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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 21 年 11 月 4（水） 午前 10 時 00 分～午前 12時 00 分 

開催場所 和光市市役所 4階 403 議室 

次第 1 審議 

2 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 

中村会長： 前回の会議を欠席されました斎藤委員から自己紹介をお願いいたします。 
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斎藤委員： おはようございます。商工会会長の斎藤でございます。他の会議と重なって

おりまして出席できず申し訳ありませんでした。今年の６月から会長職を引き受け

まして、市役所内の会議等に出席することも多くなっておりますので、事務局で日

程等の御配慮をしていただければと思います。重要な会議ですので、出来る限り出

席させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

中村会長： 前回の会議では、議員報酬の額について自由に意見を述べていただきました。

今年度の人事院勧告で職員の給与に対するマイナス勧告が出されたこと、議員報酬

の額が県内４０市の中で３９位と下位に位置していることなどの状況を認識した上

で、議員報酬の額を上げるのか、下げるのか、又は現状維持とするのか、各委員の

考えを発表していただきます。 

 

能津委員： 議員報酬は議員活動に対する対価として支払われています。議会の活動状況

等を調べてみましたが、ここ数年間で特に変わったところはなく、議員報酬を引き

上げる要素がありません。また、報酬審議会の開催は数年ごととなっており、経済

状況を反映するものではないと思っています。市民感情を考慮し、引き下げるとい

う考えもあるかもしれませんが、議員定数を削減し、議員一人に係る比重も増えて

おり、総合的に考えて現状維持が妥当だと思います。 

 

岡村委員： この問題を考えるにあたって、いろいろな方からお話をお聞きしました。議

員報酬が生活給となっている実態や、前回の改正から１０年以上も経っていること

から、引き上げることを考えても良いと思います。 

 

中村会長： 引き上げ額について、具体的な数字はありますか。 

 

岡村委員： 具体的な額についてはありませんが、生活給といった観点から考えたらと良

いと思います。ただし、議員活動については今まで以上にしっかりやっていただき

たいと思っています。 

 

田中委員： 結論から言えば、引き下げるべきだと思います。理由としまして、一つ目は

市長が給料の減額措置をしていること、二つ目は職員の給与が引き下がること、三

つ目は今年度の税収が減少するということです。 

    引き下げる額の数字的な根拠については、歳入の中心となる市民税が約△７％減

少となるという数字を使用してはどうかと思います。 
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佐藤委員： 他市との比較といったことを考慮する必要はないと思っています。人事院勧

告において、職員の給与が民間の給与より高いということが示されていますので、

議員報酬についても引き下げるべきだと思いましたが、議員定数が削減され、議員

一人に係る責任も重くなることから現状維持が妥当だと思います。 

    前回の会議の中で、議員によって活動内容に違いがあるといった意見がありまし

た。議員活動の成果は得票数にある程度反映されるかもしれませんが、投票率が非

常に低い現状となっていますので、その考えが当てはまるとは言えません。和光市

は非常に若い住民が多く、政治に対して無関心になりがちです。そういった方々に

対して分かりやすい政治を心懸けて欲しいですし、若い政治家も出てきて欲しいと

思っています。 

 

花岡委員： 人事院勧告によって公務員給与の引き下げが行なわれますし、このような経

済状況では、数年で良くなることはないと思われます。ただし、１０年間も据え置

かれてきた経緯もあることから、総合的に考えて現状維持が妥当だと思います。 

しかし、経済状況が良くなったときには、きちっと引き上げるべきだと思います。 

 

金子委員： 私の考えはちょっと違います。県内４０市の中で、２番目に低いというのは

ちょっと情けないですね。財政力指数は県内でトップクラスですし、経常収支比率

に関しても、ここ数年は多少落ちているようですが決して悪い数字ではありません。

このような中で、１０年間引き上げが行なわれておらず、また、議員定数も４減し

ています。議員報酬額を引き上げることで、やる気を引き出し、議員活動をしっか

りやって欲しいと思っています。 

 

中村会長： 引き上げ額についてはどの程度になりますか。 

 

金子委員： 資料５の議員報酬の年額について、和光市と同程度の人口規模である八潮市

は 20 番、本庄市は 29 番となっています。同程度の人口規模の平均額では 25 番目ぐ

らいとなりますので、この金額を目安にすると人口比でのバランスが良いと思いま

す。 

 

