
和光市特別職報酬等審議会会議録（第２回） 
 

開催日 平成 22 年 10 月 12 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 50 分 

開催場所 和光市役所 4階 403 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 

① 市議会議員の議員報酬はいくらにすべきか。 

中村会長： 定刻になりましたので、第２回会議を開催させていただきます。今年度の人

事院勧告では、一般職の職員に対してマイナス勧告が出されています。一方で

は、財政力指数等の財政指標は県内でも非常に良い状況にあるにもかかわらず、

議員報酬の額は県内４０市の中で下位に位置しています。このような状況を踏

まえた上で、議員報酬の額について、上げるのか又は下げるのか、若しくは現

状維持であるのかについて、各委員の考えを発表していただきます。 

      また、上げる場合又は下げる場合は、具体的な額についても挙げるよう、お

願いします。 

 

高橋委員： この一週間、私なりに考えてみました。先週の会議でもお話しさせていただ

いたとおり、何分未経験で申し訳ないのですが、初めてのことで何をどのよう

に考えれば良いのか整理がつきませんでした。そして、現状の額が妥当なのか

又は妥当ではないのか、では何を根拠に妥当でないと判断するかについて、自

分の中では整理がつかず、そういった観点から私は現状維持とする方向で考え

させていただきました。 

 

渡辺委員： 私も前回の会議のときにも話させていただきましたが、下げるという方向で

考えております。世間では、新聞でもありましたとおり民間給与が過去 大の

下落幅を記録し、和光市においても、法人市民税が半分ぐらい減っている（追

加資料①）現状があり、私たち市民に対しては、健康保険税や水道代が上がる

という負担を強いる中で、議員さんにも同じように考えていただきたいという

ことです。議員の方は、月々掛金として５万６千円程度を積み立て、１期勤め

た場合に退職一時金が約１３０万円支払われ、議員を３期以上勤めた場合には

退職一時金に替わって議員年金が年額９８万円支払われることになり、また、

掛金と同程度の税金が負担金として支払われていると思っています。下げ幅に

ついては、人事院勧告で５５歳を超える職員は１.５％減額することになってい

ますので、これを議員報酬にあてはめてみますと５千円程度となります。この

金額が妥当なものであるかについては、皆さんの意見を聞きながら考えていこ

うと思います。 
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田中委員： 昨年の会議で議員報酬が生活給になっているということを知りまして、安易

に引下げるということは言い出しにくい状況にあることを前回の会議で述べま

した。しかし、前回の会議から考えは変わりました。例えば、浪間委員は自治

会連合会での活動をボランティアとして勤めていらっしゃるといった意見や議

員は志をもって行うべきといった意見を伺い、議員報酬を考えるにあたっては、

こういった考えを踏まえた上で考えなければ、良い提案が出来ないのではない

かと思います。生活給ということをいっさい頭から取り除いてまとめさせてい

ただきました。 

      私は税理士なので、去年と比べて政府が発表している統計は、中小、零細企

業の状況からはずれていると感じます。昨年から１年経過して、経済状況は更

に悪化していますので、このタイミングで増額はあり得ず、現状維持か減額で

ということになります。やはり収入が下がっている方が多いということを考え

ますと減額すべきではないかと考えました。では、いくら減額をすべきなのか

ということですが、数値を４つ用意しました。１つ目は、人事院勧告に準じた

△０.１９％、２つ目は、民間給与の下落率をベースにした△５.５％です。し

かし、議員報酬は生活給ではないということを考えますと、この２つの数値は

馴染まないと考えます。３つ目は、財政に関する資料（追加資料②）の中で、

平成２０年度から平成２１年の税収が４.５８％減額となっていますので、この

数値を使うのが一番良いのではないかと考えます。注釈を付けたいのですが、

条例等の改正を行い税収が増加したからといって議員報酬を増額するというこ

とではありません。あくまでも税収が自然増となったときに議員報酬の増額も

あり得るということです。４つ目は、市長が実行している２５％減額というこ

の数値も参考となると考えます。この４つの数値の中では、税収の下げ幅であ

る△４.５８％という数値を参考とすることが適当であると考えます。 

 

