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和光市特別職報酬等審議会会議録（第１回） 
 

開催日 平成 21 年 10 月 21 日（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 404 会議室 

次第 1 開会 

2 委員委嘱式 

3 市長のあいさつ 

4 審議会会長の選任 

5 審議会会長のあいさつ 

6 審議会会長の職務代理の指名 

7 審議会へ諮問書の提出 

8 審議 

9 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 現行の改定をするとした場合、上記①～③の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 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） 

能津邦洋（本田技研労働組合）   花岡里恵子（和光市文化団体連合会） 

○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 斎藤和康（和光市商工会） 

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 人口規模別市長等給料額一覧表 

資料５ 人口規模別議員報酬額一覧表 
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資料６ 人口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 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 21年和光市特別職報酬等審議会を開会いたします。 

 

２ 委員委嘱式 

 《市長から各委員に委嘱書を交付》 

 

３ 市長のあいさつ 

  おはようございます。本日は大変お忙しい中、和光市特別職報酬等審議会にお集まり

いただきまして誠にありがとうございます。当審議会の設置につきましては、市議会議

員の議員報酬及び常勤の特別職の給料等の改定に際しまして、条例に基づき、あらかじ

め和光市特別職報酬等審議会に諮問することとなっております。私の給料については２

５％の減額を行なっており、これは私自信に限ってのことでありますので、一般論とし

ての和光市の特別職の報酬等がどのくらいのものであるかについてお話ししていただく

ことになります。また、社会情勢の現況、変化していく経済情勢を背景とした人事院勧

告による一般職員の給与改定の状況における一般職と特別職の均衡の問題、県内各市に

おける報酬等の状況を総合的に勘案し、判断していただきたく諮問したところでありま

す。 

諮問する内容を申し上げますと、市議会議員の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の

額及び教育委員会教育長の給料の額をいくらにすべきか、また、現行の額を改定すると

した場合に実施時期をいつからにすべきかを検討していただき、答申の期限につきまし

ては、１１月上旬までに答申をいただきたいと思っております。その他といたしまして、

市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額についてもご意見を頂戴したいと

思います。いずれにしましても経済情勢が変化していく中で、これまでの常識に囚われ

ない意見を頂戴したいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。 

 

４ 審議会会長の選任 
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 《審議会会長は、和光市特別職報酬等審議会条例第５条第 1項の規定に基づき委員の互

選により定めることになっている。立候補される方又は推薦をされる方がいなかったた

め、平成 19 年度に開催された当該審議会で委員を務められた中村委員にお願いすること

を事務局が提案し、本人及び各委員の了承を得る。》 

 

５ 審議会会長のあいさつ 

  ただ今ご指名を頂きました南１丁目在住の中村でございます。私は、この度の審議会

委員の選出にあたりまして、自治会連合会会長からのご指名により参加させていただい

ております。会長選出にあたりましては、前回開催された審議会で委員を務めさせてい

ただいていたことからこのような結果となりました。つきましては、大役ではございま

すがしっかり務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

この審議会は、市長、副市長及び教育長の給料額並びに市議会議員の報酬額を取り決

める、和光市にとって大変重要な事項を審議するものであります。先程、市長がお話さ

れておりましたが、市長は市長選のマニフェストの実施によりまして給料の２５％カッ

トをされておりますが、審議会ではこのことを意識することなく、和光市の将来を見据

えた、あるべき報酬等のあり方について、市長の諮問にお答えしたいと思います。また、

確認ではありますが、審議会で協議することは市長からの諮問にお答えすることであり、

審議の過程で、諮問以外に関する事項について各委員の皆様からいろいろな意見が出さ

れると思いますが、これらについてはあくまでも意見として審議の対象としては取り扱

いいたしませんのでご承知おきください。 

最後まで精一杯務めさせていただきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

６ 審議会会長の職務代理の指名 

 《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、会長が会長の職務代理

を指名。》 

 

中村会長： 当審議会では副会長を置かず、会長に事故等があった場合に備えて会長の職

務代理を置くこととなっております。私と同じく前回開催された審議会で委員を務

められた渡辺委員にお願いしたいと思います。 

 

渡辺委員： 前回に引き続きまして２度目の委員であり、会長からのご指命をいただきま

したので、しっかり務めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

７ 審議会へ諮問書の提出 

 《市長から中村会長に対して、和光市特別職報酬等審議会へ諮問書を提出。》 
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《審議に先立ち、市長退室》 

 

８ 審議 

中村会長： ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、初めての方もおりますので、

簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。自己紹介といいましても、堅苦し

いものではなく、お名前と所属団体、審議会に出席になった動機などについてお話

ください。 

    それでは、能津委員から時計回りで順番にお願いします。 

 

