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議会運営委員会視察報告書 

 

期 日    平成３０年 １１月 １日 （木） 

 

視察地    午前  所沢市議会     午後  朝霞市議会 

 

視察者   議会運営委員会委員 

         委 員 長  金 澤 秀 信    副委員長   松 本 義 明 

         委   員  小 出   亘    委  員   吉 澤 かつら 

         委   員  末 次   正    委  員   内 村 忠 久 

         委   員  坂 本 優 子     委  員   紺 野 博 哉    

         委   員  宮 岡 治 郎 

 

         議  長  横 田 淳 一    副 議 長   鈴 木 洋 明 

 

       議会事務局 

         議会事務局長  國田 清男  議会事務局主幹 町田 秀紀 

 

 

視察事項  所沢市議会 議会改革の取り組みについて 

     朝霞市議会 議会改革の取り組みについて 

                 動画共有サービスを活用しての議会映像配信について 

 

視察報告 

 

１１月１日（木）午前 所沢市 

 

市域面積 約７２．１１㎢         入間市の約１．６１倍 

人口  ３４万４，４１６人         入間市の約２．３２倍 

議員定数 ３３人             入間市議会の１．５倍 

 

最近の所沢市の傾向 

 昨年平成２９年１月に、新所沢駅近くに、『所沢市こどもと福祉の未来館』が開設され、地域福祉

の拠点となった。 

 今年度５月に、所沢市の出資５１％で、『株式会社 ところざわ未来電力』を設立し、公共施設へ
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の電気の供給を開始した。 

 一方、『所沢市民文化センター ミューズ』は、今年１２月から２０２０年３月まで、１年４か月閉館し

て、耐震化の徹底、バリアフリー化、電機設備の更新等を目指して、大規模改修工事を実施する。 

 工事期間中は、一時的に狭山市市民会館や入間市市民会館へ、文化活動の需要が移ると思わ

れる。 

 

 ３月から所沢駅東口駅ビル第１期完成とともに、市民課サービスコーナーや所沢市パスポートセ

ンターを設置した。 

  

 将来を展望すると、東所沢駅近くに、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡとの共同で、『ところざわサクラタ

ウン』を２０２０年夏に開業する予定である。 

  

所沢駅西口の土地区画整理事業や再開発事業では、高層の再開発ビルやショッピングモール

の計画もある。 

 

議会の概要 

 

〇会派の構成 

自由民主党 6名、 所沢市議会公明党 6名、 至誠自民クラブ 6名、 

日本共産党所沢市議団 5名、 自由民主党・無所属の会４名、 

リベラル所沢 4名、 未来 2名 

 

〇委員会の構成 

常任委員会  （４常任委員会 定数・現員数ともに８名）    所管事項 

 

 総務経済  市政全般の企画や調整、財務、市税、契約、防災、商業、農業、観光等 

 健康福祉  国民健康保険、福祉、保健、医療等 

 市民文化  文化芸術、地域づくり、小・中学校の教育、公民館、図書館等 

 建設環境  道路、都市計画、再開発、区画整理、公園、上下水道、環境対策、ごみ対策等 

 

※ 議長は、所沢市議会委員会条例の規定により、常任委員会に所属しないことができる。 

 

議会運営委員会 （定数・現員数共に１２名）    

【所管事項】 

議会の運営に関する事項、議会の会議規則、 

委員会に関する条例等、議長の諮問に関する事項の調査を行う。 
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広聴広報委員会（１０名）      

【所管事項】 

議会の広聴広報及び議会図書室の運営について協議または調整を行う 

 

特別委員会 

   地方創生に関する特別委員会（１１名） 

   第６次所沢市総合計画特別委員会（９名） 

   決算特別委員会（８名） 

 

所沢市：議会改革の取り組みについて 

 

応接・説明  荻野泰男議長（挨拶） 

石本亮三議会運営委員長  

中村太議員  西沢一郎議員 

 

１ 文書質問について 

 閉会中の文書による質問（平成２１年７月～） 

 

 ・委員会における全会一致 

 ・議長を通じて文書により提出 

 ・執行部からの回答文書は全議員に配布 

 ・市民への公開 （平成２８年 基本条例改正時に追加） 

 

