平成29年 11月 2日

政務活動費交付額等審査会

午前 10時 OO分 開会
○民谷会長

おはようございます。もう、早 いもので 11月 に入 りま して、第 11回 の政

務活動費交付額等審査会ということにな ります。お忙 しいところお集まりいただきま して、
ありが とうございます。
き ょうの議題は、お手元にございますように、使途基準の者え方について、それか ら、
きょうは平成 28年 度収支報告、その他ということにな つております。
それでは、最初の使途基準の考え方について、前回いろいろご議論いただいたことを踏
まえてのことで ございますけれ ども、事務局からご説明をいただけますか。
○依田次長

はい。それでは、お手元の、委員さん限りの資料に基づきま してご説明いた

します。
前回、いろいろご意見をいただいて、それに基づきま して修正をかけたものでございま
す。人件費の支出できる経費のうち、

(1)の 給料についてで、 ございますけれども、以

前の資料につきま しては、ただ し書きの中に、「ただ し、継続 して雇用する場合」 という
S、

うな文言が入 つてございま した。これは嚇要ないんではないかということで、外させて

いただきま した。単純 に、「 2分 の 1を 上限とする」といつたところをうた ったもので ご
ざいます。
続きま して、審査会の答申の部分に、「 2分 の 1の 按分比を上限とは」というような定
義づ けをさせていただいたようなところなんですが、 これはもう必要はないということで、
もう単純に継続 して雇用する場合については、 2分 の 1を 按分比とすべ きだと、するとい
うことを明確にするために、必要ないということで、そ こを削除させていただきま した。
資料については、以上で ございます6
なお、使途基準等につきま して、 10月

25日 に幹事長クラス参加の会合に基づきま し

て、中で答申の内容につきま して議論させていただいたところにつきま して、進捗をち ょ
つとご報告申 し上げたいと悪います。
中での議論につきま して、費日でいいますと会議費、 これについて議論があ ったところ
でございます。会議費について、飲食を伴 うものについては廃止すべきだとい ったご意見
がある一方、会議費については、参加費、会費ですね、 これにつきま しては、飲食 を伴わ
ない、飲食 とは別に、会場費、資料費などがあるのではな いか とい つたところが、 ご指摘
がありま して、 これにつきま しては、各種団体に申 し入れて、確認をさせていただ <と い
つた調査をかけると。議員さんのほうで調査をかけるとい つたところです。内容と しま し
ては、町会や商店街、 いろいろな行政の会合 に関する、そういつた会合の中の会議費 と言
われている内容ですね。 これについて、どの部分が飲食に当たるのか、飲食経 費 に当たる
のか、会場費に当たるのか、資料費に当たるのかというのを調査 したいということで、調
査をかけるという話で終わ りま した。
片や、会議費の中に、みずか ら主催する会場費、まあ会場を借 り上げる経費、 こういっ
たものもあるのではないかといつて、 これは別費目かなというようなご指摘がございま し
た。このあた りはち ょつと調整させていただいて、 12月 をめどに結論を出 していきたい
ともで、条例等 の見直 し、改正については、 4月 1日 からの施行がよろ しいんではないか
なというような意見が ございま した。
なお、ほかの費目で ございますけれ ども、交通費について、タクシー使用の理由の厳格
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化、 これについても若干の賛否が ございま した。なかなか、こう、今現在行 つている使途
の区分け、 これ以上行うと、なかなか使い勝手が悪 <な るというようなご意見がございま
した。 この辺も調整 してということになろうと悪います。
先ほども申 し上げたとおり、スケジュール的には 11月 議会、第 4回 定例会後、年内を
めどに、一定の結論を出 し、 4月 1日 からの施行を目指 したいというような状況で、今、
作業、議論が進められているところでございます。
私からの報告は以上でございます。
○民谷会長

はい。あ りがとうございます。

まず運用指針のほうですね、 ご訂正な り修正いただいた部分があるということですけど
も、これについては、皆さんいかがで しょうか、今ごらんいただいて。
このつ <り だと、継続雇用を している場合のことが主 な前提 というかにな っているわけ
ですね。
○依田次長

はい。

○民谷会長

で、下にありますけども、「政務活動補助 に限定 した臨時雇用」の場合 とい

うのが、そこで、ち ょっと書いてあるんですけども、そういうつ <り でいいのかどうかと
いうのが、もう少 し、その下の臨時雇用の場合もあるんだよということをわかるように書
いたほうがいいのかな という気もするんですけどね 。そ こだけですね、ち ょっと気になる
のは。
○依田次長

はい。そ うですね、給料については、 このただ し書きをとるかわ りに、継続
して雇用するというような文言 を一 言 あ、入 っていますかね、 これ。「継続 して雇用す

る」。
○民谷会長

うん。だから、 これはもう、継続 して雇用する場合のことを書いているわけ

ですね。
○依田次長

ええ、そ うですね。はい。それが前提でということです。

○民谷会長

うん。まあ、いいんですかね、

(3)番 に賃金が出てきて、臨時に一時雇用

する場合に要する経費 というのがあつて、 これが両項立てだというのがわかるようにはな
つているわけですけど。
○依田次長

そうですね。 この賃金が、今、現状では、雇用の場合はこの形で行われてい

るということで ございます。
○民谷会長

ええ。 この賃金 の場合は、いわば

(4)番 のような趣旨のものを全部、どう

なるんですか、反映するんですか。臨時雇用、その目的に限 つて、政務活動を補助する職
員で、臨時にそれに限 つて雇 う場合には、賃金プラス社会保険料とか、そういうものを。
○依田次長 下のほうの、帯がかか つた参考の基準、範囲ですね、この範囲を超えると…
○民谷会長

