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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 21 年 11 月 11（水） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分 

開催場所 和光市市役所 4階 401 議室 

次第 1 審議 

2 市長のあいさつ（お礼） 

3 諮問事項 

・諮問の内容 

① 市議会議員の議員報酬はいくらにすべきか。 

② 市長及び副市長の給料はいくらにすべきか。 

 ③ 教育委員会教育長の給料はいくらにすべきか。 

 ④ 上記①～③の改定をするとした場合、実施時期はいつからとすべきか。 

 答申の期限 

平成 21 年 11 月上旬まで 

 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 斎藤和康（和光市商工会）      金子清孝（ＪＡあさか野和光支店） 

◎中村幸夫（和光市自治会連合会）   花岡里恵子（和光市文化団体連合会） 

能津邦洋（本田技研労働組合）   ○渡辺節子（和光青色申告会） 

岡村都志子（みんなでわこう男女共同参画ネットワーク） 田中広道（税理士） 

佐藤良江（市民公募）              ◎会長 ○会長職務代理 

欠席者 － 

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嘱名簿 

資料２ 県内各市の市長等給料額一覧表 

資料３ 県内各市の議員報酬額一覧表 

資料４ 人口別規模別市長等給料額一覧表 

資料５ 人口別規模別議員報酬額一覧表 

資料６ 人口別規模別市税収入額と給与費一覧表 

資料７ 部長級職員の年間給与試算 

資料８ 朝霞地区四市の改定状況 

資料９ 市長及び議員に関する経費 

資料 10 県内各市の議会に関する経費について 

資料 11 平成 19 年特別職報酬等審議会答申書  

 

１ 審議 
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中村会長： 前回の会議の中で、教育長の職務についての質問がありましたので、事務局

から説明をお願いします。 

 

職員課長： 教育長の職務につきましては、教育委員会の事務における執行責任者と考え

ていただければわかり易いと思います。教育長は地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 16 条に基づき設置され、教育委員の中から選ばれることになります。教

育委員につきましては、議会の同意を受け、市長から任命されるもので、５名の教

育委員がおります。この法律に基づく職務につきましては、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と規定されています。

また、教育委員会の全ての会議に出席し、議事について助言を行なうこととなって

おり、教育委員会事務局の事務を統括、監督するもので教育委員会事務局の長とい

う位置付けとなっています。 

 

中村会長： 前回の会議で、市長、副市長及び教育長の給料の額について意見交換をしま

した。給料額に対する考え、給料額を改定する必要がある場合は具体的な金額、改

定を実施する時期について、検討した結果を踏まえた各委員の考えをお聞かせくだ

さい。 

 

能津委員： 市長、副市長及び教育長は最上位の管理職という位置付けとなっており、人

事院勧告に基づき一般職員の給与が引き下がることから、一般職員に準じて引き下

げるべきだと考えます。また、引き下げ額についても、人事院勧告は△0．22％の引

き下げとなっていますので、これに準じたものが妥当だと思います。 

 

岡村委員： 給料額に対する基準がわからないというのが実感です。一般職員の給与が引

き下がるということであれば、同様に引き下げるべきだと思います。 

 

田中委員： 市長に関しては、既に 25％減額措置をしていることから現状維持とし、副市

長及び教育長については一般職員に準じて引き下げるべきだと思います。 

 

佐藤委員： 人事院勧告と同様に実施すべきだと思います。 

 

花岡委員： 人事院勧告は重く受け止めるべきだと思います。市長の給料の額については、

25％の減額措置をしているので据え置きとし、副市長及び教育長の給料の額につい

ては、人事院勧告と同様に引き下げるべきだと考えます。 

 

金子委員： 人事院勧告に関するお話が出されていますが、一般職員の給料は級及び号給
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が決められていて、定期昇給がある中での人事院勧告であり、特別職の給料の額は

定期昇給がなく一定なものですから、人事院勧告は直接影響しないと思っています。

従いまして、特別職の給料額は最低でも現状維持で良いと思います。 

 

