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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年３月２７日（月）午前 ９時５８分 開会 

               午前１１時    閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 弘   豊  委  員 上 村 高 義 

  委  員 東  久美子 委  員 南 野 直 司    委  員 森 西  正 

    議  長 野 原  修  副 議 長 野 口  博 

議  員 中 川 嘉 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥村良夫  総務部長 杉本正彦 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局参事兼局次長 橋 本 英 樹 

  同局総括主査 田 村 信 也  同局書記 渡 部 真 也  同局書記 坂 本 敦 志  

 

１．案件 

  ・議案第１号 平成２９年度摂津市一般会計予算所管分 

  ・議案第９号 平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分  

  ・追加議案、議員提出議案の議事日程、扱いについて  
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（午前９時５８分 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 おはようございま

す。ただいまから、議会運営委員会を開会

いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けることと

いたします。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は何かと年度末のお忙しい中、議

会運営委員会を開催していただきまして、

ありがとうございます。 

 今回は、平成２９年第１回定例会に追

加いたしますその他案件として、工事請

負契約締結の件１件、条例案件といたし

まして、摂津市個人情報保護条例の一部

を改正する条例制定の件１件、合計２件

の提出をお願いするものでございます。

それぞれの案件の概要につきましては、

総務部長より説明させますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○嶋野浩一朗委員長 挨拶が終わりまし

た。 

 本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。 

 それでは、追加議案について、概略説明

をお願いいたします。 

 総務部長。 

○杉本総務部長 おはようございます。 

 それでは、平成２９年第１回摂津市議

会定例会追加提出案件の概略説明をさせ

ていただきます。 

 まず、議案第３０号、公共下水道茨木摂

津排水区管渠布設工事２８－４工区の工

事請負契約締結の件でございます。 

 本件は３月１日に入札を行い、落札業

者が決定いたしましたので、追加議案と

してご審議をお願いするものでございま

す。 

 本件の内容は、公共下水道茨木摂津排

水区管渠布設工事２８－４工区で、契約

方法は制限付一般競争入札、契約金額は

５億６，６３５万２，０００円でございま

す。契約の相手方は、大日本土木・永商興

産特定建設工事共同企業体で、代表構成

員は、大阪市浪速区湊町１丁目４番３８

号、大日本土木株式会社大阪支店、執行役

員支店長丹羽譲でございます。 

 なお、工事の予定価格は、６億８，２１

３万１６０円で、落札率は８３．０％でご

ざいます。 

 また、本工事の予定価格が６億８，２１

３万１６０円であることから、議会の議

決に付さなければならない工事請負契約

の議案としてご審議をお願いするもので

ございます。 

 次に、議案第３１号、摂津市個人情報保

護条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。 

 本件は、平成２７年９月９日に個人情

報の保護に関する法律及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部を改正する法

律が制定され、その改正法の中で、行政手

続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律が改正されま

したので、所要の改正を行うものでござ

います。 

 本市の個人情報保護制度の実施機関に

議会が含まれていることから、本条例の

改正について、２月１６日の議会運営委

員協議会を経て、今回の提出となったも

のでございます。 

 以上、平成２９年第１回定例会に追加

提出いたしております２件の概略説明と

させていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わりまし
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た。 

 この際、何か質問があればお受けいた

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 質問がないようで

すので、理事者の皆さんは退席いただい

て結構でございます。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 それでは、議案第１号所管分及び議案

