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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年２月１６日（火） 午前１０時    開会 

               午後１１時３５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 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 

  議  員 香 川 良 平 

 

１．欠席委員 

  塚 本  崇 

 

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３年第１回定例会審議日程及び議事日程について 

・議会運営にかかる新型コロナウイルス感染症予防対策について 

・議会運営における質問・質疑のあり方について 
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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。 

 本日、大阪維新の会、塚本委員の代わり

に香川議員が代理で出席されていますの

で、ご了解いただきたいと思います。 

 それでは、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、委員の皆様方には大変お忙しい

ところを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。 

 来る２月１９日から開催されます令和

３年第１回摂津市議会定例会におきまし

て、報告案件２件、予算案件１３件、人事

案件１件、条例案件１５件、その他案件２

件、合計３３件の議案提出を予定いたして

おります。 

 それぞれの案件の概要につきましては、

この後、総務部長から説明いたします。 

 なお、議案第９号、令和２年度摂津市一

般会計補正予算書（第１１号）で一部修正

がございました。申し訳ございませんでし

た。 

 それでは、どうかよろしくお取り計らい

のほどお願い申し上げ、冒頭の挨拶とさせ

ていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は楢村委員

を指名します。 

 それでは、第１回定例会の提出議案につ

いて概要説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 概要説明の前に私のほ

うから、提出案件の議案について一部訂正

がございましたことについてご説明申し

上げます。 

 Ａ４一枚もので提出案件の訂正につい

てという文書をお配りさせていただくと

ともに、議案第１１号の令和２年度摂津市

一般会計補正予算を全部差し替えさせて

いただいております。 

 内容につきましては、こちらの予算の第

２条、繰越明許費につきまして、予算書の

６ページに書いております、土木費・道路

橋梁費の未就学児移動経路対策事業の事

業名につきまして、移動という文字がダブ

っておりました。これを削って未就学児移

動経路対策事業として訂正をさせていた

だくということでお願いを申し上げます。

誠に申し訳ございませんでした。 

 本日議員各位へ訂正分について差し替

えをさせていただくとともにですね、きょ

う来られてない方につきましては、各会派

の幹事長にご連絡の上で差し替えをさせ

ていただきたいと存じますので、よろしく

お願いします。 

 また、旧の間違っております分について

は、議会事務局のほうで回収をさせていた

だければと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。申し訳ございません。 

○渡辺慎吾委員長 ちょっと一言、委員長

から言わせてもらうけど、あなた方のその

チェックするそういうシステムですけど、

毎回毎回、こういうようなことが起きてお

るわけです。どのようなチェック体制をと

っとるのか。いつも一人の目より二人、文

書をしっかりとチェックする機能をやっ

ぱり働かすとかやね、いろんなことを言う

とるやん。毎回こんなことをして要らん金

を使っているわけ。そのことに関してどな

い思ってるのか、ちょっと説明してくれる

か。 

○山口総務部長 複数の目でチェックを

していくということを言い続けてまいり
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ました。ここがなかなか徹底されていない

というのは、これは事実かと思います。 

 そのために、今回の印刷にかかる紙代、

印刷費用をかけてしまったことについて

は誠に申し訳なく思っております。 

 今後のことでございますけれども、また

同じことを言うてしまうことになるんで

すけれども、やはり、これは何もコンピュ

ーターとかのせいではなくて、やはり人間

の仕事の仕方といいますか、チェックの体

制のあり方の問題かというふうに思いま

す。 

 やはり、以前、昭和４０年代、昭和５０

年代と、私も昭和の時代にもいろいろな案

件に携わっておりましたけれども、必ず文

言一字一句、タイプで打ったりとかしてま

したので、間違いがないようにということ

でやっておりましたけども、そのあたりの

ことがやはり薄れてきたのかなと思いま

す。 

 今後、これではいけないんですけれども、

そこのところはもう一度襟を正して、しっ

かりとチェックをしていきたいと思いま

す。誠に申し訳ございません。 

○渡辺慎吾委員長 毎回同じことのおわ

びの言葉を頂くんですけど、これ、例えば

民間でいろんな出版物とかそういうもの

を出すときに、その差し替えということに

なったら莫大な費用が要るということで、

徹底してやっぱりチェックをしているわ

け。そういうことがやっぱり民間で行われ

ておるわけですね。 

 何で行政がこんなことをするのかとい

うと、これはやっぱり税金で賄われていて、

安易な気持ちでチェックしているような

状況が、これは職員の心の中にそういうも

のが宿ってるのと違うか。だから毎回毎回

こんなことになって、やっぱり市民に負担

をかけてるわけや。 

 そういうことがね、毎回行われているよ

うな状況やったら、やっぱりそういう責任

をどういうふうに取るかということも考

えていかなあかん。 

 副市長はどう思ってますか。こんなこと、

簡単に終わらすことにならんと思うで。毎

回同じことになって。 

 きょう、ここへ来る前に電話があって、

こういうことになったけど、そんな間際し

かこういうことが分からへんこと自体が

おかしい話や。 

 副市長、答えてくれますか。部長は座っ

てください。 

○奥村副市長 今回、またこういう訂正が

ございました。 

 今まで、それぞれ、そのたびに各部署に

ついてはしっかりチェックするようにと

いうふうに言っておりましたが、また、こ

ういうことになりました。 

 以前でしたら、それぞれ手書きであり、

それからそろばんであり、そういうことで

非常に緊張感の中で仕事をやってきたこ

とは確かでございます。 

 今、パソコン等々ですんなりと変換がで

きるとか、そういうことで非常にそういう

ところでは進歩しているんですけども、そ

の進歩にチェックが追いつかないという

のが現状であろうかというふうに思って

おります。 

 今後につきましては、同じことの繰り返

しになりますけれども、しっかりとチェッ

ク、気のゆるみのないように、まずはしっ

かりと気持ちを持ってチェックをするよ

うに、また指導していきたいというふうに

思っております。 

○渡辺慎吾委員長 まあ、これね、いっぱ

い案件があるからこれぐらいにしときま
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すけど、俺は賛成できへんけど、ＡＩに任