斎藤委員： 各委員の意見をお聞きしまして、基本的には田中委員と同じ意見です。他市

との比較、順位に縛られる必要はないと思っています。生活給といった考え方や議

員定数が削減された代わりに引き上げるといった考え方もあるかもしれません。し

かし、商工会に加入している事業所では、ボーナスが支給されない事業所が大変多

くなっていますし、商工会職員の給与についても引き下げが行なわれることになっ

ています。その他に、職員の給与が引き下げられること、税収が落ち込んでいる現
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状では引き下げが妥当だと思います。 

 

渡辺委員： この会議に参加するにあたって、引き下げということを発言しようと思って

来ています。議員は非常勤の職であり、期末手当が支給されることもおかしいと思

っています。議員定数が削減されたことは議員報酬の額に直接影響を与えないもの

だと思っています。人事院勧告で職員の給与の引き下げられるのであれば、それに

倣って引き下げるべきだと思います 

 

中村会長： 最後に私の考えについてお話しします。和光市の財政状況、市の実力といっ

た面から引き上げるべきだという考えを、かつては持っておりました。現実問題と

して報酬額等の引き下げを行う市はないと思っていましたが、実際には新座市や他

市でも引き下げが行なわれている現状があることに驚きました。結論として、私の

考えは現下の社会、経済情勢を考慮し、現状維持とする考え方に至りました。 

 各委員の考えをまとめてみますと、現状維持４名、引き下げ３名、引き上げ２名

となっております。これらの意見を踏まえた上で、答申の素案を作成したいと思い

ます。 

    本日は、市長、副市長及び教育長の給料額について検討したいと思います。初め

に資料等について、事務局から説明をお願いします。 

 

職員課長： 給料と報酬の違いについて説明いたします。労働基準法では、給料、賃金、

手当、賞与等の名称を問わず、労働の提供に対して使用者から労働者に支払われる

ものと定義されており、その違いはありません。他方、地方自治法では、非常勤の

職員が行なう勤務に対する反対給付を報酬とし、常勤の職員に対するものが給料と

して定義されています。従いまして、給料と報酬の違いは、地方自治法の規定によ

る違いと理解していただければ分かりやすいと思います。 

    次に、副市長の位置付けと職務内容について、副市長制度は地方自治法の改正に

より、平成１９年４月１日から設置されたもので、位置付けに関しては助役とほぼ

同じですが、その権限が強化がされました。長の命によって、政策に関する権限が

副市長に与えられるようになっています。これは、地方分権が行なわれ、地方のな

すべき業務が増大する中で、トップマネジメントの強化をサポートする制度として

導入されたものとなっています。また、地方自治法第１６１条に副市長の規定があ

り、副市長を置く場合はその定数を条例で定め、置かない場合は置かない条例を定

めることとしています。和光市においては、置かない条例が否決となっていました

が、先般の議会で、置く場合の定数を１名とする条例が可決されたところでありま

す。 

    次に、諮問の中で市長及び副市長と教育長が分かれている理由についてですが、
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これは条例を定める根拠となる法律が違うことによるものです。市長及び副市長に

ついては地方自治法が根拠となっており、教育長について教育公務員特例法が根拠

となっています。 

    資料２について、特例等による減額は加味せず、条例に掲げられている給料月額

を記載しています。期末手当の欄は、年間の支給月数を表示しています。６月期の

特例措置とは、民間のボーナスの支給状況を鑑みまして、通常支給される支給月数

のうちから△0．2 月分を凍結する人事院勧告が出され、その結果を踏まえて各市が

実施した内容を記載しています。職務加算とは、民間では役職に応じた支給状況と

なっていますが、公務員においては一般職から管理職まで同じ支給率となっていま

す。民間の役職支給に対応したものが職務加算制度として導入されています。なお

20％の加算は一般職の例ですと、部長級と同等となっています。地域手当は、給与

構造改革で導入されたもので、全国で給与水準が低い地域の給料額をベースとし、

地域手当の支給により地場賃金の水準に合わせることとしておりますが、本市では

特別職に対して支給はしていません。年額については、条例に掲げられている給料

月額により計算しています。 

    資料６について、市の歳入で中心となる市税に対する職員の給与費総額の割合を

算出したもので、当市では 20．3％と大変低い状況となっています。これは、分子と

なる給与費総額が低いのだけではなく、分母となる市税も高く、自主材源が非常に

高いといったことが和光市の特徴となっています。 

資料９について、平成 20 年度の決算額における、市長及び議員に係る経費を直接

費と間接費に分けて作成したものとなっています。 

 

