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はじめに 

 議会改革検討会は、平成２３年７月１２日の正副幹事長会の決定により設置され、第

１回の同年７月２７日から、本日分まで１８月にわたり計１４回開催されました。委員

各位の熱心な討議により平成２４年の検討結果報告として正副議長並びに正副幹事長

会に報告できますことは大きな喜びです。 

調査研究に基づく検討をゆだねられた本会の使命は、早期に論点を整理し、正副幹事

長会にその成果を報告し、説明責任を果たすこととも言えます。 

 議会改革における検討項目は全部で２２項目となっておりますが、「議会事務局の職

員体制」と「会議録」につきましては、すでに検討が終わり、改革案が実施に移されて

おります。事務局の政策立案機能向上に向けた政策調査部門の強化と音声認識システム

の導入による会議録の早期作成に取り組んでいるものです。 

 本報告は、「議会広報紙」から「緊急時の議会機能」までの１０項目について、出さ

れた意見を要約し、とりまとめたものとなっています。残された１０項目についても、

引き続き精力的な検討が必要となっています。 

 本検討結果が正副幹事長会での更なる議論の成熟と改革案の実行にとって有用な資

料として活用されることを心から祈念するとともに、副会長はじめ、委員各位のご協力

に衷心より感謝申し上げます。 

 

  平成２４年１２月吉日       

 

  

 

議会改革検討会 

会長  本 橋 弘 隆
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◇ 本報告書は、各検討項目において「検討の視点と課題」、各「検討論点」に対する「検討結

果」及び「主な意見」を記載しています。記載内容は以下のとおりです。 

「検討の視点と課題」…検討に至った背景、課題に対する認識等。 

「検討論点」…検討に際して論点とした項目。 

「検討結果」…検討会において一定の結論を得たものは結論を記載。意見が分かれたため、

結論に至っていない場合は各意見を記載。 

「主な意見」…各検討論点に対する委員の発言の趣旨をまとめた形で記載。 
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１．議会広報紙について 

○検討の視点と課題 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（１）全戸配布 検討論点 

  
 
 
 
 

○主な意見 

（実施に向け検討すべきとする意見） 

・区内の新聞購読状況が全世帯数の約６割である現状を踏まえると、全戸配布の意義は

ある。 
・高齢者などの見守りのことを考えると区議会だよりを全戸配布する必要がある。ただ

し、経費増の側面を考慮に入れると実施時期は慎重に見定めるべき。 
・広報としまとの同時配布、発行部数、配布先についてはさらに検討の必要がある。 
・全戸配布の委託先については、シルバー人材センターも考慮に入れ検討すべき。 

 
 
（２）メールアドレスの掲載 検討論点 

  
 
 
 
 

 
○主な意見 

（実施すべきとする意見） 

・区民からの声を議会に反映させられるように、区議会だよりにメールアドレスを掲載す

○検討結果 

広報としまの全戸配布と同時に実施することが望ましいが、経費増が見込まれ

ることから、実施効果を考慮しつつ、配布時期・回数を検討のうえ導入する。 

議会広報は議会情報を適宜発信することで区民への説明責任に寄与するととも

に、議会活動に対する区民の関心を高め理解を得ることで、自治の推進に寄与する

機能をもつ。 
議会広報における情報発信のツールは、各種機関による報道、テレビ、インター

ネット等多様な媒体による方法を選択することが可能であるが、区民に も親しま

れている「区議会だより」について、多くの区民に対し、より開かれ、かつ、より

分かりやすくする方向で、その編集、配布のあり方を検討する必要がある。 

○検討結果 

 迷惑メール対策等を行ったうえ、区議会だよりに区議会事務局のメールアドレ

スを掲載する。 
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るべき。 
 
 

（３）特別委員会の活動状況の掲載 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 

○主な意見 

（特別委員会の報告を掲載すべき等の意見） 

・議員の活動を区民に知ってもらうためには、視察報告の掲載など特別委員会の活動を掲

載するべき。 
・限られた紙面で特別委員会におけるどのような情報を掲載するか、掲載内容、掲載回数

等の調整が必要である。 
 
 

（４）編集委員会の設置 検討論点 

  
 
 
 
 

