
和光市特別職報酬等審議会会議録（第３回） 
 

開催日 平成 22 年 10 月 20 日（水） 午後１時 30 分～午後 3時 30 分 

開催場所 和光市役所 6階 603 会議室 

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 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 22 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（あさか野農業協同組合）

浪間貞（和光市自治会連合会）    小宮輝亮（本田技研労働組合） 

高橋とよ子（和光市文化団体連合会） 渡辺節子（和光青色申告会） 

◎中村幸夫（税理士）         田中広道（税理士） 

 岡野誠（公募）          ○井関典子（公募） 

                        ◎会長 ○会長職務代理 

欠席者 － 

傍聴者 0 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 

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 

資料 11 平成 21 年特別職報酬等審議会答申書 
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追加資料① 給料、議員報酬等の一覧  

追加資料② 財政指標 

追加資料③ 類似団体別（近隣）の議員報酬額一覧表  

 

１ 審議 

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。 

中村会長： 定刻となりましたので第３回会議を開催いたします。本日の会議が最終とな

ります。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の意見交

換をいたしました。前回検討した結果を踏まえた上での、給料額に対する考え、

改定する場合は具体的な金額、改定を実施する時期等について、各委員のお考

えをお聞かせください。 

 

井関委員： 今の市長の働きを見ていまして、現状維持で良いと思います。 

 

斎藤委員： 午前中に市民会議運営委員会の会議があり、担当課長から来年度の青少年に

関する予算が縮小されること、体育祭の予算も半分程度に縮小され、体育祭の

賞品もいずれ無くなるだろうとの話がありました。それだけ市の財政は厳しい

状況であり、削れるところは削るということですので、市長等の給料も減らす

べきだと考えます。また、具体的な金額は、議員報酬を１万円程度引下げとい

うお話をしましたが、これと同じように１万円の引下げとします。 

 

金子委員： 市長、副市長及び教育長いずれも現状維持で良いと思います。この厳しい状

況を頑張って打破していただきたい。 

 

浪間委員： 税の収入が減っており、市の財政は大変厳しい状況ですので、市長、副市長

及び教育長の給料は１万円程度引下げるべきだと考えます。 

また、前回の会議で話し合いました議員報酬について、平成１０年に１万２

千円の引き上げを行い、その後１２年間据え置かれてきました。引き上げられ

た１万２千円を考慮しまして、１万２千円の引下げとします。 

 

小宮委員： 議員報酬と考え方は同じです。基本は現状維持と考えますが、厳しい経済情

勢であることから痛みをわかち合うということで、人事院勧告に相当する５千

円の減額とします。 

 

岡野委員： 結論から言いますと下げるということです。データを挙げますと、和光市の
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姉妹都市であるロングビュー市の市長は、ボーナスや退職金はなく、月額１，

５００ドルで年間約１４８万円となります。５年前の資料となりますが、アメ

リカ・マサチューセッツ州の議員は年間４００万円、ドイツ・ベルリン州の議

員は年間４７５万円となっています。諸外国がこれ程低い額なのは、たぶん兼

業であるからだと思います。市長等の立場は、いつ辞めてもいいというある程

度の覚悟がなければ思い切った政策を打ち出すことはできない。また、議員等

は、限りなくボランティアであるということが世界の潮流です。なぜならば、

議会は予算のチェック機能だけだからです。そして、松本市長が２５％の減額

を行っているのですから、副市長も教育長も同様に２５％の減額を実施すべき

であり、２５％減額した場合の額は、市長 627,750 円、副市長 543,750 円、教

育長 519,750 円となります。市長自らが実施している２５％の減額については、

３役で減額をしたいとする松本市長のメッセージが含まれていると思っていま

す。 

 

中村会長： 個人的な考えとなりますが、日本と諸外国とは市長、副市長等の役割や位置

付けが違います。アメリカでは兼業が可能ですが、日本では兼業はできません。

そうしますと、生活給とならざるを得ません。ロングビュー市のように年額約

１４８万円では生活できません。これからの時代、現役に近い方が副市長の職

を担うことも考えられますので、生活給としての保障も考えなければなりませ

ん。仮に、２５％の減額を実施した場合に、部長の給与額との兼ね合いといっ

た問題も出てきます。考えなければならないことが沢山あると思います。 

 

岡野委員： 名古屋市の河村市長も、減額して年額約８００万円としている。 

 

中村会長： 岡野委員の考え方が間違っていると言っているのではありません。そういっ

た考えもできると思いますが、日本の現状を踏まえると難しい面が多々あると

思います。 

 

