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年    度 主な議会改革の内容

平成19年度   4月：一般質問の一問一答方式を導入

平成20年度   6月：代表質問、一般質問のインターネット録画放映の開始

  3月：議会改革検討委員会にて議員定数削減の議論がなされたが、

  　　　次期選挙では現在の議員定数が適正であるとの結論となった。

  7月：安城市議会における市民アンケートを実施、アンケート結果を公開

 　 　　市民のアンケート結果に基づき議会の見える化と議会改革を進めることを確認
平成22年度

平成21年度

議会改革検討委員会において様々な議会改革の議論が本格的に始まった。

しかし・・・・・議員定数、議員報酬の議論は平行線！

議員定数については現行の３０名が適正との判断となったが、
市民は議会をどのように思っているのか？議会は今のままでいいのか？

市民アンケートを実施してその結果から、
改選後議会改革をさらに進める事で各会派が合意！
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				平成28年2月		タブレット端末の全議員配布

						ペーパーレス会議システムを導入し、全員協議会でペーパーレス会議を実施

				平成28年1月		グループウエアを導入し、電子掲示板・電子スケジュールを運用開始

						　　（スマートフォン（携帯電話）、パソコンで閲覧可能に）

				平成27年11月		安城市議会ICT推進基本計画を策定（計画期間：平成27年～平成31年）

				平成25年11月		議会報告会を試行を開催



















				平成25年度		閉会中の通告制質疑の実施(連続放火事件) 議会改革検討委員会にて議員定数の削減の議論を実施

						　　1名以上の議員定数を削減することで、次年度も継続審議となる。

				平成24年8月





















				平成23年12月		中心市街地拠点施設建設に関する市民との意見交換会を実施
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				年    度 トシ ド		主な議会改革の内容 オモ ギカイ カイカク ナイヨウ

				平成19年度 ド		  4月：一般質問の一問一答方式を導入 ガツ

				平成20年度		  6月：代表質問、一般質問のインターネット録画放映の開始 ガツ

				平成21年度		  3月：議会改革検討委員会にて議員定数削減の議論がなされたが、 ガツ

						  　　　次期選挙では現在の議員定数が適正であるとの結論となった。

				平成22年度 ヘイセイ ネンド		  7月：安城市議会における市民アンケートを実施、アンケート結果を公開 ガツ

						 　 　　市民のアンケート結果に基づき議会の見える化と議会改革を進めることを確認

				平成23年度 ド		  6月：議会基本条例策定特別委員会の立ち上げ ガツ

						  　　　議会の見える化として議会だより編集委員会の立ち上げ、議員の編集による議会だよりを発行 ギカイ ハッコウ

						  　　　市民の意見が割れている中心市街地拠点施設建設に関する検討プロジェクトを立ち上げ シミン イケン ワ

						  9月：全議員参加による決算特別委員会を設置。各常任委員会で分科会を設置し分割付託 ガツ ブンカツ フタク

				平成24年度 ド		  8月：中心市街地拠点施設建設に関し議会として提言書を作成し市長に提出 ガツ

						 12月：中心市街地拠点施設建設に関する市民説明会を市執行部と共同で開催 ガツ

				平成25年度 ド		  4月：閉会中の通告制質疑の実施(連続放火事件) ガツ

						  7月：（仮称）マナー条例制定プロジェクトチームを立ち上げ、ポイ捨てふん害、歩行喫煙の防止 ガツ

						　　　　などを議論議員提案での条例化を目指すことで一致

						 11月：議会報告会試行を実施 ガツ ギカイ ホウコク カイ シコウ ジッシ

				平成26年度 ド		  4月：ポイ捨てふん害、歩行喫煙などの市民アンケートを実施 ガツ

						  6月：議会ICT化の議論が議会改革検討委員会で始まる ガツ カ ギロン ギカイ カイカク ケントウ イインカイ ハジ

						12月：安城市議会基本条例、安城市議会議員倫理条例を制定 ガツ

						　　　　安城市さわやマナーまちづくり条例を制定 (議員提案による初の本格的政策条例を制定) ギイン テイアン ハツ

				平成27年度 ネンド		  4月：議員定数を30名から28名へ2名削減で選挙を実施 ガツ

						  5月：FAXを廃止し電子メールに移行 ガツ

						  6月：議会ICT推進プロジェクトチームを立ち上げ、安城市議会のICT化について議論を開始 ガツ



https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/gikai/bleu/images/gikaihoukokukai.html

Sheet2

				年　　月 トシ ツキ		主な議会改革の内容 オモ ギカイ カイカク ナイヨウ

				平成24年　9月 ガツ		各会派に公費でノートPCを配布（３人に1台程度） カクカイハ コウヒ ハイフ ニン ダイ テイド

						議員控室のＷｉＦｉ化 ギイン ヒカエシツ カ

				平成25年11月 ガツ		神奈川県逗子市議会にタブレット端末の導入について行政調査を実施 カナガワケン ズシシ ギカイ タンマツ ドウニュウ ギョウセイ チョウサ ジッシ

				平成26年  6月 ガツ		議会ＩＣＴ化についての議論を開始 ギカイ カ ギロン カイシ

				11月 ガツ		埼玉県飯能市議会にタブレット端末の導入について行政調査を実施 サイタマケン ハンノウシ ギカイ タンマツ ドウニュウ ギョウセイ チョウサ ジッシ

