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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成２５年２月４日（月） 

 午前１０時００分～午前１０時４３分 

会  場  委員会室        

 

１．出席者  

   ２番 黒 川 美 克、  ６番 幸 前 信 雄、  ７番 杉 浦 敏 和、 

１０番 鈴 木 勝 彦、１１番 鷲 見 宗 重、１３番 磯 貝 正 隆、 

１５番 小 嶋 克 文 

    オブザーバー 議 長、副議長 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   柳沢英希、浅岡保夫、柴田耕一、内藤とし子、内藤皓嗣、小野田由紀子  

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   書記２名（議会事務局長は、他の公務にて欠席） 

 

６．付議事項 

 １ 特別委員会第２６回の検討結果について 

２ 意見交換会のテーマについて 

３ 議会改革に係るテーマについて 

４ 予算・決算審議用及び議会報告会で活用可能な予算・決算に係るフォー  

マットに係る当局との調整結果について 
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５ その他 

 

７．会議経過 

 

委員長挨拶  

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の磯貝正隆委員を指名いたします。 

 

 

《議 題》 

１ 特別委員会第２６回の検討結果について 

委員長 過日、「議会改革特別委員会〔第２６回〕検討結果について」を配布さ

せていただき、お目通しをしていただいていると存じますが、何か御意見等が

ございましたら、お願いいたします。 

 

 意 見 な し 

 

 

２ 意見交換会のテーマについて 

委員長 この件につきましては、前回、将来を見据えた高浜市の課題をテーマ

にすることが決定され、今後、各会派で検討して、テーマを決定して行くこと

になっています。そこで、検討されたことなどがありましたら、発言をお願い

いたします。 

意（１０） 市政クラブとしましては、５月１１日が報告会だと思っておりま
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すので、まだ、期間的には若干余裕があるかと思いますので、その間に、議員

間同士の話し合いをしたりですね、議論をしたり、それに対する勉強会の開催

をしたりしてですね、もう少し具体的な話し合いが必要かなと思いますので、

今、きょう、ここでとか、今月でというような決め方ではなくて、もう少し時

間を置いたとらえ方でテーマを決定していったらとどうかなと思っております。 

委員長 次に、１１番、鷲見委員。 

意（１１） 私ども、まだ検討中で、これがいいというのは決めておりません

ので、よろしくお願いします。 

委員長 １５番、小嶋委員。 

意（１５） うちらのほうもですね、先回、庁舎の問題とか、それから防災に

ついて、長期的なということで出しましたけれども、今度の議会報告会のテー

マとしては、まだちょっと具体的には決まっておりませんので、よろしくお願

いします。 

委員長 次に、２番、黒川委員。 

意（２） 私どものほうも、今、小嶋委員と同じで、まだ検討中であります。 

委員長 ただいま、御協議いただきましたけれども、具体的なテーマは、まだ

各会派とも出てこないということで、継続検討ということで、よろしいでしょ

うか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議もないようですので、そのようにさせていただきます。 

 

 

３ 議会改革に係るテーマについて 

委員長 この件につきましては、前回、各会派、委員よりテーマなどの御意見

が出されましたが、再度、各会派に持ち帰り、検討の順位付けも踏まえ、御検

討をお願いしておりましたので、御協議をお願いいたします。その前に、事務

局に調査依頼をいたしておりました、議会動画配信の導入、キャッチの視聴率
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とその影響などについて、一般質問の内容等について近隣市が傍聴者用にどの