実施の実例： ⑴所沢駅から西所沢駅間の連続立体交差に関する質問 

⑵市政に対する質問（平成２３年３月に発生した東日本大震災により一般質問を取

りやめた議員の一般質問の内容について） 

⑶コミュニティＦＭに関する質問 

⑷入込観光客数に関する質問 

⑸交通事故に関する質問 

⑹子どもの貧困に関する質問 

 

２ 『みみ丸カフェ』について 

 みみ丸とは 

 所沢市議会広聴広報マスコットキャラクターのこと。所沢市議会の広聴広報部門を担当する、自

称ひばりの忍者。まるで全身が「みみ」であるかのように、相手の話しをよく聴くのが得意。 

 みみ丸カフェでは、「このまちのこと、みみ丸といっしょに、まったりおはなししませんか？」と呼び
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かけをしている。 

 

 みみ丸カフェの開催（平成２８年、平成３０年）  

議会の広聴機能強化の一環として、ワールドカフェスタイルによる、市民と議員との懇談会として

開催。所沢市議会の広聴広報委員会が主催するイベント。 

 

・コンピュータによる無作為抽出により参加者を募集 

   →２０～５０歳代までの現役世代を対象に、年代別・男女別に抽出 

    普段市役所にあまり来ることのない方に参加してもらうことも目的の一つである。 

・早稲田大学との連携協定を活用 

   →ファシリテータを教授が、テーブルホストを学生が務めた 

・狭山茶や会場装飾による雰囲気づくり 

 

 参加者には、５人程度のグループに分かれ、メンバーを入れ替えながら、意見交換を行う。各グ

ループには、まとめ役がいる。参加者が所沢市について意見交換することで、今まで気づかなかっ

た所沢市の魅力や、所沢市の持つ可能性を再発見することができる。話す内容に困ってしまった

場合でも議員がフォローし、お話しのヒントも用意している。 

 

みみ丸カフェ２０１８報告書から 

【意見交換テーマ】の例 

 〇あなたが思う、所沢市の魅力や自慢出来るものは、何ですか？ 

 〇所沢市にあるものを生かして、更に魅力あるまちにしていくためには、 

どうしたらいいと思いますか？ 

 〇所沢市がさらに魅力あるまちとなるために、あなたができることは何ですか？ 

 

３ 議会評価について 

 各年度末に実施している（平成２１年 6月～） 

 

 〇議会事業評価 

  現在、議会運営委員会および広聴広報委員会による所管事業の自己評価を行う。 

  これは、自己評価で、それぞれ以下の通り。 

 

    議会運営委員会所管の評価対象事業 

 「議会評価について」「平成２９年度議会運営委員会視察」「議会ＩＣＴ化の推進」「議会改革

の関する視察受け入れ」の４事業について 
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    広聴広報委員会所管の評価対象事業 

    「市議会だより作成・配布」「政策討論会の開催」「議場コンザートの開催」の３事業について 

 

 〇議会改革評価 

  議会基本条例に規定する項目を評価・議会改革の成果 

 

   ➡ 報告書としてまとめ、市議会ＨＰで公表 

 

導入経緯・目的 

◆一年間の主な事業の総括の機会とする 

◆議会基本条例の進捗確認と総括のため効果  

◆事業の記録公開と協議事項の共有が可課題・方向性（検討中） 

◆自己評価の達成度の明確化と外部評価へ 

※議運での評価→議員個人による評価へ 

   ※活動の発信→成果指標化へ 

 

４ 政策討論会について 

政策討論会実施要綱： 平成２６年８月２７日施行 

    ・所管を明確に→広聴広報委員会 

    ・政策形成サイクルへの反映 

    ・委員会でも実施することができる 

     →平成２８、２９年度は、常任委員会の閉会中審査の一環として開催 

   所沢市議会基本条例１４条 

 「議会・委員会は政策立案、政策提言を推進するため、積極的に政策討論会を開催」と規定 

 

   実施状況 テーマ 

⑴ これからのまちづくりを考える  

議会から見た～地域経済の活性化と所沢ブランドの創造～ 

⑵ 地域福祉を考える 

 社会問題化をしている、孤立死・児童虐待を防ぐために 

⑶ 所沢市における交通政策 

  ～高齢化時代を迎えての交通施策のあり方～ 

⑷ 人口減少社会 

  ～２０２５年の所沢は～ 

⑸ 文化財保護、なぜ必要？ 

  伝えていくもの、失われゆくもの 
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⑹ 子どもの笑顔輝く未来へ 

