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和光市特別職報酬等審議会会議録（第 3 回） 
 

開催日 平成 19 年 11 月 1 日（木） 午後１時 30 分～午後 3時 00 分 

開催場所 和光市市役所 3階 全員協議会室 

次第 1 議題 

① 市長、副市長及び教育長の給料における各委員の結論的意見について 

② 市議会議員、市長、副市長及び教育長の報酬等における各委員の総括的意

見について 

出席者 井上敬三（商工会）           渡辺節子（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） 

              ◎会長  ○会長職務代理 

欠席者 加山勝正（農業協同組合）        合田裕子（学識経験者） 

傍聴者 １名 

配布資料 第３回審議会追加資料  平成 18 年度市長及び議員に関係する費用 

 

１ 審議 

会長： 定刻になりましたので、始めさせていただきます。短かったような長かったよう

な会議でしたが、第３回目ということで最後の会議となりました。 

    前回お約束したとおり、前回の会議で討議していただいた市長、副市長及び教育

長の給料の額について、皆さんの意見をお聞かせください。 

    本日欠席されています合田委員からはご意見をいただいておりますので、披露さ

せていただきます。 

    市議会議員の報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料ついては、８年間据え置

かれているところでありますが、国や市の情勢を考えると据え置くことが適当だと

思います。市議会議員の報酬と副市長及び教育長の給料のあり方については、第一

回目及び第２回目の会議の中で発言した内容を汲み取っていただきたいと思います。

とのことであります。 

   また、同じく欠席されています加山委員からの意見については、事務局が伺ってい

るそうですので報告してください。 

 

事務局： 第１回目と第２回目の会議の中で、私の考えについては全て発言してあります

ので、その中から汲み取ってください。とのご意見を承っています。 

 

桂川委員： 人事院勧告では民間給与の額を下回るということでありました。市長、副市
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長及び教育長についてはそれなりの責任を担っておられることから、前回の会議で

は上げる余地があると述べました。しかし、民間企業の中では上がるところもあれ

ば、下がるところもあるということを考えますと、現状では上げ下げをする要素が

ないので、現状維持であると思います。 

   

井上委員： 皆さんのご意見を聞いておりますと、どの意見もごもっともだと思いますが、

１０年近く据え置かれています。議員の報酬については、議員総数の是正をしてい

ただいた上で、少し上げるべきだと思います。年額を２.５％から３％引き上げ、金

額にして３％で１６９,２６６円になります。市長については年額１.５％から２％

引き上げ、金額にして２９２,７２３円になります。副市長及び教育長については、

部長の最高額を考慮しますと現状維持でお願いしたいと思います。 

    また、実施時期については４月からと考えております。 

 

渡辺委員： 市長、副市長及び教育長の給料については、朝霞四市と比較した場合に少し

低いと思いました。現在和光市では副市長を置いていませんし、収入役もいない状

況で、市長一人でやっていることに関して、少しプラスしても良いのではないかと

思いました。 

    また、副市長及び教育長の給料については、どのように判断して良いのかわから

ないので、そのまま据え置くという考えになりました。 

 

会長： 副市長を置かず、一人でやっているという意見についてですが、これは現状に対

してのみということですか。 

 

渡辺委員： 副市長を置かずにやっている野木市長に限定したものです。 

 

会長： 野木市長に対するインセンティブとしてボーナス的なものを与えるということは、

給料のベースを変えるということではないということですか。 

 

渡辺委員： 給料以外にプラスするということです。 

 

中村委員： 前回まで２回の会議で発言させていただいた内容と今日現在における私の考

えは変わっておりません。市長の給料については、朝霞四市や県内の市と比較して

も大変低いものになっています。和光市の力や将来などいろいろ考えてみますと今

回は上げるべきです。議員の報酬については、県内の中で同じく低いものでありま

すが、議員定数との関わりがありますので現状レベルの維持と考えます。教育長の

給料については、むしろ高いという考えですので、そのままで据え置きとします。
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また、副市長についても現状維持とします。 

会長： 市長の給料については、いくら額を上げることにしますか。 

 

中村委員： １％から１.５％を考えています。 

 

山田委員： 市長、副市長及び教育長について、その役割は非常に重いものがあると思い

ます。また、給料は職務と責任に応じて決定されるべきだと考えます。また、類似

団体と比較した場合でも低いものとなっています。しかし、社会経済情勢から考え

ますと、現行の額を据え置くことが適当だと思います。 

 

会長： 土井委員は前回欠席しておりますが、市長の給料について率直にどう思われます

か。 

 

