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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和２年１２月１４日（月） 午前１０時    開会 

                午前１０時５０分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡 辺 慎 吾 副委員長 村 上 英 明  委  員 塚 本 崇 

  委  員 弘 豊 委  員 楢 村 一 臣  委  員 光 好 博 幸 

  議  長 森 西 正  副 議 長 水 谷 毅 

 

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  財政課長 森 川 護 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局次長 溝 口 哲 也 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 速 水 知 沙 

同局書記 織 田 裕 太    

 

１．案件 

・令和２年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分 

・特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

・新型コロナウイルス感染症禍における議会運営について 

・議会映像配信のアクセス数について 
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（午前１０時 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は、本会議を控えまして大変お忙し

い中、議会運営委員会を開催していただき、

ありがとうございます。 

 今議会におきまして、当初、発送いたし

ました議案提出以外にも、人事案件１件と

一般会計補正予算案１件を追加提出させ

ていただきたいと思います。 

 今議会におきまして、即決いただきまし

た令和２年度摂津市一般会計補正予算（第

７号）、及び委員会付託されました補正予

算（第８号）、そして、今回提案いたしま

す補正予算（第９号）と、度重なる追加議

案で、渡辺委員長はじめ皆様方には大変お

手数、ご迷惑をおかけいたしまして申し訳

ございません。 

 本日、山口部長は急遽休みを頂いており

ますので、この後、概要につきましては財

政課長から説明いたしますので、どうかよ

ろしくお取り計らいのほどをお願い申し

上げます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。  

 本日の委員会署名委員は塚本委員を指

名します。 

 それでは、追加議案について概略説明を

お願いします。 

 財政課長。 

○森川財政課長 それでは、令和２年第４

回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１００号は、令和２年度摂

津市一般会計補正予算（第９号）でござい

ます。 

 本件は、新型コロナウイルス感染症対策

関係経費として早急な対応が必要となる

事業の予算を計上するもので、現計予算額

４７８億９，９３９万２，０００円に補正

額７，４７８万３，０００円を追加し、補

正後予算額を４７９億７，４１７万５，０

００円とするものでございます。 

 その内容は、市独自の施策を追加で講じ

るものとして、大阪府の医療非常事態宣言

期間において、感染リスクが高い医療機関

で医療等に従事する職員に対し、感謝・激

励することを目的として応援給付金を支

給するほか、低所得のひとり親世帯に対し

臨時特別給付金を支給するものでござい

ます。 

 次に、議案第１０１号は、教育委員会委

員の任命について同意を求める件でござ

います。 

 本件は、教育委員会委員の西川俊孝氏の

辞任に伴い、新たに藤村裕爾氏を任命する

ことについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求めるものでございます。 

 以上、令和２年第４回定例会追加提出案

件の概略説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わりました。 

 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） 

○渡辺慎吾委員長 委員長からちょっと

意見ですけど、今回のこの議案の出し方が

ですね、非常に急遽出されて、それで、幹

事長会で説明はあったんですけど、まずは、

議会運営委員会の正副委員長にそういう

ことをきちっと報告していただいて、それ

から、議会運営委員会のメンバーにやっぱ

り説明をする責任があると思います。 
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 何でも幹事長会で済ますような方向性

は、理事者側はちょっと注意してもらわな

あかんと思います。 

 これは、委員長からしっかりと苦言を呈

したいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 質問はないようですので、理事者の皆さ

んは退席していただいて結構です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第８２号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 牛渡局長。 

○牛渡議会事務局長 令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第８号）所管分のうち、

議会費、議員期末手当に係る補足説明を申

し上げます。 

 このたびの補正予算６０万７，０００円

の減額につきましては、本会議初日におい

て市長公室長から、議案第９０号、特別職

の職員の給与に関する条例及び摂津市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件と

して提案説明がございましたように、令和

２年人事院勧告に基づくものでございま

す。 

 国家公務員の給与は、人事院の給与勧告

制度に基づきまして、毎年、民間給与との

実態比較などを行い、適当であるのか否の

かの報告が行われます。 

 令和２年におきましては、新型コロナウ

イルス感染症において民間事業所におけ

る賃金引き下げなどもございましたが、月

例給においては据え置きの勧告があり、ボ

ーナス、つまり賞与、期末手当となります

が、こちらは民間事業所の低調な支給状況

を反映し、民間が公務員を下回った結果、

０．０５月分の引き下げ勧告となったもの

です。 

 この勧告に基づきまして、国においては

既に一般職に準じて特別職の期末手当の

支給月数を０．０５月分引き下げる法改正

が出されており、国会議員に関しましては、

特別職の給与に関する法律と連動する形

となっていることから、既に改正手続が終

了しております。 

 また、本市においても、摂津市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正といたしまして、国と同様に、

