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第１回政務活動費検討委員会 

 

日   時  令和元年10月28日（月曜日） 

午後３時00分 ～ 午後３時41分 

実会議時間 ／ 31分 

会   場  第２委員会室 

傍 聴 者  なし 

出 席 委 員  會田 一男 委員長       佐藤 栄作 副委員長 

村上 晃一 委員        蛇石 郁子 委員 

栁田 尚一 委員        三瓶 宗盛 委員 

福田 文子 委員        佐藤 徹哉 委員 

大木 進  委員        伹野 光夫 委員 

       高橋 善治 委員        大城 宏之 委員 

欠 席 委 員  なし 

説 明 員  なし 

事務局職員【書記】 

  議会事務局長  伊藤 克彦     議会事務局次長 薄 正博 

                     兼総務議事課長 

       総 務 議 事  吉田 英明     主任主査兼  佐藤 真人 

       課 長 補 佐            政務調査係長 

主    任  伊藤 広喜     主    査  槻田 隆浩 

主    査  鹿俣 由絵     主    査  柴田 悠 

会議に付した事件 

正副委員長互選について 

課題・検討事項について 

今後のスケジュールについて 

現地調査の有無 

なし 
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午後 ３時００分 開会 

○大木 進臨時委員長 それでは、ただいまから第１回郡山市議会政務活動費検討委員会を開

会いたします。 

 本日の欠席の連絡は皆無でございます。 

 また、傍聴者等はありません。 

 次に、議長がお越しでございます。これより議長よりごあいさつをいただきます。よろしく

お願いいたします。 

○七海喜久雄議長 皆さん、大変お疲れさまでございます。 

 それでは、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 政務活動費については、地方自治法に基づき、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に

反映させる活動等に必要な経費として交付され、議会機能の充実・強化を図る上で非常に重要

な役割を担っております。 

 一方で、政務活動費は市民の税金による交付金であることから、本市議会としましては、政

務活動費の使途の透明性の確保をはじめとする適正な制度運用に努めてまいったところであり

ます。 

 しかしながら、全国では適正な運用に欠ける監査や訴訟になる自治体もあったことから、全

国市議会議長会からも「政務活動費の適正な運用と透明性の確保について」の通知が出され、

政務活動の最新判例などが出されていることを鑑み、より社会経済情勢を踏まえた適切な対応

は求められているところであります。 

 また、新聞報道でもあるように、行政調査に係る政務活動費への関心も高まってきておりま

す。 

 これらを踏まえ、改めて政務活動の適正な運用に関する検討を行っていく必要があると考え

ております。 

 委員各位にあっては、充実した検討をお願いし、あいさつとさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○大木 進臨時委員長 ありがとうございました。 

 なお、議長につきましては、公務のため、ここで退席をさせていただきます。  

〔議長退席〕 

○大木 進臨時委員長 それでは、これより委員長の選出を行います。 

 委員長の選出については、検討委員会設置要綱第４条第１項において委員の互選によるとさ

れておりますので、互選による委員長を選出することとなりますが、お諮りをいたします。指

名推選や投票の方法がございますが、いかがいたしますか。 

 伹野委員。 
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○伹野光夫委員 指名推選でよろしいかと思います。 

○大木 進臨時委員長 ただいま指名推選との声がありましたので、異議ございませんでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大木 進臨時委員長 それでは、異議なしと認めます。 

 よって、互選の方法は指名推選によることに決定をいたしました。 

 さらに、お諮りをいたします。指名の方法については、臨時委員長において指名することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大木 進臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、指名の方法については、臨時委員長において指名することに決しました。  

 それでは、指名をいたします。 

 委員長に會田一男委員を指名いたします。 

 ただいま指名いたしました會田一男委員を委員長とすることにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大木 進臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、會田一男委員が委員長に選出されました。 

 それでは、ご協力に感謝を申し上げまして、臨時委員長の任務を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○會田一男委員長 委員長に指名いただきました會田です。皆様のご意見をまとめて、透明、

適切な政務活動費の使用について取りまとめていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願

い申し上げまして、あいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

〔「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 それでは、これより副委員長の選出を行います。 

 副委員長の選出につきましても、検討委員会設置要綱第４条第１項により、互選により副委

員長を選出することとなります。 

 互選の方法についてお諮りいたします。指名推選や投票の方法がございますが、いかがいた

しますか。 

〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 委員長一任との声がありました。委員長一任でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 では、委員長の指名推選とさせていただきます。皆様にご異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 異議なしと認めます。 