能津委員： おはようございます。本田技研労組の書記次長をしております能津と申しま

す。今回、労働組合からの推薦に基づき参加いたしました。初めてのことで、わか

らないこともありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

岡村委員： 私は和光市で保育ボランティアをしております岡村と申します。いままでこ

のような審議会があることも知りませんでした。まったくの初心者で、いろいろ勉

強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

田中委員： 田中広道と申します。よろしくお願いいたします。私は下新倉で税理士業を

しており、今回朝霞地区の税理士会から推薦を受けて参加させて頂いております。

普段、民間での会計を専門としておりますで、そのような観点から意見を述べさせ

て頂きたいと思います。 

 

佐藤委員： 公募委員として参加しております。普段は、「こども･みらい･わこう」で市民

活動しております。市長等の給料がどのような形で決められているのかということ

を自分の目で確かめたくて参加させて頂きました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

花岡委員： 和光市の「文化団体連合会」より参りました花岡でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。私も初めてですので、一生懸命やりたいと思いますのでど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

金子委員： 皆さんこんにちは、金子清孝と申します。私はあさか野農協わこう支店の理

事を務めさせて頂いております。私も初めてのことなので、一生懸命がんばりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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中村会長： ありがとうございました。本日、商工会会長であります斎藤委員がご都合に

より欠席となっております。 

    初めに今後の日程について決めたいと思います。答申の期限が１１月上旬となっ

ており、大変急がなければなりませんが、皆さんにもご予定があり、毎週審議会を

開催することは非常に難しいことだと思います。答申期限の問題もありますが、第

２回の審議会を１１月４日（水）、第３回審議会を１１月１８日（水）に行ないたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

総務部長： 答申の期限についてですが、審議会の答申に基づき報酬額等の改定を行なう

場合に条例の改正が必要となります。また、一般職の給与改定については、人事院

勧告に基づき給料額、期末勤勉手当等の条例の改正を行なう予定です。 

期末手当等の基準日は１２月１日となっており、１１月中に期末手当等の支給月

数を下げる条例の改正をしなければならないため、１１月２６日に開会予定の定例

会に議案を提出することとなります。当該定例会を開催する告示日が１１月１８日

となっていることから、審議会の答申に基づいた改正条例の提出をするための準備

があるため答申期限を１１月上旬としております。お忙しいところ大変申し訳ござ

いませんが、ご配慮いただくようにお願いいたします。 

 

中村会長： 事務局の提案がありましたので、第２回審議会を１１月４日（水）、第３回審

議会を１１月１１日（水）に行ないたいと思います。開催時間については、本日の

審議会と同様に午前１０時からとしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

各委員： 了承。 

 

事務局： 開催日及び開催時間が決まりました。会場につきましては、事務局から改めて

連絡いたします。 

 

中村会長： 次に、審議会の進め方についてご説明します。本日の会議では、市議会議員

の議員報酬の額に関して、各委員の思いや考えをフリートーキングで自由に述べて

いただきます。そして、次回の会議の冒頭に、本日の審議を経た上での各委員の考

えをお聞かせいただきます。意見といっても、報酬の額を上げろとか、下げろとか

又は現状のまま据え置きといった簡単なもので結構です。 

その後の時間では、第１回会議と同様に、市長、副市長及び教育長の給料の額に

対するフリートーキングをしていただき、第３回の会議の冒頭に、審議を経た上で

の各委員の意見をお聞かせいただきます。残りの時間で、市議会議員等の期末手当

の額や特別職の報酬等に関する今後のあり方について、話し合いたいと思います。 
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    諮問に対する審議会の答申についてですが、３回の会議の中で作成することは難

しいので、各委員の考えを参考にして、会長、職務代理及び事務局で答申の素案を

作成します。各委員には素案をご覧頂いて加筆、修正をしていただき答申を完成し

たいと思います。 

    それでは、市議会議員の議員報酬の額は、お手元の資料３、資料５及び資料８に

よると、和光市は県内４０市の中で下位に位置していることになります。 

    ご承知のことかと思いますが、報酬と給料では支給の性質、意味合いが異なりま

す。給料とは常勤の職員に支給される生活給的なものであり、報酬とは非常勤の職

員に対する役務の提供に対する反対給付となります。また、議員においては一部で

サラリーマン化している実態もありますが、議員は非常勤であるため兼業が可能と

なっています。そういった内容を頭に入れた上で、議員報酬の額についての皆さん

の率直な意見をお聞かせください。 

    では、前回の審議会で委員を経験している渡辺委員の意見をお願いします。 

 