				平成27年　5月 ガツ		議員に貸与しているＦＡＸの廃止 ギイン タイヨ ハイシ

				６月		議会ICT推進プロジェクトチームを6名体制で発足 

				７月		議会ICT推進における検討事項をプロジェクトチームで採択 

				８月		全議員に対し、ペーパーレス会議システムのデモを実施 

				11月		安城市議会ICT推進基本計画を策定 

						ペーパーレス会議システム及びグループウエアを選定 

				12月		タブレット端末の機種を決定 

				平成28年1月 ガツ		タブレット端末納入業者が競争入札により決定 （SOFTBANK)

						電子スケジュール、掲示板(グループウエア)の運用開始 

				２月		安城市議会の情報通信機器使用基準の決定 

						タブレット端末の貸与

						タブレット・ペーパーレス会議システムの利用講習会を実施 カイギ

						全員協議会にてペーパーレス会議の試行開始（２／２６)
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市議会は市民に対して開かれていると思いますか？

①15.0%

②15.9%

③31.2%

④37.1%

未0.9%
① 開かれている

② 開かれていない

③ どちらとも言えない

④ わからない

未記入

開かれていると答えた市民はたった１５％！



議会の
見える化
が必要！

開かれていない、どちらとも言えないその理由は？

①5.3%

②37.2%

③30.6%

④23.9%

⑤3.0%
① 意見が反映されない

② 活動がわからない

③ 市民との接点がない

④ 情報が少ない

⑤ その他

・議会情報がない、活動内容がわからない。
・市議会の具体的な動きが見えない。

＝＞ 情報発信する市議会と受け取る市民の双方が今一歩消極的である。



年    度 主な議会改革の内容
  6月：議会基本条例策定特別委員会の立ち上げ
  　　　議会の見える化として議会だより編集委員会の立ち上げ、議員の編集による議会だよりを発行
  　　　市民の意見が割れている中心市街地拠点施設建設に関する検討プロジェクトを立ち上げ
  9月：全議員参加による決算特別委員会を設置。各常任委員会で分科会を設置し分割付託
  8月：中心市街地拠点施設建設に関し議会として提言書を作成し市長に提出
  ９月：各会派にノートＰＣを配布（３人に１台程度）
 12月：中心市街地拠点施設建設に関する市民説明会を市執行部と共同で開催
  4月：閉会中の通告制質疑の実施(連続放火事件)
  7月：（仮称）マナー条例制定プロジェクトチームを立ち上げ、ポイ捨てふん害、歩行喫煙の防止
　　　　などを議論議員提案での条例化を目指すことで一致
 11月：神奈川県逗子市議会にタブレット端末の導入について議会運営委員会で行政調査を実施
 11月：議会報告会試行を実施
  4月：ポイ捨てふん害、歩行喫煙などの市民アンケートを実施
  6月：議会ICT化の議論が議会改革検討委員会で始まる
12月：安城市議会基本条例、安城市議会議員倫理条例を制定
　　　　安城市さわやマナーまちづくり条例を制定 (議員提案による初の本格的政策条例を制定)
  4月：議員定数を30名から28名へ2名削減で選挙を実施
  5月：FAXを廃止し電子メールに移行
  6月：議会ICT推進プロジェクトチームを立ち上げ、安城市議会のICT化について議論を開始
  2月：全議員協議会より、タブレット端末を導入
  4月：スマートフォン、タブレット端末への議会録画映像の配信
  5月：議会のペーパーレス化を進める
  8月：議場、委員会室等のWifi化を実施
  9月：インターネットライブ中継の実施

平成27年度

平成2８年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度



平成２７年６月２３日に第１回の会議を開催し、3月14日まで

計１５回の会議を開催！（月に1～2回開催）

メンバー 6名（座長１名、副座長１名）

16人会派 →２名選出、

３人会派 →１名選出×３会派、

諸派(３人)→１名選出



①議会運営の効率化
・迅速化

・ペーパーレスの推進
・コピー、製本、差し替えなど事務作業の軽減、

業務スピードの向上

②議会の見える化
・魅せる化

・議会のライブ中継、ＳＮＳ（facebook,twitter）の活用など
議会情報の積極的公開

・議場のＩＣＴ化など分かり易い議会運営および議会の魅せる化
・大型スクリーン導入、説明資料および持ち込み資料の電子化

③危機管理体制の
強化

・災害情報の共有化および情報伝達の迅速化
・議会ＢＣＰ整備

④議会の活性化
議員の資質向上

・情報伝達の迅速化、議会スケジュールおよび情報共有による
事務作業の確実性の向上、エビデンス性の確保

・情報ソースの拡大、市民への迅速な情報開示

論点整理１：議会ＩＣＴ化の目的は？



論点整理２：議会ＩＣＴ化推進の主な効果は？

①定量効果 ・業務プロセス改革による
事務作業の効率化・迅速化

特に人件費
ペーパーレス（紙の削減）
事務スピード改善

・市民からの相談、陳情・請願件数

②定性効果 市民からの議会運営の
満足度、信頼度、議員活動のしやすさ

＝＞ 市民と繋がる！
議会・議員の見える化！活性化！

（ユビキタス、オンデマンド、モバイル）



＝ 主なＩＣＴ推進ＰＴの実施・検討事項 ＝

①現状調査 ＩＣＴ化に対する議員の意識調査

②ＩＣＴベンダーへのヒアリング、近年のＩＣＴトレンド調査

③市執行部との意見交換、推進体制の検討

議会ＩＣＴ化の目指す姿と実施事項・計画の明確化！

④システム構成、導入機器、費用の検討 ICTが苦手な議員でも使える環境

(グループウエア、ビュワー・電子会議システム、タブレット端末など)

⑤利用規約、費用負担など議会のルールを作成

⑥ 議員の操作およびリテラシー教育 全議員の足並みを揃え丁寧なICT化推進
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市執行部からは前向きな回答はなく、議会単独でのＩＣＴ化へシフト！

