
第３回 議会制度研究会                  平成24年２月６日 

 

○山内座長 どうもお疲れさまです。午後になりましたけれども、第３回議会制度研究会

を始めたいと思います。 

 それでは、姉妹都市交流も含めた海外視察についてを議題といたします。お手元に参考

として、前期、平成19年度のバンバリー市、22年度のウィニペグ市の姉妹都市交流への議

員団の派遣に関する資料を配付してありますので、事務局のほうからご説明をお願いいた

します。 

○星区議会事務局次長 姉妹都市関連の資料といたしまして、今回配付してあるのは資料

１から３であります。 

 まず資料１－①からご説明させていただきますが、まず資料の１－①は、19年７月３

日、議会運営委員会で決定された資料でございます。これは前回のバンバリー市への議員

団の派遣の方針について、議運で決定したという書類でございます。 

 まず、１としては議員団を結成して、訪問する、２として議員団は、10名とする、３が

議員団として、記念式典に参加するとともに、近隣都市や経由地の範囲で研修等を行うこ

とができる、４として会派の割り振りということになっています。これは10名の割り振り

でございます。 

 そのときに、付記事項ということで、１として議員団派遣のあり方については、今後、

議会制度検討の課題とするということと、２としては派遣後の報告書をホームページで公

開する、こういうことが19年のときに方針が決定されたと。 

 この裏面になります。裏面が資料１－②ということで、この方針に基づきまして議員団

を結成し、具体的な内容を協議したと。それを９月18日の議会運営委員会で決定した資料

ということでございます。 

 ２の派遣期間として10日間になっています。 

 派遣議員団構成員は省略しますが、４として派遣場所及び派遣内容ということでござい

まして、(1)としてバンバリー市、これは記念式典の参加。(2)としてシンガポール市が経

由地でＩＴ施策等の視察。(3)としてパース市、これも経由地でございますが、環境施策

等について視察してきたというのがまずこの資料１でございます。 

 資料２をごらんください。資料２についてはホッチキスどめしてあります。この後ろの

ほうの資料２－③というところから説明させていただきますが、この資料は、22年度のウ
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ィニペグ市姉妹都市交流に当たっては、まず議会制度研究会、今回と同様の趣旨のもので

すが、そこで検討を行いました。その結果が、22年の２月15日、議会制度研究会の報告と

してこの資料、２－③の資料となって報告されたということでございます。 

 そのときのまず１として検討結果は、22年度については、21年度と同様に、姉妹都市交

流と海外視察は切り分けて実施するものとするということでございました。 

 具体的な実施方法といたしまして２に記載があります。まず(1)として海外視察につい

ては、昨今の厳しい経済状況等を踏まえ、自粛するということでございます。(2)姉妹都

市交流についてということで、ここでは、議長とは別に議員団を結成して、以下のとおり

実施するということで、この議会制度研究会の中では案１、案２が出されて、併記された

報告となっているということでございます。案１としては「幹事長会構成員の会派割を各

交渉会派枠とし、非交渉会派から１名を加えた形で議員団を構成する。但し、参加を辞退

する会派が出た場合については新たな割り振りは行わないものとする」というのが１案で

ございました。案２としては「参加人数は５名以下とする」という２つが併記になったと

いうことでございます。行程としてはおおむね７日間程度、経費としては極力経費の縮減

に努める、こういうことが議会制度研究会の報告として上がりまして、この報告を受けま

して、１枚目に戻っていただきたいんですが、資料２－①、これは理事会、議運等で協議

し、最終的に５月11日の議会運営委員会で決定した内容となってございます。 

 ここでは、まず１として姉妹都市交流と海外視察は切り分けて実施するものとするとい

うことでございます。 

 ２具体的な実施方法として、(1)海外視察については、厳しい経済状況等を踏まえ、自

粛する。(2)として姉妹都市交流についてということで、姉妹都市との友好関係を議会全

体として盛り立てて、礼を失しない人数により交流を深めていくという観点から、議長と

は別に議員団を結成して実施するということでございます。①として交流形態ということ

で、「幹事長会構成員の会派割を各交渉会派枠とし、非交渉会派から１名を加えた形で議

員団を構成する。但し、参加を辞退する会派が出た場合については新たな割り振りは行な

わないこととする。なお、平成22年度については、参加人数が６名以上の場合は、協議の

上、５名以下とする」ということで、行程につきましては、おおむね７日間程度。経費に

ついては極力経費の縮減に努めるという方針が決定されました。 

 裏面になりますが、資料２－②は、議員団が結成され、その中身が協議され、最終的に

22年６月９日の議会運営委員会で決定された内容でございます。派遣日数は６日間。議員
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団の構成としては４名となってございます。派遣場所、派遣内容についてはここに記載の

とおりでございました。 

 これが資料２でございまして、資料３といたしまして過去の姉妹都市交流ということ

で、過去３回分の実施内容を比較できるように表にまとめたものでございます。19年のバ

ンバリー、21年のドゥブリング、平成22年度のウィニペグという形でございます。この違

いは、２つ目に記載がありますが、議員団数ですね。これが19年のときは10名でございま

して、21年が８名、22年が８名ということでの方針で決定したが、実際に実施した人数に

なりますと、平成19年が10名、21年が５名、22年が４名。派遣期間につきましては、19年

が10日間、21年が６日間、22年が６日間。視察につきましては、19年にシンガポール市と

パース市を視察していますが、21、22年につきましては自粛と。航空機の座席につきまし

ては、19年はビジネスを使っていますが、21、22年につきましてはビジネスの下、エコノ

ミーの上というのですか、アッパーエコノミーを使用した、こういう資料でございます。 

 説明は以上でございます。 

○山内座長 ありがとうございます。ちょっと前後しちゃいましたけれども、小松委員の

ほうから欠席の届けが出ていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまの説明を参考といたしまして、各会派のほうでお話をしてきたと思

いますので、まず最初に、自民新さんのほうから会派のお話をしていただければありがた

いと思います。 

○下山委員 私たちの会派としましては、これから皆さんのご意見とかいろいろ出てくる

と思いますが、最初の基本としては、このバンバリーの５年前、平成19年の実施要項、実

施の方法についての１つの考え方をもとにして、それぞれの会派の方々のご意見を参考に

しながら決めていきたいなと思っておりますが、やはり世田谷区とバンバリー市との友好

関係とか、また、バンバリーから世田谷のことをいろいろ考えてくださるというようない

ろいろな状況を判断すれば、この19年に実施した10名前後ということで実施してもいいん

じゃないかなと。ただ、視察、経由地、その他については、やはり皆さんのご意見等、ま

た経費等については極力縮減をするということは、この現状であれば当然だと思いますの

で、１つ基本として、そこからスタートしていただければと思っています。 

○山内座長 次に、公明さんのほうから。 

○高橋委員 私どもは、今回の議会制度検討の項目の中に、この姉妹都市交流を含めた海

外視察ということを入れさせていただきましたけれども、趣旨は、今自民新さんが言われ
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たのと一緒です。ともかく前回、ウィニペグとその前に関しては、当時の経済状況とかさ

まざまありましたけれども、そこが変わったかというと、そうではないかもしれません

が、何もかもが縮み思考の状況の中にあって、これから世界と渡り合っていくということ

も大きく視野を広げていかなければいけない状況もあると思います。また、姉妹都市交流

という形で周年行事として参加をするからには、議員団も礼儀としてやっぱりきちっと結

成して伺うのが僕は筋だというふうにずっと思っておりまして、そういう意味では、もう

１度スタートに戻して、そしてまた、行くからには経由地での有効な視察もその中でやっ

ていくということが、また世田谷区のためにもなっていくものだろうと私は信じておりま

すので、そういう意味では、自民新さんと考え方は一緒ですが、19年に戻すという状況を

私たちは希望しております。 

○山内座長 続きまして、生ネ社、羽田さん。 

○羽田委員 基本的な考え方から入っていきます。 

 １つは、もともと姉妹都市交流については、代表をしっかり送るべきだという判断を私

どもはしております。したがって、その代表制のあり方について最初に触れておきたいと

思います。各交渉会派、それから非交渉会派を含めて１名ずつでいいのではないかという

判断です。それから、視察については、これはいろいろ議論はあるんですが、過去のいろ

いろな経緯を踏まえると、実際に行って、そのまま帰ってくるというのもなんですね、そ

れはいろいろ見方はあると思います。つまり、せっかく行く以上は、それなりに視察をし

てくるという判断もあるかと思います。したがって、その議員団の判断ですべきではない

か、これは内容と一緒ですね。 

 それから、辞退の場合ですよね。これも先ほどちょっと含まれておりましたが、辞退の

場合は補充はしないという内容。あと経費のあり方、これはどのクラスの飛行機を使うの

かとかという議論も、以前、かなり熱心にやった経過がありましたが、それら経費に関す

ることについてはもう少しきちんとした議論が必要なのではないかと私は思っています。

実際に行った方からもさまざま、私も行きましたけれども、その際の大変さというのは身

にしみていますよね。ですから、それらを踏まえて経費のあり方、それから人数自体は抑

えて行くとなれば、その経費全体のあり方もまた違ってくるわけですから、それらは十分

検討が必要なのではないかと判断をしています。 

○山内座長 それでは、共産党さん。 

○中里委員 私どもはかねてから友好都市交流と視察は分けて考えるべきだということを
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ずっと言ってきまして、前回、そういう方向で皆さんの意見がまとまったのは前進だなと

