
和光市特別職報酬等審議会会議録（第１回） 
 

開催日 平成 22 年 10 月 5 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 開会 

2 委員委嘱式 

3 市長のあいさつ 

4 会長の選任 

5 会長のあいさつ 

6 会長職務代理の指名 

7 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 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 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 
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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  

 

１ 開会 

  本日は、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。ただいま

から、平成 22 年度和光市特別職報酬等審議会を開会いたします。 

  なお、会議の開催にあたりまして３点ほど確認させていただきます。１点目は、会議

は全て公開とさせていただきます。２点目は、会議録を作成するために録音をさせてい

ただき、会議録は委員名を含めて公開させていただきます。３点目は、会議録は、作成

後に委員の方に内容を確認していただいた上で公開させていただきます。 

 

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。 

今年度の人事院勧告につきましては、大変厳しい内容となっております。市役所の中

で働いている人間にとりましては、世間の状況が、本当に驚くべき状況であるのかと感

じてしまうところもございます。昨年度の報酬等審議会でも活発な議論をしていただい

たところですが、今年度もどうぞご遠慮なく、皆さんが持っていらっしゃる専門的な見

地、生活感等のさまざまな立場から活発な意見を御頂戴できればと思っておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 

４ 会長の選任 

 《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ます。立候補される方又は推薦をされる方がいないため、

平成２１年度に開催された当該審議会で会長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ました。》 

 

５ 会長のあいさつ 
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  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、知識経験者としてこの会議に参加させていただいておりま

す。また、会長選出にあたりましては、前回開催された審議会で会長を務めさせていた

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。皆さんご承知のとお

り、市長は市長選のマニフェストの実施により給料を２５％カットしているところです

が、審議会ではこのことは意識することなく、和光市の将来を見据えたあるべき報酬等

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、諮問以外の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 会長職務代理の指名 

 《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。公募委員の井関委員にお願いしたいと思

います。 

 

井関委員： 井関典子と申します。丸山台から参りました。普段は３人の子育てに追われ

ています。このような経験はあまりないのですが、この機会に勉強をさせてい

ただきたいと思い参加させていただきました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

７ 諮問書の提出 

 《市長から中村会長に対して、諮問書を提出。》 

 

《審議に先立ち、市長退室》 

 

８ 審議 

中村会長： 初めての方もおりますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。自
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己紹介といいましても、堅苦しいものではなく、お名前、所属団体、審議会に

出席するにあたっての意気込み、又は動機などについてお話しください。 

      それでは、斎藤委員から順番にお願いします。 

 

斎藤委員： 和光市商工会会長の斎藤でございます。この会議には昨年も出席させていた

だきました。先程の市長さんのご挨拶にもあったように、経済状況は本当に厳

しい状況であります。この機会に、世の中は厳しい状況であることを伝えてい

きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

金子委員： あさか野農協の理事を務めさせて頂いております金子と申します。私も昨年

に引き続き参加させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

浪間委員： 自治会連合会からきました浪間でございます。住まいは白子一丁目で自営業

を営んでおり、世の中明るい兆しが見えてこないなど厳しい状況であることを

踏まえて発言していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

小宮委員： 本田研究所の小宮と申します。私自身は研究所の在籍ですが、役席の変更に

伴いまして、労組の専従ということで今回初めて参加させていただくことにな

りました。ホンダグループにおきましても、厳しい状況の中でリストラを実施

するなどしており、そのような社会環境であることを踏まえた上で意見を述べ

させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

高橋委員： 和光市文化団体連合会の副会長を務めております高橋と申します。専門はお

筝でありまして、あまり経済的なことに対する関わりはありませんが、和光市

文化団体連合会会長より推薦を受けましたので、勉強をさせていただくという

気持ちでまいりました。昨今では、名古屋市の議員報酬の話題がありましたが、

まさかこのような場に参加するとは思ってもおりませんでした。今回は誠に良

い機会を与えていただきましたので一生懸命勤めさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

岡野委員： 公募で申し込みました岡野と申します。中村会長とは３月まで任期がござい

ました市民参加推進会議でご一緒させていただきましたが、初めての方もいら

っしゃいますので、これを機会にどうかお見知りおきください。皆さんのいろ

いろな角度の視点を考慮しながら、また、データ等を重視し検討していきたい

と思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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田中委員： 朝霞地区税理士会所属の田中と申します。私は昨年初めて参加させていただ

