
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２回審議会を開会いたします。

始めに、事前に送付しました追加資料等について、説明させてい

ただきます。１点目、「朝霞地区四市の財政指標」についてでですが、

他市と比較することで和光市の財政状況がわかるとのご意見をいた

だきましたので、朝霞地区四市の状況についてまとめさせていただ

きました。２点目、資料３におきまして、常任委員長の額が空欄で

ある場合についてのご質問をいただきました。確認しましたところ、

常任委員長と議員は同額として額に差を設けていないとのことであ

りました。

また、本日の追加資料としまして和光市の財政状況について簡単

に説明してございます「財政白書（平成２５年度決算）」を配布させ

ていただきました。

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

市議会議員の議員報酬のまとめ

田中会長： 皆様こんにちは、前回に引き続きましてよろしくお願いいたしま

す。それでは、早速会議を開始させていただきます。

本日、浪間会長職務代理、能津委員・橋本委員におかれましては、

所要のため欠席する旨の報告を受けております。なお、委員の過半
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数が出席しておりますので会議は成立いたします。

それでは本日の議事でありますが、通知しましたとおり２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

た市議会議員の議員報酬についてまとめることと、２つ目として、

市長、副市長及び教育長の給料について意見交換を行うという２つ

の議題がございますので、よろしくお願いいたします。

それでは、議題 「市議会議員の議員報酬のまとめ」について審

議を始めたいと思います。前回の会議の中での主な意見を挙げます

と、議員は常勤ではなく非常勤であり、報酬として支払われており、

常勤である一般職の職員の給料とは相違があるということを踏まえ

て考えなければならないといった意見、また、和光市の人口や面積

の面から議員定数のことを念頭において額を検討すべきではないか

といった意見、また、議員活動の成果を計る何らかの指標に基づい

て額を考えなければならないが、現状ではそのような指標を持ち合

わせてないことから、やはり市の財政状況から判断するしかないと

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まして、

それぞれの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、ご意見の発表にあたっては、市議会議員の議員報酬の額に

ついて、「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には、具体的な額につ

いても挙げていただくよう、お願いいたします。

斎藤委員： 先日発行された和光新聞の「市民のつぶやき」欄に、市議会議員

が議員となり、知人に『お蔭様で就職できました』と発言していた

といった記事が掲載されていました。話の真偽についてはわかりま

せんが、そのような考えをお持ちの議員がいるということは非常に

残念に思いました。前回の会議でもお話しましたが、議員報酬を上

げる理由も、下げる理由も特別ありませんので、現状維持というの

が私の考えです。

上原委員： 私も現状維持という考えです。出来れば他市と同程度の議員定数

になるようなに努力をして欲しいと思います。将来的に朝霞地区四

市が１つになるときがあった場合に、議員定数において和光市が他

の３市と違いがあるようでは問題なので、そういうことも踏まえて

頂きたいと思います。

中村委員： 私の考えも現状維持ということです。議員報酬を上げる又は下げ

るといった状況ではないと思います。
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横室委員： 私も現状維持で良いと思います。また、前回の会議の中で、議員

