
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

議会運営委員会記録 
 

 

 

令和４年１１月２９日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



- 1 - 

 

 

議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和４年１１月２９日（火） 午前１０時 ３分 開会 

                午前１１時２４分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 松 本 暁 彦  委  員 安 藤  薫 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 福 住 礼 子  副 議 長 光 好 博 幸 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 橋 本 英 樹 同局次長 大 西 健 一 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 同局書記 速 水 知 沙 

 

１．案件 

・令和４年第４回定例会審議日程及び議事日程について 

・認定第１号 令和３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

・個人情報保護法の改正に伴う条例制定について 

・議会運営委員会の行政視察について 
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（午前１０時３分 開会） 

○村上英明委員長 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。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 あと２日もすれば、慌ただしい師走とな

ってまいります。本日は皆様方には大変お

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。 

 さて、来る１２月２日に開催されます令

和４年第４回摂津市議会定例会におきま

して、報告案件１件、予算案件６件、条例

案件７件、その他案件３件、合計１７件の

議案を提出させていただきたいと思って

おります。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ので、どうか

よろしくお取り計らいのほど、お願い申し

上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、西谷委員

を指名します。 

 第４回定例会の提出議案について、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４年第４

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１０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、道路管理瑕疵による車両損傷事故に

係る損害賠償で、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４

年１０月１９日、水曜日、午後９時２５分

頃、摂津市正雀本町１丁目５番地先の市道

正雀本町７９号線において、側溝ますの上

を相手方車両が走行した際に、蓋材が跳ね

上がり、当該車両の底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、２３万８４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、１１月１８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。 

 次に、議案第５０号は、令和４年度摂津

市一般会計補正予算（第７号）でございま

す。 

 本件は、現計予算額４７０億２，７４７

万５，０００円に、補正額７億８，２５２

万８，０００円を追加し、補正後の予算額

を４７８億１，０００万３，０００円とす

るものでございます。その内容は、歳入で

新型コロナウイルスワクチン接種対策負

担金や、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金などを計上するほか、補

正財源の調整として財政調整基金繰入金

を増額補正いたしております。 

 歳出では、人事異動及び人事院勧告に伴

う人件費の補正のほか、中小企業等、医療

施設等、介護サービス事業所等、障害者児

童福祉サービス事業所、民間保育所等に対

する物価高騰対策支援金や発熱外来体制

整備補助金、新型コロナウイルスワクチン

接種委託料、電気代等の高騰により不足す

る各施設への光熱水費などを計上いたし

ております。 

 また、繰越明許費では、千里丘東５４号

線道路改良事業など２事業を設定。債務負

担行為では、総合ネットワーク再構築事業

など３事業を追加いたしております。 

 次に議案第５１号は、令和４年度摂津市
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水道事業会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

