
 市議会事務局は、枚方市議会（議員定数34

人）において、地方自治法及び条例に基づき設

置されている組織で、市議会議長のもとで市議

会の運営に係る諸事務を所管しています。 

 
市議会議場（市役所本館4F） 

平成２６年度は、議会基本条例が施行される

ことにより、公開される会議が増え、会議運営

の方法も一部変更されるなど、「信頼される議

会」の実現に向け、さらに議会活動の透明性の

向上や活性化が図られます。 

 あわせて、中核市への移行に伴い、市議会が

監視機能を発揮すべき対象事務が大幅に増加し

ます。 

 これらの変化に対応し、公正・円滑・活発な

議会運営を実現するため、市議会事務局として、

これまで以上にきめ細かな調整・準備を行うよ

う努めます。 

 また、近年、市議会に設置された各常任委員 

会が年度単位で行う所管事務調査が定着しつつ

あることから、引き続き、こうした活動のサポ

ートを的確に行っていきます。 

 加えて、平成２７年度から通年議会が予定さ

れることから、市議会事務局としても課題の検

証に努め、円滑な導入をめざします。 

以上で述べたことを確実に実施するため、 

事務局職員が積極的に研修に参加するとともに、

OJT に努め、市議会事務局の機能強化に努めま

す。 

 

◆市議会事務局の機能強化 

二元代表制の一翼を担う議会がその役割を十

分に果たせるよう、市議会事務局における調査

機能や政策法務機能の強化に努めます。 

特に平成26年度は、活性化している常任委員

会の所管事務調査等に柔軟に対応できるよう、

機動的な運営体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議会基本条例の施行 

議会基本条例の施行による新たな会議運営そ

の他の議会活動に対応し、市議会事務局として、

的確なサポートに努めます。 

また、平成27年5月からの通年議会の実施に

向け、運用面における課題の検証に努めます。 

 

■ 基本方針 ■ Ⅰ  重点施策・事業 

＜平成 26年度＞ 

市議会事務局の取り組み実績 

・市議会事務局の機能強化に向けて、引き

続き、ＯＪＴを実施するとともに、担当

職員を市町村アカデミー主催の議会事務

研修や法令実務研修等に派遣した。 

・２常任委員会で実施された所管事務調査

において、調査報告書の原案作成や委員

派遣の手続などを行った。 

実績 

【様式②】 

・反問権の行使や請願者からの意見聴取、

議員間討議の実施など、議会基本条例の

施行に伴う新たな会議運営基準の草稿を

作成した。 

・委員会における請願者の意見陳述など、議

会基本条例の施行に伴う新たな会議運営

に対応し、請願者との連絡調整など、市議

会事務局として的確なサポートに努め、円

滑な会議運営等が維持できた。 

・通年議会の実施に向けた運用面における

課題の検証に際し、先進市の状況調査を

行い、実施に必要となる規則改正の案文

を作成した。 

 

 

 

実績 



◆会議録検索システムの運用 

平成２６年４月から、インターネット上にお

いて、新たに外部委託による会議録検索システ

ムの運用を開始し、従来のシステムに掲載して

いた本会議や予算・決算特別委員会の会議録に

加え、今後開催される常任委員会の会議録など、

掲載情報の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆傍聴に係る取り組み 

市役所本館１階の市民室前待合ロビーに設置

された市政情報モニター（写真）やホームペー

ジ等を活用し、引き続き、本会議等の傍聴を積

極的に呼びかけます。 

また、平成２６年度から傍聴が新たに可能と

なる会議もあることから、あわせてより広い情

報発信に努めます。 

 
市政情報モニター（市役所本館1F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害時における支援活動体制の強化 

平成２５年度に実施した市災害対策本部訓練

と連携した市議会災害対策連絡会議の設置訓練

の検証を行い、災害発生時に市議会が早期に機

能できるよう、緊急議会の開催を視野に入れた、

より実践的な訓練を実施します。 

また、災害時における議会及び議員の役割に

ついて、さらに認識を深めるため、全議員を対

象とした研修会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆救命技能の習得及び向上 

 市議会も市民の生命・生活を守る責務を担っ

ていることから、全議員を対象とした救命講習

を実施します。 

 また、緊急時に迅速に対応できるよう、携帯

用の救命マニュアル及びＡＥＤの市内設置場所

一覧を作成し、全議員及び事務局職員に配付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市の災害対策本部訓練（平成27年1月16