田中委員： 結論は減額です。減額とした理由ですが、前回の会議で岡野委員は、「市長は

この審議会に思い入れがあるのではないか」と、おっしゃっていました。この

ことが気になり、市長は何を伝えたいのかと思いまして、平成２２年度施政方

針を調べてみました。この中で、１ 選択と集中による緊縮型の予算編成の中で、

「平成２１年度の市政を振り返りますと、財政状況の悪化が顕著であります。

経済危機の深刻な影響を受けて、法人市民税が大幅な減収となり、今後は個人

市民税の減収も避けられない状況であります。一方では、財政調整基金等の残

高がかつてないほど少なくなっております。」、「本市のこれまでにない厳しい現
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状を踏まえ、平成２２年度は従来の拡大・拡充型予算編成から、身の丈にあっ

た選択と集中型の予算編成へと大きく方向を転換してまいります。」、また、２-

（４）健全財政条例・財政白書による財政の可視化推進の中では、「和光市始ま

って以来の財政逼迫に直面している。」とし、和光市の財政が大変厳しい状況で

あるということを述べています。松本市長は突然和光に来て市長になった方で

はなく、市議会議員として活動されていた方が市長となって、和光市の財政を

勉強している方がここまで言っているということを相当重く受け止めました。

相当の危機意識を持って、２５％減額を実施しているのであり、選挙に受かる

ためのパフォーマンスではなく、それだけの覚悟をもって取り組むという決意

の表れだと思います。このことから考えますと、審議会は市民の代表の集まり

ですので、より踏み込んだ大胆な提案をすべきだと思っています。いくら引下

げるかといいますと、根拠となる数値は、市長が実施している△２５％という

ものしかありません。しかし、△２５％の数字の根拠についてはよくわかりま

せんので、引下げ幅については、審議会の中で意見を出し合って考えていきた

いと思います。 

 

岡野委員： △２５％という数字について、説明してください。 

 

事務局： 選挙公約の中で退職金を受け取らないとしていました。退職金を受け取らない

ことはできないことから、退職金約１千４００万円に相当する額として２５％の

減額を任期中に実施しています。 

 

渡辺委員： 結論から申しますと、人事院勧告に相当する引下げを行うべきだと考えます。

菅首相は、当初人事院勧告以上の引下げを実施するとおっしゃっていました。

また、玄葉国家戦略担当大臣も民間給与の減少分に相当する引下げを実施する

とおっしゃっていました。しかし、１０月１６日付の新聞で、人事院勧告どお

り実施することが決定されたと報道されていました。平成２１年度決算では、

個人市民税は前年とほぼ同様でありましたが、法人市民税は大幅に減収となっ

ていますので、人事院勧告以上の引き下げを考ましたが、実態を考慮しまして

人事院勧告に相当する１.５％の減額としました。 

      また、本日の朝日新聞に、福島県会津若松市で議員自らが議員の活動日数を

試算して議員報酬を決定したとあり、このような方法もあるのかなと思いまし

た。ちなみに額は月額６２万としており、これは現状を考慮したことと、将来

の議員のなり手を確保したいということからということで、大変興味を引く内

容でした。 

      議長、副議長等については、職務・職責に応じて議員報酬の月額は高くなっ
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ていますので、一律の額を引下げるのではなく、それぞれの月額から１.５％減

額すべきと考えます。 

 

中村会長： 新聞で取りあげられるということは、議員報酬について世の中の関心がここ

にきて高くなってきたことがうかがわれます。 

 

高橋委員： 市長、副市長及び教育長の給料が妥当であるかということは、私にはあまり

にも大きすぎる問題で、３回という短い審議時間の中で考えるということは非

常に難しいというのが率直な気持ちです。私は文化団体で活動している訳です

が、市民まつりにおける文化団体への補助金がゼロとなってしまいました。そ

れだけ市の財政は厳しい状況であるという中で、前回の会議で議員報酬は現状

維持と申し上げましたが、各委員の意見を伺っていまして、議員はボランティ

ア的なものであるということでしたので、減額でも良いのではないかと思いま

した。額については、考えも及ぶところではないので差し控えさせていただき

たい。 

      また、市長、副市長及び教育長の給料額は、市税に対する人件費の比率が大

変低い中で（資料６）、更に引下げとなりますと心情的にも厳しいものがありま

す。厳しい社会情勢を考えたときには減額という方向が良いと思いますが、私

自身まだまだ未熟なものですから、今回は現状維持とさせていただきたいと思

います。 

 