 本件は、収益的収入におきまして、現計

予算額２１億１，３３６万８，０００円に、

補正額２０６万円を追加し、補正後の予算

額２１億１，５４２万８，０００円。収益

的支出におきましては、現計予算額２０億

３，０８８万４，０００円から、補正額２

８７万２，０００円を減額し、補正後の予

算額を２０億２，８０１万２，０００円と

するものでございます。 

 また、資本的支出におきましては、現計

予算額１４億６，７０４万円から補正額４

９８万８，０００円を減額し、補正後の予

算額を１４億６，２０５万２，０００円と

するものでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正のほ

か、令和３年度決算に伴う減価償却費、企

業債元金償還金などの補正並びに電気代

の高騰により不足する送水に係る動力費

及び中央送水所の光熱水費などを計上い

たしております。 

 また、債務負担行為では、給配水管維持

管理事業など、４事業を追加いたしており

ます。 

 次に、議案第５２号は、令和４年度摂津

市下水道事業会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

 本件は、収益的支出におきまして、現計

予算額３４億９，３４５万５，０００円か

ら、補正額４０９万円を減額し、補正後の

予算額を３４億８，９３６万５，０００円

とするものでございます。 

 また、資本的支出におきましては、現計

予算額３４億５，７２１万４，０００円に、

補正額７９５万５，０００円を追加し、補

正後の予算額を３４億６，５１６万９，０

００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正のほ

か、令和３年度決算に伴う減価償却費の補

正を計上いたしております。 

 また、債務負担行為では、公共下水道管

理事業など、３事業を追加いたしておりま

す。 

 次に、議案第５３号は、令和４年度摂津

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。 

 本件は、現計予算額９３億５，８６７万

２，０００円から補正額８７万２，０００

円を減額し、補正後の予算額を９３億５，

７８０万円とするものでございます。 

 補正の内容といたしまして、歳入におき

ましては、保険基盤安定負担金の確定など

による補正でございます。歳出におきまし

ては、人事異動及び人事院勧告に伴う人件

費の補正でございます。 

 次に、議案第５４号は、令和４年度摂津

市介護保険特別会計補正予算（第２号）で

ございます。本件は、現計予算額７４億８，

２９８万８，０００円に、補正額４５０万

８，０００円を追加し、補正後の予算額を

７４億８，７４９万６，０００円とするも

のでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

及び人事院勧告に伴う人件費の補正でご

ざいます。 

 次に、議案第５５号は、令和４年度摂津

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 本件は、現計予算額１３億３，１８５万

５，０００円に、補正額４，３３７万８，

０００円を追加し、補正後の予算額を１３

億７，５２３万３，０００円とするもので

ございます。 
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 補正の内容といたしましては、歳入にお

きましては、保険基盤安定負担金の確定に

よる補正でございます。歳出におきまして

は、保険基盤安定負担金の確定による広域

連合に対する納付金の増額を計上いたし

ております。 

 次に、議案第５６号は、一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。本件は、一般職の

職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉

手当の支給割合を改正するため、所要の改

正を行うものでございます。その主な内容

は、第１条におきましては職員の若年層の

給料月額を引き上げるとともに、職員の勤

勉手当について、令和４年１２月期の支給

割合を１００分の９５から１００分の１

０５に、再任用職員にあっては、１００分

の４５から１００分の５０に引き上げる

ものでございます。 

 第２条におきましては、職員の勤勉手当

について、令和５年度以降の６月期及び１

２月期の支給割合をそれぞれ１００分の

１００とし、再任用職員にあっては、それ

ぞれ１００分の４７．５とするものでござ

います。 

 なお、施行日は交付の日といたしており

ます。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日といたしております。 

 次に、議案第５７号は、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でございま

す。 

 本件は、特別職の職員及び議会議員の期

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。その主な内

容は、第１条におきましては、特別職の職

員の期末手当について、令和４年１２月期

の支給割合を１００分の１９２．５から１

００分の２０２．５に引き上げるものでご

ざいます。 

 第２条におきましては、特別職の職員の

期末手当について、令和５年度以降の６月

期及び１２月期の支給割合をそれぞれ１

００分の１９７．５とするものでございま

す。 

 第３条におきましては、議会議員の期末

手当について、令和４年１２月期の支給割

合を１００分の１９２．５から１００分の

２０２．５に引き上げるものでございます。 

 第４条におきましては、議会議員の期末

手当について、令和５年度以降の６月期及

び１２月期の支給割合をそれぞれ１００

分の１９７．５にするものでございます。 

 なお、施行日は交付の日といたしており

ますが、ただし、第２条及び第４条の規定

は、令和５年４月１日といたしております。 

 次に、議案第５８号は、摂津市職員の定

年等に関する条例等の一部を改正する等

の条例制定の件でございます。本件は、地

方公務員法の改正に伴い、職員の定年の引

き上げを行うとともに、管理監督職勤務上

限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制

の導入等を行うため、関係条例について所

要の改正等を行うものでございます。その

主な内容は、職員の定年を６５歳とし、令

和５年４月１日から令和１３年４月１日

までの間、２年に１歳ずつ、６５歳まで段

階的に引き上げることとするとともに、管

理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定

年制として、管理監督職勤務上限年齢制の

対象となる管理監督職を管理職手当の支

給対象となる職とし、管理監督職勤務上限

年齢を６０歳とするものでございます。 

 また、定年前再任用短時間勤務制として、

任命権者は６０歳に達した日以後に退職
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した者を従前の勤務実績、その他の基準に

よる選考により、短時間勤務の職に採用す

ることができることとするとともに、任命

権者は当分の間、職員が６０歳に達する日

の前年度において、当該職員に対し、６０

歳に達する日以後に適用される任用及び

給与に関する措置の内容、その他の必要な

情報を提供することとし、同日の翌日以後

における勤務の意思を確認するよう努め

ることとするものでございます。 

 給与に関する措置といたしましては、職

員の給料月額は、当該職員が６０歳に達し

た日後における最初の４月１日以後、当該

職員に適用される給料表の給料月額のう

ち、当該職員の属する職務の等級及び当該

職員の受ける号級に応じた額に、１００分

の７０を乗じて得た額とするとともに当

分の間、６０歳に達した日以後その者の非

違によることなく退職した者に対する退

職手当は、定年を理由とする退職と同様に

退職手当の基本額を算定するとするもの

でございます。 

 そのほか、地方公務員法の改正による再

任用制度の廃止に伴い、関係条例全般にわ

たり、再任用職員及び再任用短時間勤務職

員と規定する箇所並びに同法の条項を引

用する箇所の規定の整備等を行うもので

ございます。 

 なお、施行日は令和５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５９号は、摂津市税条例等

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 

 本件は、地方税法の改正に伴い所要の改

正を行うものでございます。その主な内容

は、給与所得者、または公的年金等受給者

が退職手当等に係る所得を有する一定の

配偶者等を有する場合には、給与所得者の

扶養親族等申告書、または公的年金等受給

者の扶養親族等申告書に当該配偶者等の

氏名を記載することとするものでござい

ます。 

 また、住宅借入金等特別税額控除につい

て、適用期限を令和２０年度の個人の市民

税及び居住年が令和７年であるものまで

延長することとするものでございます。 

 そのほか、上場株式等に係る配当所得等

につきましては、確定申告書で、申告分離

課税の適用を受けようとする記載がある

場合に限り、申告分離課税を適用すること

とするものでございます。 

 なお、施行日は令和５年１月１日といた

しております。 

 ただし、一部の規定は同年４月１日、令

和６年１月１日及び同年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第６０号は、摂津市学校施設

等の使用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、学校体育施設開放事業に係る体

育館の冷暖房設備の使用料を定めるとと

もに、学校施設等の使用における権利義務

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。 

 その主な内容は、体育館の冷暖房設備の

使用料を３０分につき１００円と定める

ほか、学校施設等の使用に係る権利の譲渡

等の禁止及び原状回復の義務に関する規

定を追加するものでございます。 

 なお、施行日は令和５年１月１日といた

しております。 

 次に、議案第６１号は、摂津市廃棄物の

減量、再生利用及び適正処理に関する条例

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 



- 6 - 

 