きましたが、各委員のいろいろな角度からの意見は大変参考となりました。今

年は昨年よりもっと良い意見を提案していきたいと考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

渡辺委員： 和光青色申告会の常任理事をしております渡辺と申します。所属していると

ころは個人事業者が多いことから、世の中の動きについては「ああこうなんだ」

と感じているところであります。参加するにあたっては、皆さんのご意見を聞

きながらも、私はこういった考えであるという一本をもちながら意見を言わせ

ていただこうと思って参加させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

中村会長： ありがとうございました。それでは、事務局職員の紹介をお願いします。 

《事務局職員 自己紹介》 

 

中村会長： 初めに今後の日程について決めたいと思います。答申の期限は１１月上旬と

なっていることから、大変急がなければなりません。予定では、第２回を１０

月１２日（火）、第３回を１０月１９日（火）となっておりましたが、第３回の

日程について、私事で大変申し訳ございませんがどうしても外せない用があり

まして、日程の変更をお願いしたいと思います。１日ずらしまして１０月２０

日（水）で皆さんのご都合はいかがでしょうか。 

 

斎藤委員： 午前中に青少年市民会議が予定されております。 

 

中村会長： 午後ではいかがでしょうか。 

 

各委員： 了承。 

 

中村会長： 第３回を１０月２０日（水）午後１時３０分から開催したいと思います。開

催場場所については、後ほど事務局から報告いたします。 

 

各委員： 了承。 

 

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

酬の額について、各委員の思いや考えを自由に述べていただきたいと思います。 

第２回の冒頭で、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

 - 5 - 



え置きといった簡単なもので結構です。残りの時間で、第１回と同様に、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ます。 

第３回の冒頭で、第２回の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。残りの時間では、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。 

      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「答申書」を

作成することは大変難しいものがあります。従いまして、会議の中の意見を参

考にしまして、会長、職務代理及び事務局で「答申書」の素案を作成いたしま

す。各委員の方には素案をご覧いただきまして、加筆、修正をしていただき、

答申を完成させたいと考えています。 

      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格、考え方が異なりま

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。また、今年度の人事院勧告では一般職の職員に対

しては引下げる内容となっています。このような内容を頭に入れた上で、議員

報酬の額について皆さんの率直な意見をお聞かせいただきたいと思います。 

      各委員の意見をお聞かせいただく前に、配布されている資料について、事務

局に確認したいことはございますか。 

 

岡野委員： 市長等の給料及び議員報酬の月額、年額、退職金、議員年金について、資料

ごとに確認すればわかるのですが、出来れば１枚にまとめていただけると大変

わかりやすく、議論も活発になるとかと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

      また、資料９市長の直接費の中にあります「退職手当負担金 2,176,660 円」

は、前市長の経費となりますか。 

 

事務局： 資料につきましては、次回までに作成いたします。退職手当負担金にかかる経

費につきましては、平成２１年度決算額となっています。 

 

中村会長： 昨年も委員を経験している斎藤委員、ご意見をお願いします。 

 

斎藤委員： 昨年もお話しましたが、議員報酬が高いか安いかと問われましても、妥当な

額を申し上げることは難しい。例えば、議員の活動日数は年間８０日程度であ
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り、年額を８０日で割った場合は１日約 68,000 円の日当ということになり、こ

れは非常に高い。また、議員は非常勤であることから、生活給といったもので

はないと思っています。このように考えますと、引き下げ又は据え置きという

ことが妥当だと思います。 

 

金子委員： 世の中は２極化が進むなど大きく変化しています。昨年、職員の方は人事院

勧告に基づき引き下げが行なわれました。そのような中で、議員報酬は引き下

げを行なわなかった。また、職員の方は今年も人事院勧告に基づき引下げが行

われる予定となっています。 

 