企画課・経営管理

課・情報システム課

を交えて、様々な

提案をしてきたが

・・・・・

議会との温度差
は明らか！

庁内全体での業務プロセス改革！
業務の効率化・スピード化
付加価値の創造
分り易い市民への行政情報公開
オープンデータ化

【 紙資料現状把握 】

議会ＩＣＴ化は

議会単独か？市執行部との協業か？



第１章 － 総 論 －

「市民に開かれた市議会」のなお一層の実現と効率的で迅速な議会
運営、議会の活性化、危機管理体制の強化などさらなる議会改革

第２章 － 基本的な考え方 －

Ａctive ： 効率化・活性化など議会改革を積極的に推進する
Ｎext ： ＩＣＴを積極的に活用した次代の議会運営を行う
Ｊoin ： 市民と繋がる（議会への市民参加と関心の向上を図る）

Ｏpen  ： 議会情報を分かり易く市民に公開する

第３章 － 議会ＩＣＴ化推進事業計画 －

・７分野２９項目のＩＣＴ化事業を４年間で実施！



グループウエア
電子スケジュール、電子掲示板、メールなど

＝＞ 国内シェアNO1のサイボウズ！

安城市議会でも試行導入している会派も有り

電子会議システム
富士ソフトMoreNote、東京インタープレイSideBooks

の２つに絞り比較検討を実施！

（機能、操作性、セキュリティ、保守サポートなど）

タブレット端末
Windowsﾀﾌﾞﾚｯﾄ、Android、Ipad、

画面サイズ９．７インチ、１２．９インチ

導入方法は？買い取り、レンタル、リース・・・・

費用負担は？公費、政務活動費、私費・・・・

ＷｉＦｉ環境の整備（議場、委員会室）
携帯電話キャリアとＷｉＦｉ環境でネットワークの冗長化

端末を統一するか？



電子会議システムの選定
ｍｏｒｅＮＯＴＥ ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ

カテゴリ 内容 富士ソフト 東京インタープレイ

対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ △(windows8まで） △（ブラウザベース）

ＩＯＳ ○ ○

Ａｎｄｒｏｉｄ ○ ○

対応ファイルフォーマット ＰＤＦ ○ ○

ＯＦＦＩＣＥ製品 △（ＩＯＳのみ） △

デジタル図書 × ○

画像 ○ ○

動画 ○ ○

テキスト ○ ×

文書閲覧 フォルダ作成 △（３階層まで） ○

権限管理 ○ ○

文書追加 ○ △（Dropbox、ituneなど）

ファイル検索 ○ ○

テキスト検索 ×（ファイル単位） ○

文書管理 手書きメモ ○ ○

消しゴム ○ ○

テキスト入力 × ○

図の挿入 × ○

付箋 △ ○

文書内サムネイル表示 × ○

セキュリティ ファイル暗号化 ○ ○

通信暗号化 ○ ○

端末認証 ○ ○

IPアドレス制限 ○ ×

アプリデータ遠隔削除 ○ ○

ログイン失敗時ロック ○ ×

アクセスログ管理 ○ ○

保守サポート 国内データセンター ○ ○

システム構築 ○ ○

ユーザー教育 ○ ○

企業信頼度 ○（東証一部上場企業） △（ベンチャー企業）

費用 初期費用 ×（約５０万円） ○（８万円） 同一条件で評価ができない

維持管理コスト ○（２万円/月） △（７万５千円/月）

総合評価

◎ ○

○ ○

○- ○＋

○◎

△

◎△

○○

○

評価項目
備　　　考

◎

○

評価評価 操
作
性
を
重
視
し
て

Ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
ｓ
に
決
定
！
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		ペーパーレス会議システムソフトウエア評価 カイギ ヒョウカ

		評価項目 ヒョウカ コウモク				ｍｏｒｅＮＯＴＥ		評価 ヒョウカ		ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ		評価 ヒョウカ		備　　　考 ソナエ コウ

		カテゴリ		内容 ナイヨウ		富士ソフト フジ				東京インタープレイ トウキョウ

		対応ＯＳ タイオウ		Ｗｉｎｄｏｗｓ		△(windows8まで）		○		△（ブラウザベース）		○

				ＩＯＳ		○				○

				Ａｎｄｒｏｉｄ		○				○

		対応ファイルフォーマット タイオウ		ＰＤＦ		○		○		○		○

				ＯＦＦＩＣＥ製品 セイヒン		△（ＩＯＳのみ）				△

				デジタル図書 トショ		×				○

				画像 ガゾウ		○				○

				動画 ドウガ		○				○

				テキスト		○				×

		文書閲覧 ブンショ エツラン		フォルダ作成 サクセイ		△（３階層まで） カイソウ		△		○		◎

				権限管理 ケンゲン カンリ		○				○

				文書追加 ブンショ ツイカ		○				△（Dropbox、ituneなど）

				ファイル検索 ケンサク		○				○

				テキスト検索 ケンサク		×（ファイル単位） タンイ				○

		文書管理 ブンショ カンリ		手書きメモ テガ		○		△		○		◎

				消しゴム ケ		○				○

				テキスト入力 ニュウリョク		×				○

				図の挿入 ズ ソウニュウ		×				○

				付箋 フセン		△				○

				文書内サムネイル表示 ブンショ ナイ ヒョウジ		×				○

		セキュリティ		ファイル暗号化 アンゴウカ		○		◎		○		○

				通信暗号化 ツウシン アンゴウカ		○				○

				端末認証 タンマツ ニンショウ		○				○

				IPアドレス制限 セイゲン		○				×

				アプリデータ遠隔削除 エンカク サクジョ		○				○

				ログイン失敗時ロック シッパイ ジ		○				×

				アクセスログ管理 カンリ		○				○

		保守サポート ホシュ		国内データセンター コクナイ		○		◎		○		○

				システム構築 コウチク		○				○

				ユーザー教育 キョウイク		○				○

				企業信頼度 キギョウ シンライド		○（東証一部上場企業） トウショウ イチブ ジョウジョウ キギョウ				△（ベンチャー企業） キギョウ

		費用 ヒヨウ		初期費用 ショキ ヒヨウ		×（約５０万円） ヤク マンエン		○		○（８万円） マンエン		○		同一条件で評価ができない ドウイツ ジョウケン ヒョウカ