     子どもの貧困対策について 

⑺ 教育施設の整備（エアコンなど）について 

⑻ 人口減少と街づくり（空き家だらけの街を防ぐには） 

 

議会報告会などとの違いと位置づけ 

 ◆議会報告会は 

   議員と市民との自由な意見交換のひとつ （根拠 議会基本条例第７条） 

 ◆政策討論会は 

   一つのテーマに対する議員間討議を通し政策立案、政策提言を積極的に推進 

 

開催の所管と課題 

 ◆公開のイベントになっていないか？ 

 ◆活発な討論のやりとりができているか？ 

 ◆その成果をどのように議会活動や市の政策につなげるのか？ 

 ◆議会報告会などとともに、さらなる市民参加の充実を検討。 

 ◆市民との意見交換で醸成した提案を、政策形成サイクルに基づき検討「する。 

 

直近の事例 

  平成３０年７月７日（土）に、『所沢市こどもと福祉の未来館』（新所沢駅近く）において、筑波大

学教授の谷口守氏を講師に迎え、政策討論会「人口減少と街づくり（空き家だらけの街を防ぐに

は）」を開催し、５５名の方々が参加した。 

  第１部： 谷口先生による基調講演「コンパクトなまちづくりを考える」 

  第２部： 建設環境常任委員８人による討論会 

 

５ 広聴広報委員会の取り組みについて 

 委員会の設置（平成２３年５月） 

 議会報・図書室委員会 ➡ 広聴広報委員会 

   広聴機能をさらに強化 議会運営委員会と役割を明確にした 

  

【位置づけ】 

  ・地方自治法１００条１２項の協議等の場 

  ・議会基本条例２２条の広聴広報に関する会議体 

 

【委員構成】 

   １０人（各会派から） 
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◆大学との連携協定を締結 

  〇所沢市議会と早稲田大学との連携協力に関するパートナーシップ協定 

     （平成２８年２月１日締結） 

  〇インターンシッププログラムに関する覚書 

     （平成３０年２月１５日締結） 

 

◆所沢市議会広聴広報マスコットキャラクターの活用 

   『みみ丸』（平成２７年～） 

   議会を身近に感じていただくためのツールとして、議会だよりやＦａｃｅｂｏｏｋ等で活用している。 

 

６ 議会報告会の開催（平成２２年５月～） 

所沢市議会議会報告会実施要綱（平成２１年６月９日施行） 

 

あり方 

・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。（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運営に配慮する。 

 

【準備】 

班を編成し、広報活動を行う。 

   行政回覧、駅頭での広告入ポケットティッシュ配布 

 

【終了後】 

報告書を提出し、いただいた意見と回答をホームページへ掲載する。 

 

直近の例 

３月定例会についての概要報告、報告内容に関する質疑応答。 

市政全般に関する質疑応答、意見交換など。 

 

● 視察後の意見交換会 

○文書質問は、入間市に適した方法で行えば、市民にわかりやすく公文書形式で残すことがで

きるため参考になると感じた。 

○政策討論会等では、議会の意見を一方通行的に報告するのではなく、市民から意見を聴くこ 

とに重点を置いていることは素晴らしいと感じた。 
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  ○みみ丸カフェは、ファシリテータを大学の先生が、大学生がテーブルホストを努め、若い人等 

に参加してもらうため、議員は前面に出ないように話しやすい雰囲気づくりを行っていることは、 

重要だと感じた。また、議会を身近に感じてもらう取り組みとしては意味があると感じた。 

  ○議会評価は、議会評価報告書として評価した事業の実績を文書で残すことにより、今までの 

実績がどの程度あるのかを把握することができるため、大変有効だと感じた。 

  ○議会の広報誌を新聞の折り込みにより配布しているが、本市でも自治会の加入率が下がって 

いる現状で、どのように広報を行えばよいのか検討していく必要があると感じた。 

  ○議会基本条例に基づき、これだけ多くの取り組みを行っている市議会は珍しいと感じた。議 

会基本条例を制定することが目的ではなく、有効に活用することが重要だとあらためて感じた。 

○議長が中心となり、それぞれの委員会で意見交換を行っていることは、他の委員会の協議状 

況を知ることができるため、よい方法だと感じた。 

 

