
議 会 改 革 推 進 会 議 

第１回会議 次 第 
 

日時：令和３年５月２４日 午後２時～ 

場所：議事堂第３委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ 協議事項 

（１）令和２年度議会改革に関する行動計画の進捗状況について 

（２）令和３年度議会改革に関する行動計画について 

（３）常任委員会のインターネット録画配信の試行について 

 

３ 報告事項 

（１）広報編集委員会の協議内容について 

（２）ＩＴ活用検討委員会の協議内容について 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 

 

＜資料＞ 

・資料１ 令和２年度議会改革に関する行動計画の進捗状況について 

・資料２ 令和３年度議会改革に関する行動計画（案） 

     令和２年度・令和３年度 行動計画新旧対照表 

・資料３ 常任委員会のインターネット録画配信について 

・資料４ 県内市議会におけるＩＴの活用状況について 

・資料５ 「災害時県議メーリングリスト」等の確認について 

＜参考資料＞ 

・議会改革推進会議設置要綱 

・議会改革推進会議委員名簿 



  

令和２年度議会改革に関する行動計画の進捗状況について 

令和３年３月 31日現在 

行動計画の項目 令和２年度の実施結果・検討結果 

１ 議会基本条例に基づく議会運営 

 

 

○令和２年５月 25日（第１回議会改革推進会議）に、議会改革に関する行動計画を策定 

 

２ 住民との情報共有の推進 

(1) 県議会広報の充実 

定例会の概要等を掲載した広報紙を試行的に

発行、配布し、議長の下に設置した広報編集委

員会において、その効果を検証する。また既存

媒体のブラッシュアップなども含め、議会活動

に関する広報を効果的に展開する方策について

検討する。 

 

 

○令和２年６月、２種類の広報紙を試行的に発行し、新聞折込みにより県内の複数のエリアに各１万部を配布する

とともに、県民の意見調査等を行うため、アンケートハガキによる調査をはじめインターネットを活用した調査

等を実施 

 ・新聞型「富山県議会だより」（タブロイド版８ページ） 

 ・雑誌型「TOYAMAジャーナル」（Ａ４版１２ページ） 

 

○令和３年度においては、令和２年度の試行発行で評判の良かった雑誌型広報紙を年１回発行し、公民館等主要施

設に配架するほか、若者の主権者教育に活用してもらうため、県内の高校生に配布し、議員と高校生との座談会

の実施を検討 

 

＜R3予算＞ 議会広報紙発行・広告・アンケートの実施に係る経費 450万円 

 

資料１ 



  

行動計画の項目 令和２年度の実施結果・検討結果 

(2) ソーシャルメディア利用等による 

情報発信 

○常任委員会のインターネット録画配信 

常任委員会のインターネット録画配信を試行

し、県民の声も聴きながら、委員会の運営につ

いて検討する。 

 

 

○経営企画委員会、厚生環境委員会の録画配信を試行 

第１回の試行において実施したアンケート結果を踏まえ、第２回の試行においては、質問者、開始時間（○分頃

から）、質問項目を表記 

区分 委員会 開催日 集計期間 視聴件数 

(1日当たり) 

第 1回 経営企画 6/8(月) 6/9～9/3(87日間) 366件(4.2件) 

第 2回 厚生環境 9/3(木) 9/4～11/30(88日間) 398件(4.5件) 

 

○令和３年度においては、試行未実施の３委員会において録画配信を試行し、県民の声も聴きながら、費用対効果

も踏まえた常任委員会の運営について、引き続き検討 

 

＜R3予算＞ 録画・配信に要する経費 100万円 

 

○県議会ホームページのリニューアル 

県議会ホームページを県ホームページ（執行

部）に合わせてリニューアルし、高齢者や障害

者の方々にも配慮したものとする。（令和２年度

の公開を目指す。） 

 

○議会トップページ等のデザイン、構成等をリニューアル（令和３年３月 25日リニューアル） 

 〔主な改善点〕 

・スマートフォン対応 

・閲覧補助機能メニュー（文字サイズ・色合い変更、ふりがな、音声読み上げ）、検索機能メニューの追加 

 

