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和光市特別職報酬等審議会会議録（第２回） 
 

開催日 平成 19 年 10 月 18 日（木） 午後１時 30 分～午後 3時 30 分 

開催場所 和光市市役所 3階 庁議室 

次第 １ 議題 

 議員報酬について、各委員の結論的意見について 

  市長、副市長及び教育長の給料についての意見交換 

出席者 井上敬三（商工会）           合田裕子（学識経験者） 

加山勝正（農業協同組合）       ○中村幸夫（学識経験者） 

山田智好（自治会連合会）       ◎佐伯勝（公募） 

桂川慎一（労働組合） 

渡辺節子（学識経験者）              ◎会長  ○会長職務代理 

欠席者 土井仁（和光市内金融機関）       田中誠毅（学識経験者） 

傍聴者 ２名 

 

１ 審議 

会長： 第２回目の審議会を始めさせていただきます。 

    前回、やむを得ない事情で欠席されました井上委員から一言お願いします。 

 

井上委員： 大事な会議であった訳でございますが、突発的な所要により欠席し、ご迷惑

をお掛けしまして深くお詫び申し上げます。私は、商工会の立場で参加させていた

だいておりますので、よろしくお願いします。 

 

会長： 前回の会議でお約束をしたとおり、議員の報酬について各委員の皆さんのまとめ

を発表して頂きます。そんなにしっかりまとめて頂かなくて結構ですので、いわゆ

る各委員のお考えをお聞かせください。トップバッターということで、渡辺委員お

願いします。 

     

渡辺委員： １回目の時に結論めいたことを言ってしまったのですが、やはり議員報酬は

上げる必要はないと思います。ここでは議員数をどうのこうのとする会議ではあり

ませんし、多い少ないと言うつもりはありませんので、今の報酬額で良いと思いま

す。 

    期末手当につきましては、前回の会議で初めて支払われることを知ったものです

から、私の中では結論はでていません。 

 

会長： 期末手当の問題については、次回最後の会議で、構造的な問題について自由にお



  

 - 2 - 

話をしたいと思いますので、その時にご意見をお願いします。 

 

合田委員： この会議に参加させて頂いたことに感謝しています。今まで特別職の報酬と

は何であるかよく知りませんでした。事務局からの資料は大変低いものとなってお

り、９年間据え置きとなっています。だからといって、貴重な市民の税金で賄われ

ている報酬を勝手に上げていいのかという疑問を持ちました。 

パソコンで調べてみますと、引下げを行っている市もあるようですので、しっか

り見ていかなければならないと思いました。ただ、和光市では９年間据え置きとし

ていた経緯があり、市民の税金を使うということに対して、とても誠実な対応であ

ると思います。この会議では、国や市の経済情勢、それぞれの職務の責任と対応し

たものであるのか等、十分話し合いをしながら決めていくことが重要だと思います。 

 

桂川委員： 上げ下げをする要素からしますと、経済情勢の変化を見た場合に上げ下げを

する大きな変化が見出せないと思います。 

 

山田委員： 和光市の都市化が進む中で、人口は増加しています。そうなると市民要望も

多くなり、議員の方は情報収集等の活動範囲が広くなる。そういった活動が円滑に

行われることが求められると思います。また、近隣市での状況、類似団体との比較

からしますと、大変低い位置になっています。しかしながら、社会情勢等総合的に

判断し、現状据え置きということが妥当であると思います。 

 

中村委員： 県内４０市の中で３８番目と大変低いレベルにあり、低い額にもかかわらず

大変良くやっている、立派であると評価できる面がある。同時に、県内での和光市

の格・位置付けからしますと、低すぎないかと心配する市民の目もあります。和光

市の財政状況及び県内での格・位置付けからしますと、やはり上げるべきであると

思います。しかしながら、一方で議員の数については、思いきって減らすべきであ

ると思います。この辺が解決できない間は、議員報酬については上げるべきではな

いと思います。 

 