思っておりました。姉妹都市交流に関しては、これはきちんと行っていくべきだというこ

とも申し上げてきましたけれども、議会の代表ということで、私たちは議長が行けばいい

のではないか、議員団を組織して大勢で行くということではなくて、議長が議会を代表す

る形で送り出すということでよろしいのではないかと考えております。 

 それから、海外視察に関しては、これも従来言ってきましたけれども、こういう経済的

な情勢の中で行くべきではないと考えております。 

○山内座長 それでは、み・行さん、大庭委員。 

○大庭委員 状況的には、平成22年のときの議論と状況は変わっていないし、もっと言え

ば、もっと悪くなっているという状況から考えれば、当然平成22年の議論のときよりも未

満、平成22年より未満だというのは基本的な考えです。細かいことはずうっと言ってきた

ので、ここで繰り返してもしようがないので、そういうことなので。 

 あと、もし平成22年当時とちょっと状況が変わったということがあるとすれば、やはり

原発問題というのは１つ、22年とまるきり我々の生活環境そのものが変わったということ

は少し考えられるかなとも思いますね。 

○山内座長 それでは、民主さん、中村委員。 

○中村委員 前回の議研でもこの姉妹都市交流の話は出ましたけれども、これがどういう

ふうにとらえられるかというと、やっぱり経費の問題と、特権だと言われているものが本

当にそうなのかどうなのかということだと思います。我々のスタンスというのはかねてか

らお話ししているとおりで、そこから基本スタートをしたいなとは思いますけれども、せ

っかくこういう場でいろんな意見を本当に率直に言える場ですから、特に先ほども意見が

ありました海外姉妹都市との交流、我々は今あるこの３つだけではなくて、姉妹都市をふ

やしていくということも議会では質問させていただいておりますし、交流に限らず、議会

がどうするかとは別として、世田谷区としてほかの海外姉妹都市との提携というものを考

えることも入れながら、せっかくですから、この場でゼロから議論をさせてもらえればい

いかなと思っております。 

○山内座長 それでは、減税のあべ委員から。 

○あべ委員 非交渉会派で私は参加しているんですけれども、非交渉会派の代表の意見と

いうことではなくて、私のほうの会派の意見ということで述べさせていただきますので、

いろんな考えの方がいらっしゃるので、誤解のないように。 
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 私のほうの考え方としては、行政側からは区長が参加をするということですよね。それ

と、議会のほうからは議長が参加をしておりますから、交流事業としてはこの両者の代表

者が出ればいいのではないかという考えです。そして、議員団という形でもし行くのであ

れば、視察も兼ねてという話も出ておりますから、各議員には政務調査費というものが出

ているわけでございまして、視察という名目であれば、政務調査費の中から支出をしては

どうかと、かねてより私は主張をさせていただいておりますので、この点についても、こ

の場で議論をしていただければなと思っております。 

 海外交流ということになると、そのときそのときで議員団を仕立てて、議会費の中から

費用を出していくという考え方になるんでしょうけれども、今、議会のそういった海外視

察に対して何が批判があるのかというと、もともと報酬をもらっていたり、政務調査費も

もらっているのに、新たに議員団という形で組んでいったときに、また新たな支出で二重

取りの構造になっているということが私は問題視されているんだと思いますので、それぞ

れの議員が政務調査費という形での費用を毎月いただいているわけですから、視察目的で

あれば、その中から支出をするべきではないかということで主張させていただいておると

ころです。この点について、この会を通じて議論していただければなと思っております。 

○山内座長 ありがとうございます。各会派からお話を聞きましたけれども……。 

○あべ委員 それと、逆に言うと、政務調査費を使って行く場合には、何もその議員団10

名に限らず、例えば姉妹都市で姉妹都市交流をやっているところに視察という名目でどう

いう交流事業をやっているのかということを、私はどちらかというと、団じゃない人でも

参加ができたほうがオープンな形であると思います。特に団に入らなければいけないとい

うことでもないですし、逆にたくさんの方が交流事業に参加できるのではないかなと思う

ものですから、だから、政務調査費を使って行けるということも１つの選択肢として考え

ていただければなと思っております。 

○山内座長 今のあべ委員のお話は、議員の中でその他の人という意味ですか。議員の中

で団に入らなかったその他の議員というわけね、民間の方は考えていないんですね。 

○あべ委員 民間じゃなくて、議員の中でも行きたいという人がいれば、政務調査費から

支出をすれば参加してもいいんじゃないかなと私は思うんですね。 

○山内座長 それでは、事務局のほうで一人会派の方の何かほかの意見は聞いていません

か。 

○星区議会事務局次長 特に今回は聞いてございません。 

 6



○山内座長 そうですか、わかりました。ありがとうございます。 

 それで今、各会派のご意見を聞いたら、自民新さんと公明党さんはほぼ同じ、生ネ社で

は、22年に近いけれども、せっかく行くのなら視察も含めたという意味のお話で、共産党

さんとみ・行さんはほぼ同じ。ただ、み・行さんは……。 

○大庭委員 社会の状況が変わったということ、それはちょっとあるかなということ。 

○山内座長 変わったということだよね。ただ、22年と同じ規模ということ。 

○大庭委員 未満。 

○山内座長 未満ね。それから、民主党さんは、姉妹都市交流は必要であるけれども、こ

れからきちっとこの問題について検討していく。減税のあべ委員は、交流は必要であるけ

れども、やり方について幾つか方法があるんじゃないかということで、だれでも参加、人

数が多くなろうと少なかろうと、それはお構いなしという感じね。 

○あべ委員 それは拠出の問題で、それは議会費の中に新たに議員団を含むというんじゃ

なくて、政務調査費を使うということも考えられるんじゃないですか。それで代表として

は、行政の側は区長、議会の側は議長でいいんじゃないですかということです。 

○山内座長 わかりました。大体ほとんどの会派がこの姉妹都市交流は必要である、有効

であるというお話をいただいたような気がいたします。そこで、各会派で考え方が少しず

つずれていますし、ここで言い足らないことがあった、つけ加えたほうがいいということ

があればちょっとご意見をいただきたいなと思うんですけれども、いかがですか。 

○大庭委員 ちょっと整理してもらいたいんだけれども、要するに22年のときだったか

な、19年だったかな、議論をしたときに、政務調査費を用いてという議論は、当時のうち

の会派も含めて主張したと思うんですよ。そのときに、どうも政務調査費を使ってやると

いうことはできないんだと。ちょっと記憶が定かじゃないんだけれども、事務局でも弁護

士等に相談したら、政務調査費を使って行くということは、いわゆる政務調査費を使って

海外視察をすることは基本的に自由なんですよ。でも、議長が職務命令でこの視察命令を

出して、その中で行くという形式のものについては、政務調査費を使うことはなかなか難

しいということだったと思うんですよね。その議論を一応前提とした上で先ほど申し上げ

たわけであって、これはあくまでも政務調査費は使えない。要するに公費を使って、公費

で出張命令に従って視察団に加わって姉妹都市交流団になるということですよねというこ

となんです。 

 だから、その点をもう１回確認してもらわないと、もし政務調査費で行くとなれば、こ
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れはどうなるのか。今回言っているのは、あくまでも公費を使って、それから議長命令で

行くという前提で、団を構成して行くことについての議論だということの確認を、僕の記

憶もあいまいなので、その辺はどうなっていたのかな。 

○あべ委員 私の提案したのはこういう意味なので、今大庭委員が言われたことも踏まえ

て私はお話をさせていただいたんです。ですから、議員団にしても姉妹都市交流の団とし

て行くのは、区長が１名、議会からは議長が１名、これで終わり。それで、そういう機会

があるから、じゃ、ついでに議員も政務調査費を使って一緒に行くという機会を設けても

いいんじゃないか。それは団ということではないです。だから、政務調査費では、前回そ

ういう議論があったことも踏まえて私はお話をさせていただいたんです。ですから、今回

お話しさせていただいたのは、区長と議長が２名、これは正式な団として行かれるという

こと、派遣をするということに関してはこの２名でいいんじゃないかというのが私の提案

です。それに、それだけで行くのはどうだから、じゃ、政務調査費を使って行くという機

会も提供できたらいいんじゃないか。だから、これは団派遣ということではないです。そ

ういう意味です。私のほうの（「自発的な視察という意味でね」と呼ぶ者あり）自発的に

視察、派遣団じゃなくて随行団みたいにして行くのは僕は可能なんじゃないかなと、前回

の議論も踏まえてご提案をさせていただいたということです。 

○下山委員 座長、ちょっと確認したいんだけれども、今回、この議論は、あくまでも団

としてどうするかということの議論だと私は思うんですが、その点はいかがですか。 

○山内座長 私としては、これは団としての姉妹都市交流も含めた海外視察についてとい

うことで取り仕切っているつもりですが、そういう提案もあったということはお受けした

いと思います。ただ、そのことの話になると、もう１つ違う立場でやっていかなきゃなら

ないんじゃないかという気がしています。 

 大庭委員のほうから言われたことなんですが、前回、私も事務局のほうから政務調査費

を使っての団での姉妹都市交流は無理だというお話を聞いておりますが、改めて事務局の

ほうでその点のことをお話ししていただければありがたいかなと思います。 

○星区議会事務局次長 今お話に出ているのは、24年度予算の中に現在計上されている１

人当たり88万円という視察費ですね。これについては、今大庭委員のほうからもお話がご

ざいましたけれども、議会としての手続として、この前も話しましたが、議会の議決を経

るという形をとります。この議決を経るというのは、これは会議規則に載ってございます

が、その議決をとることによって、議会の公務として派遣されるということになります。 
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 公務として派遣される場合について、では、これについて政務調査費が使えるかという