第９号所管分について、審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 藤井局長。 

○藤井事務局長 おはようございます。 

 それでは、議案第１号、平成２９年度一

般会計予算のうち、議会費に係ります部

分につきまして、先般の議会運営委員会

で配付させていただきました資料に基づ

き、説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入でございますが、款１９諸

収入、項４雑入、目２雑入、節１雑収入の

内訳といたしまして、私用電話使用料は、

主に電報発信に係るものでございます。

電子複写機使用料は、議会事務局内のコ

ピー機に係る各会派の使用料でございま

す。 

 次に、歳出につきましては、議会事務局

職員人件費を除く予算の総額は２億７，

６３１万１，０００円で、前年度と比較い

たしますと１，６０８万５，０００円の減

額となっております。この主な要因につ

きましては、議員報酬及び議員期末手当

で、議員１名の欠員によるもののほか、人

事院勧告により、前年度当初予算で議員

期末手当を増額いたしましたが、従前ど

おりとなった関係上、予算比較上、その分

にかかります差額が減額となったもので

ございます。また、議会映像配信委託関係

で、前年度の設置工事等の導入経費から、

次年度はシステムの運用経費に移行する

ことによる差額でございます。 

 それでは、予算科目に沿って説明をさ

せていただきます。 

 まず、款１議会費、項１議会費、目１議

会費、節１報酬は、議員２１名分の議員報

酬でございますが、欠員１名分に係りま

す議員報酬につきましては、９月改選ま

での約半年分を対前年度を減額して計上

しております。 

 節３職員手当等のうち、議員期末手当

は、６月及び１２月に支給されます期末

手当で、６月支給率が１．９５か月、１２

月支給率が２．１か月、年４．０５か月で

ございます。なお、平成２８年度当初予算

におきましては、人事院勧告を受けまし

て、議員報酬等に関する条例改正議案の

提出とともに、期末手当の支給月数を０．

１か月引き上げ、４．０５か月から４．１

５か月として予算計上いたしましたが、

この条例改正議案の撤回を受けまして、

引き上げ分を未執行として、平成２８年

度３月補正で減額いたしております。こ

のことによりまして、対前年度約１３６

万円の減額となっておりますほか、平成

２９年６月支給分の期末手当は、欠員１

名分を除いた議員２０名分としたことに

よりまして、対前年度約１２５万円の減

額となりまして、合計約２６１万円の減

額となるものでございます。 

 節４共済費のうち、議員共済給付費負

担金につきましては、共済給付金の給付

に要する費用にかかわる、総務省が毎年

示します公的負担金率が前年度の４１．

０％から３９．７％に引き下げられまし
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たことによりまして、対前年度１７６万