				維持管理コスト イジ カンリ		○（２万円/月） マンエン ツキ				△（７万５千円/月） マン センエン ツキ

		総合評価 ソウゴウ ヒョウカ				○-				○＋
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1

iPad Air 2より

78%大きい

iPad Air 2

9.7インチ

iPad Pro iPad mini 4

7.9インチ12.9インチ

＝ ＩｐａｄＰｒｏを採用した理由 ＝
・全議員が一斉にタブレットを活用するため機種は統一した方が操作教育しやすい
・操作が簡単で操作の標準化がしやすいＩｐａｄ（IOS）を選択（簡単に操作できる）
・画面サイズはＡ４資料がそのままのイメージで参照できる１２．９インチを採用
・１２．９インチならば予算書などの見開きページの資料も参照できる



データ定額 ３年３ヶ月のレンタルプラン

1

月額費用（見積り）
インターネット接続基本料 ３００円

データ定額パック（７ＧＢ） ３，０００円
端末レンタル料（１２８ＧＢ） ３，５８０円

ユニバーサルサービス料 ２円
保守パック ３００円
レンタル割引額（１２８ＧＢ） －３，０２０円

合 計 ４，１６２円

＝ ＩｐａｄＰｒｏの導入費用・形態など ＝
・公費：２，５００円、政務活動費：２，０００円 私費：負担なし（執行部の反対）
・契約形態はレンタル ＝＞ ○買い取りだと市の資産となり市のｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰに準拠

する必要がある（庁舎外に持ち出しができない）
○故障・修理は無償で対応
○紛失も２回/年までは無償で対応

約4,500円（税込）

（すべて税抜）



項 目 導入費用 ランニングコスト

グループウエア 285,000円 183,000円/年

会議システム 173,000円 972,000円/年

タブレット利用料 - 1,780,000円/年

議場Ｗｉｆｉ整備 3,100,000円 16,200円/月

本会議ライブ中継
ほかネット回線料金

729,000円
212,000円

182,000円/年 増額
9,200円/月 増額

その他備品等 100,000円



タブレット端末を持ち出して議員活動を行うことが前提

・議会・庁舎内だけでなく行政調査、普段の議員活動で利用する

・常に携帯することによってリテラシーの向上を図る

必要最低限の約束事を取り決め

・標準のソフトはグループウエアとペーパーレス会議システム

・端末の初期設定は行うが必要なソフトウエアは各自で判断して

インストールを行う

・議員活動とは無関係な用途に用いることは禁止

（議会中に録音、録画、音を出す、外部とのやり取りは禁止）

市民への説明は自己責任



安城市議会の情報通信機器使用基準
（目的）

第１条 この基準は、安城市議会（以下「議会」という。）における情報通信機器の使用に関して、必要
な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

（１）会議 本会議、常任委員会（部会を含む）、議会運営委員会、特別委員会（分科会を含む。）、議
会改革検討委員会、全員協議会をいう。

（２）情報通信機器 タブレット端末、ノート型パソコン（モバイル型パソコンを含む。）、スマートフォン及
び携帯電話をいう。

（３）グループウエア 議会の情報連絡、スケジュール管理などのサービスを提供するソフトウェアをい
う。

（４）会議用システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために使用するシステムのことをいう。

（５）アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。

（情報通信機器の使用）

第３条 議場又は委員会の会議室において、情報通信機器を使用しようとする議員及び執行部関係
者は、許可申請書（様式第１）を議長又は会議の長に提出し、許可を得るものとする。ただし、貸与さ
れたタブレット端末については許可申請書の提出は不要とする。

２ 会議の出席者は、会議に情報通信機器を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的外で使用
してはならない。



（タブレット端末の貸与）

第４条 議長は、会議その他の議員活動に使用するため、議員にタブレット端末を貸与するものとす
る。

２ 議員は、貸与されたタブレット端末（（以下「貸与端末」という。）を他人に貸与し、又は譲渡してはな
らない。

３ 議員は、貸与端末の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却しなければならない。

４ 議員は、貸与端末を紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に届け出るものとする。

（貸与端末の取扱い）

第５条 議員は、貸与端末を使用する場合、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとす
る。

２ 議員は、貸与端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不
正利用されないようにしなければならない。

３ 貸与端末へのアプリケーションのダウンロードは、会議その他の議員活動に必要なものに限定する
ものとする。

４ 議員は、貸与端末を紛失し、又は破損した場合は、タブレット端末のレンタル及び修理にかかる費
用を実費弁償するものとする。

（貸与端末に関する禁止事項）

第６条 議員が貸与端末を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、承認申請書
（様式第２）を議長に提出の上、承認された場合はこの限りでない。