１１月１日（木）午後 朝霞市 

  

市域面積１８．３４㎢ 

人口１３９，８３７人（平成３０年１１月１日現在）  

議員定数 ２４人 

 

地理： 荒川低地と武蔵野台地に分けられる。高低差は約４０ｍ。入間市を流れる不老川の下流の

新河岸川が、南東に向かって流れる。 

 朝霞駅周辺と川越街道（国道２５４号）沿いに商業施設がある。 

 

歴史： １８８９年、膝折村と内間木村の村政開始。 １９３２年、膝折村が朝霞町となり町政開始。 

１９５５年、朝霞町が内間木村と合併し、新「朝霞町」となる。 １９６７年、朝霞町が朝霞市となり 

市制施行。 

  

基地関係： 南地区は、１９３２年、『東京ゴルフ倶楽部』が発足したが、１９４０年、陸軍の買収によ

り閉園となり、跡地に陸軍予科士官学校が市ヶ谷から移転した。 終戦後、駐留米軍の『キャンプ

朝霞』の一部となり、１９６０年、陸上自衛隊が駐屯を始め、現在陸上自衛隊朝霞駐屯地となってい

る。 

北地区は、元から軍需産業が集積しており、１９４１年からは、陸軍の被服廠本廠の分廠が操業

した。 終戦後、駐留米軍の『キャンプ朝霞』の一部となった。 朝鮮戦争ベトナム戦争に関わった。 

196４ 年には、東京オリンピックの射撃会場となっている。１９８６年に全面返還されている。 

 返還後は、朝霞市の市民会館・図書館・野球場・公園・小中学校、他に県立高校などが立地した。 
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朝霞市議会  

 条例定数２４人、現員数２４人 

 

〇会派の構成 

   輝政会 9名、  公明党 5名、  絆 3名、  日本共産党 3名、  

無所属の会 2名、  無所属クラブ 2名 

 

〇委員会の構成 

 常任委員会（定数・現員数共に各６名 任期２年）  所轄事項 

 

総  務 

     市長公室、総務部、危機管理室、検査室、出納室、選挙管理委員会、監査委員、公 

    平委員会、固定資産評価審査委員会に関係する事項や、他の常任委員会の所属しな 

    い事項を担当する。 

     主に、市政の企画、政策、財政、人事、一般会計の歳入に関する議案などを扱う。 

 

教育環境 

     市民環境部、教育委員会、農業委員会に関する事項を担当する。 

     主に、環境、学校教育、社会教育、商工業、農業に関する議案などを扱う。 

 

建  設 

     都市建設部、上下水道部に関係する事項を担当する。 

     主に、都市計画、道路、建設、水道事業に関する議案などを扱う。 

 

民  生  

        福祉部、こども・健康部に関係する事項を担当する。 

        主に、社会福祉、高齢者福祉、児童福祉、保育園、健康づくり、保険年金に関する議 

案などを扱う。  

   

議会運営委員会（９人 各会派比例按分により選出） 

   議会の円滑な運営を行うため設置された委員会で、次のような仕事をしている。 

   ・会期・議事日程に関すること。 

   ・誤解運営に関すること。 

・議長の諮問に関すること。 
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  特別委員会  

  現在は設置していない。 

 

１ 議会改革の取り組みについて 

 

 議会改革を行う組織体制について協議を行った結果、朝霞市議会議会改革推進会議を設置し

た。この会議には、議会運営推進委員会、広報・広聴推進委員会、議会活性化推進委員会の３つ

の委員会で検討していくこととなった。 

   

 朝霞市議会議会改革推進会議設置要綱 平成２４年８月２４日施行 

 全８条からなり、１条で「設置」、２条で「所掌事務」、３条で「組織」、４条で「会議」、５条で「運営会

議」、６条で「委員会」、７条で「記録」、８条で「委任」を規定している。 

 

 議会改革推進会議 

 平成２４年８月２４日から平成２７年８月２６日まで、延１１回開かれた。 

 