３ 住民参加の取り組み 

意見交換会、大学生・高校生等への主権者と

しての意識醸成、議会報告会 

議会傍聴、県議会議員との意見交換を、政策

テーマを設定して実施する。 

議会報告会については、試行結果を踏まえ他

県の実施状況を調査、あり方等を議論し、開催

を検討する。 

 

 

○議会報告会の実施状況について全国照会を実施（令和２年７月 17日照会） 

〔参考：議会報告会の実施 → 15都府県〕 

 

○本県における議会報告会のあり方について、引き続き検討 

 

※学生等への出前講座、県民各層との意見交換会及び議会報告会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

観点から今年度は開催を見合わせ 

 



  

行動計画の項目 令和２年度の実施結果・検討結果 

４ 新たな機能強化の取り組み 

(1) 議会における ITの活用の検討 

ペーパーレス化を目的としたタブレット端末

の導入など、議事運営における ITの活用を検討

する。 

 

 

○ITを活用したペーパーレス化の取組みについて、全国照会を実施（令和２年７月 17日照会） 

〔参考：タブレット端末、ペーパーレス会議システムの導入 → 11都道府県〕 

 

○各会派意見を集約し、議会における IT活用の方向性（たたき台）をとりまとめ、令和３年度に IT活用検討委員

会を設置し議事運営における ITの具体的な活用を検討 

 

＜R3予算＞ 議事堂無線 LAN等通信環境整備、タブレット端末導入等 IT化に要する経費 3,500万円 

 

(2) 危機管理対応 

令和元年度に作成した「富山県議会危機管理

対応マニュアル」に基づき行う訓練の具体的な

内容や備蓄の必要性などについて検討する。 

 

 

○「富山県議会議員緊急連絡網（メーリングリスト）」の送受信テストを実施（令和２年６月 29日及び６月 30日） 

 

○昨年度作成した「富山県議会危機管理対応マニュアル」に基づき、議場・傍聴席からの避難誘導訓練を計画 

（11月定例会中に実施予定であったが、諸事情により延期） 

 

 (3) 仕事と介護、育児との両立・推進 

   仕事と介護や育児との両立を推進する機運

醸成を図るため、令和元年度に富山県議会会議

規則を改正し、欠席事由に明記したところであ

り、欠席が長期に渡る場合の報酬や期末手当の

減額等について検討する。 

 

○全国議長会の「標準会議規則」改正案に対応するため、富山県議会会議規則に「出産休業期間の取扱い」を規定 

（令和３年３月 26日施行） 

 

○議員報酬条例において「長期欠席に係る議員報酬等の減額」について規定（令和３年３月 26日施行） 

 



令和３年度 富山県議会 議会改革の取り組み 
【議会改革に関する行動計画】（案） 

令和３年５月 日 

○趣旨 
 開かれた議会を推進するため、県民に広く議会の活動を知っていただき、県政への関心を
高めるほか、議会の活性化、透明性の確保等に資するよう、次のとおり、議会改革を推進す
るもの。 
 
１ 議会基本条例に基づく議会運営 

議会基本条例の規定により設置する議会改革推進会議において、次のとおり、議会改革
に関する行動計画を策定するとともに、条例に基づく着実な議会運営を行う。 

 
２ 住民との情報共有の推進 
(1) 議会広報の充実 
  議会の活動を広く知ってもらうため、昨年度の試行発行で評判の良かった雑誌型広報紙

を年１回発行し、公民館やコミュニティーセンター、図書館等、県内の主要施設に配架す
るほか、議会ホームページにも掲載するなど、なるべく多くの県民の目に触れるようにす
る。 
また、新たに選挙権を有することとなる生徒や学生に対する主権者教育を推進するため

県内高校生に広報紙を配布するほか、生徒等の政治参加意識を向上するため、議員との座
談会等の実施について検討する。 
さらに、議会ホームページのＰＲを行うため、ＳＮＳ等を活用したプッシュ型広告を配

