2022ピ 年12´ 月 17 日

幹事 各位
参議院秘書協議会
会長 玉村 貴

2021年 度参議 院秘書協議会・ 各会派要望事項一覧
皆様 におかれま しては、 ご活躍 の こととお慶 び 申 し上げます。
さて、先 にご案 内の通 り来週 2月 25日 (金 )16:00よ り幹事会 を開催 し、2021年
度要望 の取 りま とめ作業 を行 い ます が 、下記 の通 り各会派か ら提 出 された全て の要
望事項 を整理致 しま したので 、事前 に ご確認 い ただき幹事会 にて ご意見 を賜れ ば幸
い です。
ご多忙 の折 か と存 じます が、 ど うか宜 しくお願 い 申 し上げます。
※問合せ :事 務局長 亀井 (鉢 呂吉雄事務所、内線 50920)

1。

エ レベ ー タ ー につ い て

① コロナ対策も含 めたエ レベーターの効率的な運行 (待 ち時間の解消 (特 に高層階)、 全階
停止用の確保、衆議院 と同じ運行、議員専用の適正な割当など)。 【自民】
②エ レベーターの人数制限を してほしい (新 型 コロナウイルス感染症対策)【 立憲】
③議員専用の台数を減 らして共有のエ レベー ターに変更 してほしい。一般用も低層階 0高
公明】
層階に分けてほしい。【
「
ベ
④エ レ ーターの 上・ 下」ボタンをエ レベーター とエ レベー ターの間だけでなく、その
両端にも設けてほしい。【
民主】
ベ
⑤一般用エ レ ー ターは混雑 し密になってお り、 コロナの感染対策 としてもエ レベー ター
の振 り分けを見直 してほしい。「運航パ ターンは議運理事会協議」との回答が続いている
が、 コロナ対策の観点から早急な対応をお願 いしたい。開会中の混雑がひどいので、高
層階用 と低層階用にわける、または議員側の半分を一般用 にまわすな どして混雑緩和を
してほしい。「議員専用」を廃止 して 「優先」を恒常化 してほしい。運用改善に関わるこ
ととして、2020年 度 と 21年 度の 「エ レベーターの扉の開閉数一覧」のデー タを開示 し
てほしい。【
共産】
2。

議員 室につい て

① ドアをあけていると事務所内での話 し声が外部に漏れるのが気になるが、構造上の問題
立憲】
でしょうか。【
立憲】
② コー ドレス掃除機に してほしい。【
③議員会館北側 (駐 車場側)の 部屋は朝、日差 しがないのでとても寒い。暖房の効きを早
公明】
くしてほしい。【
④事務所窓横の換気 口の定期的な清掃を業者の方にしていただきたい。【
公明】
⑤委員部の電話、来室を控えてほしい。(メ ール到着、FAX到 着、部屋でたか、出欠、通告
確認 (資 料、 レク等々)、 名簿変更)【 民主】
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⑥窓掃除等はなるべ く閉会中に してほしい。また、窓掃除が雑で下半分、窓枠の清掃をし
ないので改善 してほしい。【
民主】
⑦議員室に備 え付けの脚立の高さが足 りず、壁面収納の扉の奥まで手が届かない。もう少
し高さのあるものにしてほしい。【
共産】
③秘書室の机の天板の高さが調節できない。備品更新の機会があれば調節可能なものを入
れてほしい。【
共産】
3。