加山委員： 社会情勢や和光市の現状を見ても和光市はまだまだやるべきことが多くあり

ます。平成１７年度に開催された審議会にも参加させていただきましたが、そのと

きも現状維持ということでした。皆さんの意見を聞いているともっともな意見ばか

りですが、私は現状維持で良いと思います。中村委員がおっしゃるように、議員数

がもっと減って、中身のある仕事をするのであれば考えなければならないが、今は

現状のままで良いと思います。 

 



  

 - 3 - 

会長： 本日欠席しています田中委員からご意見を貰っていますか。 

 

事務局： 特に伺っていません。 

 

会長： 同じく本日欠席しています土井委員からは、現下の情勢においては特別な理由を

感じられないので現状維持とする。どうしても上げるのであれば、詳細な経済設計

を課してやらないといけないといった、銀行さんらしい意見を頂いております。 

皆さんの意見を伺ったところ、条件等の意見もありましたが、現状維持という意

見が大多数でした。 
本日は、市長、副市長及び教育長の給料について意見を出し合っていただきます。

本日のまとめについては、来週の始めに各委員の意見を伺いたいと思います。また、

資料からではわかりづらいところがありますので、始める前に事務局から、①給料

と報酬の違い、②副市長と助役の違い、③諮問において、市長及び副市長の給料と

と教育長の給料に分かれているが、なぜ分けているのかについて、④本日関連する

資料３、資料５及び資料８の説明、の４点について補足説明をさせます。 
 

事務局： 職員課の課長をしております安井と申します。早速ですが、説明をさせていた

だきますのでよろしくお願い致します。 

 

① 給料と報酬の違い  

給料と報酬については、労働基準法第１１条で「賃金とは、賃金、給料、手

当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払

うすべてのものをいう」と規定しており、労働基準法の賃金と本質的に変わり

はなく、報酬も給料も等しく一定の役務の対価として与えられる反対給付とな

っています。 

地方自治法では非常勤特別職の役務の提供に対する反対給付として報酬を支

給し、常勤職員の役務の提供に対する反対給付として給料を支給するとなって

おり、地方自治法上での違いとなっています。 

また、報酬は純粋に勤務に対する反対給付としての性格を持ち、生活給とし

ての期待はしていなく、あくまでも勤務に対する反対給付としての性格のみを

有しています。 

 

② 副市長と助役の違い 

助役に替えて副市長を置くことにつきましては、地方自治法の一部を改正

する法律が平成１９年４月に施行されたことによります。 

その中で、改正の趣旨につきましては、地方分権改革により地方自治体の
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役割と責任が増大していることなどから、組織運用面における自主性、自立

性の一層の拡大を図るため、市長を支えるトップマネジメントの機能強化を

図ることを目的としています。 

副市長の職務については、助役制度と基本的に変わりませんが、市長の命

を受けて政策及び企画について、より積極的な役割を担うことが出来るよう

になったことで従来の助役に比べて副市長の権限が強化されています。 

しかし、現在和光市では、ご承知のとおり副市長は置かれていません。よ

って、どのような権限が与えられるのかは決まっていません。 

 

会長： 皆さんがおわかりになっていないと思いますので質問しますが、副市長はナンバ

ー２ですか。また、市長の代理をする権限を持っているのは誰ですか。 

 

事務局： ナンバー２になります。 

現在、副市長が置かれていないため、市長の職務代理者は企画部長となっていま

す。 

 

③ 諮問において、市長及び副市長の給料と教育長の給料に分かれているが、な

ぜ分けているのかについて 

  市長及び副市長の給料を定めている条例と教育長の給料を定めている条例と

に分かれています。これは条例を定める根拠となる法律が違うことによります。 

市長及び副市長につきましては、地方自治法の第２０４条第３項の規定に基

づき条例を定めています。 

 教育長につきましては、教育公務員特例法第１６条第２項の規定の規定基づ

き条例を定めています。 

 