斎藤委員： 商工会内でもボーナスが支給されない会社が多くありますが、特別職は期末

手当も支給されますし、市民感情を考えれば引き下げることは致し方ないと思いま

す。引き下げる基準としましては、商工会職員の給与は年間給与額で平成 15 年△2．

6％、平成 21 年△2．4％の引き下げとなっております。また、人事院勧告において

も給与額で△0．22％の引き下げ、期末勤勉手当の支給率が年間 4．5 月から 4．15

月に引き下げとなっていますので、市民感情を考えますと、これに準じて実施すべ

きだと思います。 

また、現状維持ということは、市民感情からしますとちょっと厳しいかと思いま

す。会社であれば利益を生み出すことで給与に反映され、行政であれば、ムダを省

いたということが、はっきりと数字となって表わすことができれば現状維持という

こともあるかもしれません。今回の会議とは関係はありませんが、行政のムダを省

くということで先日事業仕分けが実施されましたが、事業仕分けは本当に正しい判

断だとは思っていません。私が関わっている５つの事業が不必要となりました。例

えば、青少年に関する事業では、弱者に対する救済を主眼に置き、一生懸命参加し

ている通常の方に対することなど考えない判断は正しいとは思えません。こういっ

たことではなく本当の意味で行政のムダを省いたということであればアップという

ことも考えて良いと思います。 

    また、ホンダさんの影響から税の大幅な減収が見込まれる状況では現状維持とす

ることはやはり難しいと思います。 

 

渡辺委員： 私も皆さんと同じように考えており、人事院勧告に準じた引き下げを行なう

べきだと思います。ただし、現市長は 25％の減額措置をしており、本則の給料額を

引き下げた場合は更に減額となってしまうので現状据え置きとし、副市長及び教育

長については、人事院勧告に準じた引き下げを行なうべきだと思います。 

 

斎藤委員： 確認をしたいのですが、現市長が実施している 25％減額はどの額から計算す

ることになりますか。 

 

職員課長： 市長の給料額は条例で 847，000円と規定されています。現市長は自らの給料

に関してののみ、25％減額を実施するため市長の給料の特例に関する条例を定め、

条例で規定されている 847，000円に対して 25％の減額を実施しています。仮に条例

の給料額を人事院勧告に準じて引き下げた場合には、引き下げた額から更に 25％減
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額を行なうこととなります。 

 

中村会長： 各委員の意見をお聞きしましたが、人事院勧告のマイナス勧告を重く受け止

めている意見が大半でした。 

私の考えも各委員と同じように、人事院勧告に応じた対応をとる必要があるので

はないかといった考えを持っています。過去 10 年間においてマイナスの人事院勧告

があった中で、近隣では新座市が引き下げ改定を実施しているようですが、和光市

においては過去の審議会の結果に基づき 11 年間据え置かれてきた経緯があります。

また、他市と比較する必要はないといった意見や和光市は財政的な実力がありなが

ら県内で下位に位置しているといった意見がありました。しかし、現在の厳しい社

会状況を考慮した各委員の意見を踏まえまして、答申の素案を作成したいと思いま

す。 

    以上を持ちまして、諮問内容に関する審議は終了しました。次に、その他の事項

として、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

の意見を求められておりますので、この件に関する意見交換をしたいと思います。 

    特別職の期末手当の内容について、事務局から説明していただきたいと思います。 

 

職員課長： 市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について、以前は職員の期末・

勤勉手当の支給割合と同様となっておりました。平成 17 年度及び平成 19 年度の給

与改定では職員の支給割合が 0．05 月ずつ引き上げられました（4．40→4．45→4．

50）。しかし、市長、副市長及び教育長の支給割合については、経済状況などの理由

から据え置き（4．40 月→4．40 月→4．40月）という報酬審議会からの答申を受け、

職員の支給割合と比較して 0．10 月の開きがあります。 

次に、議員の期末手当（3．55 月）については、職員の期末手当に対応しているも

のでありましたが、過去の給与改正時に職員の支給割合が引き下げとなった時、市

長等の支給割合と比較して低いということで、議員の支給割合が据え置かれてきた

経緯があります。例えば、埼玉県の特別職については、国会議員等の支給割合に準

じた 0．25 月の引き下げ改定が実施されているところです。議員の支給割合につい

ては、各市の財政状況及び支給割合等に対する各市の考え方などの違いから各市で

ばらつきがあるところです。 

 

斎藤委員： 議員の期末手当は 3．55 月となっていますが、これについて高い低いと考え

ることは非常に難しい。例えば、年間約 80 日の出席日数ならば、年額 5，600，000

円だとして、日額 70，000 円となります。このように年額を決めることで日額が計

算できますので、高い低いが分かりやすくなるのではないでしょうか。 
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岡村委員： 出席日数のみで考えた場合には確かに高いと思います。しかし、常に議員と

して見られる立場があると思います。 

 

中村会長： 政党に属している方については、活動状況、活動実績はある程度分かると思

います。しかし、個人ごとの活動については、個人差が確かにありますね。 

 

田中委員： 常勤の職である市長等に期末手当が支給されることは理解できますが、非常

勤の職である議員に期末手当が支給されることはおかしいと思っています。期末手

当が支給される根拠についてはどうなっているのですか。 

 

