
市民に開かれた議会へ
東村山市議会

議会報告会
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議会報告会について

東村山市議会は議会基本条例（平成26年4月1日施行）

第5条の規定に基づき、公務として議会報告会を

定例議会終了後に定期的に開催してきました。

令和２年8月からは新型コロナウイルス感染症対策と
して、オンラインも活用して継続してきました。

今回は会場＆オンライン開催です。
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▶表示はできるだけ本名と町名でお願いします。

※東村山太郎（本町）

▶必ずスピーカービューにして、マイクはミュートにしてください。

▶カメラはできるだけオンでお願いします。

▶通信が途中で途絶えた場合は、改めて入り直してください。

▶充電しながらのご視聴は端末機器が熱を

持つことがあります。お気をつけください。

オンライン参加の皆様へ



▶手話通訳が入っています。

必要な方は、「手話通訳」を選んで表示させてください。

▶本日の内容は記録のために録画しています。

参加者が特定されない形で、市議会HPで後日公開する

予定です。
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ご案内とお願い



本日のプログラム

14:00 開会
▶12月定例議会報告
◎議案 ◎請願・陳情、その他
▶委員会視察と受け入れ
▶質疑応答（休憩）
▶グループに分かれて意見交換会
「市議会のこと、伝わっていますか？

もっと知ってもらうには？」
▶議長あいさつ

15:45 閉会予定
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みなさんにお聞きします

オンラインの方は、
カメラをオンにして
指で番号を示すか、
チャットでお答えを
送ってみてください。

今年の冬は？

①元気いっぱい
②いつもと同じ
③冬の私は…
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もう一つ みなさんにお聞きします

東村山と言えば？

呼んだ？

オンラインの方は、
カメラとマイクをオン
にして挙手するか、
チャットでお答えを
送ってみてください。



ごあいさつ
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村山じゅん子副議長



議員紹介
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常任委員会ごとに行います



議 会 報 告

1 2 月定例議会 に つ い て
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12月議会（24日間）の日程
日 月 火 水 木 金 土

11/20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

本会議
初日

30 12/1

一般質問
2 3

4 5

一般質問
6

一般質問
7 8

午前:議会改革
調査特別委

午後:厚生委員会

9

まちづくり
環境委員会

10

11 12

生活文教
委員会

13

政策総務
委員会

14

政策総務
委員会

15 16 17

18 19 20

議会改革調査
特別委員会

21 22

本会議
最終日

23 24
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市長提出議案 13件
議員提出議案 ２件

結果の出た請願・陳情 ４件

議案・請願等の審議について



報告 その１

議案や請願等について
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市長提出議案

議案第4９号 市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担
に関する条例の一部改正

＊公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公費負担限度額の引き上げを行うもの

議案第50号 個人情報の保護に関する法律施行条例
＊デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する個人情報の保護に関する法律の一部の改正に伴い、地方公共団体等
が同法の適用対象となるため

議案第51号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に
関する条例

＊地方公務員法の一部改正等に伴い、職員の定年年齢の段階的な引上げ及び役職定年制の導入などの改正を行うため

議案第52号 市職員の給与に関する条例の一部改正
＊地方公務員法の一部改正に伴い、60歳超職員の給料月額を当分の間7割水準とする措置及び東京都の勧告を基にした東村山
市職員の給与改定などを行うため

可 決

可 決

可 決

可 決



15

市長提出議案

議案第53号 職員退職手当支給条例の一部改正
＊地方公務員法の一部改正に伴い、定年引上げの実施等による退職手当の基本額の算定に係る特例（ピーク時特例）
の導入などを行うため

議案第54号 子育て総合支援センターの指定管理者の指定
＊東村山市子育て総合支援センターの指定管理者の指定をするもの

議案第55号 市立児童館第1・第２野火止分室の指定管理者の指定
＊東村山市立児童館第１・第２野火止分室の指定管理者の指定をするもの

議案第56号 市道路線（久米川町三丁目地内）の廃止
＊久米川町三丁目地内の開発行為による新設道路を認定に伴い、終点の変更のため既存道路を一度廃止するもの

議案第57号 市道路線（久米川町三丁目地内）の認定
＊久米川町三丁目地内の開発行為による新設道路及び既存道路を認定するもの

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決
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市長提出議案