議論です。これは前にもそういう議論はありました。これについては議会の議員の調査研

究費に資するために使うものが政務調査費ということでございますので、政務調査費は、

その使途の対象として公務である正規の議会活動には使えないということでございます。 

○山内座長 というと、おのずからこの姉妹都市交流も含めた海外視察についてというこ

との議題からは政務調査費というのは外れると。 

○星区議会事務局次長 議会で議決して行く方についての経費をどうするかといったとき

に、政務調査費をそこに当て込むことはできないということです。 

○あべ委員 私は何回も言うんですけれども、私のほうの主張は、公務として行くのは区

長と議長が行けばいいということなんですよ。正式の公務という扱いではないけれども、

団で行くんじゃなくて、オブザーバーというか、一緒に行くということは、政務調査費で

は可能だということですよね。 

○星区議会事務局次長 政務調査費を使って海外の調査研究等に行くというのは、これは

議員さんに交付されている政務調査費の使い方を議員さんの判断でやっていただければ結

構ですので、それは行くことは可能です。 

○あべ委員 ですから、先ほども問題提起させていただいたのは、今、地方議会における

海外視察なり、いわゆる姉妹都市交流、この拠出に関していろいろな見方で批判があった

り、もちろん賛同される方もいるでしょうし、いろんな議論がされているというのは、そ

のお金の出方の問題だと思うんですね。ですから、公式の議員団という場合には、先ほど

申されているように、議会の議決を経てその費用として拠出があるということと、あと、

それぞれの議員にはもう既に政務調査費という形で費用が出ているということと報酬も出

ているという中で、１回当たり88万円のお金を使って海外に行かなくちゃならないという

ことがいかがなものかという議論をされているのは、これは事実でありますから、その辺

についても、じゃ、どういう考え方で政務調査費との兼ね合いをどうつけるのか。政務調

査費が使えないんだということを何か伝家の宝刀みたいにお話しになって、それは、有権

者、区民の方が、いや、もっともだと言ってくれる方がどれだけいるのかということは、

私はちょっとよくわからないなという気がいたします。ですから、この政務調査費と議員

団の正式に議会費から出るお金との兼ね合いをどういうふうに調整していくのかというこ

とが、まさに課せられている課題だと私は認識をしておりますので、この点についてしっ

かり議論をしていただきたいと思います。 
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○羽田委員 要するに、その前段の話が必要だと私は思っているんですよね。つまり、代

表制をどこに置くのかということなんですよ。あべ委員の話では、（「それは僕の主張だか

らね」と呼ぶ者あり）いいんです、いいんです。議長と区長と、区長はちょっと別枠です

けれども、議会としては議長でいいというのが代表制の考え方ですね。 

 私が言っているのは、代表制というのは、あくまでも議会の中で交渉会派と非交渉会派

を入れるべきだと。これは前もそういう主張をさせていただきましたけれども、それは向

こうに行ってみればわかりますよね。実際に姉妹都市交流をすれば、向こうも議会として

の対応をしますよね。ですから、それはこれまでどおりの代表制の考え方というのは踏襲

すべきではないかと私は思うんです。 

○あべ委員 それは私の考え方と同じように、皆さんがいろんな考え方があるということ

は、それは当然であって、ただ、私は自分の考え方としては、これがベター、ベストだと

いうことで、皆さんにお話をさせていただいているということです。その根拠としては、

姉妹都市交流で我々が行く場合には議会費としてお金が出ているんですが、じゃ、それぞ

れの交流している海外の姉妹都市の皆さんがどういう経費で来ているのかということを私

はお伺いいたしましたけれども、ほとんどがポケットマネーで来ているんですね。そうい

う状況の中で、我々は今日本の地方自治制度の中でいろんな取り決めがあるということ、

それを１つの根拠としてやっていくんだということも、それは１つの考え方だと思います

けれども、私はいろんな考え方が住民の方だったり有権者の方から提示されているのであ

れば、それに耳を傾ける必要もあるだろうし、一考に値するんじゃないかなと思うもの

で、自分の考えを提起させていただいているということでございます。 

○高橋委員 私たちというか、私の考えでは、前回のバンバリー市を見ると、自民党さん

とうちと民主党さん、生ネさん、それから木下さんと10名で団を組んで行かれているわけ

ですね。僕はバンバリー市は訪れたことがないので、バンバリー市の対応がどういうふう

になるのかというのは肌で感じているわけではないのでわかりませんが、団を組んで公費

で行く、これが批判に当たるという議論もありますけれども、団を組んできちっと公式と

して行く重みというのはあると僕は思うんですね。その責任と重みもあるし、そしてま

た、各会派が各会派の中で選んだ代表が行きながら、その経由地での視察もこのときされ

ていますけれども、先ほど大庭委員がこの状況が変わったといえば、原発の状況が変わっ

たと。世界的に、この日本で原発という事故があって、どういうふうにエネルギー転換し

ていくのかということもやっぱり世界は見ているわけですね。そういうのを、やはり海外
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で各会派の代表がそこで同じテーブルに着いて、同じ目線で物事を考えるということの場

が非常に重要だと僕は思うんです。僕は１度ウィニペグ市に10人の派遣団の中で行かせて

いただきましたけれども、その中でも僕は団を組んで行ったときの、党派は違え、会派は

違え、一緒に行って、一緒のテーブルで同じ目線で、同じこの世田谷区の今抱えているさ

まざまな課題が海外ではどうなのかということが見れる、同じ土俵に立って世田谷をどう

しようかということを学ぶ場というのは、議会の本会議や委員会だけではなかなか見れな

い部分もあって、僕は非常に有効だったと思うんですね。僕の意見ですよ。 

 そういう意味で、派遣団というふうに組んで、責任と重みを１人１人が感じながら、や

はりそこで対姉妹都市とのかかわりと、それと議会としての各会派との連携というか、同

じ目線に立つという場が、僕は５年に１度の派遣での成果にもなっていくと思うんです。 

 だから、そういう意味では成果がどう出るか。そしてまた、僕らは世田谷区の行政とい

うか、世田谷区政を担っている１人１人ですから、そういう意味では、その資質も上げて

いかなきゃいけないし、議会として一緒になって、会派は違えども同じ課題に向き合うと

いう場が僕は非常に必要だと思いますし、そういう意味で、責任を持って出ていけるよう

な団は結成すべきなんじゃないかという僕の思いです。 

○桜井委員 先ほど大庭委員からも状況が変わったとすれば3･11以降というお話がありま

したけれども、私もそれでこれまで何回か、直近３回のが表で出ていますが、その状況も

少し変わってきたんじゃないかと実は感じています。3･11以降に、私たちがあの震災を経

ていろいろな困難に遭ったときに、やっぱり世界というところからいろんな助けがあった

わけですよね。そういうときにつながっているということはすごくすばらしい力になると

いうことを私は感じました。そういうことも考えたときに、私たちが姉妹都市として結ん

でいるところとしっかりとつながっていくことと礼を尽くしていくということは大事だろ

うと思っています。そのときに、さまざまな考え方を持った政党や政治団体でつくられて

いる会派の代表がそれぞれ行っていろいろな議論をしてきたり、それもあちらの国の方た

ちですよ。こういういろんな考えがある、そういう理解で私たち世田谷はやっているとい

うことを含めて伝えていくこともすごく大事だと思いますし、それが今後の力になってい

くのではないかなと私は感じます。 

 ということで、私たちの会派は、それぞれの会派の代表をぜひ１人ずつ送って、あちら

の方、今回はバンバリーになりますか、その方たちといろんな話をしながら、あちらにお

住まいの日系の方とかもいらっしゃると思いますけれども、そういった方たちは直接会っ
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てお話をすると、とても喜んでくださったという経験を私と高橋委員はウィニペグでして

