
【議会運営委員会】

1

　議会は土日が休みか。また，時間は何時までか。
　平日に議会を傍聴できる人は限られている。議会の土日開催が
必要である。

　現在，土日は休会日となっていて，また，会議の終了時間は午後５時をめどとしてい
ます。
　土日の議会開催については，議会の改善・要望事項として，今後，検討・協議しま
す。

2
　休日の議会開催を要望する。 　議会の改善・要望事項として，今後，検討・協議します。

3

　旭川市議会が議会改革を進めていることは聞いた。その中で通
年議会開催ということについては，どのように考えているか。

　現在，議会運営委員会で議会改革について議論を進めています。ただ，通年開催の項
目については出ていません。今後このような意見交換会で市民から要望があれば考えて
いかなければなりません。
　通年開催している他都市の市議会を視察したことがあります。定例開催と違い議案審
議をいつでもできますが，現在の旭川市議会として，議会改革の優先順位としては高い
方ではありません。

4

　年に何回かでも本会議や委員会を夜間や土日に開催してほし
い。

　旭川市議会では以前からそのような意見も出ていますが，職員の残業手当や休日出勤
などで税金の無駄遣いにもつながるという意見もあり，今一つ踏み込めないということ
が繰り返されてきています。簡単に結論が出ることではありませんが，そのような意見
をお持ちの市民もたくさんいるということを踏まえて，今後も議会運営委員会の中で協
議すべきテーマの一つと考えます。

【補足】
　議会の改善・要望事項として，今後，検討・協議します。

5

　海外視察の廃止について，従来は効率的でなかったことは事実
としても，将来的に実施の必要性が出てくる可能性があり，必要
に応じて対応することはできないのか。

6
　海外視察について，なぜ廃止をするのか。必要ではないのか。

7

　海外視察の廃止を逆戻りさせるのか。必要であれば，政務調査
費で実施すべきではないのか。

　御意見として受けます。
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視 察

　平成15年から凍結状態となっていましたが，現在の経済情勢も考慮し，平成23年度，
廃止を決定しました。
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8

　海外視察を廃止したとのことであるが，海外視察は実施すべき
である。議員には海外の実状等を学んでもらい，市政に反映して
もらいたい。

　御意見として受けます。

9

　海外視察廃止について，まちづくりに関しても他都市の良いと
ころをまねして取り入れる「ものまね」が必要ではないかと考え
る。そういう意味ではアイディアを得ようという議員にはどんど
ん海外視察に行き，旭川市の将来を見るような機会を与えるのも
必要である。50年，100年先の旭川市を考えた場合，廃止するのは
おかしいと思う。

　平成15年から凍結状態にあり，その間，凍結解除か継続か議論を重ねてきました。そ
の中で再開すべきという発言はなく，凍結はやむを得ないということでここまで来まし
た。今年度に入ってここまでやってきたのだから，この際，中途半端なことは止めて廃
止しようということになりました。頂いた意見は大変ありがたいものではありますが，
市議会としてはそういった背景や現在の経済情勢もあって，勇気をもって決断したこと
であり，御理解願います。

10

　議長は統理権を発揮し，議会が市民の血税に立脚したパブリッ
クサーバントの精神から逸脱しないようにリードしていただきた
い。

　御意見として受けます。

11

　日本全国ほとんどの議会を含む行政機関が，上意下達の方向で
動いているような気がする。地方分権を声高に叫んでいるが，実
態として体が伴っていないように思う。官僚体系を破壊しなけれ
ば日本，県，市は良くならない。国主導から議会がイニシアチブ
を持って運営していく体制を希望する。

　御意見として受けます。

12
　費用弁償の廃止は良いことだと思う。 　御意見として受けます。

13

　市議会議員が市民のために何をやるべきか，党派を乗り越えて
やれることを考えてもらいたい。

　御意見として受けます。

14

　市民が住んでいて気づかない旭川の良さもたくさんあると思
う。他の地域から来た議員との交流の場もあると思うので，旭川
の良いところを聞いて他の地域の方々の意見を取り入れるような
取組を検討してほしい。

