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平成２７年度 議会運営委員会管外行政視察報告書 

 

１ 行政視察全体の概要 

（1） 視察日   

平成２８年１月２０日（水) ～１月２２日（金） 

 

（2） 視察先   

埼玉県 所沢市議会  〔視察日時 １月２０日(水)  14 時 30 分～16 時 00 分〕 

       埼玉県 飯能市議会  〔視察日時 １月２１日(木)  10 時 00 分～12 時 00 分〕 

       埼玉県 富士見市議会 〔視察日時 １月２２日(金)  10 時 00 分～12 時 00 分〕 

 

（3） 視察事項  

ア ３市共通調査事項…「議会改革の取組みについて」 

イ 各市議会の独自の調査事項 

所沢市議会…… 「議会評価について」   

        飯能市議会……  「タブレット端末導入による議会改革の状況について」 

     富士見市議会… 「富士見市議会災害対策会議の設置について」 

  

（4） 視察目的  

  本市議会においては、平成２５年６月に要となる議会基本条例を制定し、

条例事項の実践に努めているが、まだまだ課題があることから、先進的に議

会改革等を推進している上記の各市議会の議会改革の推進状況、及び実践状

況等を視察し、本市議会の今後の議会改革等への参考とするとともに、今後

本市議会の取組みが必要と考えられる各市議会独自の先進的な取組み事項に

ついても視察を行い、今後の参考とするもの。 

 

（5） 参 加 者 （合計 10 名） 

    委員長  松 下 信一郎 

            副委員長 赤 木 和 雄 

           委  員  内 匠 勇 人 

           委  員  三 木 浩 一 

           委  員  柳 生 陽 一 

           委  員  桑 野 元 澄 

          委  員  角 田    勝 

          委  員   名 村 嘉 洋 

                《議長》 

                    議 長   今 川    明 

         《随行》 
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 議会事務局長 米 澤  幸 和 

 

２ 所沢市議会での視察事項について 

 (1) 所沢市議会の出席者 

       副議長         大館 隆行 氏（挨拶のみ） 

議会運営委員会委員長   福原 浩昭 氏（説明員） 

議会運営委員会副委員長 松本 明信 氏（説明員） 

        議会事務局長           村上 光利 氏 

       議会事務局副主幹    瀧澤  惠 氏 

 

 (2) 所沢市議会 大館副議長歓迎あいさつ（概要） 

   ・所沢市は、昭和２５年に市制施行し、位置的には東京から３０キロ圏内にあり、埼玉

県南西部に位置している。現在の人口は、３４万３千人となっている。 

・この所沢市役所がある地域は、旧陸軍の飛行場跡地であり、明治４４年に我が国の公

式飛行場で初めて飛行機が飛んだ場所であり、本市では航空発祥の地としてＰＲして

いる。 

・もう一つの名産は、狭山茶である。まだ風評被害が抜けなくて困っている状況である。

狭山茶は日本３大銘茶として並び称されている。狭山茶を生産する埼玉県はお茶の産

地の北限にあるため、葉肉が厚く味が濃いのが特徴である。 

・本日は、議会改革の取り組みと議会評価の視察とお聞きしているが、所沢市議会では、

議会に関する視察については、議員が対応させていただくことになっているため、忌

憚のなくご質問いただきたいと思う。 

 

(3) 調査事項の説明（議会改革関係）[説明員：議会運営委員長 福原 浩昭 氏] 

    主な議会改革等の取組みについて 

《議会運営編》 

 １ 議会基本条例の制定（H21.3） 

 ・所沢市議会においても平成２１年３月に基本条例を制定し、６年ほど経っているが、

特徴としては、超党派の議員主導で、基本条例の制定に関して特別委員会を設置した。

この条例制定が所沢市議会の議会改革の大きなきっかけとなった。 

２ １００条の２の調査委託（H19～） 

・地方自治法１００条の２の専門的知見の活用を十分活用するため、平成１９年以降、

議会の議決を経て調査委託を行い、条例素案に対する公聴会、ミニシンポジュウム、

報告会等を開催した。 

・議会基本条例の制定に際しては、法政大学の廣瀬克哉教授（所沢市在住）に調査 

委託を依頼し、平成２１年２月に「議会基本条例の制定について」の調査報告が 

提出された。 

・また、議会基本条例も制定から６年経ったことから、改定の議論がでており、現在、
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基本条例の改定に関する調査委託を廣瀬教授にお願いしており、特別委員会も継続し