活動の状況がもっと分かりやすく、もっとオープンにならないかと

いったお話がありました。来年度以降の審議会の資料として、議会

及び委員会への出席状況や議員個人が提案した条例や意見の状況な

どについて資料を示していただけると、議員報酬を決めるときの参

考資料となりますので、可能であれば用意して頂きたいと思います。

冨沢委員： 個人的に考えるところはいろいろありますが、市民の代表という

立場もありますので、現状維持で良いと思います。

水野委員： 前回の会議の後、市のホームページでいろいろと調べてみました。

２４年から２６年までの財政収支についても特に変動はありません

でしたし、また、前回の会議の中で今後も大きな事業を予定してお

り厳しい財政状況が続くといったお話もありましので、それに備え

るためにも議員報酬は上げない方が良いと思いますし、減らす理由

も特にありませんので、現状維持で良いと考えます。

田中会長： 本日欠席しております委員のお考えについて、事務局から報告し

てください。

事 務 局： 浪間会長職務代理のご意見をご報告いたします。

結論は現状維持ということですが、いただいているご意見を読み

上げさせていただきます。

『昨日、政府から月例経済報告がありました。その中で、景気の現

状について、緩やかな回復基調は続いているものの、中国経済の

減速の影響で企業の生産が減っていることなどから、「一部に弱さ

も見られる」とし、景気判断を１年ぶりに下方修正しております。

経済状況の先行きについては不透明な状況であるため、据え置き

とします。』とのご意見であります。

次に、能津委員のご意見をご報告いたします。

結論は現状維持ということですが、いただいたご意見を読み上げ

させていただきます。

『議員報酬を議論する上では、市の財政状況、市の財政に対する議

員報酬の影響、議員の市政・市民に対しての貢献、など幅広く勘

案する必要があると考える。しかしながら、審議会の場では、議

員の市政・市民に対する貢献を定量的にはかる指針を議論したり、

議員定数の良し悪しを議論する場ではないため、報酬額の絶対値

をゼロベースで議論できるものではない。よって、あくまで現在

の報酬額をベースとして増減、維持を判断すべきものと考える。

市議会議員は、議員以外の仕事との兼務が許されているために、
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議員活動に対しては報酬という位置づけで対価が支給されている

ものと考えている。第１回審議会の中で年間１８０日程度議員と

しての活動があるとの情報共有もありましたが、言い替えれば年

間で１８０日も職場を離職するということであり、自営業でもな

い限り、一般企業に属することはできないと考えられ、報酬とい

う位置づけではあるものの、生活給の一部として捉えることも必

要であるとの認識である。

報酬を生活給の一部として捉える時には、人事院勧告や世間一

般の賃上げの状況を踏まえる必要があると考える。人事院勧告で

は、国家公務員の月度給与が０.３９％の引き上げが指針され、あ
わせて、本年度の春闘では、昨年度の物価上昇３.２％を踏まえ連
合として２％以上の賃上げを求め交渉を行ってきた経緯がある。

また、昨年度の審議会結果も踏まえ本年４月１日に議員報酬が１

万円引き上げされた。これは２.４６％（議長）～３.０％（一般議
員）の賃上げに相当し、世間一般に対しても同等以上と考えられ

る。加えて、市の財政状況が急激に悪化していないことなど、こ

れらを総合的に勘案して、議員報酬については現状維持が妥当で

あると考える。』とのご意見であります。

最後に、橋本委員のご意見をご報告いたします。

結論は現状維持ということですが、いただいたご意見を読み上げ

させていただきます。

『他団体との比較では、和光市は低い状況にあります。しかし、次

の２点、１つ目は、今後において厳しい財政状況であることが予

想されること。２つ目は、議員１人当たりの人口を考えたときに、

和光市は他市よりも少ない市民で議員を支えている状況にあり、

市民の負担を考慮した結果。私の考えは据え置きとします。』との

ご意見であります。

田中会長： 今のお話を聞きますと、現状維持いうことでまとまっております。

現状維持とする理由はそれぞれありましたが、私の意見も、今の経

済状況・市の財政状況等を見ますと、現状維持が妥当であると考え

ています。では、議員報酬につきましては、全会一致で現状維持と

いうことでよろしいでしょうか。

各 委 員： 了承。

田中会長： 先ほど横室委員から今後の資料について要望がありました。その

対応についてよろしくお願いします。

事 務 局： 議会事務局と調整して検討してまいります。
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田中会長： 先日の審議会の中で、市の財政状況に関しましていろいろご意見・

