開陳 願い ま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

議会 モニ ター 制度 に つい ても 、先 ほど いろ い ろと お話 も出 てい まし た が、 出前 議会 が住 民
の方 から 意見 を聞 く場 所 のよ うな ので 出前 議会 や 、休 日、 夜間 に議 会を 開 くこ とも 含め て、
区民 への 情報 発信 、区 民 ニー ズの 把握 とい った 項 目で 議会 基本 条例 の検 討 の中 で話 し合 って
いく べき 課題 であ ると 考 えて おり ます 。
◎委 員（ とも 宣子 君）
我が 会派 とし ても 、 今の 意見 とほ ぼ全 く同 じ でご ざい まし て、 客観 的 、建 設的 な意 見を 集
約す ると いう 形で は、 こ うい った 制度 も大 事で す けれ ども 、そ の方 法に つ いて は、 今後 の議
会基 本条 例の 協議 の中 で 、併 せて 結論 を出 して い くの がい いだ ろう と思 い ます 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
議会 報告 会と 同じ よ うな 取扱 いで いい んじ ゃ ない かな と思 いま す。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
皆さ んと 同じ で、 誰 かを 選ん でモ ニタ ーに な って いた だく とい うよ り は、 区民 の皆 さん み
んな が議 会の モニ ター で あっ てほ しい とい う思 い があ りま すの で、 そう い った スタ ンス でア
クシ ョン を起 こし てい く とい う方 向が 、よ ろし い ので はな いか と考 えて お りま す。
◎委 員（ 堀よ しあ き君 ）
私も 皆さ んの 意見 と ほぼ 一緒 で、 やは り大 切 なの は区 民の 皆さ んが 政 治に 参加 する こと だ
と思 いま す。 この モニ タ ー制 度を 問わ ず、 幅広 く いろ いろ な可 能性 を探 っ てい くよ うな イメ
ージ じゃ ない かな と思 い ます 。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
これ は私 の意 見も 、 まだ まと まっ てお りま せ ん。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
モニ ター 制度 は意 外 に効 果が ない ので はな い かと 私は 考え ます ので 、 これ は不 要か なと 。
それ より も、 やは り区 民 の声 を聞 く会 をつ くっ た ほう がい いと 思い ます 。
◎委 員（ 井上 ノエ ミ君 ）
議会 モニ ター とし て 、区 民に 議会 に来 ても ら う、 見て もら うこ とが 大 事だ と思 いま す。 例
えば 、公 募で 10人 ぐら い 募集 して 、ま た町 会や さ まざ まな 団体 から 10人 程 度推 薦し ても らう 。
そし て、 定例 会と 委員 会 を傍 聴し ても らう 。そ し て、 最後 に議 員と の意 見 交換 をし ては どう
でし ょう か。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
正直 言っ て、 特定 の 支持 者が もう 決ま って い るか ら、 やり 方に よっ て は言 うこ とが 決ま っ
てい るし 、私 の言 いた い のは 、そ うい うと ころ で す。 モニ ター の選 び方 に よっ ては 、意 見が
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偏っ て、 あま り意 味が な くな っち ゃう かと 思い ま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

