
会 議 録

事 務 局 本日は、皆様にはご多用の中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

ただ今から、「平成２６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、作成後に委員の皆さ

ま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。

では開会に当たりまして、市長から皆様に和光市特別職報酬等審議会委員の委嘱書を交付

させていただきます。なお、交付の方法については、名簿順に斎藤様から、市長より交付さ

せていただきます。

【 委員委嘱式 】

事 務 局 報酬審議会開催に当たりまして、市長からあいさつを申し上げます。

市 長 あらためまして皆様、こんにちは。

本日は、平成 26年度の和光市特別職報酬等審議会にお忙しい中お集まりいただきまして
ありがとうございます。また、このたびは委員をお受けいただきまして本当にありがとうご

ざいます。さて、この特別職報酬等審議会でございますが、経済状況、あるいは人事院勧告

等諸所の事情の判断の中で、この和光市の報酬を、適正な水準かどうかを皆様方の日常の生

活の感覚や資料を見てご判断をいただくことになっております。私から上げろとか下げろと

かは一切申し上げませんので客観的な中でご判断をいただき、その中で、例えばこの報酬だ

けではなく、いろいろな特別職に関するご意見もあるかと思います。そういったことも言及

していただきながら、あるべき報酬の姿、ひいてはあるべき特別職の姿についても明らかに

なっていくような、そのような充実した会議になることを大変楽しみに待っている次第でご

ざいます。ぜひとも忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。

事 務 局 続きまして、審議会会長の選任に移ります。

この審議会は、和光市特別職報酬等審議会条例第５条に基づき、委員の互選により会長を

定めることになっております。市長に座長を務めていただきまして会長の選出をお願いしま

す。

会議名 和光市特別職報酬等審議会

開催日時 平成 26年 10月 20日（月）午後 1時半～午後 2時半
開催場所 研修室

出席委員
斎藤和康・冨澤貢一・浪間貞・高橋とよ・池内宏行・

中村幸夫・栁下昌英・鈴木リツ・井上良美

欠席委員 なし

内容（議題等）
委嘱式

市議会議員の議員報酬についての意見交換



市 長 それではしばらくの間私のほうで座長を勤めさせていただきます。

当審議会の会長は、和光市特別職報酬等審議会条例第５条の規定に基づき、委員の互選に

より会長を選出することとなってございます。

互選ということではございますが、どなたか会長職に立候補していただける方がいらっし

ゃれば、あるいは委員の皆様の中でこの方に会長をお願いしたいという方がおりましたら推

薦をお願いしたいと思います。

斎藤委員 中村委員がよろしいのではないでしょうか。前回も中村さんにお願いした経緯がございま

す。

市 長 ただいま、斎藤委員より中村委員にというご意見がありましたが、いかがでしょうか。

中村委員 今回はちょっと遠慮したいと思います。

市 長 中村委員は難しいとのことですので、どなたか別にいらっしゃいますか・・・。

いらっしゃらないようですので、事務局に何か腹案はありますか。

事 務 局 事務局案としましては平成２２年度に当審議会を開催した際に委員を務めていただいた

経験がございます浪間委員にお願いできればと存じます。

市 長 今、事務局案が示されましたが、いかがでしょうか。

各 委 員 異議なし

市 長 それでは浪間委員、よろしくお願いいたします。

浪間委員に会長を引き受けていただきましたので、ここで会長就任のご挨拶を賜りたいと

思います。

会長挨拶・職務代理指名

浪間会長 あらためまして、皆さんこんにちは。

ただいま、会長選出ということで、ご指名いただきました。前回、審議会の委員を務めさ

せていただいた程度の経験しかありませんがしっかり務めたいと思います。ご案内のように

諮問期間が約１ヶ月ほどでございます。答申までそう日数もございませんので、皆さんのお

力をお借りして答申に向かって審議を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

市 長 皆様のご協力により会長が決まりましたので、ここで座長の職を解かせていただきます。

ご協力ありがとうございました。

事 務 局 それでは、会長が決まりましたので、和光市特別職報酬等審議会条例第５条第３項の規定

により会長から会長の職務代理を指名していただきたいと思います。