 よって、指名の方法は、委員長において指名することに決定しました。 

 それでは、指名いたします。 

 副委員長に佐藤栄作委員を指名いたします。 

 ただいま指名しました佐藤栄作委員を副委員長とすることにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 異議なしと認めます。 

 よって、佐藤栄作委員が副委員長に選出されました。 

 それでは、佐藤栄作副委員長、一言ごあいさつをお願いいたします。 

○佐藤栄作副委員長 ただいま副委員長にご指名いただきました佐藤栄作でございます。委員

長を最大限にサポートし、スムーズな委員会運営に努めてまいりますので、皆様、どうぞよろ

しくお願い申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。よろしくお願いします。  

〔「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 ありがとうございました。 

 協議に入る前に、委員席の指定をさせていただきます。 

 委員席については、ただいまご着席の席を委員席として指定することにご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 改めまして、ただいまご着席の席を委員席として指定します。 

 次に、本委員会における委員会記録を作成することとしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 では、委員会記録署名委員の指名を行います。 

 委員会記録署名委員の指名については、委員長において村上晃一委員を指名しますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、協議に入ります。 

 本日は、（１）課題・検討事項について、（２）今後のスケジュールについて、（３）その

他の協議を行います。 

 初めに、協議事項（１）課題・検討事項について協議いただきます。 

 それでは、事務局に説明を求めます。 

 佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 それでは、政務活動費検討委員会でご協議いただく課題・検

討事項について、お手元に配付しているこちらの資料により説明させていただきます。  
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 初めに、１、最新判例を踏まえた対応についてになりますが、こちらは全国市議会議長会で

策定された「政務活動費に関するＱ＆Ａ」、さらには最新判例を踏まえ、課題として検討して

いただく事項として「按分率」について挙げております。 

 按分率については、既に郡山市議会のほうでも、支出する経費の区分によっては適用してお

りますが、その中でも今回、広報紙基準について、顔写真の有無、按分率適用等、また、按分

について、パソコン購入費、コピー機リース料等の備品の取り扱いに関して検討していただき

たく、課題・検討事項として挙げております。 

 なお、全国市議会議長会で策定した「政務活動費に関するＱ＆Ａ」及び仙台高裁、地裁の判

例については、ご案内したとおり、タブレットで配付させていただいておりますので、今後、

こちらの資料を踏まえご協議いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。  

 次に、タブレット導入に伴う取り扱いの変更についてですが、こちらは、９月定例会から全

議員にタブレットが配備されたことに伴う政務活動費において関係すると思われるタブレット

本体購入費、デジタルカメラ購入費、パソコン購入費、インターネット代、セキュリティソフ

トについて検討するため、課題・検討事項として挙げております。 

 次に、３として、改選期の取り扱いについて。 

 こちらは、決算期間についてと改選期の基準日について。こちらを課題・検討事項として挙

げております。 

 なお、改選期の取り扱いにつきましては、条例等の関係もあることから、議会だけでは決定

できない部分もありますので、それらを踏まえて検討、協議していただくこととなります。  

 最後に、行政調査について課題・検討事項として挙げております。 

 政務活動費の課題・検討事項に関する説明は、以上でございます。 

○會田一男委員長 事務局の説明が終了しました。 

 各委員からご意見、ご質問等はございませんか。 

 大城委員。 

○大城宏之委員 今の説明を受けました。確認したいのは、その他の項目とかは検討しないん

でしょうか。 

 私、非常に、ガソリン代など判例、判例と言うんだけれども、今４分の３が私用、４分の１

が公用と、これだけ毎日のように議会に来ているのに、そういう過去の判例でいいものかと非

常に疑問に思っています。 

 それから、もう一点、議員の名刺の取り扱いについて。 

 私が１期のときでした。選挙前に2,000枚も4,000枚も名刺を使った議員がいた。それで、

議員の名刺はいかがなものかということで削除になってしまいました。しかし、議員の名刺は、

議員じゃないと名刺を使えないんだから、そういう印刷代の見直しとかも含めて、前回に比べ
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て見直しする項目がいっぱいあると私は感じています。 