この 議論 は、 今後 、 例え ば特 別委 員会 であ れ ば特 別委 員会 で議 論す る かし ない かだ けの 仕
分け です ので 、渋 田委 員 の意 見も 含め て、 それ は 今後 議論 すべ きと いう こ とで 、取 りま とめ
でよ ろし いの では ない で すか 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ で、 特別 委員 会 で議 論を して もら うと い うこ とで 、私 は考 えて い ます 。そ れで 、よ ろ
しい です ね。
〔「 異議 なし 」と 呼ぶ 者 あり 〕
◎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 の 長期 的に 検討 して 結論 を 出す もの のう ち、 ５月 の 検討 事項 であ りま す
議会 の審 査・ 調査 機能 の 充実 ・強 化、 監視 機関 と して の機 能強 化及 び議 会 図書 室の あり 方に
つい て、 順次 、協 議い た だき ます 。
これ らの 施策 につ き まし ては 、今 後、 議会 基 本条 例の 制定 に向 けて 特 別委 員会 を設 置し 議
論を して いく 中で 、こ れ らの 施策 も併 せて 検討 す るの か、 又は 本委 員会 で 検討 する のか を仕
分け る前 提と して 、本 日 の委 員会 で論 点を 整理 し 、そ れを 各会 派に 持ち 帰 った 上で 、次 回改
めて 協議 する 予定 とし て おり ます 。つ いて は、 そ のよ うな 視点 を踏 まえ ま して 、ご 協議 願い
ます 。
まず 、議 会の 審査 ・ 調査 機能 の充 実・ 強化 及 び監 視機 関と して の機 能 強化 につ いて です が、
この 二つ の施 策に つい て は、 論点 が密 接に 関係 し てい るこ とか ら、 併せ て 協議 をす るこ とと
いた しま す。
それ では 、お 手元 に 資料 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）
お手 元の 資料 をご 覧 くだ さい 。
前期 、第 17期 の本 委 員会 報告 書の 中で 、議 会 の審 査・ 調査 機能 の充 実 ・強 化に つい て、 ま
とめ られ てお りま すの で 、読 み上 げさ せて いた だ きま す。
二元 代表 制の 趣旨 を 踏ま えた 議会 権能 の強 化 を図 るた めに は、 議会 の 審査 ・調 査機 能の 充
実・ 強化 が必 要で ある 。 区長 の専 決処 分を 可能 な 限り なく し、 議会 が今 ま で以 上に 執行 機関
に対 する チェ ック 機能 を 果た して いく ため の「 会 期の 見直 し（ 通年 議会 等 ）」 、執 行機 関か
らの 提案 や報 告に 対す る 質疑 だけ では なく 議員 相 互間 の自 由討 議を 拡大 し 、議 会の 議員 同士
が活 発に 議論 して いく 場 とし てい くた めの 「議 員 間討 議の 仕組 みづ くり 」 のほ か、 「議 決事
件の 拡大 」や 「予 算・ 決 算審 査方 法の 見直 し（ 常 任委 員会 化等 ）」 の検 討 が考 えら れる とい
うこ とで ござ いま す。
なお 、監 視機 関と し ての 機能 強化 につ いて は 、前 期、17期 の本 委員 会 報告 書の 中に は、 特
段具 体的 な記 述は ござ い ませ んで した 。
以上 でご ざい ます 。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

なお 、今 後の スケ ジ ュー ルの 自民 党案 には 、 監視 機関 とし ての 機能 強 化の 課題 とし て、 文
書質 問制 度の 採用 （国 に おけ る質 問主 意書 ）が 挙 げら れて おり ます 。ま た 、次 の協 議事 項で
ある 議会 図書 室の あり 方 の課 題と され てい る専 門 的知 見の 活用 （附 属機 関 の設 置） につ いて
は、 議会 の審 査・ 調査 機 能の 充実 ・強 化及 び監 視 機関 とし ての 機能 強化 に 関係 する 課題 でご
ざい ます ので 、本 協議 の 中で 取り 扱う こと とい た しま す。
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それ らの 点も 踏ま え て、 具体 的課 題の 抽出 を 中心 に、 ご意 見を 承り た いと 存じ ます 。
それ では 、何 かご 意 見は あり ませ んか 。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

自民 党案 の年 間計 画 表に はい ろい ろ項 目が 書 いて あっ て、 先ほ ど浜 田 事務 局長 もお っし ゃ
って いた だい たの です が 、こ の中 では 議決 事件 の 拡大 、予 算・ 決算 審査 方 法の 見直 し、 通年
議会 の検 討、 事務 局法 制 部門 の強 化、 議員 間の 自 由討 議の 拡大 、委 員間 討 議の 仕組 みづ くり 、
あと 前回 報告 書に は載 っ てい なか った んで すけ れ ども 、委 員会 の提 案条 例 のあ り方 など 、そ
のよ うな こと が論 点に な ろう かと 思い ます 。監 視 機関 とし ての 機能 強化 で は、 文書 質問 制度
の質 問主 意書 など 、こ う いっ たこ とも 含め て、 少 し整 理し て議 会審 査・ 調 査機 能の 充実 ・強
化と 監視 機関 とし ての 機 能強 化の 論点 とす るこ と を考 えて いき たい と思 い ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

