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議会運営委員会調査報告書
本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則
第 110 条の規定により報告します。
記
１

調査事件名

（１）手当の削減について
（２）議会運営委員会

今後の課題と対応について

・議会基本条例の検証と見直しについて
・議員報酬・委員長報酬加算・政務活動費の検証について
・タブレットの導入について
（３）その他
２

調査の経過

11 月 17 日、委員会を開催し、上記案件について協議した。
手当の削減については 11 月中の臨時会の開催に向けて、新潟県
等の状況を確認して対応することとした。
議会運営委員会の３点の課題（議会基本条例の検証と見直し、議
員報酬・委員長報酬加算・政務活動費の検証、タブレットの導入）
について、対応方法等を検討した。

議会運営委員会会議録
１

調査事件

（１）手当の削減について
(２）議会運営委員会

今後の課題と対応について
・議会基本条例の検証と見直しについて
・議員報酬・委員長報酬加算・政務活動費の検証について
・タブレットの導入について

（３）その他
２

日

時

令和３年 11 月 17 日

３

場

所

本庁舎３階

４

出席委員

午前 10 時

委員会室

大桃俊彦、大平恭児、富永三千敏、志田

貢、渡辺一美、佐藤

肇、森島守人

（関矢孝夫議長）
５

欠席委員

なし

６

説 明 員

桑原総務政策部長、茂野総務人事課長

７

書

記

佐藤議会事務局長、和田議会事務局次長

８

経

過

開

会（10：00）

富永委員長

定足数に達していますので、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。

これより議事に入ります。
（１）手当の削減について
富永委員長

日程第１、手当の削減についてを議題といたします。執行部に説明を求めます。

桑原総務政策部長

当初、本日の議会運営委員会におきまして、魚沼市職員の給与に関する

条例の一部改正についてを含む３条例の提出に係る臨時会の招集期日を決定いただくこと
とし予定していたところです。今ほど申し上げた３条例につきましては、新潟県人事委員
会勧告に基づきまして、市職員の給与改定のための所要の改正を行いたいとするものでご
ざいますが、新潟県人事委員会勧告の給与改定の基となります、人事院勧告、そして、そ
れを受け、国家公務員の給与改正法案を審議する臨時国会が 12 月に入るまで開かれない見
通しとの情報がありまして、その後、県内他市の対応についての情報収集を行い、検討し
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ておったところです。現段階におきまして、県議会につきましては、当初の予定どおり 11
月中に臨時議会を開催する旨の情報も聞こえてきているところですが、いまだ確定段階で
はないということもございます。また、他市も、県及び県内他市の動向次第と様子見のと
ころもあるようですので、概ね 11 月中の臨時議会の開会を予定しているところが現時点で
は多いという情報までは伺っているところとなっています。今回の魚沼市職員の給与に関
する条例の一部改正内容につきましては、新潟県人事委員会勧告に準拠するものとしてお
りますので、県議会の開会状況が確定段階ではない現時点の状況では予定どおり臨時議会
の招集日に係る提案につきましては、現段階において一旦保留とさせていただきまして、
引き続き、県、県内他市の動きを見ながら検討協議の上、方向が定まりましたら別途議会
運営委員会の開催につきまして、ご審議をお願いしたいとするものでございます。
富永委員長

続いて、議会事務局長に説明を求めます。

佐藤議会事務局長

今ほど総務政策部長のほうから今現在の県及び近隣市の動向等について

説明がありました。情報としましては、県は 11 月末までに臨時議会を開く公算が非常に高
いそうです。今ほど説明があったように、今まで魚沼市につきましては県に準拠という格
好ですので、11 月末日の 11 月 30 日に臨時会を開く、そこで、今ほど説明があった３条例
のほうを決めていただくというのが時間的な流れとしてはスムースなのかなと考えており
ます。今の説明も含めてご協議をお願いします。
富永委員長
森島委員

ただ今の部長と局長の説明に質疑はありませんか。
当初の 26 日はなしということでしょうか。

佐藤議会事務局長

今ほど申しましたように、情報が確定してございませんけれど、26 日議

会というのはちょっとイレギュラーな形になるかなというふうに考えていますのでそこは
開かない方向だと考えています。
佐藤委員

26 日の場合は今日日程を決めてというようなつもりでの議運だったというふう

に考えております。これが仮に県の動向を見越して、30 日の臨時会を今日の議運で決める
というようなことはできないということでしょうか。改めて開かなくてはならないのでし
ょうか。
佐藤議会事務局長