きましたので、そういうつながりというのも大事だと思うんですね。ですので、3･11以降

の私たちの日本を取り巻く状況が変わったということを踏まえて、私は団を結成して、い

ろいろな考え方を持っている仲間が一緒に行くことが大事なのではないかと思っていま

す。 

○あべ委員 高橋委員が言われたことも、桜井委員が言われたことも、団を結成して、そ

れぞれ会派の代表者が親交を深めるということは私は否定するものでもないですし、大変

すばらしいことだと思っています。ただ、今私のほうから提案させていただいているのは

その費用の問題でございまして、これが団という形になると、新たな議決を経て、議会費

の中から新たな支出をしなくちゃならないということになりますよね。だから、その点に

ついて、理念的なものは重々私も同じ考えです。今の情勢や何かを含めて、世田谷はこれ

だけ88万人という行政になっていますから、国内での同規模の自治体を視察してもなかな

かプラスになる自治体が探せないという状況の中で、海外の姉妹都市交流というのは、私

たちの自治体にとっては大変欠かすことのできない行事の１つだというふうに私も認識を

していますし、そこから得るものは大変大きなものがあると。 

 ただ、今いろいろ社会的に議論になっているのは、議員の特権の問題であったり、そう

した視察というものが果たしてそれは必要なものなのかということですから、議会として

もしっかりその情報発信をして、必要性については訴えていくべきだと思います。ただ、

支出に関してはしっかりと議論をして、では、どういう支出が区民の皆さんと同じ考え方

になれるのかということを議論すべきだと私は思いますので、問題提起として。理念的な

ものは、私は全然否定するものではないんですね。ただ、費用的なものをどうするのかと

いうこと、その点も意見としてしっかり述べていただきたいと思います。 

○中里委員 事務局に質問なんですけれども、この姉妹都市交流で出かけていく話がいつ

も議論になっているんですが、これまで、あちらから議員の方がこちらに来ていたんでし

ょうか。私は余り印象がないんですけれども、子どもたちが来てというのは毎回、私は印

象に残っているんですが、10人の議員団がやってきたとかそういうところ、先ほど桜井委

員は議論を重ねるのが大事だなんて言っていましたけれども、我々は直接余り議論した記

憶が私はなくて、これまで来るほうはどうだったのか教えていただけますか。 

○山内座長 それでは、事務局のほうでわかっている範囲で。 

○星区議会事務局次長 よく本会議場のほうでお出迎えするということがこの間あったと
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思います。そういう中に、市長さんも含めて議員さんも来られていると。あとはそれの関

係者等大規模で来られている。大規模というのは、10人以上の規模で来られることもあり

ます。 

○山内座長 それでは、あべ委員のほうから貴重なご意見とかご提案をいただいたんです

が、座長としては、やはり団を組んでということが基本的にありますので、あべ委員の話

については、またどこかで政務調査費の使い方については出てくるはずだと思いますの

で、ここでは申しわけないんだけれども、団を組むという意味での話にしていただければ

ありがたいと思いますし、もう１つ、費用の問題というのはまた別に考えることができる

と思いますので、その点についてもその形で進めていきたいと思います。 

○あべ委員 座長、そのお金の問題はもちろん大切なんですけれども、私が提案している

のは、行政の側から区長、議会の側から議長という２名で訪問団を結成したらどうですか

という提案ですから、それを団として。 

○山内座長 そのご提案はいただきます。それは共産党さんと同じご意見ということだと

思います。 

 それで、今までちょっとご意見を聞いてきたんですけれども、基本的には海外都市との

交流、それから、視察についても有効であるというお話は伺えたと思います。姉妹都市交

流については今年度に予定されているので、具体的な実施方法、費用なんかも含めて、こ

の検討会である程度方向性を示して、議運に報告したいと思いますので、今回の議論も含

め、申しわけないけれども、もう１度各会派に持ち帰っていただき、再度検討していただ

きたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○中里委員 先ほどの議員が来ているという話ですが、私は何人かいるのは記憶があるん

ですけれども、どこの都市から議員が何人来たか、そこのところの過去の資料を出してい

ただけると。 

○星区議会事務局次長 調べてみます。 

○中里委員 その費用もわかれば、どういう出方をしているのか。 

○星区議会事務局次長 わかる範囲でやります。 

○山内座長 では、わかる範囲で資料を、相手から来ることであるから、わからない部分

もあると思うので、その程度にしてください。では、これも次回まで宿題ということで、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、各会派、きょうのご意見を持ち帰っていただいて、次回、もう１度お話をし
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たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の項目に入りたいと思います。次は、広報についてを議題にしたいと思い

ます。それで、広報については４つの項目について、各会派の意見を持ち寄っていただく

ことになっていました。それで、順番はいろいろあると思うんですが、まず区議会ホーム

ページの改善について、各会派のご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず区議会のホームページの改善について、下山委員、どうぞ。 

○下山委員 この区議会ホームページの改善というのは、具体的にいえば、いわゆる区議

会のホームページから各議員ご自身のホームページにリンクを張るというか、そういう件

ということで理解してよろしいんですか、まずその確認を、いいですか。 

○山内座長 ただいまの下山委員に対してお答えできる方。 

○中村委員 そのとおりでございます。 

○下山委員 私たちも本当に会派の中でさまざま議論がありまして、それぞれホームペー

ジに対する考え方とか、また現在の状況も違うわけですけれども、今のいろいろなＩＴの

流れとかを考えますと、やはり皆さんのご意見に耳を傾けなければいけないなという状況

に次第に流れがなってまいりまして、１つは、提案なんですけれども、やはり区議会とし

てのホームページと個人のホームページにリンクを張ってすぐに飛ぶのではなくて、１つ

クリックすることによって、ここから先は個人のホームページであって、区議会のホーム

ページとは違う。それで、議会としての責任はなくて、それぞれ個人の責任になりますよ

という１つのステップというか、（「ワンクッションね」と呼ぶ者あり）ワンクッション

というんですか、それを入れていただければ賛成させていただくというか、その方向で考

えたいと思っております。 

○山内座長 それに対して何かありましたら。 

○中村委員 できるんですか。できるのであれば、それはもう全然いいんじゃないです

か。 

○大庭委員 いいじゃない、それでいいよ。できる、できるよ。 

○山内座長 そのことが可能であるかどうか、事務局のほうで。 

○星区議会事務局次長 可能だと思います。 

○山内座長 では、皆さん、ほかにないですか。 

○高久委員 その中身というのは、ワンクリックですぐ飛ばないように、ここには１つの
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ガードをかけますよと。その文言ということについては、ここで協議するという形になる

んですか。 

○下山委員 事務局に、実際どういうふうなお金がかかるのか、それともかからないの

か、あと文案にしてもそれは提案して、私たちも考えますけれども。 

○大庭委員 想像するに、クリックするでしょう。そうすると真ん中に四角が出てきて、

これは議員個人のホームページですと。公の議会としては何とかかんとかだと、よろしい

ですかということで、オーケーと押せば飛ぶというぐらいのことだから、ほとんどノーコ

ストでできるよ。それを１個かませるだけでしょう。 

○星区議会事務局次長 そういうのも含めて、次回までにどんな形でできるのかご報告さ

せていただきたいと思います。ただ、その文章の中身ですが、これは正副とご相談してと

いうことでよろしいでしょうか。 

○山内座長 それでは、これは前向きにということで、ほぼ決定だと思うんですけれど

も、決定でいいの。 

○大庭委員 決定でいいです。 

○山内座長 決定ということで、そのワンクリックのときの画面を、正副でまとめて、次

回提示させていただきたいと思います。次回協議して、議会運営委員会に報告したいと思

います。 

 それでは、２番目、インターネット領収書公開での１円以上の領収書添付の取り扱いに

ついて、いかがでしょうか。 

○高久委員 これについては、今、１円以上の領収書を全部添付しているということで、

私どもの会派においては会派でお金をいただいておりますので、その会派で領収書を全

部、用紙に張るという作業をしております。実質的に収支報告書が4000項目近くなって、

Ｂ４の張る用紙が700枚ぐらいになって、もう数日がかりというのが現状で、毎年大変な

苦労をしております。ただし、透明性という上からは、すべて１円以上の領収書を添付し

たというところはあるんです。 

 そこで、我が会派のほうとして今ちょっと議題に上がってきていますのは、例えば金額

の面で収支報告書は全部しっかり出すとしても、領収書を、例えば500円以上から添付と

かということです。実際問題、100円の駐車場とか、200円の駐車場とか、いろいろな区政

報告活動であるとか、そういった細々した、細々というか、金額に細々もどうかと思うん

ですが、かなり小さい金額の領収書もたくさんありまして、透明性の部分を勘案しながら
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も、今後、事務コストの削減という観点からその辺をちょっと対応できないかなというこ