議会 の機 能を どう 強 化、 ある いは 充実 する か とい う、 大き な目 的に 対 する 手段 です ね。 二
元代 表制 と言 われ なが ら も、 現実 的に 首長 の権 限 が強 いと 逆に 言わ れて い る部 分の 中で 、議
会の 役割 をど う果 たし て いく かと いう 、一 番大 き な課 題だ と思 いま す。 こ こ10年ぐ らい の間
に地 方自 治法 が何 回か 改 正し て、 各議 会が 決め れ ばで きる こと がな かな か 実現 して こな かっ
たん です けれ ども 、会 期 の見 直し 、議 決事 件の 拡 大、 そう いう こと が今 回 いよ いよ 議論 の俎
上に 入る 運び にな りま し た。 非常 に大 きな テー マ なの で、 議会 の機 能を 拡 大す るた めに どう
いう 手段 を使 うか 、あ れ もこ れも と、 ここ に書 い てあ るこ と全 て採 用で き れば いい のか もし
れま せん が、 直ち に進 め てい くと いう のは 難し い かも しれ ない 。た だ、 議 会基 本条 例の 中に 、
条文 では 少し 表現 とし て やわ らか な表 現、 アバ ウ トな 表現 にな るか もし れ ない です けれ ども 、
具体 的に は要 綱な どで 定 める 。議 決事 件の 拡大 な ど、 条例 に盛 り込 まな く ては いけ ない もの
と、 盛り 込ま なく ても い いも の、 今か らで もや ろ うと 思え ばで きる こと も ある と思 うの で、
その 辺う まく 仕分 けし な がら 、議 論を 進め てい っ てい ただ きた いと 思い ま す。
具体 的に は、 やは り 最終 的に は議 会基 本条 例 の条 文を 検討 する 中で 、 これ はか なり 重た い
問題 なの で、 分科 会や 小 委員 会を つく って 、少 人 数で 検討 して いく ほう が いい のか なと 思い
ます 。
更に 言う と、 先ほ ど の区 民へ の情 報発 信や 区 民ニ ーズ の把 握の 項目 に も出 てい まし たけ れ
ども 、一 問一 答方 式の 導 入、 首長 側の 反問 権の 付 与、 その 他区 民と の意 見 交換 など も、 全て
の機 能の 強化 にも つな が りま すし 、議 会の 機能 、 権能 の強 化に もつ なが る ので 、こ れ非 常に
重た い課 題な ので 、も う 少し 次回 まで に整 理し て いき たい なと 思い ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
私は 、こ の自 民党 案 の中 の専 門的 知見 の活 用 で附 属機 関の 設置 とい う のが 、非 常に 必要 だ
と思 いま す。 それ はな ぜ かと いう と、 例え ば今 ま での 再開 発事 業は 、も う お役 人に お任 せの
状態 で出 てく るも のを 審 議す るこ とが ほと んど で す。 例え ば、 ひき ふね 図 書館 やビ ルの 問題
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でも 、そ れが 住民 の生 活 や経 済に どの 程度 影響 を 与え るか とい うこ とを 、 やは り客 観的 に第
三者 に調 べて もら って 事 前に 把握 する 必要 があ る と思 いま す。
そ れ と 、 今 、 大 学 誘 致 と し て 置 い て お か れ て い る 土 地 は １ 万 8,000平 方 メ ー ト ル と 言 わ れ
てい るん です ね。 17年 間 放置 され てい ると 、ど の 程度 の経 済の マイ ナス が あっ たの か。 ある
いは 、す みだ 中小 企業 セ ンタ ーが 今度 閉鎖 とい う こと にな ると 、ど の程 度 の影 響が 出て くる
のか とい うの を、 専門 的 知見 を持 った 人た ちに 推 計し ても らう 必要 があ る と思 って いま す。
今ま での やり 方だ と、 も う行 政の お役 人が 決め て 、そ れで この とお りだ と 。す みだ 北斎 美術
館の 入場 者数 も、 大体 こ の程 度の 予想 だと 出て く るん です けれ ども 、そ れ をや はり 議会 とし