ようなものを提供しているかについて、事務局から報告願って、それを参考の

一部にして御協議願えたらと思います。事務局、よろしくお願いいたします。 

事務局 まず、本日お配りいたしました資料の一番下にあるかと思いますが、

右肩に資格で囲ってあります「資料」という、１枚ペラの両面刷りのものを御

覧ください。今回、キャッチのほうに確認いたしまして、放映に関する経費、

これについては、放映料をいただくということは、ないというようなことでし

た。そして、設備投資等の経費関係でございますが、議場内のカメラ等の放送

設備の更新があるではないかということで、これにつきましましては、以前か

らの話の中で、１，０００万円程度というところを聞いておりましたので、今

回、ここには、１，０００万円程度ということで報告させていただいていると

ころでございますが、何かと技術革新等々もあるようですので、この辺のとこ

ろについては、ここまではいらないというような部分もあるかもしれませんが、

過去からの情報だということでお含みおきください。それから、カメラマン等

の派遣費用ということで、これはランニングコストに係る部分になるんですが、

１定例会当たり、２０万円から３０万円程度ということで、平均を取りまして、

１年間に１００万円程度かかるということでございます。次に３番目の営業地

区内の総世帯数でございますが、この世帯数につきましては、キャッチさんか

らの報告に基づいてここに記載してありますので、実際の各市ホームページの

ほうの世帯数と人数が違っている場合もございますので、その辺もお含みおき

ください。全世帯数、碧南市、安城市、刈谷市、知立市、高浜市、西尾市とい

うことで、２５万４，４９４世帯、そのうち、高浜市が１万６，４１８世帯で、

これは平成２４年１２月末現在でございますが、高浜は約６．５％を占めてい

るということでございます。次に、営業区域内での利用世帯数ということで、

多チャンネル利用総数、これはテレビに関係するところでございますが、６万

７，１８１件、そのうち高浜が５，３４５件。利用総数での割合でいきますと、

約８％ということでございます。あと、インターネット、ケーブルプラス電話

の関係ですが、書いてございますけれども、一番最後のネットワーク利用総数

というところ、８万７，１８８件あるわけですが、そのうち高浜が６，５９９
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件、ここの部分につきましては、多チャンネル、インターネット、ケーブルプ

ラス電話、これ、いずれか１以上加入している方々が、８万７，１８８件の総

数があるということでございます。ですから、多チャンネル利用者数と２重に

なってくる部分もあるかもしれませんが、この件数もある程度、中に入れてい

くというようなことも考えていただければと思います。あと、議会放送、高浜

市以外のところでは放映をされているところなんですが、視聴率等々につきま

しては、把握をしていないので、ここについては、コメントは控えさせていた

だくということでございました。また、この放映に関して、何らかの影響とい

うんですかね、そういったところにつきましても、特に回答がございませんで

したので、よろしくお願いいたします。次に、裏面のほうに行きまして、オン

デマンド放送についてということで、これにつきましては、前回のときに、局

長のほうから「Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ（ゆー ちゅーぶ）」みたいなもので発信する

ことができますねと言っていた部分でございます。正式には「Ｕｓｔｒｅａｍ

（ゆーすとりーむ）」というような名称でやられているようでございます。ここ

の会社の所有しているウェブから情報を発信していくというようなやり方にな

りまして、費用のほうにつきましては、ここに生放送を接続する、切り替える

ため、「ビデオキャプチャ」というものを購入する必要になるということと、あ

とは、それの元データをこちらのほうでも管理したほうがいいだろうというこ

とで、大容量のハードディスク、外付けのものが必要になるのではないかとい

うことろで載せさせていただいております。それらを足しても、数千円から数

万円というところの費用になってくるかと思います。ランニングコストにつき

ましては、ユーストリーム社のホームページにつなげるだけのことですので、

そこに関する登録の費用等々は、何もないということでした。これにつきまし

ては、犬山市議会さんのほうがやられておりましたので、そちらのほうからい

ろいろと聞かせていただいた中での内容でございます。他市を見てみますと、

蒲郡市議会さんもこういったものを使ってやっておられるようでございます。

次に「オンデマンド放送について（その２）」のところ、下の段になりますが、

株式会社会議録研究所が開発したアプリケーションソフトを活用して、生放送

と録画放送を配信することができますよということを聞いておりまして、近隣
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市では、岡崎市、刈谷市、安城市、西尾市の市議会さんがこれを使って配信を

