
  

 - 1 - 

和光市特別職報酬等審議会会議録（第１回） 
 

開催日 平成 19 年 10 月 3 日（水） 午後１時 30 分～午後 3時 20 分 

開催場所 和光市市役所 3階 庁議室 

次第 1 開会 

2 委員委嘱式 

3 市長挨拶 

4 審議会会長選出 

5 審議会会長挨拶 

6 審議会会長の職務代理指名 

7 審議会へ諮問書提出 

8 審議 

9 諮問事項 

 諮問の内容 

① 市議会議員の報酬はいくらにすべきか。 

② 市長及び副市長の給料はいらにすべきか。 

  ③ 教育委員会教育長の給料はいくらにすべきか。 

  ④ 現行の改定をするとした場合、上記①～③までの実施時期はいつから

とすべきか 

  答申の期限 

   平成 19 年 10 月下旬まで 

  その他 

   市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額（支給率）につい

ての御意見 

出席者 加山勝正（農業協同組合）      合田裕子（学識経験者） 

山田智好（自治会連合会）      田中誠毅（学識経験者） 

土井仁（和光市内金融機関）    ○中村幸夫（学識経験者） 

桂川慎一（労働組合）       ◎佐伯勝（公募） 

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

欠席者 井上敬三（商工会） 

傍聴者 1 名 

配布資料 資料１ 和光市特別職報酬等審議会委員名簿 

資料２ 県内各市の議員報酬額等一覧表 

資料３ 県内各市の市長等特別職給料額一覧表 

資料４ 人口別規模別議員報酬額等一覧表 

資料５ 人口別規模別市長等特別職給料額等一覧表 
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資料６ 人口別規模別予算市税収入額と給与費比率調 

資料７ 部長級職員の給与年額試算 

資料８ 近隣三市の改定状況 

 

１ 開会 

 本日は、皆様にはご多用の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただ今から、平成１９年度和光市特別職報酬等審議会を開会いたします。 

 《事務局の紹介》 

 

２ 委員委嘱式 

 《市長から各委員に委嘱書を交付》 

 

３ 市長挨拶 

 どうも皆様こんにちは、本日は大変御忙しい中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。今回、和光市特別職報酬等審議会の委員をお願い致しましたところ、快くお引

き受けいただきまして、重ねて御礼を申しあげます。 

この審議会につきましては、条例により定められておりまして、特別職の報酬の改定に

ついての諮問をお願いし、この審議会において検討していただき、答申を頂いて決定して

いくことになっております。現在定められています報酬は、平成１０年４月１日から変更

がなく、執り行われております。社会情勢の変化、或いは一般職員の給与改定の状況等々

を考慮していただきまして、総合的に勘案した答申をしていただければありがたいなと、

思っておりますので、ご協力のほどお願い致します。 

 

４ 審議会会長選出 

 《審議会会長は、和光市特別職報酬等審議会条例第５条の規定に基づき、委員の互選に

より選出することになっています。山田委員から事務局に一任する意見を頂き、他の委員

の了承を得る。事務局案として、平成１７年度に第三次和光市総合振興計画審議会会長職

を勤められた佐伯委員にお願いすることを提案し、本人及び各委員に了承された。》 

 

５ 審議会会長あいさつ 

 ただ今、ご指名を頂きました、白子三丁目在住の佐伯でございます。私は、この度の審

議会委員の選出にあたり、いわゆる団体代表ではなく、公募委員に対して、自分で応募し

た１名であります。会長選出にあたり、出来レースのような感じがするのですけれでも、

反面、事務局は大変な人物を会長に指名したという訳でございまして、何か不都合なこと

がありましたら、何なりとお申出ください。 
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この審議会は、過去に何回行われてきたかわかりませんが、市長、副市長及び教育長の