○主な意見 

（編集委員会を設置すべきとする意見） 

・他の議会の例を見ても、区議会だよりの編集には議員が積極的に関与している例が多

い。何らかの形で議員が区議会だよりの編集に携わる必要がある。少なくとも議員は

事務局が作成した編集案の確認、承認には携わるべきであり、なるべく早い段階から

編集に関与することが望ましい。 
・編集、発行責任の所在が区議会にあると明記されるのであれば、編集に議員が入るべ

き。 
・編集委員会の役割をどう定めるかが重要であり、編集を承認するだけなら正副幹事長

会で足りる。 
・区議会だよりに限らず、議会の広報活動全般について議員が関与する組織（委員会）等

を設置することが必要。  

○検討結果 

 議会における特別委員会の活動状況をさらに充実して掲載すべきである。本会

議、常任委員会に係る紙面の割り振りとの調整を行い、掲載する内容についてさ

らに検討を進める。 

○検討結果 

 議員が編集に関与する組織（編集委員会）を議会に設置する。編集委員会の名

称、担うべき機能等については今後検討を進める。 
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２．議会改革にかかる区民アンケートについて 

○検討の視点と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）アンケートの実施 検討論点 

  
 
 
 
 
 

○主な意見 
（調査を早期に実施すべきとする意見） 

・アンケートから始める議会改革もあり、区民の議会に対する評価の現状把握が必要。 
・議会改革検討における早い段階で議会改革の課題を発見し整理することが必要。区民

の意識を踏まえた改革とするため、意識調査を先行実施すべき。 
 
（内容、実施時期等の検討が必要とする意見） 

・議会改革を始めるための区民意見を聴取するには、アンケート内容のさらなる検討が

必要。 
・目的、内容、結果の反映など、具体的な取扱いが決まらない中では、アンケート結果

に引きずられ、議員の自由な議論が展開されない恐れがあることから、実施は慎重に

すべき。 
・議会改革検討会の議論を充実させ、改革の姿勢を区民に示す段階で、区民の意向を聴

くので足りる。 
・広く漠然とした論点について意識調査を行うよりも議会の議会改革についての考えを

示したうえでの区民アンケートとすべき。 
・他自治体の事例等から、議会基本条例の議論が高まっていない現段階でのアンケート

実施は時期尚早。  

○検討結果 

 区民の（議会に対する）意識調査を早期に実施し議会改革に役立てるべきとす

る意見と、アンケートの目的、内容などの具体的な取扱いを決めてから実施すべ

きとの意見があり、一致に至っていない。 

開かれた議会、かつ、分かりやすい議会を目指す過程において、区民意識や区民

の考え方を踏まえつつ、政策立案機能や行政監視機能をはじめとする議会の諸機能

を見直し、議会全体の機能をさらに高めていくことが求められている。 
現状では議会として区民アンケートを実施していないため、実施の必要性や手法

等について検討する必要がある。 
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３．議場警備員について 

○検討の視点と課題 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

（１）議場警備員の廃止 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（事務局職員対応及び区の警備態勢で足りるとする意見） 

・現在の形での議場内への警備員の配置は必要ない。傍聴者への対応（保安要員の配置）

に努めるべき。 
・本会議開会中の議場外（４階）の警備が十分であれば保安体制は足りる。議場内の警

備は必要ない。 
・本会議場の警備・保安は事務局職員による対応で可能。 

 
（専門の警備職が必要とする意見） 

・廃止になった場合の対応に懸念があり、危機管理の観点から、万が一に備え警備員は

必要。拙速な廃止には慎重にならざるを得ない。 
・議会の秩序・安全維持や危機管理の観点から、正規職員（警備職）で対応すべき。 

 
（傍聴席等への配置に係る意見） 

・新庁舎の議場における警備員の配置は、新庁舎のセキュリティ対策との兼ね合いを踏

まえ、今と同じ場所に配置する必要はなく、傍聴席の入口や議場の出口でもよい。 
 
 

○検討結果 

 ２３区で唯一議場内（傍聴席は除く。）に警備員（衛視）を配置する必要性は

ないとする意見と、現行の議場入口にしか警備員が配置できない状況では廃止は

慎重に行うべきとの意見があり、一致に至っていない。 

不測の事態に備え、議場内外に係るセキュリティ対策を講じておく必要がある。 
２３区の中で議場内（傍聴席を除く。）に警備員を配置しているのは豊島区のみであ

る。議場内の保安の維持に警備員（民間委託）の臨場が必要か、あるいは事務局職

員（臨場職員を含む。）及び本庁舎警備員による態勢で足りるか、現状の機能の実効

性について検討する必要がある。 
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４．費用弁償について 

○検討の視点と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）費用弁償の廃止（見直し） 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（現行の日額による費用弁償は説明がつきにくいとする意見） 

