
第 1回政務活動費見直 し作業部会の概要

1 会議の概要

○見直し案の作成という意思形成の過程に関するものであるため、非公

開で行った

○部会の座長を決定した

○あらかじめ各会派から提案のあった項目等を基に、作業部会で検討の

俎上にのせる事項について意見交換を行った

2 決定事項

(1)部会の座長を島田教明議員とする

(2)検討項 目を以下のとおりとする

①透明性の向上について

・ホームページ公開 (収支報告書、領収書、広報紙、会計帳簿、政

務活動費マニュアル)

・作成書類の追加 (領収書の支出内容を説明する書類、国内・海外

調査視察、研修に関する書類等)について

②政務活動費の制度運用の改善等について
0使途基準の明確化 (調査研究費、広報費等)

・政務活動費の適正活用に向けた意思の明確化 【篠崎委員提案】
・チェック体制の明確化 【井上委員提案】

③交付額について

④交付方法 (後払い)について

会 議 名 政務活動費見直し作業部会 (第 1回 )

日  時 平成 29年 11月 29日 (水)13:00～
場  所 議会棟 3階 会議室 (円卓)

出 席 者

【議 員】島田教明、篠崎圭二、橋本尚理、井上剛、

佐々木明美、林哲也、上岡康彦

【事務局】岡村次長

総務課 [嶋本課長、野村主査(経理係長)]

政務企画室 [白井室長、中川主査]



3 主な発言 (意見)等
○今回の改革を機に、議会として政務活動費の適正活用に向けた意思の

明確化を図る方法等について、検討項目に追加 してはどうか (篠峙委

員)

○第二者機関設置や議会事務局によるチェック体制の明確化は、政務活
動費の制度運用の改善等につながることであり、検討項 目に追加 して

はどうか (井上委員)

○新たに作成するようになる書類については、他県の事例を準備 してほ
しい (篠崎委員、井上委員)



第 2回政務活動費見直 し作業部会の概要

1 会議の概要

会 議 名 政務活動費見直し作業部会 (第 2回 )

日  時 平成 29年 12月 19日 (火)10:30～
場  所 議会棟 3階 会議室 (円卓)

出 席 者

【議 員】島田教明(座長)、 篠崎圭二、橋本尚理、井上剛、

佐々木明美、林哲也、上岡康彦

【事務局】岡村次長

総務課 [嶋本課長、野村主査 (経理係長)]

政務企画室 [白井室長、中川主査]

○前回 (第 1回)部会で決定した、検討項目について、他県の状況や裁

判例など参考に、見直しの方向性について議論を行った

2 決定事項

項目ごとに、見直しの方向性について整理 した

①収支報告書等のホームページでの公開

・収支報告書、領収書、マニュアルを公開することにより透明性の

向上を図る
・会計帳簿については、提出される領収書を見れば、会計帳簿に記

載された情報は確認できること、また、領収書の支出内容を説明

する書類を新たに整備することにより、支出の内訳や支出の計は

明らかにすることができることから、改めて提出は求めない

・広報紙の公開については、慎重な検討が必要という意見が多かっ

たため、再度整理の上、検討する

②ホームページ公開に伴 う作成書類の追加

現行の様式では、支出内容や内訳がわかりにくいため、新たな統

一様式の整備を検討。委員の意見を踏まえ、様式を修正するととも

に記載例を作成して、次回の部会で方向性を決定する

③使途基準の明確化

使途基準に沿った適正な政務活動費の執行を、より明確にする

ために必要な事項等をマニュアルに明記することについて意見交

換を行った。次回の部会で、具体的なマニュアルの改正案を検討 し、

方向性を決定する



④政務活動費の適正活用に向けた意思の明確化
マニュアルに議会の役割、政務活動費制度の目的やこれまでの

見直しの概要、適正活用等に向けた議会の意思を明記することを

検討、次回の部会で文案を決定する

⑤チェック体制の明確化

第二者機関設置や議会事務局によるチェック体制の明確化につ

いて、全国の状況等を参考に検討、次回の部会で方向性を決定する

⑥交付額

本県の交付額はほぼ全国平均であることから、現行の取り扱い

とする

⑦交付方法 (後払い)

前回設置の議会改革検討協議会において議論がなされ、「現行ど

おりとする」旨の答申が、今年 3月 にされていること、また、現在

も、議員に後払いをしている県はないことから、現行の取り扱いと

する

3 主な発言 (意見)等
○ホームページでの公開等、透明性の向上は大いに必要だが、会計帳簿

については、入出金の状況がわかるだけなので、ホームページで公開す

ることまでは必要ないのではないか (佐々木委員)