されているようでございます。こちらのほうで見積りを出していただいたとこ

ろ、設備投資関係の経費につきましては、当初、２８万円程度かかるというこ

とでございます。ランニングコストにつきましては、専用回線の使用料とか、

いわゆる映像の編集費等に、年間、１５２万円程度かかってくるということで

ございます。 

委員長 何か、事務局のほうに確認しておきたいようなことがございますか。 

議長 キャッチさんの高浜市の加入率は、どれになるのですか。 

事務局 高浜市のキャッチへの加入率というのは、それぞれの営業項目の中、

多チャンネル、インターネット、ケーブルプラスのそれぞれと複数契約してい

る人というところの括弧内の件数になってきますが、これについては重複して

いるところがあるかと思われますので、これをすべて足して全部だというふう

ではないかと思われます。例えば、テレビのみというふうで考えるのであれば、

５，３４５件という部分が高浜の加入率というふうにしてみていただくという

ふうな見方しかちょっと取れなくて申し訳ないのですが、そういうことになっ

ております。 

委員長 ほかに、何か確認しておきたいようなことは、ございませんか。ちょ

っと、一点、私のほうからよろしいですか。オンデマンドのほうというのは、

「その１」、「その２」は、別々というふうに考えていいのですか。  

事務局 オンデマンドのほうの「その１」、「その２」につきましては、別々で

ございます。「Ｕｓｔｒｅａｍ（ゆーすとりーむ）」というのは、いわゆるネッ

トで「Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ（ゆー ちゅーぶ）」や何かを御覧になるのと同じよう

なイメージで見られるというのが「その１」のほうでして、「その２」につきま

しては、その会社に委託をして、その会社を経由して発信をしていくというや

り方になります。 

委員長 コストが全然違うんですけども、何がどう変わるのですか。 

事務局 コストにつきましては、いわゆる、「その１」のほうにつきましては、

ここのユーストリーム社が無料で配信をしていただいているところでして、こ

こにつきましては、皆さん、「Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ（ゆー ちゅーぶ）」だとか「ニ
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コニコ動画」というのを一度は御覧になられたことがあるかもしれないのです

が、そういったものと一緒で、いろんな企業の広告や何かが載ってきますので、

その収入を元に、無料で発信する提供の場所を与えていただいいているという

ところのものでございます。なので、市議会にふさわしくないような広告も出

てくるという可能性はありますが、全国では、下の「その２」というような方

法でやっているところがほとんどであったところが、こういった経費を節減す

るということで、こちらのほうに移行しているところもあるようですけれども、

私の個人的な考えですと、ちょっと、その広告の部分、そんなにふさわしくな

いという部分はないかもしれないのですけれども、そこの広告の部分の問題と、

あとは、発言訂正、発言取り消しの関係があった場合に、そこら辺の修正は、

多分、こちらでは加工ができないかと思います。その加工ができるようにする

となると、そのための、こちらの当局、事務局のほうで、そういった編集の機

械を買わなければ、そういったような編集ができないということでございます。

それと、すみません。先ほどちょっと申し忘れておりましたけれども、キャッ

チにつきましては、放送番組の枠内で放送するものですから、ライブ放送とい

うことはできないかと思います。オンデマンドのほうにつきましては、それぞ

れライブ中継、皆様が議会、本会議をやられているその姿とその後に見られる

録画放送というもの、それぞれが対応できるということでございます。 

意（１５） 今のオンデマンドのほうの「その１」は、生放送、これはやはり

録画放送ができるのですか。 

事務局 はい、できます。それでもう一つ、ここのオンデマンド放送の「その

１」につきましては、「ユーストリーム」、「議会」というようなふうで検索して

いただくと、その情報が見ることができます。犬山市議会事務局のホームペー

ジもしくは蒲郡市議会事務局のホームページのほうを御覧いただくと、過去の

ものが配信されていますので、それを見ることが可能かと思います。また、「そ

の２」のほうの会議録研究所さんのほうで活用されている、岡崎市さん、刈谷

市さん、安城市さん、西尾市さん、こちらのほうも議会事務局のホームページ

を見ていただくと、過去の放送分が見られるというところもありますし、その

場限りで、１カ月配信したら、もうそこで終わってしまうと、これはハードデ
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ィスクという記録する容量によって配信できる期間が、それぞれ工夫されてみ

