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大津市議会のタブレット端末の導入・利用状況 

 

（平成 29年８月現在） 

①タブレット端末の内容（ハード） 

▼端末の種類・台数 

 アップル iPad Air（初代）iOS 9.7 インチ 

 74 台（議員 38 台、執行部 33 台（現在：30 台に変更）、議会局３台（現在：６台に変更） 

 Wi-Fi＋セルラーモデル 74 台、Wi-Fi 専用モデル５台 

 

▼端末の導入内訳 

 議員  38 台（一人１台、全議員） 

 執行部 30 台（市長、登壇部長、危機・防災対策課など） 

 議会局 ６台 

 

▼セルラーの内容 

 日立システムズ（MVNO 方式）※MVNO は au 回線を利用 

 

▼端末の所有権 

 大津市 

 

▼市庁舎の Wi-Fi 設置内容   

 議場・委員会室・議員控室で Wi-Fi が使用できるようにルーターを 7 機、200 台の同時

アクセス対応可能。その他、議会がある本館 2～4 階廊下及び議場で利用可能（市長等執務

室、総務部、政策調整部） 

 

▼庁舎 Wi-Fi 環境の構築理由と効果 

・万が一、LTE が不具合によりつながらなかったときのため（その逆も想定） 

・会議（同期）システムは、LTE より Wi-Fi の方がスムーズに動くため 

・会派ごとに契約しているインターネット回線の経費削減のため 

→ 複数会派で回線契約を解約、政務活動費の支出抑制 

 

▼庁内サーバーでなくクラウドにした理由 

 導入当初、情報システム課と相談。もし庁内サーバーと共有した場合、万が一、ウイル

ス感染等により、税や戸籍、保険、入札等の情報が漏えいしないとも限らないため、庁内

用サーバーとは完全に別のサーバーで運用するよう指示があった。さらには、庁内サーバ

ーと別のサーバーを市庁舎に設置した場合、災害等により市庁舎が損壊したときに、デー
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タが消去してしまうことを考え、業者によるサーバークラウドとした。 

 業者のサーバーは、「日本国内にあり 24 時間 365 日の運用、利用を実現すること」「建築

基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水

の被害を防止する措置が施されていること」「建物の出入口に防犯対策が講じられているこ

と」「サーバーへの不正アクセスや情報漏えい、ウイルス感染などに対するセキュリティ対

策が万全であること」などを条件として、プロポーザルにより選定した。 

 

▼端末の充電等対策 

 議場の議員及び執行部席の下にコンセントを配置した。委員会室はコンセントがなく、

携帯用充電器を配備しているが、議員及び執行部には、予めフル充電しておくよう指示し

ている。 

 

②タブレット端末の導入 

▼導入時期 

 平成 26 年 11 月 

 

▼導入の目的 

 環境への配慮、情報伝達の即時化、議会運営の効率化 

 

▼導入のきっかけ 

 平成 24 年９月、議場の放送設備が老朽化により故障し、抜本的な改修が必要となったた

め、議会活性化検討委員会で、将来タブレット端末の導入を視野に入れた議会 ICT 化事業

が決定された。 

 

▼端末の導入検討から業者選定、研修会までに至る議会局での対応 

 議会活性化検討委員会で決定後、議場の ICT 化とともに、プロポーザルの実施まで約２

年をかけて検討を続けてきた。議会局内に 3 人（課長補佐・主幹・主幹）でタブレットチ

ームを組み、導入に至るまでの準備からプロポーザル、操作研修会まで担当した。プロポ

ーザルまで、多くの業者から説明を受けたり、導入済みの先進地に視察へ行った。 

 

▼端末の業者選定スケジュール 

 平成 26 年７月 16 日公募開始、７月 29 日参加受付締切、８月４日質問受付締切、８月８

日質問回答、８月 22 日企画提案書提出締切、８月 28 日審査委員会実施・決定 

 

▼端末の選定方法  

 公募型プロポーザル 
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・市ホームページで応募し、公募型プロポーザル審査委員会で３回審査した 

・端末及び会議システム、Wi-Fi 環境構築並びに初期導入費など全ての仕様を一括して実施 

した 

・公募型プロポーザルの当日は、企画提案書の書類審査、プレゼンテーション、端末のデ 

モ体験を行なった 

・複数のシステムと業者が存在するため、全てを一括して担当者を決めて迅速・柔軟な対 

応をとれる体制にした 

 