日）に合わせ、市議会災害対策連絡会議

の設置訓練を実施した。今回の訓練では、

「通信機器が途絶した場合の対応につい

て」や、「連絡会議の構成メンバーに事故

があるときの対応について」など、緊急

時に迅速に対応できるよう、想定し得る

課題についての意見交換も行い、市議会

としての共通認識をさらに深めた。 

・災害時における議会及び議員の役割につ

いての認識を深め、枚方市議会における

「災害発生時対応要領」をより実効性

のあるものとするため、平成 26年 7月

25 日に全議員を対象とした研修会を実

施した。 

実績 

・新たに外部委託による会議録検索システ

ムの運用を開始し、従来のシステムに掲

載していた本会議や予算・決算特別委員

会の会議録に加え、平成２６年４月以降

に開催された常任委員会等の会議録な

ど、掲載情報の充実を図った。 

実績 

【様式②】 

・市役所本館１階市民室前待合ロビーに設

置された市政情報モニターやホームペー

ジ、掲示板等を活用し、本会議等の傍聴

を積極的に呼びかけた。 

また、平成２６年度から傍聴可能となっ

た会議についても、日程の周知や傍聴の

呼びかけを行った。 

実績 

・平成26年４月10日に議員研修会「ＡＥＤ

を用いた救命講習」を実施した。 

・「携帯用の救命マニュアル及びＡＥＤの 

市内設置場所一覧」については、本市の

24時間営業のコンビニへのＡＥＤ設置決

定を受け、携帯用「災害伝言ダイヤル操

作ガイド」の作成に方針転換を行い、全

議員及び事務局職員に配付した。 

 

 

実績 

【様式②】 



◆他の市議会との広域的な連携 

他の市議会との広域的なネットワークを本市

議会の運営に十分に活用できるよう、全国・中

核市・近畿・大阪府・河北の各市議会議長会な

どの各種団体の事業への積極的な参加を促すと

ともに、他市事例や国の動きなどの情報把握に

努めます。 

 また、平成２６年度は河北市議会議長会主催

の合同研修会（全議員対象）の実施担当市であ

ることから、議員の能力向上に資する研修会が

円滑に開催されるよう、開催準備や当日の運営

などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議会関係の設備の充実 

 円滑な会議運営と活発な議員活動をサポート

するため、議会関係の設備の適正な維持管理に

努めるとともに、必要に応じて設備の更新を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議会改選を控えた課題整理 

 平成27年4月の市議会議員の改選に向け、例

規解説集（八訂版）の作成、会派のあり方や議

員総会の準備等、改選後の議会運営が円滑に行

われるよう、課題整理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務改善のテーマ・目標＞ 

テーマ 取り組み内容・目標 

緊急メールシス

テムの再構築 

議会日程や市政関連情

報、その他緊急的に議員に

伝えるべき情報の伝達方

法として使用している市

議会独自の緊急メールシ

ステムを廃止し、新たに庁

内システムを活用した緊

急メールシステムを構築

する。 

 

・庁内システムを活用した緊急メールシステ

ムの構築・運営を行った。 

 

テーマ 取り組み内容・目標 

超過勤務の縮減 事務の繁忙期において、

事務局職員への業務量の

偏りが生じないよう、事務

局一元化のメリットを活

かし、事務量の平準化と超

過勤務の縮減を図る。 

 

・事務局一元化のメリットをさらに活かせる

よう、事務執行の在り方や事務分担の見直

しを進め、事務の効率化を図った。 

・超過勤務時間は年々縮減されており、平成

26年度においても前年度と比較し、減少と

なった。 

Ⅱ  行政改革・業務改善 

・老朽化が進んでいる議場と委員会室の音

響設備について、更新に向けた検討に着

手した。 

・議員の調査・研究活動に資する議会図書

室について、図書の棚卸しを行うなど、

利用しやすい環境づくりに努めた。 

・各市議会議長会主催事業への積極的な参

加や、河北地域の事務担当者会議などを

通じて、他市事例や国の動きなどの情報

把握に努めた。 

・河北市議会議長会主催の合同研修会（平

成27年1月28日）の実施担当市として、研

修会が円滑に開催されるよう、講師（元

総務大臣 片山善博氏）の選定及び調整、

また、開催準備や当日の運営などを行っ

た。 

 