 本件は、ごみ処分事務を茨木市に委託す

ることに伴い、条文の整理を行うため、所

要の改正を行うものでございます。 

 その主な内容は、茨木市の条例等と整合

を図るため、排出禁止物に有害物質を含む

物、危険性のある物及び引火性のある物を

追加するとともに、産業廃棄物の処理に関

する規定を削除するものでございます。そ

のほか、条例全般にわたり、字句等の整備

を行っております。 

 なお、施行日は令和５年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第６２号は、摂津市斎場条例

の一部を改正する条例制定の件でござい

ます。 

 本件は、市外の者に係る斎場の使用料の

額を改定するため、所要の改正を行うもの

でございます。 

 その内容は、市外の者に適用する使用料

の額を、大人については４万５，０００円

から７万５，０００円に、小人については

４万５００円から６万７，５００円に、死

産児については９，０００円から１万５，

０００円に、身体の一部については４，５

００円から７，５００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５年４月１日といた

しております。 

 次に、議案第６３号及び議案６４号は、

工事請負契約変更の件でございます。本件

は、工事請負契約の変更契約を締結するこ

とについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得、または処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 変更契約の内容でございますが、議案第

６３号は、令和３年１０月２９日の本会議

で議決されました株式会社永商興産との

摂津市リサイクルプラザ連絡橋等整備工

事の契約金額を７２９万１，９００円増額

し、２億５，９１８万９００円に変更する

ものでございます。 

 議案第６４号は、令和３年１０月１２日

の本会議で議決をされました株式会社酉

島製作所大阪支店との味舌ポンプ場水路

系施設電気設備更新工事の契約金額を４

３３万８，４００円増額し、１億５，０４

４万１，５００円に変更するものでござい

ます。 

 最後に、議案第６５号は、茨木市と摂津

市におけるごみ処分事務の委託に関する

協議の件でございます。 

 本件は、ごみ処分事務を茨木市に委託す

ることに関し、茨木市と協議することにつ

いて、地方自治法第２５２条の１４、第３

項において準用する同法第２５２条の２

の２、第３項、本文の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

 事務の委託に関する規約の主な内容で

ございますが、本市の区域において発生し

たごみのうち、茨木市環境衛生センターの

焼却施設において、処分が可能であるごみ

の処分に係る事務の管理及び執行を茨木

市に委託することとし、委託事務の管理及

び執行については茨木市の条例等の定め

るところによるものとしております。 

 また、本市が負担すべき委託事務の管理

及び執行に要する費用は、両市の区域にお

いて発生した廃棄物の適正な処分の確保

に関する費用を、連携協約に規定する負担

割合により算出した額とし、委託事務の管

理及び執行に要する費用の交付時期は、毎

年度両市長が協議して定めることとして

おります。そのほかにも収入の帰属や予算

の計上、決算の場合の措置など、委託事務

に関し必要な事項を規定しております。な
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お、規約の施行日は令和５年４月１日とい

たしております。 

 以上、令和４年第４回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 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。

よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆様は退席いただいて結構

です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２５分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 認定第１号、令和３年度摂津市一般会計

歳入歳出決算認定の件所管分について審

査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 橋本局長。 

○橋本事務局長 それでは、認定第１号、

令和３年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、議会事務局に係ります部分につい

て補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。決算書では６

５ページでございます。款２０諸収入、項

４雑入、目２雑入、節１雑収入、私用電話

使用料は議員一同名で電報を発信した際

の実費分及び各会派が使用されました電

子複写機の使用料でございます。 

 次に、歳出につきましては、決算書７４

ページから７７ページでございます。 

 款、項、目とも同じ議会費でございます。

予算現額２億９，００１万３，０００円に

対しまして、支出済額は２億８、５４４万

３，７４８円。執行率は９８．４％となっ

ております。 

 その主な内容といたしまして、節１報酬

では、議員報酬が前年度に比べ７．８％増、

８９０万１，０５５円の増加となっており

ます。その要因といたしましては、令和２

年度、５月から１０月までの６か月間、議

員報酬を１０％減額していたものが、令和

３年度では、年間を通して、通常通り支給

されたことによ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

金は、総務省から示された算定方法に基づ

き、令和３年４月１日現在における標準報

酬月額５４万円並びに議員数１９人の１

２か月分に改正省令で定められておりま

す負担率１００分の３３．６を掛けて算出

しております。 

 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、議員一人当た

り年額１万３，０００円、令和３年４月１

日現在の議員数１９人分でございます。 

 節７報償費は、政務活動費の検査に係る

検査員への謝礼として支払った報償金で

ございます。 

 節８旅費のうち、普通旅費は事務局職員

の府庁等への出張旅費の分でございます。 

 次に節９交際費は、議長公務に伴います

参加・会費等でございます。 

 節１０需用費のうち、消耗品費は官報を

はじめ、専門誌、新聞代、定期購読の機関

紙、また、コピー用紙やプリンタートナー

などに要した経費でございます。 

 印刷製本費は、定例会ごとに発行してお

ります議会だよりの作成、印刷に係る経費

でございます。令和３年度は、改選に伴う

臨時号を発行したため、前年度に比べ１８．

６％、５５万２，６９５円の増加となって

おります。修繕料は、議場マイクシステム

の改修を行ったものでございます。 

 節１１役務費のうち、通信運搬費は事務

局で使用しております携帯電話の通話料、 
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筆耕翻訳料は、本会議での速記並びに委員