えると思いますので、そのやり方は、いろいろのようでございます。 

意（１０） もう一度確認ですが、そうすると、高浜市のホームページから、

ここへリンクできるということでよろしいでしょうか。 

事務局 その通りでございます。それぞれオンデマンドのほうにつきましては、

それぞれのところの会社にリンクをして、そこで発信するといふうなイメージ

でいていただければ、結構かと思います。 

意（１１） 先ほど、「その２」の場合は、１カ月ぐらいで配信ができなくなる

ということを言われましたけど、「その１」の場合はどうなるのか。ずっと永遠

にというか、どういう形になるのか教えてください。 

事務局 まず、オンデマンド放送「その１」というところも、無料で配信でき

るその容量というのが決まっていますので、他のところを見させていただきま

すと、前回、私どもの今のこの時期ですと１２月定例会１回分ぐらいなのかな

というようなイメージで思っています。ただ容量自体があれば、何カ月、何年

間というところは配信することが可能か思いますが、その辺は、それぞれの議

会さんのほうで、いつまで放映しましょうというところは決められて、ルール

がされているのではないかと思われます。それから「その２」のほうにつきま

しては、今回のこの見積りの内容の中で見させていただいたのは、過去４年間

分は配信することが可能なように設定がしてあるというふうに聞いております。 

委員長 よろしいですか。この場でどうすると決めるのは難しいと思いますの

で、冒頭、キャッチさんのほうも視聴率のほう、わからないということをおっ

しゃってみえましたし、どれくらい見られているかということは、いまいち、

これ、はっきり効果のところが見えないものですから、一度、また持ち帰って

いただいて検討いただければと思いますけれども、そういう形でよろしいです

か。 

 

 「はい。」と発声するものあり。 

 

委員長 次に、前回、私のほうからお願いしたんですけれども、一般質問等の
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内容について傍聴者用としてどのようなものが提供されているかということで、

これも事務局のほうで用意いただきましたので、事務局のほうから一度説明願

いますか。 

事務局 それでは、一般質問の傍聴者用の配布資料につきまして、各市町のほ

うから取り寄せさせていただきました。順番としては、本市のもの、それから

碧海４市、西尾市、半田市、大府市、東浦町の順につづらせていただいており

ます。まず、高浜市ですが、２枚ものになりますが、１番目は通常の一覧表に

なります。２番目につきましては、１２月定例会から質問議員の予定時間表を

配布ということで、このような形で配布させていただいております。これにつ

きましては、庁内にも掲示させていただきまして、ホームページにも掲載させ

てもらっていますが、こちらについては随時更新のほうをさせていただいてお

ります。次に、各市の状況で、ちょっと特記事項というんですかね、そういう

ところをみますと、碧南市さんですと、一般質問通告書の写しをそのまま配布

されているということであります。それと、安城市さんですと、一般質問の議

員さんの横に開始時間というのが、一応、予定開始時間ですかね、それが入っ

ております。次に、西尾市さんですが、若干、項目内容、質問内容が細かく記

載されているかなとは思います。最後に、東浦町さんですね、こちらが質問の

趣旨だとか質問項目の内容が、かなり細かく記載されているかなというふうに

存じます。次に、議会の傍聴者用の配布物、閲覧資料の状況調べということで、

１枚もののＡ４のものを参考に出させていただきましたが、これは議会サイド

のほうでお伺いしたものでございまして、左側のほうが配布物の関係、右側が

閲覧の関係で、この中を見ますと、刈谷市さんが議案書、予算書等について配

布のほうを議運で検討をされているようでございます。それと知立市は、議案

の概要版を配布されているようでして、今、一般議案も、予算関係もＡ４でい

うと各４ページほどのものをつくられて、配布をされているようでございます。

閲覧に関しては、刈谷市さん、安城市さん、知立市さんが傍聴受付のところな

どで１部ですね、議員さんに配布する資料と同じものを閲覧用に置いてみえる

ようでございます。安城市さんにおきましては、議会図書室も配布されている

ようでございます。あと、委員会については、碧南市さんが閲覧用を１部置い
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てみえるようでして、本会議のときにおいても今後検討される、すみません、