ご質問等がありました。市では、本日配布した「財政白書」という

ものを作成しております。これは平成２５年度の決算状況をまとめ

たもので、平成２６年度に作成しております。また、平成２６年度

の決算状況に関する「財政白書」ついては今後作成される予定とな

っています。

また、先ほど議員の出席状況に関するご意見がありました。体調

不良・通院・葬儀等といった理由で欠席する様なことはたまにあり

ますが、ほぼ１００パーセント出席されている状況となっています。

それでは、市議会議員の議員報酬については現状維持ということ

で答申書の作成をしてまいりたいと思います。

市長、副市長及び教育長の給料について意見交換

田中会長： 次に、議題 「市長、副市長及び教育長の給料」について意見交

換を行いたいと思います。皆さんの率直な意見をお願いしたいと思

います。

なお、前回の審議会でも説明がありましたように、現在、市長及

び副市長は２０％、教育長は１０％の減額を実施しておりますが、

今回の審議はこれには関係なく、あくまでも条例上の額について検

討し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。

斎藤委員： 先程の議員報酬に関する皆さんの意見をお伺いしますと、市長、

副市長及び教育長の給料についても上げる理由・下げる理由もない

と思われます。昨年度の審議会でも発言しましたが、各団体の総会

等が集中的に開催されときは、市長、教育長、議長とは週に４・５

日もご一緒する機会があり、よく仕事をされているなといった印象

がありますが、副市長をお見掛けすることはありません。副市長の

仕事内容が見えてこないので、正直、副市長という職の必要性をあ

まり感じないというのが率直な意見です。

それぞれの給料については、議員報酬と同じように現状維持で良

いと思います。

田中会長： 参考として聞いていただければと思います。各団体の総会への出

席につきましては、各団体から招待を受けまして出席することとな

ります。市の代表者として当然市長が招待を受けます。一方、教育

長は教育委員会という行政組織の代表として招待を受けることにな

ります。市長は市民と触れ合う機会を大切にしたいと考えています

ので、出来る限り出席するようにされていますが、市長の都合がつ
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かないときには副市長が出席するという形で対応しています。しか

し、ほとんどの機会で市長が出席できている状況ですので、そのよ

うに感じられてしまうのではないかと思います。

横室委員： 国の場合は総理大臣又は内閣官房長官のどちらかが残り、会社の

場合でも社長又は副社長のどちらかが必ず残るといったことになっ

ています。和光市の場合、市長又は副市長のどちらかが常に在籍し

ていなければならないといった危機管理上の規定はないのでしょう

か。

事 務 局： 明文化した規定はありませんが、市長が不在の時は副市長が残る

形で補完するようにしております。

田中会長： 昔は、長が海外出張する場合において長の職務代理を置くといっ

た手続を行うことがありました。しかし、現在は海外にいましても

直ぐに連絡を取ることが出来ますので、職務代理を置くようなこと

はなくなりました。また、双方が外に出てしまうといったことがな

いように配慮もしています。

上原委員： 和光市は過去に副市長が居なかった時期があり、その時は各部長

が責任を持って市長を補完していたと思います。和光市は小さい市

なので、副市長を置くことなく、効率的な体制で行う方が良いので

はないか思います。

田中会長： 和光市では、副市長制度の前の助役制度であったときも含めまし

て、助役・副市長を置かない期間がありました。助役・副市長がい

なかった期間については、各部長が助役・副市長に代わって所管す

る事務を行っていました。しかし、副市長を置いていない団体は全

国的に見ましても多くないと思います。

上原委員： 過去においてはいなくて支障がなかった訳ですから、必要性につ

いてはよく考えるべきではないかと思います。

なお、給料額については現状維持で良いと考えます。

中村委員： 埼玉県内において、副市長を置いていない団体はありますか。

事 務 局： 手元に資料がありませんので、はっきりとは答えられませんが、

任期の関係で一時的に空席となっているなどの場合以外ではあまり

ないと思われます。

また、さいたま市、所沢市など大きな市においては、副市長を複

数置いている市もあります。

なお、資料２の副市長の給料の額については、空席であるか否か

にかかわらず、条例上の額を示しております。

中村委員： 現在の副市長は何年目になりますか。
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事 務 局： ４年目となります。