渡辺委員： 資料は数字の羅列であって、何を基準として判断すべきなのか困っている現

状です。例えば、資料 10 の議員定数と市の人口の数値から、「議員１人あたりの市

民の数」を算出すると和光市は約 3,700 人（定数 18 人は次回の市議選挙から適用さ

れることから現状の 20 人で算出）、さいたま市は 18,700 人となり、議員 1人あたり

の市民の数が違うため報酬額が低くなるといった見方もできるので、他市と比較し

単純に判断することは難しいと思います。 

    人事院勧告は、公務員の給与と民間の給与を比較し、公務員の給与を△0．22％引

き下げるといった内容となっており、これに準じた改定を実施すべきなのか又は現

状の額に据え置くべきなのかを、各委員の方の意見を聞いて判断したいと思ってお

ります。 

 

中村会長： 議員定数は削減されておりますが、和光市の面積は約１１k㎡と他市と比較し

ても狭く、面積から考えた場合にはまだまだ議員数は多いという見方もできます。 

 

能津委員： 市としての面積は小さいかもしれませんが、議員は地域の代表として選ばれ

るものなので、地域の区割りが細かければ、地域の区割りごとの議員数が必要にな

るといった考え方もできます。 

 

田中委員： 議員活動の具体的な内容がわからない段階で軽はずみな意見は言えません。

県内４０市と比較し判断することは難しいので、近隣の朝霞地区四市との比較とし

た方が判断し易いと思います。和光市は朝霞地区四市の中では低く押さえられてお

り、現在の社会情勢の中では良いことだと思っています。 
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    また、民間との比較について、税理士の仕事をする中で、小さな会社の経済状況

は非常に厳しいものであり、人事院勧告の引き下げ幅（△0．22％）は非常に甘いと

いう認識を思っています。 

 

中村会長： 議員報酬は給料ではなく、労働の対価として報酬が支払われるものであり、

単純に民間給与と比較する考えは馴染まないと思います。従って、他市との比較は

それなりに重要ではないかと思います。 

 

渡辺委員： 議員活動の仕事量に応じて、多くの報酬をあげたい気持ちがあります。議員

活動を評価し、報酬を決定することができるシステムがあれば、人によって報酬に

差があっても良いと思います。しかし、全員一律支給であるために、報酬額を引き

上げることにためらいがあります。 

 

中村会長： 確かに、気持ちは理解できます。 

 

花岡委員： 経済状況の悪化で和光市の税収が落ちると聞いています。和光市の財政状況

を考慮する必要があり、報酬額を引き上げる状況ではないと思います。 

 

岡村委員： 市民の生活状況を考えると報酬額を引き上げることは理解を得られないと思

います。 

 

中村会長： 確かに、経済情勢の悪化で和光市においても厳しい財政状況であるとは思い

ます。しかし、県内各市と財政状況を比較した場合においては、和光市はトップク

ラスの実力があり、朝霞地区四市の中でも額の引き上げを行なった市がある中で、

10 年間も据え置かれてきたという実態を考えてみる必要も一面においてあるような

気がします。 

 

金子委員： 和光市の財政状況について、財政力指数及び経常収支比率について教えてく

ださい。 

 

総務部長： 平成 20 年度の財政力指数は 1.312、平成 20 年度決算の経常収支比率は 81.6

となります。財政力指数については、財政力を表す指標であり、1.00 を超える場合

には財政力があるということで普通交付税が国から交付されず、和光市では 20年以

上の間、普通交付税が交付されておりません。また、経常収支比率については、財

政の健全度を表す指標であり、90.0 を超えると財政状況の悪化が指摘されるもので

す。 
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佐藤委員： 各委員の意見をお聞きし、いろいろな視点があることがわかりました。議員

の活動状況には差があり、活動・成果に対する評価によって報酬額に変化をつける

ことができれば良いと思います。 

 

中村会長： 議員報酬は名誉職的なものであるため額が低くても良いといった意見を持つ

方もおりますが、現実には議員報酬で生計を立てている議員もおり、和光市におい

ても議員のサラリーマン化が一部に見られるような気がします。また、外国の議員

報酬と比較される方もおりますが、議員に対する法的位置付けと機能、議員に対す

る社会的な期待等文化の違いが大きいので、単純には比較できないと思います。 

    現状では、他市との比較及び議員定数との関係によって検討することになるので

はないかと思っています。 

 

金子委員： 議員のサラリーマン化について、若い方だと議員と他の仕事を兼業すること

は少ない。若くて優秀な人が、議員報酬のみで生活出来るようにしていくためには、

ある程度の高い報酬を与えるといった考え方もあると思います。 

 

中村会長： 私自身、そのような考えは持っていませんでしたが、確かにそういった視点

もあるかもしれませんですね。 

 

