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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成２３年１１月２１日（月） 

 午前１０時２１分～午前１０時４５分 

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

１番 磯 田 義 弘、  ２番 黒 川 美 克、    ６番 幸 前 信 雄、 

９番 北 川 広 人、１２番 内 藤 とし子、１３番 磯 貝 正 隆、 

１４番 内 藤 皓 嗣、１６番 小野田由紀子 

   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、杉浦辰夫、鷲見宗重、小嶋克文  

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 １ 特別委員会第６回の検討結果について 

２ 議会報告会アンケート（案）について 

３ 議会報告会の第２回試行的リハーサルについて 

 ４ 議会だより編集委員会の検討状況報告について 

５ その他 
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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、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 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の幸前信雄委員を指名いたします。 

 

議 題 

１ 特別委員会第６回の検討結果について 

委員長 過日、「特別委員会〔第６回〕検討結果について」を配布させていただ

き、お目通しをいただ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。よろしいですか。 

 

 意 見 な し 

 

 

２ 議会報告会アンケート（案）について 

委員長 この件につきましては、前回の委員会において、委員長案を提示させ

ていただきましたが、持ち帰り、各派で御検討のうえ書面にて、各派の案を提

出いただくようお願いしておりました。そこで、お手元に提出していただきま

した、公明党さんの案と共産党さんの案を配布させていただいております。そ

れぞれの会派案の説明をいただいた後、委員長案を含めまして、本日、再度、

御検討、御協議をお願いしたいと思います。まず、公明党さん、小野田由紀子

議員、よろしくお願いいたします。 
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意（１６） ２枚、３枚ぐらい、前回あったものですから、これを全部読みな

がらチェックすると結構時間がかかるのではないかなということで、アンケー

トにお答えしていただく立場の方に立って簡潔にさせていただいたものですけ

れども、（１）から（４）までに簡潔に整理させていただきました。それだけで

す。 

委員長 続きまして、共産党さん、内藤とし子議員、お願いいたします。 

意（１２） 私どもも、同じような意見なのですが、初めて今度するというこ

とがありますので、初めてということもあって、多少、アンケートがふえても

やむを得ないのではないかということを考えまして、例えば、１番のところで

すと、これを横にもってくる。Ａが左、Ｂが右側というような形にして、もう

ちょっと、１番を半分にするといいますかね、そんなようなふうにしたら、裏

表で済むのではないかということを思いまして、後、それと、市議会、本会議

の傍聴については、傍聴のところで名前も書いていただいていますし、そうい

うことは、しなくてはいいのではないかと思いまして、なくてもよいというこ

とで、一応、見てみました。そんなところです。 

委員長 ホームページもなしでいいですね。 

意（１２） ホームページは、今、どれくらいの方がやってみえるのか、ちょ

っとわかりませんので、とりあえずは、なくてもよいというふうで、一応、検

討してみました。 

委員長 ただいま、それぞれの会派案の説明をいただきましたけども、委員長

案も含めてですね、他会派の方も御意見等がありましたら発言をお願いいたし

ます。 

意（１３） 今、いろいろお話がございました。私どもはですね、委員長案で

お願いしたいなと思っています。といいますのは、今、お話がありましたよう

に、初めての議会としてのアンケートをお願いするわけでございまして、私ど

もも、たくさんのできるだけ資料をいただきたい。しかしながら、書いていた

だく方の重荷になれば、ちょっと多いのではないかということもあるわけでご

ざいますが、いずれにしても、先ほど、共産党さんが一つの案を出されました

けども、例えば１番のところで、横にもってくる、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄをですね、
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縦書きになっています。これを横書きにするだとか、ということをやっていき