中村会長： 周辺の状況について、新座市は平成１５年に引下げ、また、和光市は平成１

０年に引上げ改定を実施しています。この１０年間に引下げが行われることは

少なく、多くの団体が据え置きとなっているのが現状のようです。 

 

田中委員： 非常勤で報酬ということであれば、他に仕事を持っていますので、議員報酬

は生活費の主たるものではないといった認識でしたが、昨年この会議に参加し

て、生活給となっている現状があることを知って、軽はずみに下げろとは言い

だしにくいということが率直な感想でした。生活給であれば３６５日活動出来

るわけです。他に仕事を持っている議員さんとは活動内容が違うということを

示していただければ、それに見合った額をという意見も出てくるのではないか

と思います。しかし、私の勉強不足ということもありますし、また、身近に知

っている議員さんもいませんので、どのような活動をしているか全くイメージ

がわきません。議員活動だけを行なっている方と他に仕事を持っている議員さ

んでは活動に割くことができる時間が違ってきます。ですから、フルに活動し

ている議員の方にとっては、この額では安いといった意見も出てくると思いま

す。議員の活動内容を知っている委員の方が意見を出していただければ、判断

材料になると思います。 

      また、和光市の水準は低いということは、市民の方からすれば非常に良い市

であると思いますし、低い議員報酬でありながら色々なことをやっていただい

ているということは本当にありがたいとことだと思います。 

 

岡野委員： 生活のために議員をやることはそもそもおかしい訳です。議員とはボランテ

ィア活動として行なうべきです。本来はこんなにも安くて良いのかというぐら

いの額であっても、志を持ってやることが本来の議員活動であると思っていま

す。資料３で、下位に位置する和光市の年額約５５０万円という数字も決して

魅力がないものではないと思います。厳しい世の中では、３００万円程度で４
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人家族が生活している現状もあります。そう考えますと、引下げるべきだと思

っています。 

 

渡辺委員： データを見ると確かに低い方ですが、報酬額が低いことが嫌であれば議員に

立候補しなければ良いと思いますし、皆さんの生活を良くしようとして議員に

なった訳ですから、報酬額とは関係なく志を持ってやるべきものだということ

が私の基本的な考えです。８月の人事院勧告では０.１９％の引下げとなってい

ましたが、菅首相はもっと下げるべきだといった報道もされていました。社会

情勢を考えますと、人事院勧告の引下幅をベースとして、皆さんの意見を聞き

ながら議論に加わりたいと思います。 

      また、和光市では国民健康保険税や水道代が引き上げられることとなります

と、市民にとっては大変な負担となります。そのようなことも考えながら検討

していきたいと思っています。 

 

中村会長： 説得力のある考え方ですね。和光市の実態は県内４０市の中でほぼ最下位に

位置していますが、和光市の力はこんなものではないといった見方もあると思

います。今日、議員がサラリーマン化している理由の一つは、若い議員さんが

増えていることによります。従って、報酬額があまりに低いと、３０代、４０

代の若い方が会社を辞めて議員に立候補するといった考えが起きなくなるので

はないかといった見方もできます。 

 

浪間委員： 確かに他市と比較してしまうと低い。議員には奉仕の精神、志が必要であり、

やはり生活給としてはいけない。私も、自治会の仕事はボランティアとして無

報酬で活動していますし、年間２００日ぐらいは活動しています。 

 

小宮委員： 報酬には成果が求められます。はっきりとした成果があった場合などは引き

上げるということも重要だと思います。しかし、社会状況だけを見てしまうと、

どうしても下げることに目がいってしまう現状があります。両方の考えを持っ

て議論しなければ、話はかみ合わないのではないかと考えます。 

      また、素人考えですが、議員は生活基盤がないと出来ないものになっていま

す。５００万円は生活が出来ないほど低い金額ではないですが、生活基盤とい

った考えも加味しなければ、生活の組み立てができず、若い方は出てこなくな

ると思います。 

 