と、事務的な部分もありますので、どうかなということでちょっと提案させていただきま

した。 

○山内座長 それにつきまして、ほかの会派の方でご意見がありましたら。 

○あべ委員 今、現状は１円からの公開になっているのに、公開基準を逆に引き上げると

いうのは、私は公開のことから考えると後退になるんじゃないかなと思うんですね。公明

党さんはそのほうが事務的に煩雑だと言っていますけれども、それを100円以上のものと

かなんとかとするほうが、我々は逆に事務的に煩雑になってしまう。もらった領収書をそ

のまま添付しているだけのことなので、入り分けたり何とかというのは項目ごとのはあり

ますけれども、逆に余り考える必要もなくて、間違いなく政務調査費として使ったものを

そのまま領収書として提出しているだけですから、余り頭を使わないでやっていますの

で、今の現状のままでいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○中里委員 今の意見と同じですけれども、やはり１円から公開しているものを金額を上

げるというのは透明性の後退にもなりますし、じゃ、その金額をどこに設定するんだと

か、それより多い、どうやってそれを判断するんだとか、また面倒な議論にはまり込んで

いくと思うんですね。今のまま１円からの公開がすっきりしていていいと思います。 

○大庭委員 煩わしいといえば、いろんなことが煩わしくなってくるわけです。ある程度

公金を扱うことの煩わしさというのは、これは当然のことであって、他の補助金とかいろ

んなお金も莫大な事務手続とかいろんな形をとるわけですから、その意味からすると、こ

ういう煩わしさというものがあって公金の透明性が保たれるということであれば、やはり

透明性を優先したほうがいいだろうというふうに僕は考えます。 

○高橋委員 １円以上というふうにスタートしてもう何年になるんですか。やってくる中

で透明性を確保することはやっぱり重要なんですけれども、それでずっとやってきた中

で、もう何年ですか、これは４年ぐらいやっているわけだ。みんなで作業している間に、

１円、例えば100円以下を載せる、載せないで透明性ってどうなんだろうかという疑問が

あったんですね。さっき高久委員は500円という話をしましたけれども、500円以下の領収

書を出す、出さないで透明性の後退につながるものなのかどうか。それと、これだけ毎年

ずうっとやってきて年数もたってきているので、この公開している中での区民の状況とか

反応とか、また、我々が100円を張る、張らないで透明性を確保している、していないと

いうのになるんだろうかというその少し疑問というか、少し運用をもう１回皆さんで考え
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てもいいんじゃないのという投げかけなんです。 

○大庭委員 インターネットで公開しているのは多分４年たっていると思うんですけれど

も、この領収書の保存については、これはずうっともう何十年来、要するに１円単位で、

領収書というのは過去５年間は本人が保存するということだったんでしょう。だから、そ

れは１円単位でみんなやっていたわけですから、逆に１円単位で領収書を保存していると

いうことは、ここ何十年間というか、要するにもうずうっとやっていることだということ

じゃなかったんですか、その辺の事実確認。高橋委員のほうは、この４年間ぐらいやって

いるということだったんだけれども（「張る作業でしょう」と呼ぶ者あり）張る作業が。 

○中里委員 100円を張るのが透明性になるのかどうかというお話がありましたけれど

も、私はすべて張っているということが透明性なんだと思うんです。張らないものもある

んですとなった途端に、信用できないとなってくるんじゃないかと思うんですね。 

○高橋委員 信用できない、ああ、そう。 

○中村委員 ごめんなさい、公明党さんにお伺いしたいんですけれども、仮に100円だと

して、100円以下のものは張らないで、何かもう１つシートをつくるじゃないですか、会

計帳簿、あそこには計上するんですよね。それはインクルーズした、例えば99円のものが

10個あったとしたら、990円が100円未満でしたよという形で計上するという感じのイメー

ジですか。 

○高橋委員 まず、100円、20円であったとしても、それは駐輪場なんか20円とかもある

ので、それも全部会計帳簿の中には入れます。 

○中村委員 帳簿には入れる。 

○高橋委員 はい、帳簿には入れるんですが、その帳簿と番号と合わせて張らなきゃいけ

ないわけですね。100円とか200円とか20円とかいうのがこんなになっているわけですよ。

これが―いいんですけれども。 

○あべ委員 皆さん議員をやっているから政治団体と思っているんだと思いますけれど

も、政治団体は１万円以下の領収書は張らなくて（「５万以下よ」と呼ぶ者あり）５万円

だっけ。（「５万、５万、大きいんですよ」と呼ぶ者あり）そうすると、政治団体という

のはほとんどの収支を５万円以下でしたということで全額計上しても可能なんですよね。

それと同じ理屈が成り立ってしまったら、99円の支出がすべてでしたといって出してもい

いわけですよね。極論ですよ。だから、それは極論だけれども、そういうことも考えられ

てしまうわけだから、現状のことの継続ということでいいのではないですかね。 
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○山口委員 ちょっと間違っていたら申しわけないんですけれども、政務調査費は個人、

会派で今選択してやっているじゃないですか。だから、その中で、最終的には公開になっ

ていますけれども、その責任というのは個人に来るわけですよね。会派をとっているとこ

ろは会派に来るのかもしれないけれども、その会派内の事情で、例えば100円が非常に多

くあるんだったらまとめたような形で出すじゃないですか。領収書をとれないようなやつ

は、個人で書いて支払証明書をやるじゃないですか。そういう形もとれるわけだから、そ

うやったらいいんじゃないか。だから、申しわけないけれども、会派としては現状のまま

でいいんじゃないかなという結論なんですよ。だから、そういうやり方でできるんじゃな

いかな。だから、個人だってそういう形。ただ、最後、質問されたときにしっかり答えら

れるようであればいいわけであって、じゃないんですか、違うのかな、ちょっと間違って

いたら申しわけないんだけれども。 

○山内座長 事務局で答えられたら。 

○星区議会事務局次長 基本的には領収書、その他の証拠書類ということになっていま

す。多分その他の証拠書類のお話になるんでしょうけれども、領収書をとりにくい場合

に、そういったその他のもので領収書のかわりにするよということだと思います。ですか

ら、それを多用することがいいのかどうかというと、それにはいろいろと議論があるとこ

ろかと思います。 

○中村委員 でも、それはとれないものは単発でやるんですよね。10回分ですよとかって

インクルーズしちゃまずいんですよね。というルールだと僕は認識しているんですけれど

も、それは結局できないんですよね。 

○星区議会事務局次長 それについては、基本的には会計帳簿というのもつけています。

それとぶつけ合うという形にしていますので、原則は、多分会計帳簿と合うような形とい

うのが原則ではないかなと思います。 

○山内座長 話が大分出尽くしてきたね。大体方向性は、さっきも何かあきらめたような

言い方で、ようなで、あきらめてはいないです。 

○高久委員 我々はかなり苦労しているんですが、皆さんも同じかなり苦労して、ここに

同じテーブルであれば、しっかり進める必要があるんでしょうけれども、今の意見の中で

はその必要はないという意見がかなり大分ありますので、それはそれでしっかり受けとめ

てまいります。（「受けとめちゃうの」と呼ぶ者あり）皆さんのご意見はしっかり受けとめ

たいと。 
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○山内座長 それでは、座長として、公明さんも今いろいろと煩雑になって大変だと思う

んですよ。しかし、４年間やられたんだったら続けていただいて、基本的に今までという

ことで、副座長さん、いいですか。 

○諸星副座長 結構でございます。 

○山内座長 それでは、領収書の公開については今までどおりということで、今までどお

りだったら議会運営委員会への報告はどうなるんだろう。報告しなくていいんだろう。 

○星区議会事務局次長 確かに、皆さん、ここに出席されている方は合意ということだと

思いますが、ここに出席されていない非交渉会派の方々にもご意見は伺うということで、

次回にその伺った結果をもとに、ここでご判断をいただくということになります。 

○山内座長 わかりました。改めて事務局で研究会に参加されていない会派の方の意見も

お聞きしていただいて、次回にこれをまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、本会議の動画中継についてを議題といたします。 

○大庭委員 これは見れないということでしょう、違うの。 

○中村委員 見れないやつがあるということですよね。 

○山口委員 それを直してくれということでしょう。 

○大庭委員 そうそう。先週、マックのＬｉｏｎというバージョンのやつで見れなかった

んですよ。それが先週やってもらって見れるように改善されたんです。だから、一応マッ

クでも……。 

○山内座長 ちょっと待って、ここに議題として出ているので、事務局お願いします。 

○星区議会事務局次長 済みません、検討項目として各会派から意見をいただいた中の１

つとして、今の本会議の動画中継というのがございまして、ここの中に、共産党さんと減

税さんのほうで出されていたということです。共産党さんが出されていたのは、区内のケ

ーブルテレビ等で配信したらどうだというのが１つこの中には含まれています。もう１つ

は、今言ったようなインターネット中継の中でのＯＳの拡大というんですか、そういった

話だったということで、２つこの中に入ってございます。 

○山内座長 それでは、１つのほうは解決したようなので……。 

○山口委員 解決したの。 

○大庭委員 Ｌｉｏｎは見れる、Ｖｉｓｔａみたいなものだよ。 

○あべ委員 ＳｎｏｗＬｅｏｐａｒｄは見れないの。 
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○大庭委員 見れる、見れる、両方とも見れる。 