碧南市さんの委員会については、３月定例会からその予定であるということで

すね。それと、その他の資料としまして、刈谷市さんが委員会の中で報告され

る計画等があれば、その議員さんに配布される資料も一式、閲覧用で１部、準

備をされているようでございます。本市の場合なんですが、議案書等ですね、

これは議運終了後から行政グループのほうで閲覧は可能であるようでございま

す。ただし、議案書の中でも調停、和解等で個人情報などが含まれることがあ

りますので、ここらは配慮して、閲覧のほうをさせていると。予算書につきま

しては、財務グループと市民生活グループで閲覧のほうも可能であるようです。

これらの閲覧につきましては、一般の方の閲覧は、まずないようでして、予算

書のほうについては、業者さんなりが見られに来られるようでございます。そ

の他の情報といたしましては、県下のある市では、一部改正の条文を含めまし

て、そのままホームページに掲載されている市もございます。それから、本市

の場合ですけども、本市でも実際行政グループで閲覧のほうをしていますので、

傍聴の受付等で閲覧することは、別に、問題はないのかなということでござい

ます。他市の状況ですが、既に閲覧させているところであれば、市当局のほう

も、閲覧に付している、実際、ちょっと調べてないですが、閲覧可能ではない

かなというような状況かと思います。 

委員長 ただいま、事務局のほうから説明いただきましたけれども、何か質問

等、聞きたいことがございましたら。 

意（１５） 高浜市の本会議の配布物を、ちょっともう一回確認、言ってくだ

さい、これ、何が今配られているか。 

事務局 私ども、傍聴のほうは、まず、会期の日程表を置いております。それ

と、その日の議事日程表。それと一般質問ですと、先ほど申し上げました２枚

ものの一覧表と質問時間の予定表ですかね、以上です。 

委員長 よろしいですか。 

意（１５） はい。 

委員長 ほかに何か、確認等したいことございましたら。 

議長 配布物というふうに書いてあるものに関しては、すべて渡してしまって、
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回収しないというふうでとらえていいわけですか。 

事務局 配布物のほうで、回収していないかということですが、回収はしてい

ないと思います。 

委員長 ほかに何か、確認しておきたいようなことがございますか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 よろしいですか。この件についても、きょう初めて皆さんこれを目に

されていると思いますので、他の議会の状況等踏まえて、うちがどういう形で

やっていけば、開かれた議会というか、市民の方にわかりやすくなるかという

ことで、そういう視点で、もう一度会派に持ち帰っていただいて、こういう形

に変えていきましょうということで、次回のときに提案いただけるようにお願

いしたいのですけれども、そういう形でよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 では、そういう形で、よろしくお願いいたします。それから、これは

前回、各会派のほうから、議会改革に係るテーマということで出していただい

たということで、市政クラブさんのほうから、通年議会、土日議会、夜間議会、

その他可能なことということで、テーマを出していただいているのですけれど

も、このところで、何か、また申し添えるようなことがございましたら。 

意（１０） いろいろ会派の方から御意見があって、こういうテーマ、ああい

うテーマということで、複数出てきたと思いますけども、それに当たって、こ

の特別委員会として、運動方針というんですかね、方向性というんですか、こ

ういう目的をもって、このテーマでやるよというような、何か、こう規則書み

たいな、規律書というですか、要項というんですか、こういうものを作成して、

それに基づいて、では、この目的に合ったもので、こういう方向で行きましょ

うというような、何でもかんでもではなくて、その要項づくりというのが一つ

必要ではないかなというように思っております。 
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委員長 公明党さん、市民クラブさんのほうから中学校で議会報告会の開催と