▼端末・会議システムの選定理由 

・７人で構成された公募型プロポーザル審査委員会により審議し、公募型プロポーザルに 

より決定した 

・審査委員会で議会局から iPad Air を提案、了承された 

・iOS、ウィンドウズ、アンドロイドの中から、操作性・セキュリティを考慮した 

・採点基準に分けて選定した 

・重点項目をシステムの操作性、実施体制・研修とした 

・プレゼンテーションの説明者を業務対応者（プロジェクトリーダー）に限定した 

 

③タブレット端末の経費 

▼経費 

 ５年間総額 約 1,690 万円（通信費除く） 

・Wi-Fi 工事、開発等初期導入費 473 万円（5 年間のリース総額） 

・クラウド・会議システム・グループウェア利用料 1,217 万円（5 年間のリース総額） 

2,740 円/1 台・1 カ月 

 

▼端末の通信費の内訳 

 議員 → 個人負担 1/2、政務活動費 1/2 リース会社に月々口座引き落し 

 執行部及び議会局 → 全額公費 

 

▼端末の通信費用の議員負担の決め方 

 端末は、ゲームや音楽、映画などにも利用できるが、利用制限等は物理的にできないた

め、市民への説明責任がつかないと判断したことから、議員タブレットの通信料は公費を

使わず、全額議員の個人負担と政務活動費の折半で支払うことを議会運営委員会で協議の

上、決定した。 
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④タブレット端末の操作研修会 

▼操作研修会の期間 

 平成 26 年 11 月 1 日に端末を導入し、同月 30 日の本会議で初めて使用するまで、１カ月

間に３回の全体研修会を実施し、サポート・メンテナンス体制を強化した。 

▼議員への操作研修会の内容 

・研修会はレベルにあわせて実施。本会議・委員会に業者立会を予め仕様に含めていた 

・１回目は、端末の操作で、全くの初心者対応とした 

・２回目は、端末操作の応用と会議システム等の操作を説明した 

・３回目は、実際に本会議・委員会で使用する実践を行なった 

・全体研修会だけでなく、会派別の研修会や、随時、議会局職員及び業者が説明に回るな 

ど、きめ細かなレクチャーに心掛けた。半数以上の議員は、１カ月でほぼマスターでき 

たが、議員によって個人差があり、その後も随時レクチャーを続けた 

 

▼議会局及び執行部職員への操作研修会の内容 

 議会局では、業者が決定した８月末からデモ機のタブレットを数台、納品させ、約２カ

月間、業者から操作のレクチャーを受けた。正式に納品された 11 月１日からは、タブレッ

トを操作する各部局の筆頭課長補佐を対象に、操作研修会を行なった。 

 

⑤タブレット端末の利用内容 

▼利用方法 

  庁内（本会議・委員会等）、庁外（24 時間電源投入、外出時常に携帯） 

 

▼利用している会議 

 本会議、全員協議会、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、政策検討会議等 

 

▼本会議・委員会での活用内容 

 会議（同期）システム ⇒ 議案資料の閲覧、議員の質問資料の投影 

 議場内通信システム ⇒ 全議員：休憩等の諸連絡、議長：議事進行上の指示 

 

▼端末の使用ガイドラインの主な内容 

遵守事項や使用制限を明記 

・他人への貸与・譲渡の禁止 

・議員でなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを削除し、タブレットを返却す

ること 

・議会局・執行部との円滑かつ迅速な情報伝達のため、庁外でも可能な限りタブレット端 

末を携帯すること 
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・アプリの追加（導入）は、自らの責任において行う。ただし、追加（導入）したアプリ 

ケーションソフトの負荷によりタブレットにおける会議同期システム及び議場内通信シ

ステムの動作に影響が出ないようにしなければならない 

・議会局の了承を得ないＯＳのアップデートの禁止 

・本会議や委員会その他の市議会の会議で、当該会議の目的以外の使用を禁止 

・端末（ソフト含む）の改造及び交換の禁止 

・端末で得られた情報のうち、個人情報、その他市議会及び市において未公開情報の開示 

を禁止 

・端末の盗難及び紛失による個人情報の漏えい等の事故の責任は、使用者個人において対 

応すること 

・故意又は重過失によりタブレットを損傷、紛失した場合は、使用者がその修理等に係る

経費を負担すること 

 

⑥活用しているシステム 

▼活用しているシステム名・メーカー名 

・会議（同期）システム・議場内通信システム → 日立システムズ㈱「スマートセッシ 

ョン」 

・グループウェア・クラウド → サイボウズ㈱「サイボウズ Office」 

・セキュリティ → エムオーテックス「LanScopeAn」  

 

