
会 議 録

１ 開会

事 務 局： 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。ただ今から、「平成２７年度和光市特別職報酬等審議会」を

開会いたします。

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、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、会議録については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

市長から各委員に対して委嘱書を授与。

３ 市長あいさつ

事 務 局： 報酬審議会の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： 改めまして、皆さんこんにちは。本日は、和光市特別職報酬等審

議会にお忙しい中お集まり頂きまして、誠にありがとうございます。

今回の報酬審議会でございますが、平成２７年度人事勧告が８月６

日にございました。そこで国家公務員の給与について改定の勧告がご

ざいました。これを踏まえまして、地域の実情や皆様方の日常の生活

会議名 第１回 和光市特別職報酬等審議会

開催日時 平成 27 年 10 月 1 日（木）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）

委嘱式

諮問書の提出

審議事項

・市議会議員の議員報酬についての意見交換



2

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。特別職

の報酬については色々な議論がございますので、遠慮なく言って頂け

ればと思います。どうぞよろしくお願いします。

また、条例改正を行う場合には議会に条例案を提出する必要がござ

いますので、諮問に対する答申につきましては１１月中旬を目処にお

願いしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

４ 会長の選出

事 務 局： 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。会長が定め

られるまでの間、市長が座長を務めさせていただきまして会長の選

出をお願いいたします。

市 長： それでは会長が決定されるまでの間、私のほうで座長を務めさせ

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。

上原委員： 自治会連合会会長の浪間委員にお願いしたい。

浪間委員： 行政経験者である田中委員を推薦したいと思います。

市 長： 浪間委員と田中委員お二人の推薦がありましたが、いかがでしょ

うか。

浪間委員： 遠慮したいと思います。

市 長： 浪間委員は辞退したいとのことであります。田中委員にお願いし

たいと思いますがいかがでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

市 長： 会長就任のご挨拶をお願いします。

田中会長： 私はこの３月まで和光市職員として３７年間勤めてまいりました。

一市民として報酬等について考えてみたいと思いまして今回公募委

員に応募いたしました。会長職は大変重責ではありますが、皆さん

のお力をお借りして円滑に審議を進めてまいりたいと思いますので

ぜひご協力の程よろしくお願いします。
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５ 会長職務代理の指名

事 務 局： 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項の規定に基づき、田中会長から会長職務代理を指名していた

だきたいと思います。

田中会長： 前回の審議会で会長を務めておられました浪間委員にお願いした

いと存じますが、いかがでしょうか。

浪間委員： 了承。

田中会長： それでは、会長職務代理をお引き受けいただきました浪間委員か

らご挨拶をお願いします。

浪間委員： 昨年会長を務めさせていただきましたが、報酬等については様々

な意見があり難しいところがございますが、皆さんと協力して取り

組んでいたいと思っておりますので、どうぞよろしく願いします。

６ 諮問書の提出

市長から田中会長に「諮問書」を提出。

事 務 局： 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。

事 務 局： 議事の進行につきましては、田中会長よろしく願いいたします。

７ 諮問に対する審議

田中会長： これから審議を始めたいと思います。はじめに、会議の成立要件

でありますが、本日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思います。

【委員の自己紹介、事務局の自己紹介】

田中会長： 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から説明をお願い

します。

事 務 局： はじめて報酬等審議会にご参加していただく委員の方もおります

ので、簡単に報酬等審議会について説明をさせていただきます。

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

されることになります。市長は、市議会議員の議員報酬の額並びに

市長、副市長及び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、報酬等審議会に諮問することとされており、その後、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
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になります。

報酬等審議会の開催につきましては、昨年度、国家公務員の給料

月額及び賞与を引き上げる人事院勧告があったことから、平成２２

年度以来４年ぶりに開催しました。審議会からの答申を受けまして、

市議会議員の議員報酬、市長等の給料月額については、引き下げ改

定を行ったとき以前の額まで引き上げることとしました。ただし、

期末手当については、平成２６年度の人事院勧告で職員の支給率は

０.１５月引き上げられましたが、市議会議員、市長、副市長及び教
育長の期末手当の支給率については据え置くこととなりました。

以上が、昨年のこの審議会の答申内容となっております。

本年の人事院勧告では、国家公務員の給与について月の給与を

０.３６％、１,４６９円引き上げ、賞与は年間０.１月引き上げるとい
った内容となっており、今後、国家公務員の給与改定が行われる予定

となっています。

報酬等審議会は、市長の諮問を受け、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ですが、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おりません。そのため、近隣