ますとね、２ページ、３ページにわたるものが、レイアウトを含めて、そうい

うふうにやっていきますと、多分、裏表１ページになるのかなというふうに思

います。ですから、そういうふうな工夫をして、できるだけ私どもとしては、

情報量をたくさんいただきたい。また、反面、公明党さんがおっしゃるように、

書きやすいといいますか、御面倒をかけないという、そういうふうには思いま

すけれども、とりあえず、１ページの裏表にはなるのかなというふうに思いま

すので、レイアウトをやっていただければどうかなとは思います。 

委員長 基本的にですね、私のほうで一番初めに案をつくらせていただいたの

は、これだけを入れなければならないということで書いたわけではなくてです

ね、こういったものを聞く必要があるのかなと、項目的に述べさせていただい

たということですので、簡単にいいますと、今回の議会報告会の件は当然感想

として聞くというような、公明党さんのほうは、議会報告会の件だけになって

ますよね。それに加えて、共産党さんのほうが、「ぴいぷる」に関して、それか

ら、市議会に対して実施してほしい項目は残しての案となっております。それ

から、今、市政クラブさんのほうからいただいた御意見のほうでは、傍聴、そ

れからホームページも含めてということになるのですけども、どのようにさせ

ていただいたらよいでしょうか。 

意（１４） できるだけ、市民の皆さんがどのようにとらえられているかとい

うようなことが分かったほうがいいものですから、１ページの裏表で済むなら、

内容をできるだけ網羅したほうが、今、委員長提案、あったとおりでも、でき

ればそのほうがいいかと思います。 

委員長 いかがいたしましょう。先ほど、１２番の内藤とし子委員のほうが言

われたように、傍聴に関しては、こちらのほうで署名を毎回とっているという

こともありますので、おおよそ、我々、本会議で常に出ておりますので、大体、

何人の方とか、どなたがというのはわかっているものですから、例えば、傍聴

の部分をなくすことによって、完全に裏表１ページで納まるとは思いますけど

も、反対にですね、考え方をかえると、議会報告会というのは本会議ではない

ところで議会のことを出すわけですよね、市民の方々に、同じように「ぴいぷ
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る」も、それから市議会のホームページも同じように本会議ではないところで

市民に対して情報を出しているという部分でございますので、本会議の傍聴だ

け抜いて、あとのところは全部網羅するというような感じでどうですかね。小

野田由紀子委員。 

意（１６） （４）番ですか。 

委員長 ４番ですね。 

意（１６） ４番だけ抜いて。 

委員長 ４番を抜いて、「ぴいぷる」とホームページと、それから、今後実施し

てほしいことという部分を。 

意（１６） そうすると、大体、１枚ぐらいに納まりそうでしょうか。 

委員長 裏表、１枚ぐらいに。 

意（１６） 裏表１枚ぐらいで。まあ、どちらでもいいですけどね。何がなん

でも入れたいなら。どうぞ。 

意（１４） それでもいいのですけど。傍聴に行ったことはない。ある人はい

いのですけど、ない人はどう思っているのかということもありますしね。ある

人は、確かに、データはあるかもしれないけど。 

委員長 そうですね。 

意（１４） あくまで、１ページ裏表で納まるように考えてもらえればいいか

なと思います。 

意（１６） １枚で納まるなら、いいと思います。 

意（１３） 私どもも、１枚で納まるなら、後は委員長の采配でいかようにで

も結構でございますので、よろしくお願いいたします。調整をお願いいたしま

す。 

意（１） 異議はないですが、最初に始めることですので、まず、どれだけ、

できるだけ出して、１枚で納まるボリュームでできるだけ出して、次に、また

考えればいいのではないかと思います。 

委員長 それではですね、議会報告会のアンケートは、Ａ４で裏表１枚で納ま

るような形で、もう少し整理をしてですね、再度皆様方にお示しをさせていた

だきますので、よろしくお願いをいたします。 
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３ 議会報告会の第２回試行的リハーサルについて 

委員長 この件につきましては、前回の委員会にて、１２月定例会の案件をも

とに１月又は２月に再度試行的リハーサルを行うことになっておりますので、

各委員会で報告会用資料の作成、報告者、報告方法等を調整しておいていただ

きたいと思います。なお、開催日程については、後ほど決めさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。１月、２月に関しましてはですね、議員

研修あるいは会派によっては視察等あるやと思いますので、できるだけ早くに

日程を決めさせていただきます。前回の第１回のリハーサル前にも申し上げた

ようにですね、各委員会のほうで、作業部会的な形で、随時、開いていただい

て、委員会の中で報告会用資料をしっかりとつくっていただく。今度の報告者

は、委員長に限らなくて、どなたでもかまいませんので、各委員会のほうより

選んでいただきたいということでございます。それから、添付資料もこういう

ものを使ったらどうだというものもございましたら、それも御提示いただけれ

ばありがたいと思います。 

意（１３） 議運の委員長として、一つ、当然、議運のですね、受け持ちもあ

ります。そういうことで、各委員会さんの担当の方がお決まりになりましたら、

それに合わせて議運のメンバーのほうも、調整をさせていただきます。担当を

決めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

４ 議会だより編集委員会の検討状況報告について 

委員長 この件につきまして、編集委員長である副議長より報告のほう、お願

いいたします。 

副議長 お手元の最後のページに添付させていただきました。ざっくり説明を

させていただきますけども、前期編集委員会提言の内容について、１項から６

項まであります。検討結果としては、一般質問の記事ですけども、カット図の

部分を割愛して、質問者の顔写真を掲載すると。そういうことによって、大体、
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今までのカット図から顔写真で文字数を推測すると、６３０文字ぐらいから７