▼会議（同期）システムの内容 

・会議に参加する端末の全てを画面同期 

・端末への手書き・拡大・マーカーが可能 

・端末への保存や、クラウドへの保存によりパソコンへの閲覧が可能 

・本会議や委員会ごとに電子会議室が設定可能。所属していない会議も閲覧可能 

・サムネイル表示（見開きページにも対応可）やページジャンプが可能 

 

▼グループウェアの内容 

・掲示板 → 緊急・重要情報に使用。平時はスケジュールやお知らせを明記 

・スケジュール → 時間・日・週・月に表示変更が可能。他議員のスケジュールも閲覧 

可能。公開・非公開も選択可能 

・メッセージ → 送信先の既読・未読も確認可能 ※端末間のみの送受信 

・ファイル管理 → 本会議や委員会ごとに保存・閲覧可能。クラウドのためパソコンか 

らもアクセス可能。市の計画や条例、仮会議録、答弁書職員録、音声データ、写真、 

他都市調査結果なども入力している。 
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▼議場内通信システムの内容 

・市独自のシステムとして、会議（同期）システムをカスタマイズ 

・本会議が円滑に進行するよう議長等に情報を伝達する会議進行サポートと、答弁者の答 

弁訂正等のサポートを行うことによって、会議運営の効率化を図るもの 

・議事進行上の指示、会議休憩の連絡、答弁発言訂正の指示連絡 

 

▼グループウェアの導入理由 

・ペーパーレス化、スケジュール管理、緊急かつ重要な情報のスムーズな伝達、災害への 

迅速な対応 

・現状の庁外情報伝達手段は携帯電話・携帯メール・FAX であるが、送信容量や迅速性に 

難点 

・執行部から議員への緊急報告の機会が増加 

・議会 BCP 運用における情報伝達手段の確保 

・議案資料の増大化により、保管場所確保が困難、運搬性改善、差替労力削減 

 

▼グループウェアのクラウドの容量 

・370GB（一人 5GB×74 台分 共有可能） 

・導入後、平成 29 年５月現在で約２年半経過した現時点で、90GB を使用 

・データは原則４年保存。その後、随時、削除予定 

 

▼グループウェアの各種通知文書、届出書等の電子化の範囲 

・議案書や予算書など、議会関係資料をほぼ 100％データ化 

・議会関係資料だけでなく様々なデータを入力して活用 

行政視察、議員の政務活動、政務活動以外の議員活動、議員と議会局の情報伝達や事務連

絡（メール機能）、議会スケジュールの共有化、検索サイトからの情報閲覧（先進事例や会

議に必要な情報）、会議録の閲覧、議案書・予算決算書・委員会資料等議会関係全般、市の

計画や概要、本会議及び委員会の音声データ、他都市調査結果、本会議等写真、職員録、

庁舎フロアー及び電話番号、災害時マニュアル、会派別データの保存 

 

▼議会スケジュール等の共有方法（Google やアプリの活用） 

・グループウェア（サイボウズ）のスケジュールは、グーグルカレンダーと同期可能 

・議員所有のスマートフォン、パソコンにも同期可能（クラウド上で同期） 

・自宅及び会派パソコンやスマホからもアクセス可能、スケジュールを同期 

・紙が必要な場合は、議員が各自、パソコンから印刷が可能 
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▼クラウドへのデータの入力方法と入力者 

 庁内パソコンから会議（同期）システム及びサイボウズにアクセス可能。議会局の委員

会担当書記が、委員会所管部局から庁内メールを通じてデータを受け取り、入力する。 

 

 

▼議場内通信システムの導入理由 

・発言訂正等への適確に対応するため 

・本会議中は、職員が議場に入場し、紙による訂正文の差入をしているが、時間的制約の

他、傍聴人に与える印象が好ましくない 

・会議終了後は、議長許可⇒議運開催⇒本会議での報告が必要で、議会日程末期には訂正 

困難 

 

▼議場内通信システムの主な送信内容 

・議会局から議長へ送信 

（再質問のとき）只今の質問は、当初の発言通告（再質問の内容）に入っておりませんの 

で、質問を変えてください。 

 同じ趣旨の質問の繰り返しになっておりますので、次の質問に移ってください 

 執行部に申し上げます。質問の趣旨に対し、的確に答弁してください。 

・議会局から全議員及び執行部に送信 

 現在の議員の質疑・一般質問の終了後、暫時、休憩といたします。 

 

▼なぜ会議（同期）システムとグループウェアを使い分けているのか 

 会議（同期）システムでは、当該議会のデータのみを入れて運用。グループウェアには、

全てのデータを入力。会議（同期）システムに、画面同期としての使用と、データを蓄積

していくクラウドとしての使い分けは困難であるため。 

 

