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会 議 録

１ 開会

事 務 局： 本日はご多用の中、ご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。ただ今から、第３回審議会を開会いたします。

それでは、田中会長、議事の進行をよろしくお願いします。

２ 諮問に対する審議

市長、副市長及び教育長の給料のまとめ

田中会長： 皆様こんにちは。本日の会議が３回目ということで最後となりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は委員全員が出席

されております。早速ですが、審議を始めさせていただきます。

本日の議事でありますが、通知しましたとおり３つございます。

１つ目は、前回の会議でいろいろとご意見をいただきました市長、

副市長及び教育長の給料についてまとめること、２つ目として、改

定を行うと決定された場合のみご審議いただくことになりますが、

改定する場合いつから改定を行うのかといった時期を決めること、

３つ目として、これは報酬等審議会条例の審議事項とはなっており

ませんが、審議会に対して意見が求められておりますので、特別職

の期末手当の額（支給率）に関することや特別職の報酬等に関する

今後のあり方などについて意見交換を行うといった３つの議題があ

ります。

それでは、議題 「市長、副市長及び教育長の給料のまとめ」に

会議名 第３回 和光市特別職報酬等審議会

開催日時 平成 27 年 10 月 30 日（金）午後 1時 30 分～午後 2時 55 分

開催場所 研修室

出席委員

斎藤和康・上原高明・○浪間貞・能津邦洋・中村幸夫・

横室静男・冨沢洋子・◎田中義久・水野加奈子・橋本孝三

◎会長 〇会長職務代理

欠席委員 なし

内容（議題等）

審議事項

・市長、副市長及び教育長の給料のまとめ

・改定するとした場合の実施時期について

・特別職の期末手当の額（支給率）及び特別職の報酬等に関

する今後のあり方について意見交換
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ついて、審議を始めたいと思います。前回の審議会の中での主な意

見を挙げますと、給料を上げる理由や下げる理由が特段ないので、

議員報酬と同様に現状維持といった意見、市長の給与は県内４０市

中３９番目で下から２番目といった状況となっているが、和光市の

実力からするともっと上の順位でも良いのではないか、といった意

見、給与が低い中にあっても、市長や教育長が一生懸命頑張ってい

ることは認めるが、だからといってすぐに給料を上げるということ

ではなく、市の財政状況等を考慮して検討すべきだ、といった意見

などがございました。このような議論を踏まえた上で、委員のご意

見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

なお、意見の発表に当たりましては、市長、副市長及び教育長そ

れぞれの給料の額を「引き上げるのか」、「引き下げるのか」、「現状

維持とするのか」、また、引き上げる場合や引き下げる場合は具体的

な額についても挙げていただきますようお願いいたします。

斎藤委員： 市から、財政状況の資料に基づいた他市との比較や和光市の状況

などについて説明してもらいました。しかし、市長、副市長及び教

育長の給料に関しましても、市会議員の議員報酬と同様に上げる理

由・下げる理由も特段ありませんので、現状維持というのが私の結

論となります。

上原委員： 私も現状維持でお願いしたいと思います。

能津委員： 議員報酬に関するまとめの時に意見させていただきましたが、現

下の状況におきまして、給料の額を上げる又は下げるといったこと

を考える上で指針となるものが特段見当たりませんので、現状維持

が妥当だと考えています。

中村委員： 結論を言いますと給料の額を上げるということです。では、いく

ら上げるのかといいますと、資料５で市長は３回程下がっています

が、議員は１回しか下がっていません。市長は給料として、また、

議員は議員報酬として支給されており、その支給の性格や意味合い

は違います。市長の給与に関しては、市職員や市民に対しても影響

がありますので、慎重に考える必要があると思います。

和光市の財政指標は、朝霞・新座市・志木市の３市と比較しても

良いものとなっていますし、また、職員１人あたりの人口数は２２

２人で、３市よりも多くなっています。これは市が効率の良い作業

をしているということになりますので、他市より評価を与えても良

いと思います。しかし、市長の給与は県下４０市中３９番目で下か

ら２番目といった状況ですが、和光市はいろいろな面で評価されて
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いますので、もっと上の順位であっても良いと思います。その様な