会議 室 につい て

立憲】
①個別空調 にしてほしい。【
公明】
②会議室の予約を外部から (リ モー トワー ク上で も)で きるように してほしい。【
③会議室の利用率の低い設備 (カ セ ットデ ッキ、ホフイ トボー ド、ロッカー、TV)の 撤去、
貸出物品化 のためのアンケー ト実施 (会 議室に配置 されている設備等において利用率の
低い物品について会議運営上の導線 の邪魔になることが多々あるため、使用状況のアン
公
ケー トを取 り、利用率が低い ものについては、撤去/貸 出物品化 としていただきたい。【
明】
公明】
④オンライン会議に必要な機材 の更新。【
公明】
⑤会議室に無線 Wi‐ Fiを つ けてほしい (有 線はケーブルが悪いのか不安定です)。 【
⑥会議室で使用するケーブルなどの備品の点検をしていただき、使用不可のもの (ケ ーブ
ルがね じれているなど)は 、買い換 えていただきたい。【
公明】
⑦会議室音響設備 のオンライ ン対応化。PC出 力音源を会場に出力できるよ うお願 い した
い (不 要設備の撤去による余 った LINE IN/OUT端 子を使用)。 (現 在、会議室の音響設
備 には、LINE IN/OUT端 子 (ピ ンジャック、 ミニジャック)等 が利用可能な形で設置
してお らず、会議室音響設備を活用 したオンライン会議 の実施が困難な状況である。現
在擬似的に、キャノン端子をピンジャックに変換するケーブルが貸出物品とされている
が、 この方式の場合、音質、音量調整等で困難が発生するため、上記の不要設備 (カ セ
ットデ ッキ等)を 撤去する際に余 った LINE IN/OUT端 子をオ ンライ ン会議用に活用
させていただきたい。【
公明】
③会議室予約方法のルール を改定 していただきたい。 1事 務所で終 日予約はしないでほし
い (1議 員事務所あた り1日 4時 間まで予約可、など。1事 務所が長時間予約 している
ことが多く、急に時間が短縮 された り、キャンセル した りしているため)。 【
公明】
民主】
⑨官物 PCを 使 えるよ うに。【
民主】
⑩HUBの 有線 とメイ ン卓近 くの回の関係性を明確 に。【
民主】
①無線 I̲ANの 整備。 【
民主】
⑫事務所 に来なくても、外部から「予約」が出来るとありがたいです。【
⑬オンライン用に共有 PC、 有線 LANの 配線 (で きれば WIFI)、 プ ロジェクターの設置、
民主】
録音等、誰でもす ぐ使 える環境整備を してほしい。【
コ
⑭有線マイクの延長 ー ド設置や、無線マイクの充電が追いついていないので、本数を増
民主】
やすなり、会議 ごとに交換するようなシステムにしてほしい。【
民主】
⑮室温設定を各会議室で設定できるようにしてほしい。【
民主】
⑩会議室の温度調節をできるよ うに してほしい。【
９

4.電 話 に つ い て
①院内内線の電報「118」 について。海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用
電話番号 として、警察 の 110番 や消防 の 119番 の よ うに覚えやす い局番な し 3桁 電
話番号 「118番 」 の運用を 2000年 5月 1日 か ら開始 しています。土 日に電報を打
と うとして間違 えたこともあ り、海保が後付けであっても、あちらは緊急通報用 の番号
立憲】
であることか ら、変更 した方 がいい。【

5.ト イ レ に つ い て
①会館におけるトイ レのウォシュレットが清潔に保たれているか気になっております。ウ
公明】
ォシュレットの清掃工程を教えてください。【
維新】
②会館内の各階 トイ レの掃除が十分でないときがある。【
③一部の階の女性用お手洗いについて、清掃回数を増やすか使用マナーの注意を促す工夫
共産】
をしてほしい。【

6.そ

の 他 施 設 ・ 備 品 関係 に つ い て

立憲】
① (空 調)加 湿機能を付けてほしい。【
立憲】
② (駐 車場)電 気自動車充電設備の拡充、使用後の速やかな移動。【
③地下 1階 の廊下にもカーペ ット (も しくはそれに準ずるもの)を 敷いてほしい。食堂の
注文 を議 員 室 に運 ぶ 際や 会議 室 へ 配布 物 (資 料や飲食 物 )を 運 ぶ 際 にカ ー トを利 用す る
が 、議 員 室 階 と違 い 地 下 1階 は大変 に うる さい。 全 面 で な くよいので 人 一 人通行 で きる
幅 で 、北側 と南側 に一 列ず つ 、東 西 の 貨物用 エ レベ ー ター に繋 が るよ うな形 で配 置 して