しといたほうが確かなん違うかというよ

うな時代が、やっぱりこれやったら来るよ、

こんな人的なことで無理が生じておるよ

うな状況やったら。 

 その辺のことをもう言うても仕方ない

かもしれんけど、毎回毎回こんな間違いを

しているような、心の緩みやで、それだけ

はしっかりと指摘しておくんで、その点だ

けはよろしくお願いします。 

 続いて、概略説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 それでは、令和３年第１

回市議会定例会提出案件の概略説明をさ

せていただきます。 

 まず、報告第１号は、令和２年度摂津市

一般会計補正予算（第１０号）の専決処分

報告の件でございます。 

 本件は、予防接種法の臨時接種に関する

特例に基づき、厚生労働大臣の指示の下、

市町村が実施主体となり、新型コロナウイ

ルスワクチン接種を実施するため、早急な

対応が必要となる事業への経費につきま

して、歳入歳出それぞれ４億２１４万８，

０００円を追加する補正予算を、地方自治

法第１７９条第１項の規定により１月２

０日に専決処分いたしましたので、ご報告

させていただくものでございます。 

 主な内容は、歳入では国庫支出金で、新

型コロナウイルスワクチン接種対策負担

金３億２６７万円、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保補助金９，９４７万８，

０００円を計上いたしております。 

 歳出では、ワクチン接種委託料２億３，

２００万円、コールセンター等業務委託料

７，０００万円などを計上いたしておりま

す。 

 次に、報告第２号は、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件でございます。 

 本件は、公用自動車による車両接触事故

による損害賠償で、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をいたした

ものでございます。 

 事故の発生状況につきましては、令和２

年１２月４日、金曜日、午後４時３分頃、

摂津市鳥飼西五丁目１番地先において、現

場確認のため走行中の公用小型乗用車が、

相手方車両と擦れ違いの際に接触し、当該

車両の一部を損傷させたものでございま

す。 

 損害賠償の相手方につきましては、議案

書のとおりでございます。 

 また、損害賠償の額は２万５，７６８円

で、全額、公益社団法人全国市有物件災害

共済会から補てんされるものでございま

す。 

 なお、１月２９日に示談が成立いたしま

したので、本定例会に専決処分の報告をさ

せていただくものでございます。 

 続きまして、議案第１号から第８号まで

は、各会計の令和３年度当初予算でござい

ます。 

 まず、議案第１号、令和３年度摂津市一

般会計予算でございます。 

 令和３年度当初予算額は４００億６，１

００万円で、令和２年度当初予算額３７２

億２，４００万円と比べ、２８億３，７０

０万円、７．６％の増となっております。 

 次に、議案第２号、令和３年度摂津市水

道事業会計予算でございます。 

 収益的収入は２１億２，９７６万７，０

００円で、前年度に比べ、９，９３１万１，

０００円、４．５％の減となっております。 

 収益的支出は１９億４，６４４万８，０

００円で、前年度に比べ、４，１８８万６，

０００円、２．１％の減となっております。 
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 資本的収入は８億６，４４３万５，００

０円で、前年度に比べ、８６７万円、１．

０％の増となっております。 

 資本的支出は１７億９，１２６万２，０

００円で、前年度に比べ、１億５，４９２

万７，０００円、９．５％の増となってお

ります。 

 その結果、収入合計は２９億９，４２０

万２，０００円で、前年度に比べ、９，０

６４万１，０００円、２．９％の減となっ

ております。 

 支出合計は３７億３，７７１万円で、前

年度に比べ、１億１，３０４万１，０００

円、３．１％の増となっております。 

 次に、議案第３号、令和３年度摂津市下

水道事業会計予算でございます。 

 収益的収入は３７億３，５９３万６，０

００円で、前年度に比べ、３，１８６万７，

０００円、０．８％の減となっております。 

 収益的支出は３５億３，５４６万５，０

００円で、前年度に比べ、４，５２０万９，

０００円、１．３％の減となっております。 

 資本的収入は２８億１，５５３万円で、

前年度に比べ、９億９２６万７，０００円、

２４．４％の減となっております。 

 資本的支出は４０億４，３５２万６，０

００円で、前年度に比べ、９億７，０５７

万円、１９．４％の減となっております。 

 その結果、収入合計は６５億５，１４６

万６，０００円で、前年度に比べ、９億４，

１１３万４，０００円、１２．６％の減と

なっております。 

 支出合計は７５億７，８９９万１，００

０円で、前年度に比べ、１０億１，５７７

万９，０００円、１１．８％の減となって

おります。 

 次に、議案第４号、令和３年度摂津市国

民健康保険特別会計予算でございます。 

 当初予算額は９６億９，７４３万８，０

００円、前年度に比べ、１億７，０９１万

３，０００円、１．７％の減となっており

ます。 

 次に、議案第５号、令和３年度摂津市財

産区財産特別会計予算でございます。 

 当初予算額は１３億８，４０１万７，０

００円、前年度に比べ、２，９９３万４，

０００円、２．２％の増となっております。 

 次に、議案第６号、令和３年度摂津市パ

ートタイマー等退職金共済特別会計予算

でございます。 

 当初予算額は１，２６９万８，０００円

で、前年度に比べ、６０２万１，０００円、

３２．２％の減となっております。 

 次に、議案第７号、令和３年度摂津市介

護保険特別会計予算でございます。 

 当初予算額は６９億４，１６０万６，０

００円で、前年度に比べ、２億３，６４３

万円、３．３％の減となっております。 

 次に、議案第８号、令和３年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 当初予算額は１２億６，２３２万９，０