て検 証す る必 要が ある の では ない かと 思い ます の で、 是非 とも そう した 第 三者 機関 を持 つこ
とに よっ て、 その 行政 の 二つ の面 を補 足す る意 味 でで きな いか とい うこ と を考 えて いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
この 中の 質問 主意 書 です が、 本当 に大 賛成 で 是非 やっ てほ しい と思 い ます 。私 は、 13年 前
に春 日部 市議 会で 活動 し た際 に、 衆議 院秘 書の 経 験が あっ たも のだ から 、 それ を見 て文 書を
提出 した んで すよ 。そ う した ら「 地方 はそ うい う のは あり ませ んか ら」 で 終わ って しま って 、
国会 議員 と地 方議 員の 違 いを まざ まざ と感 じた ん です ね。 この 制度 とい う のは 、特 に議 員そ
れぞ れの １議 席が 重い と いう こと を、 証言 する 一 番い いも ので すよ ね。 選 挙で それ ぞれ の票
を獲 得し て議 席に 座っ て いる 、い ただ いた 票を 背 負っ てい ると いう 思い が ある んで すね 。
私と して は衆 議院 の 秘書 を経 験し てい るの で 、質 問主 意書 は国 会議 員 が一 議員 とし て出 し
て、 それ を閣 議決 定を し て答 弁書 とし て、 すぐ 議 員に 出す んで すね 。非 常 にす ばら しい もの
で、 私は そう いう 趣旨 で 考え てい ます 。当 然、 墨 田区 で当 ては めれ ば墨 田 区の 庁議 で回 答と
して 決定 して 、区 長の 名 前で 答弁 する もの だと 私 は思 って いま すが 。一 応 、東 京都 議会 では 、
質問 主意 書の よう な制 度 があ るの で、 どう いう 制 度な のか 共通 の認 識と す る。 それ ぞれ の認
識が 違っ てい ると 、そ の 先の 議論 が成 り立 たな い と思 うの で、 それ につ い て聞 きた いの です
が、 いか がで すか 。
◎区 議会 事務 局長 （浜 田 将彰 君）
私ど もも 、こ の件 に つい ては 調査 して おり ま すの で、 ご報 告い たし ま す。
議会 にお ける 議論 は 言論 によ るも のが 原則 と なっ てお りま す。 した が って 、質 問は 口頭 に
よる こと が原 則と いう こ とで ござ いま す。 ただ し 、質 問者 が多 数に 上る 場 合等 、口 頭に よる
質問 を補 完す る意 味で 、 会議 規則 に根 拠と なる 条 文の 規定 をし て、 この 文 書質 問を 規定 して
いる 自治 体が ほと んど で ござ いま す。
東京 都議 会に おい て は、 会議 規則 の中 で条 文 が定 めて ござ いま す。 そ れを 読み 上げ させ て
いた だき ます 。
「議 員は 、会 期中 執 行機 関等 に対 し文 書で 質 問す るこ とが でき る。 前 項の 質問 は、 簡明 な
趣意 書を 議長 に提 出し な けれ ばな らな い。 質問 趣 意書 は、 議長 が答 弁書 提 出の 期日 を指 定し
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て執 行機 関等 に送 付す る 。議 長は 、質 問趣 意書 及 び答 弁書 を各 議員 に配 布 する 」と いう 内容
でご ざい ます 。
平成26年 第１ 回定 例 会に おけ る資 料を 入手 し てお りま すけ れど も、 ７ 人の 議員 から 文書 質
問が 出さ れて おり まし て 、知 事か ら議 長宛 てに 答 弁書 の送 付が あっ たと い うこ とで 、会 議録
の中 に、 そう いっ た記 録 が残 され てい ると ころ で ござ いま す。
◎委 員（ 渋田 ちし ゅう 君 ）
これ が基 本的 な質 問 主意 書の 形だ とい う共 通 認識 とい った 視点 から ス ター トし たほ うが い
いか なと 思い ます 。そ こ が違 うと 、こ の先 の議 論 の仕 方が 全然 違う のか な と思 いま す。
◎委 員（ 加藤