○広報紙の作 り方次第で、様々 (内容が政務活動なのか政党活動なのか)

に受け止められるため、一律で公開するとい うのはどうか。(林委員 )

○広報紙の公開について、例えば後援会活動等、政務活動以外の部分も、

全部公開するのか。その辺 りはルールが必要だと思 う (篠崎委員)

○広報紙について、按分により政務活動費がどのくらい充当されたのか、

見える化が図られないと意味がない (上岡委員)

○広報紙を一律に公開することは、政党や後援会の宣伝につながりかね

ないという懸念もある (上岡委員)

○統一様式があれば、領収書添付票に書き込むよりも、作業時間の短縮

になる (篠崎委員)

○パック料金を利用 した場合や広報紙を作成 した場合の記載事項は統
一するべき (橋本委員)

○交付額については制度発足当時から変更ないのであれば、現行 どおり

でよい (佐々木委員)



第 3回政務活動費見直し作業部会の概要

1 会議の概要

○前回 (第 2回)部会で、見直しの方向性を決めた項目について、確認

を行った

○前回部会で再検討等となった項目について、方向性を決定した

2 決定事項

前回部会で、再検討等となった項目について、以下のとおりの見直し

の方向性を決定した

①広報紙のホームページでの公開

広報紙も領収書と同様の証拠書類であり、また、これまでも事務

局において閲覧可能であることから、ホームページでも公開する

②ホームページ公開に伴 う作成書類の追加

領収書等のHP公開にあたり、政務活動費の運用について、より

県民にわかりやすくするため、以下の統一様式を整備する
。全ての費目ごとに支出内容を一覧で記載する書類

・視察及び研修の支出内容を一覧で記載する書類

③使途基準の明確化

新たに定める統一様式への記載事項を明確にするため、必要な項

目をマニュアルに明記する
・パック旅行を利用の場合は、鉄道賃、航空賃、宿泊費等の項目

内訳を、所定の様式に記載すること

・広報資料の支出内容を確認するため、印刷部数や発送部数を、

所定の様式に記載すること

会 議 名 政務活動費見直し作業部会 (第 3回 )

日  時 平成 30年 2月 9日 (金)14:00へ ′

場  所 議会棟 3階 会議室 (円 卓)

出 席 者

【議 員】島田教明(座長)、 篠崎圭二、橋本尚理、井上剛、
佐々木明美、林哲也、上岡康彦

【事務局】岡村次長

総務課 [嶋本課長、野村主査 (経理係長)]

政務企画室 [白井室長、中川主査]



④政務活動費の適正活用に向けた意思の明確化

制度見直しの結果に対する県民の理解を深めるため、マニュア

ルの冒頭に、「はじめに」という名称の頁を設け、地方議会及び議

員の役割と責務、議員の活動内容、政務活動費の位置づけや今回の

見直しの経緯等を記載し、HPで公開する

⑤チェック体制の明確化

領収書等がホームページで公開されることで、透明性の向上が

図られること、また議員による適正な執行及び事務局による適正

なチェック体制の明確化 (改めて事務局によるチェックの視点等

をマニュアルに明記)を図ることとし、当面は、第二者機関につい

ては設置しない

3 主な発言 (意見)等
○広報紙のホームページ公開については、いろいろな懸念もあると思 う

が、公開すべき (佐々木委員 )

○領収書の支出内容を説明する統一様式を定めれば、非常にわかりやす

くなる (林委員)

○調査視察、研修に関する統一様式を定めてもらえるのは非常にありが

たい (橋本委員)

○ホームページで公開することによって、多くの人々の目に触れてチェ

ックされるようになると思 うので、当面は第二者機関まで設置しなく
てもよいのではないか (佐々木委員)



第 4回政務活動費見直し作業部会の概要

1 会議の概要

○検討協議会への報告に向け、作業部会における検討結果の確認および

とりまとめを行った

2 決定事項

(1)見直しの適用時期

平成 30年度に交付される政務活動費から適用

(2)議会改革検討協議会への検討結果の報告

2月 定例会の会期中に開催予定の議会改革検討協議会に報告

会 議 名 政務活動費見直し作業部会 (第 4回 )

日  時 平成 30年 2月 19日 (月 ) 12:57′ ノヽ

場  所 議会棟 3階 会議室 (円 卓)

出 席 者

【議 員】島田教明(座長)、 篠崎圭二、橋本尚理、井上剛、

佐々木明美、林哲也、上岡康彦

【事務局】岡村次長

総務課 [嶋本課長、野村主査 (経理係長)]

政務企画室 [白井室長、中川主査]
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