（１）貸与端末の改造、交換及び拡張機器の追加、動作環境の変更

（２）グループウエア、会議用システム及びＯＳの削除及び改版（バージョンアップ）

（３）貸与端末の性能、機能等を変更する行為



（グループウェア等の利用者）

第７条 グループウェア及び会議用システムは、アカウントを持つ議員及び職員でなければ利用して
はならない。

２ グループウエア及び会議用システムの利用者は、使用パスワードを責任をもって適正に管理しな
ければならない。

（会議中における禁止事項）

第８条 会議の出席者が会議中に情報通信機器を使用するときは、次に掲げる事項についてはこれ
を禁止するものとする。

（１）第３条に規定する議長又は会議の長に許可されていない情報通信機器を会議で使用すること。

（２）音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

（３）審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

（４）電子メールの送信、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）、掲示板等への投稿を行うこと。

（５）議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をすること。

（６）その他議長が定めたことに違反する行為。

（違反行為に対する措置）

第９条 議長又は会議の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意をする
ものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、情報通信機器の使
用の停止を命ずることができる。



（遵守事項）

第１０条 情報通信機器を使用する議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

（１）情報の受発信は、議員の責任において行うものとする。

（２）議員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めるものとする。

（３）情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講
じるものとする。

（４）貸与端末、グループウエア及び会議用システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議員は、
議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

（セキュリティ対策）

第１１条 議員は、市の情報及び会議用システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処し
なければならない。

（各種通知・届出等）

第１２条 議員及び議会事務局は、双方の間で各種通知、届出等をグループウェアで行うものとする。
ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知又は届出を行うものとする。

（補則）

第１３条 この基準の定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定め
る。また、この基準の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定する。

附 則

この基準は、平成２８年２月１０日から施行する。



平成２８年１月
電子スケジュール・掲示板の運用開始

平成２８年２月
全員協議会でペーパーレス会議を試行
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当初計画では１年間紙と電子の併用としていた

・議会の混乱、タブレット不慣れな議員への配慮

しかし・・・・3月定例会実施後、議案書などの紙は不要との声が

議員から挙がる！

5月臨時会は議員の希望を募り紙を配布（議員９人）

6月定例会開催前に各会派で今後の議会運営について協議した結

果、議案書などの紙は各会派に原則一部づつ配布し、議場では全

議員タブレットを活用することで一致！（一般質問などメモ書きは配布）

定例会前に毎回全議員対象にタブレット利用講習会を開催

定例会資料を使用した操作練習、便利な機能・ツールの紹介、ﾘﾃﾗｼｰ向上



費用対効果の算出結果 ： ２２２万円/年削減（平成２９年度実績）
ランニングコスト ３１３万円 システム利用料、タブレットレンタル費など
効果金額 ５３５万円 人件費、印刷製本費、ＦＡＸ廃止など

63,310 
64,306 69,377 

26,237 
23,254 20,507 
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平成２８年 平成２９年 平成３０年

当初配布予定枚数 実配布枚数(枚)

63.8％58.6％ 70.4%



タブレット端末は議員活動に
役立っていますか

タブレット端末で支援者、市民に
説明や報告をしたことがありますか

サイボウズのスケジュール管理は
役立っていますか

（令和元年１１月 全議員アンケート実施）
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スケジュール管理を行っている範囲は
どれだけありますか （複数可）



問題なく使える

29％

大体使える

61%

教えてもらわないと

使えない

11%

17

23
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11

0 5 10 15 20 25

スマートフォン

タブレット端末

会派ＰＣ

自宅ＰＣ

サイドブックスの機能について

サイボウズ・サイドブックスはどんな媒体で閲覧することが多いですか。（複数可）



●議会の情報公開徹底！迅速な情報開示
政務活動費の月別使途別、上程議案に対する個人別賛否の公開

●アンケート、問い合わせフォームで市民の声を吸い上げるとともに、
ＳＮＳ等で議会活動状況を積極的に公開！

●安城、安城市議会のイメージ向上（議会におけるシティプロモーション）
キャッチコピー、ＰＲ動画、議会の堅いイメージの刷新

●見易さ、分かり易さ、操作性、にこだわったホームページレイアウト

●小中学生にも議会・政治に興味を持ってもらい、政治の大切さ、選挙権
を持った時に政治参加する動機付けを促す





【 議員個人別の賛否の表示（審議結果） 】

【 地元アマチュア俳優によるＰＲ動画 】 【 キッズページ 】



【 市民アンケート結果（平成２９年１２月実施） 】

ホームページリニューアルは市民からも好評を得た！



リニューアル後、アクセス実績は約２．２倍に増加！

1,944

2,902

3,581

1,750

2,251

4,610

2,274
3,233

2,185 

1,220 
1,653 

2,270 

5,873

4,679

6,007

3,753

4,524

6,246

3,936

7,786

6,570 

4,580 
5,192 

6,153 

5,014 

5,582 

7,707 

5,214 

6,178 

7,045 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

安城市議会ホームページアクセス実績 H28-H29

H29-H30

H30-R1



＜ 導入目的 ＞
・議会の魅せる化！議会発信のシティプロモーション（市民や他自治体の関心を集める）
・分かり易い議会運営とよりリアルタイムな情報発信（採決の個人別表示、ＬＩＶＥ中継）
・議会事務局の事務作業低減（議員個人賛否のエクセル表の自動生成）
・電子採決システム導入コストの低減