て審査し、本年３月定例会で結論を出す予定である。 

３ 議会審議における論点情報の形成（H21.6） 

・すべての議案に対して議案の論点（概要）情報を分かり易く記載した「概要調書」を

添付してもらい、議会では、これに書かれていないことについてしっかりと議論を進

めるというルールを作っている。 

４ 一問一答方式の導入（H21.6～） 

一般質問については、平成２１年６月定例会から実施しており、 

① 一括方式（１回目登壇、２回目以降質問席） 

② 初回一括方式（１回目登壇、２回目以降質問席） 

③ 一問一答方式（１回目から質問席）の選択制を取っている。 

議案質疑については、平成２１年１２月定例会から、回数は３回まで、１時間以  内

を目途という現状のまま、一問一答方式を導入している。 

５ 議会事業評価・議会改革評価（H21.6～） 

・議会基本条例に盛り込まれている。 

議会事業評価…議会運営委員長及び広報広聴委員長による所管事業の自己評価 

議会改革評価…議会基本条例に規定する項目の評価・議会改革の成果 

の２つの評価を報告書としてまとめ、市議会ＨＰで公表している。 

・今後は、自己評価も大切であるが、外部からの議会評価の実施も課題と考えており、

次年度以降から検討する。 

６ 議会基本条例第２７条の規定による見直し手続き（H23.7～） 

       見直しの対象項目及び評価方法 

① 条例の条項ごとに、実施・未実施等を含めた目的達成度及び今後の方向性につい 

て評価 

② 見直し結果については、実績等を記載し、結果はホームページで公開している。 

７ 閉会中の文書による質問（H21.7ほか） 

・これまで５回実施しており、緊急性が高い質問で、委員会における全会一致の場合に

限り、議長を通じて執行部に対して文書により質問を行う。 

    ・執行部からの回答文書は、全議員に配付する。 

・閉会中にも文書による質問を可能とすることを基本条例に盛り込んでいる。 

８ 自由討議（H21.9～） 

・常任委員会及び特別委員会の審査時に委員からの動議を受け、委員長が委員に諮 り

実施している。 

・休憩とせずに委員会審査の一環として実施し、内容は会議録として公開している。 

・対執行部ではなく議員同士の議論を深めることを目的に基本条例上に盛り込む。 

９ 議場モニターの設置（H22.5） 
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・議場の構造上、傍聴席から議員の様子が見えにくく、傍聴者アンケートの意見や会派

要望等があったことから議場傍聴席の左右壁面に ５２インチの液晶モニター２台を

設置した。 

 

10 参考人招致（H22.6以降の取組） 

    ・請願・陳情の審議に際して、市民等から話を聞くことを目的としており、正式な  手

続きを取って、議事録にも掲載することにしている。参考人の都合もあるため、委員会

で参考人招致を決定してから、一般質問最終日の翌日に「常任委員会（予備日）」を設

けて、その日に参考人から意見を聞いて、そこで改めて請願等の審査を行っている。 

11 公聴会・意見提案手続き（H23.1） 

    ・これまで４回、「所沢市自治基本条例（委員会修正案）について」、「議員定数（素案）

について」等についての公聴会及び意見提案手続きを実施している。 

12 付属機関の設置（H24.4） 

・所沢市議会議員定数のあり方を検討するにあたり、議員定数の算出根拠を明確にする

ことが必要と考え、より客観的な審議を行うため、基本条例の規定に基づき、 

「所沢市議会議員定数のあり方に関する審議会」を設置した。 

13 政策形成サイクルの体制整備 

・政策形成サイクルによる成果の例として、市側への提言の形で提案している。 

「 所沢市地域防災計画の見直しに関する提言」【総務常任委員会】 

「今後の地域公共交通の検討に関する提言」【市民環境常任委員会】 

 