浪間会長 それでは、私のほうから会長の職務代理を指名させていただきます。

私と同じく、前回の審議会で委員を務められました、中村委員に職務代理をお願いしたい

と思うのですがいかがでしょうか。

各 委 員 異議なし

浪間会長 それでは、中村委員が職務代理をお引き受けいただきましたので、ここでご挨拶をお願い

します。

中村委員 ご指名いただきましたので、お引き受けしたいかと思います。前回の審議会では、会長を

務めさせていただきましたが、現在、体調を崩しておりまして、あまり調子が良くはありま



せんから多少心配があるのですが、いずれにしましても選任されましたので一生懸命頑張ら

せていただこうかと思いますのでよろしくお願いいたします。

事 務 局 では会長と職務代理が決まりましたので、ここで市長から審議会へ諮問書を提出させてい

ただきます。

【市長より会長へ諮問書の提出】

事 務 局 ありがとうざいました。

続きまして、これより審議に入りますので、市長は退席させていただきます。

市 長 なにとぞよろしくお願いします。失礼します。

事 務 局 それでは浪間会長、進行をよろしく願いします。

審議開始・自己紹介

浪間会長 はい。それでは、これから審議を始めたいと思います。本日は、委員の過半数が出席して

おりますので会議は成立しております。審議に入る前に、各委員から簡単で結構ですので、

自己紹介をお願いしたいと存じます。

【各委員、自己紹介】

浪間会長 ありがとうございました。

それでは、諮問事項についてあらためて事務局より説明をお願いします。

事 務 局 はい。この特別職報酬等審議会に、はじめてご参加していただく委員の方もおりますので、

簡単に報酬審議会について説明をさせていただきます。

特別職報酬等審議会は「和光市特別職報酬等審議会条例」に基づき設置することになって

おります。市長は、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会教育長の給

料の額に関する条例を議会に提出するときは、特別職報酬等審議会に諮問し、答申を受けて

特別職の報酬等の額を改定するための条例案を議会に提出し、議会の議決を得て決定するこ

とになります。

この特別職報酬等審議会は、市長の答申を受け、第三者の立場からその額等についてどう

あるべきか、また報酬の額をどの程度のものにするか等を審議検討していただくものとなっ

ています。

報酬の額をどの程度のものにするかについては、特に基準は設けられていないため、近隣

市や類似市の状況、またそのときの経済状況などを参考にその額を審議検討しているのが現

状であります。

また、本年８月に国家公務員の給与に関して人事院勧告がございました。その内容は、毎

月の給与につきましては民間との給与の格差０．２７％を埋めるため給料を引き上げ、また

ボーナスにつきましては年間０．１５月分引き上げるといった内容でありました。

諮問事項につきましては、１点目といたしまして、市議会議員の議員報酬をいくらにすべ

きか。２点目といたしましては、市長、副市長及び教育長の給料はいくらにすべきか。３点



目といたしまして、現行の額を改定するとした場合、実施時期はいつからとすべきか。４点

目、こちらの報酬等審議会条例の対象ではありませんが、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、ご意見をお願いいたします。

また、皆さんご承知のとおり、市長は市長選の公約により給料を２０％カットしていると

ころでございますが、審議会ではこのことは意識することなく、あくまでも条例上の額につ

いて検討していただければと思っております。

浪間会長 はい、ありがとうございました。それでははじめに今後の議会日程について決めたいと思

います。答申期限が１２月上旬までとの市の要望がございます。委員の皆さまにはご多用と

は存じますが、できれば３回の審議会で答申することとしたいと考えております。事務局か

らの通知にあったとおり、第２回の審議会を１１月４日（火）午後１時３０分から、第３回

審議会を１１月１７日（月）の午後１時３０分から、行いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

各 委 員 （了 承）

浪間会長 それでは日程についてはそのように進めたいと思います。

次に審議会の進め方についてご説明したいと思います。本日の会議では、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回審議会の冒頭に、各委員から、本日の審議を経た上でのそれぞれの考えをお聞かせ