・今後、身体に障害のある議員や車の使用が日常的に必要な議員が現れた場合には活動

を保障するため、実費弁償としての費用弁償が必要。 
・本会議や委員会の出席に対しての日当や日額旅費としての支給は説明がつきにくい。 
・費用弁償として実費分を支払う余地もあるが、議員報酬から充てるので足りる。平成

２４年４月分からは会派の全議員が法務局に供託している。 
・日額として一定額の３千円が交通費なのか必要経費なのか不明確であり区民にはわか

りにくい。費用弁償の明確な定義づけが必要。 
 
（見直しは慎重に行うべきとする意見） 

・報酬審議会等の議論にも関係するため、時間をかけて、今後の方向性を検討すること

が必要。 
・法的な根拠も明確で、議員が費用弁償を受ける権利を裁判所も認めている。引続き支

給するべき。見直しにはさらに慎重な検討が必要。 
 

（その他意見） 

・費用弁償が支給されないとなった場合には、議員報酬の議論となり、報酬審議会などの

議論を見守ることも必要。  

○検討結果 

 ①費用弁償の廃止、②費用弁償の日額を廃止し実費相当額とするべき、③費

用弁償の日額を引き下げてきた経緯（平成１６年支給分から３千円。それ以前

は５千円。）を踏まえ諸雑費を含む費用弁償のあり方の見直しは慎重に行うべき

との意見があり、一致に至っていない。 

議会活動に係る費用弁償について、その必要性も含め区民に対する説明責任がよ

り一層求められている。 
現在、議会活動に係る費用弁償として日額旅費３千円を支給している。他区の状

況をみると、近年、費用弁償（日額旅費）を廃止あるいは実費支給とする区がある。 

今後とも日額旅費として費用弁償を支給するか、廃止若しくは削減等の見直しに

ついて検討する必要がある。 
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５．予特・決特について 

○検討の視点と課題 

 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

（１）会議体のあり方（全議員による審査の実施） 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 

（全議員で審査を行うべきとする意見） 

・議員は個々に選ばれており、現行の４年のうち２年（現行方式）の審査では、議員の

職責を果たすうえで不十分。全議員（分科会方式を含む。）による審査は議員の 優先

事項である予算・決算に係る実質的な審査に毎年参加できる制度として優れている。

一人会派の審査参加を保障するメリットがある。 
・分科会方式は短い日程で審議時間を多く確保できるなど、行政に対するチェック機能

を働かせることができる。款別審査を行う分科会では他の款に関する発言はできない

との反対意見があるが、総括質疑を充実させ、審査日程、日数等を工夫すれば問題な

い。 
・費用弁償等の予算上の問題がクリアできるのであれば、全員参加で実施するのが本筋。 
・現行の方式を維持するとしても全議員で審査を行うべき。 
・まずは全議員による審査を追求すべき。（現行方式）の審査では不可能であれば全議員

による分科会方式での審査を行うべき。 
 

○検討結果 

予算・決算の特別委員会における審査は議員の最重要の任務の一つであるこ

とから、全議員による審査を行うべきとする意見と、現状でも会派を通して毎

年の審査に参加することができ、かつ、議員が区政全般に係る監視能力を養う

有用性があることから、半数の議員が２年に１回、委員を務める方式を維持す

るべきとの意見があり、一致に至っていない。 

なお、全議員による審査を実施する場合でも、分科会方式による審査を支持

する意見と、全議員により全款の審査を行う方式を支持する意見があった。 

予算の決定、決算の認定は条例制定等と同様に議会における も重要な権限であ

る。 
予算・決算の特別委員会を全議員の半数で構成する現状では、４年の任期中に２

度担当することとなるが、各議員が区民の代表であることに鑑みて改善の余地があ

る。毎年議員が予算及び決算の審査に関わることは法の趣旨に適うものであり、検

討する必要がある。 
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（現行の審査方式を維持するのでよいとする意見） 