会、協議会等における音声の反訳料でござ

います。 

 節１２委託料のうち、会議録検索システ

ムデータ更新等委託料は、市議会ホームペ

ージで運用しており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。議会映像配信委託

料は、市議会ホームページから本会議の様

子をライブ配信及び録画配信で視聴する

ことができる映像配信システムの運営管

理業務委託料でございます。 

 議会だより全戸配布業務委託料は、議会

だよりの全戸配布に係る経費で、令和２年

度から実施でございます。 

 節１３使用料及び賃借料は、事務局執務

室内の電子複写機のレンタル料でござい

ます。 

 節１７備品購入費のうち、庁用器具費に

ついては、議場用のワイヤレスマイクが、

電波法関連法令の改正により、旧規格で製

造された機器が使用できなくなることか

ら、新規格のものに買い替えたものでござ

います。 

 次に、節１８負担金補助及び交付金のう

ち政務活動費につきましては、議員一人当

たり月３万円で、四半期ごとに交付し、残

余金については返還いただいております。 

 最後に、全国市議会議長会をはじめ、各

団体の負担金につきましては、均等割並び

に人口割にて算出した負担金を支払って

おります。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○村上英明委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 １点だけ質問させていた

だきます。 

 歳出の職員手当等の中で、時間外勤務手

当、令和２年度から比べて倍になっている

ところと、執行率が９１．５％、想定どお

りという感じはするんですが、想定されて

いた時間外勤務の理由について、まずはお

尋ねします。 

○村上英明委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 大西局次長。 

○大西事務局次長 塚本委員からのご質

問にお答えをさせていただきます。 

 時間外勤務の時間がふえた理由でござ

います。主には２点ございます。 

 まず、１点目でございます。令和３年度

につきましては、議員の改選がございまし

たので、それに付随した業務がふえたとい

う理由で時間外がふえております。 

 もう１点でございます。私ども議会事務

局の職員が育児休暇を取得しました。その

期間２か月間ございました。この間の職員

の人数が減っております。その分時間外が

少しふえておりますので、令和２年度と比

べて増となっております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 理解いたしました。 

 それに付随して、給料のところで一般職

給が抑えられているのかと思うのですが、

現在の人員体制について、人材育成の観点

から十分であるかどうかご答弁いただき

たい。 

 以上です。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 ２回目のご質問にお

答えをさせていただきます。 

 まず、今の事務局の体制、人員の数でご

ざいます。事務局といたしまして、現段階



- 9 - 

 

の業務は、人数的に適正と考えております。

ただ、以前もご答弁はさせていただいたん

ですけれども、例えば大阪府市議会議長会

において会長の役職を以前にいただいた

ときがございました。そういった場合につ

きましては、議会事務局の物理的な業務は、

ふえてまいります。そういった場合、今の

人員で回していくのは物理的に難しいと

思っております。そういった場合には適宜

人事当局と協議をして増員をしていただ

くように考えてございます。 

 人材育成という部分でのお問いもござ

いました。事務局の人材育成、先ほど、時

間外のお話もありました。新たな職員が着

任をしてまいりますと、既存の職員よりも

どうしても一つ一つの業務に関して時間

はかかってまいります。そういった意味で、

初年度に関しては、その職員に対しては、

一定、時間外の許容をしながら、いろんな

経験をしてもらい人材育成をしていくと

私どもとしては考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 最後、要望とさせていただ

きます。 

 事務局の方々にはいつもご苦労かけて

ありがとうございますという感謝しかな

いんですが、それ以上に現状を見ると、や

はりどうしても将来の人材育成の観点か

ら人事課と一度協議していただきたいの

で、その点よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかにございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 何点かお聞きします。まず

は委託の部分で、議会だよりの全戸配布業

務委託料が組まれております。これの配布

数、事前にいただいた資料で見ますと、約

４万４，０００件から４万５，０００件の

間です。この配布数は、主にどんなところ

の数字なのか。それから配布のタイミング、

それから、配布終了後の状況の報告等は受

けておられるのかを一つお聞かせくださ

い。 

 それから、会議録検索システムデータ更

新等委託料、または役務費にあります筆耕

翻訳料については、かなり増額になってい

ます。令和３年度ですから、いろいろ臨時

議会等があったことでの増額かと想像す

るのですが、その点お聞かせください。 

 それから、議会の独自のホームページも

持っています。それぞれの令和３年度、も

しよろしければ令和４年度推移等を閲覧

の状況、どんな状況になっているのかお聞

かせください。 

 以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 大西局次長。 

○大西事務局次長 安藤委員からの四つ

のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目でございます。議会だよりの

配布数の内訳でございます。４万５，００

０部程度のうち、４万２，０００部に関し

ましては世帯に配布をさせていただいて

おります。残りの３，０００部に関しては

摂津市内の事業所にお配りをしている状

況でございます。 

 続きまして２点目でございます。配布の

終了後に業者からの報告を適宜もらって

いるのかというご質問だったと思います。

こちらは終わった後、二、三日以内に報告

を受けてございます。 

 ３点目でございます。筆耕翻訳料の増加

の理由でございます。委員がご指摘のとお

り、令和３年度は臨時議会もございました。

その分も一つの要因でございますし、過去
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に比べますと議会運営委員会の開催も増