給料並びに市議会議員の報酬等を取り決めるためのもので、大変重要な事項を審議するも

のでありながら、非公開・公募委員なしという、完全な密室審議会でありました。事務局

の尽力で、公開及び委員１０名の定員のうち２名公募という形になりました。しかし、私

から言わせれば、公募委員２名と言うのはまだまだ少なく、市長は常日頃からオンリーワ

ンの街づくりを進めると言ってこられた中で、公募委員が２名というのは少ないので、今

後は数多くして欲しいものです。 

 私個人としては、特に議員報酬について５年越しの宿題をもっていますが、これはその

議題の時に申し上げます。 

 最後にお願いとして、当審議会は単に市長の諮問に答えるだけでなく、この機会に市長、

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、お話し合いをしたい

と思っています。 

 最後まで努めさせていただきますので、ご協力お願いします。 

 

６ 審議会会長の職務代理指名 

 《和光市特別職報酬等審議会条例第５条第３項の規定に基づき、会長から会長職務代理

を指名。》 

 

会長： 通常は会長が居て、副会長がいる訳ですが、この審議会では副会長を置かず、職

務代理を置くことになっております。副会長が居て、会長を補佐するということで

はなく、会長に事故等がある場合の職務代理ということで、ちょっと変わったもの

であります。 

    そういうわけで、職務代理を置くわけですが、私に事故等がある場合の職務代理

として中村委員にお願いしたいと思います。 

 

中村委員： 了承 

 

 

７ 審議会へ諮問書提出 

 《市長から佐伯会長に対して、和光市特別職報酬等審議会への諮問書が手渡される。》 

 

会長： しっかりとお受け致します。答申の期日については、期限までに間に合わないか

もしれませんので、よろしくお願いします。 

 

 

《審議に先立ち、市長退室》 
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８ 審議 

会長： ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、初めての方もいらっしゃいますの

で、簡単に自己紹介をしていただきましょう。自己紹介といいましても、堅苦しい

ものではなく、お名前と所属、どういった団体からお越しになったのか、もう一つ

は審議会に出席になった動機ですね。動機というのは簡単に言いますと、所属団体

から要請されたから来たのか、それとも、審議会には言いたい事がたくさんあるの

で来られたのかなど、ざっくばらんにお願いします。同じ委員ですので、遠慮せず

にお願いします。 

    それでは勝手ではございますが、会長権限をフルに使わせていただきまして、私

から指名させていただきます。一言話せば、あとは気が楽になりますので、では窓

側の一番向こう側に座っていらっしゃいます渡辺委員からお願いします。 

 

渡辺委員： 渡辺でございます。青色申告会の花岡会長の命で来ました。現在会長は電子

納税の関係で大変忙しいとのことで、代わりに参加となりました。学識経験者とな

っておりますが、どうしてしたらよいのかわからない状態ですので、よろしくお願

い致します。 

 

会長： 次は、山田委員お願いします。 

 

山田委員： 私は自治会連合会から参りました。現在、自治会連合会の副会長を務めてお

り、会長の指名で来ましたので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、桂川委員お願いします。 

 

桂川委員： 本田技研労働組合から遣って参りました。組合の専従役員をしております。

今回、連合労働会からの指名がありましたので、参加させて頂いております。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、合田委員お願いします。 

 

合田委員： 所属は男女共同参画わこうプラン推進委員の方から遣って参りました。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、中村委員お願いします。 

 

中村委員： 学識経験者とのことで、税理士をやっております。特別職の報酬については
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関心がありますが、不慣れでございますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、加山委員お願いします。 

 

加山委員： ９月３０日までは和光農協でしたが、１０月１日からあさか野農協として遣

って参りました。特別職の報酬を決定する責任ある仕事ではありますが、それなり

に自分の考えを持っておりますので、しっかり意見を述べていきたいと思っており

ます。よろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、土井委員お願いします。 

 

土井委員： 初めまして、埼玉りそな銀行和光支店支店長をさせていただいております。

給料に関して、いろいろなケースがございますので、そういった経験が参考になれ

ばと考えております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 次は、田中委員お願いします。 

 