○山内座長 そういう話は、おれはちょっとわからないので、後で教えてください。 

○星区議会事務局次長 今の話というのは、シェアのほとんどがウインドウズとマックと

いうのがシェアになっています。マックの中の一部、新しい機種、新しいバージョンとい

うんですか、それがマックのほうではＬｉｏｎという、何かそういった名前をつけている

ようですが、業者に委託して動画中継をやっているんですが、その中ではそれはまだ取り

込まれていなかったということです。そういうお話を伺いまして、その業者と調整した結

果、今回、それについても見られるようにしたということですから、現在ではマックとウ

インドウズのすべてが見られる状況になっている、こういうことでございます。 

○山内座長 わかりました。 

○高橋委員 今、ｉＰａｄとか、ｉＰｈｏｎｅとかそういうので動画って見れるじゃない

ですか。それでも見れるということなんですか。 

○星区議会事務局次長 ｉＰａｄ等につきましては、そこまではちょっと見られないとい

うことです。 

○高橋委員 ということは、まだ見られないものがいっぱいあるということですか。 

○星区議会事務局次長 パソコン系は見られるんですが、ｉＰａｄとか、そういった携帯

端末系、そういったものについてはちょっと見られないということで、今のシステムの中

でそれをやろうとすると数100万単位でのお金がかかるということです。 

○あべ委員 だから、それは動画サイトか何かに落としちゃえばそれで見れるわけだから

（「ユーチューブにね」と呼ぶ者あり）ユーチューブならば、ｉＰａｄだってｉＰｈｏｎ

ｅだって見られるわけですよ。だから、それも含めて検討してほしいという話をしたんで

すけれども、それはどうなんですか。 

○星区議会事務局次長 ですから、それはここの検討としてやっていただいてということ

になると思いますが、今の仕組みとしては、業者委託しているシステムの中では、ｉＰａ

ｄ等を見るためにはやはりシステムをいじらなきゃいけない、そのためにはお金が大分か

かると。そのユーチューブ等で見るのとは、またそれは別の話ですから、もしそれをやる

か、やらないかとかいう議論であれば、それはここで協議いただいて、最終的にどう対応

するかということです。 

○あべ委員 今、高橋委員から話が出たのは、それは早く言うと、パソコンで見れるもの

と、いわゆるキャリーのモバイルで見るのとではキャリアが違うというんですよ。だか
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ら、それを双方とも見れるようにするのは、今言ったユーチューブなんかにアップするの

がいいんですけれども、これは議論としてはまた別な話になってしまうので、それはそれ

でもう１回考えたほうがいいと思うんですよね。今は議会中継がパソコン端末で見れるか

という話だったので、それはクリアしたということなんですよ。今度、ユーチューブにア

ップするかどうかというのはいろいろハードルがあるので、またややこしい話がいっぱい

あるので、それはきょうの議論とは切り分けて話したほうがいいかなと僕は思うんです。

やっちゃってもいいんですよ。やっちゃってもいいけれども、事務局側はそれはそのまま

やられると困っちゃうと思うんだよね。 

○山内座長 今、あべ委員のご意見をいただいて、お話を受けて、また改めてやりたいと

思います。 

 それで、この問題の中には、区内のケーブルテレビ等への配信ということがあるので、

そのことは、中里委員のほうから何かあると思うので。 

○中里委員 できるだけいろんなルートで情報を出していくのはいいですし、地方の議会

なんかで有線テレビ、ケーブルテレビなどでやっているようなところで非常に視聴率が高

いという話を幾つも聞いておりますので、やっぱり地域に密着した情報がそういうところ

で流れていたりとか、世田谷の場合で言うと何社かあって、私鉄の沿線ごとに違う会社だ

ったりして、今までなかなかできていなかったようなところもあるんですが、でも、可能

な限り協力してもらって配信できればなというふうに希望して、こういう提案をいたしま

した。 

○山内座長 事務局で、今のケーブルテレビについて、事務局お願いします。 

○星区議会事務局次長 前回、こういった検討項目がございましたので、他区の状況なん

かもちょっと調べてみました。まず、世田谷の状況といたしましては、ｉＴＳＣＯＭと

Ｊ：ＣＯＭという２つがあります。これは北と南ですね。小田急のちょっと下のほうから

玉川のほうがｉＴＳＣＯＭで、上がＪ：ＣＯＭということになりますので、ケーブルテレ

ビをやるといった場合には、この２つと契約をしなきゃいけないという形になります。 

 他区なんかで一部、何区かやっているんですが、やっている条件というのがいろいろあ

ると思うんですけれども、ちょっと確認したところ、どこの区というんじゃないですが、

近場でやったところで、本会議が400万円ぐらいかかった、500万円ぐらいかかる、予特、

決特で150万円ぐらいかかっているというお話を聞いてございます。２つやらなきゃいけ

ないという状況もございますので、多分１社で年間1000万円近くかかるのではないか。で
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すから、これが２社になった場合に倍になるのか、1.5倍で済むのかわからないですが、

本会議が年間で20日間ぐらい、予決特ですと７日、７日ですから、全部で34日間の時間帯

で放送させた場合ということで、その２社と契約するということになると、1000万円を超

えるような金額が想定されるということでございます。 

○中里委員 なかなか経費がかかって大変だとは思いますが、私、若い人は今、パソコン

でというのはごくごく普通になってきましたし、高齢者でもそういう方はふえていますけ

れども、やっぱりテレビだというのは根強くあるんだと思うんです。テレビで見れるとい

うことですから、そこで費用もかかるということですが、ぜひ検討していただいて。 

○山口委員 うちは残念ながらケーブルテレビは入っていないので、これをやっても見れ

ないんですけれども、世田谷区はケーブルテレビの加入率は大体どのぐらいなんですか。

べらぼうに高いというんだったら、また効果があるのかもしれないけれども。 

○星区議会事務局次長 そこまでは調査していませんので、もし必要であればまた調査を

します。 

○山内座長 では、改めて聞いておいてください。山口委員、今の答えは次回でいいです

か。 

○山口委員 全然いいですよ。 

○山内座長 そのほかに。 

○高橋委員 ケーブルテレビだけじゃなくて、例えばＭＸなんかは使えないの（「高いで

すよ」と呼ぶ者あり）もっと高いのか。 

○中里委員 ちなみに、ＭＸだとどのぐらい。 

○星区議会事務局次長 ＭＸは東京都がやっていまして、東京都は議会単独でやっている

わけじゃないみたいですね。東京都としての枠をとっているということで、どのぐらいの

経費がかかるか、ちょっと教えていただけませんでした。これは議会事務局に確認したと

いうことなので、議会は単独で持っていないので、議会としては議会部分で幾らとか、そ

ういう数字はわからないという意味です。 

○中里委員 前、世田谷区でたしかテレビ番組を持っていたとか、いろいろそういうのは

あるわけだから、ちょっと費用を幾つか調べて（「攻めますね」と呼ぶ者あり）いろいろ

出て、あきらめがつくんです。 

○星区議会事務局次長 次回あたりまでに大体経費も含めて１度調べて、またご報告させ

ていただくということでよろしければ、そういうふうにさせていただきます。 
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○山内座長 それでは、経費その他、もう１度調べて、次回にもう１度検討したいと思い

ます。 

 その次は、委員会の動画中継についてを議題といたします。 

○大庭委員 これは広報小委員会のときから申し上げていたことなんですけれども、委員

会の中継をできる範囲でやっていただきたいなと。これは議会の透明性というか、公開の

原則にも合うし、陳情とかそういうものというのは、多くの方々が陳情とかそういうのを

やっている場だと、どういう形で審議されるのか、リアルタイムで見たいだろうなという

こと。 

 ただ、現状のように委員会室がかなり制約があるという中で、もちろんどういうような

映し方というか中継の仕方が可能なのか。僕が言ったのは、まずもちろんやることが前提

なんですけれども、じゃ、どういうふうなやり方が可能なのかということの検討をまず開

始していただきたい。つまり、かなり廉価であって性能のいいものというのが相当出てい

るだろうから、もちろんただでできるということじゃないでしょうし、それなりに経費は

かかるだろうけれども、そんなに莫大な経費はかけずに、委員会の状況が刻一刻とわかる

ものというのは可能なんじゃないかなと。もちろん委員会室がもうちょっと中継に適した

ような形になれば、もっと正確なものというか、テレビっぽいものができるのかもしれな

いけれども、それは今の現状では恐らく相当無理だろうということからすると、今の委員

会室を使った形でのリアルタイムでの中継、もしくは一たん保存して、それをもう１回、

時間差でも構いませんが、どういうことができるのかということを、事務局あたりに調査

していただければというところから始めて、それでこういうことができるということにな

ったときに、どういうふうな形でしようかという形の議論が始まるんじゃないかしらとい

うことなので、とりあえず機器はどういうものをどういう形で伝えることができるかとい

うことの調査をまずして、それから議論を始めていただきたいということが、これの入り

口の現実的な問題提起なんです。 

○中里委員 実はこの間、会派で名古屋市議会に視察に行ったんですけれども、そこが委

員会の中継を始めたんだという話があったので、それを視察に行ったわけじゃないんです

が、少し議員の方からお話を聞いたんです。天井にカメラを１個埋め込んで、固定カメラ

で、固定アングルで、だれも操作をしないと。とにかく最初から最後まで固定で流し続け

るということで、ホームページで見れますよということだったんですけれども、こういう

やり方もあるのかと思いました。それを見て、議会が楽しく見れるかどうかというのはま
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た別の話だし、だれが何を言っているのかよくわかるかといったら、いろいろあるかもし