００円で、前年度に比べ、３，３９３万３，

０００円、２．８％の増となっております。 

 続きまして、議案第９号から議案第１３

号までは、令和２年度の各会計の補正予算

となっております。 

 年度末を控え、決算を見込みながら不用

額を整理するほか、一部増額補正を行うな

ど予算調整を図っております。 

 まず、議案第９号、令和２年度摂津市一

般会計補正予算(第１１号)でございます。 

 現計予算額４８３億７，６３２万３，０

００円に４億１，９０９万６，０００円を

追加し、補正後の予算額を４８７億９，５

４１万９，０００円とするものでございま

す。 
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 繰越明許費では、コミュニティプラザ管

理事業など１４事業を追加するほか、新型

コロナウイルスワクチン接種事業の金額

を変更し、令和３年度に繰り越すものでご

ざいます。 

 債務負担行為では、市立みきの路空調給

湯設備等改修事業を廃止するほか、中学校

給食調理業務等委託事業の限度額を変更

するものでございます。 

 地方債の補正では、道路等整備事業など

６事業を追加するほか、市立みきの路空調

給湯設備等改修事業など、２事業の限度額

を変更するものでございます。 

 次に、議案第１０号、令和２年度摂津市

水道事業会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

 収益的収入では、現計予算額２２億２，

３２７万５，０００円から６，０８９万３，

０００円を減額し、補正後予算額を２１億

６，２３８万２，０００円、収益的支出で

は、現計予算額１９億７，４８１万１，０

００円から３，３１６万円を減額し、補正

後予算額を１９億４，１６５万１，０００

円、資本的収入では、現計予算額８億５，

５７６万５，０００円から１億１，７７０

万円を減額し、補正後の予算額を７億３，

８０６万５，０００円、資本的支出では、

現計予算額１６億３，３９５万円から１億

７，０２９万２，０００円を減額し、補正

後の予算額を１４億６，３６５万８，００

０円とするものでございます。 

 企業債の補正では、施設改修事業の限度

額を変更するものでございます。 

 次に、議案第１１号、令和２年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 収益的支出では、現計予算額３５億７，

６４９万４，０００円から６６０万２，０

００円を減額し、補正後の予算額を３５億

６，９８９万２，０００円、資本的収入で

は、現計予算額３７億２，４７９万７，０

００円から２，８９０万円を減額し、補正

後の予算額を３６億９，５８９万７，００

０円、資本的支出では、現計予算額５０億

１，３７７万６，０００円から６，３６８

万９，０００円を減額し、補正後の予算額

を４９億５，００８万７，０００円とする

ものでございます。 

 企業債の補正では、公共下水道事業など

２事業の限度額を変更するものでござい

ます。 

 次に、議案第１２号、令和２年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

は、現計予算額９８億９，７４２万３，０

００円に６７１万５，０００円を追加し、

補正後の予算額を９９億４１３万８，００

０円とするものでございます。 

 次に、議案第１３号、令和２年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第４号）は、

現計予算額７２億８，３３１万６，０００

円から１億８，１３６万６，０００円を減

額し、補正後の予算額を７１億１９５万円

とするものでございます。 

 また、繰越明許費では、大阪府地域医療

介護総合確保基金事業を設定し、令和３年

度に繰り越すものでございます。 

 次に、議案第１４号、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、教育委員会委員の福元実氏の任

期満了に伴い、引き続き同氏を任命するこ

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。 

 次に、議案第１５号は、摂津市情報通信

技術を活用した行政の通信に関する条例
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制定の件でございます。 

 本件は、情報通信技術を活用した行政の

推進に関し必要となる事項を定めるため、

新たに条例を制定するものでございます。 

 主な内容といたしましては、市の機関は、

情報通信技術を利用して行われる手続等

に係る情報システムを計画的に整備する

こととし、情報システムの整備に当たって

は、当該情報システムの安全性及び信頼性

を確保するために必要な措置を講ずるこ

ととするものでございます。 

 また、申請等のうち他の条例等において

書面等により行うことが規定されている

ものについては、電子情報処理組織を使用

する方法により行うことができることと

し、当該電子情報処理組織を使用する方法

により行われた申請等については、当該申

請等に関する他の条例等に規定する方法

により行われたものとみなして当該申請

等に関する条例等を適用することとする

ものでございます。 

 そのほか、他の条例等において、申請等

に際して添付することが規定されている

書面等については、市の機関が電子情報処

理組織を使用した個人番号カードの利用

等により当該書面等により確認すべき事

項に係る情報を入手し、または、参照する

ことができる場合には添付することを要

しないこととするものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１６号、北部大阪都市計画

事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発

事業の施行に関する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、千里丘駅西地区の市街地再開発

事業の施行に関し必要な事項を定めるた

め、新たに条例を制定するものでございま

す。 

 主な内容といたしましては、市街地再開

発事業の種類は第一種市街地再開発事業

とし、その名称は北部大阪都市計画事業千

里丘駅西地区第一種市街地再開発事業と

するものでございます。 

 また、市街地再開発事業に要する費用は、

公共施設管理者の負担金、国の補助金等を

除き、市が負担することとし、市街地再開

発事業により市が取得する施設建築敷地、

もしくは、その共有部分または施設建築物

の一部等は、公益上欠くことができない施

設の用に供するため必要とする場合等を

除き、公募により賃貸し、または譲渡する

こととするものでございます。 

 そのほか、市に設置する市街地再開発審

査会の名称は摂津市千里丘西地区市街地

再開発審査会とし、その委員の定数は７人

とするものでございます。 

 なお、施行日は規則で定める日といたし

ております。 

 次に、議案第１７号、摂津市附属機関に

関する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、市長の附属機関として鳥飼まち

づくりグランドデザイン策定委員会及び

市街地再開発事業特定建築者選定委員会

を設置するため所要の改正を行うもので

ございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１８号、摂津市行政手続に

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基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する

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、廃止した摂津市老人医療費の助
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成に関する条例の経過措置期間が終了す

ることに伴い、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 内容といたしましては、個人番号を利用

することができる事務から、なお効力を有

する旧老人医療費助成条例による医療費

の助成に関する事務を削除するものでご

ざいます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第１９号は、摂津市会計年度

任用職員の勤務条件等に関する条例の一

部を改正する条例制定の件でございます。 

 本件は、会計年度任用職員の期末手当の

支給割合を改定するため所要の改正を行

うものでございます。 

 内容といたしましては、会計年度任用職

員の期末手当について、令和３年度以降の

６月期及び１２月期の支給割合をそれぞ

れ１．３月分から１．２７５月分に引き下

げるものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２０号は、特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る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、特別職非常勤職員の報酬及び費