議案第58号 市道路線（秋津町四丁目地内）の認定
＊久米川町三丁目地内の開発行為による新設道路及び既存道路を認定するもの

議案第59号 市道路線（恩多町三丁目地内）の認定
＊恩多町三丁目地内の開発行為による新設道路及び既存道路の2路線を認定するもの

議案第60号 4年度一般会計補正予算（第5号）

報告第５号 専決処分事項
（4年度一般会計補正予算（第4号））

可 決

可 決

可 決

承 認



知的障がい者・知的障がい
行政の国の対応拡充を
求める意見書

1．国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方
法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政・手帳制度を、国の
法律による全国共通の施策として展開すること。

議員提出議案

17



義務教育費国庫負担制度
の堅持・拡充に関する意見書

1．三位一体改革により3分の1に引き下げられた義務教育費国庫負担
制度の国庫負担率を2分の1へ復元すること。

2．教育の機会均等と水準確保のために義務教育費国庫負担制度を堅
持すること。

議員提出議案
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結論を出した請願・陳情
6号 市の定期健康診査の項目に「聴力検査」を

加えることを求める陳情

10号 ″千島列島は日本固有の領土である″と
表明するよう政府に求める陳情

11号 グリーンバス時刻表の早期再改訂を求める陳情

12号 都立高校入試に英語スピーキングテストの
導入中止を求める陳情

不採択

不採択

不採択

不採択



一般会計補正予算（第５号）

当初予算編成時からの
変化対応

エネルギー・食品等の
物価高騰の影響を受ける
市民、市内事業者への支援

５億2,164万円
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一般会計補正予算（第５号）

賛成多数で可決

物価高騰を受けた事業者支援

多胎児家庭家事支援用品購入支援

とうきょう
ママパパ
応援事業

１歳または２歳の多胎児を養
育する家庭のうち、保育サービス
を利用していない家庭に１人５
万円相当の家事支援用品を購
入支援

障害福祉サービス施設と高齢者施設に対する支援金
光熱費や食材費の一部 令和４年１０月～５年３月
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子育て総合支援センターの指定管理者の指定

共同事業体

「東村山市こどもNPOユニット」

令和５年４月１日～10年3月31日 23



児童館第1・第2野火止分室の指定管理者の指定

賛成多数で可決

第1野火止児童クラブ

第２野火止児童クラブ
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児童館第1・第2野火止分室の指定管理者の指定

東村山市児童館・児童クラブ
運営等検討会

令和３年８月に提言書
運営基本方針策定

株式会社明日葉
令和５年４月１日～

10年3月31日 25



個人情報の保護に関する法律施行条例
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議会報告
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外から学んで内に活かす
～委員会視察の報告～



【目的】当市における諸課題の解決のため、先進的な取組みを

行っている自治体の実情に学ぶ。

【方法】委員会単位で、目的、視察内容、視察先を協議の上で

決定し、実施。終了後は次の定例議会までに報告書を取りまとめ、

市議会HP等で公表している。

【参加者】委員会委員、所管職員1名、事務局職員1名

【費用】支出基準に基づく令和元年度決算額…162万7,978円

東村山市議会の視察について
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【実施日】令和4年10月19日（水）～20日（木)

【テーマ①】財政の見える化

【視察先】京都府精華町

【テーマ②】投票率向上策

【視察先】大阪府箕面市

政策総務委員会
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【実施日】令和4年10月26日（水）～27日（木)

【テーマ①】公園管理における指定管理者制度導入

【視察先】大阪府池田市

まちづくり環境委員会
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【実施日】令和4年11月1日（火）～2日（水)

【テーマ①】議会運営、議会改革（ICT導入、議会モニター制度、
傍聴者へモニターによる資料の

提供、高校生議会など）

【視察先】愛知県知立市

【テーマ②】議会運営、

議会改革（決算審査のあり方)