中村会長： 各委員のお考えを発表していただきました。若干ニュアンスの違いはありま

すが、３名の方が現状維持、下げるという方が６名、上げるという方はおりま

せんでした。個人的にも減額ということを考えています。金額については、和

光市の額は大変低いレベルにありますが、これは和光市が大変真面目で、毎年

のように審議会を開催し、回数も３回も実施するなど大変活発に行っています。

他市ではあまり開催されていないのではないかと思います。また、委員に選ば

れた方が、大変真面目で社会的な責任がある方たちが真剣に議論してきた結果

だと思います。 

      平成１０年に改定を行ってから、昨年初めて月額１万円の減額を実施してお

り、２年連続の引下げを行うことで何か問題となるようなことはないか検討を

加えつつ、現下の厳しい社会情勢を考慮し、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。 

 

岡野委員： ４年間で１千４００万円の退職金は絶対余分です。市長が２５％減額してい

る真意をくみ取り、副市長及び教育長も２５％の減額をするべきだと思います。 
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渡辺委員： 市長の２５％減額は、あくまでも松本市長の個人の考えで実施していること

です。審議会の中で、厳しい意見があったということは会議録で公表されます

が、審議会の答申として、そこまで踏み込むべきではないかと思います。 

 

岡野委員： 人件費を考えるときは、退職金や年金等を含めて総合的に判断するものだと

考えます。ぜひ、退職金に関する事項も答申に盛り込んで欲しいと思っていま

す。 

 

中村会長： 諮問事項は、市長等の給料の額についてのみとなっています。 

 

岡野委員： 答申書だけではなく、審議の中での過程が大事。会議の中で出された意見は

必ず会議録として記してください。 

 

中村会長： 会議録は事務局で作成し、各委員に内容を確認していただいた上で、ホーム

ページで公表します。 

 

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 

中村会長： 次に、諮問事項ではありませんが、意見を求められている期末手当について

意見交換をいたします。 

 

事務局： 現在の支給率は、職員４.１５月、市長・副市長・教育長４.０５月、議員３.２

月となっています。人事院勧告では民間の支給率と比較した結果、０.２月の引下

げ勧告となっています。 

 

中村会長： 類似団体との比較（追加資料③）でも、和光市は低いですね。昨年は、人事

院勧告に準じた０.３５月の引下げを行っています。 

 

岡野委員： 議会は、行政が行うことや予算をチェックするための機関だと思っています。

そこで、事務局に確認したいことがあります。市職員の中に現職の市議会議員

の子供はいるのでしょうか。 

 

事務局： １名おります。 

 

岡野委員： そのような状況下では、職員の給料を削減するようなことはしにくい。また、
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議員の子供が担当している事業の予算削減について何も言えなくなる。これは

違法行為ではないが、モラルとして絶対問題です。これでは、チェック機能と

しての役割が期待できない。市民の代表として来ている以上、議員の報酬額は

厳しい目で見ていかないといけないと思っていますので、期末手当を２.０月と

することを提案します。月額２５万円にした場合併せますと年額３５０万円と

なります。活動日数が約８０日数としますと、日当では４万円となります。 

 

中村会長： 議会の日数は約８０日かもしれませんが、それ以外の活動で２倍・３倍と活

動しているのが実態ではないでしょうか。 

 

岡野委員： 報酬額が高ければ、優秀な人が集まると言われる方がいますが、決してそん

なことはありません。一例を挙げますと、彩の国だより１０月号に掲載されて

いた「埼玉サイクリングフェスティバル」が先日熊谷で開催されました。この

事業の予算は３,９００万円で、２人のタレントのトークショーがあり、この２

人に支払われた謝礼はたった１時間でそれぞれに７０万円、大切な県の税金か

ら１４０万円が支払われています。報酬額の高い県議会でも、予算のチェック

機能は果たされていません。 

 

中村会長： 昨年の答申は、人事院勧告に準じた０.３５月の引下げが妥当であるとしまし

た。 

 

渡辺委員： 答申の意見どおりに実施するか否かについては、別問題ですね。 

 

中村会長： そうです。しかし、審議会の意見は尊重されると思われますし、実際に昨年

は０.３５月の引下げが行われています。 

 

渡辺委員： 今年度の人事院勧告は、０.２月の引下げですね。 

 

中村会長： そうなります。個人的な意見ですが、民間の給料が下がっている状況で、期

末手当が現状維持ということでは説明がつかないように思います。 

 

斎藤委員： 今の社会情勢を考えますと、ボーナスが出るだけ良いと思います。商工会の

会員の中でもボーナスを出せないところはたくさんあります。人事院勧告で０.