用弁償の額を改定するため所要の改正を

行うものでございます。 

 なお、主な内容といたしましては、和解

の仲介の会議に出席した農業委員会委員

の費用弁償の額を１日につき６，９００円

から９，０００円に引き上げるものでござ

います。 

 また、報酬では、日額６，９００円であ

る委員会、審議会等の委員の報酬の額を日

額９，０００円に引き上げるほか、公平委

員会委員、固定資産評価審査委員会委員及

び行政不服審査会委員の報酬の額を日額

８，７００円から日額１万１，０００円に

引き上げるとともに、スポーツ推進委員の

報酬の額を年額３万４，０００円から日額

９，０００円に変更するものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２１号は、摂津市実費弁償

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、市の機関の求めに応じて出頭し、

または参加した証人、関係人等に支給する

実費弁償の額を改定するため所要の改正

を行うものでございます。 

 内容といたしましては、証人等の実費弁

償の額を１日につき６，９００円から９，

０００円に引き上げるほか、併せて字句等

の整備を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２２号は、特別職の職員の

給与に関する条例及び特別職の職員の退

職手当に関する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、特別職の職員の期末手当及び退

職手当の支給に係る在職期間等に関する

規定の整備を行うため所要の改正を行う

ものでございます。 

 その内容は、本条例第１条におきまして、

特別職の職員の期末手当の支給に関する

在職期間の算定について、一般職の職員の

例によることとするものでございます。 

 本条例第２条におきましては、国家公務

員等から引き続いて副市長となった者の

退職手当の特例を定めるもので、国家公務

員等が国家公務員退職手当法等による退

職手当を受けないで、引き続いて副市長と
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なった場合には、当該国家公務員等として

の在職期間はその者の副市長としての在

職期間に通算することとし、当該副市長が

退職した場合において、その者が引き続い

て国家公務員となったときは退職手当は

支給しないこととするものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２３号は、一般職の職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。 

 本件は、新型インフルエンザ等対策特別

措置法の改正により、同法附則第１条の２

が削除されたことに伴い、同条を引用して

いる部分の改正を行うものでございます。 

 なお、施行日は公布の日といたしており

ます。 

 次に、議案第２４号は、摂津市職員旅費

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、旅費として移転料、着後手当及

び扶養親族移転料を新設するとともに、旅

費に関する規定の全般にわたり条文の整

備を行うため所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 主な内容といたしましては、職員が出張

した場合に加え、赴任した場合においても、

当該職員に対し旅費を支給することとし、

その種類は移転料、着後手当及び扶養親族

移転料とするものでございます。 

 移転料は、赴任に伴う住所または居所の

移転について、路程等に応じ、定額により

支給することとし、その額は赴任の際、扶

養親族を移転する場合には、旧在勤地から

新在勤地のまでの路程に応じて、１０万７，

０００円から３２万４，０００円までの範

囲内の額、赴任の際、扶養親族を移転しな

い場合には、その２分の１に相当する額と

するものでございます。 

 着後手当は赴任に伴う住所または居所

の移転について定額により支給すること

とし、その額は宿泊料の額の５夜分に相当

する額とするものでございます。 

 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族

の移転について支給することとし、その額

は赴任を命ぜられた日における扶養親族

一人ごとにその時点の際における年齢に

従いそれぞれ算定される額によることと

するものでございます。 

 なお、施行日は公布の日とし、移転料、

着後手当及び扶養親族移転料に関する規

定は施行日の属する月の初日以後に出発

する旅行について適用することといたし

ております。 

 次に、議案第２５号は、摂津市立の学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する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、市立認定こども園の設置に伴い、

認定こども園の学校医等に係る公務災害

補償を市長が実施することとなるため、所

要の改正を行うものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２６号は、摂津市国民健康

保険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、国民健康保険の保険料率の改定

を行うとともに、国民健康保険法施行令等

の改正に伴い、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 主な内容といたしましては、基礎賦課額

の保険料率について、所得割を７．８９％

から８．１％に、被保険者均等割を２万８，

６０７円から２万９，０４９円にそれぞれ

引き上げ、世帯別平等割を３万２５８円か
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ら３万２４４円に引き下げるものでござ

います。 

 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

につきましては、所得割を２．６９％から

２．７３％に、被保険者均等割を９，３５

８円から９，４７８円にそれぞれ引き上げ、

世帯別平等割を９，８７５円から９，８５

８円に引き下げるものでございます。 

 介護納付金賦課額の保険料率につきま

しては、所得割を２．６６％から２．４７％

に、被保険者均等割を１万９，７２９円か

ら１万８，２１３円にそれぞれ引き下げる

ものでございます。 

 また、基礎賦課額に係る賦課限度額を６

１万円から６３万円に、介護納付金賦課額

に係る賦課限度額を１６万円から１７万

円にそれぞれ引き上げるものでございま

す。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。ただし、一部の規定は公布

の日といたしております。 

 次に、議案第２７号は、摂津市介護保険

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、介護保険の保険料率の改定を行

うとともに、介護保険法施行令の改正に伴

い、所要の改正を行うものでございます。 

 内容といたしましては、令和３年度から

令和５年度までの各年度における保険料

率を設定するとともに、保険料の第７段階

の基準所得金額を２００万円未満から２

１０万円未満に、第８段階の基準所得金額

を３００万円未満から３２０万円未満に

それぞれ変更するものでございます。 

 また、合計所得金額に給与所得または公

的年金等に係る所得が含まれている第１

号被保険者の令和３年度から令和５年度

までの各年度における保険料率の算定に

ついては、給与所得及び公的年金等に係る

所得の合計額から１０万円を控除するこ

ととするものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第２８号は、摂津市指定居宅

介護支援事業者の指定並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例及び摂津市指定介護予

防支援事業者の指定並びに指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定め

る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、厚生労働省令であります指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準及び指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準の改正に伴い、所要の

改正を行うものでございます。 

 主な内容といたしましては、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防支援事業

者に対して、事業継続計画の策定、感染症

の予防及びまん延の防止のための措置、虐

待の発生またはその再発を防止するため

の措置等を義務付けることとするもので

ございます。 

 ただし、令和６年３月３１日までの３年

間は努力義務とするものでございます。 

 また、サービス担当者会議など、各種会

議においてテレビ電話装置等を活用して

行うことができることとするほか、指定居

宅介護支援事業者及び指定介護予防支援

事業者における諸記録の保存・交付等につ

いては、電磁的記録・方法により行うこと

ができることとするものでございます。 
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 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。ただし、一部の規定は同年