考えから、額を引き上げることにしました。なお、引き上げ額は、

市長２万円・副市長１万円それぞれ引き上げ、教育長は据え置くと

いうのが私の考えとなります。

横室委員： 市長については引き上げ、副市長と教育長は据え置きで良いと感

じています。県内の市町村の所得状況が県から公表されていまして、

和光市は県内で上から３番目となっています。住民税を始め、財政

状況はある程度の水準を確保しており、また、３番目ということな

ので和光市は所得の高い人も多く住んでいると思いますが、市内に

は築４０年以上経っているマンションも多くあり、また、今後は高

齢化も更に進み、それに伴って国民健康保険やそれに関連する支出

も増えてくると思います。前回事務局に提出していただいた資料（平

成２６年度財政白書）において、国民健康保険の収支状況は３億２

千万円の赤字となっており、今後も拡大していくのではないかと思

っています。そして、消費税率が１０％に引き上げられた時にその

赤字がどれ位埋められるかということもありますが、いずれにしま

しても黒字に転換はしないのではないかと思います。そのように考

えますと、財政負担はますます厳しくなっていきます。

次に、資料２において市名の後に「★」印が付いている団体が和

光市と同じ類似団体とのことですが、これらの団体の市長の給料額

の平均は８６万７千円となり、その平均額と比較しても和光市の額

は低いと思います。しかし、その平均額まで引き上げる必要はない

と思いますが、中村委員がおっしゃった様に県内で下から２番目と

いう順位であることは少しおかしいと思います。ですから、平均額

の少し下ぐらいの額まで上げることで、胸を張って財政状況が良い

ということを言えると思います。では、どれ位引き上げればいいか

と言いますと、中村委員と同様に市長は２万円程度引き上げるとし

ます。なお、副市長と教育長については据え置きとします。

冨沢委員： 私は現状維持で良いと思っています。市の財政状況を考えたとき

に、財政支出は今後も増えていくことが予想されるので、引き下げ

ることはありませんが、上げるということは厳しいのかと思ってい

ます。

水野委員： 結論としましては現状維持で良いと考えました。財政白書の中の

「財政の概況 P1」において、「市税収入の大幅な伸びは見込めない状

況の中、政策的に取り組む課題に対応する事業費の更なる増加が見

込まれ、・・・」と記載されています。今後も市の財政支出が増加し
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ていくという状況で、市長の給料を上げることは難しいと思います。

橋本委員： 市長、副市長及び教育長いずれも据え置きでいいと思います。第

一義的には市財政の状況を考えました。依然厳しい財政状況である

ということは皆さんも同じ認識だと思います。高齢化に伴い社会保

障費が増大していく中で、区画整理事業や小学校建設などの大きな

プロジェクトがあり、今後はもっと厳しくなることが予想されます。

そういう状況下で引き上げるという結論はできないと思います。市

長の給与水準は埼玉県内の中でも大変低いところにあるわけですが、

少ない市民で負担していることを考えますと、ある程度下位のグル

ープであることはやむを得ないことだと思います。県内４０市中３

９番目という順位を少しだけあげるといったことではディテール過

ぎますし、適正な額を判断することも難しい。他市が和光市よりも

財政指標が悪いといっても、他市は何らかの要素があって給与を決

めているはずですし、先方の事情はわからない訳です。そのような

状況なので、同じぐらいのグループの平均にするといったことでは

ないと思います。また、他市の額が間違っていることも考えられま

す。他市と比較することは必要なことだと思いますが、市の財政状

況や市民負担のことを考えると、給料額は据え置きでいいのではな

いかと思います。

浪間委員： 市長は若干引き上げ、副市長及び教育長は据え置きで良いと考え

ます。市財政は現在も厳しい状況にありますが、この先はもっと厳

しくなるだろうと思います。しかし、このような状況の中でも何と

かしようする姿勢が市長から感じられますので、少しでも額を上乗

せしたいと考えています。また、他市との比較で下から何番目だと

いったことは、他市の財政状況や私たちが知らない事情もあると思

いますので、一概に何番が良いといったことは考えておりません。

具体的な引き上げ額は市長は２万円増との話がありましたが、厳し

い財政状況を考慮しまして、市長のみ１万円の引き上げを考えてい

ます。

田中会長： 皆さんのご意見は、現状維持という方が６名、市長のみ引き上げ

るという方が３名となっており、引き上げ額としましては、２万円

が２名、１万円が１名ということで、現状維持の意見が多い状況と

なっています。審議会の意見としまして現状維持になるかと思いま

すがいかがでしょうか。

斎藤委員： 浪間委員の意見にもありましたように、市長の給与が県内で何番

目ということは考えなくて良いのではないかと思います。市長の給
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与ということであれば、新座市長は７０％カット、志木市長は３万