・現行の予特・決特委員数は会派の半数になるものの、会派全員で審査を行っている認

識はある。 
・４年に２度ではあっても、審査内容について情報共有する中で予算決算の審査内容に

ついて情報共有している。 
・決算での議論を予算の審査に活用することが期待されている現行方式では、一人あた

りの質疑時間を確保する必要がある。全員参加方式では一人あたりの質疑時間が十分

に確保できない。 
・全議員による分科会方式の場合には審議できる項目が限定されるため、本当に予算・

決算審査に全員が関わっていると言えるか疑問。 
・分業体制による分科会方式で行わなければならないなら、同時開催の問題など現状施

設での実現は困難。 
・款別だけで審査できる議題は少なく、様々な部署に跨る施策もあるため、多くの関係

理事者を臨席させる必要が高いため、全議員参加方式は難しい。 
・専門化の方向は議員の審査能力育成などの点で疑問がある。 
・現行方式は少数（半数）による集中審議を可能としており優れている。現行の質疑時

間は少ないので、時間枠制度は廃止すべき。 
 
（その他意見） 

・全議員で審査することの効果は疑問だが、会派に所属していない場合は現行の方式で

は不都合があると感じる。  
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６ 一般質問について 

○検討の視点と課題 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

（１）質問方式 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（一問一答方式を導入すべきとする意見） 

・一問一答方式は質疑応答の関係が明確で、区民にとって大変分かりやすい。 
・一括方式の長所と一問一答方式の長所を認めつつ、一問一答方式と一括方式のいずれ

かを選択若しくは併用することを議員が選択できる運用にすべき。 
・効率的な会議運営と活発な議論の場を目指すとすれば、一問一答方式は優れている。 
・一問一答方式に切り替えたうえで元に戻すことは避けるべき。当面は柔軟に併用型に

よる選択方式を導入するのがよい。 
 
（一問一答方式の導入には慎重であるべきとする意見） 

・豊島区議会が永年実施し定着している現行方式を重んじる観点から、一問一答方式や

併用型の導入には慎重であるべき。 
・一問一答方式は確かに分かりやすいが、答弁者が入れかわり立ちかわり答弁する場合

には、かえって時間がかかり不経済。 
・実際に一問一答を行っていない状況では、その導入についてのイメージが持てない。 
・一問一答方式の場合に質問時間のみの持ち時間制とするのか、答弁時間を含めた持ち

時間制とするのか、後者であれば質問時間が短くなる可能性もあり、その点の検討が

必要。 

○検討結果 

多分野に跨る課題や重層的な論点を質すうえでの有用性から従前どおりの一

括方式を維持すべきとする意見と、論点が明確になり区民に分かりやすい一問

一答方式を導入すべきとの意見があるが、一致には至っていない。 

なお、一問一答方式を採用する場合において、一括方式との併用あるいは選択

を採用すべきとの意見が多数を占めた。 

議場での一般質問による質疑応答は、区の基本政策、施策等のあり方をめぐる理

事者と議員との間で繰り広げられる政策論議の花形である。しかし、現行の日程、

答弁のあり方は長時間化の観を否めず、区民の目からみてわかりにくいものとなっ

ているため、質問等の方式について政策上の論点を明確化する方向で改善を図るた

め検討する必要がある。 
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（設備との関係も考慮すべきとする意見） 

・一問一答方式では演壇若しくは質問者席（対面方式）からの質問が想定される。費用

のかからない方法にすべき。 
・一問一答方式を導入した場合、インターネット中継におけるカメラと演壇の位置関係

を整理すべき。 
・一問一答方式と一括方式の併用にすれば、マイクの設定や位置について検討が必要。 

 

 

（２）持ち時間制 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（持ち時間制は維持すべきとする意見） 

・現行の一括方式による質問時間は確保したいが、質疑応答（答弁も含めた）全体の持

ち時間制の検討も必要。 
・豊島区議会の伝統を重視すれば、今までどおりの一括質問方式と持ち時間制は維持す

べき。 
・質問時間は従来どおり確保すべき。一問一答方式を導入する場合でも、現行の質問時

間を確保することが前提。 
 
（持ち時間制は廃止すべきとする意見） 

・持ち時間制は廃止して自由闊達に議論するための仕組みづくりが必要。 
 

（一問一答方式による持ち時間制を検討すべきとする意見） 

・２６市における多様な質問方式、持ち時間制等を参考にしつつ、 も効率的な形で、

活発に議論できるよう、一般質問の方式と持ち時間制のあり方を整理すべき。 
・持ち時間制を維持しつつ、一問一答方式を採用すべき。 
・持ち時間は会議運営上必要であることから、一問一答と一括方式の併用方式の中で時

間配分が現実に適合するような運用にすべき。 
・発言者の質問時間をある程度決めることは会議運営上 低限必要。 

 

 

 