いただきます。意見と言っても、報酬の額を増額するのか、減額するのか、又は現状のまま

据え置きといった簡単なもので結構だと思います。残りの時間は、第１回と同様に、市長、

副市長及び教育長の給料の額についてフリートーキングを行います。

第３回の審議会の冒頭では、第２回の審議を経た上でのそれぞれの意見をお聞かせいただ

きます。そして、残りの時間で、実施時期や期末手当の額について、また特別職報酬等に関

する今後の在り方についてを、話し合いたいと思っております。

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

は時間的に難しいので、会議の中における各委員の意見を参考にしまして、私と事務局で「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、あるい

は修正をしていただき、答申を完成させたいと思っております。そのような形でよろしいで

しょうか。

各 委 員 （了 承）

浪間会長 はい、それでは、資料について、各委員の方には事前に配布されているところですが、資

料の内容につきまして事務局に確認しておく事項がありましたら、ご質問いただければと思

います。

浪間会長 質問はないようでございますので、本日は「市議会議員の議員報酬はいくらにすべきか。」

について、皆さん方の率直な意見をお聞かせいただければと思います。

できれば、一人ひとり、ご意見をいただきたいと思っております。斎藤委員、いかがでし

ょうか。

斎藤委員 はい。資料３を見たところ、議員報酬の順位について、月給で、議長が３９位、副議長が

３６位、議員が３７位となっています。ところが年俸となりますと、議員が３９位に下がり

ます。では３７位や３８位がどこかと見ますと、鶴ヶ島市や日高市になります。この差はど

こに出ているのか見ますと、期末手当の差だと思われます。和光市は３．０月なのに、日高



市は３．９月になっているわけです。なぜこんなに差が開いたのかなと単純に思ったわけで

すが、その手当の差と考えてよろしいわけですよね。

事 務 局 そのとおりとなります。

斎藤委員 単純に数字を見てそのように思ったわけですが、私は自身の会社が薬屋をしておりまして、

薬剤師を雇っております。その薬剤師が年俸制を希望し、本人の働く状況も良好であったこ

とから年俸制にしたわけですが、薬剤師のような専門職については、時代はそろそろ年俸制

になるのかなとも思っています。月額制や年俸制、どこから指摘があったとしても問題ない

ようにしておかないといけないと思っているところです。

あと、近隣である４市をよく比較してしまいます。特に人口規模が近い、志木市とよく比

べます。それと今、よく話題になっている政務活動費がどのように使われているのか、この

ようなことも見ていく必要があるのかもしれないと思っております。以上です。

浪間会長 ありがとうございました。続きまして、冨澤委員。

冨澤委員 確かにこの報酬の一覧表からすれば、和光市の議員の報酬は埼玉県でも低いのがよくわか

りますが、やはり考え方をどのようにもっていくかが大事になるかと思います。というのは、

今、議員定員は１８人で、面積比率から考えますと、もう少し定員が少なくてもいいような

気がいたします。志木市は定員１５人であり、面積的にも和光市と同じぐらいなので、志木

市と同じ定員にするといった考え方でもいいのではないかと思います。新座市や朝霞市は広

いですから、面積が広いということは、地域の代表を多く出すことも仕方ないのではないか

と思います。それと、もう一つ、議員報酬が少ないと、なかなか、議員になって和光市のた

めに頑張ろうという意欲が持てるのだろうかという問題があると思います。やはり、議員の

仕事は色々と市民のために相当精力的に働いていただかなければならないことを考えます

と、今のこの金額で果たして生活が賄えきれるのかどうかが非常に気になるところなんです

ね。というのは、議員で生活が成り立たないことで他に収入を求めてしまうと、やはり議員

活動に支障をきたすことになり、結果的に市民のところに悪い影響を及ぼしかねない。私の

意見としては、議員の仕事だけである程度の収入が得られるような額を目指してもいいので

はないかと思います。ただ、色々な考え方があるとは思いますが、例えばもう少し定員を減

らして、その分を全体で振り分けるなど、一人ひとりの報酬に少しでも上乗せするのはどう

かと思います。

浪間会長 ありがとうございました。続いて高橋委員、お願いします。

高橋委員 私も前回に引き続いて２回目の経験ではあるんですが、前回、ほとんどわからない状況で

した。それで、今回、早めに資料をいただければ、自分なりの考えをまとめられるのかなと

思っていたのですが、資料をいただいたのが直前であり、個人的な用事もあって、ほとんど

目を通すことができず午前中少し目を通した程度の状態で出席いたしました。願わくば、も