職員課長： 議員に対する期末手当の支給については、地方自治法第 203 条で条例で定め

ることにより期末手当を支給することができることとされており、条例を定めて支

給をしているところです。 

 

中村会長： 大和町のころは、期末手当はなかったと確か記憶しています。期末手当の支

給はいつ頃から始まったのか。 

 

総務部長： 明確な回答は出来ませんが、地方自治法 203 条に規定された段階で、国・県

から条例（案）が示されますので、地方自治法で規定された時点から全国的に支給

されてきていると思います。 

 

職員課長： 期末手当の支給については、昭和 31年に地方公務員法が改正され追加された

ものです。導入経緯については、国会議員との均衡により地方議員にも支給の道を

開くということで導入されたものとなっています。 

 

事務局： 報酬の名称についてですが、非常勤特別職に支払われるものを報酬と呼び、議

員に支払われるものを議員報酬とされ、名称についても明確に区分されています。 

 

金子委員： 議員活動には個人差があるかもしれませんが、出席日数以外にも活動されて

いる議員の方もいます。また、和光市の議員は朝霞地区４市の中で平均年齢が高い

ですね。既に年金を受けている方で他に収入がある方については問題はありません

が、収入が議員報酬だけの若い議員の方は、他に仕事を持って議員活動をすること

はやはり難しいと思います。和光市は若い住民の方も多いので、若い方が議員にな

りやすい環境を整える必要が絶対あると思います。 

 

中村会長： 民間であれば利益がでなければボーナスは支給されませんね。市の職員の給
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与が下がるのであれば、引き下げるべきではないでしょうか。 

 

渡辺委員： 議員の方が本会議以外の委員会等に出席した場合、報酬等は支払われるので

しょうか。 

 

総務部長： 以前は、委員会等に出席した場合に日当が支払われていましたが、本市では

既に廃止されており、月額の報酬のみとなっています。 

 

中村会長： 例えば、和光市独自の支給形態とすることは、法的に可能でしょうか。 

 

職員課長： 特別職の給料・報酬を決定する際に考慮すべきこととして旧自治省から通知

が出されています。一つ目として、当該団体の特別職の給料・報酬に関するここ数

年来の給与改定の経緯、二つ目として、当該団体の一般職員の給与、三つ目として、

他の団体との均衡、この三つ視点から決定すべきものだとし、各団体もこれに則り

行なっているところです。だからといって、独自の支給が出来ないかというわけで

はありませんので、法の範囲の中で可能な方法を研究しなければなりません。 

 

能津委員： 年俸で支払う方法は分かりやすいかもしれませんが、現状の支給形態ですと、

年の途中で額を変更する場合に変更しやすいということがあります。 

 

総務部長： いろいろな考え方があり、独自の支給を実践している団体もあるようです。

報酬審議会からの提言を尊重した内容を議案として提出して、議会で審議していた

だきたいと思っています。 

 

渡辺委員： 人事院勧告に準じて取り扱うという方法が、可もなく不可もないことだと思

います。勧告の内容では、民間と公務員との給与の差が 0．22％あり、その差を引き

下げること、また、ボーナスを 0．35 月分引き下げることが基本となっています。

報酬者に賞与が支払われることはおかしいというのが本音ですが、現状の条例等の

枠組みの中で考えるのであれば、この勧告の内容に沿うことがやはり必要ではない

かと思います。 

 

中村会長： 和光市に限ったことではなく、かつては名誉職であったものが、議員報酬だ

けで生活している方が多くなっていることが現状だと思いますね。 

    また、期末手当の支給について、答申ではその他の事項となっておりますが、な

ぜでしょうか。 

 



  

 - 7 - 

総務部長： 条例では、給料の額改定を行なう場合のみ報酬審議会に諮問することとなっ

ています。しかし、特別職の期末手当についても、参考意見として報酬審議会で支

給割合を検討していただき、答申内容を尊重してきている経緯があります。 

 