いただけないか。【
立憲】
④議員会館国会側休憩場所 「サンルーム ?」 的なところ。記者が占有 している。記者が仕
事をする場所ではないので、禁止を。ACア ダプターも使いまくり状態、昼寝 している
立憲】
記者も見受けられる (証 拠写真もあり)。 【
公明】
⑤シュレッダーの台数を増や してほしい。各階のごみ分別室に設置 してほしい。【
公明】
⑥議員会館内及び議事堂本館の Wi‐ Fi設 備を設置 してほしい。【
⑦オンラインを交えた会合等がおこないやすいよ う、会館内の講堂、会議室に通信環境
共産】
(WiFiや 優先 IAN)を 整備 してほしい。【
③会館から衆院への地下通路に点字ブロックが継続 して引かれていないため、改善が必要
ではないか。【
共産】

7.通 行記章等 につい て
①国家公務員 IDカ ー ドを持 っている者には、院内はともかく議員会館への入館を認める
べ きである。議員も公設秘書も役所にはフ リーパスで入れるのに、説明に来るたびに入
立憲】
館手続きを取 らせるには忍びない。【
公明】
②省庁の方の入館 の際の通行証の廃止 (身 分証にて対応 していただきたい)。 【
③秘書の時間外の入館・退館時、秘書通行証で通れるよ うに してほしい (ICチ ップで対
公明】
応できないのでしょうか ?)。 【
④朝 8時 の会議に役所の方が早めにい らしても会場に入場できな くなっている。7:50で な
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民主】
く 7:30か ら入場できるようにしてほしい。【
⑤8時 の会議に出席する外部講師、省庁の方の入館が 7:50だ と会議室について、息も整わ
ない うちに会議になってしま うので、もう少 し早くできないか。省庁の方は金属探知機
を通 らず役所の通行証でなぜ入館できないのか。役所の方は役所の通行証でゲー トを通
れるようにしてほしい。【
民主】
民主】
⑥一般の方も B3か らの退館ができるようにしてほ しい。【
8。

運 用 関係 等 に つ い て

①健康診断内容の充実 (受 診率向上のため、がん検診・骨密度などの追加オプション)。 【自
民】
②入館時のセキリュティ対策強化 (来 館者へのマスク着用・注意事項・禁止事項の周知)。
【自民】
立憲】
③ (本 会議・委員会の傍聴)オ ンライン申請にしてほしい。【
立憲】
④ (秘 書給与)上 げてほしい。【
⑤ (院 内 TVの 委員会審議中継について)委 員会開始直前までブルーバ ックの画面である
が、議員 の消息がつ かめない時もあるので、開始 10分 前 ぐらいか ら委員会室の現状を流
立憲】
して欲 しい。【
⑥ l階 の車寄せで、議員 の名前を間違えられた り、名前を呼ばれないケースが多いのです
が、改善 してほ しい。【
公明】
公明】
⑦ サー ビスセンター に、デ ジタル 関連 の専門担当者 をつ くっていただきたい。【
公明】
③ オンライン化 について 【
・給与明細をデ ジタル化 していただ きたい。(将 来的な議員、秘書 の給与明細 の電子化 と書
面での配布 の廃止 、秘書採用手続等 のオンライ ン化、年末調整 アプ リヘの対応 をお願 い
したい。予算 も関係するので当面は各種様式 (採 用届、解職届等 のファイル を掲示板 に
掲載 して頂きたい。)
・広報課へ の動画複写依頼 のオンライ ン化、当面 は、掲示板へ のワー ドファイルの掲示。
・「参議院議員 の しお り」を A4サ イ ズに変更 して頂きたい。
(他 の参議院会館案内、防災 の しお り等 の規約類 のサイ ズが A4の ため)
・ イ ン トラネ ッ トに参議院議員 の しお りの PDF版 をあげてほ しい。
・ 参議院の LDAPサ ーバ に各省庁国会連絡 室の代表 ア ドレス を追加 して頂きたい。
・議員事務所 か らの電子申請 を可能 とす るため、SharePointを 使 ったワー クフロー を導入
していただ きたい。
公明】
⑨秘書 の産体、育体 の制度化をお願 い したい。【
民主】
⑩館 内放送依頼 をメール で可能に。【
民主】
①印鑑 の不要な仕組み作 り。【
民主】
⑫ 自動販売機 の料金 が本院に比べ て高い。【
民
⑬本会議、委員会傍聴 について、雨の 日は傍聴 券 のみ提示 で地下通路を通 してほ しい。【
主】
⑭ネ ッ トワー クシステ ムの電子掲示板に コロナ感染者 の発生について都度公表 されてい る
が、一覧表 で表示、消毒 の有無な ど見やす く してほ しい。 また最近 の感染拡大を受けて
民主】
会館 ごとに、抗原検査を したほ うがいいのではないか。【
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9。