田中委員； 田中と申します。遅れまして申し訳ありませんでした。私は郵便事業㈱和光

支店から参りましたが、この度の民営化によりまして、和光郵便局の中には、郵便

事業㈱と郵便局㈱があります。この度、和光市から依頼を頂きましたが、このよう

な場は初めてでございますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長： 自己紹介をしていただきまして、ありがとうございます。 

では、早速審議に入りたいのですが、審議に入る前に、今後の日程を決めたいと

思います。答申の期限は１０月末までとなっており、事務局の案は３回開催するこ

とになっております。大変お忙しくご都合もあるかと思いますが、最大公約数的な

意見としたいと思います。本日は水曜日なので、隔週の水曜日に開催するという方

法と、毎週水曜日に開催するといった方法があります。私としては、隔週というの

が妥当だと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。 

 

加山委員： 隔週の開催で良いのではないでしょうか。 

 

会長： 隔週の開催ということで、１０月１７日（水）と１０月３１日（水）に開催する

ということでいかがでしょうか。 

 

事務局： １０月１７日（水）と１０月３１日（水）ということですが、事務局の都合で
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大変申し訳ないのですが、両日ともに予定が入っていますので、変更をお願い致し

ます。隔週の水曜日ということですので、１日ずらしまして、隔週の木曜日で１０

月１８日（木）と１１月１日（木）でいかがでしょうか。 

 

会長： 事務局に言っておきますが、審議会は事務局のために開催している訳ではありま

せん。 

事務局がこのように言っておりますので、隔週木曜日の１０月１８日（木）と１

１月１日（木）で了承してください。次に開催時刻ですが、本日は午後１時３０分

から午後３時３０分までの２時間程度を予定していますが、２時間では少ないので、

もう少し長く午後４時までとする案や、午後２時から開始することもできますが、

いかがでしょうか。 

 

加山委員： 本日と同じ、午後１時３０分からで良いのではないでしょうか。 

 

会長： では、開催日は１０月１８日（木）と１１月１日（木）、開始時刻は午後１時３０

分から午後３時３０分までの２時間とします。 

    次に、事前に渡されている資料に対して、わかりにくいところ又は質問があれば、

事務局から説明させます。 

    それでは、３回の会議のシナリオについてお話しいたします。本日は、議員の報

酬に対するフリートーキングとします。そして、次回会議の最初に、本日のフリー

トーキングを経たうえで、各委員の意見を、３分程度の簡単にまとめたものをお聞

かせいただいて、まとめをします。意見といっても、報酬を上げろとか又は下げろ

とか、実施時期は何時からなのか、といった簡単なものです。その後、市長、副市

長及び教育等の給料に対するフリートーキングをしていただいて、第３回会議の最

初に、同じ様にフリートーキングを経たうえでの各委員の意見をお聞かせいただい

て、まとめをします。残りの時間で、期末手当の支給率についての意見と、市長等

の給料及び議員の報酬は今後どのようにあるべきかについて話し合いたいと思いま

す。例えば、和光市は財政的に豊かなので市長の給料を上げた方が良いとか、非常

勤の議員に期末手当を支給する必要性等、支給の仕組みや構造的な問題等です。３

回の開催で当然解決することは無理ですし、当然答えが出なくて結構ですので、意

見をお聞かせ願いたい。 

    最後に審議会のまとめについてですが、３回の会議の中で作成することは難しい

ので、会長、職務代理及び事務局でまとめの素案を作成し、各委員に送付します。

ご覧頂いて直すことがあれば返送して頂き、修正したものについて各委員の承認を

得て、答申にしたいと思います。 

    それでは、議員の報酬についてですが、簡単に言えばいくらにするのかというこ
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とです。議員の報酬について、お手元の資料２、資料４及び資料８を参照してくだ

さい。事務局で作成した資料は、県内４０市の中で、和光市の議員の報酬額は下位

であるといったことが見てとれる資料となっています。 

    市長の給料と議員の報酬とは、まったく意味が違います。ご承知のことかと思い

ますが、給料は常勤の職員に支給される生活給的なものと考えられます。また、報

酬は、非常勤の職員に対する役務の提供に対する反対給付と考えられます。このよ

うに、給料と報酬は全く違うものです。また、議員は非常勤であり、兼業が可能と

なっています。そういった条件を頭に入れた上で、議員の報酬について、皆さんの

ご意見をお聞かせください。 

    では、こういった問題について一番敏感な桂川委員どうでしょうか。率直な意見

をお願いします。 

 