《広聴広報編》 

14 議会報告会の開催（H22.5） 

・所沢市議会議会報告会実施要綱（平成２７年６月１日施行）に基づき、原則年４回（３

月と９月定例会で各２日）議会報告会を実施している。 

《議会報告会について》 

・運営（会場設営を含む）は議会が行う。 

・議会報告を行う際は、議員個々の意見、見解は述べないとするが、議員個々の意  見

を求められた場合は、この限りではない。 

・要望については個別に返答せず、班で整理して議長に報告する。 

・多くの市民に発言の機会があるように運営に配慮する。 

・議会報告会の広報活動としては、回覧や駅頭での広告入りポケットティッシュの 配

付行っている。終了後は、会場での意見と回答をＨＰへ掲載している。 

15 広聴広報委員会の設置（H23.5） 

・これまでは議会だよりの編集のみであったが、市民の意見を聞くという点に重点を置

いており、広聴広報機能の強化を目的に、地方 自治法第１００条第１２項の協議等

の場として位置付け、委員は各会派から選出し１１名としている。 

・毎定例会時に正副委員長会を開催し、各委員会が今何をやっているのか等の情報の共

有化を行っている。 
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16 政策討論会の開催（H24.2） 

・「政策討論会実施要綱」を制定し、広聴広報委員会が主催して、年一回以上開催す  る

こととしており、メンバーは原則議員１２人以内として、討論のテーマ決定後に募集

している。 

17 トピックス 

① 市議会ツイッター・フェイスブックで情報発信 

・平成２５年度から定例会の日程や会議の進捗状況、その他の行事について、随時情

報発信している。 

② 予算特別委員会による当初予算審査を実施 

・平成２６年度からスタートしており、分科会方式（議長を除く全員）で実施。 

・平成２７年度は選抜型（１７名）で実施 

③ タブレット端末の議場持込みを開始 

・「会議中における情報通信機器の使用基準」を定めて運用している。 

④ ＩＣＴ化推進に関する作業部会の設置 

・平成２７年８月から設置しタブレット端末の活用検討、タブレット操作研修会 

の実施や議会ＩＣＴ化実施（推進）計画の策定を行っている。 

⑤ 議会基本条例会改定に関する特別委員会を設置 

・制定から６年を経過していることから、条例の見直しを含めて議会基本条例に関わ

る調査・研究を行う。 

⑥ 地方創生に関する特別委員会を設置 

・平成２７年１２月から、所沢市東部地域で展開される｛COOL JAPAN FOREST構想｝を

中心に調査・研究するとともに、情報共有を図る。 

 

３ 埼玉県飯能市議会での視察事項について 

（1）飯能市議会の出席者 

副議長           内田  健次 氏 

      議会改革特別委員会委員長 椙田  博之 氏（説明員） 

      議会事務局長       皆川 一夫 氏 

            議会事務局主査      石川 泰伸 氏 

           

（2）飯能市議会 内田副議長歓迎のあいさつ 

  ・飯能市は、面積が１９３㎢あり、その内７６％が森林となっている。 

  ・ 江戸の大火や関東大震災や戦災等で東京の材木が大変不足した際に、当地から川（江戸

の西の川から）を使って材木を送ったことから、「西川材」という名でこの辺では木材の

ブランドになっている。 

   ・ 現在は、材木に関しては輸入材が多く、木材で生計を立てるのは困難な状況である。 

・飯能市から一番近い東京へは、車で 20 分、都心から電車は 40 分～1 時間の距離で通勤

通学にも便利な地である。 

・この飯能市に、世界で初めてムーミンのテーマパークが、市内の人造湖である宮沢湖畔
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を中心に現在建設が進められており、たいへん話題になっている。 