拓 君）

今回 は中 身に つい て 、こ の場 でお 話し する わ けで はな くて 、こ の項 目 につ いて 、仕 分け 、
次回 に課 題を 整理 する 。 「課 題と して は、 こう い った もの があ りま すよ 」 とい うこ とで 理解
すれ ばよ ろし いの では な いか と思 いま す。
◎座 長（ 沖山

仁 君）

加藤 委員 がお 話し し たと おり と考 えて おり ま すの で、 課題 の整 理ま で とい たし ます 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
先ほ ど加 納委 員も お っし ゃっ たよ うに 、こ れ はか なり 重た い話 が入 っ てい るわ けで すか ら、
来月 だけ では なく て、 こ れは 議論 をず っと 深め て いき なが ら、 特別 委員 会 を設 置し て議 会基
本条 例ま で含 めて 、長 い 時間 を掛 けな がら きち ん と議 論を して いく 必要 が ある かな と思 いま
す。 それ ぞれ に多 分、 長 短が ある と思 うん です ね 。そ れぞ れの 制度 に対 し て、 そう いっ たも
のを きち んと 整理 して 、 共通 理解 をし た上 で進 め てい くほ うが よろ しい の では ない かと 思っ
てお りま す。
◎委 員（ 佐藤

篤 君）

今、 西村 委員 のお っ しゃ った とお りで すけ れ ども 、前 回の 仕分 けと し て、 結局 期限 を決 め
まし ょう とい う話 にな り まし たの で、 自民 答案 で は５ 月、 ６月 に、 この 部 分を やっ て、 次に
その 報告 とし て仕 分け る んで すね 。議 論す るか し ない かと いう 仕分 けを 淡 々と やっ てい くと
いう こと は、 前回 、合 意 しま した ので 、宿 題と い うの は基 本的 にな いほ う がい いと 思う んで
す。 今回 の仕 分け です け れど も、 次の 回で は議 会 の審 査・ 調査 機能 の充 実 ・強 化、 監視 機関
とし ての 機能 強化 、議 会 図書 室の あり 方に つい て は、 議論 する かし ない か 必ず 結論 を出 すと
いう こと にし ない と、 ス ケジ ュー ルが 進ま ない 。 これ は議 論し よう かな 、 しな いか なと いう
とき には 、議 論す ると い う方 向に して いた だけ れ ば、 秋以 降に 実質 的な 議 論す るこ とに なる
わけ です から 、そ のよ う に考 えて いた だけ れば い いん じゃ ない かと 思い ま す。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
これ は大 変重 要で 中 心的 な課 題な ので 、十 分 に時 間と って 議論 する 必 要は ある と思 うん で
すが 、例 えば 一つ は通 年 議会 につ いて は、 荒川 区 をは じめ 、い ろい ろな と ころ でや り始 めて
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いる から 、そ れぞ れメ リ ット ・デ メリ ット とい う のは 、か なり 出て きて い るん だろ うと 思う
んで すよ ね。 通年 とい う 捉え 方も 、本 当に まる っ きり 国会 のよ うに １会 期 とい うこ とで 見る
のか 、そ れと も一 応、 い つで も開 ける よと いう だ けで 、そ の中 で４ 回の 定 例会 とい うよ うに
割り 振っ てや って いる と ころ もあ るだ ろう し、 そ の辺 のと ころ を事 務局 の ほう で、 資料 とし
て調 べて 出し ても らえ る とあ りが たい なと 思い ま すよ ね。
あと 、本 会議 の一 問 一答 方式 は、 前期 、前 々 期と 議論 して 、現 行ど お りと なっ てい るん だ
けれ ども 、私 は地 方議 会 だか ら、 本当 に議 論を 深 める とい った 点で は、 墨 田区 議会 でも 一問
一答 もい いの では ない か と思 って いま すし 、そ れ 以外 の問 題に つい ても 、 今後 、時 間を 掛け
て検 討し たほ うが いい と 思い ます 。そ れを 今期 の 例え ば今 年い っぱ いの 議 会改 革検 討委 員会
の中 でや るの か、 この 先 の議 会基 本条 例の 制定 含 めた 根本 的な 議論 を特 別 委員 会で 議論 しよ
うと いう 場に 譲る のか は 、ど ちら でも いい 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 、議 会図 書室 の あり 方に つい て、 ご協 議 願い ます 。
具体 的課 題の 抽出 を 中心 に、 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（ 加藤

拓 君）

議会 図書 室の あり 方 、機 能の 充実 とい った こ とに 関し ては 、こ の先 の 議会 基本 条例 の中 で
図書 室に つい ても 位置 付 ける こと にな ると 思い ま すの で、 その 場で 議論 す るべ きだ と思 いま
すが 、図 書館 条例 も改 正 しま した ので 、今 すぐ 何 かで きる こと があ るか と いう こと は、 別立
て考 えて いた だく とい う こと がい いの かな と思 っ てい ます 。
◎副 座長 （加 納