⑦本会議でのタブレット端末の活用内容 

▼端末を使った議員の補足資料の内容 

 議員が予め議長の許可を得た資料を、タブレットで見られるようデータ化。質問時には、

議員が自らタブレットで会議（同期）システムを作動し、ページめくりや拡大等の画面操

作を行う。 

 

▼端末を使った議員の補足資料の実績 

 当初は、一通常会議で平均３人程度だったが、平成 28 年９月通常議会は 24 人の質問人

数中 7 人、同 11 月通常会議は 29 人の質問人数中 10 人が使用するなど、年々、使用率が高

くなっている。 
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▼議員の質問の補足資料の映像の送出先 

・議場の大型スクリーンに送出 議員や傍聴者も視聴可能  

・インターネット議会中継にも配信（生中継・録画放映、タブレット・スマホからでも視

聴可能） 

 

▼議員の質問の補足資料を端末を使ったことによる効果 

 以前までは 

 ・議員・執行部・傍聴者用に 100 部を印刷   

 ・インターネット議会中継の閲覧者には見れない 

 ・カラーコピーの場合、多額の費用が発生 

 現在は 

 ・印刷ゼロ（完全ペーパーレス） → 経費の削減に寄与 

 ・大型スクリーンに投影 → カラーで見やすい。傍聴者等から高評価 

 ・インターネット議会中継の閲覧者にも見られるようになった → アクセスが飛躍的 

に向上 

 

▼議員の質問の補足資料の、会議録への保存方法 

 本会議で使用した補足資料は、そのまま会議録に掲載（議員が自ら黒塗りしたものも、

そのまま掲載） 

 インターネット上の「会議録検索」には、補足資料は掲載していない（インターネット

議会中継の画面でそのまま閲覧できるため） 

 

⑧タブレット端末導入の効果 

▼紙資料とタブレットのデータ資料との併用期間 

 導入当初の 11 月及び２月通常会議は、紙資料も配布したが、説明はタブレットで実施。

その後、統一地方選挙での改選を経て、６月通常会議から徐々にペーパーレス化。現在は、

約 70％がペーパーレス化している。議員からペーパーレス化の申し出を受けるなど、議員

間の理解が進んできている。 

 

▼紙資料で渡している基準や決め方 

 紙資料は、訴えの提起などの個人情報が明記されている資料を除き、ほぼ 100％データ化

して、タブレットに入力している。予算・決算書のうち、主要な事業の成果説明書等など、

予算・決算常任委員会での主要な説明資料は、紙資料も配布しており、議員は紙資料・タ

ブレット資料をどちらでも見られるようにしている。年一回、議会運営委員会で紙資料と

タブレット資料の使い分けなどの協議を行っている。当初、紙資料との併用から始めたが、

今では議員側からタブレット資料のみという意見が多く出ている。現在、全資料の約 70％
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がペーパーレスであり、残り 30％は紙資料も配布している。主要な事業の成果説明書は、

議員から「書き込むニーズが高い」という理由で、各議員に一冊ずつ配布しており、その

他、各会派に一冊などと、一定の基準を設けている。 

 

 

▼導入前後の紙の利用量の変化 

 年間 50 万頁 200 万円の紙代・印刷代の削減効果。その他、印刷費・電気代・職員の人件

費等に効果。 

 ※細かな費用の算出は未作成（算出するべく検討中）。 

 

▼導入のメリット     

・議会や議員への情報伝達の即時化・共有化、防災での活用、会議運営の効率化による議 

員の資質・ステップアップの向上 

・資料の加筆・修正等は電子データを差し替えのみで、今までのように紙の修正文書が不

必要になった 

→ 差し替えに費やした膨大な時間・労力が不要に。人件費・印刷費等が大きく削減 

・執行部作成の所管事務調査資料の質（レベル）が格段に向上 

 

▼導入のデメリット、苦労や工夫・改善したこと 

・議員によって操作レベルの差が大きく、研修等に時間を要する 

・システムが OS のアップデートについていけないことが度々あり、議員にアップデートの 

制限をかけているが、勝手にアップデートしてしまうことがある。また、アップデート 

に手間がかかる 

・紙のように自由に書けない 

・端末の寿命がいずれ来るため、端末の更新等を費用対効果や活用方法を考えながら常に 

検討していかなければならない 

・端末の破損、故障、不具合、トラブルに常に備えていかなければならない。 

・業者選定の際、入札かプロポーザルか、端末とシステムは別々か一緒に行うか等の調整 

に時間がかかった 

・ICT の専門的知識が必要であり、SE などのアドバイスが必要と考える。 

・一日中、タブレットを使うと、バッテリーがなくなってしまう。大津市議会では議場に 

は議席にはコンセントを設置しているが、委員会室にはないため、モバイルバッテリー

で対応している 

 