・本日は本市のタブレット端末の導入と議会改革の取組みについて視察されるとお聞きし

ているが、タブレットに関しては、１０年前には議会で使うことなど考えられなかった

が、１０年先にはどこの議会でも導入されていると思われ、これも時代の流れというこ

とは否めないと考えている。 

（3）調査事項の説明 [説明員：椙田議会改革特別委員会委員長] 

《タブレット端末導入の概要について》 

  ・本市議会では、タブレット端末は４年前に導入している。 

・その時点では、我々もタブレットのことは良く知らなかったし、スマートフォンを持っ

ている者も少なかった状況であった。 

・本市議会では、平成１８年から一般質問の質問方式を変えて、それまでの一括質問一括

答弁から、一問一答方式と中間の併用方式に変更した。 

・任期４年目に「議会のあり方研究会」を立ち上げ、平成２１年から議会改革検討会設置

した。これは非公式な会議であるが、議員全員参加であるため、ここで決定したことは

ほぼ内定したことになり、ここでの協議の後、代表者会議と議運に報告して最終的に決

定となる仕組みを作った。この会の特徴としては、フリートークで一々挙手等なしでや

っており、相当な量の議論ができた。  

・議会改革については、震災を契機に話が進んだ。 

・議会として環境マネジメントシステム（ISO14001適合）の取得に向け、環境に配慮した

活動を推進する中で、電気使用量の削減とごみ排出量の削減は、概ね目標を達成してい

たが、紙の使用量については、１２５万枚削減が必要となった。 

・一方、執行部ではその頃ノートパソコンを使ったペーパーレス会議をスタートさせてい

た。 

・このため、議会でも何か取組む必要があるということで、検討したところタブレット端

末の使用が浮上してきた。 

・導入費用は約６００万円であったが、当時の市長側は導入を快諾し、予算が付くことに

なり、平成２４年４月から使用を開始したものである。 

 

《タブレットの有効活用について》 

① 全員協議会のペーパーレス化 

② 議会内の情報伝達手段として活用 

・それまでの faxからタブレットによるメールにした。これによりそれまでファック

送信にかなりの時間を要していたが、タブレットへの一斉送信にしてから瞬時に作

業が終わることとなった。 

・これは議会基本条例中の議会事務局の機能強化そのものである。初期投資の計算を

しても２年以内に十分元が取れるということで、導入した。 

・事務局の仕事が圧縮できれば、執行部のチェックだけではなく、信頼される議会と

なるため、議員提出議案の提出等の本来やるべき仕事をすることができるよう議員

自らがそういう環境を作っていくことが大切である。 
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・現在は、事務局の人員を増やすことは難しいことから、事務局の無駄な事務にかか

る時間を本来やるべき仕事に向ける時間を作っていくことが大切である。 

・そういう観点から、議会として見直し、整理することが議会改革となってくる  

 と考えており、議員提出議案を出せる議会に変えていこうということが次の段 

階に来ている。 

③ 危機管理上の緊急連絡 

・これも震災で学んだことであるが、災害で電話がつながらないがメールは大丈夫と

いう状況があることから緊急連絡に使用することにしている。 

・これまでは、執行部に災害対策本部が設置されると、我々議員は、何も情報が入っ

てこなくなり、とたんに蚊帳の外になってしまうことから、議員が個々に対策本部

に問合せをするため、議員対応で本来の仕事が進まないというクレームがきていた

ため、議会として特別委員会を作ってそこで定期的に連絡をすることにして、個々

に聞きに行かないことにした。 

・現在では、飯能市で災害が発生した場合、議会内に自動的に災害対策支援本部が立

ち上がることになっており、議長、局長が情報部員として、災害情報を収集して、

各議員にタブレットのメールで情報を流している。 

④ 政務調査活動 

・タブレットを活用すれば、インターネットで色々なことが調べられることから、

本会議で怪しい発言は、チェックにこれまでは時間がかかっていたが、現在はタブ

レットを議場に持ち込めるため、即ネットで調べることができ、時間の短縮になっ

ている。 

⑤ 各種資料の閲覧とセキュリティ 

   ・タブレットで各種の計画やデータを閲覧したり、活用することができる。 

インターネットへは電話回線を使用し、内部情報については、Wi-Fiで接続し 

て活用している。 

・セキュリティに関しては、万が一タブレットを紛失した際は、事務局で機器のロッ

クやデータの消去ができるようになっている。見つけることもできるようになって

いる。 

 