田中委員： この会議に参加した理由としては、意見を述べたいという気持ちと自分の意

見とは違ったいろいろな方の意見を聞けるということからです。更に、私の周りの

方の意見を届けたいと思っていました。 

生活給といった考え方をしてしまうと、それをカットすることは難しいと思いま

す。しかし、私の周りでは、この現状ではカットしないのはおかしいだろうという

意見が大勢ですよね。ですからこの会議でもそういった考えを残しておいて欲しい

と思います。人事院勧告に準じた引き下げという考え方は、会議の落としどころと

いうことでは良いかもしれませんが、それではもっと凄い勢いで落ち込んでいる民

間の状況とはタイムラグがある。本当は、この会議の中で現在の状況がどうである

のかという話しがなされて額を決定していくものだと思います。それは、和光市の

財政状況が良いということで、そのような考え方で収めてしまうのかもしれません。 

しかし、現状では悪化の一途をたどっており、今年以上に来年は悪くなるという

状況で明るい見通しが立てられない中で、あまりにも楽観的な議論だけで終わると

いうのはどうかと思います。民間は関係ないという考えもありますが、民間ではも

っと凄い勢いで悪化している訳で、数年先を見通して財政的に支出をどう抑えてい

くかという視点で考えていきたいのです。 

そのような中で、和光市の議員報酬及び市長の給料額等の県内における順位が低

かったということは非常に嬉しかったですし、素晴らしい地域に住んでいて本当に

良かったと思いました。高いものを払っているから良いという考え方もあるかと思

いますが、私は逆に財政的に切りつめているということは素晴らしいことですし、

住んでいる住民の方も嬉しいと思います。こういった考え方もあるということを考

慮し、まとめていって欲しいと思います。 

 

中村会長： 各委員の意見は記録として残りますし、会議の中でいろいろな意見が出され、

話し合いが行なわれていたということは決して無駄ではないと思います。何らかの

形で今後の市政に反映していって欲しいとものだと思います。 

 

花岡委員： 田中委員の意見に本当に共鳴します。人事院勧告では 0．22％の引き下げとあ

りますが、これは大企業との比較であり、中小企業に目を向ければもっと厳しい状

況があります。期末手当については、人事院勧告どおり 0．35 月の引き下げを是非

して欲しいと思います。 
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斎藤委員： 私も田中委員の意見と同じですね。若い議員を望む考え方も理解できますが、

市民感情からしますと現状維持というのはどうかと思います。では、下げ幅をどう

するかといった場合に、人事院勧告を考慮するということは妥当なのかもしれませ

ん。現実では会社がつぶれてしまえば生活していけないですし、そういった環境の

中で市民の方は暮らしている訳です。こういったことを考えて、報酬を受け、市民

ためにがんばって仕事をしようと思って欲しいですね。 

 

岡村委員： 社会の状況が厳しい訳ですから、市長さん、議員の方ががんばって仕事し、

暮らしの足しになるような活動を行なって欲しいと期待しています。 

 

佐藤委員： 議員の方は、市民が議員活動に満足しているとけっして思って欲しくはない

です。議員活動には議員によってばらつきがありますが、本当は議員ごとに議員報

酬額に格差をつけたいという市民感情があるということを理解して活動をして欲し

いと思っています。 

 

渡辺委員： 議員活動について私が思っていることは、議員の方は私たちの代表ですから

議員さんが勝手に動いているのではなく、おこがましい言い方をさせていただけれ

ば、私たちが議員さんを動かしていかなければいけないのではないかと基本的には

思っています。自分たちが意志をもって参加していくことで、議員活動の差が解消

できるのではないかと思っています。 

 

中村会長： 議会を傍聴している方も少ないですし、選挙の投票率も低く、市民の関心が

少ないように感じますね。 

 

渡辺委員： 前にも述べましたが、公共施設等で議会の状況が見られるようになれば、忙

しい時間の中でも少しでも関心が持てると思います。 

 

中村会長： 他市では報酬審議会の開催はどのようになっていますか。 

 

職員課長： 当市では、人事院勧告で一般職員の給与改定が出された場合に開催していま

す。他市では、少額の改定や期末手当の改定だけであった場合は開催せず、5・6 年

開催していないところも多いようです。和光市ではほぼ一年おきに開催し、他市で

は 1 日の開催というのが多いようですが、会議の回数も 3 回実施しており、活発に

行なっている方だと思います。 

 

中村会長： 本日は期末手当の支給割合等について検討しました。3回の会議の中で大変良
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い意見をいただきました。皆さんの意見を参考にしまして、私と事務局で答申の素

案を作成し、各委員に送付いたします。内容等に修正するところがあれば直してい

ただき、答申を完成させて市長に提出したいと思います。 

    この度の審議にあたり、図らずも会長を務めさせていただきましたが皆様のご協

力により無事に終了することができ、誠にありがとうございました。 

 

２ 市長のあいさつ（お礼） 

市長： お忙しい中、長時間に渡ってご審議いただきましてありがとうございました。厳

しい経済情勢の中、和光市でも厳しい財政状況となっており、この状況を真摯に受

け止めております。また、議員に関することついては議会にこの内容をお伝えし、

自分たちで判断していただく方向を取ろうと思っています。徐々にですが、各組織

が自分たちで市民の方の意見を採り入れならが自分たちで行なっていくということ

を進めていきたいと思っています。今後答申を受けまして、どう受け止めて発信す

るかということに関しまして、しっかり考えていきたいと思います。本日はどうも

ありがとうございました。 