えております。そういった意味でも増加を

しているとご理解ください。 

 最後でございます。ホームページからの

ライブ中継の件数でございます。まず、ホ

ームページから申し上げさせてもらいま

す。ホームページのアクセス件数でござい

ます。令和２年度につきましては、３７万

９，１０８件のアクセス件数、これは延べ

の件数となっております。 

 続きまして令和３年度は、４１万４，５

２３件のアクセス件数となっております。

令和４年度については、今、持ち合わせて

おりませんので、お答えを差し控えさせて

いただきます。 

 続きまして、ライブ中継でございます。

令和２年度は延べで申し上げますと１，８

８３件でございます。令和３年度につきま

しては、１万６９２件となっております。 

 続きまして、動画配信の件数でございま

す。これも延べで申し上げさせていただき

ます。令和２年度につきましては４万５，

１１１件、令和３年度につきましては６万

６１３件となっております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 議会だよりの全戸配布委

託です。議会だよりも事務局のいろいろな

ご苦労もあって非常に見やすい議会だよ

りに変わってきていて、地域の中でも読ん

でいる、見ているという声もたまに聞かせ

ていただいておりますのでありがたいと

思っております。 

 この配布については、できるだけ多くの

市民の皆さんにお届けするのが大事なこ

とだと思っています。例えば、私どもが市

会報告のチラシをまいたりする場合に、分

譲マンション等では、なかなか配布が困難

なマンションもあるかと思います。広報せ

っつを含め、市議会の貴重な情報について、

配布する点で事業者の方からそういった

配布困難な場所であるとか、施設とかにつ

いては何かご報告を受けておられるのか

どうなのか。また、そういったところにつ

いてはどのように対応されているのか、聞

かせてください。 

 それから、筆耕翻訳料の件についても答

弁いただきました。臨時議会等もあったの

で、この議会運営委員会でかなり活発な議

論がされたということであります。これは

もう必要経費で大事なことと認識を改め

てしたところでございます。 

 会議録検索システムデータ更新等委託

料について、大分、これも上がっていて、

臨時議会であるとか、議会運営委員会であ

るとか、それぞれの委員会での議論等があ

ればあるほど委託料はふえてくるものだ

と思います。この議会の状況を、先ほど閲

覧数もご紹介いただいたんですが、関心は

かなり皆さんおありだと思っております。 

 ライブ中継が見られる方は見られるで

しょうし、傍聴に来られる方は傍聴に来ら

れるでしょう。その時間は平日の昼間です

ので見られないということであれば動画

配信を見たりとか、会議録検索システムや

ホームページの中で、議会での論議につい

ての議事録を前の段階で公表していただ

くことは、非常に市議会の論議を生で、も

しくはリアルに市民の皆さんが感じ取っ

ていただく非常に重要な、議会改革の中で

大きく前進した点だと評価するものであ

りますけれども、その議会だよりは発行ま

でにどうしても時間がかかってしまいま

す。即効性という点ではライブ中継ですけ

ども、ライブ中継が見られない方がいらっ

しゃいますので、例えば、その動画配信の
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タイミング、実際に本会議に一般質問があ

った後、アップされるまでどれぐらいかか

るのか。それから、会議録検索システムに

反映されるのはどのぐらいのタイミング

なのか。 

 また、ホームページでは、以前は動画配

信、ライブ中継が始まる前は音声だけでも

すぐにアップされていたかと思います。ラ

イブ中継が始まった後、音声配信がなくな

っていると私は認識しているのです。そう

いった情報を公表されるタイミングにつ

いては、現状、令和３年度を含めてどうな

ってきているのか。令和２年度から含めて、

改善点があれば、またその点もお聞かせく

ださい。 

以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 大西局次長。 

○大西事務局次長 安藤委員の四つのご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目でございます。議会だより

の配布先が困難な施設等があるのかとい

うお問いです。現在、業者からそういった

報告は受けておりません。ただ、先ほどの

答弁でも申し上げましたけれども、配布し

た後に受けております報告の中で、届いて

いないとお問い合わせを市民からいただ

いて、個別にお配りをさせていただいたよ

うな案件の報告は受けております。 

 ２点目でございます。動画配信の日数で

ございます。今は９日後としております。

ちなみに申し上げますと、令和３年度につ

きましては１０日後でございました。本委

員会でこの日数について、もう少し検討な

らないかというご意見もいただいており

ましたので、事務局で精査しまして、業者

と交渉の結果９日という形で１日短縮を

させていただいております。 

 三つ目でございます。会議録検索システ

ムの期間でございます。こちらから依頼を

出して、おおむね２週間ぐらいで会議録検

索システムにアップをさせていただいて

おります。 

 ただ、各種会議録につきましては、先に

市議会ホームページでアップをしており

ますので、そちらを見ていただけるように

はさせていただいております。 

 本会議、委員会の会議録をホームページ

にアップした２週間後ぐらいに会議録検

索システムに反映されるというご理解で

お願いをします。 

 次に、本会議録とかの改善点でございま

す。今の運用の流れで申し上げますと、次

期定例会までに本会議録を作成して公表

しております。そこの作業の時間に関しま

しては、実務をやっておりますと、妥当と

考えております。近隣各市についても、大

体、同じぐらいの時間はかかっております

ので、本市が遅いわけでもないですし、飛

び切り早いわけでもないと認識しており

ます。 

 次に、本会議の音声配信の件でございま

す。ライブ配信と動画配信をするときに、

一定整理をさせていただいてなくした経

緯があったと存じ上げております。この分

について、今、復活させるかどうかという

お話と思うんですけれども、事務局として

は考えておりません。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 議会だよりの配布につい

ては、やはりいろいろ市民の皆さんのとこ

ろに届きにくい環境もあるかと思います

し、それぞれの施設の事情等もあって届か

ないケースもあるかと思います。できるだ

け広報せっつの配布とも情報を密にして
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いただいて、できるだけお届けができる工