事務局： 市長の給料については 25％の減額をおこなっているところです。その影響額に

ついては、条例上の年間支給額は 14，636，160 円、25％減額したときの年額は 10，

977，120 円、その差額 3，659，040 円が影響額となっています。 

 

中村会長： 初めに、市長及び副市長の給料について、各委員の意見をお聞かせください。

なお、市長の給料については、本人の申し出に基づき 25％の減額措置をしていると

ころですが、当審議会では条例上の給料額が高いのか、低いのか、また妥当なのか

を審議することになります。 

 

金子委員： 他市と比較して若干低いかもしれませんが、概ね妥当な額だと思います。 

 

花岡委員： 平成８年に 12，000 円の増額改定が行なわれており、また、社会情勢を考え

たときに引き上げることは難しい状況だと思いますので、現状維持が妥当だという

認識を持っています。 
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佐藤委員： 妥当なのかもしれませんが、職務内容や仕事量が不明なため判断することは

難しいというのが本音です。 

 

田中委員： 25％の減額をしていることをどうしても意識してしまいます。自らの意志で

減額していることは大変素晴らしいことだと思っています。議会での審議過程が気

になるところですが、議会の承認を得て減額をしていることもあり、市長の給料に

ついて話し合う余地はないと思っています。 

    なお、副市長の給料については、助役とほぼ同じということで、職員のトップと

いうことであれば、市長の給料に囚われることなく職員に準じて引き下げるべきだ

と思います。 

 

岡村委員： 25％カットをしてもやっていけるのであれば、過去からも 25％カットした額

で良かったのではないかと思います。ただし、他市と比較してみると上げても良い

かとも思います。 

 

能津委員： 他市との比較という点では、議員報酬に比べるとひらきはないという印象で

す。 

 

中村会長： 25％の減額措置を意識してしまうようですが、これは松本市長がご自分の給

料のみを対象に行なっているもので、市長が替わったときには影響を受けるもので

はありません。あくまでも条例で定められている 847，000 円について検討すること

になります。 

 

斎藤委員： 847，000 円という額を判断する基準がないですね。議員は非常勤ですが、議

員の活動日数はどのくらいになりますか。 

 

職員課長： 年４回の定例会及び委員会への出席などで年間８０日ぐらいとなっています。 

 

総務部長： 議員の活動については、各議員が活動方針を立てて活動しており、議会への

出席だけではなく、地域の中での活動も行なっているところです。 

    また、会長のお話にもありましたが、25％の減額措置については、現市長のみが

対象となっており、審議会では条例に定められている 847，000 円が妥当なのかどう

かを審議するものとなっておりますので、よろしくお願いします。 

 

斎藤委員： 847，000 円の根拠がわからないので、妥当なのかどうかを判断することは難
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しい。議員報酬の結果に準ずるというのが妥当ではないかと思います。 

 

渡辺委員： 自分の考えは、人事院勧告の影響はいろいろなものに波及すると考えますの

で、人事院勧告に基づいて引き下げることで良いと思っています。 

 

中村会長： やはり人事院勧告は重いものだと捉えるべきでしょうね。ただし、人事院勧

告により職員の給与が上下してきた中で、和光市では１０年以上も据え置かれてき

たことを考慮する必要もあるかもしれません。 

 

佐藤委員： 副市長の不在期間が続いていますが、副市長の給料を決める必要はあるので

すか。 

 

中村会長： 現在、副市長は置かれていませんが、副市長の額が適正であるかについては

審議する必要があります。また、今後いつ置かれるかについてはわかりませんが、

備えは必要であります。 

 

佐藤委員： 不在でも問題がなかった訳ですが、副市長を置く必要性はあるのですか。 

 

総務部長： 県内で副市長を置いていないところはほとんどありません。副市長を置く場

合に定数を定める条例が必要となり、和光市でも先般の議会において定数を１名と

する条例が可決されたところです。 

 