れないんですけれども、そういうこともできるんだなというのを私は見て実感してきまし

た。（「経費の問題は聞いていますか」と呼ぶ者あり）経費、それは後で情報はくれると

いうことですが、まだいただいていないので。 

○あべ委員 いわゆる配信のシステムとかに関しては、極端な話、同時中継は今区長がや

っていますよね。世田谷区の記者会見とかやっていますけれども、あの程度の配信であれ

ば、大した機器もかからないし、極端な話、ｉＰｈｏｎｅがあれば、ユーストリームのソ

フトを入れるだけで、もうユーストリームにアップできるんです。だから、経費はどうい

うふうな費用がかかってと、それももちろん大切なんでしょうけれども、画質の問題があ

ったり何かあるんでしょうけれども、それほど大変なことではないのかなと思うので、や

るかやらないかということの議論のほうが僕は大事なような気がするんですが、いかがな

んでしょうね。大庭委員も今入り口という話をされていたけれども、やる、やらないとい

うところが僕は大事なのかなと思うんだよね。 

○大庭委員 僕はどういう意見の人がいるか、よくわからなかったから、とりあえずや

る、やらないといったときに、もちろんやるところから始めることはいいことだと僕は思

うんです。その主張をする前に、やりたくないと言った人たちが、例えば具体的にどうい

うことを想像して問題があるかということがわからないうちにそういう議論に入るよりか

は、実際こういう形になりますよというある程度可能性を示した中で議論したほうが、ど

ういう形でやっていったほうがいいとか、やっぱり顔が正確に映らなくちゃ嫌だとか、例

えば上から映るのが嫌だとか、いろいろと議論もあるだろうし、理事者側がだれが発言し

ているのかわからないのは困るだろうとか、その辺の入り口。つまり、精度の高さもある

だろうし、とにかく映っていればいいよという段階から始めるのか、それとも発言のとき

に下にテロップで発言者の名前が出るぐらいはしてほしいとか、それはいろいろ技術的な

レベルの問題があるだろうから、どれぐらいの経費でどういうものができるのかというこ

とをまず調べた上で入ったほうが無用な心配をされる方の心配がなくなるんじゃないかし

らということで申し上げたんです。皆さんが全員行くことが前提であれば、もちろんそれ

でこしたことはないとは思っています。 

○下山委員 ここに議題になっているわけですから、今大庭委員が言われるようにやり方

について検討を始めるということは、それはいいと思うんです。例えば基本構想の検討委

員会の動画配信を私も見せていただいたんですが、やはり声であるとか、どなたが発言し
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ているのか、その表情がわからなくて、定点カメラでずうっと撮っている、今のあの見た

状況のようなものであれば、やはり常任委員会、特別委員会、そういったものの今の状況

では、やはり議会として責任ある報道というのが、例えば声の問題とか聞き取りにくいと

かというのもありますし、その辺の点は現状であれば、私はまだまだちょっと問題がある

のかなという感じは持っています。 

○あべ委員 まず私が考えるのは、委員会に対する情報公開をやっていくかどうかという

議論はしていくべきだと思うんですね。その上で、じゃ、今の５常任委員会、特別委員会

をやっている委員会室で機器を設置してという考え方になると、それは設備の問題も含め

て時間がたってしまうことありますから、例えば試行実施をするに当たって、大会議室が

ありますよね。あそこで順繰りに試験放映というか、委員会の中継は、企総委員会をきょ

うそこでやります、次は何をやりますと順繰りにやるということも、初めの導入の段階で

は可能なのかなと僕は思うんですよね。そうすると、機器を新たに設置するとかなんとか

かんとかと考えなくても、今ある設備を使って試験的に実施していけるんじゃないかと思

うんです。そういう考えというのはどうかなと思うんですけれども、これはご提案とし

て。 

○高橋委員 委員会をこの部屋で、先ほど下山委員が言われた基本構想審議会のやつを後

から見ました。私はここしか映っていないし、ずうっとここだけ映っているんですね。だ

から、だれかというのはよくわからないですね。これが情報公開というのかなって、よく

わからなかったんです。 

 僕らは議会ですから、議会の中のことは別に隠すことは何もないわけですけれども、そ

ういう意味では傍聴という制度もあるわけで、傍聴できないという人もいると、その人た

ちにどういうふうに届けるのということも、これは議会としての大きな課題であることは

確かですよね。議会がどう発信力をつけるのかということは、僕はどっちかというと議会

基本条例の中で議会を強くすることにという話で、話が横にずれないようにしますけれど

も、さっき大庭委員が言っていた、じゃ、現実にどんなことができるのかというのはやっ

ぱり検証してみなきゃわからないことは確かだと思いますよ。やる、やらないというより

も、どういうことができるのか。ここにユーチューブって出ているけれども、さっき言っ

た本会議もユーチューブにはまだなっていないわけでしょう。だけれども、委員会はユー

チューブをやるというのも何かよくわからない話なので、僕は余りそういうのに強くない

からよくわからないのかもしれないですけれども、そういう意味では、現実的にそれがで
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きるのかできないのか、幾らかかるのかということはよく調べてもらいたいと思います

ね。 

 また、あと50人の議員というのは１人１人がやっぱり公平でなきゃいけないと思います

し、あの人だけ映す、あの人だけはずうっとしゃべるとか、そういうことではいけないと

思うんですね。だから、そういう意味では50人が50人公平な取り扱いにならなければいけ

ないと思うんです。そういう意味で、各会派を組んでいて、会派ごとに本会議や決特、予

特なんていうのは時間が決まっているわけで、そういうふうに１人１人の発言の公平性と

いうか、公正性というか、そういうのをこういう中で担保していくことも僕は大事な視点

なのかなと思うんです。どんなふうなことができるのかということは僕もよくわからない

ので、それはよく詰めてもらいたいとは思うんです。 

○あべ委員 実は、既に世田谷の区議会は委員会中継をやっていますよね。予算委員会、

決算委員会は委員会ですけれども、これは中継をやっているということなんです。この委

員会を中継している部屋で、先ほど申し上げたように、それぞれの委員会を試験実施し

て、輪番制でもいいですから導入することは可能ではないかという提案をさせていただい

ているんです。委員会を全くやっていないというんだったら、それは一から構築しなくち

ゃならないと思いますけれども、現状でも予算委員会、決算委員会という委員会の中継を

やっているという事実をしっかり認識していただきたいと思います。 

○羽田委員 先ほどあべ委員の言われた委員会の情報公開のあり方といいますか、これは

今後どうしていくかということはかなり重要だと思っているんですよ。それで、ここでは

動画中継というそこの１点ですから、それを前提にしながらも、傍聴のあり方だとか傍聴

の資料のあり方とか、それはまたもう少し違ったところで検討しなくてはならないと思っ

ているんですね。 

 それで、今言われた委員会なんですけれども、私は常任委員会とか特別委員会はかなり

特殊性があると思っているんですよ。つまり、先ほど大庭委員が言われましたように発言

は自由ですよね。それから、時間が定められているわけではないし、ただ、予算とか決算

については時間が決まっているんですよね。その時間の問題を議論したいわけじゃなく

て、つまり、特別委員会や常任委員会というのは自由に発言できる。それから、内容につ

いてもかなり豊富ですから、我々が委員会制度をしいて、そこで検討するというふうにな

っているわけじゃないですか。だから、先ほど公平性という話もありましたけれども、動

画配信の場合もその辺のことを含めて考えないと、余り簡単に動画中継できるんじゃない
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のというふうにはならないんじゃないかなと私は思うんですよね。もちろん前提としては