期末手当に係る支給月数を０．０５月分引

き下げるための改正条例を本会議初日に

ご可決いただいており、それに伴う議員期

末手当の減額補正となっております。 

 以上、補正予算のうち、議員期末手当に

係る補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 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） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第８２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） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩をします。 

（午前１０時 ８分 休憩） 

（午前１０時３５分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 議会運営委員会を再
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開します。 

 それでは、一般質問の質問者ごとの割当

時間について、既に大阪維新の会、改革ク

ラブ、自民党・市民の会、民主市民連合に

ついては割合時間は確定していますので、

そのほかの会派の発表をお願いします。 

 公明党からお願いします。 

○村上英明委員 村上１８分、福住議員１

５分、藤浦議員１５分、南野議員１２分で

お願いします。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、日本共産党。 

○弘豊委員 増永議員が２１分、安藤議員

が１５分、私、弘が１２分です。 

○渡辺慎吾委員長 事務局から確認をお

願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、令和２年第

４回定例会における一般質問の割当時間

について確認させていただきます。 

 大阪維新の会、三好俊範議員１２分、塚

本議員１２分、香川議員１２分。 

 改革クラブ、渡辺議員２４分。 

 公明党、村上議員１８分、福住議員１５

分、藤浦議員１５分、南野議員１２分。 

 自民党・市民の会、松本議員１２分、光

好議員１２分、嶋野議員１２分。 

 日本共産党、増永議員２１分、安藤議員

１５分、弘議員１２分。 

 民主市民連合、楢村議員２４分。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 次に、議会議案の議事

日程扱いについて協議を行います。 

 事務局から説明をお願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、追加議案及

び上程の決まった意見書に関わりまして、

１２月１７日の議事日程について説明申

し上げます。 

 この日につきましては、日程１、一般質

問に続きまして、日程２、議案第８２号な

ど１６件の付託案件に関する委員長報告、

採決となっております。 

 この１６件を採決グループごとにまと

めるように順序を並べ替えて備考欄に採

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基に整

理いたしますと、議案第８２号及び議案第

９６号が一括起立採決、次に、議案第８３

号、議案第８４号、議案第８５号、議案第

８６号、議案第８７号、議案第９１号、議

案第９２号、議案第９３号、議案第９４号、

議案第９５号、議案第９７号、議案第９８

号及び議案第９９号が一括簡易採決、議案

第８８号が起立採決でございます。 

 日程３が、１２月１１日に提出されまし

た追加議案の議案第１０１号で、上程の上、

即決でございます。 

 日程４が、同じく１２月１１日に提出さ

れました追加議案の議案第１００号で、上

程の上、即決でございます。 

 日程５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。 

 採決方法を申し上げますと、議会議案第

１８号、議会議案第１９号、議会議案第２

０号、議会議案第２１号及び議会議案第２

２号が一括簡易採決と備考欄に記載いた

します。 

 なお、この議事日程と議会議案につきま

しては、１２月１７日の本会議開会までに

議場配付させていただきます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ただいまの事務局の

説明のとおり、決定することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○渡辺慎吾委員長 異議がないようです

ので、そのように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時４１分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 次に、新型コロナウイルス感染症禍にお

ける議会運営について協議させていただ

きます。 

 この感染症対策につきましては、前回の

本委員会において委員長団に一任いただ

くことで了解いただいておりましたが、新

たな対策として委員長案を取りまとめま

したので、事務局から説明をさせていただ

き、協議・決定したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局に説明をお願いします。 

 溝口次長。 

○溝口事務局次長 それでは、新型コロナ

ウイルス感染症対策につきましてご説明

をさせていただきます。 

 令和２年第４回定例会一般質問時から

の新たな対応といたしまして、お配りして

おります配付資料をご覧いただきますよ

うお願いいたします。 

 議場での新たな対応といたしまして、議

長席、質問者席、演壇の３か所にアクリル

板を設置させていただきます。 

 アクリル板を設置することで一定の飛

沫防止対策になることから、アクリル板の

前でのみマウスシールドの着用を可能と

いたしまして、マウスシールドにつきまし

ては全議員へ配付をさせていただきます。 

 なお、資料に注意書といたしまして記載

しておりますが、マウスシールドの着用に

つきましては、議長席、質問者席、演壇の

３か所のみとさせていただきまして、自席

でのご発言の際は、従来どおり、マスク着

用のままご発言いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 また、マウスシールドの着用につきまし

ては任意とさせていただきますので、現在

つけていただいておりますマスクのまま、

一般質問等を行っていただくことも可能

でございます。 

 次に、議場内の換気についてでございま

すが、これまでは扉の片側を全開にいたし

まして換気を行っておりましたが、本格的

な冬を迎え、これまでどおりの対応では議

場内で一定の温度を保つことが困難とな

ってまいります。 

 このため、扉の開放を常時１０センチメ

ートルから２センチメートル程度とさせ

ていただきまして、議会の進行を見ながら、

おおむね１時間を目安に５分程度の換気

及び水分補給の休憩時間を設けることと

いたします。 

 なお、防寒対策といたしましては、各自

でひざ掛け等をご用意いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 資料の一番下のところに書かせていた