④ 資料３、資料５及び資料８の説明 

      資料３については、県内４０市の市長、副市長及び教育長の給料月額、期末

手当の一覧となっています。期末手当の支給率は、一般職員の期末・勤勉手当

に準じて支給されてきた経緯があります。一般職員の期末・勤勉手当の支給率

は、平成１７年度に 0.05 ヶ月引き上げられ、年間 4.45 ヶ月の支給となってい

ますが、市長等については 4.40 ヶ月となっています。これは、平成１７年度に

開催された報酬審議会における答申で、社会情勢等を考え、引き続き同じ支給

率との意見をいただいて据え置きとなったものです。 

      役職加算については、期末手当を算出する際に、職務の困難度、責任の度合

いを考慮した加算率を給料の月額に加算したものです。民間では、役職段階に

応じた支給率の差異がありますが、公務員は一律の支給率となっていますので、
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職務の困難度、責任度を職務加算として考慮したものになっています。これは

平成２年度の人事院勧告により設けられました。一般職員の役職加算について

は、部長職が 20％、次長及び課長職が 15％、課長補佐職が 10％、係長職が 5％

となっており、市長等の加算率は部長職と同じ 20％となっています。 

      地域手当とは、給与構造改革での新たな給与の仕組みの中で、平成１８年度

から位置付けられたものです。今までは全国一律の給料額であったものが、給

与構造改革により地域に見合った給与制度に転換するため、基本給を全国の一

番低い地域に合わせ、東京圏などの地場賃金との差がある地域について、その

差を埋めるために支給されるのが地域手当の意味です。他市では一般職との給

与体系に倣い、特別職にも支給している団体もあります。和光市では、それぞ

れの地域における民間との差を埋めるという地域手当の性質は、特別職には馴

染まないという考えから支給をしていません。 

      資料５については、和光市と人口規模の近い団体の市長等の月額及び年額を

一覧にしたものです。 

      資料８については、朝霞四市の市長等の月額及び年額を一覧にしたものです。 

 

会長： 市長、副市長及び教育長の給料については、勝手なことをしてはいけないように

と、事細かに法律や条例で決めなければならないと、国はご丁寧に言っています。

正直言って、市長や副市長及び教育長の給料は市民が決めるものであって、国に

言ってもらわなくてもいいと言いたいところです。しかし、このように市長等の

給料は、がんじがらめになっているわけです。 

     本日は、市長、副市長及び教育長の給料について、諮問の中にありますように

額について話し合っていきたいと思います。まずは、市長の給料の額について、

ご意見をお願いします。 

 

中村委員： 資料を見ますと、県内及び四市の比較において大変低いものとなっています。

低いことに対して、和光市は良く頑張っているという意見や、立派であるという

見方もありますが、県内における和光市の格・位置付けから考えて、もう少し高

くても良いと思います。 

     志木市と比較した時に、和光市は財政状況も良いですし、志木市は和光市以上

に多くの問題を抱えていると思います。そういった一面を考慮しても、特に市長

の給料は上げるべきだと思います。また、額についてはいろいろな意見があるか

と考えますので、別途考えたいと思います。 

 

加山委員： 私は結論から言いますと、現状維持で良いと思う。市には、まだまだやって

もらわなければならないことがたくさんあります。また、他の市と比べる必要も
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ないと思います。 

 

井上委員： 商工会とは何かと言いますと、中小零細企業の指導育成をする場所というふ

うに私は心得て、派手なこともしないし、できるだけ身の丈で頑張ってきました。 

    市長の給料については、中村委員がおっしゃったように、四市と比較した場合や

永く据え置きとなっていたことを考え、この度は引き上げるべきだと思います。ま

た、額については 1.5％ぐらい上げるべきだと考えます。 

 

山田委員： 資料からすると県内及び四市との比較において大変低いものになっています。

しかし、社会情勢からすると据え置きで頑張っていただきたいと思います。 

 

渡辺委員： 青色申告会から出ている訳ですので、青色申告会のメンバーのことや社会情

勢のことを考えて意見を述べなければならないと思います。 

    私個人としては、現状維持で良いと思います。しかし、各市と比較して大変低く

なっている資料を見せられ、また、皆さんの意見をお聞きすると、引き上げること

も含めた議論をする余地はあると思いました。 

 

合田委員： 初めてこの資料を見たときに、確かに和光市は低く抑えているという素直な

感想を持ちました。ただこの資料だけをもって判断はできないと思い、色々と調べ

た時に、市の状況等は楽観視できる状況ではないと思いました。平成１０年度から

据え置きできて、据え置かれたままでも出来るという経緯を考えれば、現状維持で

良いと思いました。 

 