う少し早めに資料をいただければ、少しは勉強できたと思います。もし次の時がありました

ら、次の委員の方のためにもう少し早めに資料を配布していただければありがたいかなと思

います。

また、和光市の議員定数が１８名となっておりますが、最近、議員の方に市民祭りのご案

内状をお送りしたのですが、そのとき１７名でした。これは１７名が正しいのですか。

事 務 局 定数は１８名ですが、１名欠員状態ですので、実数では１７名です。

高橋委員 そうですか。先ほど申し上げたように、今日午前中ざっと目をとおしたという状態ですの



で、まだいろいろとよくわらないところはあるのですが、あと自分の中で一番興味のあるこ

ととしましては、一人当たりの政務活動費です。最近、毎日のようにテレビで流れていまし

たので、自分の中で、和光市の議員さんの政務調査費はどのように使われているのか、普段

なかなか目にすることがないことから、興味のあるところでございます。それから、先ほど、

斎藤委員がおっしゃっていましたが、和光市の議員や市長、その他特別職の方々の順位がこ

のように、埼玉県内で下位となっており、前回のときもそうでしたが、自分なりに驚きまし

た。しかし、だからといって上げればいい、という単純な問題でもないとは思いますが、そ

のあたりも検討する必要があるのではと思います。

浪間会長 はい、ありがとうございます。では池内委員お願いします。

池内委員 はい、私は住んでいるのが朝霞ですが、和光市といいますと、副都心線なり有楽町線なり

が入っておりハブ的な場所だと思っております。しかし、駅の周囲だけでなく、もう少し人

口を増加させる施策や、もう少し発展させることができる策を考えていかないと、立地的条

件を活かしきれないのではないかと思います。そこも考えますと、単純に収益・収入が少な

いから順位が低いというのはあると思いますが、実情を踏まえてとはいうものの、もう少し

上位にあってもいい市なのではないかとも思います。今後、どのような施策をうっていくか

によって、和光市の人口や状況も変わってくるので、そのようなことを踏まえて報酬もあわ

せて考えていったほうがよいのではないかと思います。

浪間会長 はい、ありがとうございました。次は栁下議員、お願いします。

栁下委員 はい。先ほど事務局から人事院勧告についての話があり、国家公務員の給与が引き上げら

れるということもありますし、先ほど池内委員がおっしゃったように、和光市は埼玉県の中

でも今後注目されるような都市で、人口も増えていくと思いますので、その意味では上げる

という方向もあるとは思います。しかし、資料８などを見ると、財政力指数も１を切りはじ

めていますし、経常収支比率も前から比べると良くなっていないということもありまして、

このような状況下で議員の報酬を上げるのがはたしてよいのかということを考えますと、私

の中では上げるという選択肢はないとは思っております。ただ期末手当の３．０月分という

のは他の市に比べてかなり低いですので、その辺の検討の余地はあるのかなというふうに今

のところは思っております。

浪間会長 ありがとうございました。では鈴木委員どうぞ。

鈴木委員 初めて参加いたします。この資料をいただいて見ましたが、数字は読めるのですが、内容

がなかなか理解しづらいところです。ほんとに申し訳ないのですが、今回勉強させていただ

きたいと思います。

浪間会長 ありがとうございます。井上委員、お願いします。

井上委員 私も正直申しまして、資料をいただき目を通し数字を見まして、人口をもとに比べてみた

りしましたが、まだまだよくわからないことが多いところです。それで、皆さまの色々なご

意見をお聞きし、なおかつ自分も勉強したいと思います。

また、面積的に和光市と同じ市があったとしても、色々なことが異なっているかと思いま

す。一概に面積や人口規模だけでは比較できない部分もいっぱいあるのではないかと思いま

す。それとやはり、こんなに都心に近くてなおかつ発展性があるところを先ほどの方ではな

いですが、もう少し魅力のある和光市にしていただくためにも議員には働いていただきたい

なという思いもあります。勉強させていただきますのでよろしくお願いします。



浪間会長 ありがとうございました。では中村委員お願いします。

中村委員 今まで何回か参加させていただいておりますが、はっきりさせておかなければならないこ

とは、議員の報酬は世間一般的にいう給料とは違うことです。そのことを踏まえたうえで、

では適正な報酬というのはどうあるべきかということを、いろいろと意見を交わさなければ

ならないと思います。

また、和光市とほぼ同じ人口の本庄市は面積で言えば和光市の８倍です。つまり和光市は

本庄市の１/８の程度の面積の中に人口が集中しているわけです。単純に考えれば本庄市の議
員は和光市の８倍も行動しなければならないというですね。そういうことも考えていかなけ