○検討結果 

 持ち時間制を廃止すべきとする意見と現行の一括質問方式による持ち時間制

を変更する必要はないとの意見があり、一致には至っていない。 

一問一答方式を採用した場合でも現行の質問時間は確保すべきとの意見があ

った。 
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（３）会議時間・日程 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（時間・日数を変更すべきとする意見） 

・質疑時間を確保するため、２日間の場合は午前中に開会すべき。午後１時から開会の

場合は日程を３日間にすべき。３日間の場合は現状の持ち時間制を前提に午後５時ぐ

らいの終了が可能となる点で改善が図られる。 
・質問者は熟考のうえ質問をしており、明確な答弁を求めていることから、日程は３日

間、場合により４日間もあり得る。午後の時間だけでも（一般質問を聴き続けるのは）

大変という思いがあり、午前中からの開会には反対。 
・１日増やし３日とする場合、増分（日数分）は本会議 終日を後ろにずらすべき。２

日間では終了時間が遅くなり、行政側の職員の業務（超過勤務等）への影響も考慮す

べき。 
 
（長時間化の原因を検討すべきとする意見） 

・２日間で終わらせるべき。現状の会議時間が長時間になる原因をさらに検討のうえ対

策を講ずるのが筋であり問題は解決しない。やみくもに２日を３日、４日とすること

は避けるべき。 
 
 

（４）一般質問と代表質問の区分 検討論点 

  
 
 
 
 
 

○主な意見 
（一般質問として従前どおり行うべきとする意見） 

・代表質問、個別質問のあり方は会派の選択に委ねるべきである。 
・各会派とも常識的な範囲で一般質問をすることが重要。 
・一般質問と呼んでいるが、会派を代表しての質問と認識している。代表質問か一般質

問かにこだわるべきではない。 

○検討結果 

 ①開議時刻を１０時からとし、かつ、現行の２日間とする意見、②開議時刻

は現行１３時のままとし日数を１日増やし３日間とする意見、③現行の日程（１

３時開議・２日間）を維持するべきとの意見があったが、三意見の一致には至

っていない。 

○検討結果 

 現状の一般質問は、代表質問と個別質問が混然一体として行われている実態があ

り、代表質問と一般質問を分けて実施する必要性はないとの意見が多数を占めた。 
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・短くする前提で代表質問と一般質問を分けて行うべきではない。 
・曖昧な定義によりうまくいっている面もあり、変える必要はない。すべての一般質問

について会派の納得が肝要。 
・現状では十分質問時間を確保しつつ、申合せの持ち時間に沿って各会派が常識に基づ

いて行っている。 
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７．インターネット中継について 

○検討の視点と課題 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（１）中継の拡大（常任委員会・特別委員会） 検討論点 

  
 
 
 
 
 

○主な意見 
（中継を拡大すべきとする意見） 

・情報公開という点では拡大すべき。委員会は各会派からの委員で構成されていること

から、ルールづくりは慎重に議論すべき。 
・ネット配信は議論の過程を伝える情報発信手段として有効であり必要。 
・常任委員会・特別委員会は時間配分が決まっていないことから、運営方法の検討が必

要。 
・事務局は機械操作とは別に、議事の運営にも集中する必要があることに留意すべき。 
・中継対象の拡大には一定の設備が必要だが、過剰な投資に至らないよう留意すべき。 
・ネット中継は情報公開上重要であり、新庁舎移転に伴うハード面の整備を機に、積極

的に拡大すべき。 
・低予算で情報公開を進めるべき。民間ウェブサイトを活用すれば低コストで中継拡大

が可能であることから、不適切な広告の問題などが解決されれば導入すべき。 
 

 

（２）ライブ中継の拡大 検討論点 

 
 
  
 

○検討結果 

 インターネット中継については、会議の公開の趣旨から常任委員会及び特別委

員会についても拡大して実施していくべきである。 

インターネットは情報化が進んだ現代、大変有用な情報伝達手段であり、開かれ

た議会をめざす観点から、区の意思決定プロセスをよりオープンにするインターネ

ット中継で、情報公開度の向上を図ることが可能となる。 
現在、豊島区議会におけるインターネット中継は本会議と予特・決特のみを録画

にて配信しているが、常任委員会等への中継対象の拡大や生中継の実施、その他の

情報提供手段（ケーブルテレビ等）の活用について、検討する必要がある。 

○検討結果 

 ライブ中継を拡大すべきとする意見と慎重に検討すべきとの意見があり、一致

には至っていない。 
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○主な意見 

（ライブ中継を拡大すべきとする意見） 

・配信技術があれば実施すべき。画面（アングル）は固定になるが、低コストの動画中

継サイトの活用により実施可能。 
・議員による不規則発言がインターネット上に流れるのは致しかたない。 
・現在のインターネット中継は遅く、画像が悪い。スマートフォンで映像を見られない