岡野委員： 私も田中委員と同様に、議員報酬は生活給という考えは持っていません。結

論から言いますと、議員報酬は下げるべきだと考えます。その理由については、

先週もお話しましたが世界の潮流は、１０万人規模の基礎自治体の地方議員は

ボランティアとして位置付けられています。例えば、阿久根市の竹原市長も引

用しているＮＰＯ法人「構想日本」が作成した資料（2009.9）では、アメリカ

は年間５０万円程度、イギリスは年間７３万円程度、ドイツは年間５０万円程

度、また、フランスやスイスは大多数が無報酬となっています。諸外国が低い

額であることは、議会とは本来予算のチェック機能としての役割だけだからで

す。しかし、議員報酬が高いことで、報酬が目当てとなり継続を目指すことに

繋がりますので、これは発想を変えなくてはと考えました。では、いくらに下

げるかと言いますと、議員報酬の月額を２５万とします。すると年額では３９
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６万円で４００万円を切ることになります。この額ですと、前回の会議で田中

委員が発言された平成２１年度の民間平均給与額４０６万を下回ることになり

ます。また、率としては△２８％の引き下げとなり、議長、副議長、常任委員

長の額についても、同様の率で引き下げることとします。 

      しかし、これでも地方議員の体質は変わらないと見ていますが、この引き下

げを行うことが、世界の潮流である額を目指すための第一歩になるだろうと考

えています。また、額を引き下げるとモチベーションが下がるという考えがあ

りますが、報酬を目当てとする方は議員になるべきではなく、退場していただ

きたい。３期、４期と継続することは馴れ合いを招くことになり、職員の給与

を下げるといった、思い切った提案を出すこともできなくなる訳です。 

      ギリシャでは、各地方議員と行政との慣れあいが生じ、各支援者の就職の世

話まですることとなり、コネで有力支援者のご子息を地元職員への口利き行為

まで進展しました。その結果、ギリシャでは、全人口の五分の一が公務員とな

り、財政を圧迫しています。 

 

中村会長： 随分思い切った意見ですね。それにしても、多くのデータを出していただき

ありがとうございます。田中委員同様に生活給について触れていますが、議員

報酬を極端に引き下げてしまった場合、市民の付託を受けている議会での議員

の構成が変わってしまう恐れがあると思います。このことは、市民のための議

会ではなくなってしまう恐れがあると思います。 

      また、日本と諸外国では、法制度、議会の役割、議員への期待等々において

大きく違っていると思います。おそらく、諸外国と日本を比べますと、議会の

開催日数、議員の数も違うと思います。 

 

小宮委員： 報酬と給与の違い、また、経済状況を考慮しながら考えてみましたが、意見

としてなかなかまとまりませんでした。前回の会議や今までの各委員のお話を

伺っていますと、自分としても納得できる部分も多くありました。その中で議

員報酬を考えますと、人事院勧告相当額の引き下げ又は現状維持のどちらかで

あり、個人的には現状維持とすべきと考えますが、経済状況を考慮し痛みをわ

かち合うということで人事院勧告に準じた額の引下げが妥当だと考えます。議

会の役割について、市民の方へのＰＲなどわかりやすく伝えることの努力が足

りないためにこういった議論がなされてしまっていると言いたいですし、今の

金額に本当に見合った働きができているのかといった疑問があるということも

併せて言いたいです。 

      また、報酬のあるべき姿というものについて、１・２週間の短い期間で生活

給であるかどうかについて議論することは非常に難しいのではないかと思いま
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す。名古屋市の例もありますので、議会のあり方は議会自らが考えるべきこと

ですし、時間を掛けて議論する必要があると思います。 

 

浪間委員： 自分も自営業を営んでいることから、経済状況は非常に厳しい状況であるこ

とは理解しています。このような状況を考えますと若干の引き下げを行うべき

だと考えています。 

 