その情報公開のあり方というのはありますけれどもね。 

○大庭委員 今のはちょっとよくわからないな。今羽田委員の言っているのはどうなの

か。（「わかる、わかる、わかるよ。おれはわかるよ。おれはわかっちゃったよ」と呼ぶ者

あり）決算と予算というのは、そもそも構成が49とか47とか、要するに常任委員会と普通

の特別委員会と比べて大人数だということから、恐らく整理するために、１日で終わるた

めにああいう時間の制約というものを設けていくということ。それから、決算と予算は事

前に決算・予算書というのが配られて、このことについて質疑するんだということを前提

にしているということなので、当然普通の常任委員会、特別委員会のように、例えば決

算、予算をしてもいいんだろうけれども、それだとなかなか混乱するというか、１日で終

わらないということがあって、ああいうふうになったんだろうと思うんですよ。 

 片や常任委員会というのは、人数が10人とか、13人ぐらいかなというところもあって、

自由に発言できる。現状でも、例えば委員会の議事録をとっても、分量からいくと特定の

議員の人が多かったり、特定の議員の人が少なかったりとかということは当然あって、そ

のことが不公平だとかという議論はないだろうと思うし、その辺はちょっとどうなのか

と。その辺を拡大すると、委員会運営がそもそも成り立っていかない。例えば、常任委員

会でも持ち時間を１人15分にしようとかという形でやっていったら、今の常任委員会の報

告事項はどこかの委員会みたいに30も40もある中で、途中でもう時間を使っちゃって、後

は黙っていなくてはいけないということが果たしていいのかという問題もあるので、もち

ろん公正公平の議論をするとすれば、いいんですよ、その決算とか予算委員会のほうにす

るとすれば、恐らく報告事項、多分都議会がそういう形でやっているのかな。１回、報告

事項を全部やる日と、後日、その翌日か、翌々日か知りませんけれども、今度は質問だけ

をする日ということで、１人１人が持ち時間みたいな話の中で質問するという形式をやっ

ているのは都議会なんですよ。だから、それはまたそれでやり方を全部変えるということ

になるんですよね。 

 ですから、僕としては、今の世田谷のずうっと続いてきた自由な形の雰囲気の常任委員

会、または特別委員会がいいんじゃないかと。それに基づいた形で、それを別に支障のな

い形で議会中継するのが僕はベターだなとは思っていたんですけれども、羽田委員もそう

なんでしょう。 

○羽田委員 そうですね。（「ちょっと違うんじゃない、おれの理解と違っていた」と呼
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ぶ者あり）違うんですか。（「結局、わからなくなっちゃった」と呼ぶ者あり） 

○高久委員 予算とか決算はやはり時間制約も持ち時間というのもあるので、しっかりと

その時間内で質問をするということで、ある意味での公平性の担保というのは多分できて

いるんじゃないかなと思うんです。今、こういう常任委員会なんかで発言するのは一向に

自由なわけですから、逆にこれを顔まで映してやる、それをもとにある人がいたとして、

発言の自由ということで、最初から最後までそれがために話し続けるということもあり得

るかもしれません。そういったことを考えるに、原則情報公開ということで、しっかりと

委員会の情報を公開するというのは必要でありますけれども、やはりどういう見せ方をし

ていくのか、また、時間の割り振りとかもしっかり考えた上で慎重にやっていく必要があ

るのかなと私は思っております。 

○大庭委員 そのこともちょっと議論したんですけれども、恐らく中継が入らなくてもず

うっとしゃべっている人がいたり、もしくは今いいのは、会派が違っても１人の人の質問

にほかの会派の人が乗っかってどんどん議論を深めていくみたいな形というのがあったり

するので、特にその人だけがというわけでもないし、みんな自分の状況、空気を大体読ん

で、ちょっとしゃべり過ぎたなと思うとやめたり、それはいろいろ配慮はあるんだろう

し、仮にパフォーマンスとして自分が映る時間を特定にするとかという人がいたとして

も、そんなことがどこまで続くのか。それを４年間続けることは、仮にそれを見た区民の

方々もやっぱりわかっていますから、一体この人は何でしゃべっているんだろう、意味も

ないのにただしゃべっているということはわかってきますから、それはやっぱり区民の良

識というのもあるから、ただ映っていればいいだろうということにはならないと僕は思い

ますよ。やっぱり質ですよね、質問の質とかそういうことも反映するので、しゃべり方も

長々とわけのわからないことをしゃべる人というのはどうかなとかと思っちゃうこともあ

るので、その辺の公平性というのは僕は問題ないだろうとは思っています。 

○下山委員 今、あべ委員から大会議室でというような、私なんかは全然考えていなかっ

たご提案もあったわけですけれども、やはり常任、そして特別委員会を動画配信するとい

うことは、確かに１つの方向性ではあると思いますが、今までもその委員会については議

事録であるとか、傍聴も認めているし、入り切れない場合は隣の委員会室で、音声だけで

すけれども聞けるとか、あくまでもその公開はしているわけであります。ただ、今回動画

配信するというと、今、大庭委員からもいろいろ時間のことであるとか、決算と予算の委

員会での時間の制限とかというのを聞くと、やはり委員会自体のあり方というのも慎重に
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検討していかないといけないと思うんですよね。ですから、今のこの状況で進めるか、進

めないかという短絡的な議論じゃなくて、やはり議会運営の一番大切なコアの部分ですか

ら、その辺は重要、しっかりと検討すべきだと思います。 

○中里委員 今下山委員がおっしゃったように、今も公開されているわけですね。傍聴を

認めたり、音声で飛ばしたりということなわけだから、これを画像で公開するのに運営の

方法に手をつけなきゃやれないということはないと思うんです。まず画像を流すことから

始める。ただ、委員会の場合、時間の制限がないというのはありますから、これはテレビ

でやるのは難しいのかもしれないですけれども、ネットでやる場合は時間の制限も関係な

いですし、さっきのは本会議の話ですが、テレビ云々という場合には、また編集してとか

そういう議論になっていくのかもしれないですけれども、まずはネットで中継してという

一歩を踏み出すのは、それをやりながら、それを見た区民からいろんな意見も聞いたりし

ながら運営については考えていく、手直しをしていくということでいいんじゃないかと思

いますね。 

○山内座長 大体出たんですね。それでは、ちょっとかみ合わない部分もありますけれど

も、やはり議会の公平性というところで、１人の人が長くしゃべってしまう、または映っ

てしまうということの危惧と、そういうことは見ているほうの人が判断する等いろいろご

意見がありました。この研究会では、皆さんから意見をたくさん聞く、そしてできること

は進めていくということなんですが、今回、ちょっと意見が分かれたような気がしますの

で、きょうの話、先ほどと同じことになるんですが、他会派でこんな話が出たよというこ

とでもう１度持ち帰っていただいて、次回、またここで話し合っていきたいと思います。 

 それでは次に、３で資料配付について、前回、1月16日にお話しした議会基本条例に関

する資料として、「議会基本条例の諸論点―先行事例が開拓してきた到達点と今後の課

題―」というのを配付したいと思います。まずは各委員で研究を進めていただくようお

願いします。 

 星次長、補足してくれる。 

○星区議会事務局次長 この資料は、前期のこの議会制度研究会でお配りした資料でござ

いまして、「議会改革白書2010年版」の中に、この廣瀬克哉先生が書かれたものでござい

ます。この廣瀬克哉先生は自治体議会改革フォーラムの呼びかけ人ということで、2007年

にそういった会のほうの呼びかけ人としてやっていたということで、議会基本条例の論点

ということで、2009年までに87本の議会基本条例が各自治体でできたと。それを踏まえ
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て、問題点、課題点等についてここに論じているということでございます。 

 この辺はざっと見ていただきまして、議会基本条例というのはどういうものかというこ

とで、皆さん共通の認識を持ったほうがいいだろうということだったものですから、正副

と協議いたしまして、とりあえずこの資料をということでお配りしたものでございます。 

○あべ委員 学者さんのそういうものというのは参考になって、いいことはいいんですけ

れども、ただ、学者さんの場合にはいろんな考え方があったり、目指す方向性とかという

のも違ったりということで、この教授の言われていることが今議論されているすべてでは

ないと思いますので、さまざまな考え方、学説も含めて、１つだけじゃなくて、いろんな

議論の素材として情報提供していただきたいなと要望しておきます。 

○山内座長 あべ委員のおっしゃるとおりだと思いますので、また情報の提供と、また、

これを読みながら、こういう先進事例があるということであれば、皆様方からいただけれ

ば視察するなり、また人を呼べるかどうか、ちょっと私は聞いてみなきゃわからないんだ

けれども、そういうことがあれば、この委員会で言っていただいて、なるべく正副で考え

て実行していきたいと思っています。 

 事務局、どうですか。 

○星区議会事務局次長 そういったいろんな資料をまた正副とちょっと調整しながらそろ

えていって、そろい次第、またお出ししていきたいということで考えています。また逆

に、今座長が言われたとおり、皆さんから何かあれば、そうしたものもいただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

○山内座長 議会基本条例についてはずうっとこの会を通してやっていきますので、ぜひ

そういうご意見をいただけたらありがたいかなと思っていますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 その他、ここで何かございますか。 

 それでは、５次回の研究会について日程の協議をしたいと思いますが、お手元に正副で

想定した今後のスケジュール、議会制度研究会の年間スケジュールを配付しております。

ちょっと見ていただいて、会期中は原則的に開催しないことになっていますので、次回は

４月に２回ぐらいの開催ができればいいかなと思っているんですが、それの日程をちょっ

と調整したいんですが、いかがでしょうか。 

 先ほど副委員長と話をしたんですが、まず４月５日の午後１時、25日の午前10時という

ことで一応入れておいて、ちょっと先なので、また変更がありましたら、事前に皆様方に
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早目に連絡をとりたいと思います。 

 それでは、議会制度研究会をこれで終了いたします。皆様、長い時間、どうもありがと

うございました。 