 当局からあてがいぶちのタブレット来ました。本当はＡ４サイズにしてくださいというよう

な話をしたんだけれども、そのことについてもちょっと異論を唱えたい。要するに、タブレッ

トがすごく見づらいよね。業者の説明会でも、これじゃなくて大きいタブレットで研修を受け

たはずなのに、採用になったのはこのサイズ。となれば、拡大をしなくても見られるような画

面にかえたいとかというのは今後の課題だと思うんですが、その他のこの案件以外にプラス項

目を出していいものかどうかはちょっとお聞きしたいと思います。 

○會田一男委員長 佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 この会議の開催に当たりまして、追加項目があれば挙げてく

ださいとさせていただいておりましたが、現時点では委員の皆様から挙がってはいなかったの

で、そのまま事務局で作成した協議事項をお出ししております。 

 ただ、協議事項で挙げているとおり、協議事項に関してこの場で決定していただきたく挙げ

ておりますので、協議する事項を追加する追加しないも含めご検討いただければと思います。 

 以上でございます。 

○會田一男委員長 ただいま大城委員からガソリンの件、名刺の件、タブレットの件、３件追

加してはいかがという提案がございましたが、皆様のご意見を頂戴したいと思います。  

 佐藤徹哉委員。 

○佐藤徹哉委員 詳細な項目については、まだまだ委員会詰めていけばいっぱい出てくるよう

な気がします。 

 そこで、今１から４番の項目まで事務局提案とありますので、５番にその他という項目を１

つ加えてはいかがでしょうか。委員会重ねていく中で皆さんから意見をいただいていけばよろ

しいのではと考えますが、いかがでしょう。 

○會田一男委員長 佐藤徹哉委員から提案のありましたように、５番としてその他として追加

するように考えますが、よろしいでしょうか。お諮り申し上げます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 異議なしと認め、５番としてその他を追加することといたします。 

 ほかございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○會田一男委員長 ないようですので、次に移ります。 

 協議事項（２）今後のスケジュールについて協議いただきます。 

 それでは、事務局に説明を求めます。 

 佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 それでは、今後のスケジュールについてこちらの資料により
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説明させていただきます。 

 今回の協議につきましては、今回も含めて第５回までの開催スケジュール案としております。  

 １回目は本日でございますが、２回目については、11月上旬に開催し、課題・検討事項の

１つ目、最新判例を踏まえた対応についてとして按分率、広報紙基準、備品の取り扱いについ

て協議していただき、第３回目につきましては、11月下旬に開催し、残りの事項であるタブ

レット導入に伴う取り扱い、改選期の取り扱い、行政調査について及び今回提案いただきまし

たその他についてご協議いただき、第４回について12月下旬に開催して、第２回から第３回

まででご協議いただきました課題・検討事項に関しての「郡山市政務活動費の手引き」の修正

等についてご協議いただき、最後に第５回について１月下旬に開催し、ご協議いただきました

結果を取りまとめ、議長報告案についてご協議いただくというようなスケジュールで考えてお

ります。 

 なお、あくまでスケジュール案でございまして、課題・検討事項のそれぞれの項目の協議が

長くなった場合等については次回にずれ込むといったこともございますので、よろしくお願い

いたします。 

 今後のスケジュールに関する説明は、以上でございます。 

○會田一男委員長 事務局からの説明が終了いたしました。 

 各委員会からご意見、ご質問等はございませんか。 

 高橋委員。 

○高橋善治委員 今、その他の事項を追加したので、事の難しさとか複雑さを按分しながらこ

ういったスケジュールを考えてくれたと思うんですが、その他の事項でどういうのが出るかわ

からないということもあって、聞きたかったのは、第６回というのは日程的にあり得ないとい

うスケジュールになるのか、場合によっては第６回ということも可能なのか、この全体の議会

の流れの中とこの検討委員会の設置基準との関係で可能なのかどうか。でないと、なかなかそ

の他、出されても検討できなくなっちゃうという、そういうことなので教えていただきたいと

思います。 

○會田一男委員長 事務局、佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 こちらのスケジュール案につきましては、２月以降、３月定