信し、併せて議会広報や議会活動についてＷＥＢにおけるアンケート調査を行うなど、引
き続き次年度以降の広報のあり方を検討する。 

(2) ソーシャルメディア利用等による情報発信 
常任委員会の録画を試行配信し、県民の声も聴きながら、費用対効果も踏まえ委員会の

運営について引き続き検討する。 

 
３ 住民参加の取り組み 

政策テーマを設定し、議会や委員会の傍聴、議員との意見交換を実施する。 
議会報告会については、引き続きあり方等を議論し、開催を検討する。 

 
４ 新たな機能強化の取り組み 
(1) 議会における ITの活用の検討 

ペーパーレス化を目的としたタブレット端末等を導入し、議長の下に設置した IT活用検
討委員会において、議事運営における ITの具体的な活用を検討する。 

(2) 危機管理対応 
令和元年度に作成した「富山県議会危機管理対応マニュアル」に基づき議場で行う避難

誘導訓練等を実施するほか、備蓄の必要性などについて検討する。 
(3) 仕事と介護、育児との両立・推進 

仕事と介護や育児との両立を推進するため、議会における ITの活用の検討に併せ、将来
的なオンライン委員会の実施を可能とした場合の対応等について研究する。 

 
５ その他 
  要綱に基づく委員会、協議会であって、類似する委員会等があるもの、開催実績の少な
いものについては、再編・集約や発展的解消も視野に入れて検討する。 

資料２ 



令和２年度 富山県議会 議会改革の取り組み 

【議会改革に関する行動計画】 

令和２年５月25日 

○趣旨 

 開かれた議会を推進するため、県民に広く議会の活動を知っていただき、県政への関心を

高めるほか、議会の活性化、透明性の確保等に資するよう、次のとおり、議会改革を推進す

るもの。 

 

１ 議会基本条例に基づく議会運営 

議会基本条例の規定により設置する議会改革推進会議において、次のとおり、議会改革

に関する行動計画を策定するとともに、条例に基づく着実な議会運営を行う。 

 

２ 住民との情報共有の推進 

(1) 県議会広報の充実 

県議会への理解をより深めていただくため、定例会の概要等を掲載した広報紙を試行的

に発行、配布し、議長の下に設置した広報編集委員会において、その効果を検証する。ま

た、既存媒体のブラッシュアップなども含め、議会活動に関する広報を効果的に展開する

方策について検討する。 

 

(2) ソーシャルメディア利用等による情報発信 

常任委員会の録画を試行配信し、県民の声も聴きながら、委員会の運営について検討す

る。 

また、県議会ホームページを高齢者や障害者の方々にも配慮したものとするため、県ホ

ームページ（執行部）に合わせてリニューアルに取り組む。 

 

３ 住民参加の取り組み 

(1) 意見交換会、大学生・高校生等への主権者としての意識醸成、議会報告会 

議会傍聴、県議会議員との意見交換を、政策テーマを設定して実施する。また、議会報

告会については、試行結果等を踏まえ他県の実施状況を調査、あり方等を議論し、開催を

検討する。 

 

４ 新たな機能強化の取り組み 

(1) 議会におけるITの活用の検討 

ペーパーレス化を目的としたタブレット端末の導入など、議事運営におけるITの活用を

検討する。 

 

(2) 危機管理対応 

令和元年度に作成した「富山県議会危機管理対応マニュアル」に基づき行う訓練の具体

的な内容や備蓄の必要性などについて検討する。 

 

(3) 仕事と介護、育児との両立・推進 

仕事と介護や育児との両立を推進する機運醸成を図るため、令和元年度に富山県議会会

議規則を改正し、欠席事由に明記したところであり、欠席が長期に渡る場合の報酬や期末

手当の減額等について検討する。 

  

資料２ 
令和３年度 富山県議会 議会改革の取り組み 

【議会改革に関する行動計画】 
令和３年５月 日 

○趣旨 
開かれた議会を推進するため、県民に広く議会の活動を知っていただき、県政への関心を

高めるほか、議会の活性化、透明性の確保等に資するよう、次のとおり、議会改革を推進す
るもの。 
 
１ 議会基本条例に基づく議会運営 

議会基本条例の規定により設置する議会改革推進会議において、次のとおり、議会改革
に関する行動計画を策定するとともに、条例に基づく着実な議会運営を行う。 

 
２ 住民との情報共有の推進 
(1) 議会広報の充実 

県議会への理解をより深めていただくため、定例会の概要等を掲載した広報紙を試行的
に発行、配布し、議長の下に設置した広報編集委員会において、その効果を検証する。ま
た、既存媒体のブラッシュアップなども含め、議会活動に関する広報を効果的に展開する
方策について検討する。 