桂川委員： 対報酬という観点で実際にどの様な仕事をされているのか、具体的にあまり

存じ上げないので、現段階でコメントすることは難しい。資料を見るかぎりでは、

県内の他市と比較しても、かなり低く抑えられており、かなり精査されていると思

います。 

 

会長： それでは合田委員お願いします。 

 

合田委員： 学識経験者となっていますが、これに関する学識を持ちあわせておりません

ので、市民の目線からの意見を述べさせていただきます。資料を見ると、各市と比

較して低く抑えられているといった印象を受けました。ただ、この報酬がどのよう

な仕事に対して与えられているのかの説明を受けていないので総合的に判断しかね

ます。 

 

会長： 諮問内容がもの凄く漠然としている。審議会委員は報酬に関する知識を持ち合わ

せていることが前提となっている。しかし、同じ委員が毎回審議しているわけでは

ないので、当然これらの知識を持ち合わせていないこともある。その場合には、報

酬を上げるのか又は下げるのか、といった率直な意見を答えていただければ良いの

です。 

 

加山委員： 県内における順位は関係ないと思います。市内には消防車も入れない様な狭

い道路や通学路も多く、通学路の整備や消防庁舎の立替等、市はやらなければなら

ない事がたくさんあります。大変申し訳ないと思いますが、現状の額でお願いした

い。また、議員の方も、そういった意気込みを持って選挙に立候補してきたと、私

は思っています。 
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渡辺委員： 頂いた資料を見まして、報酬をいくらにすべきかを考えたとき、何処から考

えれば良いのかわかりませんでした。まして、市の規模や財政状況などがそれぞれ

違う中で、何を基準にすべきなのか悩んでしまいます。結局のところ、この報酬に

納得し、選挙に立候補して議員になったということは、和光市を良くしていきたい

という気持ちがあったからだと思います。だからこそ、報酬の引き上げは行わず、

和光市を良くするために頑張って欲しいと思います。 

    また、この報酬額では生活できないといった話を聞くことがありますが、その考

え方はちょっと違うと思いますので、報酬を上げる必要はないと思います。 

 

会長： 早々と結論が出てしまいました。時間はありますので、結論を急ぐ必要はありま

せんので、自分の思っていることはどんどん話してください。 

 

中村委員： 議員の報酬については、皆さんも関心があると思います。しかし、実情を知

らずに、物を言う人がたくさんいます。先程の話の中で、議員の報酬は、生活給で

はないということでありました。和光市の実情を見たときにどうでしょうか。生活

給となっている方もたくさんいると思いますので、実態と違ってきているのではな

いでしょうか。 

    報酬について考えた時、和光市は平成１０年以降改正をしていませんが、関係の

深い朝霞市、新座市及び志木市の３市では見直しをしています。和光市でも見直す

時期にあると思います。しかし、議員定数の問題と併せて考える必要もあり、報酬

を上げるときには、明確な意見を付けるといったことが必要と思います。 

 

会長： 温情ある意見が出てきました。ちょっと視点を換えまして、外国の例について挙

げてみます。 

    有償か無償かということで、大きく分かれます。日本では戦前は無償であり、戦

後に有償となりました。欧米先進国では、無償若しくは少額の手当ということで、

名誉職的なところが多く、イギリスでは、少額の手当として年平均６０万円ほどで

す。例えば、オックスフォード市は年６７万円となっています。アメリカでは、殆

んど有償となっていますが大変少額となっています。例えば、人口２万～７万人の

市では、年２００万円以下が７割を占めています。姉妹都市であるロングビュー市

の市議会議員と報酬額の話になり、和光市の議員は埼玉県内で下位であることを胸

を張って答えたところ、そんなに貰っているのかと驚かれたそうです。また、ドイ

ツでは、月にせいぜい２～４万円の手当が出ているだけだそうです。イタリアも同

様で無償であります。フランスだけは別格で比較になりません。欧米先進国の議員

の報酬はそのようになっています。和光市の議員報酬を決めるにあたっても、運営
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の仕組みが違うと言われますが、欧米先進国の市議会議員のあり方を検討する必要