実績 

【様式②】 

実績 

【様式②】 

・改選後の市議会議員に本市議会の先例等

の情報を提供するため、例規解説集（八

訂版）の発行に向け、編集作業を進めた。 

・改選後、市議会議員の初顔合わせの場と

なる議員総会や、初当選議員を対象とし

た研修会などの開催準備を行った。 

 

実績 

実績 

実績 



テーマ 取り組み内容・目標 

職員提案制度の

活用 

事務局内での定期的な

会議や勉強会を活用して、

事務局の業務改善点をま

とめ、職員提案制度への提

案をめざす。 

 

・事務局の業務改善点をグループ毎にまとめ、

事務改善に努めるとともに、実践した内容に

ついて、業務改善制度への提案（3件）を行っ

た。 

 

 

◆議会費の予算編成は、各派代表者会議で協議

するものとし、編成時に必要な資料の作成や

質問に対する説明など、事務局として適正な

準備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

◆研修等を活用した組織力の向上 

 議会・議員の活動を適正かつ迅速にサポート

できるよう、派遣研修への積極的な参加を促す

とともに、計画的に OJT を進めるなど、個々

の職員の能力向上を通じて、事務局全体の機能

強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆柔軟かつ効率的な事務執行体制 

 事務局一局体制への移行後２カ年での事務執

行体制の課題を検証し、さらなる事務分担の見

直しや繁忙時期の応援体制など、柔軟かつ効率

的な組織運営を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆「枚方市議会報」等の発行 

議会報編集委員会の決定内容に沿って、本会

議の内容などをまとめた「枚方市議会報」（写真）

を年６回発行し、全戸配布しています（ホーム

ページにも掲載）。 

また、文字を読むことが困難な視覚障害者や

高齢者のために、「点字議会報」や「声の議会報」

を発行しています（声の議会報はホームページ

にも掲載）。 

今後も、編集に当たっては、季節を感じる写

真や歴史コラムを掲載するなど、読みやすく親

しまれる紙面となるよう、工夫に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ  組織運営・人材育成 

Ⅲ  予算編成・執行 

Ⅴ  広報・情報発信 

・各派代表者会議において、議会費の予算

編成や執行を円滑に行えるよう、協議資

料の作成等、事務局として適正な準備を

行った。 

 

 

実績 

【様式②】 

・派遣研修への参加（41回）や朝礼時に職

員が講師を務めるミニ研修（49回）など、

積極的に研修を活用するとともに、計画

的に OJT を進めるなど、個々の職員の能

力向上を通じて、事務局全体の機能強化

を図った。 

 

 

実績 

【様式②】 

・事務局による一元的な事務執行のもとで、

政務活動費事務に係るチェック事務や議

会運営事務等に取り組むなど、効率的な

組織運営を行うことができた。 

 

 

実績 

【様式②】 

・臨時会、定例会の開催ごとに市議会報を

発行し（新春号を含め年６回）、市民への

影響が大きいと考えられる議案を中心

に、本会議等の内容をわかりやすく伝え

るよう努めた。 

また、歴史コラムや季節感のある写真の

掲載など、読みやすく親しみやすい紙面

づくりに努めた。 

 

 

実績 

実績 

枚方市議会報 

 



◆市議会ホームページ等を活用した議会情報の

発信 

傍聴に来られない市民にも本会議の模様がわ

かるよう、ユーチューブを活用して一般質問や

代表質問の録画映像を配信するとともに、本会

議の日程や審議結果等については新着情報を随

時更新するなど、リアルタイムな情報発信に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議会経費の透明性の向上 

議会交際費の支出状況や政務活動費の収支状

況を市議会ホームページに掲載することなどに

より、議会経費の透明性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

・平成２５年度同様、議会交際費の支出状

況や政務活動費の収支状況を市議会ホー

ムページに掲載し、議会経費の透明性の

向上を図った。 

 

実績 

・一般質問や代表質問（質疑）の録画映像

については、その都度、できるだけ短期

間でユーチューブを活用して配信を行っ

た。 

また、会議日程、審議結果等については、

直ちにホームページに掲載し、市民に開

かれた議会の確立に向け、リアルタイム

な情報発信に努めた。 

実績 