《タブレット導入費用（議会費）について》 

〇 導入費用合計は、議会費からは最終的に約 346万円となった。 

① 初期費用約 205万円（ネットワーク構築、備・消耗品費用等 

② 維持費用約 141万円、通信費約 165万円(24台)、セキュリティソフト約９万円 

ネットワーク保守委託約１１万円（平成２５年度～） 

１台当たり通信費 年額約 68,000円、月額約 5,700円 

  

〇 費用負担（約６８０００円の内訳） 

     公費       ４/6  約４５３００円 

     政務活動費  １/6  約１１３００円 
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     自己負担   １/6  約１１３００円 

端末機器費用 実質負担額０円（キャンペーン） 

 

※自己負担を入れたのは、いろいろと制限をかけないで、ある程度個人が自由に使う

ことによって、タブレットに早く慣れ、多くの機能を覚えることができることを考

えたためである。 

 

〇 導入効果 年間約２１０万円削減 

① 全員協議会資料削減額 約２４万円 

② 本会議会議録冊子廃止 印刷製本費約１８６万円削減 

紙使用量削減枚数 年間約１０万枚削減 

 

《タブレットに関するその他について》 

・飯能市議会では、「ＩＴ会議」を設置している。これは、タブレットを導入して一番懸

念されることは、使い方をはじめ色々なすべてのことが事務局の負担になることであ

ることから、すべてのタブレット使用上のクレームや要望等は、議長または「ＩＴ会

議」で決定、解決していくことにしている。 

・現在、タブレットは本会議には持ち込めるが、議案書はまだ入っていないので、議案の

審査には使えないが、一般質問しか活用できていない。一般質問では、皆に見てほしい

写真や資料を配付するには、以前は紙でやっていたが、現在は事務局にデータを預け

ていれば、ＮＡＳ方式の中でタブレットで見ることができる。 

・タブレットの記憶容量は３ギガであるが、議員の使用状況は、平均すると０．７ギガし

か使っておらず、２．３ギガ損をしている。現在は、全員で３０ギガの契約にして、全

体でシェアしている。 

・導入するまでは、本当に活用できるか心配であったが、習うより慣れろで、例えば銀行

のＡＴＭと同じで、使う必要が生じれば、使えるようになる。 

一般選挙後、新人議員に対しては新人研修会で基本条例とタブレットの使い方を練習

する。 

・タブレット使用料は、全体の６分の５が公費で、６分の１が個人負担である。予想より

導入費用は安く、効果は高くなっているので、計画よりはすべてうまくいっていると

考えている。 

 

４ 埼玉県富士見市議会での視察事項について 

（1）富士見市議会の出席者 

       副議長           尾崎 孝好 氏 

      議会運営委員会委員長   関野 謙太郎 氏（説明員） 

      議会運営委員会副委員長  川畑 勝弘 氏（説明員）（災害対策特別委員長 

      議会事務局長       新井 茂昭 氏 

            議会事務局主査      桜井  勤  氏 
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（2）富士見市議会 尾崎副議長歓迎のあいさつ 

   ・貴市におかれては、昨年市制１０周年を迎えられ、さらなる発展が期待されるととも

に、貴市では委員会で市民との意見交換会を活発に実施されているということで、そ

の点では私どもも学ぶべき点があると思う。 

・私どもの議会も一歩一歩であるが議会改革の取り組みを進めてきた。そのような 

ことから昨年の早稲田大のマニフェスト研究会の調査では、お蔭様で高評価をい 

ただいたことから、今年はずいぶん本市への視察も増えている状況であり、これ 

を契機にしっかりと頑張っていきたいと考えている。 

・富士見市も首都圏３０キロ圏内にあり今日まで東京のベッドタウンとして発展を続け

ており、人口も１１万人を越え、役所前には昨年４月には「ララポート」がオープンす

るなど新たな賑わいが生まれており、われわれ議会としても、しっかりまちづくりに

取組んで行きたいと考えている。 

 