中村委員： 助役が副市長に変わったことを考えますと、市長と副市長の給料

の差が今以上にあっても良いのではないかと思います。市長と副市

長の給料の額がかなり近いので、副市長の給料はもっと低くても良

い気がします。埼玉県内の市と比較しますと、４０市中、市長は３

９番目、副市長は３６番目、教育長は３５番目となっておりますの

で、市長と比べますと副市長と教育長はもっと下げても良い感じが

します。

また、市長の給料は年間約１,３７４万となりますが、和光市の財
政状況や和光市の実力から考えた場合に、下から２番目の市とは思

えません。少なくても真ん中より下あたりにはランクされて良いの

ではないでしょうか。そして、市長には今まで以上に頑張って欲し

いと思います。

横室委員： 私も市長の給料についてはちょっと低いと感じています。市長が

自ら宣言したマニフェストについても一生懸命取り組んでいます。

市のホームページを見ましたが、今期の政策の実行状況も良いと感

じています。市長の給料が全体で３９番目ということよりも、和光

市と同じような規模の市と比較してみますと差がありすぎますので、

もう少し上げても良いかと思います。また、副市長の年間支給額は

部長の年間支給額と同じくらいの額ではないかと思いますので、そ

のことからしましても市長の給料はもう少し上げても良いのかと思

います。

しかし、副市長と教育長については現状維持で良いと思います。

冨沢委員： 市長には何度かお目にかかることはありますが、斎藤委員がおっ

しゃっていたように副市長を拝見する機会はあまりありませんので、

存在が薄いような印象を受けてしまいます。市長は市民の中にも入

ってきてくれますし、一生懸命やっておられる印象があります。

水野委員： 一般市民の立場からしますと、市長については取り組まれている

ことが広報などを通じて一生懸命であることが伝わってきます。一

方で、副市長と教育長については私が無知ということもありまして

どのようなことをされているのかわかりません。

しかし、一生懸命頑張っているからといって給料をすぐ上げるか

という話ではなく、市の財政状況との兼ね合い等をよく考えて検討

すべきだと思います。

田中会長： 本日欠席のされている委員の方からのご意見等はありますか。

事 務 局： 本日欠席しております委員の皆さまからのご意見は承っておりま
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せん。第２回の会議録を見ていただきまして、３回目の会議でそれ