安城市議会がタブレットを活用した電子採決システムの開発に全面協力！



【 9月27日(木)の中日新聞朝刊 】

【 9月７日(金)の中日新聞朝刊 】

= 平成３０年９月２６日（水） =

平成３０年第３回定例会閉会
日に電子採決システムを導入
し３１議案を電子採決！

大きなトラブルはなくタブレット
を活用した電子採決システム
の実証実験は成功を収める。

今後の本会議の採決は全て
電子採決を採用する事とし
た。



①ペーパーレス会議システムの使い勝手の向上
・手書き入力などの改善（遅い、各種入力補助ツールの採用）

・編集画面と閲覧画面の切り替えの簡易化（議案の説明が早いと追いつかない）

②利便性とペーパーレス化のバランスの追及
・あくまでも議会の効率化、迅速化、議員活動の充実が狙い！

ペーパーレス化自体が目的ではない。

・予算書、決算書取り扱いの方向性？平成２８年度は全議員に製本して配布

③定期的なフォローアップ講習の実施

・タブレットの基本操作、便利な機能紹介や議員活動に役立つソフト紹介など



・議員主導でのＩＣＴ推進！
（若手議員による推進とベテラン議員の理解）

・ＩＣＴが苦手な議員をターゲットにした推進体制

・ペーパーレス会議だけにフォーカスせずにＩＣＴ化の
メリットを全体的に検討する

・無理に紙資料を電子化データに完全移行しない！

・議会毎に議員主体で操作講習会を実施し全議員のスキルを
底上げする（議員同士で教え合う風土）

・タブレットを議場以外の議員活動でも利用できる環境を
整備してＩＣＴ化の便利さを体現する



Active Next Join Open!
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1 4月19日 東京都葛飾区
議会運営及び議会改革について（ＩＣＴ化の
検討）タブレット導入にあたっての検討
導入しての現況

18 11月7日 新潟県上越市 タブレット端末の導入について

2 5月12日 滋賀県長浜市
議会ＩＣＴ化の主な取り組みについて
安城市議会ＩＣＴ推進基本計画について

19 11月8日 愛知県大府市 議会のＩＣＴ化（タブレット端末）について

3 6月28日 愛媛県四国中央市 議会ＩＣＴ推進基本計画について 20 11月9日 京都府京丹後市 タブレット端末導入の経緯と運用状況について

4 6月30日 愛知県西尾市 iPadの導入について 21 11月15日 長野県長野市 議会改革と議会ＩＣＴについて

5 7月11日 秋田県湯沢市 議会のペーパーレス、ＩＣＴ化について 22 11月16日 豊田市議会 議会ＩＣＴについて

6 7月26日 東京都羽村市 タブレット端末の導入について 23 11月18日 福岡県岡垣町
ICT推進基本計画について
タブレット端末の導入経過と活動状況
ペーパーレスの効果