ればならないとも思います。

しかし、現在、埼玉県内で報酬額の順位が下から２番目、つまり全国的にも下のほうとい

うことを考えますと、過去、何回かの審議会の中では意見が相当厳しく、額が上がってこな

かったのではないかと思われるわけで、そのように順位だけ見ますと、和光市のランクはも

う少し上でもいいのではないのだろうかと単純には思えます。

面積が狭いということについても、一番狭いのは蕨市ですが、定数が和光市と一緒の１８

名。しかし、報酬は和光市よりかなり上といった状態です。

ただ、私はそう簡単にはいかないとも思います。先ほど話しましたとおり、給料ではない

ということ、また和光市は他に比べて狭いこと。そして議員定数のこともあります。定数は

１８名ですが、私はまだまだ多いと思っており、１６名がある意味適正ではないかと思って

おり、議員の人数を減らし、その分、報酬を上げるという考え方もあるのではないかと思っ

ています。

もし、今の状況の中でただ単純に報酬を上げると、場合によっては、サラリーマンをやる

より議員をやったほうが得だと考えて、議員になろうとする人も出るのではないでしょうか。

そういうことを考えると、報酬はむしろ抑えておくべきだろうと思います。ちょっと話がそ

れてしまい申し訳ありません。

浪間会長 ありがとうございます。ひととおり、各委員からご意見をいただきましたが、他にご意見

ありますか。

斎藤委員 今、中村委員が言われたように、議員が受けるのは、生活給ではなく報酬なんですよね。

なぜ先ほど年俸制の話をしたかと申しますと、１日あたりの報酬がわかりやすいからです。

議員は１年間に何日活動しているのかということですが、議員は議会や委員会があって、年

間の公式な議員活動は８０日ぐらいです。もちろん、３６５日、議員活動している方もおり

ますが、自由に自分のいろんな見識を深めるため活動されている方もおります。年俸制だと、

その公式な活動日数てある８０日程度で割れば、１日の報酬がいくらかがわかるわけです。

３６５日間、１年中議員ということで専門職でやっていらっしゃるのでしょうが、これは給

与ではなく、報酬なのですから、実際に従事した分だけの支払いでいいわけです。

ですから特別職なのです。逆の見方をすれば、８０日間拘束されるだけで、これだけ多くの

額がもらえるのだ、ということになります。

あと、期末手当ですが、市の職員の勤勉手当とは意味合いが異なります。市役所職員は期

末勤勉手当ですが、議員の期末手当はボーナスではなく、あくまでも期末手当なんです。そ

こらあたりをはっきりとしておかないといけないと思います。もっと和光市独自のスタンス

でいいのではないかと私は思っています。



井上委員 すみません。私は先ほど、面積に対してどうなのかなと言いましたが、面積がおなじだか

ら一緒というわけではなく、面積が同じでも和光市は都心に近いしいろんな方もいらっしゃ

る。活動内容が違う。いろんな意味で和光市は独自で力を出して発展性のあるよう考えてい

ただきたいと思っておりますので、話し合って勉強させていただきたいと思います。

浪間会長 はい。他に何かありますか。

冨澤委員 どちらにしても議員定数とのからみはあるとは思います。先ほど話しましたとおり財政指

標から考えると上げる理由がないわけですし、現在、交付団体にもなっております。

あと、次回の市長等の給料にも関係してくると思うんですが、今未納の市税はどのくらい

あるのですか。

事 務 局 収納率は今手元に資料がないので正確な数値は答えられませんが、この２、３年はだいぶ

収納率が上がっております。

冨澤委員 なんと言うか、具体的な細かい数字はなくていいのですが、数年前には結構ひどかったと