渡辺委員： いろいろな考え・視点があるので、頭を柔らかくして自分の意見をまとめて

いきたいと思います。議員活動が見えないといった声をよく聞きますが、これは行

政・議員活動に対する市民の無関心が影響していると思います。議会を傍聴される

方も少ないですし、市民の皆さんも忙しいと思いますので、議会の様子をＪ:ＣＯＭ

で放送したり、各公共施設のテレビ等で放送して欲しいと思います。 

    また、青色申告会の活動の中で感じる各家庭の生活状況の厳しさ、又は資料９の

「議員１人あたりにかかる経費」が約 10,000,000 円も要することから考えると、県

内各市と比較して低いかもしれませんが、現在の報酬額を引き上げることに抵抗が

あるのが率直な気持ちです。 

 

田中委員： 社会情勢の厳しさを表す数値として、国税庁の民間給与実態調査によると 2008

年における民間に勤める人（パートを含む）の平均給与額は 4,296,000 円(対前年△

1.7% △76,000 円、ﾋﾟｰｸは 1997 年 4,673,000 円)となっており、これは 1990 年頃の

水準となっています。 

 

中村会長： 一般職員の給与については、人事院勧告に基づき給与額及び賞与額の減額改
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定が行なわれる予定となっております。議員報酬の額をどのようにするかというこ

とですが、過去 10年間、一般職員の給与が増額されてきたときでも据え置かれてき

た経緯もあります。 

 

能津委員： 税収が落ち込み財政状況が悪化する中で、経費を下げたいという考えは理解

できます。議員報酬について、議員の活動実績の違いは確かにあると思いますが、

このような厳しい時代だからこそ、議員の活躍によって社会が良くなるための議員

に対する投資という考えもできると思います。 

 

 

花岡委員： 議員報酬の額を引き上げたい気持ちはあります。市民が日々の生活で苦しん

でいるときに、議員報酬を上げることに抵抗があるのが市民の考え方だと思う。 

 

金子委員： 引き上げても良かった時期に据え置きとしてきたことで、上げる時期を逸し

てしまった感がします。和光市の財政状況を表す指標をから判断すると引き上げる

ことを考えても良いと思います。 

 

総務部長： 一般職員の給与が上がるときに、市長等の給料も上がることはありましたが、

議員報酬に関しては据え置きとなる傾向にありました。 

 

花岡委員： しかし、現在の経済状況の中で上げることに対して、市民の感情的に難しい

のではないかと思う。 

 

中村会長： １つの視点として、前回の審議会での私の意見を述べます。議員定数を少な

くすることを条件に、市としての実力に見合った報酬額にする必要があるのではな

いかという意見を述べました。 

 

渡辺委員： 財政指標は良いかもしれませんが、今後は多数の区画整理事業などが控えて

おり、厳しい財政状況が想像されることから上げることはやはり難しいのではない

かと思います。 

 

中村会長： 個人的な意見では、次回の選挙から議員定数が 18人となりますが、和光市の

規模からすると 15～16 人ぐらいが妥当ではないかと考えますので、今回の定数削減

は増額には直接結びつかないと考えます。 

 

金子委員： 議員定数を下げているので、議員報酬額を引き上げるべきだし、引き上げる
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ことで良い人材が集まると、私は考えます。 

    県内４０市の中で３９位という位置では、やはり低すぎると思います。 

 

渡辺委員： 議員定数が減っても、各議員の活動内容が変わらなければ、報酬額を引き上

げる必要はないと思います。 

    やはり、行政・議員活動に関心を寄せる市民の目が重要ではないかと思います。 

 

佐藤委員： 行政・議員活動への関心という点において、和光市の単身世帯数はどのくら

いですか。 

 

事務局： 単身世帯を直接表す統計数字はありません。例えば、前回の平成１７年国勢調

査（Ｈ17.10.1）における人口は７６,６８８人、平成１７年３月３１日現在の住基

人口７１,３５７人との差額５,３３１人が住民登録を行なっていない人口と想定さ

れます。 

 

総務部長： 住民登録のない世帯が多い理由としまして、司法研修所、税務大学の存在が

挙げられます。他に、自衛隊の異動、交通機関の利便性から若い世代が多いことで

年間１万人が転入し、１万人が転出するといった特徴があります。 

また、人口の増減が激しい中でも人口が増加している現状があります。今後、５

つの都市基盤整備事業の行われることで、新しい総合振興計画では平成３２年度の

人口を約１０万人以上と想定しております。 

 

中村会長： 時間となりましたが、他に意見を述べたいことはありませんか。 

 

各委員： ありません。 

 

中村会長： 事務局から報告事項はありますか。 

 

事務局： 次回の会議につきましては、１１月４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、後日ご連絡しますのでよろしくお願いします。 

 

中村会長： 次回の会議の冒頭に、本日の審議を踏まえた上での各委員の考えを発表して

いただきますので、考えをまとめてきてください。 

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。 