桂川委員： 資料の市税収入額と給与費比率を見ると和光市は低い。こういったことを勘

案すれば、もっと市長の役割を発揮してもらう意味でも上げていく余地はあると思

う。ただし、市民の大切な税金ですから、どこまで市民に納得できる説明が出来る

かというところが大変重要だと思います。 

 

会長： それでは視点を変えまして、例えば、日本の制度からしますと内閣総理大臣は議

院内閣制ですから議員間で選ばれ、私達は直接選べません。ところが、市長は市民

が直接選挙できる、いわゆる大統領制ですね。市長如何によっては、市は良くもな

り悪くもなる、相当な権限を持っています。そう考えますと、良い人に市長になっ

てもらいたいという願いが選挙にはあります。 

和光市の現状を見てみますと、前回の選挙は無投票であり、その前の選挙もあま

り競争が無かったですね。という事は、和光市長の職に魅力がないのか、それとも

給料が安いから魅力がないからなのか、仮定の話として、市長の給料を４０市の中
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でトップクラスにしたら、良い候補者がどんどん出てきて活気のある選挙になるの

か、仮定の質問ですがどのようになると思いますか。 

 

中村委員： 確かに前回は無投票でしたが、前々回は三人の候補者がいました。 

 

会長： 三人とはいわず、多くの方に出ていただいて活気のある選挙をお願いしたいと思

っています。 

 

中村委員： 給料の面から考えますと、企業であれば報酬が高ければそれなりに責任を感

じて、良い仕事をしようと考えるものです。市長も同じで、人間ですからそういっ

た考えもあると思います。県内の中で大変低いものとなっている現行の市長の給与、

和光市の位置付けを考えた時に、責任のある市長の給料が低いということは、一市

民としても寂しい思いです。給料をやみくもに上げるというわけではなく、責任に

応じた相応の額にすべきだと思います。何十年も住んでいる好きなまちであり、良

いまちにして欲しいからそう思うのです。 

 

加山委員： 職員の給料は上げても構わないと思う。職員や教員も同じだが、給料が安け

れば質も悪くなる。その代わりに、時間になったから帰るといった考えではなく、

責任を持った仕事をして欲しいですね。 

中村委員の考えとはちょっと違って、市長や議員は、埼玉県内でこんなに低い額

なのかということではなく、この額で十分だという気持ちと、和光市を良くしてい

こうという強い思いと責任を持ってやって欲しい。 

 

井上委員： ９年間辛抱してやってきた訳ですし、少しでも上げることで頑張っていただ

きたい。夕張市みたいな例もある訳ですし、責任を持ってやっていただくため、ま

た、和光市はどんどん変わってきているので、今回は少しでも上げるべきだと思い

ます。 

 

渡辺委員： 市長は和光市をこのようにしていきたいということで、手を挙げていらした

と思います。やってみようとしてやってきたことに対して、私達がどう評価するの

かというところで考えていくべきだと思います。また、市長がどの程度の功績を残

してきたのかということを考えていきたいと思います。 

 

山田委員： その時々の事情があって、前回の選挙は無投票になったわけですから、給料

を上げれば人材が集まるという考えは違うと思います。 
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桂川委員： 市長の位置付けについては市ごとの考えがあると思いますが、今の給料額は

少し寂しい気がします。 

    モチベーションという言葉をよく使いますが、やりがいということを考えた時に、

給料の額を上げられるのであれば、そういった観点も必要なのかと思います。 

    また、レスポンス良く給料というものを決めることが出来れば、評価したものを

給料に反映することもできますが、評価をするにはある程度の期間が必要となるの

で馴染まないのではないかと思います。そうなると、周りの状況、他との比較の上

で決めていくという考え方もあると思います。 

 

会長： 市長は大きな権限を持っているわけで、四年間という期間をギャランティしてい

る。 

   そのギャランティしたものに対する評価ということに、何らかの評価基準が必要で、

市民が目を光らせて評価基準というものを作っていかなければならない。決められ

た給料があって、仕事をしてもしなくても給料が同じということであれば、市民か

らすれば困ってしまうので、任期中の評価をいうものをしっかりやっていかなけれ

ばならないと思うのです。 

 