【視察先】 静岡県藤枝市

議会運営委員会
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【実施日】令和５年１月18日（水）～19日（木)

【テーマ①】アドベリーに関する施策

【視察先】滋賀県高島市

【テーマ②】オール城陽で進める

1x2x3推進プラン
【視察先】京都府城陽市

生活文教委員会
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ご質問にお答えします
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休憩タイム

39

続いて意見交換会です
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市議会のこと、
伝わっていますか？
もっと知ってもらうには？
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広報広聴活動の根拠は議会基本条例にあり

25年12月議会で可決

第2条 （議会の活動原則）
議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動する。
(１) 市民に開かれた議会運営を行うこと。
(２) 市民の代表として、市民の声を把握すること。
(３) 市政運営を監視及び評価すること。
(４) 活発な議論及び政策提案に努めること。
(５) 不断の改革を行うこと。



4325年12月議会で可決

第5条 （説明責任及び市民意見の把握）
議会は、自らの活動について次の各号に掲げる手法を用いて、
議決機関としての説明責任を果たすとともに、市民意見の把握に努める。
(１) 議会報告会
(２) 意見交換会
(３) パブリックコメント
(４) アンケート調査
(５) その他必要と認めるもの

第8条 （広報活動の充実）
議会は、多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう、ホームページ、市議会
だよりその他の多様な情報伝達手段を用いて、広報活動の充実に努める。



皆さんと市議会をいろんな方法でつないでいます

請願・陳情 傍 聴

市が行う事務・事業についての意見
や提案を、請願や陳情として議会に
提出することができます。

※請願には紹介議員が必要です。

本会議・委員会はどなたでも傍聴
できます。氏名、住所等の記入は不
要です。※現在はコロナ対策中
また、インターネットによる配信もお
こなっています。

▷市議会だより ▷市議会ホームページ
▷議会報告会 ▷意見交換会 ▷ツイッター
▷アンケート ▷パブリックコメント etc.
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議会開催や議会報告会のポスターを市内公共施設等に
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情報発信・SNS

25年5月からツイッターによる発信を開始

【目的】①議事の進行状況をタイムリーに伝える
②会議以外の議会としての動きを伝える

【担当】議会事務局職員

【実績】総ツイート数2,065（令和５年2月８日現在）

フォロワー数722

【効果】数値化は難しいが、議会の「見える化」に寄与



【ツイッター】
会議の進捗や議会活動をタイムリーに！

情報発信力 強化中！

【エレベーター脇の掲示板】
会議日程やトピックスをお知らせ！

【1階ロビー
のテレビ】
本会議も
委員会も
生中継！
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コロナ禍で取り組んだオンラインアンケート

①令和3年1月 受動喫煙防止に関するオンラインアンケート
厚生委員会の所管事務調査の一環として実施 （回答141件）

②令和3年11月 投票率向上策に関するオンラインアンケート
政策総務委員会の所管事務調査の一環として実施 （回答115件）

▶グーグルフォームを利用
▶回答者の年齢層は10代～80代までと幅広い
▶結果は市議会HPで公表

48



「議会基本条例第５条（説明責任及び市民意見の把握）」で明記

議会報告会・意見交換会（5条）

「議会報告会等に関する実施要綱」で原則年4回の開催と定めた

◆5月、8月、11月、2月に開催

◆運営：全議員で行う。所管は広報広聴委員会
内容：（1）定例会の概要に関する報告

（2）議会活動、市政に関する報告及び意見交換
（3）その他

時間：1時間半～2時間。前半は報告＆後半は意見交換等
報告書：課題・成果等を議長に報告し、市議会HPで公表
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これまでの開催実績

平成26年5月 ～ 令和4年11月
28期 計48回
※本日で通算49回目

会場参加 のべ 1,367人
オンライン参加 のべ 141人
Youtube視聴数 のべ 1,743回



初年度(26年度)は教室型でスタート

2年目からはグループ形式を採用

いろいろなやり方で継続してきました
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3年目以降は車座形式や地域開催、会派意見の表明にもトライ