(3) 富士見市議会における議会改革の取組みについて（説明員：関野委員長） 

  《議会改革の経緯・経過等について》 

    市民の議会に対する様々な意見、市民との議会との距離をどう縮め透明度を確保して

いくか、議会を効率的に運営していくにはどうしたらよいのか。一方で２元代表制の中

で議会の権限や権能をどう確保していったらよいのかということが、本市の議会改革の

ベースにあると考える。 

   平成１６年６月から下記の内容の議会改革に取組んできた。 

（※詳細な説明のあった事項のみ掲載） 

 

 〇議員定数の見直し〔16年 12月〕 

    議員定数を２６議席からいっきに５議席減の２１議席とした。 

〇会議録検索システムの運用開始〔17年 6月〕 

    会議録は各会派に１冊だけ配付して議員には配付しないことにした。 

〇市政一般質問における一問一答・対面方式の導入〔18年 6月〕 

     １回目の質問は登壇して一括で行い、２回目以降の質問は、対面式に設置された質問

席において、一問一答で行う。 

 〇行政視察の廃止〔18年 10月〕 

    会派代表者会議において各委員会で実施していた行政視察を、平成１９年度から廃止

することを決定した結果、年間１９２万円の経費削減となった。 

 〇審議会委員の議会推薦の見直し（19年 6月） 

    議員が審議会の中に入って審議するより、議案にかけられるところで、しっかり審議

すべきとのことから、議会選出の委員については、一定の基準（法律で委員構成に議

員が明記されている場合のみ参加）を設けて対応することを決定した。 

〇政策的条例として「富士見市をきれいにする条例」を制定〔19年 6月〕 

   議員有志により議論を重ね、平成１９年６月定例会に議員提出の政策的条例としては
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初めて同条例を制定した。 