のは情報公開が十分ではないと同義である。 
・インターネット中継の配信を３日後（現時点）に行うのは遅すぎる。課題が克服でき

れば完全な生中継ではなくても、１０分、５分遅れでも中継すべき。 
 
（慎重に検討すべきとする意見） 

・不適切発言も含めて、正確な情報を区民に見てもらう必要があるため、委員会へのラ

イブ中継導入は慎重に議論すべき。 
・予算・職員体制・ルールづくりを決定した上で決定するべき。 
・議会審議が止まることや委員会における様々な発言の問題など課題があり、さらに議

論が必要。他の自治体にも同様の課題があり、ライブ中継を実施していない点に留意

すべき。 
・不適切な発言ばかりが注目されることがないよう議員が注意すべき。 
・議員がどんな議論をしているかが問われる。 
・不適切発言後にフォロー体制をとっても、ライブ中継しか見ていない人には届かない

ため、慎重に検討すべき。 
・録画・ライブの両方を実施しても、その成果は明らかではない。 
・ネット環境や人的配備に伴う経費の問題から、慎重に検討すべき（中継拡大を優先す

べき）。 
 

（ケーブルテレビ等の導入に係る意見） 

・ケーブルテレビは費用面を考慮し、実施可能になれば、検討の課題としてよい。 
・視聴者数をみるとケーブルテレビでの放送も検討する余地は十分にある。 
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８．議員個人の議決表明について 

○検討の視点と課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）議員個人の議決表明の公表 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（公表すべきとする意見） 

・議員個人の議決表明は公表すべきだが、実施内容、方法等の詳細については今後の課

題。方向性は示すべき。 
・区民に議員個人の議員活動をわかりやすくするために必要。 
・会派の意思表示が前提であっても、個人の意思が公表されてよい。公表の仕方（ホー

ムページ、区議会だよりにおける表記等）が課題。 
 
（さらに議論して整理すべきとする意見） 

・豊島区議会における会派とは「政策集団」と定義しているので、会派内で意見が分か

れることは想定困難。会派のあり方論から整理すべき。 
・電子採決システムの導入に係る検討結果も参考とすべき。 
・公表の必要性が高いとは思えないが、個人の議決表明を公表しても差し支えはない。 
 

 

○検討結果 

 区民に議員個人の議員活動を知らせるためにも、議員個人の議決表明を公表

すべきとする意見と、会派単位の公表で十分であり、区議会だよりの紙幅の関

係上、掲載困難であることなどから必要ないとの意見が出され、一致には至っ

ていない。 

議員個人の議決表明結果を公表することは、選挙で選ばれた議員個人として議

会活動の中身を明確にすることに貢献し、区民（有権者）の知る権利に応える。 
また、電子採決システムを利用することにより、傍聴者やインターネット中継

において議員個人の議決に対する賛否（あるいは投票数）を確認することが可能

となる。 
現状における議員の議決に係る賛否（議決表明結果）は、区議会だより、ホー

ムページ上で公表していない。 
議員の区民に対する説明責任を考えるうえで、議員個人の議決表明結果の公表

について、検討する必要がある。 
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（２）電子採決システムの導入 検討論点 

  
 
 
 
 
 

○主な意見 
（導入しておくべきとする意見） 

・導入する方向を出し、議会施設検討会の検討に委ねるべき。 
・将来の需要に対応しうる施設として整備しておくべき。 

 
（さらに検討が必要とする意見） 

・導入する場合でも経費等の情報が必要。設備については議会施設検討会で予算面を含

め検討・評価するべき。 
・議員個人の議決表明の扱いを決めてから設備、システムの導入を決めるべき。全会一

致により決定すべき。 
・起立採決で議席名簿を傍聴者に配付すれば足りる。 
・電子採決システムは議員個人の議決表明を明らかにする一つの方法として考えられる。

電子採決システムの導入についての検討を議会施設検討会に委ねるべき。 

○検討結果 

 本会議場の押しボタン式採決システムについて、その運用上のルールを含め、

導入する際の費用・効果等に係る調査検討は議会施設検討会に委ねる。 
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９．年間の議会日程について 