円カット、朝霞市は１０％カット、和光市長も２０％カットしてい

ます。各市長はそれぞれのまちのことを一生懸命考えておられ、ご

自身で減額することを判断して実施している訳ですから、そういっ

た判断を大事にしてあげたいと思います。市長のみ引き上げるとい

った意見も一つの考えだと思いますが、市長は日頃から財政が厳し

いということを気にしておられますので、その気持ちを汲んで現状

維持とすることも一つかなと思いまして、私は現状維持としました。

また、市長はご自身の額が県内で何番目であるかといったことは、

おそらく考えていないと思います。

田中会長： 市長、副市長及び教育長は議員とは違って報酬ではなく給料とい

うことであり、職員と同様に生活給といった意味合いを持つわけで

す。また、他の職業を持つことはできますが、実質的には難しい。

特に市長の場合は休日でも公務に携わるとことが非常に多く、休み

はほとんどないのが状況となっています。そのような中で、給与と

いうのはどうあるべきかと考えると、それぞれの職責に応じてある

程度決まってくるものではないと思います。

一方で、一般職の給与の決め方は、他の地方自治体等を考慮し、

また、国の状況・制度を見ることが決まっております。特別職は、

一般職の上位の職ということで権限と責任が非常に重い職となりま

す。前回の審議会の中でも話しがありましたが、市職員の中では部

長職が最上位で、その部長職の給与とのバランスをとる必要がある

と思います。現在は、一般職の給与が特別職の給与を超えているよ

うな状況はありません。そのように考えますと、近隣の団体の状況

にも配慮した上で、責任の重さなどを考慮し、給与はどうあるべき

かについて総合的に考える必要があると思いました。

今回、皆さんの意見が割れている訳ですが、審議会として一定の

方向性を出さなければなりませんので、その辺をどのように判断す

るのか、意見の数で決めてしまうのか、もう少し議論を近付けてい

く必要があると思います。

本審議会は諮問機関となっておりますので、諮問に対する答申を

行いまして、市長が最終的に判断して決定することとなります。市

長は諮問機関の答申を尊重することが基本となりますが、だからと

いって答申の結果がイコールということでもありません。仮に給料

や報酬の額を変えるということとなった場合、議会に条例案を提案

して議会が判断することになります。
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他にご意見等はございますでしょうか。

無いようですので、市長、副市長及び教育長の給料に関しまして

審議会の結論を決めたいと思います。それでは、審議会の結論とし

ましては、皆さんの意見が多かった現状維持とします。なお、市長

の給与のみ引き上げても良いといった意見があったことについては、

答申書に付け加えるという形でよろしいでしょうか。

各 委 員： 了承。

田中会長： ありがとうございました。

改定するとした場合の実施時期について

田中会長： 議題 「改定するとした場合の実施時期」につきましては、改定

は行わないという結論になりましたので、審議する必要はなくなり

ました。

特別職の期末手当の額（支給率）及び特別職の報酬等に関する今後のあり

方について意見交換

田中会長： 議題 「特別職の期末手当の額（支給率）及び特別職の報酬等に

関する今後のあり方について意見交換」についてですが、内容が２

つありますので、初めに期末手当の額（支給率）について意見交換

を行いたいと思います。

事務局から、現在の期末手当の支給率について説明してください。

事 務 局： 特別職の期末手当の支給率につきましては、第１回の審議会で配

布しました資料５をご覧ください。一番下の欄が現行の支給率とな

っており、市長、副市長及び教育長は年間３．８５月、議長、副議

長、常任委員長及び議員は年間３．００月となっております。

田中会長： 各特別職の支給率は事務局から説明があったとおりとなります。

また、一般職は、今回の人事院勧告で年間０．１０月分引き上げる

ことで調整をしていると伺っております。

事 務 局： 一般職の賞与につきましては、期末手当と勤勉手当に分けられ、

両手当を併せた年間支給率は現在４．１０月となっております。８

月に行われた人事院勧告では、勤勉手当の支給率を０．１０月引き

上げ、年間支給率を４．２０月にする内容となっております。

また、県内の各自治体の特別職の支給率については、資料２及び

資料３をご覧ください。

田中会長： 期末手当について何かご意見がありましたらお願いいたします。

横室委員： 一般職の期末手当の支給率はいくつになりますか。
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事 務 局： 職位に応じて期末手当と勤勉手当の割合は異なります。期末手当