１０月１日といたしております。 

 次に、議案第２９号は、摂津市消防団条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。 

 本件は、消防団員の報酬の額を改定する

とともに、消防団員の休団制度を導入する

ため所要の改正を行うものでございます。 

 主な内容といたしましては、消防団員は

任命権者の承認を受けて３年を超えない

範囲内で消防事務への従事の休止、以下休

団と言いますが、これをすることができる

ことができることとし、休団をしている期

間については報酬を支給しないこととす

るものでございます。 

 また、消防団員の報酬の年額については、

団長にあっては８万７，０００円から８万

２，５００円に引き下げ、副団長にあって

は５万２，０００円から６万９，０００円

に、分団長にあっては３万１，０００円か

ら５万５００円に、副分団長にあっては１

万８，６００円から４万５，５００円に、

部長、班長にあっては１万８，６００円か

ら３万７，０００円に、団員にあっては１

万６，３００円から３万６，５００円にそ

れぞれ引き上げるものでございます。 

 なお、施行日は令和３年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第３０号は、損害賠償の額を

定める件でございます。 

 本件は、水道管の漏水による物件損傷事

故に係る損害賠償の額を定めることにつ

いて、摂津市水道事業及び下水道事業の設

置等に関する条例第９条の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

 事故の発生状況につきましては、令和２

年１０月９日金曜日、午後６時３０分頃、

摂津市千里丘五丁目９番１８号地先にお

いて、埋設水道管から漏水が発生し、当該

漏水により隣接するガス管を損傷させた

ものでございます。 

 損害賠償の相手方につきましては議案

書のとおりでございます。 

 また、損害賠償の額は３８９万４，５１

６円で、全額、公益社団法人日本水道協会

から補てんされるものでございます。 

 最後に、議案第３１号は、市道路線認定

の件でございます。 

 本件は、千里丘９３号線など７路線を市

道路線として認定することについて、道路

法第８条第２項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

 以上、令和３年第１回定例会提出案件の

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します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 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

構です。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４１分 休憩） 

（午前１０時４３分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

それでは、審議日程及び議事日程につい

て、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 第１回定例会の審議

日程等の事務局案についてご説明申し上

げます。 

 まず、会期は２月１９日から３月２９日

までの３９日間でございます。 

 審議日程につきましては、本会議初日の

２月１９日は、令和３年度市政運営の基本

方針と付託案件についての提案説明、即決
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案件の審議でございます。 

 また、この日の午後５時１５分が議会議

案の届出締め切りでございます。 

 ２月２５日の正午が代表質問の届出締

め切りでございます。 

 ３月８日の本会議では、付託案件に対す

る質疑、委員会付託の後、９日にかけての

２日間が代表質問でございます。 

 １１日が文教上下水道常任委員会及び

民生常任委員会、１２日が総務建設常任委

員会と常任委員会予備日、１５日、１６日

及び１７日が常任委員会の予備日、１８日

が駅前等再開発特別委員会でございます。 

 また、１７日の正午が一般質問の届出締

め切りでございます。 

 ２５日が議会運営委員会、２９日は本会

議で、一般質問に続き、休会分の委員長報

告、採決の後、議会議案の審議となってお

ります。 

 また、この日の本会議終了後開催いただ

く議会運営委員会は、次の定例会の審議日

程の仮決定をお願いするものでございま

す。 

 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページからの議事日程に

つきましてご説明申し上げます。 

 まず、２月１９日につきましては、日程

１は会期の決定でございます。 

 日程２は、令和３年度の市政運営の基本

方針でございます。 

 日程３は、教育委員会委員の任命につい

ての同意で、先ほどの協議会での態度表明

をもとに一括簡易採決と備考欄に記載さ

せていただきます。 

 日程４は、議案第１号、令和３年度摂津

市一般会計予算など付託案件の２８件で、

一括して提案説明を受けていただきます。

なお、質疑は後日となります。 

 日程５は、議案第３０号、損害賠償の額

を定める件で、即決でございます。 

 日程６は、議案第３１号、市道路線認定

の件で、即決でございます。 

 日程７は、報告第１号で、報告を受けて

いただきます。 

 日程８は、報告第２号で、同じく報告を

受けていただきます。 

 ３月８日は、日程１が議案第１号、令和

３年度摂津市一般会計予算など付託案件

の２８件で、質疑の後、所管の委員会へ付

託となります。 

 日程２が代表質問でございます。 

 ９日も代表質問でございます。 

 最終日、３月２９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

など委員会付託案件の２８件で、委員長報

告、採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次に、おつけしております議案付託表に

つきましては、総務建設、文教上下水道、

民生の各常任委員会と議会運営委員会及

び駅前等再開発特別委員会で審査いただ

く案件でございます。 

 次に、おつけしております所管別分割表

につきましては、議案第１号令和３年度一

般会計予算及び議案第９号令和２年度一

般会計補正予算（第１１号）について付託

された委員会で審査いただく内容でござ

います。 

 以上、事務局案の説明とさせていただき

ます。 

○渡辺慎吾委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしということ

で、そのように決定します。 
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 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４８分 休憩） 

（午前１０時４９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 それでは再開します。 

 説明事項がありますので、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 写真撮影についてご

説明させていただきます。 

 ２月１９日の市長の令和３年度市政運

営の基本方針に関する説明の際に、例年ど

おり写真撮影を行いたいとの申し出がご

ざいます。 

 また、３月８日、９日の代表質問時には、

議会だより第２２２号に質問をされてい

る様子の写真を掲載できるように、印刷委

託先のカメラマンによって写真撮影をさ

せていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 次に、議会運営に関わ

る新型コロナウイルス感染症予防対策に

ついて協議させていただきます。 

 本日は、この感染症対策について協議い

ただくことになりましたのは、大阪府にお

いて１月１３日から再度の緊急事態宣言

が発出されましたが、現時点においても解

除されない状況となっていることから、感

染症拡大防止に向けたさらなる対策が必

要と判断したことによるものでございま

す。 

 これについては、各会派内でご協議いた

だくために事前に資料を配付しておりま

すので、本日は各会派のご意見を発表いた

だき、協議・決定してまいりたいと思いま

す。 

 それでは、資料１をご覧ください。 

 ここでは、本会議場と委員会室における

新型コロナウイルス感染症予防対策につ

いて記載しております。 

 これまで本市議会では、手指消毒の徹底、

マスクの着用、出入口扉や窓の開放による

常時換気及びアクリル板の設置など感染

症対策を実施してまいりました。 

 しかしながら、近隣市の状況を見ると、

緊急事態宣言下において様々な感染症対

策を講じており、本市議会においても新た

な改善案について検討する余地があると

考え、本日は協議させていただきたいと思

います。 

 ここでは、本会議場及び委員会室の感染

症予防対策として、物的対応と人的対応に

ついて分けて記載しております。 

 まず、本会議場での人的対応につきまし

て協議させていただきますので、事務局よ

り説明後、各会派のご意見を伺いさせてい

ただきます。 

 それでは、事務局より説明をお願いしま

す。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、本会議場で

の人的対応につきましてご説明させてい

ただきますので、本日お配りさせていただ

きました、協議事項整理表と書かれた資料

をご覧ください。 

 本会議場での感染症対策につきまして

は、先ほど委員長からご説明がありました

とおり、手指消毒の徹底、マスクの着用、

常時換気、そして、第４回定例会からはア

クリル板の設置を実施してまいりました

が、これらの対策に加えまして、整理表に

記載しております、①から④の対策を検討

しております。 

 まず、①入室時の体温測定につきまして、

これまで体温測定については自己管理と

いう形で運用してきたところでございま
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すが、民間施設などでも実施されておりま