○検討の視点と課題 

 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

（１）年間の議会日程の作成・公表 検討論点 

  
 
 
 
 
 
 

○主な意見 
（年間の議会日程を示すべきとする意見） 

・年間日程を決めることは、決して悪いことではない。年間の日程を決めるべき。 
・日程の変更について改めて周知する必要があるものの、予め日程を決めた方が、他の

日程調整等がスムーズにいく。日程変更をした後の周知方法が課題。 
・年間日程に係る区民の予測可能性をどこまで保障するかの問題と捉えるべき。 
・区長の招集権を侵すという考えから年間日程を決められないとする区もあることから、

議会が招集する場合の議論も必要。 
・あいまいな形の日程では、区民に振り向いてもらえない。 

 
（慎重に検討すべきとする意見） 

・メリット・デメリットについての検討がさらに必要。 
・年間日程を決めなくてはならない理由と決めなくてもよい理由を、さらに整理し議論

すべき。 
・年間の日程を決定する時期、区民への周知方法が課題。 
・先に日程が出ていると、躊躇して具体的日程の変更がしにくいという難点がある。 
・年間の日程をいつ、どこで決定するのか、変更後も含めた区民への周知方法等につい

ては、慎重な議論が必要。  

○検討結果 

 年間の日程を決め、区民に周知すべきとする意見と、年間日程（変更の場合を

含む。）の決定方法、周知方法等の検討がさらに必要との意見があり、一致には

至っていない。 

年間の議会日程を公表することで、議会傍聴や区民等が参加する会議・イベント

など諸活動の予定が組みやすくなる。 
開かれた議会をめざすためには、区民が傍聴しやすい仕組みをつくる必要があ

り、区民の関心を高めていく必要がある。 
現在、豊島区議会においては、年間の議会日程を作成しておらず、定例会ごとに

会期等を決定している。年間あるいは半年の日程を作成し、予め（早期に）区民に

公表することについて、検討する必要がある。 
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１０．緊急時の議会機能について 

○検討の視点と課題 

 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）議会独自の災害対策本部を設置（議会・議員の役割等を規定） 検討論点 

  
 
 
 
 
 

○主な意見 
（緊急時の組織は必要とする意見） 

・区と区議会の関係を明確にすべき。情報の共有は必要であり、議会の役割を決めてお

くことが必要。 
・有事のときに機能する要綱は必要。要綱（骨子案）に肉づけすることにより、組織化

した議員の役割を定めておくことが重要。 
・現在の議員の役割や立場を定めたものがないのはよくない。早い段階で議会機能が復

旧できるようなものの検討が必要。 
・災害時にも、議会の独自性を保つことに意味がある。区災対本部と議会災対本部の綿

密な連絡、連携を進めるべき。 
・議会災対本部のあり方については、骨子案についての検討がさらに必要。 
・事前に詳細に作っても、いざという時にはそのとおりには出来ない。議員が参集し、

議会が関与することについての整理が必要。 
・日常と同じ状況であれば正副幹事長会や議員協議会を招集すれば足りる。場合によっ

ては議会災対本部を設置する方法もある。 
・幹事長と委員長を兼ねるケースも有るため、要綱における副本部長の役割があいまい。 

○検討結果 

 議会独自の災害対策本部の設置については、今後さらにその機能、内容等の検

討を進める。 

大規模な災害等が発生した場合に、正常な形での議会活動が困難となる場合を

想定し、議事機関のあり方を議員間で共有しておくことに意義がある。 
東日本大震災以降、防災計画の見直しや業務継続計画（ＢＣＰ）作成に着手し

ている例が多いが、本区においては議会・議員について特段の役割を定めたもの

がない。また、災害発生等緊急時に議会を開会できない場合の首長の専決処分に

対し、議会がどのように連携・関与するかも決まっていない。 
区民の生命を守るべき立場の議会が本来の機能を早期に発揮できるよう、緊急

時における区議会の役割、議員の行動基準をあらかじめ定めておくことについて、

検討する必要がある。 
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・他区や被災地の状況についての調査結果も参考に、機能する組織を構築すべき。 
・要綱はできるだけ簡略化し、災害時に機能するものとすべき。 
・骨子案では「会派の幹事長を通じ」となっているが、交渉会派ではない議員もいるこ