　研修や近隣市町村に行ったとき，お互いのまちの良いところや悪いところの意見交換
を行い，良いところを参考にしています。
　議長は公務で東京に行くことが多く，全国の議会の議長と会いますが，やはりそのよ
うな場に行って旭川の良さを改めて思い知らされるということが多々あります。これか
らもどんどん交流を図っていきたいと思います。

15

　栗山町のような開かれた議会を希望する。栗山町の他に国内の
小都市で旭川より革新的に頑張ってアイディアを出している自治
体が多くあるので，ただ見るだけではなく，良いものを実行する
べきである。

　御意見として受けます。
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16

　議会開催に当たり，理事者との勉強会は極力なくしたほうがよ
い。答弁調整が行われると追及が甘くなる。

　御意見として受けます。

17

　議会がつまらない。傍聴しても，再質問，再々質問も紙を見な
がら行っており学芸会のようだ。議会基本条例ができても何も変
わっていない。議会の在り方を変えてほしい。

　御意見として受けます。

18

　議会の在り方は，道議会でも批判された。一問一答方式を入れ
るとのことだがそれが基本になると思う。

　一問一答方式については，現在，議会基本条例に基づき，検討・協議を行っており，
今後，導入を予定しています。

19

　これまで議会傍聴に何回か行っているが，議員の質問と理事者
答弁が市民によく分からない。傍聴に行った人がよく分かるよう
にしてほしい。

　質問と答弁がかみ合っていないということを市民から聞くこともあります。議会用語
が市民に分かりにくいということもありますが，真剣な討議をしていることは御理解願
います。現在協議している議会改革の中で一問一答方式を検討しています。

20

　議会基本条例第３条と第４条に議会の活動原則として「合意形
成を目指して議論を尽くす」とか「議員相互の自由な討議が行わ
れるよう議会の運営に努める」といった非常に重要なことが書か
れている。これが，議員なり議会なりの心構えということだけで
はなく，議会で本当に議論の場にするため，具体的にどのような
ことを考えているのか。

　本会議で行うやり取りは，最終結論を確認する作業です。実際は常任委員会や調査特
別委員会において議論が行われています。今回，議会基本条例で規定しているのは，委
員会において議員同士で討論を行うことであり，現在議会運営委員会で具体的な部分に
ついて詰めているところです。また，本会議における質問方法について，一問一答方式
に切り替えていこうという取組も現在議会運営委員会で協議しているところです。

【補足】
　議員間討議の基本的な実施方法につきましては，平成24年２月23日の議会運営委員会
で決定しました。

21

　議会改革の取組について，これまでいろいろ実施されているが
その効果について伺いたい。

　効果について，今数字で示せるものはありませんが，定数削減により相当な財源が節
約されています。費用弁償の廃止や海外視察の廃止も同様です。
　常任委員会が毎月開催されることになり，建設公営企業常任委員会では病院の職員と
懇談しました。看護師等との意見交換の中で患者に対してのきめ細やかな看護がしたい
との話があり，議会において看護体制の強化について提案しました。現在，その体制が
できつつありますが，常任委員会が毎月開催されるようになった成果であると思いま
す。

22

　議会の質問の際には，職員が夜も寝ないで答弁書を作るという
事を聞いたが，無駄がないようにお願いしたい。非常に緊張した
やり取りとの印象を受けているが柔軟な発想が出てこないのでは
ないかとも思う。

　御意見として受けます。
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政 務 調 査 費 23

　政務調査費について，議長のところまでは全ての書類が行き，
議長から市長には決算書のみとなっているが，それでよいのか。
市長にもすべての書類が行くようにすべきではないのか。

　御意見として受けます。

24

　本会議や委員会での議員の質疑の内容で，科学的，医学的に誤
りのあるもの，又は社会的に逸脱しているようなものとして市民
から指摘があった場合，議会として直ちに調査し，指摘が正しけ
れば訂正又は報告するよう願いたい。