９，０００円の減額となっております。負

担金５，４０２万４，０００円の算出につ

きましては、本市の標準報酬月額として

５４万円に、１年分の１２か月、議員定数

２１人分から平成２９年度の負担金率３

９．７％を掛け合わせて算出いたしたも

のでございます。 

 議員共済事務費負担金は、市議会議員

共済会に支払う事務負担金で、議員１人

当たり年額１万３，０００円の議員数２

１人分でございます。 

 節７賃金は、議長公務に伴います公用

車の運転業務に携わります自動車運転嘱

託員の非常勤職員等賃金でございます。 

 節８報償費は、聴覚に障害のある方が

本会議を傍聴される際に、事前申し込み

により手話通訳者を配置するための費用

を新たに予算計上いたしました。これは

障害者差別解消法の施行を受けまして、

市議会におきまして合理的配慮に向けて

の取り組みとして行うものでございます。

事前に依頼があった場合、市内の手話サ

ークル２サークルから通訳者の派遣を受

けるもので、１人当たり１時間で１，５０

０円、２人分として、対象会議時間を年間

５０時間で計上しております。 

 次に、友好都市の交流時に要する経費

につきましては、前年度と同額を計上し

ております。 

 節９旅費は、常任委員会における行政

視察を実施するための予算を計上し、前

年度と同様に、委員につきましては１人

当たり８万円として２１人分、計１６８

万円の費用弁償と、その下、普通旅費にお

きまして、その随行職員４人分の計３２

万円を計上しております。 

 また、議長会等関係旅費といたしまし

て、主に全国市議会議長会総会、北摂市議

会議長会管外視察等における議長、副議

長及び随行職員の旅費を中心に計上いた

しております。前年度に比べ減額となっ

ておりますのは、平成２８年度に本市が

全国市議会議長会の評議員として関係会

議出席のため、今回は出張が不要となる

ことによるものでございます。 

 節１０交際費は、前年度と同額でござ

います。 

 節１１需用費は、前年度に比べ２３２

万８，０００円の増額となっております。

この主な要因といたしまして、修繕料に

おきまして、議場内の段差を解消するた

めのスロープの改修を計画しております。

これも障害者差別解消法が施行され、合

理的配慮に向けての取り組みとして行う

ものであり、現在、議場の議員席、質問席、

演壇への動線において段差があることか

ら、車椅子等での移動に対応できるよう

に必要なスロープを設置するものであり

ます。９月の議員改選後にスロープを使

用できるよう、６月の第２回定例会後、７

月から８月にかけての工事を予定してお

ります。 

 また、消耗品費におきまして、議員が防

災活動に従事する際に着用する防災服及

び改選に伴います議員章などの費用が増

額となっております。防災服の購入は、地

域防災計画において、市議会議長が災害

対策本部にオブザーバーとして参画する

ことになっております中で、立場の明確

化を図ることで、その対応に一層の効果

を目指すものであります。 

 印刷製本費におきましては、昨年度途

中からＡ４冊子８ページにリニューアル

いたしました議会だよりを年４回の定例

会後に発行するとともに、平成２９年度
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は、市議会議員の改選年であることから、

改選号として発行回数を１回ふやし５回

とし、また、代表質問を掲載します紙面に

おいては、１２ページとする増ページを

見込んでおります。 

 節１２役務費のうち通信運搬費は、議

会事務局が所有いたします携帯電話の通

話料及びファクス回線の架設や休止にか

かわる費用を計上いたしております。な

お、前年度に比べ２万４，０００円の増額

につきましては、議員改選に伴いますフ

ァクス回線の取り扱い増分を見込んでお

ります。 

 手数料は、主に正副議長室のテーブル

クロス等のクリーニング代でございます。 

 節１３委託料、会議録検索システムデ

ータ更新委託料は、市議会ホームページ

や庁内ＬＡＮから閲覧できます定例会や

各委員会の会議録検索システムのデータ

更新に係るものでございます。 

 職員派遣委託料は、正副議長の秘書業

務等の派遣職員２名にかかるものでござ

います。 

 筆耕翻訳委託料は、本会議での速記、そ

して各委員会、協議会等の音声反訳でご

ざいます。 

 政務活動費調査委託料につきましては、

政務活動費がこの９月まで凍結という処

置がなされておりますが、政務活動費は、

その活用により積極的な調査、研究、研修

などの活動を通して、多様化、複雑化する

市民ニーズの市政への反映効果を上げる

ことができるものであります。一方で、他

の自治体での不適切な使途が多く報道さ

れ、社会問題化されておりますことから、

活用内容の市民への説明責任を果たせる

チェック体制や公開方法の整備が求めら

れております。 

 このような中で、今回の改選後におけ

る政務活動費の運用が議論される前提と

して、環境の整備を事前に図るものであ

ります。具体的には、弁護士、会計士、税

理士などの第三者によるチェック体制の

確立、インターネットで公開する書類の

範囲の拡大、後払い制の導入等が必要と

考えております。政務活動費調査委託料

は、このうち第三者によるチェック体制

の確立を目指すもので、専門的知識を有

する外部の第三者の視点によるチェック

により適切な判断が期待できるとともに、

解釈の統一化につながるなど制度の適正

な運用に大きく資すると考えており、審

査の内容によりまして、弁護士、公認会計

士に依頼するものであります。 

 ネットで公開する範囲の拡大につきま

しては、ホームページでの収支報告書の

公開に加えて、領収書等の証拠書類も公

開することで高い透明性を確保するもの

であります。それに向けてスキャニング

業務委託とスキャナーが必要となるもの

であり、スキャニング業務委託は委託料

の一番下、領収書等イメージファイル作

成委託料として、またスキャナーは、節１

８備品購入費、庁用器具費で予算計上い

たしております。 

 今後におきましては、議員改選後、直ち

に政務活動費を復活するのかどうかと、

まず政務活動費自体の取り扱い協議、そ

して復活した場合のチェック体制の手段

の選定、それに向けた条例等の整備を行

ってまいるものであります。 

 次に、議会映像配信委託料は、前年第３

回定例会から開始いたしました、本会議

の中継録画映像の配信に要しますシステ

ムの運用経費及び本会議場でのカメラ等

のオペレート業務に伴う経費でございま
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す。なお、前年度に要しましたカメラ、モ