夫であったり、施設的な問題があるのであ

れば、そういった管理されているところと

の相談も議会だよりだけで単独でやれる

かどうかは別にして、その点についても検

討であるとか、注視をしておいていただい

て、届けられる方法で頑張っていただきた

い。連絡があって、個別のお届けをしてい

ただいていると業者からの報告、非常にあ

りがたいことでもありますし、そういった

対応も引き続きやっていただきたいと思

います。 

 それから、音声配信であったり、動画配

信であったり、議会の議事録についてでご

ざいます。できるだけ早いタイミングで市

民の皆さんに議会の論議等を見ていただ

く、知っていただくのがとても重要なこと

だと私は思っているのです。そういう点で

は映像配信は本会議しかやっておりませ

ん。この、１日短縮されたことは大きな改

善点だと思います。評価したいと思います

が、９日の期間をもっと短くする。例えば、

議会によってはライブ配信をすぐにＹｏ

ｕＴｕｂｅ等で流すことをやっておられ

る議会もあります。費用の面、それから、

映像整理の点、いろいろ課題はあるかと思

いますけども、それについてはまた議会の

中でいろいろ議論をしていく必要がある

と思います。そういった問題意識を持って

いるということをここで申し上げ、また議

長、副議長、議会運営委員会の正副委員長

にも一度そういった議論、今後、俎上に上

げていっていただけたらと思います。これ

は議会の中での問題意識として発言して

おきます。 

 それで、会議録検索システムに反映され

るのは、市議会ホームページに議事録が載

ってから２週間後ということです。市議会

ホームページに本会議の議事録は、本会議

が終わった後、どのぐらいの日数でホーム

ページに載っているのか、お聞かせくださ

い。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 市議会ホームページ

への本会議録のアップにつきましては、本

会議終了後、おおむね２か月後となってお

ります。 

 各委員会の会議録につきましては、その

会期中の議会運営委員会前までにアップ

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 傍聴に来られた方やライ

ブ配信を見られた方は、即座にそれを見る

ことができたりするわけです。それを見逃

してしまうと、映像を見るのには９日後、

文字で見ようと思えば本会議の場合です

と２か月後になるかと思います。ここは、

やはりその期間を短縮していく努力が私

たち議会に求められていると思います。そ

ういう点で先ほど少しご紹介させていた

だいた動画配信の部分を即座にアップす

る方策を考えるとか、以前やっていた音声

配信ですが、動画配信、ライブ中継をやる

ことによって整理してなくしてしまいま

したけれども、終わった直後の音声を一定

期間流していくことも復活させてもいい

のではないかと思います。もちろん費用等

もかかってくることになるかと思います

が、その点は可能なのか、費用面でどのぐ

らいのものになるのか。音声配信について

は恐らく委託というよりは、ＵＳＢの録音

機で取っておられて、事務局で整理をして

流す作業をされていたんではないかと思

います。その点、事務の増大の負担増が関

わってくると思うのですけど、その点で少
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し方向性といいますか、そういったことに

対してどのように受け入れられるのか、も

しくはもっと議会としての議論をやらな

ければいけない問題なのか、事務局として

のお考えを聞かせてください。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 音声配信の件でござ

います。先ほどもご答弁はさせていただき

ましたけど、ライブ配信、動画配信をする

ときに一定整理していただいていると事

務局としては認識しております。 

 そのときに、議会事務局の事務も含めて

議論もしていただいていたと認識をして

おります。そういった意味で、いま一度、

この業務をふやしてというのは事務局と

して考えておりません。 

 ただ、もう一度、この議会運営委員会

等々で議論をしていただいて、そういう流

れになるのであれば、また精緻に数字は出

していきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 この間の議会改革と、それ

から議会事務局の負担の軽減等々、両方で

議論をやってきた到達点が今にあると思

います。一定、その閲覧もしていただいて

いるということでいえば、以前と比べても

大分前進してきていると理解をしており

ます。 

 ただ、今後、このままの状態でいいのか

どうかという点で考えると、やはり市民の

皆さんにいち早く情報をお届けすると。今、

インターネットとか、デジタル行政法であ

るとか、様々なＩＴを取り入れた行政運営

が行われている中、議会のシステムがそれ

に遅れてしまっているということはやは

り問題意識を持たなければいけないのか

と思います。その点、改めて議会運営委員

会、もしくは議会全体の中で皆さんと考え

ていけたらいいんではないかと思います

ので、今日はこの辺にさせていただきます。 

 最後に、議会のホームページについても

慣れているものには分かりやすいんです

けど、市民の皆さんが初めて開いたときに、

知りたい情報をすぐにアクセスできるか

という点でいうと、そうとは言い切れない

部分もあります。議会のホームページにつ

いてもまた検討、工夫を加えていただくよ

うにお願いしておきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 質問がないようです

ので以上で質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。よって本件

は認定すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３分 休憩） 

（午前１１時５分 再開） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

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４回定例会の審議

日程等の事務局案について、お手元の資料

に基づき説明いたします。 
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 まず、１ページ目の審議日程につきまし