９３文字ぐらいにふえますねと、ただ、カット図はなくなりますということで

あります。それから、定例会の採決結果、現状は会派での態度を示しておりま

すが、各議員、個人の態度表明を示すことに、試行的に一回やってみたいとい

うことで、以上２点については、次回発行の１２月定例会号から実施をしてい

きたいということになりましたので、よろしくお願いをいたします。それから、

一番上のところの、提言の内容の３、４のところですけども、ページ数をふや

すという部分と、先ほど言いました一般質問の文書量をふやす部分は顔写真に

かえることで、ほぼクリアできるのですけども、全体的な文書量ということに

なりますと、ページ数をやはりふやさなければいけないであろうと、あるいは、

文字の大きさを１３ポイントから１４ポイントに大きくするということになり

ますと、それぞれ、加味して計算していきますと、３６％アップだとか、４０％

アップぐらいの内容になりますので、現状、８ページが３回、１０ページが１

回ということを、１２ページ４回の内容に変更できるかどうかの予算要求をし

ていきたいというふうに思っております。それから、最後の６番目のところの、

ホームページの管理を云々というところですけども、今期の議員ができたとし

ても、次期以降の議員ができるか、ちょっとわからないので、もう少し熟慮さ

せていただきたいということで、本年より議会だよりをＰＤＦ化しホームペー

ジに掲載していることで、この辺の目的は果たしているのかなという判断で申

し送りたいと、その他の意見としては、磯田委員、内藤委員よりそれぞれ出て

おりますので、こういった部分をもう少し委員会で整理をしていくのか、次期

委員会への提言にさせていただきたいということでとりまとめをしております

ので、よろしく御審議をお願いをいたします。 

委員長 ただ今、副議長より報告をいただきましたけども、これにつきまして、

御意見のある方がございましたら、御発言をいただきたいと思います。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 副議長さんのほうに確認させていただきますけども、１２月定例会号
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において、カット図はなくなるけども、顔写真は掲載する。総文字数が７９３

文字にできると。それから、各議員の態度表明を個人で出すという部分に関し

ては、予算に関しては一切関わることがないということで、よろしいですか。 

副議長 その辺につきましては、記事の内容等、編集委員会で確認して、ひょ

っとすると、採決結果のところが、少し、一段、字が小さくなってしまうのか

なという心配もあるんですが、まず、やっていこうと。それから、一般質問の

ところは、カット図をなしにして、顔写真は載りますし、それだけであるなら、

文字数は当然ふえますよと、しかし、カット図も載せたいという部分が一般質

問の質問者の中にあれば、その分は、少し文字数が減るということで御容赦い

ただきたいとそんなふうに考えております。 

委員長 それでは、御意見もないようですけども、一応、１２月定例会号から、

この２点については実施をするということ、それから、来年度の「ぴいぷる」

については、１色刷り１２ページを４回の年間発行とする予算要求をするとい

うことについて、御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。 

 

 

５ その他  

委員長 次回の日程調整ですが。 

 

 委 員 間 で 日 程 調 整 

 

委員長 １２月２７日、１０時から議会改革特別委員会の第８回を開かせてい

ただきます。そのときにはですね、それまでの間に、先ほど申しましたように、

第２回のリハーサルのときの各委員会のですね、報告担当者のことですとか、

こういう資料を考えているというようなことがございましたら、その辺のとこ



 10 

ろも御提示をいただければ、ありがたいなと思っております。ですから、次の

ときには、試行的リハーサルの部分に対してやらせていただきます。それから、

もう１点は、議会報告会のときのアンケートをＡ４裏表１枚でつくってまいり

ますので、再度それを御検討いただくということ、その２点を進めたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。後は、よろしいですか。 

議長 特別委員会には、内容が少し外れるかと思いますけど、報告ということ

で、過日、１７日に皆さん方から御決定いただきました、議員研修、石丸先生

と、正副議長、それから、局長の３人で直接お会いいたしまして、日程が、１

月２６日、午後２時、おおむね先生からの御了解をいただきましたので、報告

だけさせていただきます。一所懸命やらせていただきますという御返事をいた

だきましたので、御報告だけ申しあげます。 

委員長 １月２６日。 

議長 １月２６日、午後２時からです。 

委員長 報告会、リハーサルの日程を決めたほうがいいかね。 

意（１３） 本会議中に、また決めればいいでしょう。 

委員長 それでは、以上で議会改革特別委員会を、閉会をいたします。ありが

とうございました｡ 

 

閉会 午前１０時４５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 

 

 