今日という可能性もやれないかどうかと言うと、全くやれなくはないか

もしれませんが、状況等今後確認しながらということになりますので、24 日に定例会の付
議事件を審査する議会運営委員会を開く予定ですので、そこでいいのではないのかなと事
務局サイドでは考えております。
佐藤委員

24 日には今後の議運の予定があるという中で、30 日の臨時会には十分間に合うと

いうことだろうと思うのですが、この時にも付議内容についてはいかがでしょうか。
佐藤議会事務局長
佐藤委員

削減率の部分については、情報が今非常に未確定部分となっています

削減率がどうこうというのは、それは中身の話なのですが、それは、議案として

出てくる部分、職員と特別職員が必ず２本出るというのだったら、その時に一緒にやらな
きゃならないと思うのですが、その辺のタイミング的なものはどうなっていますか。
佐藤議会事務局長

内容については、県の情報を近々確認できるのではないかと思っており

ますので、24 日で間に合うだろうと今のところ判断しております。
渡辺委員

今ほどの部長の説明ですと、その基になる法律の国会審議が 12 月になるのではな

いかというようなお話だったと思うのですが、その前に県はある程度情報がまとまった段
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階で 11 月中にしたいと思っているという考え方なのでしょうか。
桑原総務政策部長

国と県の取扱いが必ずしも一致していないというところもありまして、

こちらのほうで収集している情報の中では、県の人事委員会のほうでは独自に決めた中で、
県当局がこれで議案を上げる方向で調整していると。今そのような状況である旨を確認し
ましたので、まずは、日程を今回延期をさせていただきますが 11 月中に臨時会を開催とい
うことのお願いです。
渡辺委員

部長の話の中で、他市では 12 月に入ってからという情報もあるというようなお話

もちらっと聞こえたのですが、これ、当然、12 月 10 日、期末手当の支払いがありますの
で、最終的にはいつまでにきちんとしないと支払いができないのでしょうか。12 月 1 日だ
とすると市は 30 日にしなければならないということで、今のところ 30 日で予定している
と。県のほうがそのようにしてくださればいいのですが、そうでないことも想定できると
いうことであれば、12 月になった場合はどのような対応をするのでしょうか。
桑原総務政策部長

先ほど議会事務局長の話にもありましたが、県議会のほうが、今月中に

調整しているというところまでは情報を得ておりますので、少なくても、その県議会の直
後というところでぎりぎりの線で 11 月 30 日あたりになろうかと思います。12 月に入って
しまいますと、不利益不遡及の原則からして、12 月の手当に反映できなくなりますので、
12 月の手当に反映するということになれば当然今月中というところで一定の調整という
ことになろうかと思います。
富永委員長
休

ここでしばらく間、休憩します。
憩（10：14）

休憩中に懇談的に意見交換
再

開（10：37）

富永委員長

休憩を解き会議を再開します。削減の件については、11 月 24 日に議運を開催

し、11 月 30 日に臨時会の開催に向けて調整させていただくことでいかがでしょうか。
（異
議なし）そのように決定しました。
この後の日程については、議会内部の調整等になりますので、執行部の報告、協議事項
等があればそれを先に行い、なければ、これで執行部からは退席を願うこととしたいと思
います。ご異議ありませんか。
（異議なし）異議なしと認めます。それでは、執行部から協
議、報告事項はございませんか。
内田市長
富永委員長

ありません。
委員の皆さんから執行部に対し質疑等ございませんか。
（なし）ないようですの

で、これで執行部からは退席していただきたいと思います。（執行部退席）
（２）議会運営委員会
富永委員長

今後の課題と対応について

日程第２、議会運営委員会

今後の課題と対応についてを議題とします。事務
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局に説明を求めます。
佐藤議会事務局長

（資料「議会運営委員会

今後の課題と対応（案）について」中、議会

基本条例の検証と見直しについて説明）
富永委員長

補足をさせていただきます。こちらのほうで考えているのは局長の説明のとお

りですが、先進的な事例を参考にしながら当市の議会として、どのような検証方法がいい
のかを決めていただきたいと思います。今ほどの説明に対し、質疑はありませんか。
佐藤委員

条例の中身を事業評価みたいな形でどうかという例もありますが、基本的な目的

を議会基本条例で考えて、それを実施するためにはどうしたらいいかとか、いろんな施策
まで含めてこの条例の中に入っているわけですので、評価が低くなった時にそれを条文に
どのように反映させていくかが非常に難しい。目的を変えていくのかという話にもなって
しまいますので、そうではなくて、条文全体を見た中でこの辺がうまくないのではないか
ということをそれぞれ検討いただいて、持ち寄っていただいてその辺から協議をしていく
のがやり方としてはいいのではないかと思います。
富永委員長
渡辺委員