高橋委員： 各委員の意見を伺っていますと、どの考えも正しいと思ってしまいます。魅

力がなければ若い人は出てきませんし、非常勤の報酬と考えますと、少ない方
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が良いとの考えも出来ます。また、和光市の議員報酬額が低いという現状は非

常に誇らしいと思いました。現時点で判断することは難しいので、来週までに

じっくり検討したいと考えています。 

 

井関委員： 普段は家計の金額しか見ていません。議員報酬は何のためのお金なのかと考

えると、議会における成果に対して支払うべきものだと思います。和光市は若

い世代が多く、働かなければ生活できない現状があることを理解していただい

た上で、しっかり議員活動をされている方やそこそこの活動しか行っていない

方もおり、活動内容に違いがあるにも関わらず、一律で支給されるということ

は本来違うのかと思います。会社であれば、がんばった者だけが貰える仕組み

があり、それがモチベーションとなっています。 

      現状では、これ以上下げることはどうかと思っています。 

 

中村会長： 平成１０年に報酬が引き上げられてから１２年間据え置かれています。県内

で下位の報酬でありながら、良くやっていただいていることは市民にとって喜

ばしいことだと思います。こうした中で、今年度においても、人事院勧告で一

般職の給料引下げ改定も予定されていることなど、広範囲の観点から検討する

必要がありますね。 

      それでは、人事院勧告の内容について、事務局説明してください。 

 

事務局： 国家公務員と民間の４月の給与月額を比較した結果、月額給与を０.１９％引下

げ、更に５５歳を超える職員については、給料、管理職手当及び地域手当の１.５％

引下げとなっています。また、ボーナスについては、年間支給率を０.２月引下げ

ることとなっています。実施時期は１２月給与から実施し、４月時点での比較と

なりますので４月から１１月分については、一定額を１２月の期末手当から控除

する調整を行う内容となっています。 

     当市の状況については、上記内容を職員組合と協議をし、１２月定例会に議案

を上程する予定です。 

 

渡辺委員： 年額の中に政務調査費は含まれていますか。 

 

事務局： 年額には含まれていません。政務調査費については、議員報酬とは別に、月額

２万円となっています。 

 

渡辺委員： 政務調査費は、全ての議員さんが受け取っているのですか。 
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事務局： 資料９の平成２１年度決算による政務調査費の支出額を見ますと、受給されて

いない方もいるのではないかと思われます。 

 

中村会長： 市政４０周年を迎える訳ですが、４０年前の他市との比較についてわかりま

すか。 

 

事務局： 申し訳ありませんがわかりません。 

 

斎藤委員： 商工会の会員も廃業される方が大変多くなっています。商売においても、私

の母がまだ商売をしていたころ、「商売をさせていただく以上は、適正な利益は

いただかなければいけない」と、言っていました。しかし、現状では、値段を

必要以上に安くするダンピング競争となっており、その中で利益を出すことは

非常に難しく、これが世の中の現状なのです。そのような社会状況の中にあっ

て、上がることは考えられません。良くて現状維持か引き下げだと思っていま

す。 

 

渡辺委員： 資料を見てしまうと確かに低いとは思います。しかし、比較の問題ではなく、

和光市に住んで良かったと思える市にしていくことがメインだと思います。ま

た、議員の方も和光市を良くしようと活動されているのですから、上げること

は全く考えていません。下げ幅については、人事院勧告をベースに考えていま

す。 

 

岡野委員： 当然、夕張市は一番低いとは思いますが、低いところはどの程度まで低いも

のなのか知りたい。わかれば調べていただきたい。 

   

渡辺委員： 和光市は埼玉県でも東京都に隣接し、地域性の違いはあると思います。また、

朝霞四市との比較では、規模が同じ志木市は市民病院があるといった市の状況

の違いもあります。資料は、このような違いがあるということを意識して見な

ければいけないと思います。 

 

中村会長： 他県の状況はわかりますか。 

 

事務局： 調べられる範囲で提供いたします。 

 

田中委員： 昨年度も提出していただいたのですが、税収の状況は判断材料となると思い

ますので資料の提出をお願いします。 
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事務局： 提出いたします。 