２月の削減といいましても出るわけです。ボーナスも生活給の一部となってし

まっていますが、本来は業績によって出る訳で、貰えるだけありがたいと思っ

て欲しい。職員の方も含めて、そういった気持ちで仕事をして欲しいと思いま
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す。世間一般では、２月分貰えるところはほとんどありません。良くて１月分

というのが現状です。 

 

中村会長： ただ、民間と公務員の違いということもあると思います。民間では、悪いと

きはゼロになるかもしれませんが、良いときは自分たちで多く支給することが

出来ます。しかし、公務員は極端なことは出来ません。そのような中でも、厳

しい社会情勢について考慮する必要はあると思います。 

 

斎藤委員： ボーナスと期末手当の違いだと思います。確かにボーナスは業績に応じるも

のですが、公務員の場合は期末手当となります。 

 

岡野委員： 公務員はびっくりするくらい安い給料でなければならないと思います。公務

員の給与が高いと、優秀な人材が民間に集まらなくなってしまう。公務員は安

定しているかわりに給料は安いという形でなければいけない。稼ぎたい人は民

間に行って稼いでもらい、多くの税金を納めて欲しい訳です。なぜ、名古屋市

の河村市長が議会改革をするのかといえば、公務員の給与を下げることにある

からです。 

 

渡辺委員： 人事院勧告に基づき職員の給与が引き下げられるのであれば、市長の給料や

議員報酬も同じく引下げて欲しいと思います。 

 

金子委員： 今年は市制４０周年ですが、昔は議員報酬がこんなにも低くなかったと思い

ます。いつのまにか他市に抜かれて下位の方になってしまったのかもしれませ

ん。 

 

中村会長： これまで何度も審議会が開催されてきた結果だと思います。昔は公務員の給

料は大変低かった。しかし、経済が停滞する中で、民間の給与と公務員の給与

が逆転し、公務員の給与の方が高くなってしまいました。今は公務員の給与を

抑えようとする傾向がありますが、給料を下げるという前に、本来はやらなけ

ればならないことがたくさんあります。最初に人事効率を上げることを考える

ことが大切です。民間ではこうした努力を労使が一体となって徹底してやって

います。 

 

岡野委員： 議会から議案を出せば、公務員の給与を引き下げることはできる訳です。し

かし、子供が市の職員であったりしたら、給料を引き下げることなど絶対にで

きません。公務員の給与が高ければ、優秀な人材が公務員を目指すことになっ
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てしまう。優秀な方は民間に行って、公務員は市長の言うことを忠実に行う職

員であればいいんです。 

 

中村会長： 優秀な人材が集まれば、市民にとっても良いことだと思います。公務員の給

与が低かった時代は、職員を希望する人はあまりいませんでした。これも時代

の変化だと思います。 

 

岡野委員： 公務員の給与は高く、安定しているから、子供を市の職員にさせるようなこ

とが起きるのです。 

 

渡辺委員： 今回の件ですと、お子さんが職員になられたのが先で、その後に議員になら

れたと思います。投票する者たちが、そのことをしっかり考えて投票すること

が大事だと思います。 

 

岡野委員： 事務局に伺いたいが、本当のところはどうなんですか。 

 

事務局： 資料がないのではっきりしたことは言えないが、おそらく子供が職員に採用さ

れた方が早いと思います。 

 

小宮委員： 期末手当は、なぜその他の事項となっているのですか。 

 

事務局： 審議会条例に所掌事項が定められており、議員報酬及び市長等の給料に関する

条例を議会に提出する場合は、審議会に諮問することが定められています。な

お、期末手当に関する事項も、その他の事項として意見をいただいております。 

 

小宮委員： 市長等（４.０５月）と議員（３.２月）の支給率の差について。 

 

事務局： 改正が行われてきた中で、差が生じてしまったと思います。 

 

斎藤委員： 常勤と非常勤の違いもあるのではないか。 

 

事務局： そういった側面もあると思います。 

 

岡野委員： 河村市長の本の中で、イギリスでは正規職員の初任給は月額８万円とありま

す。 
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中村会長： 月額８万円では生活は出来ませんね。 

 

渡辺委員： 社会保障の違いもありますし、比較はできないと思います。 

 

岡野委員： 次回の会議の課題になると思うが、世界のグローバルスタンダードを知り、

視野を広げることは大切です。 

 

中村会長： そのような考え方も理解できます。しかし、外国と日本では法的な位置付け

なども違いますし、和光市の市長等や議員と比較することは難しいと思います。 

 

岡野委員： 県や国などの日本の中だけでの比較やシステムが違うということで片づけて

いては、今後も何も変わらない。 

      和光市の非常勤の職員の割合はどのくらいか。 

 