とから補足が必要。 
・議会災対本部が行政の足を引っ張らないように注意しつつ、互いの災対本部がよりよ

い相乗効果を目指し機能するべき。 
・議会災対本部として独立した組織とするべきか、区災対本部の中に議長がメンバーと

して入るべきか、今後検討すべき。 
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○議会改革検討会設置運営要綱 

平成２３年７月２７日        

豊 島 区 議 会        

議 会 改 革 検 討 会 
 
 

豊島区議会 議会改革検討会設置運営要綱 
 
（設置） 
第１ 議会運営、議会活動全般を調査し、本区議会改革に向けた方策を検討す

るため、区議会正副幹事長会のもとに豊島区議会議会改革検討会（以下「検

討会」という。）を設置する。 
（構成） 
第２ 検討会は、区議会各会派等から選出された委員１０名をもって構成する。 
２ 検討会に会長及び副会長を置く。 
３ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 
（運営） 
第３ 会長は検討会を代表し、会務を総括する。 
２ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 
３ 検討会は、会長が必要に応じて招集する。 
４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の議員及び理事者を会議に

出席させることができる。 
５ 委員以外の議員は、検討会を傍聴することができる。 
（検討項目） 
第４ 検討項目は、区議会正副幹事長会の下命に基づき、会長が検討会に諮っ

て決定する。 
（報告） 
第５ 会長は、検討結果を区議会正副幹事長会に報告するものとする。 
（庶務） 
第６ 検討会の庶務は、区議会事務局において処理する。 
（委任） 
第７ 本要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他について必要な事項は、

会長が検討会に諮って決定する。 
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○検討経過 

回 開会日 議       題 

第１回 ２３年 ７月２７日 

１．検討会の運営について 

 （１）検討会の設置について 

 （２）検討会設置運営要綱（案）について 

 （３）会議録について 

２．検討会の検討項目について 

第２回 ２４年 １月１７日 
１．検討項目について 

２．今後の検討の進め方について 

第３回 ２４年 ２月１０日 

１．検討会の進め方について 

２．検討課題にかかるスケジュールについて 

３．会議録作成の短縮（音声認識システムの活用）

について 

４．事務局の役割と職員体制について 

第４回 ２４年 ３月２８日 
１．議会広報紙について 

２．議会改革にかかる区民アンケートについて 

第５回 ２４年 ４月１９日 

１．議会広報紙について 

２．議会改革にかかる区民アンケートについて 

３．議場警備員について 

４．費用弁償について 

第６回 ２４年 ５月１９日 

１．議場警備員について 

２．費用弁償について 

３．議会改革にかかる区民アンケートについて 

第７回 ２４年 ６月１３日 

１．予特・決特について 

２．一般質問について 

３．費用弁償について 

第８回 ２４年 ７月１８日 １．インターネット中継について 

第９回 ２４年 ８月 ７日 
１．議員個人の議決表明について 

２．予特・決特について 

第１０回 ２４年 ９月１２日 

１．一般質問について 

２．年間の議会日程について 

３．予特・決特について 

４．議会広報紙について 

第１１回 ２４年１０月３１日 

１．緊急時の議会機能 

２．意見集約 

①一般質問 
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②予特・決特 

第１２回 ２４年１１月１３日 

１．緊急時の議会機能について 

２．意見集約 

  ①議会広報紙 

  ②議会改革にかかる区民アンケート 

  ③議場警備員 

  ④費用弁償 

  ⑤年間の議会日程 

  ⑥インターネット中継 

  ⑦議員個人の議決表明 

第１３回 ２４年１１月２７日 
１．議会改革検討会２４年検討結果報告（素案） 

２．議会改革検討会の今後の予定  

第１４回 ２４年１２月２６日 
１．議会改革検討会２４年検討結果報告（案） 

２．議会改革検討会の今後の予定  
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○議会改革検討会委員名簿 

 
                          平成２３年７月２７日～ 

会 派 名 委   員   名 

自 民 党 

豊島区議団 

◎本橋 弘隆 

竹下 ひろみ 

公 明 党 

○木下  広（第５回まで） 

○中島 義春（第６回から） 

高橋 佳代子 

日本共産党 
小林 ひろみ 

森  とおる 

自治みらい 
大谷 洋子 

村上 典子 

みんな・無所属 
刷新の会 

古坊 知生（第１回は刷新の会） 

生活 
橋本 久美（第１３回まで。第１回はみんな、第２

回から第１２回はみんな・無所属刷新

の会） 
 ※ ◎は委員長、○は副委員長     

 