田中委員： 例えば、職員から副市長になるのであれば職員の給与に準じた改定を行い、

民間から登用するのであれば、市長と同じように 25％の減額をするのが基本的な考

え方だと思います。立場の違いによって条例の額を決めることは難しいのであれば、

市長が選んだ方であれば、市長と同じように 25％の減額をやるべきだと思います。 

 

中村会長： 一般的には、職員から選ぶことが多いと思います。25％の減額を行なった場

合、部長の給料を下回ってしまう可能性があります。 

 

金子委員： 人事院勧告の推移はどのようになっていますか。 

 

職員課長： 平成１１年から１３年までは若干のプラス改定、平成１４年以降はマイナス

改定が多くなっています。１０年間のトータルではマイナス改定となります。 

 

中村会長： 人事院勧告の職員の給与に準ずるべきだという考え方について、どのように
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思いますか。 

 

能津委員： 三役については、人事院勧告を尊重し、連動すべきだと考えます。 

 

中村会長： 各委員の意見をお聞きしまして、個人的な意見を申しますと、県内各市と和

光市を比較してみますと、和光市の位置付け、財政上の実力から判断して現在の給

料は若干低いと思いました。しかし、だからといって引き上げることにはつながら

ないと思います。社会情勢を考えますと、より一段と厳しく見ていかなければなら

ず、従って、当面は引き下げることを考えなければならないと思っています。 

    市長及び副市長の給料については、次回の審議会で改めて皆さんの意見をお聞き

したいと思います。次に教育長の給料について話しを進めていきたいと思います。 

    教育長の給料を考えるにあたって、何かポイントはありますか。 

 

職員課長： 教育長の給料も部長職の給料を下回らない額ということがあります。しかし、

それ以外では特に基準はありません。現状の額について、社会状況及び人事院勧告

等を考慮して検討していただければと思います。 

 

能津委員： 職員の給料を下回らない額という考え方に沿って設定されてきたとのことで

すが、職員の給料が下がるということであれば、教育長についても同じように考え

るものだと思います。 

 

岡村委員： 学校長の給料を下回らない額として設定してきたことはないですか。 

 

職員課長： 過去の審議会の中で、学校長の給料を参考としたことはありません。 

 

総務部長： 学校長は県の職員となっていますので、学校長の給料額についての把握が出

来ておりません。教育委員会の次長級の指導主事は学校長とほぼ同じであり、その

上に部長、教育長がおりますので、学校長の給料を下回ることはないと思われます。 

 

田中委員： 教育長は県の職員からなり、市より県が上という考えに基づいて、教育長を

部長級の上に置いているのですか。部長の上に教育長を置く必要はないと思います

が。 

 

総務部長： 事務方のトップとして教育部長を置き、各小中学校の現場及び教育委員会事

務局を統括する立場として教育長が必要となります。 

 



  

 - 9 - 

中村会長： 職務内容がわからないと思いますので、事務局で説明できますか。 

 

職員課長： 次回の審議会で説明したいと思います。 

 

佐藤委員： 部長との差がどの程度であれば妥当なのか難しいですね。 

 

花岡委員： 人事院勧告に基づき部長が下がるのであれば、教育長についても下げる方向

で考えて良いのではないかと思います。 

 

金子委員： 据え置きで良いと思っています。 

 

斎藤委員： 各市との比較、順位は関係ないと思います。民間ならば、成果があれば当然

給料は上がります。しかし、教育分野における成果、評価は難しいですね。答えが

出るのは１０年、２０年先となりますから。やはり、一般職が下がるのであれば下

げるべきだと思います。 

 

渡辺委員： 職員の給与が下がるというのであれば、準ずるべきだと考えます。 

 

中村会長： 私も市長に準じた取り扱いにすべきだと思っています。第３回の審議会まで

一週間ありますので、自分の中で考えをまとめてみたいと思っています。 

    本日は、市長、副市長及び教育長の給料について検討しました。次回審議会の冒

頭で皆さんの考えを発表していただきますので、考えをまとめてきてください。 

    また、次回審議会では、それぞれの期末手当の支給について検討したいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

事務局： 次回の会議は、１１月１１日（水）午前１０時００分から開催いたします。場

所につきましては、４０１会議室となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

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。 