参 議 院 情 報 ネ ッ トワ ー ク シ ス テ ム 関係

①議員専用パソコンの新設。【自民】
立憲】
②Windowsllへ の対応時期を明確にしてほしい。【
③更新 されるPCに UDフ ォン ト (ユ ニバーサルデザインフォン ト)を 入れて頂きたい。

※UDフ ォン トは障がいを持つ方や高齢者 の方にも見やすいフォン トであり、公的機関
が率先 して導入すべ きものであることに鑑みご検討頂きたい。【
公明】
べ
④官物 PCの イ ンターネ ットエ クスプ ロー ラーの使用は、止める き。古い OSと なり、
新 しい機能に対応できな くなっているため。【
維新】
維新】
⑤官物 PCの 起動が遅いことに対する改善。【
⑥PCは 事務所の業務 に欠かせないため、引き続き各部屋 に貸与する PCの 台数増の検討を
お願 い したい。【
共産】
⑦私物の Windows PCは 会館内のインターネッ ト環境 では Windowsア ップデー トの更新
ができず不便なので改善 してほしい。【
共産】
③lnternet Explorerの サポー ト終了に伴い、議員会館サービスサイ トの対応 ブラウザの変
更が発表 されたところ、イ ン トラ (特 に未定稿会議録)も 同様に変更を検討 してほしい。
未定稿会議録にアクセス しよ うとするさいに、Chromeや Edgeを 拒否することがない
ようにしてほしい。【
共産】

10.業 者 関係
①地下食堂の適正な値段設定、キャッシュレス精算、メニュー内容・質の改善、適切な人
員配置を望む。【自民】
立憲】
②食堂について、見た日はよいのだが、味がおいしさにかけている。【
立憲】
③ (一 茶そば)夏 の揚げ茄子蕎麦を復活させてほしい。【
立憲】
④ (B2喫 茶店)店 員が客の前でケンカをするのはやめてほしい。【
⑤食堂からのテイクアウトの際、使い捨て容器の使用を検討できないか。議員室で食事を
する場合、往復持ち運ぶことを考え食堂を避けてしま うが取 りに行くだけなら食堂の利
立憲】
用を増やせる。【
⑥また期間限定で日本各地域のフェアが開催されるが、各国のフェアの開催も検討 してほ
立憲】
しい。【
公明】
⑦値段が高い。 ワンコイン (500円 )の メニューがほしい。【
③参議院会館 BlFの 喫茶モア◎店員の態度が良くない。お客が少ないのに忙 しいフ リをし
ている。◎メニューに問題がある。まずい。パスタ 0サ ン ドイッチ (ポ テ トサラダサン
ド)の セ ットなど炭水化物づ くし。【
民主】
共産】
⑨ コンビニ以外に弁当、軽食を購入できる売店を設置 してほしい。【

11.そ の他

(国 会図書館 )

立憲】
① (国 会図書館)レ ス トランを復活させてほしい。【
②電子書籍 としてのみ発行されているものを国会図書館で入手 してほしい。【
民主】
③国会図書館で外国語の論文を無料または安価で和訳 してほしい (新 型 コロナなど新 しい
課題は諸外国の情報がないと適切に議論できない)。 【
民主】
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