合田委員： 今までの話を伺っていますと、給料が上がるということは動機付けにはなる

と思います。しかし、そのお金が市民の税金であることを考えますと、例えば、一

つの成果物に対する評価基準というものがあれば、判断するのに大変わかり易いと

思います。給料というのは職務・職責に応じたものに支払われるものでありますが、

例えば、現在の和光市は高齢者福祉、子育て支援ということでは評価されると思い

ますが、それ以外のところをどのように評価すればよいのかわかりかねます。今回

給料を上げたことで、今まで以上に和光市が豊かになるのであれば構いませんが、

実際に給料を上げて良いのかはすぐには答えられません。 

 

会長： では、最小限の必要な手当は出しますが、それ以外は支払わないとした時に、市

長等のなり手がなくなると思いますか。 

 

加山委員： 話はちょっと違ってしまいますが、市長には市長の仕事があり、議員には議

員の仕事があるわけで、仕事はして当たりまえなんです。それ以上の仕事、特出す

べきことをしたのであれば、上げることを考えなければなりませんが、市長として

普通の仕事をしているわけですから、議員の報酬と同じく現状維持ということです。

もし、最低限の仕事もしていないようであれば、減額してもらわなけばならない。

市長及び議員も、現状の額でも一生懸命やっているんだという誇りを持って取り組

んでいってもらいたい。 
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会長： 中村委員の意見とはだいぶ違っていますが、何か意見はありますか。討論会をや

っているわけではないので、意見がすれ違っても構いませんので、どうぞ自由に意

見を言ってください。 

 

中村委員： 反論するわけではありませんが、市長をやる方で、給料のことを考えて仕事

をする人はいないと思います。給料が欲しいのであれば、別の商売をやるというみ

ちもあります。それだけに、誇りを持ってやってもらうためにも、立場に見合った

額で応えてあげるべきです。そういった考えで資料を見たときに、県内で３８番目

であり、他市の財政はどうなのかと考えてみても低すぎます。また、和光市はよく

頑張っているといった目で世間は見ていてくれていると思いますので、それに見合

う給料の額を用意してあげるべきです。 

 

会長： 確かに市長になる方で、給料を目当てにする人はいないと思います。それは共通

している認識だと思います。その様に考えますと、給料を上げることで気持ちよく

仕事をしてもらうという考えもあると思います。しかし、市民の立場からすると市

長の給料が上がったということであれば敏感に反応します。例え認識不足の方であ

っても、上がることには敏感に反応すると思います。だからこそ、皆さんの色々な

意見を出して頂き、よく勘案した上で決定しなければならないと思います。 

    次に、副市長の給料についてのご意見を受けたまわりたいと思います。地方自治

法の改正で助役に替えて副市長が置かれることになり、現在の給料額は助役の給料

額を副市長にそのまま当てはめたものとなっています。 

 

井上委員： 現在、副市長はいないと思いますが。 

 

会長： 現状では副市長は置かれてはいませんが、制度としてポストがあるために決めて

おく必要があります。 

 

加山委員： 市長と同じく、現状維持で良いと思います。 

 

中村委員： 私の意見はちょっと違います。いつ置かれるのかわかりませんが、市長と比

べると、副市長及び教育長の給料は高いと思います。むしろ下げるべきだと思いま

す。 

 

山田委員： 市長について、昔は確かに名誉職ということもあったかもしれませんが、現

在は違うと思います。副市長については、助役を転じて設置されたものですので、
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現状維持が妥当だと思います。 

 

桂川委員： 副市長はどういう立場の方がなるのですか。職員の中から選ぶのですか。 

 

会長： 市長の考えにより指名することになります。もちろん議会の承認は必要になりま

す。 

 

桂川委員： 市長が選ぶということは、市長のマネジメントによるものなので当然評価も

していただくことになります。資料を見た場合、市長とのバランスを考えると少し

格差をつけても良いかと思います。 

 