 議会改革推進会議における議会改革の主な実績 

  

【議会運営推進委員会】 

 ・質問席の設置 

既存の議席を活用して設置した。 

 

 ・委員会のあり方 

  常任委員会委員長が充て職で出席している会議の内容について、所属する常任委員会へ報 

告することができる。ことなどがある。 

 

【広報・広聴推進委員会】 

 ・インターネットによる議会中継 

  動画共有サービスを活用しての議会中継並びに録画配信 

 ・会派別・議員別の議案等の賛否を市ホームページへの公開 

 ・傍聴規則の改正 

  児童及び乳児は傍聴できない旨の規定を削除 

 

【議会活性化推進委員会】 

 ・政務活動費の交付対象の変更 

  「会派支給」から「会派及び議員に支給」に変更 
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 ・災害発生時対応指針の作成 

 

 各派代表者会議での協議 

平成２７年１２月以降は、議会改革を各派代表者会議で協議している。平成３０年１１月１日時点

で、２５回にわたり協議している。 

一般質問における一問一答方式などについて検討している。 

 

２ 動画共有サービスを活用しての議会映像配信について 

 

（１）経緯 

議会改革推進会議の委員会である広報・広聴推進委員会で協議した。 

 

平成２４年９月インターネットによる議会中継に関することについて議論した。 

１１月には、他市の中継費用について調査をした。 

平成２５年１月では、録画から放送までどの程度時間がかかるか調査し、概ね１週間程度かか 

ることが分かった。また、動画共有サービスＵｓｔream を活用している他市議会の状況を調査した。 

   ２月には、業者委託をしている市議会とＵｓｔreamを活用している市議会との録画中継を委員 

全員で閲覧し、比較を行なった。また、議会中継のアクセス数等の調査を行なった。 

   ２月の会議以降、平成２５年１０月までの会議では、当時のＵｓｔreamでは、視聴中に広告が入 

ってしまうデメリットがあった。専門業者による委託では、そのようなデメリットはないが、費用がか 

かるため、費用対効果を含めて検討を行った。 

   平成２６年２月には、インターネットによる議会中継を重点に検討することを確認した。 

   ７月には、実際に議会中継を現在の人員体制で行なえるのか検証を行なった。 

   ８月には、ライブ・録画編集作業の工程について確認を行なった。随時見直しを行なうことを 

前提にＵｓｔream（ライブ中継・録画）による公開を行なうことを決定した。 

   １０月には、Ｕｓｔreamによる議会中継を行なうために必要なインターネット回線工事、普通の 

パソコンだと外部に映像を送るという処理ができないため、配信用のパソコンが必要となる等の 

導入までの工程を確認した。 

   平成２７年３月からＵｓｔreamによるライブ配信を行なった。 

 

   ＹｏｕＴｕｂｅによる議会映像配信を行っていなかった理由としましては、当時、Ｕｓｔreamは編集 

ができたが、ＹｏｕＴｕｂｅは編集できなかった。 

現在でもＹｏｕＴｕｂｅで、まったく編集しない状態で配信しているが、編集作業をしないかわり 

に、コメントを入力することで対応している。ＹｏｕＴｕｂｅだと会議が終了した後すぐに配信ができ 

る。 
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（２）導入経費 

 議場映像・音声配線工事費（録音室から事務室までの配線工事）     １８３，６００円 

      インターネット回線工事費                              ２６，７８４円 

      動画エンコード用パソコン等購入費（ＰＣ、キャプチャーカード、カラー液晶ディスプレイ、 

無停電電源装置（ＵＰＳ）、ウイルス対策ソフト（５年用）、映像加工ソフト ViｄeoStudio  

Pro X７製品版、ブロードバンドＶoIP ルータ、プリンタ）        ４０８，２４０円  

                          計  ６１８，６２４円 

       

（３）ランニングコスト（年間） 

     インターネット使用料（６，０４８円/月額） （ＮＴＴ回線使用料、プロバイダ使用料） 

                                                    ７２，５７６円 

 