いうテーマをいただいていますが、その件につきましては。 

意（１５） もし、できれば、わかりませんけれど、実際、市のほうにおじゃ

まして、ちょっと勉強させてもらいたいなという、意見もありました。 

委員長 市のほうと言うのは。 

意（１５） 岡崎市のほうにね。 

委員長 岡崎市ね。 

意（１５） どういうふうに、やっておられるとかということで。今のところ

出ているのは、それぐらいですので。 

委員長 共産党さんのほうは、今、議案の資料等ということで、事務局のほう

からの説明もあったんですけれども、こちらのほうはどちらかというと、各会

派に持ち帰っていただいて、他市の状況を調べていただいたものですから、こ

れでもう一度御検討いただくということで、よろしいですか。 

意（１１） もう一つ、夜間議会、土日開催という点で、やはり、やる方向で

考えて、この検討の課題になると思うんですけども、そういう点で、テーマに

していただきたいなというふうに思います。 

委員長 逆にですね、これちょっとまだ提案なんですけども、あれもこれもと

いう形で、たくさんこういうことやっていった方がいいというのはわかるんで

すけども、とりあえずですね、動画の配信と傍聴者への配布資料等について、

事務局のほうから、先にやられているところもございますので、そちらのほう

を先にやっていった方が、いいかと思うんですけれども。各会派で、きょう、

初めて資料見ていただいているものですから、ここのところを、どうやってい

くかということを先に決めさせていただいて、ほかに御提案いただいている内

容については、また、別途、そちらのほうが終わってから進めないと、あれも

これもと、乱立してくるものですから、とりあえずは、動画配信の関係と３月

議会に間に合うかどうかわかりませんけれども、配布資料等について、ここの

ところを、もう一度しっかりとさせていただいて、これが終わってから次のス

テップということで、やらせていただいたらどうかなと思うんですけれども、

どうでしょうか。 
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意（１０） 委員長の言う通りで結構ですけど、私も前回の委員会のときにも

言いましたように、通年議会であるとか、土日開催だとかというのは、あくま

でも最終決定といってはおかしいですけども、その前にやることがあるのでは

ないかということで、今、言ったような、キャッチだとか配布物の検討という

のが必要だというような意見も言わせていただいたんですが、こういうことを

やってから、今のもう一つワンステップ行くときに、通年であるとか夜間であ

るとかと土日開催というものを検討したらどうかということですので、まさに

委員長の言う通りで結構かと思います。 

委員長 よろしいですか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 鷲見委員、いいですか。 

意（１１） この放映について、その土日議会、金がかかるから、金と天秤を

かけるという、前回の論議もされたような気もしないでもないんですけども、

そういう点で、先にこれを進めて行くのかなというふうに思いますけど、どう

いう、ちょっと、前回との整合性がちょっとわかりませので、ちょっと、委員

長、整理してください。 

委員長 何をやらせても費用かかると思うんですよ。通年議会にしろ、土日議

会にしろ、今、やろうとしていることは、議会に足を運んでいただいて見てい

ただくという、そういう方法になると思うんですよ。オンデマンドで配信とい

うのは、自宅で見ていただけるという形になるものですから、ちょっとやはり

趣旨が違っているのかなと。キャッチさんのほうから情報いただけなかったん

ですけども、どれくらいの視聴率があって、どれぐらいの方が見られていると

いうのはわからなかったものですから、効果の具合がよくわからないというと

ころがございますので、あと、費用との兼ね合いで、どういうふうに検討する

のかなというのが議題かなと。土日議会についても、以前、西尾市さんか、ど

こかで一応やられた実績があるということですけども、１回でやめられた。要

は、傍聴者があまりにも少ないので、やめられたという経過もあったものです
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から、その辺のところも御検討いただければと思いますけども。 

意（１１） はい、わかりました。 

委員長 ということで、一度、今回、申し訳けないですけども、動画配信の関

係、それと、これは早くできると思うんですけども、議会傍聴に来られた方へ

の配布資料の関係、こちらのところは、議会傍聴の配布資料の関係は、費用が

それほどかからずに早く実行できると思いますので、こういうことは早く決め

ていった方がいいのかなと思いますので、各会派のほうで検討いただいて、そ

れで次回報告いただいて、できるところから順次ということで実施したいと思

いますけど、そういう形でよろしいでしょうか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 では、そのように決定させていただきます。 

 

 