進君 ）

議会 基本 条例 で議 会 図書 室の 項目 とい うの は 、必 ず入 って くる わけ で すね 。基 本的 には 、
充実 ・強 化を 図る みた い な、 条例 とい うの はそ う いう 文言 なの で、 具体 的 にど うす るか とい
うの は、 別途 検討 しな く ては いけ ない と思 うん で すけ れど も、 参考 にな る 例と して 、理 想と
現実 を見 れば 理想 はも の すご く高 いん だと 思う ん です 。と ころ が、 現実 は もの すご く低 いと
いう のが 実態 では ない か なと 思い ます 。
参考 にな るか どう か 分か らり ませ んが 、本 来 であ れば 国会 図書 館の よ うな 機能 があ れば 一
番い いの かな と思 いま す 。こ れは 、議 会事 務局 の 充実 とも 関連 して くる ん です けれ ども 、例
えば 私た ち議 員の 要求 を 予測 して 、自 発的 に関 連 資料 の収 集、 分類 、分 析 、翻 訳、 編集 等の
準備 をし 、資 料を 提供 す る。 だか ら議 員の 補佐 で すよ ね。 司書 を置 いて い ただ くこ とが でき
れば 一番 いい のか なと 思 いま す。 一方 、国 会図 書 館法 では 細か く規 定さ れ てい るん です けれ
ど も 、 地 方 自 治 法 で は 100条 の 19と 20の ２ 項 目 で し か な い ん で す ね 。 官 報 と か 、 広 報 と か 、
国か ら送 付さ れた もの を 保管 して おか なけ れば な らな いと いう こと で、 こ れで はま るっ きり
倉庫 です よね 。
次の とこ ろで は、 議 会図 書室 は一 般に これ を 利用 させ るこ とが でき る 。一 般開 放も 可能 な
ぐら い、 資料 も蔵 書も 含 めて 、充 実さ せる こと が 可能 なの です が、 一般 の 区民 に開 放さ せる
とな ると 、コ ピー の機 能 を持 たせ るた めに は、 司 書を 置か なく ては いけ な いん です よね 。そ
うい うよ うな 限り なく 高 望み をし たら 、予 算措 置 も含 めて 大変 なん です け れど も、 議会 事務
局の 充実 と絡 めて 、議 会 の政 策立 案の 法務 的な 役 割を 含め て、 少し でも 政 策立 案の 強化 に資
する よう な体 制に 持っ て いけ れば いい とい う希 望 を持 って いま す。
今の 国会 図書 館法 の 国会 図書 館の 規定 を是 非 参考 にし てい ただ けれ ば と思 いま すの で、 述
べさ せて いた だき まし た 。
◎委 員（ 高柳 東彦 君）
一言 で言 って しま う と、 議員 が行 きた くな る 、議 員が 図書 室へ 行け ば 政策 立案 活動 がど ん
どん 進む よう な、 そう い う機 能が あれ ば一 番い い と思 うん だけ れど も、 あ まり 利用 して ない
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でし ょう 。図 書室 も電 気 は薄 暗く て、 中見 ても 誰 もい ない みた いな 感じ で 、今 イン ター ネッ
トで いろ いろ 調べ られ た りも しま すか ら、 そう い う中 で、 どれ だけ 本当 に 議員 が足 を運 びた
くな るよ うな 機能 を持 た せた 図書 室を つく れる の かと いう こと だと 思う ん です よね 。
以前 、私 は、 かな り 基礎 的な 地方 自治 法関 係 、議 会運 営関 係、 あと は 全国 でど うい う施 策
やっ てい るの かと いう 、 視察 のと きだ けで はな く て全 国の 資料 があ りま し たか ら、 そう いっ
たも のを よく 見に 行っ た りし てい まし た。 それ で 、こ の本 をあ の人 が読 ん でい るん だ、 この
人が 読ん でい るん だと 、 先輩 の議 員は 今よ りも 図 書室 を利 用し てい たと 思 うん です よ。 貸出
しの とこ ろに 名前 がい ろ いろ 出て いま すよ 。だ か ら、 我々 がも っと 利用 す るこ とを 前提 にし
て、 本当 に利 用し たく な るよ うな 図書 室に する に は、 どう した らい いの か なと いう あた りを
検討 した らい いん じゃ な いか なと 思い ます 。
◎委 員（ 大瀬 康介 君）
図書 室に は、 実は 議 員に なる 前に 情報 公開 で よく 行っ てい たん です 。 議員 にな って から 使
わな いと いう のは 、行 っ ても いい 本が ない んで す よ。 少な くと も、 どう い う蔵 書が ある のか
とい うリ スト があ れば い いん でし ょう けれ ども 、 それ もど こに ある のか 分 から ない とい う状