があると思います。これは中村委員との意見とは正反対になりますが、イギリス人

の友人と話をしたところ、そんなに高額の報酬を支払っているのかと驚かれました。

こういった考え方もあるので、幅広く考えて参りたいと思います。 

 

山田委員： 渡辺委員の意見と同様に、現状の報酬額に納得して立候補されたと思います。

県下３８番目でありますが、４０市のうち２０市が平成１０年から改正を行ってい

ない訳ですから、和光市においても現状維持で良いと思います。 

 

田中委員： 転勤してきたばかりで、和光市の現状を良く知りませんが、資料を見ますと、

県内の中でも低くなっており、頑張っておられるなと思います。一方で、平成１０

年以前から改定していないところもあるので、報酬額を上げる場合には、市民の方

の理解を得るための理由が必要になると思います。 

 

渡辺委員： 外国の例は、仕組みや運営等が違っていると思います。日本の場合、議員は

市民の代表であり、上の方といったように捉えてきました。議員に任せておけばと

いう気持ちがあって、一緒にやりましょうというレベルではなかったということが

基本にあったのではないかと思います。市民の中に一緒にやっていこうといったも

のが日本の中では育っていないというところで、このようなことになってきている

のではないかと思います。 

また、中村委員がおっしゃった議員の数ついては、私も多いと思っています。報

酬について考えるならば、議員数の見直すことから実施すべきだと考えます。 

  

会長： 議員にあまりにも任せ過ぎ、市民がしっかりやってこなかったからではないかと

思います。もう少し一緒になってやってきていれば、もう少し変わった形になって

いた気がします。 

    では、日本の議員報酬は、外国と比べてなぜ高いと思いますか。 

 

加山議員： 私は、本来議員は無償であると思っています。各団体、市民の代表から出て

きた者が、議員活動を行っていくことが本当だと思います。議員定数についても、

何名が適正であるのかわかりませんが、議員数を減らしたとしても、これ以上報酬

を出す必要なないと思います。 

 

会長： 民間企業の土井委員はどう思われますか。 

 

土井委員： 私の場合ですと、毎期ごとに達成度に対する報酬が支払われています。達成
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度に対するものであり、労働の対価ではなく、成果に対するものであります。議員

の方の成果を数字で表すことは難しいかもしれませんが、現在マニフェストを作成

している議員さんも多いので、マニフェストに対する数値、達成度があれば、市民

の方の納得が得られるのではないでしょうか。 

    また、平成１０年度から改正していない訳であり、経済情勢等を考慮すると、報

酬額を上下する必要であると考えます。 

    りそなグループでは、夏に１回支給されています。100％の成果であれば基本ベー

スのみであり、それ以上欲しい場合には 120％の成果が求められます。 

 

桂川委員： 期末手当を生活費の一部として、生活費を補完するものという考え方ですが、

成果に対する配分と生活費に対する配分に分かれており、その成果に対する配分の

方の割合が高くなる傾向があります。 

 

田中委員： 日本郵政公社時代は、生活給の割合が６割とインセンティブの割合が４割で

した。今後は民間会社となり、インセンティブ割合が高くなっていくと思います。 

 

会長： 議員は非常勤職員なので兼職も可能です。年に７０日間ぐらいしか議会に出てい

ないわけで、他にいくらでも職となるものがあります。そういった中で、期末手当

を貰っているとなると、市民の目から見てどうでしょうか。率直な意見をお願いし

ます。 

 

合田委員： 期末手当を貰っていることは知りませんでした。議員報酬の支給実態につい

て知らないのは、私だけなのか、又は他の市民の方も知らないのかはよくわかりま

せん。その仕組みについて教えて欲しいと思います。 

 