４ 予算・決算審議用及び議会報告会で活用可能な予算・決算に係るフォーマ

ットに係る当局との調整結果について 

委員長 この件につきましては、前回提示しましたアクションプラン年度評価

シートに決定され、その後、正副議長で当局と調整することとなっておりまし

たので、議長のほうから調整結果を御報告いただきたいと思います。 

議長 きょう、お手元に配布をさせていただきましたものでございますけれど

も、過日、市長、そしてまた財務グループのほうと相談をさせていただいて、

前回、この委員会の中では、アクションプラン年度評価シートでという話があ

ったんですけれども、このアクションプラン年度評価シートは、市民会議、そ

れから、行政評価委員会で使われている資料でございます。それと同じものを

ですね、議会の中に公式的な参考資料として提出をいただいて議論するという

のは、ちょっと違和感があるのではないかという部分と、それから、当局にで

すね、過度の負担になるという、新たなものをね、お願いすると過度の負担に

なるのではないかというところを勘案しまして話をしましたところ、きょう、
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お配りしましたようにですね、主要新規事業、主要の事業というのは、継続も

含めてですけども、それから新規事業というものを当局のほうがピックアップ

をして、より議会の方々に、あるいは市民によく理解をしていただきたい事案

に関しては、事業として取り出して、この１枚、Ａ４、１枚を、今までのよう

に、今までも主要新規事業って、別添で付いていましたよね、あのような形で

出していただけると、様式は若干変わっていますけども、この形になってくる

ということです。それから、継続事業に関しては、きょうのこのＡ３のほうの

右側になりますけども、これまでの主な取り組みと成果というものを付けてい

ただくという形になります。ですから、イメージでいうと、例えば、今度の３

月定例会の予算においての新規事業については、きょうお配りした、このＡ３

のほうの左側のみが出てくるという形になります。今年度からの継続事業の場

合は、主要事業として、この左側のものと、それから、今年度までの取り組み

と成果ということで、この右側のものも出てきます。ですから、見開きで一つ

の事業に対して出てくるという形になります。これが予算で出てくるもの、あ

るいは補正予算で出てくる形になります。それから、決算においては、この主

要新規事業等で取り出して、当局側から出てきた事業に対しては、すべてこれ

までの主な取り組みと成果というものをつけていただくという形にしましたの

で、今回は、次の決算では、この予算で出てきたものの、この右側のタイプの

ものが出てくるという形になります。よろしいでしょうか。 

委員長 ただいま、議長より結果報告がありましたが、これについて、何か質

問等ございましたら、お願いします。  

 

 質 疑 等 な し 

 

委員長 よろしいですか。前回、アクションプランでということを言っていた

んですけれども、議長のほうから当局側とすり合わせいただいて、このような

フォーマットでということで趣旨は変わっていないと思っていますので、こう

いう形で、３月の定例会の予算のところには参考資料ということで、これが出

てきて、この中身で審議できるような形になると思いますので、３月からの準
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備で、よろしいですね。 

議長 はい。 

委員長 御意見もないようですので、そのように決定させていただきます。  

 

 

５ その他 

委員長 その他で、何か皆さんの方からございませんか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 なければ、次回の開催日程の調整をさせていただきたいのですけれど

も。先ほど、２点ほど各会派で御協議いただくということで、お願いしており

ますので、もうすぐ３月議会の準備に入りますので、２月１８日の週までに調

整いただける形でよろしいですかね。 

 

 委員間にて、次回開催日程の調整。 

 

委員長 次回は、２月１９日、午前１０時からの開催ということで、よろしく

お願いいたします。次回の案件につきましては、一応念のために、意見交換会

のテーマということで、毎回、お伺いするような形はとらせていただきます。

それと、きょう持ち帰っていただくということでお願いさせていただいた、動

画の配信の関係、こちらのところの検討、各会派での検討結果、それと、議会

のときに傍聴者に配る資料、閲覧資料等について、各会派の中で協議いただい

て、一応こういう形にしたらどうかということで、御提案いただきたいという

ふうに考えておりますので、その３点で、御協議させていただきたいと思いま

すけども、以上でよろしいでしょうか。 

 

 「はい。」と発声するものあり。 
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委員長 その他、何か皆さんの方で、何かございますか。 

 

 「ありません。」と発声するものあり。 

 

委員長 なければ、以上をもって、議会改革特別委員会を終了いたします。 

 

 

                     閉会 午前１０時４３分 

 

 

            議会改革特別委員会 委員長 

 

 

 

            議会改革特別委員会 副委員長 

 