すように、入室前に非接触式の体温計によ

り検温を行うもので、体温が３７度５分以

上の発熱者につきましては入室を禁止す

るというものでございます。 

 次に、②出席議員数の制限についてでご

ざいますが、こちらは本会議場への出席議

員数を減らしまして、本会議場での３密を

避けるための対策でございます。 

 これにつきましては、代表質問や一般質

問時に限って実施することを想定いたし

ております。 

 また、どなたが出席または退席するかに

つきましては、各会派内で事前に調整いた

だきまして、定足数を保った上で出入りし

ていただくこととなります。 

 なお、退席者の控室につきましては、議

場周辺に部屋を確保することができない

ため、各会派控室で待機いただくことを想

定しております。 

 次に、③出席理事者数の制限についてで

ございますが、こちらは本会議場への出席

理事者数を減らしまして、本会議場での３

密を避けるための対策となります。 

 これにつきましても、先ほどと同様に、

代表質問や一般質問に限って実施するこ

とを想定しております。 

 退席する理事者につきましては、３０１

会議室で待機をすることとなりますが、市

長、副市長、教育長のいわゆる三役につき

ましては常時の出席とするものでござい

ます。 

 最後に、④質問時間の制限につきまして

は、本市議会では代表質問や一般質問につ

きまして持ち時間を設けておりますが、そ

の時間を短縮する運用を実施するという

ものでございます。 

 以上、本会議場での人的対応についての

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。 

 それでは、協議事項整理表に記載の本会

議場での人的対応①から④につきまして、

各会派からのご意見をお伺いさせていた

だきます。 

 大阪維新の会から、①から④の順に言っ

てください。 

○香川良平委員 まず、①の入室時の体温

測定に関しては、会派としてはマルです。 

 民間施設等で入室時に体温検査等はや

っぱりやっているという部分で、議会でも

可能であれば導入してもいいのかなとい

うふうなのが会派の意見です。 

 ②の出席議員数の制限、こちらに関して

も会派ではマルでございます。 

 次に、③の出席理事者の制限、こちらに

関してもマルです。 

 ②と③は近隣市の状況等を見まして足

並みをそろえるのもありかなというふう

なことです。 

 ④の質問時間の制限は、これに関しては

現状維持でいいのかなと思い、バツとさせ

ていただきます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、改革クラブ

から言わせてもらいます。 

 改革クラブは、入室の体温測定マル、出

席議員数の制限、これもマル、出席理事者

の制限、これもマル、質問時間の制限、こ

れはペケ。 

 公明党、お願いします。 

○村上英明委員 ①の入室時の体温測定

については賛成です。②の出席議員数の制

限につきましては、代表質問は全員で、一

般質問は制限をしてもいいのではないの

かなというふうに思っています。ただ、定

数を半分以上確保しなければいけないの
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で、それは各会派でも半分以上というふう

なこととかいうこともちょっと条件とし

て制限したほうがいいのではないのかな

と。一般質問のみ制限してもいいのではな

いのかなと。 

○渡辺慎吾委員長 では、三角かな。 

 村上委員。 

○村上英明委員 はい。 

 ３番目の出席理事者の制限につきまし

ては、代表質問は項目数が多くてほぼ全理

事者にまたがるような質問の範囲だと思

うので、代表質問は全員出席してもいいの

ではないのかなと。 

 また、答弁も、一括質問、一括答弁とい

うことで発言数も制限されていますので、

それも踏まえて、代表質問は全員出席して

もいいのではないのかなと。 

 一般質問は制限をしてもいいのではな

いのかなというふうには思っております。 

○渡辺慎吾委員長 これ、三角やね。 

 村上委員。 

○村上英明委員 そうですね、はい。 

 ４番目の質問時間の制限については現

状維持。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、自民党・市

民の会。 

○光好博幸委員 １番につきましては、自

民党・市民の会は現状維持で、体温測定は

自己管理というところです。 

 これは、あくまでも測定ができるのであ

ればマルなんですけども、人的負荷という

ところを考えて、自己管理でいいのではな

いかというところで、現状維持でございま

す。 

 ２番目につきましては、出席議員の制限

というところで、ある程度のソーシャルデ

ィスタンスといいますか距離が取れてる

という認識の下、これも現状維持でござい

ます。 

 ３番につきましては、理事者側というと

ころでいくと、ちょっと密な状況にも見え

ますので、これはマルでございます。 

 ４番の質問時間につきましては、現状維

持でバツでございます。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、日本共産党。 

○弘豊委員 １番の体温測定ですけれど

も、これも自己管理が基本ではないかとい

うふうな意見も出たんですが、ただ、今、

一般的に外の施設等々で割と体温測定を

やられているところも出てきているので、

ここでもできる条件があるんだったらや

ったほうがいいのかなというふうなこと

で、会派としては一応マル。 

 ２番、これはほかの議会と比べても、摂

津市の市議会はそれほど人数的に密には

なっているというふうには思わないとい

うのもあって、現状維持でいいのではない

かと、バツです。 

 ③の理事者のほうについては、これも公

明党の村上委員が言っていたことも一定

思うんですけど、ただ、議員席に比べたら

密かなというようなこともあって、この最

低必要な人数、必要な答弁が確保できる範

囲内でというふうなことで三角かなとい

うふうなことです。 

 あと、質問時間については現状維持で構

わないと思いますので、バツで。 

○渡辺慎吾委員長 民主市民連合。 

○楢村一臣委員 ①の体温測定について

は自己管理でバツ、出席議員数の制限につ

いても現状維持でバツ、出席理事者の制限

についてなんですけども、制限をすること

に特に反対ではないんですけど、現状維持

でも構わないのかなというふうな感じで

すかね、反対ではないんですけど、まあま

あ制限しなくてもいいのではないかなと、
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バツで。④質問時間の制限については、今