いう話を聞いておりました。

事 務 局 そうですね。実は今日の午前中ですね、ここ２、３年の収納率が評価されまして、県にて

表彰を受けました。

冨澤委員 そうですか、それならいいです。その辺のことも引っかかってくるかと思っていました。

浪間会長 他にご意見ありますか。

栁下委員 根本的なことなんですが、ここ３年間、この会議が開かれていないんですけれども、それ

はなぜですか。逆に言えば、なぜ今回開かれるのですか。

事 務 局 国家公務員の給与について勧告する制度である人事院勧告で、今回７年ぶりに引き上げの

勧告となったため、報酬審議会も開催してはどうかということになりました。

冨澤委員 国のほうは企業に上げるよう指示していたわけですから、国自身も少しは上げないと、民

間企業にだけ上げるように言っても説得力はないですからね。

斎藤委員 今回はそのような流れで審議会が実施されるわけですね。今まで人事院勧告で抑えられて

いて、最近国は企業に賃金を上げるよう要請していて、国家公務員も少し上がった。そして

職員も上げることを考えるので、特別職も議員も審議会を開いて検討するように、というこ

とですかね。

ただ、周囲が賃上げをしていますので、私の会社でも上げています。というか、上げざる

を得ない状況です。何年か前までは、下げることはあっても上げることはない、と言ってき

ましたが、ここにきてそれが言えなくなってます。やはりいくらかでも事務員の皆さんの賃

金を上げていかないと、といった雰囲気があり、世の中の流れには逆らえないですから。

周囲が皆やっているのに何でうちだけと言われますので、少しですが上げるようにはして

います。そうしますと、じゃあ議員さんだけ上げないのかという話になりますので、そいう

ことも加味して考えてくださいということですかね。ですから、上げるなら上げる理由、下

げるなら下げる理由をきちんとしなければなりませんね。

中村委員 議員は１８名ですが、職業を持っている人はどのくらいるのでしょうか。

いずれにしましても、議員が受け取るのは報酬であり給料ではないのですから、兼業は可

能で、堂々と色々な仕事をしても問題ないわけです。自分の職業をしっかりやり、議員活動

もしっかり行うこと、というのが私の考えなんですね。

議員活動を専業としている人、結構増えてきているのではと思いますが、中には以前はサ



ラリーマンで、今まで世の中の貢献をしっかりして、第２の人生で市議会になって地域のた

めに頑張ろうかなとする人もいますが、そのような人は報酬が高かろうが低かろうが関係は

ないんですね。地域のために一生懸命頑張る、そういう人も中にはいると思います。色々な

方がおり、自分の活動状況のことをよく市民に配っている人もいれば、１年も２年も活動状

況を配らない人もいます。個人差がこんなにあるのですから。それだけに、やはりこの報酬

は重要に考えていかなければならないと思います。

浪間会長 他に何かご意見ございますか。

それではないようですので、事務局から連絡事項をお願いします。

事 務 局 第２回の会議につきまして、もう一度日程を確認したいと思います。１１月４日（火）午

後１時３０分から、この会場、４階の研修室で開催いたします。今回の第１回審議会の会議

録につきましては、作成次第、各委員の皆様に内容のご確認をお願いいたします。

浪間会長 それでは、第２回の審議会の冒頭に、本日の各委員の意見を参考にした、それぞれの考え

方を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして本日の審議会を閉会いたします。本当にどうもありがとうご

ざいました。

各 委 員 ありがとうございました。