ては、会期は１２月２日から１２月２０日

までの１９日間でございます。 

 本会議初日の１２月２日は、閉会中の継

続審査となっていました案件の委員長報

告、採決、そして付託案件について、提案

理由の説明、質疑、委員会付託並びに即決

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切で

ございます。 

 １２月５日が文教上下水道及び民生常

任委員会、６日が総務建設常任委員会と、

常任委員会予備日、７日が常任委員会予備

日でございます。また、６日の正午が一般

質問の届出締切でございます。なお、審議

日程には記載しておりませんが、５日の民

生常任委員会終了後、民生常任委員協議会

が開催予定となっております。 

 １５日が議会運営委員会、１９日は本会

議で一般質問、２０日の本会議では、一般

質問の後、付託案件の委員長報告、採決の

後、議会議案の審議となっております。 

 また、２０日の本会議終了後に開催いた

だく議会運営委員会は、次の第１回定例会

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

ついて説明申し上げます。 

 まず、１２月２日につきましては、日程

１が会期の決定、日程２が議選第４号、摂

津市選挙管理委員会委員及び同補充員の

選挙で、選挙の方法は指名推選でございま

す。 

 なお、議選書につきましては、１２月２

日の本会議開会までに議場配付させてい

ただきます。 

 日程３は認定第１号から認定第８号で、

委員長報告を受けた後、討論、採決でござ

います。この８件を採決グループごとにま

とめるように順序を並び替えて、備考欄に

一括起立採決、あるいは一括簡易採決と記

載いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理いたしますと、認定第１号、認定第２

号、認定第３号、認定第４号、認定第７号

及び認定第８号は一括起立採決、認定第５

号及び認定第６号は一括簡易採決となり

ます。 

 日程４は議案第５０号など１４件で、提

案理由の説明を受けた後、所管の委員会に

付託となります。 

 日程５は報告第１０号で報告を受けて

いただきます。 

 日程６は議案第６３号で、上程の上、即

決でございます。 

 日程７は議案第６４号で上程の上、即決

でございます。 

 次に３ページで、１２月１９日につきま

しては、一般質問でございます。 

 ２０日については、日程１、一般質問の

後、日程２、議案第５０号など、委員会付

託案件の１４件を一括議題の上、委員長報

告、採決となります。 

 以上が審議日程でございます。 

 次の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及

び議会運営委員会で審査いただく案件で

ございます。 

 最後におつけしています所管別分割表

につきましては、議案第５０号、令和４年

度一般会計補正予算（第７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、事務局案の説明といたします。 

○村上英明委員長 ただいま、事務局から
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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） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 次に、個人情報保護法の改正に伴う条例

制定について協議を行います。 

 本件につきましては、事務局から説明を

受けた後、協議を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、個人情報保

護法の改正に伴う条例制定についてご説

明させていただきます。 

 本件につきましては、前回の本委員会で

ご説明しましたとおり、現在のところ、条

文の文言等を執行部と調整している段階

となります。執行部との調整が完了しまし

たら、改めて条例案をお示しさせていただ

きます。 

 本日は、条例案のうち、罰則規定につい

てご協議いただきたいと考えております。

これにつきましては、当初、スケジュール

案でもお示しいたしましたとおり、罰則規

定を設けるに当たりましては、地方検察庁

との協議が必要となります。また、全国市

議会議長会からの通知では、当該協議に２

か月程度の時間がかかることが示されて

おります。このため、本日、罰則規定の内

容を協議、決定いただきましたら、早急に

地方検察庁との協議に入っていきたいと

考えております。 

 それでは、罰則規定の説明をさせていた

だきますので、お手元の資料１、条例案等

の対照表をご覧ください。 

 本資料では、左側から順に、摂津市議会

の個人情報の保護に関する条例案、真ん中

は現行の摂津市個人情報保護条例、一番右

が改正個人情報保護法の罰則部分を抜粋

したものとなっております。左側の条令案

は、先日の本委員会でお示ししたものと同

内容で、真ん中に記載している摂津市個人

情報保護条例が現行の条例となっており

ます。 

条例案と現行条例との違いといたしま

しては、議会において該当しないものを除

いた規定としているところでございます。

例えば、１ページ目の真ん中、現行の摂津

市個人情報保護条例第５１条の規定にあ

る指定管理者の部分につきまして、議会で

は指定管理制度に該当するものがないた

め、左側の条令案には記載をしておりませ

ん。 

 また、２ページ目でございます。真ん中、

第５４条につきましては、個人情報保護審

査会委員の罰則規定となっておりまして、

議会では審査会を設置しない予定であり

ますことから、条例案では規定をしており

ません。 

 最後でございますけども、罰則に係る期

間や額についてでございます。条例案の条

文中に規定している懲役の期間や罰金な

どの額につきましては、現行の摂津市個人

情報保護条例と同内容としているもので

ございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 ただいま事務局から

説明があったとおり、地方検察庁との協議

を行うため、本日は罰則規定について協議、

決定したいと思います。 

 それでは、罰則規定につきまして、ご意

見等ございますでしょうか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 執行部の個人情報保護条

例施行に関わる条例になるんでしょうけ
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ども、まだ議論をされている最中です。そ