  議会の活動を広く知ってもらうため、昨年度の試行発行で評判の良かった雑誌型広報紙
を年１回発行し、公民館やコミュニティーセンター、図書館等、県内の主要施設に配架す
るほか、議会ホームページにも掲載するなど、なるべく多くの県民の目に触れるようにす
る。 
また、新たに選挙権を有することとなる生徒や学生に対する主権者教育を推進するため

県内高校生に広報紙を配布するほか、生徒等の政治参加意識を向上するため、議員との座
談会等の実施について検討する。 
さらに、議会ホームページのＰＲを行うため、ＳＮＳ等を活用したプッシュ型広告を配

信し、併せて議会広報や議会活動についてＷＥＢにおけるアンケート調査を行うなど、引
き続き次年度以降の広報のあり方を検討する。 

(2) ソーシャルメディア利用等による情報発信 
常任委員会の録画を試行配信し、県民の声も聴きながら、費用対効果も踏まえ委員会の

運営について引き続き検討する。 
また、県議会ホームページを高齢者や障害者の方々にも配慮したものとするため、県ホ

ームページ（執行部）に合わせてリニューアルに取り組む。 
 
３ 住民参加の取り組み 
(1) 意見交換会、大学生・高校生等への主権者としての意識醸成、議会報告会 

政策テーマを設定し、議会や委員会の傍聴、議員との意見交換を、政策テーマを設定し
て実施する。 
また、議会報告会については、試行結果等を踏まえ他県の実施状況を調査、引き続きあ

り方等を議論し、開催を検討する。 
 
４ 新たな機能強化の取り組み 
(1) 議会におけるITの活用の検討 

ペーパーレス化を目的としたタブレット端末の等を導入などし、議長の下に設置したIT
活用検討委員会において、議事運営におけるITの具体的な活用を検討する。 

(2) 危機管理対応 
令和元年度に作成した「富山県議会危機管理対応マニュアル」に基づき議場で行う避難

誘導訓練等の具体的な内容やを実施するほか、備蓄の必要性などについて検討する。 
(3) 仕事と介護、育児との両立・推進 

仕事と介護や育児との両立を推進する機運醸成を図るため、令和元年度に富山県議会会
議規則を改正し、欠席事由に明記したところであり、欠席が長期に渡る場合の報酬や期末
手当の減額等について検討議会におけるITの活用の検討に併せ、将来的なオンライン委員
会の実施を可能とした場合の対応等について研究する。 

 
５ その他 
  要綱に基づく委員会、協議会であって、類似する委員会等があるもの、開催実績の少な
いものについては、再編・集約や発展的解消も視野に入れて検討する。 

資料２(参考) 



令和３年５月 24 日 

議会事務局議事課 

 

常任委員会のインターネット録画配信の試行について 

 

１ 今年度の予定 

区分 委員会名 開催日 備考 

第１回 県土整備農林水産委員会 6 月 8 日(火)  

第２回 教育警務委員会 6 月 11 日(金)  

第３回 地方創生産業委員会  ９月議会で実施予定 

 

 

２ 令和２年度の取組状況 

区分 委員会名 開催日 集計期間 
視聴件数 

(1 日あたり) 

第１回 経営企画委員会 6 月 8 日(月) 
6/9～9/3 

(87 日間) 

３６６  

(4.2 件) 

第２回 厚生環境委員会 9 月 3 日(木) 
9/4～11/30 

(88 日間) 

３９８  

(4.5 件) 

 

 ・令和２年度第１回施行時のアンケート結果を踏まえ、第２回施行時に 

質問者、開始時間（○分頃から）、質問項目を表記 

 

 

資料３ 



令和 3年 5月 24日 

議会事務局議事課  

 

県内市議会における ITの活用状況について 

 

１ タブレット端末及びペーパーレス会議システムの導入状況 

 

【黒部市議会】 

・2014年（H26）からタブレット端末（iPad）を導入 

（連絡調整用に導入、本会議等では使用していない） 

 