と勤勉手当を合わせた年間支給率は現在４．１０月となり、管理職

は査定分を加味する部分が多いので勤勉手当の割合が高く、一方、

管理職以外の職員は期末手当の割合が多くなります。ちなみに、管

理職以外の職員の期末手当の支給率は年間２．６０月、勤勉手当の

年間支給率は１．５０月分となっております。

橋本委員： 民間の場合ですと、ボーナスは業績がどれだけ利益に貢献したか

で支給されます。特別職に対する期末手当の支給根拠や支給する意

味合い・性格はどういったことになるのでしょうか。

事 務 局： 特別職に対する期末手当の支給根拠は地方自治法に定められてい

ます。昭和３１年に国会議員に対する期末手当制度が導入され、地

方議員についても均衡を保つことから導入されました。一般職では

民間のボーナスに相当するものとなりますが、特別職は在職期間に

応じて支給額が決まり、基準日の６月と１２月に、それぞれ直前の

６箇月間在職していれば１００％支給されます。特に、実績に応じ

て支給されるといった能率給的なものとはなっておりません。

橋本委員： 資料２では、市長等の支給率が県内のほとんどの市が４．１０月

で揃っています。各市がいろいろと考えてきた中でこのような結果

となっているのでしょうか。

事 務 局： 各市いろいろな考え方や事情があると思いますが、一般論として、

一般職の年間支給率に合わせていると考えます。特別職の期末手当

の支給率については報酬等審議会条例の審議事項とはなっておりま

せん。和光市の場合は、過去から審議会にご意見を伺ってきた経緯

があり、据え置きとの答申を受けまして、一般職の支給率と乖離し

ている状況となっています。他市では審議会に意見を求めることな

く、市の判断で一般職の支給率に合わせているのではないかと考え

られます。

橋本委員： 今まで、特別職の月額についてどうあるべきかを考えてきた訳で

すが、年間給与額に影響する期末手当についてもう一度検討するこ

とは非常に複雑な気がします。例えば、期末手当の支給率を和光市

も各市と同じように４．１０月にして、その上で、月額について検

討することの方が考えやすい気がします。また、各市それぞれの事

情や経緯がある訳ですが、多くの市が４．１０月で揃えている状況

なので、和光市が３．８５月というのは低い気がします。

田中会長： 事務局から説明があったように、一般職の期末手当と勤勉手当の

合計支給率４．１０月を下回っている自治体もありますが、連動し



8

ている自治体が多い傾向となっています。特別職の期末手当につい

ては報酬等審議会条例の審議事項とはなっていませんが、和光市の

場合は本審議会に意見を求めている状況にあるようです。

非常勤として報酬が支給されている議員に対して期末手当を支給

することはおかしいのではないかといった意見については、学者の

中でも色々議論があるようです。期末手当というのは生活給的な意

味もありますので、各自治体の中で慎重に考えるべきといった考え

の学者もいます。私も以前から、非常勤として報酬を支給している

議員に対する期末手当についてはどういう意味合いで支給している

のかと疑問に思っていました。例えば、議員に対する期末手当の支

給は止めた上で、報酬の月額を考えていくことの方が市民にとって

も分かりやすいのではないかと思います。また、議員は任期の途中

で辞職したり、補欠選挙により任期の途中から議員となる場合もあ

ります。期末手当の基準日において在籍していれば支給され、在籍

していなければ支給されないといったことになりますので、職務に

対する対価ということから考えたときにこの制度はいかがなものか

と思っていまた。しかし、現在は、ほとんどの自治体が国会議員に

期末手当が支給されていることから、地方議員も支給しているとい

う状況となっています。

斎藤委員： 私が過去の審議会において、非常勤なのに期末手当が支給される

ことはおかしいという話をしましたら、他の委員から「議員も生活

給となっている現状がある」といった発言がありました。田中会長

がおっしゃったように、非常勤なのだから月額のみを支給するば良

いと私も思います。私は商売をしていますので、本来ボーナスとい

うのは、利益が出たから支給しましょう、といったもので、橋本委

員がおっしゃったように実績に応じて支給される意味合いのものだ

と考えます。ところが利益や実績に関係なく支給されるものとなっ

ている。商売をやっている者としたら、利益が出ていなければボー

ナスを出すことは難しい。また、売り手市場の中で、従業員に多く

賃金を出さなければ他に移ってしまうことを防ぐためにボーナスを

支給するといった意味もあります。しかし、実績によることなく支

給することについては本来それでいいのかといった思いもあります。

しかし、制度としてありますので、これについて議論してもしかた

がないことだと思っています。

資料５では、市長等の支給率は平成１１年度に４．９５月でピー

クとなっており、その後下がってきています。どういった経緯で変
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動しているのでしょうか。