金子委員： 私は、議員定数を下げ、その分議員報酬を上げるべきだと考えます。昔は名

誉職でありましたが、今は違います。議会があるときだけ会社を休むというこ

とでは議員は務まりませんし、片手間に議員をやるということでは決して良い

仕事はできません。そうなると定年後の活動といったものになってしまいます

が、和光市は県内でも若い世代が多く、東京に働きにいっている人が６０％～

６５％位はいるのではないでしょうか。意識的には和光の東京都民ではないで

しょうか。若い方にもっと議員になっていただきたい。また、隣接している板

橋区の議員の報酬額は１,５００万円程度で、行う仕事もそう変わりはありませ

ん。優秀な方が市のために働いて欲しいですし、そのためにもある程度の額を

出す必要があると思っています。 

 

斎藤委員： 前回もお話しましたが、議員報酬は生活給ではありません。また、各委員の

お話を伺っていましても、下がることはあっても上がることはなく、現状維持

から下だと思います。渡辺委員の人事院勧告に準じた△１.５％では月額約５千

円の引下げ、田中委員の税収の減少幅の△４.５８％では月額１万５千円～１万

６千円引下げ、岡野委員の報酬月額を２５万円としますと下げ幅では約１０万

円となります。これらを参考に考えますと、１万円程度の引下げが妥当だと思

います。 

 

高橋委員： 先程現状維持と申し上げましたが、気持ちの中では、社会情勢を含めて考え

ますと減額という方向の気持ちもあります。私の周りでも議員さんが活動して

いる場を見ることがありませんので、議員としての姿、形というものがわかり

ませんでした。また、自分の周りの方に議員さんは議会以外にどのような活動

をしていらっしゃるのかお聞きしましたが、皆さん知らないということでした。

私みたいな素人が委員になることもありますので、議員さんがどのような活動

をされているかについての資料や説明がありますと判断材料になると思います。 

 

中村会長： 議員個人で議会報告その他の資料等を出している方もいますが、行政が議会

活動資料を作るには非常に難しく限界があると思います。 
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渡辺委員： 私たち市民は受け身となってしまい、選挙、議会に無関心になってしまって

いるのではないかと思っています。例えば、選挙で投票した人だけでも良いで

すからその人の行動を見ること、また、その人に質問をし、こちら側から行動

を起こさないと資料は出てこないと思います。議会での質問については、回数

だけではなく、その中身・内容が重要になると思います。和光市を良くしたい

と思うのであれば、我々も行動することが大切だと思います。 

      私は市役所ロビーで議会を傍聴することがあるのですが、声が非常に聞き取

りにくいといった状態があります。仮に、出張所等の公共施設や新座市のよう

に J:COM で議会を視聴することができれば、議会が身近なものになるのではな

いかと思います。 

 

金子委員： 傍聴席は議員の後ろ側にあるので、議員の声が聴き取りにくいといった施設

面での問題がありますね。 

 

中村会長： 近隣の市の傍聴者の数はわかりますか。 

 

事務局： 近隣市の状況は把握していません。和光市では、平均して１０名程度の方が傍

聴されています。傍聴席から議員の方の顔が見えるような変更となりますと、大

規模な工事となり予算を考慮する必要があります。また、インターネットを活用

した配信を実施している団体もありますので、予算を踏まえて検討している状況

です。 

 

井関委員： 報酬を増やす場合は、何かを成し遂げたり成果があったときであり、一方減

る場合は、見合った活動がなされていなかったときだと思います。議員さんの

活動をインターネットで調べてみましたが、各議員さんのＨＰでは細かいとこ

ろまではわかりませんでした。説明する姿勢は伝わるのですが、まだまだ足り

ないと思いました。議員報酬の見直しについては、現状維持又は引下げという

ところで悩んでいます。社会情勢を考慮しますと引下げとなり、その引下げ幅

は△０.１％とします。引下げを行ったからといって、議会が変わるかどうか不

明ですが、岡野委員がお話になったような大幅な引下げを行わなければ、私た

ちが言いたいことは伝わらないのではないかと思います。しかし、今回の改正

で、議会の構成等を変える程のことではないと思います。 

 