会長： 一般の市民の方も同様に、議員の報酬がいくらで、期末手当を貰っているなどと

いうことは、おそらく理解できていないと思います。会合などで、議員が期末手当

を貰っていることを伝えると、市民の方は、常勤ではない議員が、なぜ期末手当を

貰っているのか市民の側からすると、「えっ」ということになる。市民の方が、議員

の報酬額や仕組みを知らないことに問題があると思います。挨拶の中で、５年越し

の宿題というものがありましたが、それは、わかりにくい仕組みを止めることであ

り、例えば、報酬を年俸制にするなど、わかりやすいものに変えていくことです。 

    議員に対して市民が負担しているものには、報酬以外にも付帯している経費がた

くさんあります。それはには直接費や間接費があり、直接費としては、年金の費用

として、税金で半分負担している議員共済会負担金があります。また、費用弁償な

るもので、議会に来るための交通費として支給されるものがある。これについては、
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和光市では自主的に廃止されていますが、未だに多くの市で支給されています。こ

の他にも、政務調査費が支給されており、報酬以外にも支払われるものがたくさん

あるのです。それ以外にも間接費として、議会事務局職員の人件費等も含まれてき

ます。 

 

合田委員： ３回の会議の中で、報酬の仕組み、構造などを根本的に変えていくことは非

常に難しいと思います。この審議会では、議員報酬の仕組みについて変えていくこ

とを話し合うのか、または報酬の額をいくらかにすべきかということを話し合うの

か、話し合う内容を詰めた方が良いと思います。 

    報酬額を平成１０年から変更しなかったということは、過去の審議会での誠実な

対応であったと思います。議員と市民とは対等な立場であり、議員は私達の代表で

はありますが、下に見るものでも、上に仰ぎ見るものでもなく、人間として同じ立

場であり、学識者として、年長者として尊敬と敬意は払いますが、一緒にやってい

きましょうという同じ立場だと思います。 

 

会長： 第１回、第２回の会議では、諮問に応じることを審議していきます。諮問に応じ

るということは、構造を変えるのではなく、現行の報酬の額が妥当なのか、或いは

上げるのか下げるのかということを話し合います。最後に残された時間で、これは

結論を出す必要がありませんが、構造的な問題についての御意見をいただきたいと

思っています。審議会が公開になっているので、審議内容が市民にオープンになり、

情報が浸透していくことで、構造的問題の改革に繋げていきたいということです。 

事務局の考えは、構造改革の議論などせず、報酬額をいくらするのかということ

だけを決めてくれといったものだと思いますが、こういう機会ですので、構造的な

問題に触れながら、皆さんの意見を頂いて、答申の中に集約していきたいと考えて

います。 

 

渡辺委員： 政務調査費の話がありましたが、報酬を考える場合、政務調査費を含めて考

えるべきだと思います。 

 

会長： 当然のことだと思います。報酬だけを議論するのではなく、間接的に係る費用が

あるわけなので、費用を全て出して検討すべきです。志木市では直接費、間接費を

全て出しています。市民の方は、どうしても報酬といった部分的なものに目がいっ

てしまいがちですが、本来それに係る経費全てを含めて考えていく必要があります。

例えば、市長は公用車を使用しており、これには運転手や車の費用があり、こうい

った間接的な費用について全て含めるという発想を持たなければならないと思いま

す。 
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渡辺委員： 職務加算という項目がありますが、その内容がわかりません。 

 

事務局： 期末手当において、報酬額に２割乗じたものです。国会議員に準じたもので支

給されています。 

 

渡辺委員： 委員会の委員長とそれ以外の委員で、報酬に差がありますが、議員としての

立場は同じでありながら、なぜ差を設ける必要があるのか理解できません。 

 