までどおりでいいのでバツ。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時 ３分 休憩） 

（午前１１時１０分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 それでは、ただいまの内容決定について

事務局より確認をお願いします。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、ただいまご

協議、決定いただきました内容につきまし

て、事務局より確認をさせていただきます。 

 本会議場での人的対応につきまして、ま

ず、①入室時の体温測定につきましては導

入する方向で検討をさせていただきたい

と思います。 

 ただしですね、人的・物的やり方がそれ

ぞれございまして、対応等、できるところ

できないところがございますので、そのあ

たり精査させていただきまして、また、導

入に向けて前向きに検討していきたいと

思っております。 

 次に、②出席議員数の制限及び③出席理

事者の制限につきましては、継続協議とい

う形でちょっとさせていただきまして、今

後の新型コロナウイルス感染症の状況も

見ながら、また、代表質問、一般質問等で

どのタイミングですればいいか、その辺も、

近隣市の状況も再度確認いたしまして、導

入に向けて継続協議を進めていきたいと

思います。 

 ④の質問時間の制限につきましては、全

会派から現状維持ということでお答えい

ただいておりますので、導入しないという

形でさせていただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ただいまの事務局か

らの説明のとおりでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 次に、委員会室での対策について、まず、

物的対応につきまして協議させていただ

きますので、事務局より説明後、各会派の

意見をお伺いしたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いしま

す。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、委員会室で

の物的対応につきましてご説明させてい

ただきますので、右上に資料３をご覧くだ

さい。 

 委員会室での感染症対策につきまして

は、これまで手指消毒の徹底や窓の一部開

放による常時換気などを実施してまいり

ましたが、新たな改善案といたしまして、

机上等への飛沫防止パーテーションの設

置を検討しております。 

 資料では案１及び案２として記載して

おりますが、まず、案１につきましては、

委員席及び理事者席に飛沫防止パーテー

ションを設置するというものでございま

す。 

 委員席につきましては、横だけではなく、

前にもこのパーテーションを設置させて

いただくことを検討しておりまして、座っ

たままでの質疑を行っていただくという

ことを考えております。 

 次に、案２につきましては、委員席と理

事者席の間に飛沫防止シートを設置する

というものでございます。 

 なお、この飛沫防止シートは一定の高さ

がございますことから、従来どおりお立ち

いただきながら質疑を行うことはできま

すが、机上のパーテーションよりも透明度
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が低いというものでございますので、委員

と理事者の双方で顔が見えにくくなると

いうことが想定されているものでござい

ます。 

 以上、委員会室での物的対応についての

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。 

 それでは、協議事項整理表の記載の、委

員会室での物的対応①及び②につきまし

て、各会派のからのご意見をお伺いしたい

と思います。 

 大阪維新の会。 

○香川良平委員 物的対応の①がマル、②

もマルなんですけど、どっちか選ぶという

ようなので、①のほうで十分かなと、②は

バツ。 

○渡辺慎吾委員長 うちも、①がマル、②

はペケ。 

 では、公明党。 

○村上英明委員 公明党のほうはですね、

案①についてはバツで、案②のほうがマル。

要は、この仕切りは両サイド、あるいは前

面に置くため、スペースが狭くなるのでは

ないのかなという感じがいたしますので、

案２ということで。 

○渡辺慎吾委員長 自民党・市民の会。 

○光好博幸委員 私ども、①がマルでござ

います。②がバツ。これも②はデメリット

に顔が見えないということもございます

ので①にしています。 

○渡辺慎吾委員長 日本共産党。 

○弘豊委員 うちの会派は①のほうでま

とまりました。 

○渡辺慎吾委員長 民主市民連合。 

○楢村一臣委員 うちも①。 

○渡辺慎吾委員長 はい。以上ですね。 

 そしたら、一応、事務局より確認をお願

いします。 

 その前にちょっと副委員長。 

○村上英明委員 皆さん、①の案のほうで

良だろうということでありますので、私ど

も公明党もそれで。 

○渡辺慎吾委員長 はい、分かりました。 

 それでは、そういうことで①に決定しま

した。 

 次に、委員会室での人的対応につきまし

て協議させていただきますので、事務局よ

り説明後、各会派のご意見をお伺いさせて

いただきます。 

 それでは、事務局より説明をお願いしま

す。 

 香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは、委員会室で

の人的対応についてご説明させていただ

きますので、資料２をご覧ください。 

 委員会室での感染症対策につきまして

は、これまでマスクの着用や理事者の配席

を工夫するなど対策を実施してまいりま

したが、新たな改善案といたしまして、入

室時の体温測定、出席理事者の制限、委員

会時の班再編成及び質問時間の制限を検

討しております。 

 なお、入室時の体温測定につきましては、

先ほどの本会議場での対応の際、実施する

ことに決定いただきましたが、委員会室に

おいても同様とすべきかについて再度ご

協議いただければと思います。 

 私からは、出席理事者の制限、委員会時

の班再編成及び質問時間の制限の３点に

ついてご説明申し上げます。 

 まず、出席理事者の制限につきましては、

現状においても原則といたしまして、課長

級以上の職員に限るようアナウンスをし

て運用してきているところでございます

が、一部におきましては課長代理級や係長

級の職員も出席しているケースがござい
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ますため、今後は課長級職員のみに限定す