中村会長： 沢山の意見をいただきありがとうございました。 後に私の考えを述べさせ

ていただきます。和光市の財政状況や実力といった面から考えますと、下位に
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位置することに今なお納得できない面がありますが、議員報酬を上げることは

現状では難しいことです。この際、他市と比較をしても意味がありませんので

現下の経済状況を考慮し、現状に見合った額をもって決定したいと思います。

しかし、極端に低い額としてしまうと、議員の構成が変わってしまい、多くの

市民が望まない結果となってしまう恐れがあります。 

 

岡野委員： 名古屋市の河村市長が５年前に出された本に「国敗れて 議員あり」がありま

す。 

      その中で、諸外国の無報酬の都市では、定数が多い傾向があります。例えば、

フランス・エビアン市（人口 72,000 人）は無報酬・議員２９人、ドイツのとあ

る町（人口 12,000 人）は無報酬・議員２３人となっています。 

日本では議員になることが目的となっており、活動が選挙対策となっていま

す。本来の仕事は、政策立案であり選挙対策は仕事ではありません。お金（議

員報酬）が目当てならば、民間に就職した方が良い訳です。 

 

中村会長： 委員の皆さんから出された意見を参考にして、今後答申の素案を作成させて

いただきます。 

 

 

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： 次に、市長、副市長及び教育長の給料について、検討したいと思います。資

料について事務局から説明してください。 

 

事務局： 前回の会議で依頼があった事項について、追加資料として別添のとおり追加し

ました。また、市長は自身の任期中、給料月額から２５％減額することを実施い

ていますが、今回諮問している内容は、条例上の月額に関してご審議いただくも

のです。 

 

中村会長： 事務局から説明があったように、松本市長は給料月額を２５％減額していま

す。これは、本人の申し出に基づき実施していることですので、これとは関係

なく、条例の額について検討していただくことになりますので、よろしくお願

いします。 

 

斎藤委員： 議員報酬の額が決まれば、これに準ずるべきだと思います。 
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金子委員： 市長の給料について、県内で月額３８位、年額４０位と大変低い状況ですの

で現状維持で良いと思います。 

 

浪間委員： 現状維持と考えます。 

 

岡野委員： 市長の給料の減額措置とは、どのような位置付けで実施されているか。 

 

事務局： 今任期を対象として、給料月額を２５％減額する条例を定めることで実施して

います。 

 

小宮委員： 議員報酬と同様に人事院勧告に準じた引下げを行うべきだと考えます。 

 

岡野委員： 松本市長は２５％の減額を実施しているが、今後市長となる方も２５％の減

額措置は引き継いでいくべきですし、副市長、教育長も同様に実施すべきです。

例えば、名古屋市の河村市長は年収を約８００万円に引下げ、その上で退職金

を放棄しています。また、阿久根市の竹原市長は、退職金はありますが、４０％

の減額を行い年収は約６００万としています。これに対して、和光市では退職

金が約１,４００万円もある訳ですから、条例の月額については２５％減額する

べきです。 

 

田中委員： 議員報酬をどれほど下げるかわかりませんが、市長、副市長、教育長の給料

も議員報酬と同様の率で引下げるべきだと考えます。 

 

渡辺委員： 市長、副市長、教育長共に、人事院勧告に準じた引下げを行うべきだと考え

ます。 

 

高橋委員： 皆さんの意見をお聞きしながら考えました。市長が２５％の減額をしている

のであれば、副市長、教育長、議員も２５％の減額をするべきですし、副市長、

教育長の給料が市長よりも高いということはどうかと思います。しかし、２５％

の減額となりますと大変な額ですので、実施するのは難しいことだと思います。 

 