事 務 局： 過去は一般職の支給率に連動した形で答申をいただき改定してお

りました。しかし、据え置きとの答申をいただいた時もありますの

で、一般職の支給率と乖離してきた経緯があります。

斎藤委員： 平成１５年度に０．２５月、平成２１年度に０．３５月引き下げ

ていますが、これは一般職が下がったことから市長等も下げたので

しょうか。

事 務 局： 両年度ともに、人事院勧告に基づいて一般職が引き下げられたこ

とから、特別職も同様に引き下げとなっております。

斎藤委員： 一般職の給与は人事院勧告に基づいて大体決まると思いますが、

人事院勧告は特別職には関係ありません。ただ、流れとして一般職

が上がったから特別職も上がり、一般職が下がったから特別職も下

げるといった形で推移してきたというのが実態でしょう。

田中会長： 平成１６年までは市長、副市長（助役）及び教育長と一般職の支

給率は全く同じでした。財政状況も厳しくなってきていますので、

人事院勧告で一般職が上がっても、特別職は据え置きであったりし

たのだと思います。議員についてはそれより若干低い支給率に設定

してあるようです。また、昨年の審議会では、一般職は人事院勧告

に基づき０．１５月引き上がりましたが、特別職は据え置きとの答

申をいただいた経緯があります。しかし、他の自治体では人事院勧

告に連動したところが多く、今回も人事院勧告は０．１０月引き上

げ勧告となっていますので、多くの自治体でも引き上げを行って横

並びになると思います。

橋本委員： 人事院勧告と同様に引き上げるのか、一部引き上げるのか、それ

とも反映させないかを決めることになるのでしょうか。

田中会長： あくまでも人事院勧告は一般職に対する勧告となりますので、参

考程度として考えてもらえれば良いと思います。ただ、現実は特別

職も人事院勧告に基づいて決めている自治体が多い状況となってい

ます。しかし、和光市の場合、本審議会の答申を尊重しており連動

していないということです。一般職は争議行為が禁止されています

ので勧告制度に則って決まる仕組み・制度となっています。しかし、

市長等や議員については必ずしもそれに縛られるものではありませ

んが、多くの自治体はそのような形になっています。これは、市長

等は一般職の上位の職となる訳ですので、責任の所在等を考慮し、

一般職より給与が低くならないようにといった面もあるかと思いま

す。議員は非常勤で報酬ということになりますので、市長等とは違
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うと思います。

橋本委員： 昨年は期末手当の引き上げを見送ったわけですが、昨年の人事院

勧告に基づき引き上げていた場合、支給率は何月になっていたので

すか。

田中会長： 去年の人事院勧告で一般職については０．１５月引き上げとなり

４．１０月となっています。仮に市長等が引き上げとなっていた場

合は４．００月となっていました。また、今年の人事院勧告は０．

１０月の引き上げとなっており、職員は４．２０月となります。

能津委員： 労働者代表という立場でこの場に出させていただいていますので、

その観点でいきますと世の中的にはアベノミクスという流れとなっ

ていまして、各企業は労働者の賃金を上げて年収をアップさせよう

といった取り組みをしています。世の中の物価を超える給与を出し

ていかないと景気は良くならないということですので、一般職が上

がっている訳ですので、常勤の特別職も期末手当を含めた年収を上

げていく必要があり、どちらかといいますと上げる方向で良いと思

っています。

横室委員： ４．１０月が良いかどうかはわかりません。３．８５月という数

字がどうやって出てきたのかその経緯がわからないのですが、上げ

たり下げたりするタイミングを１回ずつ遅らせているのかいった感

じがしました。そうなりますと今回は前回の０．１５月又は今回の

０．１０月を上げても良いと思っています。

議員については、前回もお話ししましたが、日当で３万円程度を

支給すべきではないかと考えています。例えば、期末手当制度は止

めて、日当の額を報酬の部分と期末手当の部分に分けて合計で３万

５千円や４万円を支給する形にするなど、ある程度の考え方を持っ

て支給することも良いのではないかと思います。やはり、私の考え

方としましては日当が良いと思っています。

冨沢委員： ボーナスに対するイメージは何か業績があった者に対して支払わ

れるといったものです。先ほどのお話ですと在籍していれば支給さ

れるということなので、非常勤で報酬が支給されている議員に対し

て期末手当を支払うということは疑問に思います。市長等の特別職

は、常勤であり生活給という面がありますので期末手当があるのは

当然のことだと思います。しかし、具体的な支給率についてはちょ

っと浮かびません。

水野委員： 市長・副市長・教育長の期末手当は何か月分が妥当なのかという

ことは分かりませんが、資料２の年間支給額からしますとそのぐら
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いなのかとは思います。先程景気をアップさせるために、給与を上