るというものでございます。 

 次に、委員会時の班再編成につきまして

は資料４のほうをご覧ください。 

 ここでは、上段に現状の構成、下段に変

更後の構成案を記載させていただいてお

ります。 

 総務建設常任委員会につきましては、現

状、ＡチームとＢチームに分けて審査を行

っていただいておりますが、Ａチームが３

０人、Ｂチームが１４人という構成になっ

ていることから、消防本部をＢチームに変

更することで２２人ずつの構成となりま

して、一定の空席率を確保いたしまして３

密対策を講じるというものでございます。 

 次に、文教上下水道常任委員会のうち、

教育委員会の審査につきましては、二つの

部を一括で審査してまいりましたが、部ご

とに審査を行っていただくことで、こちら

についても一定の空席率を確保して、３密

対策を講じるものでございます。 

 なお、民生常任委員会につきましても、

同様に部ごとに審査を行っていただくこ

とで空席率を確保し、３密対策を講じると

いうものでございます。 

 以上が委員会時の班再編成の説明でご

ざいます。 

 最後に、質問時間の制限につきましては、

資料２に記載のとおり、北摂では吹田市の

みが実施しておりまして、吹田市では原則

午後３時には委員会を終了するという運

用を行っているとのことでございます。 

 それにつきまして、本市においても同様

の運用が必要かどうかというところにつ

きましてご協議いただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上、委員会室での人的対応についての

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。 

 それでは、協議事項整理表の委員会室で

の人的対応、①から④まで、各会派からご

意見をお伺いさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、大阪維新の会。 

○香川良平委員 ①マル、②マル、③バツ、

④なんですけど、もともと質問時間の制限

というのはない状況で、時間を目的とする

ならば、決算及び予算に係る審査では質問

時間の制限等を設けてもいいのかなとい

うふうには思うんですけど、決めかねるな

と思っています。時間を短くするのが目的

だったら制限するべきだと思いますので

三角で。 

○渡辺慎吾委員長 改革クラブは、①がマ

ル、②マル、③マル、④ペケ。 

 公明党。 

○村上英明委員 公明党は、①はマルで、

②は、決算審査のときがちょっと気になる

部分もあって、４月の人事異動をしたとき

に、自分の所管ではなかった部分の決算の

説明をしないといけないということもあ

るので、決算審査についてはちょっと考え

たほうがいいのかなと。あとはマルで、３

番目はマルで、４番目はバツ、現状維持で。 

○渡辺慎吾委員長 というと、２番は三角、

ですか。３番目はマルやね。 

 村上委員。 

○村上英明委員 はい。２番は三角、３番

マル、４番はバツ。 

○渡辺慎吾委員長 自民党・市民の会。 

○光好博幸委員 １番目につきましては、

本会議場での扱いでございまして、やるべ

きだと思います。人的な部分も含めて現状

維持でバツです。２番目、理事者側の制限

はマルです。３番目の班編成についてはマ

ル、４番目の時間制限についてはバツです。 
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○渡辺慎吾委員長 次、日本共産党。 

○弘豊委員 １番マル、２番もマル、３番

もマルですが、今回の予算に係る審査は、

仮でというふうなことで、これがずっとと

いうようなことではないということを確

認しといてほしいというふうに言われま

した。時間制限はバツです。 

○渡辺慎吾委員長 次、民主市民連合。 

○楢村一臣委員 １番はまた協議いただ

けると思いますけども、とりあえずバツ、

２番、３番マルで、４番バツです。 

○渡辺慎吾委員長 それでは、暫時休憩し

ます。 

（午前１１時２３分 休憩） 

（午前１１時２９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 それでは、ただいまの決定内容について

事務局より確認をお願いします。 

○香山事務局主幹 それでは、ただいまご

協議・決定いただきました内容につきまし

て、事務局より確認をさせていただきます。 

 委員会室の人的対応につきましてです

が、①入室時の体温測定につきましては、

先ほどの本会議場での体温測定と同様に

ですね、導入の方向で検討はさせていただ

きまして、人的・物的というところを整理

した上で、導入に向けて進めていきたいと

思います。 

 次に、②の出席理事者の制限につきまし

ては、一部、ご意見もございましたけれど

も、今回、試行実施というような形でさせ

ていただきまして、また疑義が生じてくる

ようなことがございましたら、その都度、

議会運営委員会でご協議ただきながら、ま

た見直し等も行っていきたいと思ってお

りますので、一旦この形で実施の方向で進

めさせていただきます。 

 ③の委員会時の再班編成につきまして

は、弘委員からご意見がございましたけど

も、この先ずっとではないというところで、

あくまでコロナ禍の状況に限ってという

ところで考えておりますので、コロナ禍に

ついてはこのような形で実施していきた

いと考えております。 

 総務建設常任委員会のほうがまだ一部

人数が多い状況もございますけども、一旦

この形で実施させていただきまして、今後

コロナ禍の状況も見ながら、また、班の再

編成等については検討していくというこ

とで、一旦はこの案のとおり実施させてい

ただきたいと思います。 

 なお、傍聴者につきましては、当然、セ

ットで考えていかないといけませんので、

傍聴者の数を半数に減らすのか、その辺に

ついては再度協議させていただきまして、

同様の対応で実施してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、④質問時間の制限につきまして

は実施しないということで決定いただき

ました。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ただいまの事務局か

らの説明どおりでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 それでは、そのように

決定いたします。 

 なお、本日決定いたしました、新たな改

善案につきましては、本委員会終了後に委

員長名で全議員へ通知させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、議会運営における質問・質疑のあ

り方について確認をさせていただきたい

と思いますので、資料５及び資料６をご覧

ください。 

 本件につきましては、令和２年第３回定

例会終了後、奥村副市長より森西議長に対
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し、委員会の質疑が一般質問化している傾

向があり、それに伴って理事者の答弁も長

くなり、結果として、委員会全体が長時間

化しているため、質疑のあり方について改

めて検討をお願いしたいとの申し入れが

あり、さらには、複数の議員からも同様の

ご意見をいただいたことを受けまして、先

日、正副議長、議会運営委員会正副委員長、

各常任委員会委員長による協議・確認を行

いました。 

 その会議の中においても、委員会の質疑

が一般質問化している傾向があるとのご

意見もあり、コロナ禍の現状において、で

きるだけ会議時間が長時間化しないよう

に、委員も理事者も心がけていく必要があ

ると思っております。 

 これについては、決して質疑の機会を奪

うものではなく、委員会において質疑の中

身を精査し、一般質問化しないよう要点を

絞って行っていただくことで、理事者の答

弁時間の抑制にもつながり、ひいては円滑

な議会運営を行うことができるものと考

えております。 

 つきましては、資料５に記載している課

題欄を確認いただくとともに、質疑応答欄

の内容をいま一度確認いただき、今後の円

滑な議会運営に議員一丸となって取り組

んでいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 議会運営における質問・質疑のあり方に

ついての確認は以上となりますが、ご不明

な点はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 それでは、本日確認い

ただきました内容につきましては、ご了解

をいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時３５分 閉会） 
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