新年度予算案への
賛否と理由を会派ごと
に発表しました。
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5年目:外部のファシリテーターと他議会の議長を招いて
「市民に開かれた議会～これまで＆これから」
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地域での開催や、テーマを設けて開催

54



冒頭の自己紹介は手話でおこなっています
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もっと知ってほしい～駅頭で周知活動

56



コロナ禍でもオンライン活用で継続してます

57



Zoom活用でオンライン＆リアル意見交換会

機材を持ち寄って
手作りで配信準備

委員会毎のグループに
分かれて意見交換会
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トライ＆エラーしながら継続。対話を止めるな！

オンライン参加者に
呼び掛けてます

59



議会として受け止めた上、改善や提案につなげたり、
議員各自が質問等にいかしています。

報告会は、開催後速やかに報告書にまとめ、市議会
HPにアップしていますので、ぜひご覧ください。

60

市民の皆様からいただいたご意見は
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議会報告会で出された意見の取扱い

１．広報広聴委員会が一覧を議長へ提出

２．委員長会議を開催し、各委員会へ振り分ける

３．各委員会が扱いを決める
①聞き置く
②委員会として何らかの議論を行う
③所管事務調査事項に設定する

４．3の結果を議長へ報告する

★「政策研究会」を立ち上げて取り扱うこともできる
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市議会HPから記録が観られます！

平成26年5月の第1回から、すべて市議会HP
に報告をアップしています。ぜひご覧ください。

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/katsudo/gikaihoukoku/index.html
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オンラインを始めてみたら…アンケートより

オンラインでなければ参加できない市民にも機会があることは素晴らしい。
意見交換の時間がもう少し欲しいです。議会が身近となり理解が進みます。

会場に行くほどの熱意をもっているわけでなく、少し覗いてみたいという
気持ちなので、オンライン配信はありがたいです。

障害のある娘の介護と家事をしながらですが、参加させていただきました。
子育て中の若い方もオンラインですと参加しやすいと思います。

オンラインだと吸い上げられる意見が若い声に片寄る気がします。高齢者の
オンライン参加はハードルが高くて大変だと思いますが対策をお願いします。
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全国比較（815市）ではどうなっているの？
～全国市議会議長会調べ（令和4年11月公表）～

▷個々の議案の賛否を議員別に公表している

▷市議会だよりの年間発行回数 4回

▷議会の様子を庁舎内のモニターで観られる

▷議会の生中継をインターネットで観られる

▷ツイッターやフェイスブックで発信している

▷議会報告会で報告も意見交換も行っている

▷議会報告会を定期的に開催している

▷議会として住民対象のアンケートを実施

▶議会としてパブリックコメントを実施

▶議会モニター制度を導入している 66

78.7％

76.2％

71.2％

69.6％

47.6％

46.7％

27.6％

10.7％

4.9％

4.7％
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では、意見交換です！

40分間
グループで
ディスカッションします



意見交換会の進め方

①お名前・町名・特技、趣味

一巡した後は、進行役の進行に
ご協力ください
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意見交換会の3つのルール

（1）楽しい雰囲気を大切にする

（2）頭から否定しない

（3）自分ばかり話さない

69
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テーマ１
市議会のこと
伝わってますか？



71

テーマ２
どうしたらもっと
伝わるでしょう？



72

ただいま、意見交換中！

オンライン参加の皆様

グループに誘導しますので、
少々お待ちください。
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シェアタイム



３月定例議会の予定

２月21日 初日（市長所信表明・議案審議等）

２月27日 代表質問

２月28日・３月1日・2日 一般質問

３月6日～10日 委員会

３月13日～16日 予算委員会

３月27日 最終日（委員長報告・議案審議等）

会期：２月21日（火）
～３月27日（月）
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ごあいさつ
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土方桂議長



ご視聴ありがとうございました！

アンケートへのご協力
を

お願いいたします
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