渡辺委員： 基本的に下げることには抵抗があります。 

 

会長： どうしても、資料の中の順位が気になるようですね。市長に比べると高いという

考えや副市長に看板を架け替えただけなので現状維持とする、両方の意見が出てい

ます。 

    最後に教育長の給料について、ご意見を承りたいと思います。教育長は一般職員

と同じ取扱いの形でありながら、なお且つ教育委員の中から選ばれることになって

います。一般職員と同じであることから、資料７にある一番高い給料の部長より高

い体系になっているのかもしれません。一般職員の中でトップということなのかも

しれません。しかし、私も教育長のことをわかりませんので、事務局から説明して

もらいます。 

 

事務局： 教育長は、教育委員会の事務の執行責任者と考えていただければいいと思いま

す。地方教育行政の組織及び運営に関する法律で規定されており、教育委員会の委

員の中から選ばれます。職務については、法律で①教育委員会の指揮監督の下に、

教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。②教育委員会のすべての会

議に出席し、議事について助言する。③教育委員会事務局の事務を統括し、指揮監

督する。と規定されています。 

 

会長： 教育委員は何名いるのですか。 

 

事務局： ５名です。 

 

会長： 教育委員は誰が任命するのですか。 
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事務局： 議会の同意を得て、市長が任命します。また、教育長は教育委員の一人であり

ますが、教育委員会を代表する委員長とは別になります。 

     

井上委員： 教育長は常勤ですか。 

 

事務局： 常勤です。 

 

会長： 教育長というのは、市長及び副市長とは性格がちょっと違っていて、教育委員の

一員であると同時に、教育委員会事務局のトップとしてまとめている方となります。 

 

加山委員： 教育現場で問題があった時に一生懸命謝っている姿をよくテレビで見ますが、

教育長の仕事とは何ですか。人事権を持っているのですか。 

 

会長： 先生の人事権については、推薦をすることはあるかもしれませんが、基本的には

県の教育委員会が握っているようです。 

 

加山委員： 役割が漠然としていて難しいのですが、資料７の部長Ａの給料より低いとい

うわけにはいかないでしょうから、現状維持で良いと思います。 

 

中村委員： 教育長というのは大変重みのある仕事なのです。しかし、実態はどうなんだ

と思った時に、本来は大変な役割を担っているはずなのだが、現実には多くの市民

が、どのような仕事をしているのか、わかっていないと思います。 

 

渡辺委員： 教育委員会には、学校教育だけではなく、社会教育も該当するわけですよね。

そうしますと、公民館もその対象となるのでしょうか。 

 

会長： 現在、教育委員会の要素がだんだんと移管されていって、各市それぞれ教育委員

会の構成が違ってきています。和光市においても、やがて教育委員会はいらない、

といった議論も出ています。 

 

加山委員： 話を聞いていますと、何か責任がはっきりしないものに見えます。責任が少

なくなってきているのであれば、下げるべきだと思います。 

    何か問題があった時に教育長が謝罪している。それだけ責任があると思っている

わけですが、その責任がないのであれば、下げるべきだと思います。 

 

会長： 業務の移管等により、市ごとに仕事の範囲や責任の度合いが違ってきています。
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和光市でも、スポーツの関係が市民環境部に移管されております。 

    というわけで、教育長のご認識を深めていただいた点で、有意義だったと思いま

す。 

    次回が最後の会議となり、１１月１日午後１時３０分からとなります。会場につ

いては、今回までの部屋と違いますのでお間違いがないようにお願いします。事務

局は、次回の開催通知で会場が変更となったことをわかり易く表示してください。 

次回の会議では、本日話し合ったことに対する、まとめた考えについて発表して

もらいます。残された時間で、当審議会では初めての試みでありますが、市長、副

市長及び教育長の給料並びに市議会議員の報酬のあり方についての話をしたいと思

います。 

また、前回の会議で申しましたが、３回の会議の中で答申を作成することは難し

いので、私と事務局で答申書の素案を作成します。出来上がったものを各委員に郵

送させていただきますので、内容の確認をお願いします。 

本日は、大変お忙しいところありがとうございました。 