事務局： 正規職員４００人に対して、おおよそ１/３程度です。 

 

岡野委員： 非常勤職員は、今後増えていくのか。 

 

事務局： 正規職員の数が変わらない中でも、業務は増えていきますので、非常勤職員の

活用が図れる場合が増えることはあると思います。 

 

岡野委員： 非常勤職員の平均的な年収はどのくらいか。 

 

事務局： 勤務形態により違ってきます。 

 

浪間委員： 厳しい社会状況からしますと下げる方向だと思います。 

 

中村会長： ０.２月の引下げとなりますと、額はどのくらいですか。 

 

事務局： 約７万円となります。 

 

金子委員： 県内で不交付団体はどのくらいですか。 

 

事務局： ４～５市町となります。 

 

田中委員： 非常勤の方に期末手当が支給されるということに対しては、ちょっと引っか
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かる部分もあります。繰り返しになりますが、市長が考えているのはもっと大

きな削減ではないかと思いますので、この審議会で後押ししていきたいと考え

ます。２５％の減額に関しては、退職金に相当する額をなくすための措置だと

いうことがわかり、２５％という数字は根拠として使えませんので、財政の落

ち込みに対する数字を使うことが妥当なのかもしれませんが、それでは足りな

い気がします。 

      和光市は財政力もまだ良いですし、早い段階で先手を打って対処していくべ

きだと思います。会議に出るたびに思うのですが、和光市より財政力が悪いの

に多額の議員報酬を払っている市があることは驚きです。和光市では、審議会

も活発に行われていて、議員報酬や市長等の給料も低く抑えられており、まだ

良い方ではないかと思います。他市については、最後には国が助けてくれると

いった考えがあるように感じてしまう。和光市には、国に頼るのではなく、和

光市を良くしていこうとする立派な市長がいるので、後押しができるように審

議会で意見を出していければと思います。市長は市議会とうまくやっていただ

いていると思いますが、思い切った改革を行っていくときに、誰が市長を応援

するのかといったら、市民が応援していくべきですし、松本市長だからこそ、

良い提案をしていきたい。 

      また、和光市は国民健康保険税、都市計画税、下水道料金が低く抑えられて

きました、今後は見直しが急務となっていることについて、施政方針の中でも

記されており、市民に対して負担を強いる訳ですから、不満の声も出てくるか

もしれません。そういった中で、市長等、議員、職員も給与をカットしている

ということをアピールして、市民に対して負担をお願いしていくことを考えて

いると思いますので、審議会としてもサポートになるような形になればと思い

ます。 

 

渡辺委員： そのような状況の中で、皆で痛みを分かち合っていければと考えます。 

 

高橋委員： 私も同じ考えです。 

 

岡野委員： 答申の素案は誰が作成するのか。 

 

中村会長： 審議会で出された意見を踏まえて、私と事務局で作成します。 

 

岡野委員： 平成２１年度の答申書は用紙２枚であったが、審議会で話しあわれたプロセ

スが大事であり、審議会の中で大事な意見もたくさんあったので、今回の答申

書は量も増えることになりますね。 

 - 11 - 



 - 12 - 

 

中村会長： 各委員からいろいろな意見を出していただいたので、その意見を反映した答

申書にしたいと思います。プロセスは大事なことですが、答申書は結論を記す

ことの方がわかりやすいと思います。 

 

事務局： 審議会の詳細な内容は、会議録を見ていただきたいと思います。なお、答申書

も会議録もホームページに掲載いたします。 

     答申書の素案を作成しましたら、委員の方に送付しますので、内容の確認をお

願いいたします。 

 

井関委員： 審議会で話し合われた内容が、市民の方にとって有意義なものとなって欲し

いと思います。 

 

中村会長： 和光市は、他市に比べてみましても頻繁に審議会を開催しておりますし、委

員の方からも貴重な意見をたくさん述べていただいております。このことが市

民の方に伝わることは、非常に重要なことだと思います。 

      ３回の会議の中で大変良い意見をいただきましたので、皆さんの意見を参考

にしまして、答申の素案を作成いたします。なお、作成後、各委員に送付いた

しますので、内容等に修正するところがあれば加筆修正していただき、答申を

完成させまして、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。 

 

総務部長： ３回に亘りまして、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。

今後のスケジュールとしましては、１１月上旬に答申をいただきまして、改正

がある場合は、１１月下旬に予定しています臨時議会に議案を提出することに

なります。 

財政状況はかなり厳しい状況であり、職員も身に沁みて思っているところで

す。厳しい状況ではありますが、市民の方へのサービスを低下させないように

やってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 