げていこうという意見がありましたが、まだまだ低所得者層には行

き渡っていないと思います。低所得者層の気持ちや民意を反映させ

ていきたいので、一定の所得がある人達だけを見て上げてしまう方

向にはしたくないと考えています。

また、議員については、前々回の審議会の中で活動日数が熱心な

人で年間１８０日程度、普通はその半分程度といった話がありまし

た。月に換算すると熱心な議員で月１５日～２０日ぐらいで、他の

仕事をすることは現実的には難しい。名目はどうであれ期末手当が

なくなると、その年額で生活することは厳しいと思います。熱心な

方に対して現在の支給率を支給することは良いと思いますが、そう

ではない方については多いと思います。

田中会長： 議員の活動日数は年間１８０日という話が出ていますが、定例会

として年４回（３月・６月・９月・１２月）の議会が行なわれてお

ります。９月定例会は決算、３月定例会は予算の審議があり少し長

くなりますが、平均で２０日間ぐらいとなっています。定例会では

本会議と常任委員会や特別委員会があり、手元に資料がありません

ので正確ではありませんが、全部で年間８０日ぐらいとなり、年間

１８０日はありません。しかし、その他に全員協議会、休会中に開

催される委員会、打ち合わせなども行われたりしますので、どこま

で日数に計算するかについてはなかなか難しいことです。

横室委員： 前々回の審議会で年間１８０日程度とお話ししましたが、議会の

活動日数が約８０日、その他委員会やその準備活動を含めて全部で

１８０日程度ということになります。

田中会長： 和光市の場合ですと議会以外の活動はそんなに多くはありません。

委員会というのは通常会期中に行われるものですので、議会の中に

含まれることになります。例えば、議会の開催期間以外に特別委員

会として学校建設特別委員会といったものが開かれることがありま

すが、そのような特別委員会の開催は多くはなく、年間で何十回も

開かれるといったことはありません。

横室委員： 例えば、特別委員会で学校を見に行ったりすると思うので、その

ような活動も含めてということになります。和光市は特別委員会の

開催があまり多くはないということですので、それよりは下がって

くると思います。約１８０日というのは他団体の平均日数となって

おります。

田中会長： 議案や委員会の審議に関わることから現場視察を行う場合は委員
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会の中で行われることになりますので、この中に含まれております。