ちらの本体と、議会の保護条例は、綿密に

打ち合わせて、連携もしていただく必要が

ある一方、本体の条例と議会の条例では、

国の個人情報保護法の共通ルール化の枠

の中にあるのか、外にあるのかという違い

があるかと思います。その点は議会独自の

条例として、現行の条例を緩和する方向に

なってはいけないと私は思っております。 

 罰則の第５３条で、議会では指定管理者

はありませんので、公の施設そのものを議

会が持つということはなく、当然指定管理

者はないわけです。指定管理の部分につい

ては、省いているという説明です。現状、

議会で、執行部の中ではあるけども、議会

としては考えられないことについては、条

文から外していく、その辺の融通は、この

罰則規定に関わらず、ほかの規定において

もあり得ると理解していいんでしょうか。

その点を聞かせてください。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 今、ご質問いただいた

とおりでございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 本日は罰則規定のことで

協議するということなんであまり触れま

せんが、先日も協議した中で、全文を見せ

ていただいて、これからまださらに練って

いかれることになるかと思います。例えば、

新しい個人情報保護法の中に、新たな定義

として仮名加工情報であるとか、匿名加工

情報などが記載されております。 

 議会の中での個人情報、とりわけ仮名加

工情報、匿名加工情報というものが実際に

起こり得るのかという点もまだ理解が分

からなくて、あえてそのようなものを条例

に入れるべきなのかどうなのかというこ

とです。個人情報ファイルについても作成

して公表するということに法律ではなっ

ております。議会で持つ個人情報について、

どこまでそういったファイルを作成し、公

表するのか、現状そこまでの協議には至っ

ておりません。民間企業等々へ利活用がで

きるよう、しやすいようにしていく法の趣

旨の中で、とらわれているのかという点で、

非常に不透明なところがあります。不透明

なものをただ議論もなくやってしまうの

はあまりよくないと思っていて、もし、こ

の間の議論の中ではまだ到達していなか

ったんですけども、そういったことについ

ても、今後、もう少し内容を我々に理解で

きる資料等もいただけたらと思います。 

 もし、何かその点で現状分かっているこ

とがあれば教えてください。 

○村上英明委員長 大西局次長。 

○大西事務局次長 安藤委員のご質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず、一番初めにおっしゃっていただき

ました匿名加工情報の件でございます。安

藤委員からありましたとおり、今、私ども

の議会で、これに該当するものが基本的に

はないと考えております。 

 そのことを条文に入れるか入れないか

は、またお決めいただけたらと思っており

ます。それは本体の条例のところで、また

皆さんからご意見をいただければと思っ

ております。 

最後にご意見いただきましたが、条文の

説明というよりは、用語集のようなものを

つくらせていただいて、委員の皆様にお配

りしようと思っております。 

 例えば匿名加工情報について、どういう

ものなのかという部分があると思います

ので、これらの言葉の用語集みたいなのを

作って、皆さんにお配りをさせていただき
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たいと事務局としては、現在考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 個人情報保護条例は、もと

もと地方自治体が先行してつくられてき

たものであって、まさに地方自治を具現化

しているような条文で、それが今回、個人

情報保護法によって、自治体ごとに違う個

人情報保護条例を一つに共通化してしま

おうというのが今回の法の趣旨ではある

かと思います。たまたま議会がそういった

個人情報保護の基本ルール化からは少し

別個にされてしまいましたので、議会が持

つ個人情報保護に関する規定が何もなく

なってしまっていると。そういう点で言え

ば、条例はつくらないといけませんので、

基本的にはこれをよりよいものにしてい

くのが大事なことだと思います。どうして

もやっぱり個人情報保護法の方向である

とか、そこにかなり影響を受けやすいもの

だと思います。議会が持つ個人情報は、執

行機関が持っているものと比べると、圧倒

的に少なかったりするわけです。それでも

一定理解をした上で大事な個人情報保護

について考えていかないといけないと思

います。議会としてもより理解できるよう

な資料を提供いただけることは非常にあ

りがたいことでお願いをしておきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほかはよろしいでし

ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは質疑がござ

いましたけれども、罰則規定につきまして

は、本内容で地方検察庁と協議をさせてい

ただくことに決定をしてよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 次に、議会運営委員会の行政視察につい

て協議をさせていただきます。 

 令和２年度以降の本委員会における行

政視察につきましては、コロナ禍の状況も

鑑み、中止の判断をしてまいりました。今

年度につきましても、現時点で全国的にコ

ロナの感染者数がふえてきている状況下

であることから、中止の判断をさせていた

だきたいと考えております。これにつきま

して、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、中止という

ことで決定をさせていただきます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染予防対

策についてであります。 

 資料②の新型コロナウイルス感染予防

対策をご覧いただきたいと思います。 

 本定例会では、現在の状況を鑑みまして、

本会議場では１番の手指消毒、マスクの着

用で、２番目に議場に入る方の体温測定で、

３番目の飛沫防止アクリルパネルの設置、

４番目の議場の常時開放による換気、そし

て６番目の傍聴者席の減及び委員会室に

おきましては、１番の手指消毒、マスクの

着用、２番目の委員会室に入る方全員の体

温測定、３番目の飛沫防止パーテーション

の設置、４番目の理事者の人数制限で、５

番目の理事者の間を開けて配席の対策を

実施したいと考えております。ご異議ござ

いませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１１時２４分 閉会） 
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