7 7月28日 愛知県知立市 議会ＩＣＴ化について 24 12月21日 秋田県横手市
タブレット端末を活用した議会運営について及び情
報交換

8 8月4日 兵庫県姫路市
議会ＩＣＴ化への取り組みについて
議会改革全般

25 1月12日 三重県松阪市 議会ＩＣＴ化について

9 8月4日 静岡県御殿場市 Ｉ議会ＣＴ推進基本計画について 26 1月23日 愛知県碧南市 議会ＩＣＴについて

10 8月17日 海部郡蟹江町 議会のＩＣＴ化について 27 1月24日 福井県越前市 ＩＣＴタブレットについて

11 9月28日 栃木県宇都宮市 議会ＩＣＴ化に取り組みについて 28 1月25日 兵庫県たつの市 議会ＩＣＴ、議会改革について

12 9月30日 神奈川県厚木市 タブレット端末の導入について 29 1月27日 奈良県生駒市 議会ＩＣＴについて

13 10月3日 福島県福島市 議会ＩＣＴ化の取り組みについて 30 1月30日 愛知県岡崎市 議会ICT化の取り組みについて

14 10月13日 京都府長岡京市
議会改革について
議会ＩＣＴ化の取り組みについて
議員提案による条例の制定について

31 2月1日 静岡県沼津市 議会改革の取り組みについて

15 10月14日 長野県松本市 議会ＩＣＴ化の取り組みについて 32 2月2日 新潟県長岡市 議会ＩＣＴについて

16 10月17日 福井県坂井市 議会タブレット端末の導入について 33 2月7日 愛知県豊明市 議会ＩＣＴについて

17 11月1日 宮崎県日向市 全庁的なペーパーレス化について 34 2月10日 広島県福山市
タブレット端末導入導入の経緯、
活用状況

No 月　日 議  会  名 No 月　日 議  会  名 調　査　事　項調　査　事　項



1 4月27日 愛知県小牧市 議会におけるタブレットの活用について 15 11月15日 北海道旭川市 議会ICT化について

2 5月24日 沖縄県
議会ＩＣＴ推進の概要と経過、タブレットの貸与
を含むペーパーレス化への対応について

16 1月16日
山梨県

市議会議長会
議会ICT化の取り組みについて

3 6月28日 滋賀県彦根市 議会のICT化について 17 1月18日 埼玉県志木市 議会におけるICT化について

4 7月12日 大阪府箕面市 議会のICT化の取り組みについて 18 1月19日 東京都東村山市 議会運営・議会改革について

5 7月24日 富山県高岡市 タブレット端末の導入について 19 1月22日 長野県茅野市 タブレット端末の活用について

6 8月3日 兵庫県赤穂市 議会におけるICT化について 20 1月24日 埼玉県越谷市 議会活性化等の取り組みについて

7 8月21日 長崎県佐世保市
タブレットの端末の活用について、当該定例会
において付議する請願の提出期限について

21 1月25日 岡山県岡山市 議会運営全般、議会ICT化の推進について

8 10月3日 山口県防府市 議会ＩＣＴ化について 22 1月29日 熊本県人吉市
議会改革について（特にタブレット端末の活用
について）

9 10月5日 北海道室蘭市 議会におけるＩＣＴ化の取り組みについて 23 1月31日 京都府精華町 議会改革について

10 10月6日 尾張旭市 議会のＩＣＴ化について 24 2月5日 常滑市 議会ICT化の取り組みについて

11 10月13日 京都府南丹市 議会ＩＣＴ化の取り組みについて 25 2月6日 埼玉県蕨市 議会ICT及び議会改革の取り組みについて

12 10月18日 栃木県足利市 議会ICT推進基本計画について 26 2月8日 広島県大竹市 議会IICT化について

13 11月2日 大阪府豊中市 議会ICT化の取り組みについて 27 2月13日 京都府舞鶴市
議会におけるICT化及び安城市さわやかマ
ナーまちづくり条例について

14 11月14日 愛媛県四国中央市 タブレット端末の導入について

No 月　日 議  会  名 調　査　事　項No 月　日 議  会  名 調　査　事　項



1 7月4日 山口県山口市
タブレット端末の活用を中心とした議会改革に
ついて

9 11月5日 埼玉県蓮田市
タブレットの活用について、導入までの経緯、
導入による成果及び効果、経費、課題等

2 7月26日 北海道恵庭市 ICT基本計画について 10 11月8日
栃木県市議会議長会

事務局職員
議会改革の取り組みについて、議会ICTの取り
組みについて

3 8月10日 兵庫県豊岡市
安城市議会の概要について、議会改革の取り
組みについて（ICT化を中心に）

11 11月13日
神奈川県愛甲郡

愛川町
議会改革（ICT化（タブレット端末の活用））につ
いて

4 8月20日 静岡県菊川市 議会運営、議会改革、議会ICT化について 12 1月11日 静岡県裾野市 議会ICT化について

5 10月18日 香川県坂出市
議会改革の取り組みについて（議会ICT化の取り組
み－タブレット端末を導入した議会運営－）

13 2月5日 山口県周南市 タブレット端末を用いた議会運営について

6 10月25日 群馬県高崎市 議会ICT化の取り組みについて 14 2月7日 神奈川県秦野市
議会改革等の取り組み（議会ICT化の取り組み
等）について

7 10月26日
静岡県市議会

事務局職員事務研究会 議会ICT化への取り組みについて 15 2月8日 沖縄県沖縄市 議会活性化の取り組みについて

8 10月30日 岡山県井原市 ICT(タブレット）の活用について

No 月　日 議  会  名 調　査　事　項No 月　日 議  会  名 調　査　事　項


29年度

		平成29年度行政視察受入実績 ヘイセイ ネンド ギョウセイ シサツ ウ イ ジッセキ





		No		月　日 ツキ ヒ		議  会  名 ギカイ メイ		調　査　事　項 チョウ サ コト コウ		No		月　日 ツキ ヒ		議  会  名 ギカイ メイ		調　査　事　項 チョウ サ コト コウ



		1		43217		愛知県小牧市 アイチケン コマキシ		議会におけるタブレットの活用について ギカイ カツヨウ		15		43054		北海道旭川市 ホッカイドウ アサヒカワシ		議会ICT化について ギカイ カ

		2		42879		沖縄県 オキナワケン		議会ＩＣＴ推進の概要と経過、タブレットの貸与を含むペーパーレス化への対応について ギカイ スイシン ガイヨウ ケイカ タイヨ フク カ タイオウ		16		42751		山梨県
市議会議長会 ヤマナシケン シ ギカイ ギチョウ カイ		議会ICT化の取り組みについて ギカイ カ ト ク

		3		42914		滋賀県彦根市 シガケン ヒコネシ		議会のICT化について ギカイ カ		17		42753		埼玉県志木市 サイタマケン シキシ		議会におけるICT化について ギカイ カ

		4		42928		大阪府箕面市 オオサカフ ミノオシ		議会のICT化の取り組みについて ギカイ カ ト ク		18		42754		東京都東村山市 トウキョウト ヒガシムラヤマシ		議会運営・議会改革について ギカイ ウンエイ ギカイ カイカク

		5		42940		富山県高岡市 トヤマケン タカオカシ		タブレット端末の導入について タンマツ ドウニュウ		19		42757		長野県茅野市 ナガノケン チノシ		タブレット端末の活用について タンマツ カツヨウ

		6		42950		兵庫県赤穂市 ヒョウゴ ケン アコウシ		議会におけるICT化について ギカイ カ		20		42759		埼玉県越谷市 サイタマケン コシガヤシ		議会活性化等の取り組みについて ギカイ カッセイカ トウ ト ク

		7		42968		長崎県佐世保市 ナガサキケン サセボシ		タブレットの端末の活用について、当該定例会において付議する請願の提出期限について タンマツ カツヨウ トウガイ テイレイカイ フギ セイガン テイシュツ キゲン		21		42760		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		議会運営全般、議会ICT化の推進について ギカイ ウンエイ ゼンパン ギカイ カ スイシン

		8		43011		山口県防府市 ヤマグチケン ホウフシ		議会ＩＣＴ化について ギカイ カ		22		42764		熊本県人吉市 クマモトケン ヒトヨシ シ		議会改革について（特にタブレット端末の活用について） ギカイ カイカク トク タンマツ カツヨウ

		9		43013		北海道室蘭市 ホッカイドウ ムロランシ		議会におけるＩＣＴ化の取り組みについて ギカイ カ ト ク		23		42766		京都府精華町 キョウトフ セイカチョウ		議会改革について ギカイ カイカク