態で 。あ とは やは り実 際 に調 べ物 はイ ンタ ーネ ッ トを 使っ てし まう とい う こと と、 もっ と電
子化 され た議 会図 書館 が あっ たほ うが いい んじ ゃ ない かな と思 いま す。 電 子化 した もの があ
れば 、そ こか らま たデ ー タを 拾っ てき て、 いろ い ろな 活用 もで きる んで 、 そう のよ うに して
いた だけ たら 助か りま す 。
◎委 員（ 西村 孝幸 君）
お話 を伺 って いて 、 全く その とお りだ と思 い ます 。理 想は どこ まで 行 って も高 い、 それ に
はコ スト も掛 かる とな る と現 実は なか なか 今厳 し いと いう 中で 、必 要な 本 を見 つけ たも のに
つい ては 政務 活動 費の 中 で多 分自 分で 買っ てい る とな ると 、例 えば 自分 が 気付 かな かっ たも
のが 図書 室に ある かも し れな い、 あそ こに 行く と 違う 資料 があ るか もし れ ない 、自 分の 知ら
ない もの があ るか もし れ ない 。そ のよ うな 環境 が でき ると 、活 用し よう と いう イン セン ティ
ブと いう か、 動機 付け に なる んだ と思 うん です ね 。そ のあ たり をど のよ う に、 それ こそ 専門
性を 持っ た人 が「 議会 の 審議 に資 する よう な本 で 、こ うい った もの もあ り ます よ」 と提 供し
てい ただ ける よう な環 境 づく りを 、ど うや った ら あら かじ め決 めら れた 予 算の 範囲 の中 で実
現で きる か、 現実 的な と ころ を議 会図 書室 につ い ては 考え てい くと いう と ころ も大 事だ と思
いま す。 理想 は高 く持 っ て、 きっ と基 本条 例に も 書き 込み 充実 を図 るん で しょ うけ れど も、
まず はや れる とこ ろは ど こだ ろう と。 そし て、 そ れで 利用 率が 上が って い るの かも 見な がら 、
次に 何が 必要 なん だろ う とい うと ころ を、 繰返 し 議論 して いく 必要 があ る と思 うん です 。こ
こに つい ては 、割 と最 初 の導 入で 議論 がし やす い 部分 かな とは 感じ てお り 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
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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 、次 回の 協議 事 項で ござ いま すが 、本 日 、協 議が まと まり ませ ん でし たタ ブレ ット 端
末の 配布 （ペ ーパ ーレ ス 化） につ きま して は、 各 会派 から 意見 開陳 後、 改 めて 協議 をい ただ
きま す。
また 、本 日、 各会 派 に持 ち帰 りと した 議会 の 審査 ・調 査機 能の 充実 ・ 強化 、監 視機 関と し
ての 機能 強化 、議 会図 書 室の あり 方に つい ては 、 主に 仕分 けの 視点 で各 会 派か ら意 見開 陳を
いた だい た後 、改 めて 協 議を いた だき ます 。
次に 、今 後の 検討 ス ケジ ュー ルの 自民 党案 に 示さ れて おり ます ６月 の 内容 に従 い、 効果 的
で効 率的 な議 会運 営及 び その 他の 課題 につ きま し て、 論点 整理 を中 心に 協 議い ただ くこ とに
なり ます が、 何か ご意 見 はあ りま すか 。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

それ では 、そ のよ う に取 り扱 うこ とと いた し ます 。
本日 の協 議事 項に つ きま して 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。
座長 案と しま して は 、６ 月10日午 後１ 時半 と 考え てお りま 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）

それ では 、次 回は ６ 月10日金 曜日 、午 後１ 時 半か 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、 あり ま せん か。
〔「 なし 」と 呼ぶ 者あ り 〕
◎座 長（ 沖山

仁 君）

以上 で、 第６ 回議 会 改革 検討 委員 会を 閉会 い たし ます 。
午後 ４時 ２３ 分閉 会
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