しかし、地域の問題や課題に対する調査や議会で質問を行うために

個人で現場に赴いたり、住民の声を聞くこともなどもあります。そ

れらの活動は個人差が相当あると思います。

橋本委員： 一般職の支給率に準拠したらいいと思います。据え置きが続くよ

うであると、副市長・教育長と部長との給与体系のバランスが崩れ

てしまうと思います。昨年については審議会の中で何らかの判断で

上げることとはなりませんでしたが、今回は少なくとも０．１０月

引き上げて３．９５月にするべきだと思います。

浪間委員： 判断が難しいと思います。

斎藤委員： 労働者の賃金を上げて消費を喚起して景気を良くしようというこ

とは良いことだと思いますが、商工会の会員の店が景気が良くなっ

たと実感できるのは、一番最後になるんです。商工会会長の立場で

申し上げますと、会員の皆さんの売り上げはそんなに伸びていない

状況です。特に家内労働で経営しているようなところはなかなか厳

しいといったところですし、従業員がいるところは従業員を引き留

めるために世間並みに少しずつ賃金を上げている状況です。仮に上

げるとするならば、前回の０．１５月と今回の０．１月を合わせた

ものとするのか、今回の０．１月とするのか、その判断は非常に難

しいと思います。しかし、皆さんの話を聞いていますと積極的に上

げようという方は少ないですし、下げるといった意見もありません

ので、やはり現状維持ということになるのかと思います。

上原委員： 特別職は一般職のサラリーマンとは違いますので、期末手当は上

げなくても良いと思います。特別職は上に立つ者でありサラリーマ

ンとは違いますし、人に奉仕をする立場の方なので、上げるような

ことはしなくても良いと思います。

田中会長： いろいろご意見をお聞ききしましたが期末手当は非常に難しい議

題だと感じました。その中で、常勤である市長等と非常勤である議

員とは性格が違うということについては皆さん一致されているよう

です。市長等は常勤となりますので、人事院勧告に基づく一般職と

関わりを持たせる必要があるのではないかといった意見がありまし

たが、人事院勧告と連動させていくのか、別として考えていくのか

について結論は出せておりません。なかなか難しい問題なので明確

に答えは出ないと思いますが、本審議会としての考えや方向性につ

いて、市長等と議員に分けて決めていきたいと思います。

まず、市長、副市長及び教育長の期末手当について、上げる又は
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現状維持とするかについて、挙手をお願いします。上げるべきとお

考えの方は３名、現状維持のお考えの方は５名となりましたので、

この委員会としては現状維持という結論でよろしいでしょうか。

※挙手数は、会長及び会長職務代理を除いたものとなります。

各 委 員： 了承。

田中委員： ありがとうございました。

次に、議員の期末手当について、挙手をお願いします。上げるべき

とお考えの方は０名、現状維持のお考えの方は８名となりましたので、

この委員会としては現状維持という結論でよろしいでしょうか。

※挙手数は、会長及び会長職務代理を除いたものとなります。

各 委 員： 了承。

田中会長： ありがとうございました。

次に、特別職の報酬等に関する今後のあり方などについてご意見

をお願いしたいと思います。

中村委員： 報酬等審議会が開催されない年もありますが、設置基準等はある

のでしょうか。

事 務 局： 開催基準といったものは特に設けてありません。和光市の場合は

原則、人事院勧告により一般職の給与改定が行われるとき、これは

上がるときだけではなく、下がるときも含めまして報酬等審議会に

諮問することとしています。

田中会長： この審議会は常設の審議会ではありませんので、市長が必要に応

じて諮問することにより開催しています。

事 務 局： 開催時期については、昨年の審議会の中でも話がありました。昨

年は久しぶりに給与改定の勧告がありましたので、４年ぶりに審議

会を開催したところ、人事院勧告に関わらず定期的に開催したらど

うかといった意見があり、答申にも記載されております。

斎藤委員： 昨年の審議会の答申の中で「定期的に審議することが望ましい」

となったので今回も開催されたと思いますが、もう少し景気が良く

なった又は悪くなったと実感できた時に開催していただければ、上

げたり又は下げたりといった意見を申し上げることも出来ると思い

ます。社会情勢や市の財政状況など１年ではそんなに大きく変わる

ことはないですので、毎年審議会を開催する必要はないと考えます。

能津委員： 私達は審議内容に関することついては素人な訳です。３回の審議

会で特別職の給料や報酬の額についていくらが妥当であるか決める

ことは非常に難しい。議員定数の話もありますし、議員が普段どれ

だけの活動を行っているかなど、いろいろと分析していかなければ
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額を決めることは出来ないと思います。この審議会は諮問機関なの