土井委員： 平成１０年から据え置かれている中で、その間の経済状況を見ますと出っ張

りや引っ込みはありました。私は民間企業の代表ということで出席させていただい

ていますが、民間企業は大変厳しい状況に変わりはありません。バブル崩壊後から

経済状況は上がってきたと言われておりますが、一般の労働者の給料は殆んど変わ

っていない状況にあります。そういった中で、給料を上げることによる市民の方の

反応を考えますと、いかがなものかと思います。 

 

会長： 田中委員も前回欠席しておりますが、公務員に近い立場であった訳ですが、率直

な意見をお聞かせください。 

 

田中委員： 民間を下回っているといった人事院勧告が出されていますが、最終的には幹

部職員については据え置きとなりました。平成１０年以降の長いスパンで考えます

と状況は変わってきています。しかし、失業率も上がっている昨今の経済状況と住

民感情からすると据え置くことが良いと思います。 

 

会長： 皆さんの意見をお聞かせいただきましたが、当然それぞれ考えが違うということ

はあたりまえだと思います。そういった違うご意見を勘案して、答申を書きたいと

思っています。 

    答申については、市議会議員の報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料の額を

どうしましょうかということですので、十分議論したとはいえないかもしれません

が、只今のご意見までで、諮問の内容については終わったということになります。 

    せっかくの機会ですから残された時間で、議員定数の問題等を含めた市議会議員

の報酬の在り方や市長等の給料の在り方などについて話し合いたいと思います。 
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    また、市議会議員や市長には報酬等以外に多くの経費がかかっていますので、市

長及び市議会議員に係る費用について資料の作成を事務局にお願いしましたので、

資料を参考に構造的な問題に対する意見を伺いたいと思います。資料の説明を事務

局からしてください。 

 

事務局： 資料については、平成１８年度にかかった市長及び議員に関係する費用となっ

ています。それぞれの費用については、給料、報酬などの直接費とそれ以外の間接

費に分けています。 

また、議員１人あたりの平均については議員定数の２２名で除してありますが、

平成１８年度決算における議員数は２１人となっています。  

 

会長： いろいろな経費がかかっており、必ずしも安いものではない。これは、全て税金

で賄われていることになります。この資料について、何かご質問等はありますか。 

 

井上議員： ④議会運営費とはどのようなものになるのか。 

 

事務局： 議会を運営するための費用となります。例えば、議場及び委員会室等の修繕・

工事経費、システム保守費用及び会議録作成業務委託料等になります。 

 

会長： 市長に関係する費用について、旅費の経費が０円となっているのは。 

 

事務局： 庁用車を利用した場合、旅費支給条例により旅費費用はかかりません。また、

庁用車に関する費用は、業務委託費に含まれます。 

 

会長： 市長に関係する経費の共済組合負担金とは何か。 

 

事務局： 健康保険及び共済年金の費用です。 

 

会長： 退職手当負担金については、全て公費負担なのか。 

 

事務局： 全額公費負担となります。 

 

会長： 議員に関係する経費の議員共済負担金について、本人掛金と公費負担金の割合に

ついて 

 

事務局： 本人掛金１４.５／１００、公費負担１５.５／１００となります。 
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会長： 秘書職員人件費と議会事務局職員人件費を比べた場合に、議会事務局職員人件費

が高いことについて 

 

事務局： 職員の構成による違いです。秘書課は課長職１名と以下２名の職員。議会事務

局は部長職１名、課長職１名、課長補佐職１名と以下４名の職員となっています。 

 

会長： 本人に対し直接支払われる報酬や給料以外に見込まれる経費については、この資

料を参考にしていただきたいと思います。資料からすると非常に多くの経費がかか

っています。この資料を踏まえた上で、市議会議員の報酬と市長、副市長及び教育

長の給料についての在り方について、自由な意見をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

中村委員： 市議会議員の実態はどうなのかというと、多くの人がサラリーマン化してお

り、生活費としての位置付けになっている現状があります。この実態を踏まえて、

一人ひとりの報酬額を見ますと、確かに低いかもしれませんが、議員定数との兼ね

合いもありますので、市民の願いでもある議員定数の削減を実現した上で、上げる

べきだと思います。 

    また、愛すべきまちである和光市の位置付けが、県内４０市の中で３８番目であ

り、朝霞四市の中においても一番低いものであるということは、非常に寂しく思い

ます。やはり、見直すべき時には見直すことが必要だと思いますので、市長の給料

については上げるべきだと思います。また、副市長及び教育長の給料については、

職務の内容や職責から考えた場合に、むしろ下げるべきだと思います。 

 

会長： 報酬の在り方について市民にとってわかり易くなることを考えた場合、年俸制を

導入している民間企業の立場から見て、市議会議員の報酬に年俸制を導入すること

に対してどう思われますか。 

 