　御意見として受けます。

25

　議会において科学的に，あるいは一般社会常識としておかしい
と思われる発言があった場合には，議会として訂正させることは
できるのか。

　不適切発言があった場合の対応については，議会に文書等でそのような申し出があっ
た場合には何らかの対応をします。

26

　請願・陳情について，提出者の説明の機会が確保されたとのこ
とだが，どのような案件で実施されたのか。

　「３中学校の統合について」「議長の資質について」「税の徴収について」など４件
で実施されています。

【補足】
　現在，さらに多くの案件で実施されています。

27

　請願・陳情について具体的に教えてほしい。 　市民の皆さんの声を請願・陳情により議会に提出することができます。

【補足】
　市政についての要望や意見等があるときは，誰でも請願や陳情を提出することができ
ます。議員の紹介があるものを「請願」といい，紹介がないものを「陳情」といいま
す。
　請願・陳情は，所定の手続を経て所管の委員会に付託し審査された後，本会議におい
て，採択又は不採択の決定を行います。

28

　議会基本条例の趣旨に賛同し，議会運営改革のために陳情を提
出したが，その精神から非常にかい離した議会運営が強行され
た。

　御意見として受けます。

29

　陳情書の補足説明は，委員会の休憩中に実施するので議事録に
記載されない。その根拠は，昭和54年の議会運営委員会の申合せ
に基づいているとの議会基本条例の精神からかい離した答弁で
あった。このようなことは納得できない。

　請願・陳情提出者からの趣旨・補足説明は，議会基本条例に基づき，多様な市民意思
の把握に努めるため，手続を簡便化・迅速化し，委員会休憩中に市民の声を聞くことと
したものです。休憩中のため，内容は記録されないものの賛否判断には有効に活用され
ています。

議 事 運 営
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30

　請願と陳情では取扱いの重みに違いはあるのか。 　市民が執行機関や市議会に要望を出す場合には，要望・陳情・請願の３つの種類があ
ります。要望については，市民や団体がそのまま執行機関に要望することになります
が，請願・陳情については，市議会でその趣旨について審議し，妥当か否かの判断をす
ることになります。妥当と判断された陳情等については，議会としてそのような判断を
したので是非実施するようにとのことを執行機関に申し伝えるということになります。
陳情と請願ではその重みに違いはありません。

31

　地域で出した要望書は市議会でどの程度取り上げられている
か。

　各市民委員会からの要望について，直接市議会議員に報告されることはありません。
市議会議員を巻き込んで要望したいということであれば，請願・陳情といった方法や市
議会議員を仲介役として一緒に要望書を提出するという方法により想いを共有すること
ができます。また，請願・陳情については，今年度になってから各所管の委員会におい
て，提出者が趣旨を説明する機会を設けました。既に４件の説明をいただいており，今
後も同様に進めていきます。

32

　この住民センター（神居住民センター）は21時以降全ての電気
が消えて真っ暗になり危険なので何とかしてほしいという訴えは
請願・陳情に当たるのか。

　所定の要件（邦文を用い，趣旨・提出年月日・提出者の住所を記載の上，提出者が署
名又は記名押印する。請願の場合は紹介議員の署名又は記名押印も必要）を満たした文
書で提出していただければ，請願・陳情となります。

33

　議員は市行政の点検チェック，目付のような機能を発揮しても
らいたい。
　市関係者で一番賢明なのが議員の皆さんである。市の職員に話
しても全く駄目であり，私たちが困った時に議員は情報を集め助
けてほしい。

　議会基本条例第７条に「議員の活動原則」を示しており，これに基づき活動していま
す。
議会基本条例第７条
　議員は，次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(１)　市民の代表として，広く市政に関し，多様な市民意思の把握に努めること。
(２)　常に高い倫理観を保持し，市民の信頼を得るよう努めること。
(３)　高い志の下，自己の資質を高める不断の努力によって，市政における多様な課題
　　の発見及び解決に資するよう努めること。

34

　もっと行政情報を市民に知らせてほしい。情報が偏っているか
ら都合の悪いことが起きている。行政情報の公開は，職員・議
員・市民に平等に進められるべき。市は100％ではない。市議会と
して市政の点検・チェックの徹底を強くお願いしたい。

　御意見として受けます。

議 会 の
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