会長： 委員長とは、委員会の取りまとめや本会議への報告等があるので、いろいろ大変

なことがあるので、ご苦労賃として高くなっている訳です。私もこの席に座ったら、

皆さんよりも千円高くなっています。これは、確かに理に合わないものです。役所

の機構というものは、うまくできていて、見かけのところだけは、あまり目立たぬ

ようにしてありますが、総合計すると、結構な額になるように出来ています。また、

委員会の委員長、監査委員、農業委員、一部事務組合の役員となって、本質的な報

酬だけではなく、加算されるものが結構あります。これは税金から支払われており、

大切なお金ですよ。自分が稼いできたお金だったら、こんな無駄使いは絶対しませ

ん。だからこそ、みんなに知らしめる必要があると思います。 

    先程の国会議員との関連についてですが、国会議員と地方議員は本質的に違いま

す。国会議員は常勤ですので、兼職の制限もありますが、地方議員は、たかだか年

間７０日の勤務で、兼職の制限もありません。そういった違いの認識を持ってもら

いたい。欧米諸国では、議員に対する監視体制はもっと厳しい、その上で無償でや

っている訳ですから。そういった仕組みは日本にはないですので、構造的なものを

変えていくことは本当に大変なことだと思います。 

 

合田委員： 私は、北欧の福祉について勉強していますが、ご存知のとおり北欧の福祉は

充実していて、そのために税金はとても高くなっています。市民の方がなぜ文句を

言わないかと申しますと、その内容がガラス張りであり、国民に使い道を見せてい

るからです。ところが、日本では隠すところがあります。税金を使うことは、自分

を含めてその他多くの方のお金を使っているわけですから、他人のお金を使う怖さ

といった意識を持つことが必要だと思います。 

 

会長： おっしゃるとおりです。市長や議員等の報酬を決定する重要な会議を非公開とし

てきました。公開となったのは良かったのですが、公募委員については、委員１０

名のうち２名で、しかも、公募の動機についての提出を求められました。今後は２

名と言わずもっと多くして欲しいと思います。また、初めて公開となったことで、
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議員に対して、審議会でどんな論議がなされているのかを聞きに来るように、宣伝

しておいた訳ですが、傍聴者は１名しか来ませんでした。 

 

渡辺委員： 市議会議員の中でも関心のある人は、ここに来ることはなくても、ホームペ

ージを通じて会議録の確認をしていると思います。 

 

会長： 会議録の話が出ましたが、会議録については、要約ではなく、全発言を載せたい

と思います。会議録が作成されましたら、発言内容、趣旨が違っていないか確認し

ていただきます｡ 

 

中村委員： 勉強のために、前回の報酬審議会の内容についてホームページを見てまいり

ました。審議会が公開されるということで、その経過内容を広く多くの市民の方に

見て欲しいと思います。 

    また、話の中で気になったことですが、欧米についての話も結構ですが、日本と

は法体系や制度の仕組みが違う訳ですから、やはり日本における和光市議会議員の

報酬を考えるべきだと思います。会議はあと２回ありますので、しっかり意見を述

べていきたいと思います。 

 

会長： 結局、諮問は答えを求めています。結論だけということでは心寂しいですし、途

中経過があってこそ結論がある訳です。結論に至るまでに良い意見が出ている訳で

すから、途中経過についてもオープンにして、答申の中に意見として取り上げてい

きたいと思っております。 

    市長に対して答申を出すにあたり、全ての会議録を付けて提出しますので、あと

２回の審議会においても、意見を出し合っていきたいと思っております。 

    次回の審議会では、市長、副市長及び教育長の給料について取り上げますが、初

めに市議会議員の報酬について、本日の結果を踏まえた上での考えをまとめて来て

いただき、皆さんから意見を述べていただきます。 

事務局、何か報告はありますか。 

 

事務局： 次回の報酬審議会は、１０月１８日（木）午後１時３０分から、場所は今回と

同じ庁議室で行います。また、改めて通知を送付いたしますのでよろしくお願いし

ます。 

 

会長： 総務部長、何か言うことはないですか。 

 

総務部長： 本日はありがとうございました。この度は審議会にご協力いただきましてあ
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りがとうございます。今後も忌憚のない意見をいただきまして、しっかり取り組ん

で参りたいと思っています。 

 

会長： 本日は、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。 