例会等も入ってきて、なかなかスケジュールとりづらいかなということで、あくまで理想的な

スケジュール案として、１月下旬にはある程度の報告案を示したいということでお出しさせて

いただいております。 

 ただ、ご指摘があるように審議が終わらない場合は、別途、委員会開催の追加も含めてご協

議いただく必要性が出てきてしまうのかなと。それらについては、現時点ではちょっと加味し

ていなかったんですけれども、それらについて開催の日程を踏まえながらご協議いただくこと
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になってしまうというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○會田一男委員長 高橋委員。 

○高橋善治委員 今説明いただいたような認識で、みんなで合意できるのであれば変更もあり

得るよという前提でこのスケジュールを決めていくというのであれば、それでいいかなとは思

います。 

○會田一男委員長 今、高橋委員からご提案がございましたように、協議が間に合わない場合

は会議を追加するという認識で、皆様、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 会議が追いつかない場合は改めて追加していくということで、決定したい

と思います。 

 それでは、初めに、次回の日程を決めていきたいと思いますが次回の日程は11月15日、

13時15分からでいかがでしょうか。 

 暫時休議します。 

午後 ３時２６分 休憩 

─────────────────────────────────────────────────── 

午後 ３時２８分 再開 

○會田一男委員長 では、再開いたします。 

 変更の提案があれば、よろしくお願いします。 

 大城委員。 

○大城宏之委員 今、案は11月15日金曜日だったんですが、11月12日の火曜日あたり、い

かがでしょうか。 

○會田一男委員長 事務局、都合的には大丈夫ですか。 

佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 大丈夫です。 

○會田一男委員長 それでは、今提案ありましたように、11月12日、13時15分でよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 異議なしと認め、次回の開催は11月12日、13時15分といたします。 

 大城委員。 

○大城宏之委員 ついでに言えば、11月下旬は11月25日の13時15分でいかがでしょうか。 

○會田一男委員長 第３回目以降についてでありますが、できれば会長会の後に入れたいと考

えております。それで、第３回は11月25日、第４回は12月25日、第５回については１月下
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旬ころとなりますので、再度検討させていただきたいと考えております。 

 そこで、第３回、11月25日、第４回、12月25日のそれぞれ13時15分でいかがでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○會田一男委員長 異議なしと認め、第３回は11月25日、第４回は12月25日、それぞれ13

時15分からと決定したいと思います。 

 なお、ほかにスケジュールの変更等があった場合については、正副委員長に一任させていた

だきたいと思います。 

 次に、協議事項（３）その他について委員の皆様から何かございますか。 

 佐藤徹哉委員。 

○佐藤徹哉委員 これから協議が始まります。大体、決定が１月ということで今日示されたの

ですが、それまでの間は現行の政務活動費の手引きを適用すると考えてよろしいでしょうか。 

○會田一男委員長 事務局、佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 こちらについてご協議いただいた後に、適用時期についても

ご協議いただきたいなというふうに考えております。こちらについては、別途、適用時期も協

議していただきたいと事務局では考えております。 

 以上です。 

○會田一男委員長 よろしいですか。 

 佐藤徹哉委員。 

○佐藤徹哉委員 再度確認します。 

 現在購入したものの請求について、あるいは現在使用しているものの按分については現行の

ものを適用すると考えてよろしいでしょうか。 

○會田一男委員長 事務局、佐藤政務調査係長。 

○佐藤主任主査兼政務調査係長 事務局のほうとしてはですが、今回課題として挙げたのは、

判例等でちょっとどうかなと、協議していただかないとということで挙げておりますので、今

早急に買わなければならないもの以外はちょっと見送っていただきたいというのが正直なとこ

ろではございます。結論出る前に買っちゃうという考え方よりは、ちょっと結論を待ってとい

うことで取り扱っていただけないかなというところでは考えているところではございます。  

 以上です。 

○會田一男委員長 では、暫時休議します。 

午後 ３時３２分 休憩 

─────────────────────────────────────────────────── 

午後 ３時４０分 再開 
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○會田一男委員長 それでは、再開いたします。 

 その他について皆様から何かございますか。 

〔発言する者なし〕 

○會田一男委員長 ないようですので、それでは、次回の委員会日程について11月12日、13

時15分から予定しております。 

 なお、後日改めて事務局より通知いたします。 

 それでは、以上で政務活動費検討委員会を終了いたします。 

 皆様、お疲れさまでした。 

午後 ３時４１分 閉会 
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