土井委員： 民間企業では成果に対する通信簿的な評価がありますが、議員の方にはあり

ません。あるとすればそれは次回選挙時の得票数として表れることになるのかもし

れませんが、この時点では既に報酬は支払われています。リアルタイムな評価とな

るとアンケートを行うことぐらいしかないと思われますので、年俸制という考えは

非常に難しいのではないかと思います。 

 

会長： ボーナスにあたるインセンティブ制について、成果が反映された場合に、職員間

である程度の差が生じると思いますが、給与形態に対する理解は得られているので
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しょうか。 

 

土井委員： 民間では、多くの企業がこの様な制度が取り入れられています。 

 

会長： 公から民へ移行した立場として、考えをお聞かせください。 

 

田中委員： 成果に対するインセンティブはありますが、現状では他の企業と比べると低

いと思います。しかし、今後についてはインセンティブの割合は高くなって

いくと思います。 

 

会長： 労働組合では、インセンティブ制に対してどのように思われていますか。 

 

桂川委員： 業種や業務内容などの違いがあるので、生活給と成果給に対する考え方は、

企業の思いや考え方によるものだと思います。 

    また、議員の成果に対する評価を表すとなると選挙となってしまいますし、議員

に対してインセンティブを与えることは、非常に難しいと思います。 

 

会長： 報酬を目当てに立候補する人はいないと思いますが、選挙に当選したことで、こ

の報酬額における４年間の契約をした訳ですから、報酬額を変える必要はないとい

う考えについてどう思われますか。 

 

渡辺委員： 報酬額がいくらであるかということを考えて立候補する人はいないと思いま

すし、当選した後に、報酬額が変更になることに対して気にされる方はいないので

はないかと思っています。 

また、議員活動の成果について、選挙での得票数との関係については影響がないと

思います。 

 

井上委員： 現市長については、副市長を置かずに経費削減を行っています。資料からも

多くの経費がかかっていることがわかりますので、議員の方は和光市のために何が

出来るのかを考えて、議員定数の削減について取り組んでいただきたいと思います。 

 

会長： 資料の中にはありませんが、議員が議会に出席した場合に出席費用弁償というも

のが支給されます。この費用については、和光市では既に廃止されており、議員の

方も努力されていると理解しています。 

 

山田委員： 現在の報酬額で選挙に当選したからといって、報酬額の見直しを行わないと
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する考え方ではなく、社会情勢等に合わせて額を決定すべきことだと思います。し

かし、今回については、社会情勢等から考えて、報酬額を上げる必要はないと言う

ことです。 

 

会長： 例えば、正と副には当然差があるべきだと思いますが、副市長と市長の給料と比

べた時にどう思われますか。 

 

土井委員： 職位に応じたもの、役割による違いがあるのは当然だと思います。その額の

差については、組織の考え方によって違うものだと思います。 

 

渡辺委員： 現在、和光市では副市長を置いていないこともあり、副市長と助役の役割の

違いなどがよくわかりません。 

 

中村委員： 市長を補佐する立場には変わらないと思いますが、和光市の規模では副市長

を置く必要はないと思います。 

 

会長： 野木市長は副市長を置かずに頑張っていると思いますが、報酬額の引き上げをし

た場合に、今後の市長の給料額までに影響してしまいます。固定の部分については

変動することなく、市長の成果や実績に対してインセンティブを与えるような仕組

みが必要だと思います。しかし、今の制度にはないのが現状であります。 

    次に、教育長に与えられた権限と職務に隙間を感じる。和光市のような小規模な

教育委員会の必要性は少ないのではないかと思ってしまいます。 

 

山田委員： 教育委員会の業務が市長部局に移っていることが見受けられますが、詳しい

内容についてはわかりません。 

 

会長： 教育における独立性を保つ必要はあると思いますが、予算を付けているのは市長

であり、スピード化を図る必要性からスポーツ関係等は市長で行うことになってい

ると思います。今後は、教育委員会には学校関係だけが残され、縮小されていくで

あろうと思います。 

    いろいろと各委員の皆さんからご意見を承りありがとうございました。３回とい

う限定された会議でありましたが、議論しだすと幅広いものとなってしまいました。

各委員の皆さんからいただいた意見を反映させた答申書の素案を私と事務局で作成

します。それを皆さんに送付しますので、内容について修正がある場合にはご連絡

をいただき、答申書を完成させて市長に答申したいと思います。 

審議にあたり会長として議事運営をさせていただきましたが、皆さんのご協力を
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賜り無事に終わることができました。本当にありがとうございました。 