中村会長： 減額という素晴らしことをしている訳ですが、市長が２５％の減額をしてい

るからといって、副市長、教育長も減額となりますと、なり手がいなくなって

しまうのではないでしょうか。また、あまり大きな減額をしてしまうと、職員

の給料額との兼ね合いという問題も生じます。企業においては、賃金カットを

簡単に行うようなことはまずないと思います。賃金カットは職員の意欲を下げ
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るということで、大きな損失となりますので慎重に考える必要がある訳です。

私も企業で長いこと労務を担当していましたが、役員の賃金カットまでで、職

員の賃金カットは行いませんでした。やはり２５％の減額は松本市長個人の選

択により実施していることですので、条例上の額を大きく引下げるということ

は現社会体制下においては難しいのではないかと考えます。 

 

井関委員： ２５％の減額は凄いことですが、できれば３役でよく話し合って決めて欲し

いとうのが率直な意見です。 

 

中村会長： 私もそう思います。市長自らが教育長と話し合っていただき、共に実施して

いくということが、本来良いのではないかと思います。 

 

金子委員： 県内で市長は４０位、教育長は３５位と、なぜ低いのかと聞かれたときに答

えられないですね。 

 

中村会長： 過去の審議会の中でしっかり議論されてきた結果なのではないでしょうか。 

 

岡野委員： 職員の給与について、和光市は平均６６０万円となっており、これは大変高

いと認識しています。市長も役所の中に入ってしまうと、職員や教育長に対し

て給料を下げろとは言いにくい。審議会の開催にあたっての市長の挨拶で「遠

慮なく議論してください。」と発言していました。この発言は、自分が実施して

いる２５％の減額を、副市長、教育長にも実施して欲しいという意味が込めら

れており、この真意を汲み取るのが議会や審議会ではないかと思っています。 

 

中村会長： 教育長の役割について、事務局から説明してください。 

 

事務局： 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置されていま

す。教育委員会は５名の教育委員により組織され、その中に委員長及び教育長

が含まれています。教育長は教育委員会の指揮監督の下、事務を司る教育委員

会事務局の事務の執行責任者という役割です。また、任期は４年となっていま

す。 

 

高橋委員： 教育委員とはどのような立場、役割なのか教えてください。 

 

事務局： 地方公務員法第３条に基づく非常勤の特別職となります。月に１回定例会が行

われ、報酬は月額３万７千円となっています。 
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田中委員： 教育長になる方は、県の教員や市の職員がなると聞いていますが、前職を退

職してくるのか。また、定年を迎えている方が教育長になるという認識で良い

か。 

 

事務局： 兼業はできませんので退職することになります。現役の方や退職されている方

など市長の人選により異なります。また、教育委員は議会の同意が必要となり、

教育長は教育委員として議会の同意を受け、教育委員の中から選ばれることに

なります。 

 

中村会長： 教育長の給料は、原則職員の給料を下回らないということですか。 

 

事務局： 特別職であり基本的にはそのようになります。 

 

岡野委員： 諸外国の状況はどうですか。 

 

事務局： 諸外国の状況は把握していません。 

 

中村会長： 教育長の給料は、校長先生より高いのか。また、校長先生の給料は今回引下

げられるのか。 

 

事務局： 校長先生を含む教員は県の職員なので県の人事委員会勧告に基づき引き下げら

れることになります。また、校長先生でも経験の長い方、短い方がいるので比

較は難しいのですが、基本的には教育長の方が高いかと思います。 

 

岡野委員： 会議録及び資料は公表されるのか。 

 

事務局： 会議録及び資料をホームページで公表します。 

 

中村会長： 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。 

また、残りの時間については、期末手当の額（支給率）について検討します。 

事務局から報告事項はありますか。 

 

事務局： 第３回の会議につきましては、１０月２０日（水）午後１時３０分から６０３

会議室で開催いたします。 
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次回会議の開催通知は、改めて通知いたしますのでよろしくお願いします。 

第１回の会議録につきましては、内容をご確認していただき、次回の会議にお

持ちください。 

 

中村会長： 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。 