〇議会活性化のための条例制定特別委員会を設置（22年 3月） 

   議会基本条例の策定と議会活性化を目的に特別委員会を設置し、２３年１２月定例会

で報告書を提出。 

〇市民意見交換会の開催（議会活性化のための条例策定特別委員会） 

基本条例の素案がまとまった段階で広く市民の意見を聞くため市民意見交換会を２

回開催。 

〇議会基本条例の制定〔23年 12月〕 

  平成２３年１２月定例会で議員提出議案で「議会基本条例」を制定した。 

〇議会映像インターネット配信を開始〔23年 12月〕 

  平成２３年１２月定例会から本会議のライブ映像及び録画映像を試行的に配信を開始

した。 

〇議会報告会の実施〔24年 11月〕 

  議会基本条例に基づき議会報告会を開催。平成２４年度から年１回、平成２７年１１月

で４回目を開催。 

〇議場へのタブレット、ノートパソコンの持込み〔26年 2月〕 

議場へタブレット、ノートパソコンに限り持込みを可とした。この時点では通信は不可

であったが、平成２７年３月議会からタブレット端末の通信を議場、委員会室で可とし

た。 

〇災害時対応検討委員会の設置〔26年 4月〕 

  有志議員で設置し、要綱、指針を制定し、大災害時における議員の行動等を規定した。 

 平成２７年３月議会中（休会日）に参集訓練、災害対策会議設置訓練、議場非難訓練を

実施。 

〇予算決算常任委員会の設置〔26年 11月〕 

１２月議会より、それまでの各常任委員会への分割付託から、全議員で構成する予算決

算特別委員会を設置し、各常任員会を単位として分科会において審査する。 

〇請願・陳情の取扱いを変更〔26年 11月〕 

  請願・陳情の取扱い基準を制定し、事前審査を行う議会運営委員会を議会運営委員会協

議会として開催する。締め切りは議会運営委員会の９日前。 

〇タブレット端末の導入〔27年 2月〕 

  昨年２月からタブレット端末を導入した。タブレットは全議員に政務活動費（２１台）、

事務局は使用料（２台）を執行部に先駆けて導入し、議会情報の共有化、ペーパーレス

化を図った。通信費は各会派で精算する。平成２７年２月より平成２９年３月までリー

ス契約（現議員の任期中） 

議会や市からの連絡はずべてメールとなり、議員はタブレットへのメールを自分の携帯

電話に転送設定することを義務付けており、リアルタイムに議員に連絡できるようにし

たいる。議案は紙でも配付されるが、ホームページにもアップされるため、議員はそれ

をタブレットにダウンロードして入れている。 

〇タブレット利活用推進員会の設置〔27年 3月〕 
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さらにタブレットを活用していくため、ファイル共有システムを利用して全員で会議に

タブレットを使えるようにしようということを進めている。現実には執行部はまだタブ

レットを導入していないので、議員間と議会事務局とのやりとりに限定して使っている。 

〇政務活動費の領収書等及び視察研修の活動報告をホームページで公開〔26年 8月〕 

   情報公開の促進を図るため、政務活動費の収支報告書の一式と領収書等を公開。 

〇声のふじみ市議会だよりをホームページに掲載 

  従前は目の不自由な方へは、ＣＤや、カセットを渡していたが、Ｈ２７年１月からはホ

ームページの中に、声の市議会だよりのページを設けた。 

〇議長の公務記録をホームページに開催〔27年 3月〕 

 

（4）富士見市議会災害対策会議の設置について（説明員：川畑副委員長 ） 

災害時対応検討委員会が設置された経緯 

 ①東日本大震災が発生した時、議会では一般質問を行っており、傍聴者もかなりいた状

況であったが、そのとき議員は職員の誘導により傍聴者も含めて避難した実態であっ

た。 

②震災後の混乱の中で、各議員がそれぞれの地域で災害があったところを改善してほし

いと、災害対策本部に電話をしたが、市民からの要請等も多くあったことから、このよ

うな状況では災害対策本部もうまく機能しないと考えられた。 

③市民から、議員は一体何をやっているのかという声があった。 

 

・これらのことを踏まえて、災害対策委員会等がある市議会に各会派で視察を行い、 

まず、設置要綱を策定した。市内で震度５弱以上の地震が発生したとき等に対応してい

くということで、平成２６年１０月１日から実施した。 

・この要綱に基づき「富士見市議会災害対策対応指針」を策定した。 

 

災害が発生したとき 

  ① 議員の安否の確認の連絡 

  ② タブレットと携帯電話は連動しており、これらから安否のメールを送る 

  ③ 議会事務局で全議員の安否が確認できると、事務局から全議員のその内容がメール

配信される。 

 

・災害が発生し、市に災害対策本部が設置されると市議会に、議長、副議長、会派代表

者から構成する「富士見市議会災害対策会議」を設置され、一回集まり災害対策をど

うするのかを検討する。議員の中には、自主防災組織に入っている議員もいるので、

とりあえず地元で活動してもらって、何かあればタブレットで連絡する流れになって

いる。 

・各議員が災害の情報（倒木のため道路が通行できない等の情報をタブレットで写真に

とって災害対策会議に送る）、それを市の災害対策本部に情報提供し、実際に対応し

てもらうという流れで議会として対応していくことになっている。 
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・平成２７年６月に災害時対応防災訓練を実施し、参集訓練を行った。各２１人に議員

が家から車は使えないという想定で、徒歩か自転車で何分かかるのかをやったが、実

際、徒歩の人で最長で５０分かかる人がいたり、自転車で最長で１５分の人があった。 

・そういう参集の状況を把握しながら事務局で各議員の所要時間を確認した。 

また、議場の中では、議員が責任をもって傍聴者を避難誘導することを計画して実際

にやってみた。実施したあと、最初はみんな意見がなかったが、後に報告書で書いて

もらうと多くの意見があり、それをもとに今後どのようにしていけばよいのか、検討

をしているところである。 

・平成２７年１０月３１日には、富士見市としての防災訓練が実施され、「富士見市議

会総合防災訓練実施要領」に基づき議会としても訓練に参加した。 

議員も「市議会の名が入った防災ベスト」を着て、市民へ議員も活動しているという

点をアピールしている。 

 