だいておりますけれども、令和３年第１回

定例会に向けての新たな対応につきまし

ては、今後、議長団、または議会運営委員

会の正副委員長、各常任委員会の委員長団

とも協議・調整を行う予定としております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上、令和２年第４回定例会一般質問時

からの新たな対応についての説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○渡辺慎吾委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 すみません。１点だけち

ょっと確認させてもらいたいんですけど、
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マウスシールドについてなんですけども、

発言するときに質問者席でマウスシール

ドということは、その着用するタイミング

は自席でつけてから行くということでい

いのか、行ってからつけるのかということ

だけ、ちょっと細かい話ですけど、お願い

します。 

○渡辺慎吾委員長 溝口次長。 

○溝口事務局次長 光好委員からの質問

でございますが、マウスシールドの着用に

つきましては、自席でつけていただいてか

ら発言をしていただくという形でお願い

したいと思っております。 

○渡辺慎吾委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 分かりました。だから、

自席でつけていって、質問して、帰ってき

てつけ替えるということで理解しました。

ありがとうございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 新たな対応案、一番下のとこ

ろなんですけれども、委員会審議の際に出

席者の密を避けるために総務建設常任委

員会の班編成を検討と書いてあるんです

けれども、民生常任委員会も結構人数が多

いのかなというふうに思いますし、審議時

間が結構長くなると思うんですけれども。 

○渡辺慎吾委員長 そのとおりです。今回

の本会議は一応これをやるんですけど、委

員会の委員同士もやっぱり密というか、接

近した状況の席の配置になっておるわけ

です。 

 そういうことを踏まえて、委員会に対し

てはちょっと今後議論していって、その密

を避けるという最善の方法をやっぱり協

議していきたいというふうに思いますの

で、その辺は一応今回の本会議に対しての

対応ということだけで認識をお願いした

いというふうに思います。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 ないようですから、取

りあえず、これで進めていって、改善の余

地があるようでしたら、これからどんどん

いいことはしていくという形でやってい

きたいと思いますので。 

 質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４７分 休憩） 

（午前１０時４８分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 次に、前回、本委員会で資料請求があり

ました、議会映像配信のアクセス数につい

て事務局より説明をお願いします。 

 溝口次長。 

○溝口事務局次長 それでは、議会映像配

信のアクセス数についてのご説明を申し

上げます。 

 先般の議会運営委員会で弘委員のほう

からご質問をいただいておりました件で

ございますが、お手元の資料のほうをご覧

いただきますようお願いいたします。 

 この資料につきましては、２か年分のラ

イブ中継及び録画配信のアクセス数を掲

載させていただいております。 

 上段の表につきましては、ライブ中継に

よるアクセス数でございまして、令和元年

度は、前年度より合計で１１２件増加いた

しております。 

 下段の表につきましては、録画配信によ

るアクセス数でございまして、令和元年度

は、前年度より合計で６，４１３件減少と

なっております。 

 映像配信につきましては、これまで議会

のホームページ、市広報誌、議会だより等

への掲載などにより周知を図ってきたと



- 7 - 

 

ころではございますが、今後、他市の状況

等も確認させていただきながら、周知方法

等については引き続き研究をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上、議会映像配信のアクセス数につい

てのご説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 一応確認なんですけど、

アクセス数ということですから、同じ人が

３回見たりとか、４回見たりとかっていう

ふうなことも含まれるということでよろ

しいですね。 

○渡辺慎吾委員長 溝口次長。 

○溝口局次長 楢村委員からのご質問に

お答えいたします。 

 この件数につきましては、ご発言いただ

いておりますように、同じ方のアクセスで

あっても述べ件数、何度アクセスしていた

だいても、その件数を述べ件数としてカウ

ントしておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 ないようでしたら、以

上で質疑を終わります。 

 以上で、本委員会を閉会します。 

（午前１０時５０分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 議会運営委員長  渡 辺 慎 吾 

 

 

 議会運営委員   塚 本   崇 

 

 

 

 

 

 