佐藤委員の今の意見は、②の検証のやり方です。ほかにはいかがでしょうか。
スケジュール的なことを確認させていただきたいのですが、今ほど②のやり方の

ほうがいいかなというのは私も思いました。これは検証するだけであって、その後、どう
するかというのがここにはないのですが、今日はそこまででいいのでしょうか。
富永委員長
渡辺委員

検証した結果、必要があれば改正していくということです。
そうすると、改正もあるということを頭の中におかないとスケジュール感が違っ

てくるかと思っているので、会派に持ち帰るかはお任せしますが、委員会の中で当然検証
結果なりを出していくには一応は 12 月中くらいには検証結果を出して、1 月中に条例の改
正案を決めて、また全協に諮り、2 月の議運の中で付議事件として出していく日程だと思
うのですが、スケジュール感はそれでよろしいでしょうか。
富永委員長
休

ここでしばらく間、休憩します。
憩（10：48）

休憩中に懇談的に意見交換
再
富永委員長

開（10：49）
休憩を解き会議を再開します。方法としては、各条文を各委員が検証し、その

結果を持ち寄り、委員会全体で調査をしてまとめ、改正の必要があるところは改正をして、
2 月議会に間に合わせるということで決めたいと思いますがいかがでしょうか。（異議な
し）異議なしと認めます。ではそのように決定しました。それでは次の事項について説明
をお願いします。
佐藤議会事務局長

（資料「議会運営委員会

今後の課題と対応（案）について」中、議員

報酬・委員長報酬加算・政務活動費の検証について説明）
富永委員長
渡辺委員

今ほどの説明に対し、質疑はありませんか。
来年の 10 月末までにとなっていて、私はそれに賛成させていただきます。それか
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ら、同時並行はなかなかいきませんので、基本条例改正が終わった後で取り組むというこ
とでいいかと思っています。ただ、一定の方向性はここで決めたいということだと思いま
すので、ここに書いてある市民の声を聞く会の開催ということになりますと、広報広聴特
別委員会と一緒になってやるということも決めていかなければならないのですが、その辺
のイメ―ジを委員長はどのように持っていますか。
富永委員長

私の考えからすると、渡辺委員が言われたようにこの基本条例の見直しが終わ

ったあとからスタートしてはいいのではなかいかと思っています。検討方法についても、
２つほど示されましたが、このほかにもこういった方法がいいということもあるかと思い
ますのでその内容についてももう少し後で皆さんに諮って決めたいと思います。今日のと
ころはこの件については、来年の末までには調査を終了するということを確認させていた
だきたいと考えておりますがいかがでしょうか、
（異議なし）ではそのように決定しました。
次に、タブレットの導入について説明を求めます。
佐藤議会事務局長

（資料「議会運営委員会

今後の課題と対応（案）について」中、タブレ

ットの導入について説明）
富永委員長

ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

渡辺委員

ここも会議規則の一部改正となっていまして、非常に忙しいかなという感はあり

ます。視察は 12 月中くらいになるのか、1 月の始めくらいに行くスケジュールでしょうか。
佐藤議会事務局長
佐藤委員

スケジュール的はそれしかないのかなと思っています。

今ほど言われたように 3 月議会で会議規則の一部改正までとてもいかないと思い

ます。これからデモンストレーションがあって、活用方法の検討はいろいろできると思い
ますが、当然、状況も見なければわからないので、先進地へ行ってきて、勉強してからの
話になりますので、６月議会になるのか、９月議会になるのか、その辺を目標に一生懸命
やるより仕方がないかと思います。
佐藤議会事務局長

おっしゃるとおりだと思いますが、ここに書いていませんが予算がつい

て発注となっても、導入までに少し時間がかかると思います。年度内にやっておけば一番
いいのかなと思って書かせていただきましたが、現実的なスケジュールでは他市がどうや
っているのか調べたほうがいいのかなと思っています。
富永委員長

ほかに質疑、ご意見はありませんか。
（なし）皆さんの意見を取り入れさせてい

ただいて、しっかりと先進地を視察し、調査して決定していくことにさせていただきます。
間をおかないでできるだけ、議運を開催し、調査させていただきますがいかがでしょうか。
（異議なし）ではそのように決定しました。
（３）その他
富永委員長

日程第３、その他についてを議題とします。皆さんから協議事項はございませ

んか。
（なし）ないようですので、本日の会議は終了いたします。本日の会議録については
委員長に一任願います。本日の議会運営委員会はこれで閉会といたします。
閉

会（11：00）
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