５ 視察結果について 

 

（１）視察全体を通して 

今回、議会改革の取り組み状況と各市議会における特徴ある先進的な取組みについて、

埼玉県南部の３市議会を視察したものである。人口規模的には、所沢市が人口約３４.３

万人、飯能市が８.１万人、富士見市が１０.９万人となっており、所沢市以外の２市は、

比較的本市の人口規模に近い市であった。 

３市共通の視察事項である議会改革に対する取組みについては、各市議会とも議会 

基本条例に基づいた堅実で先進的な取組みを行っており、本市議会としても大変参考にな

るものであった。 

また、議会改革とは別に各市議会の特徴的で先進的な取組みとして視察した、『議会 

評価』（所沢市）、『タブレット端末導入による議会改革』（飯能市）、『議会災害対策会議の

設置』（富士見市）の各取組み事項についても、本市議会で検討すべき内容であり、有意義

なものであった。 

 また、３市議会とも、視察事項については、事務局職員ではなく担当の議員自身が説明

員として詳細な説明と質疑に対する応答を行っていた点も、今後本市議会で見習うべき点

であると思われる。 

 

（２）視察した各市議会における先進的な取組みに対する所感 

① 所沢市議会 

《議会事業評価・議会改革評価について》 

所沢市議会では、『議会事業評価』として、議会運営委員長及び広聴広報委員 

長による所管事業の自己評価と『議会改革評価』として、議会基本条例に規定 

する項目の評価及び議会改革の成果の自己評価を実施している。 

議員自らが自分たちの議会活動を自己評価しており、その評価結果も報告書に 

まとめ、ＨＰでも公表するなど、ユニークな取組みである。 
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活動結果を自己評価することは、結構難しくやりにくいと思われるが、自らを客観

的に見つめ直すことを通して、少しでも議会活動を活性化し、説明責任を果たそうと

する姿勢は、本市議会も見習うものがあると思われる。 

 

② 飯能市議会 

 《タブレット端末の導入について》 

  これまで議会運営委員会においても、タブレット端末を導入している議会を視察し

てきたが、その多くは本会議での活用が前提であり、タブレットを通して議案や資料

のペーパーレス化を目的等としている議会が多い状況であった。 

しかし、飯能市議会では、タブレット端末の導入を、まず、議会内の情報伝達手段

や危機管理上の緊急連絡手段等の「有効活用できるところ」からまず使っていくとい

う姿勢であり、このことが活用の面でハードルが高くなりやすい状況に陥ることなく、

スムーズな導入につながっていると感じられ、本市議会においても、タブレット端末

導入に向けて、大きな参考となった。 

 

③ 富士見市議会 

《災害対策会議の設置について》 

富士見市では、東日本大震災の発生を大きな機会として、議会における災害対策対

応が必要であることから、議会に災害対応検討委員会を設置して、「富士見市議会災

害対策対応指針」を制定し、実際にこの指針に基づき、災害時対応防災訓練を実施し

ている。 

 本市議会には、現在のところ、議会として災害に対する行動指針的なものは全くな

い状況であることから、このままでは、万が一大きな災害が発生した際は、各議員も

どのような行動をとり、何をしたらよいのか全く分からない混乱状況に陥ると想定さ

れる。 

以上のことから、本市議会においても、早急に議会として、議員として「災害発生

時」にどうような「災害対応」をとるべきかをルール化した「議会の災害対応指針」

的なものを制定すべきと考える。 

《議会改革事項》 

  富士見市では、政務活動費に関して情報公開の促進を図るため、政務活動費の収支

報告書の一式と領収書をＨＰで公表している。本市議会では、各会派等の収支報告書

をまとめた資料のみＨＰで公表しているが、市民に対する説明責任を果たすためにも、

富士見市議会が実施している個別の収支報告書と領収書の公開を行うべきと考える。 

 