で、資料や指針を横目に見ながら答えを出していかなければなりま

せんが、先程から色んな意見が出ているように審議会として結論に

は限界があると思います。先ほど斎藤委員もおっしゃっていました

が、１年の変化は見えにくい。そうなりますと個人の心情なり想い

だけで話し合うこととなり、然るべき結論を出せているかと疑問を

感じることがあります。

横室委員： 現在公的機関も貸借対照表分析をやっているところがあります。

和光市も作成しているなら資料として出してもらえると分かりやす

い。市長がどのくらい頑張っているかについては、これを見ること

で毎年の成績表のようなものとして活用できます。数字として表れ

るので、審議会が毎年実施されても評価することができると思いま

す。市長の給与というのは、公的な業務を行っているので、民間企

業のように経常利益で判断するものではないですし、また、財政状

況で決める問題でもないと思います。これから少子高齢化が急速に

進み、総人口が減少していく中で、自治体の財政がプラスになるこ

とは非常に難しい。和光市の場合、駅北口開発や小学校の建設など

があり、この事業が進むことで人口の流入が期待でき、税収が上が

り財政がやや持ち直すこともあるかもしれません。しかし、財政が

プラスになったから給与を上げるといった発想は止めた方が良いと

思います。これからは貸借対照表分析を見ることで給与を決めてい

くことが必要になる思います。

中村委員： 市長というのは市の顔です。そう考えますと市長の給与を抑えた

りして、埼玉県内で下から２番目の市という状況で果たして市民の

誇りになるのか疑問に思っています。逆に、議員の報酬は大幅に下

げた方が市民の誇りになるのではないでしょうか。議員の報酬を考

えるときは、やはり議員定数との兼ね合いなどを考える必要がある

と思います。

水野委員： 市民からしますと議員や副市長が何をされているのか分かりにく

い。選挙時に議員が作成している広報のような形で、こんな活動を

しています・条例等を作りました、などをまとめた資料があれば評

価しやすいと思いました。例えば、外部機関が活動内容を評価した

ものがあれば良いですが費用もかかりますので、内部の方が匿名で

特別職の活動内容を評価した資料などが欲しいと思いました。

浪間委員： 市民の方が生活していく中でこんなことが変わった、良くなった

と感じられる和光市になって欲しいと思います。財政は一番大事な
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問題でいつどうなるか分からないですし、ますます厳しい状況にな

っていくことは間違いないと思います。そういう中でも市長・副市

長・教育長・議員、そして職員が力を合わせていただいて、市民の

方が和光市に住んで良かったと思える環境づくりに努力して欲しい。

頑張っていく姿を見せていただければ、県内で下から何番目といっ

たことに関係なく、額を上げていっても良いと思います。

田中会長： 国の仕事は外交・防衛や国の仕組みづくりなど根幹的な仕事をし

ています。一方、市の仕事は国の仕事の下請け的な仕事を行ったり、

その方針に則った中で仕事を行うことになります。特に福祉分野は

どこまで市が携わるべきか考えながら取り組んでいかなけなりませ

ん。例えば、ある自治体では福祉の補助制度があって、その隣の自

治体には補助制度がないといった差が全国的に起きています。市は

利益を追求する様なことはしませんので、限られた財源の中で、浪

間委員がおっしゃった様に市民に「良かった」と言われるサービス

をしていかなければならない。自治体の仕事は行ってはいけないと

いった制限は少ないですが、どこまで自治体が関われば良いのかと

いった課題がありますし、市民の方の要望もますます多くなってい

ます。市に入ってくるお金は限られていますので、実施する事業を

取捨選択しながら取り組んでいる状況です。多くの自治体は公共施

設の老朽化や少子高齢化の進展といった問題で非常に厳しくなって

います。和光市でも福祉分野に６割・７割の税金が投入されていま

す。ですので、今後市の財政が良くなる・黒字となるということは

まず考えられません。そのような財政状況が厳しい中で、答えがな

い特別職の報酬等の額について考えていくことは難しいと思います。

皆さんからいろいろいただいた意見を参考にし、また、多少言葉は

変わることもあるかもしれませんが、「答申書」の素案を作成したい

と思います。

他にご意見等はございますでしょうか。

無いようですので、それでは、「答申書」の作成方法につきまして

再度確認いたします。第１回審議会において決定したとおり、３回

の会議の中で各委員からいただきました意見にしまして、「答申書」

の素案を作成したします。作成後、各委員に素案を郵送いたします

ので、内容について確認して必要があれば加筆・修正等をしていた

だきまして「答申書」を完成させたいと考えております。

このたびの審議にあたりまして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会議を円滑に進行することができ
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ました。心より御礼を申し上げます。最後に、「答申書」の完成に、

委員の皆様の協力をお願いしまして、会議を終了したいと思います。

誠にありがとうございました。

事 務 局： 田中会長、どうもありがとうございました。今後のスケジュール

について説明させていただきます。

完成した「答申書」につきましては、後日、田中会長から松本市

長に直接手渡していただきます。答申内容を参考にしまして、今後

市としてどのように対応するのか方針を決定させていただきます。

その検討結果につきましては、後日委員の皆様にご連絡させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、橋本総務部長からお礼のご挨拶を申し上げ

す。

総務部長： 一言御礼を申し上げさせていただきます。田中会長をはじめとし

まして、委員の皆様にはご多用の中、会議にご参加頂きまして慎重

かつ活発なご意見を賜りましてありがとうございます。審議の中で

頂戴しました意見は真摯に受け止めまして、これからの職務に生か

していきたいと思っております。今後ともご指導頂ければと思いま

す。本日はどうもありがとうございました。