（４）Ustreamから YouTubeに移行した経緯 

     平成２７年３月からＵｓｔreamを活用していたが、平成２９年６月ごろ８月以降の無料でのサ 

ービスを終了しますとの通知があった。理由としましては、企業向けのサービスのみを展開し 

たいとのことであった。そのため、他の配信サービスを検討した結果、他市議会でもＹｏｕＴｕｂ 

ｅのライブ配信を実施しているという情報があり、ＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信を検討していきたいと 

いうことを代表者会議に報告した。 

    今後、ＹｏｕＴｕｂｅによるライブ配信が可能かどうかを検討した結果、平成３０年９月議会から 

ＹｏｕＴｕｂｅによるライブ配信を行うこととなった。 

 

（５）活用までの課題 

・活用までの事務作業等について 

 映像を取り込み配信する。パソコンソフトの選定。 

 

・管理者権限で制限している内容について 

 ＹｏｕＴｕｂｅによるライブ配信に切り替えた際に、コメントを入れられないようにした。 

 

・運用方針の内容について 

 コメントの制限以外には、運用方針は特にない。市議会の議会映像ライブ配信のホーム

ページには、注意（免責）事項として、利用者への注意書きを掲載している。 

 

・広告について 

 広告は、表示されない設定としている。 
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・配信期間について 

 録画配信期間については、現在のところ協議されていないため、終了期間は設定してい

ない。 

 

・セキュリティ対策について 

 市役所のネットワークとは完全に独立した配信用のパソコンを利用している。ウイルス対

策ソフトを導入している。 

 

（６）効果 

     ・経費等 

配信費用は無料となっている。 

      

・視聴件数 

      配信が再生された回数と配信を再生した端末数（パソコン・スマートフォン等）に分けて集 

計している。 

 

      平成３０年第１回定例会 

配信が再生された回数・・・２，５８０件  配信を再生した端末数・・・１，６１０件 

      平成３０年第２回定例会 

        配信が再生された回数・・・２，４６８件  配信を再生した端末数・・・１，２１５件 

 

  （７）メリット・デメリット 

    ライブ中継 

    【メリット】 

        ・配信費用が無料 

        ・チャット（コメント）機能がある（視聴者から発信ができる） 

        ・サーバーを用意する必要がない（アクセスの集中による市の事務に影響がない） 

        ・ライブ中継の映像が配信終了後、YouTube上に保存される 

（ただちに録画配信が可能） 

     【デメリット】 

        ・チャット（コメント）機能がある（対応が必要なコメントが出る可能性がある） 

        ・配信ソフトの設定などの作業を自身で行わなければならない 

        ・運営会社の方針次第で、仕様の変更やサービス終了を余儀なくされる 

        ・無料ソフトを使用しているため、動作等に対する保証やサポートが基本的にない 

        ・パソコンの環境（ＯＳのヴァージョンアップ等）により利用ができなくなる可能性がある 
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録画配信 

    【メリット】 

        ・配信費用が無料 

        ・コメント機能がある（視聴者から発信ができる） 

        ・サーバーを用意する必要がない（現時点では保存容量の制限） 

      【デメリット】 

        ・チャット（コメント）機能がある（対応が必要なコメントが出る可能性がある） 

        ・運営会社の方針次第で、仕様の変更やサービス終了を余儀なくされる 

        ・パソコンの環境（ＯＳのヴァージョンアップ等）により利用ができなくなる可能性がある 

 

（８）今後の課題 

  ・録画配信期間が協議されていない。 

  ・無料配信のため、特に業者のサポートが受けられない。対処できない問題が出た場合に 

は、有料配信への切り替えも検討しなければならない。 

 

● 視察後の意見交換会 

○YouTubeで動画の配信を行うことにより、映像が拡散する恐れもあり、それに対して規制するこ 

ともできないため導入することは難しいと感じた。 

○初期投資で約６０万円かかるが、ランニングコストでインターネット使用料は、年間約７０，０００ 

円となり、費用の削減となるため、設備を整えれば YouTubeによる配信も可能だと感じた。 

  ○YouTubeにすれば、普段議会に関心がない方でもインターネットで検索することにより、議会 

中継を見ることも増えると感じた。 

○YouTubeを導入している自治体がまだ少ないため、早急に導入するのではなく、さらなる研究 

をしていく必要があると感じた。 

  ○YouTube以外にも方法があると思うので、課題を踏まえて、方向性を出していく必要があると 

感じた。 