ニター及び操作システム機器の導入経費

分が減額となっております。 

 節１４使用料及び賃借料のうち、電子

複写機レンタル料は、議会事務局内に設

置しておりますコピー機のレンタル料で

ございます。 

 高速道路通行料等は、議長車の行事参

加中に発生する駐車場使用料等でござい

ます。 

 行政視察施設入館料は、常任委員会の

行政視察において、一部公共施設への入

館料を要する場合に、１施設６００円の

入館料として委員２１名分を計上したも

のでございます。 

 節１８備品購入費、庁用器具費は、委託

料の項目で先ほど説明いたしました、政

務活動費関係の公開書類等を作成するた

めのスキャナーを購入するものでありま

す。 

 図書購入費は、議会図書室用に所蔵す

る書籍の購入でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

政務活動費は、議員１人当たり月額３万

円を会派へ交付するものでございます。 

 その下の４市の負担金は、各議長会に

対する負担金でございます。 

 一番下の全国高速自動車道市議会協議

会は、高速自動車道の建設促進と料金制

度や防災安全対策など、高速道路の諸情

勢や通過市共通の問題を総合的に調査研

究し、その解決を図るため、関係方面に要

請等の措置を行う組織で、全国３２１市

が加盟しております。同協議会の負担金

は、１市当たり２万円でございます。 

 最後に、去る平成２９年３月２日に、大

阪府市議会議長会総会が開催され、平成

２９年度の役員の選任が行われました結

果、摂津市議会議長が副会長に就任する

ことになりました。今後の詳細は、来る４

月７日の新旧正副会長会議でわかると思

いますが、府内公務出張の増加が想定さ

れており、自動車運転嘱託員の賃金や職

員の普通旅費におきまして、今後の定例

会において増額補正をお願いすることが

あるかもしれない旨をお知り置きいただ

きたいと思います。 

 以上、平成２９年度一般会計予算所管

分の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、平成２８年度

一般会計補正予算（第５号）のうち、議会

費にかかわります部分につきまして、説

明をさせていただきます。 

 いずれも減額補正で、年度末を見通し

た中で執行状況を精査いたしました上で

の減額となっております。 

 節１報酬の議員報酬につきましては、

議員１名が昨年９月１１日から欠員とな

り、これに伴う未執行分３６２万２，００

０円を減額するものでございます。 

 節３職員手当等の議員期末手当につき

ましては、平成２８年度当初予算に、人事

院勧告を受けまして議員報酬等に関する

条例改正案の提出とともに、期末手当の

支給月数を０．１か月引き上げるため、１

３６万５，６００円を増額計上しており

ました。しかし、先ほど説明したとおり、

当該条例が取り下げとなりましたので、

未執行となったものでございます。あわ

せまして、９月から議員１名の欠員に伴

います１２月支給分２．１か月１３４万

８，２００円が未執行となり、議員期末手

当の予算残額２７１万４，０００円を減

額いたすものでございます。 

 節９旅費につきましては、常任委員会

における行政視察を実施するための予算



－ 7 － 

で、１人８万円の２１人分、１６８万円を

想定しておりましたが、最終的に１人当

たり約５万５，７００円、計約１１７万円

の支出となりましたことから、委員会視

察で約５１万円の不用額が出てまいりま

したことが減額の主な要因でございます。 

 参考までに申し上げますと、総務常任

委員会では、埼玉県戸田市及び東京都国

分寺市を訪問し、１人当たり約４万２，３

００円、建設常任委員会では、熊本県荒尾

市及び福岡県大牟田市を訪問し、１人当

たり約４万５，４００円、文教常任委員会

では、岩手県釜石市及び遠野市を訪問し、

１人当たり約９万６，３００円、民生常任

委員会では、神奈川県伊勢原市及び千葉

県柏市を訪問し、１人当たり約４万１，６

００円の支出でございました。 

 節１３委託料のうち、議会映像配信シ

ステム構築委託料は、入札による執行差

金でございます。設備等の設置及び映像

配信システムの運用にかかわる平成２８

年度の契約金額は８９３万１，６００円

で、当初予算１，４５０万円との差額を減

額するものでございます。 

 筆耕翻訳委託料につきましては、本会

議での速記や各委員会、協議会における

音声反訳に係る経費で、業務における年

度末見込みにより減額するものでござい

ます。 

 節１９負担金、補助及び交付金の政務

活動費につきましては、平成２８年度は

１会派のみの交付でございましたので、

交付申請が行われなかった分を減額いた

すものでございます。 

 以上、平成２８年度一般会計予算（第５

号）所管分の補足説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質

疑に入ります。 

 何か質問はございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 質疑なしと認め、

質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 討論なしと認め、