ぞれのご意見をいただこうと考えております。

斎藤委員： 法律が改正されまして教育委員会の制度が大きく変更したと思い

ます。変更に伴って教育長が教育委員会のトップとなり、その権限

と責任が大きくなったと理解していますが、そのような認識で間違

いはないでしょうか。

事 務 局： 法律改正の施行時における教育長はその任期中については旧制度

で運営していくことが可能といった経過措置がありまして、現在の

和光市でも旧制度の体制となっています。

斎藤委員： 委員の中には教育長をお見かけしないという方もおられましたが、

私は教育関係に携わっていますので、教育長とお会いする機会も非

常に多く、週末にはスポーツ大会等の行事があって休みもないとい

った印象を受けています。仮に市長の給料を上げるとなった場合に

は教育長の給料は上げても良い気がします。副市長は市長の足りな

い部分を補佐するのが本来の仕事だと思います。攻めの市長であれ

ば、守りの副市長といった形で、副市長は市長とは対極な存在とし

て、黒子に徹して頑張っていただくものだと考えます。心情的には

副市長については額を下げたいと思いますが、下げることは簡単な

ことではありませんし、現状では、上げる理由・下げる理由も特別

ありませんので、結論的には現状維持になると思います。

田中会長： 助役制度から副市長制度への変更については、市長に次ぐ者の権

限を拡大するという考えの下で地方自治法が改正されました。助役

はあくまでも市長の補佐ということしかできませんでしたが、法律

改正に伴いまして、市長は一定の事務について副市長に委任するこ

とができ、その場合は市長に代わって一切の権限を取り仕切ること

が出来ることとなります。現在、和光市では市長が副市長に委任し

ている事務はありませんが、副市長制度の改正は、今お話ししまし

たように副市長の権限を強化するという法的な目的があります。

また、本日和光市の財政状況がわかる資料をお配りしましたので、

ご意見だけではなく資料に対するご質問でもありましたらお願いい

たします。

斎藤委員： 資料６「朝霞地区四市の改定状況」を見ますと、和光市の状況は

はちょうど良いバランスだといった感じがします。

横室委員： 確か、志木市では３役全員が１０％程度下げようといった話があ

りました。

中村委員： 市長の給料は県内４０市の中で３９番目という位置にあります。
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今回の話とは直接は関係ありませんが、和光市職員の給与が４０～

５０年前は県内でトップクラスで高かったはずです。現在の順位は

どのぐらいになりますか。

事 務 局： 職員の給与は各自治体で年齢構成等が異なりますので、単純に比

較することは難しいです。また、国家公務員の給料を１００とした

場合における地方公務員の給料を示す指標として「ラスパイレス指

数」というものがあります。この数値で比較した場合には、和光市

では平成２６年度に１０２.８ポイントとなり、県内第５位となって
います。

上原委員： 部長の給与が市長の給与より高いということはないですか。

横室委員： 資料２で市長の年間給与が約１,３７４万円ということですが、こ
れは減額前のものですか

事 務 局： 減額する前の条例上の額で計算したものとなります。

横室委員： 副市長の年間給与は約１,１８８万円ということですが、部長の年
間給与を職員の級別給与から計算してみますと、副市長と同じくら

いか、それより少し高いくらいだと思っているのですが、いかがで

しょうか。

事 務 局： 部長職は扶養手当、住居手当等の手当を含めまして年間１,０００
万円程度となっております。年間給与は手当も含めて計算していま

すので、人によってその額は異なり、平均的には１,０００万円程度
になります。また、１,０００万円に満たない部長職もおります。

田中会長： 現状では、減額前の額で比較した場合に、部長職の給与は特別職

の給与を上回らないようになっております。

中村委員： 市長の給料は県内４０市中３９番目であり下から２番目という状

況となっているが、和光市の実力から考えてみますと、やはり少し

低いように思います。

斎藤委員： 他市と比較して低い給料にもかかわらず頑張っていますので、市

長はこのことについて自慢しても良いのではないでしょうか。

田中会長： 他にご意見等はございませんでしょうか。無いようですので、市

長、副市長及び教育長の給料に関する意見交換は終了したいと思い

ます。

事務局から、何か連絡事項はありますか。

事 務 局： 第３回会議につきましては、１０月３０日（金）、午後１時３０分

から開催いたします。なお、会場につきましては、本日の場所とは

変更となりまして、庁舎棟と議会棟の３階連絡通路にある会議室、

第２委員会室となります。会場が分かりにくい場所になりますので、
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第３回会議の開催通知に会場案内図を添付いたします。また、第２

回の会議録も併せて送付しますので、内容のご確認をお願いいたし

ます。

また、第３回審議会の冒頭に、各委員会から、市長、副市長及び

教育長の給料について、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ので、よろしくお願いいたします。

田中会長： 次回の会議では、改定するとした場合における実施時期や特別職

の期末手当の額についてご意見をいただき、また、特別職の報酬等

に関する今後のあり方など総合的なことについても併せてご意見を

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。

１回目と２回目の会議の中で、議員定数に関するご意見が出てお

りました。このことを念頭におきながら報酬額について検討してい

ただくことや意見交換の中でいろいろお話ししていただくことはけ

っこうなことなんですが、議員定数に関することは審議会の審議事

項ではありませんので、答申書の作成にあたっては留意する必要が

あると考えています。

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。ど

うもありがとうございました。