▼議員・議会局職員の主な感想 

・大量の議案関係資料をいちいち持ち歩く必要がなく便利になった 
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・議員控室も議案資料が減った分、スペースが有効活用できるようになった 

・所属していない委員会の資料もカラーで見られるようになった 

・当日しか見られなかった議案資料が前日でも見られるようになり、予習ができるように 

なった 

・議案資料がタブレット上で動くため、会議の効率化が図れた 

・過去の資料もタブレットで見られるため、簡単に比較ができるなど、利便性が高まった 

・紙のように自由に書けない。書けるが、使いにくい 

・予算書や決算書など、見開きのページは、文字が小さくなり、見にくい 

・タブレットやシステムの操作や研修に、はじめは時間を要する 

・セキュリティ面に若干の不安はある  

・紛失、盗難時の対応が大変である（現時点では、まだ発生していない）  

 

⑨タブレット端末の故障・紛失・セキュリティ対策の内容 

▼端末の故障、損傷時の対応（費用負担） 

・市に所有権があり、故障や不慮の破損は公費で負担する 

・故障の場合、速やかに議会局に連絡し、議会局で修理できないものは業者に依頼する。 

修理中は、議会局で代替品を貸与する。紛失時は、速やかに議会局に連絡し、セキュリ

ティシステム（Lan ScopeAn）で位置情報を調査し、紛失場所の位置が特定できる 

 

▼端末のセキュリティ対策 

・エムオーテックス（株） 

「LanScopeAn」を活用 

（盗難・紛失時には位置情報が取得可能。遠隔操作により端末ロック・データ消去が可能） 

・端末のシステム（iOS）でも紛失等の対応が可能 

 

⑩議会用務以外のタブレット端末の活用内容 

▼端末を活用した防災対策 

 議会 BCP 運用を想定し、災害情報の収集・伝達手法として ICT 化した議場とタブレット

を活用。 

 大津市議会では、平成 26 年３月、災害時などに行うべき議会・議員の役割や行動方針を

定めた地方議会初となる「議会 BCP（業務継続計画）」を策定。このことにより、市内に台

風や地震などの大災害が発生した場合には、本計画に基づき議員の安否確認や情報収集な

ど、災害情報を迅速に伝える手段として、タブレットを活用、議場に全議員が参集して執

行部からの災害現場の動画等を大型スクリーンに投影したり、議員がタブレットで撮影し

た映像や写真を投影しながら議会として災害情報の共有を行うことも想定している。平成

26 年 11 月には、議場で議会防災訓練を実施するなど、今後とも災害に強いまちを目指した
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取り組みを進めるとともに、議会研修会や行政視察等にも活用するなど ICT の多角的な活

用を図り、議会力を発揮していきたいと考えている。 

 

 

 

▼端末を活用した議会防災訓練 

 議会 BCP に基づく災害時行動訓練 

 タブレット（FaceTime）を活用した災害現場との情報共有化訓練を実施 

 

・災害の早期復旧・復興に向けて、二元代表制を担う議会としての役割を果たすため、端 

末を活用してリアルタイムに災害情報を収集・発信し、災害情報の共有化を図った。タ

ブレットの会議（同期）システムで災害時での活用方法を入力しており、「議会 BCP ハ

ンドブック」にも災害時でのタブレットの活用方法を明記している。 

 

【訓練の内容】 

・議場外にいる議員は、災害現場を想定した現場からタブレットを使って写真を撮影 

・議場内にいる議員は、災害現場から配信されてきた写真を閲覧 

・配信された写真を大型スクリーンに送出し、会議（同期）システムで災害情報を共有 

・議場内にいる議員は、タブレットを使って議場外にいる議員へ返答 

 

▼タブレットを活用した他都市への視察 

 平成 29 年１月、鎌倉市とテレビ会議を実施。ICT 化された大津市議会議場と鎌倉市を結

んで、公共施設対策特別委員会で導入。端末アプリ・フェイスタイムを使って、150 インチ

の大型スクリーンに映像を映し出し、実施した。その後、朝来市とも実施した。（8 月 2 日

現在） 

 

▼議員のフェイスブック・ブログ等の端末の活用は許可しているか 

端末を使った活用を許可している。議員はフェイスブックを 38 人中 30 人以上が利用し

ており、大津市議会のホームページやフェイスブックのアクセス向上に大きく寄与してい

る。 