採決いたします。 

 議案第１号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。 

 議案第９号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決するべきものと決

定いたしました。 

 続きまして、議員から提出されました

摂津市議会議員定数条例の一部を改正す

る条例制定の件について、議会議案第１

号として、前例に倣い、即決の取り扱いを

したいと考えますが、ご異議ございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、本件に

ついては即決ということに決定いたしま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１９分 休憩） 

（午前１０時５５分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 議会運営委員会を

再開いたします。 

 追加議案及び議会議案の議事日程扱い

について、協議を行います。 
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 事務局から説明をお願いいたします。 

 田村総括主査。 

○田村事務局総括主査 それでは、追加

議案及び議会議案の上程にかかわりまし

て、３月２９日の議事日程について、ご説

明申し上げます。 

 この日につきましては、日程１、一般質

問の後、日程２が議案第１号など２５件

の付託案件に関する委員長報告、採決と

なります。この２５件を採決グループご

とにまとめるように順序を並びかえて、

備考欄に採決の方法を記入いたします。

先ほどの協議会での態度表明を下に整理

いたしますと、まず議案第１号及び議案

第２２号のグループが一括起立採決、次

に議案第２号、議案第３号、議案第４号、

議案第７号、議案第８号及び議案第２６

号のグループについても一括起立採決、

次に議案第５号、議案第６号、議案第１０

号、議案第１１号、議案第１２号、議案第

１３号、議案第１４号、議案第１９号、議

案第２０号、議案第２１号、議案第２３号、

議案第２４号、議案第２５号、議案第２７

号、議案第２８号及び議案第２９号のグ

ループは一括簡易採決です。最後に、議案

第９号が起立採決でございます。 

 日程３が３月２４日提出されました追

加議案の議案第３０号、工事請負契約締

結の件で即決でございます。 

 日程４が、同じく３月２４日に提出さ

れました追加議案の議案第３１号、摂津

市個人情報保護条例の一部を改正する条

例制定の件で即決でございます。 

 日程５が議会議案第１号、摂津市議会

議員定数条例の一部を改正する条例制定

の件で即決でございます。今回、本件につ

いて修正案が提出されております。修正

案につきましては原案に附随するもので、

独立して議題となるものではありません。

したがいまして、原案の提出者から説明

を受けた後、修正案について提出者から

説明を受け、質疑の後、討論となります。

採決に関しましては、まず修正案を起立

採決し、可決されれば次に修正部分を除

く原案について起立採決となります。ま

た、修正案が否決されれば、原案について

起立採決となります。 

 次、日程６が、本日上程が決まりました

意見書でございまして、一括上程の上、即

決でございます。採決グループごとにま

とめまして、議会議案第２号、議会議案第

３号、議案第４号及び議案第７号は一括

簡易採決、議会議案第５号及び議会議案

第６号は一括起立採決と備考欄に記載い

たします。 

 次に、日程７といたしまして、常任委員

会の所管事項に関する事務調査の件とい

うことで、こちらは備考欄に簡易採決と

記載いたします。 

 ３月２９日の議事日程並びに議会議案、

それから常任委員会の所管事項に関する

事務調査表につきましては、本会議開会

までに議場配付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○嶋野浩一朗委員長 先ほどのご説明の

中で、議案第９号は起立採決とおっしゃ

いましたか。これは簡易採決ではなくて。 

 田村総括主査。 

○田村事務局総括主査 こちらは、前回

同じケースがあったときにも起立採決と

いうことでさせていただいておりまして、

どなたが賛成されたかを議事録等で後に

見てわかりやすくするための意味合いも

含めて起立採決という形でさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗委員長 わかりました。あ
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りがとうございます。 

 ただいまの事務局の説明のとおり決定

することに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 異議ないようです

ので、そのように決定いたします。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時 閉会） 
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