ああ、そ うか、そ うか。

○依田次長

はい。当然その賃金 の中に、社会保険料や らかか って ……

○民谷会長

入 つて <る わけですね、それを超えち ゃつたら。

○依田次長

ただ、一般的には、臨時の場合は、ええ、社会保険料等はかか らないという
ような取 り扱い ……

○民谷会長

一般的にね。それを超えない限りはという。

○依田次長

はいちですので、年間通 して、 1年 間、半年というようなスバ ンで雇用する
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場合には、当然社会保険料や ら雇用保険料 というのが、 こう含まれて <る ことになります。
○民谷会長

(1)番 と (2)番 と
(3)番 だけという形態が多

まあ、普通には、普通には継続 して雇用する場合は、

(4)番 。それで、臨時的にその目的に限 つて という場合は
いということで すね。
○依田次長

そうですね。そういう形態が多い。

○民谷会長

まあ、それでわかるんで しょうかね。

○依田次長

はい。その辺も、ち ょっと、もうち ょっと書きぶりを丁寧にさせていただい

てというところもあ ります。
○民谷会長

委員の皆さん、よろ しいですか。
〔
「はい」 と呼ぶ者あり〕

○民谷会長

じゃあ、そのことを踏まえなが ら、体裁等をお願い したいというS、 うに思い

ます。
○依田次長

はい。

○民谷会長

それか ら先ほどご説明のあ つた件については、今、いろいろ話 し合いを継続

されていて、 12月 をめどに結論を出すような方向だということでよろ しいんですかね。
○依田次長

はい。

○民谷会長
○依田次長

それで、条例改正等が閉要なものについては……
年明けの第 1回 定例会が ……

○民谷会長

それで、や つて。

○依田次長

4月

○民谷会長

仮に、それは修正等があ つた場合は、新年度から新 しいスタ ー トになるとい

1日 施行ですと、そ こが リミッ トかなというところです。はい。

うことですね。
○依田次長

4月 1日 からと。はい。そういうような予定で動いて ございます。

○民谷会長

それはもう、そ ういうことで ということで、私ども了解をさせていただ <と

いうことで、よろ しいで しょうかね。
○民谷会長

〔
「 はい」 と呼δ者あり〕
それ じゃ、 2番 目でございます。 これは前回ち ょつと、 一部 ごらんいただい

たんですけども、前回は、まあ、本当にそんなに長い時間ということでもありませんで し
たけど、今回は少 し、 30分 ぐらいは時間をとつて、皆さんに収支報告、続けてち ょっと
見ていただいて、それを踏まえて今後 どういうふうに してい <か という議論にもな つてこ
ようかと思いますので、ち ょつと、今が 15分 ぐらいですか、ですから45分 ぐらいまで、
それぞれの必要な、 これ全部の会派がそろ つていますので、皆さんそれぞれこれを見たい
というのをごらんいただいてという6、 うに思いますけど、よろ しいで しょうか。
〔
「 はい」 と呼ぼ者あり〕
○民谷会長

じゃあ、よろ し<お 願 いいた します。
〔
各委員、収支報告書閲覧〕

○民谷会長

どうで しょうか、最初予定 した 8寺 間、大体 45分 ぐらいにな つたんで すけど

も。ち ょっと、きょう終わるというわけにもなかなかいかないと思いますけども、 とりあ
えず、区切 りをつけていただいて ということでよろ しいで しょうか。
5 i者 あり〕
〔
「 はい」 と呼′
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○民谷会長

それでは、その他のところ、事務局のほう、何かあ りますか:

○依田次長

はい。本 日、閲覧 していただいたのが 28年 度 ということで、今年度 29年

度についても調整中でございま してt次 回あた り閲覧 していただいて、 ご意見をいただ <
ような場を設けさせていただきたいな というrs lう に考えています。
また、お手元の日程 の調整表で ございます。スケジユールを確 認 の上、後日でも結構で
ございますので、ご提出をよろ しくお願い したいと思います。
以上でございます。
○民谷会長

はい。では、次回の、今のところ予定 としては、 1月 の中下旬 ・・

〇依田次長

1月 の中下旬ぐらいを、はい、予定 しています。そのころには、 29年 の前

:・

￨・

半部分を皆さんに見ていただけるかと思います。
○民谷会長

じゃあ、
日程等の表を、きょういただいても、後ででもよろ しいですね。
′

○依田次長

はい、結構でございます。よろ し<お 願 いいた します。

○民谷会長

はい。

じゃあ、ほかに何か、特別ございませんか。
○民谷会長

〔
「 な し」 と呼ぼ者あり〕
よろ しいで しょうか。それ じゃ、きょうの審査会はこれで終了させていただ

きます。ありがとうございま した。
午前 10時 47分 閉会
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