		10		43014		尾張旭市 オワリアサヒシ		議会のＩＣＴ化について ギカイ カ		24		43136		常滑市 トコナメシ		議会ICT化の取り組みについて ギカイ カ ト ク

		11		43021		京都府南丹市 キョウトフ ナンタンシ		議会ＩＣＴ化の取り組みについて ギカイ カ ト ク		25		43137		埼玉県蕨市 サイタマケン ワラビシ		議会ICT及び議会改革の取り組みについて ギカイ オヨ ギカイ カイカク ト ク

		12		43026		栃木県足利市 トチギケン アシカガシ		議会ICT推進基本計画について ギカイ スイシン キホン ケイカク		26		43139		広島県大竹市 ヒロシマケン オオタケシ		議会IICT化について ギカイ カ

		13		43041		大阪府豊中市 オオサカフ トヨナカシ		議会ICT化の取り組みについて ギカイ カ ト ク		27		43144		京都府舞鶴市 キョウトフ マイヅルシ		議会におけるICT化及び安城市さわやかマナーまちづくり条例について ギカイ カ オヨ アンジョウシ ジョウレイ

		14		43053		愛媛県四国中央市 エヒメケン シコクチュウオウシ		タブレット端末の導入について タンマツ ドウニュウ

































30年度(1)

		平成30年度行政視察受入実績 ヘイセイ ネンド ド ギョウセイ シサツ ウ イ ジッセキ





		No		月　日 ツキ ヒ		議  会  名 ギカイ メイ		調　査　事　項 チョウ サ コト コウ		No		月　日 ツキ ヒ		議  会  名 ギカイ メイ		調　査　事　項 チョウ サ コト コウ



		1		43285		山口県山口市 ヤマグチケン ヤマグチシ		タブレット端末の活用を中心とした議会改革について タンマツ カツヨウ チュウシン ギカイ カイカク		9		43409		埼玉県蓮田市 サイタマケン ハスダシ		タブレットの活用について、導入までの経緯、導入による成果及び効果、経費、課題等 カツヨウ ドウニュウ ケイイ ドウニュウ セイカ オヨ コウカ ケイヒ カダイ トウ

		2		43307		北海道恵庭市 ホッカイドウ エニワシ		ICT基本計画について キホン ケイカク		10		43412		栃木県市議会議長会事務局職員 トチギケン シ ギカイ ギチョウ カイ ジムキョク ショクイン		議会改革の取り組みについて、議会ICTの取り組みについて ギカイ カイカク ト ク ギカイ ト ク

		3		43322		兵庫県豊岡市 ヒョウゴケン トヨオカシ		安城市議会の概要について、議会改革の取り組みについて（ICT化を中心に） アンジョウシ ギカイ ガイヨウ ギカイ カイカク ト ク カ チュウシン		11		43417		神奈川県愛甲郡
愛川町 カナガワケン アイコウグン アイカワ チョウ		議会改革（ICT化（タブレット端末の活用））について ギカイ カイカク カ タンマツ カツヨウ

		4		43332		静岡県菊川市 シズオカケン キクカワ シ		議会運営、議会改革、議会ICT化について ギカイ ウンエイ ギカイ カイカク ギカイ カ		12		43476		静岡県裾野市 シズオカケン スソノシ		議会ICT化について ギカイ カ

		5		43391		香川県坂出市 カガワケン サカイデシ		議会改革の取り組みについて（議会ICT化の取り組み－タブレット端末を導入した議会運営－） ギカイ カイカク ト ク ギカイ カ ト ク タンマツ ドウニュウ ギカイ ウンエイ		13		43501		山口県周南市 ヤマグチケン シュウナンシ		タブレット端末を用いた議会運営について タンマツ モチ ギカイ ウンエイ

		6		43398		群馬県高崎市 グンマケン タカサキシ		議会ICT化の取り組みについて ギカイ カ ト ク		14		43503		神奈川県秦野市 カナガワケン ハダノシ		議会改革等の取り組み（議会ICT化の取り組み等）について ギカイ カイカク トウ ト ク ギカイ カ ト ク トウ

		7		43399		静岡県市議会
事務局職員事務研究会 シズオカケン シ ギカイ ジムキョク ショクイン ジムケンキュウ カイ		議会ICT化への取り組みについて ギカイ カ ト ク		15		43504		沖縄県沖縄市 オキナワケン オキナワシ		議会活性化の取り組みについて ギカイ カッセイカ ト ク

		8		43403		岡山県井原市 オカヤマケン イバラシ		ICT(タブレット）の活用について カツヨウ













































30年度

								平成30年度行政視察受け入れ状況一覧表 ヘイセイ ネンド ギョウセイ シサツ ウ イ ジョウキョウ イチラン ヒョウ





				No		月　日 ツキ ヒ		議  会  名 ギカイ メイ		会場 カイジョウ		委員会または会派 イインカイ カイハ				人数 ニンズウ				計 ケイ						調　査　事　項 チョウ サ コト コウ		市内食事 シナイ ショクジ		市内宿泊 シナイ シュクハク		担当課 タントウカ		その他 ソノタ

												種類 シュルイ		名称 メイショウ		議員 ギイン		随行及び職員 ズイコウ オヨ ショクイン				ICT		アンフォーレ

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

				21

				22

				23

				24

				25

				26

				27

				28

				29

				30

				31

				32

				33

				34

				35
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選択肢

		委員会 イインカイ		会派 カイハ		プロジェクトチーム		その他 タ







中日新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞など

【 2/28中日新聞朝刊 】 【 2/13毎日新聞 】



【 9/26中日新聞朝刊 】
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