【魚津市議会】 

・2021年 4月からタブレット端末の運用開始予定 

（令和 2年度補正予算で導入） 

 

【富山市議会】 

・2021年 4月改選後に検討会を設置し、タブレット端末導入等について検討 

 

【射水市議会】 

・2019年 9月から導入 

〔タブレット端末（iPad）、ペーパーレス会議システム（SideBooks）〕 

 

【高岡市議会】 

・2021年 4月から本格実施（令和 2年度補正予算で導入、2021年 1月から試験運用） 

〔タブレット端末（Surface）、ペーパーレス会議システム（moreNOTE）〕 

 

 

【小矢部市議会】 

・2019年 6月から導入 

〔タブレット端末（iPad）、ペーパーレス会議システム（SideBooks）〕 

 

【南砺市議会】 

・2017年 6月から導入 

〔タブレット端末（iPad）、ペーパーレス会議システム（SideBooks）〕 

 

 

２ ＩＴ活用状況調査（視察） 

・5/17 射水市議会調査 

・5/20 高岡市議会調査 

 

資料４ 



ＩＴ活用検討委員会調査報告（速報） 

 

１ 調 査 日  令和３年５月 17日（月）10:00～11:30 （射水市議会） 

令和３年５月 20日（木）10:00～11:30 （高岡市議会） 

 

２ 相 手 方  射水市議会 瀧田孝吉副議長、吉野省三議会改革特別委員長、 

竹内美津子副委員長、中村文隆議員、加治宏規議員 

        高岡市議会 福井直樹議長、藪中一夫副議長、横田誠二議員 

 

３ 調査概要  両市議会におけるＩＴ活用状況について概要説明を受け、タブレッ

ト端末、ペーパーレス会議システムの操作方法等について実際の機

種等を試用・確認し、質疑応答を行った。 

 

４ 主な項目比較 

項目 射水市議会 高岡市議会 

タブレット端末 iPad Pro Surface pro 

ペーパーレス会議システム SideBooks moreNOTE 

通信方式 Wi-Fi＋cellular Wi-Fi 

費用負担 端末（購入）：市費 

通信費：市費 1/2 

    政務活動費 1/4 

私費 1/4 

端末（リース） 

：市費 1/2 

  政務活動費 1/2 

通信費：市費 

その他 Googleカレンダー利用 Googleカレンダー利用 

 

５ 調査状況 

射水市議会 高岡市議会 

  

  

 



令和３年５月２４日 
 

«氏__名»  様 
 

「災害時県議連絡メーリングリスト」等の確認について 

 

１ 「災害時県議連絡メーリングリスト」に登録されているメールアドレスの確認をお願いします。 

変更がある場合は、変更後のメールアドレス欄に記入願います。 

（  ）変更なし  【登録メールアドレス】（＝携帯電話など常時連絡可能なもの） 

メールアドレス：«災害時県議連絡メーリングリスト» 
 

（  ）変更あり  【変更後のメールアドレス】 

          メールアドレス：                     

 

２ 新型コロナ感染症関連の資料送付用メールアドレスとして登録されているメールアド

レスの確認をお願いします 

変更がある場合は、変更後のメールアドレス欄に記入願います。 

（  ）変更なし  【登録メールアドレス】（＝パソコン等に設定してあるアドレスなど） 

メールアドレス：«コロナ資料送付用メールアドレス»  
 

（  ）変更あり  【変更後のメールアドレス】 

          メールアドレス：                     

 

３ 上記２以外の資料送付や行事開催案内などの送付方法について確認願います。 

変更がある場合は、変更後の欄に記入願います。 
 

（  ）変更なし   上記２の（«資料送付用メールアドレス» ）へ送付 

 

（  ）変更あり     
 

 

  ※上記１、２については、６月中に送受信テストを実施予定としています。 

※災害時等、緊急の場合には両方を使用する場合もあります。 
 

提出期限：５月３１日（月）まで議会事務局総務課へ回答願います（ＦＡＸ可） 
 

事務担当 議会事務局総務課 坂田 

ＴＥＬ ０７６－４４４－３４０５（直通） 

ＦＡＸ ０７６－４４４－３４７１ 
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