 

中村会長： 資料６の市税総額に占める給与費総額の割合が２１％と他市と比べて大変低

いものとなっています。県内でも一番低いのではないでしょうか。この数値も

判断材料の一つになるかもしれませんね。 

 

岡野委員： 委員の方でわかる方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが。なぜ

さいたま市はこれ程高いのでしょうか。 

 

渡辺委員： 政令指定都市であることから、高いと理解していました。 

 

岡野委員： 政令指定都市だと高くなる理由があるのでしょうか。合併する前から高かっ

たですか。 

 

中村会長： 政令指定都市は議員一人当たりの人口や面積が大きくなるので高くなる傾向

がありますね。しかし、和光市は面積が小さく、次回の選挙から定数を削減し

て１８名になるといいましても、まだまだ議員数は多いと思いますね。 

 

金子委員： 人口を議員数で割りますと、議員１人あたりの人口は、和光市が２,５００人、

さいたま市が１０,０００人となりますので、報酬も高くなるのかもしれません。 

 

岡野委員： 諸外国の市議会議員はどの程度の報酬を得ているのでしょうか。以前テレビ

で見たのですが、スウェーデンは８割が年額６０万円ほど、２割は特別報酬を

受けるようなシステムだとありました。 

 

中村会長： 和光市に関係のあるロングビュー市の市議会議員も低いようです。しかし、

諸外国の市議会議員と日本の市議会議員とでは役割が違うと思いますので、単

純に比較はできないと思います。日本の議員の役割は欧米諸国の議員に比べて、

非常に大きいものがあると思います。 

 

浪間委員： 市議会議員は余裕がなければ駄目です。余裕を持たないと、良い知恵・意見

は出てこない。議員報酬をあてにせず、ゆとりのある方にやっていただきたい

なと思いますし、生活するために議員になるということでは何か違うのではな

いかと思います。 
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中村会長： 和光市の市議会議員で兼職している方はどのくらいいるかわかりますか。 

 

事務局： 申し訳ありませんがわかりません。 

 

田中委員： 人事院勧告の下げ幅というのは、一部の大手の企業がサンプルとなっている

ので、気持ち程度の下落率で収まっていると思っています。私が参考にしてい

る資料ですが、国税庁が発表している平成２１年度の民間平均給与は４０６万

円で、前年からの下落率は５.５％となっています。やはり人事院勧告の数値は

少なすぎるという見方をしています。 

 

中村会長： 議員活動には個人差もありますし、それに対する評価もありませんから、こ

うした面から考えますと今の報酬は高いという見方もできるかもしれませんね。 

      朝霞４市における報酬等審議会の開催状況はどうなっていますか。 

 

事務局： 朝霞市と志木市は開催し、新座市は開催しないとのことです。いずれにしまし

ても和光市ほど活発ではないようです。 

 

斎藤委員： 経済状況を考えますと、開催すればするほど下がるのではないでしょうか。 

 

中村会長： 議員報酬を下げる場合又は上げる場合については、その金額についても具体

的に述べていただきたいと思います。 

 

渡辺委員： 昨年度の答申でも税収の減少に伴い引き下げるといった表現がありました。

次回の会議で意見を述べるためにも、税収に関する資料をいただけるとありが

たいのですが。 

 

金子委員： 財政力指数等の財政に関する資料の提出もお願いします。 

 

事務局： 税収に関する資料及び本日要望のありました資料で早急に作成できるものは、

次回の会議までに送付いたします。また、本日の会議録につきましては、次回の

会議でお渡ししたいと考えています。 

 

中村会長： 時間も少なくなりましたが、何か他に意見はございますか。無いようですの

で、事務局からの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、１０月１２日（火）午前１０時００分から同会場
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で開催いたします。また、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。 

なお、次回の会議の開催通知は、改めて通知いたしますのでよろしくお願いし

ます。 

 

中村会長： 本日意見交換をしていただいた議員報酬について、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、下げる場合又は上げる場合は具体

的な金額を含めて発表していただきますので、よろしくお願いします。 

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。 