市及び類似市の状況、そのときの経済状況などを参考にしてその額を

審議検討しているのが現状であります。

諮問事項につきましては、①市議会議員の議員報酬はいくらにす

べきか、②市長、副市長及び教育長の給料はいくらにすべきか、③

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報酬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）についてもご意見をいた

だきたいと考えております。

また、皆さんご承知のとおり、市長は公約により給料を２０％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、あくまでも条例上の額について検討していただくこととなりま

す。

田中会長： ありがとうございました。具体的な審議に入る前に、今後の会議

日程について決めたいと思います。答申期限が１１月中旬までとの

市の要望がありましたが、事務局で予定がありましたら報告をお願

いします。

事 務 局： 答申を１１月中旬までにいただきたいことから、日程を逆算しま

して、本日の会議を含めて今月中に３回の会議を行いたいと考えて
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おります。会場等の都合もございまして誠に勝手ながら、第２回の

会議を１０月１５日（木）午後１時３０分から、第３回会議を１０

月３０日（金）の午後１時３０分から、行いたいと思いますが、皆

様のご都合はいかがでしょうか。

また、都合により会議に出席できない場合には、ご自身の意見・

考えを事務局にご連絡いただければ、事務局から会議の中でご報告

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

各 委 員： 了承。

田中会長： 日程についてはそのように決定いたします。

次に、会議の進め方についてお諮りしたいと思います。過去の審議

会におきましては、第１回の審議会では、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、第２回審議会

では、市議会議員の議員報酬の額について、第１回の審議を基に、そ

れぞれ委員の考えをいただきます。意見の内容としては、報酬の額を

増額するのか、減額するのか、据え置きといったものです。その後、

第１回の審議と同様に、市長、副市長及び教育長の給料の額について

意見交換を行い、第３回の審議会では、市長、副市長及び教育長の給

料の額に対するそれぞれの意見をいただきます。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

今後の在り方などについて協議をするという方法で行ってきたとのこ

とであります。この様に過去の審議会に倣いまして進行することでよ

ろしいでしょうか。

各 委 員： 了承。

田中会長： 諮問に対する答申につきましては、その期限が１１月中旬までと

なっております。３回の会議の中で「答申書」を作成することは時

間的に非常に厳しい状況となっておりますので、「答申書」の作成に

あたっては、会議のおける各委員の意見を基にしまして、私と事務

局で素案を作成し、その素案を各委員にご覧いただきまして、加筆・

修正をしていただき、答申書を完成させる方法で行いたいと思って

おります。そのような進め方でよろしいでしょうか。

各 委 員：了承。

田中会長： 資料につきましては、事前に各委員の方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、お願いいたします。

橋本委員： 資料８「和光市の財政指標」について、市税収入額のうち約半分

程度は市民税となっていますが、残りどのような税目になりますか。
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田中会長： 多くは固定資産税が占めています。

橋本委員： 財政力指数について、和光市の数値は他の市町村と比べていい数

値とみてよいのでしょうか。

事 務 局： 一般的には、１.００を超えると財政的に豊かな団体ということで、
国から普通交付税が交付されなくなります。和光市は過去数十年間、

普通交付税を交付されておりませんでしたが、数年前から１.００を
下回るようになり、現在は交付団体となっています。しかし、全国

的に見ますと普通交付税を交付されている団体が圧倒的に多い状況

にありますので、和光市は悪い方ではありません。

田中会長： 財政力指数は、国が一方的に定めた基準によりまして、需要額に

ついては人口や面積などから算出し、基準による収入額で賄えるこ

とができるかを表したものです。そのため、現実には１．００を超

えている自治体でも厳しいという意見が多くあるのが現状です。

横室委員： 平成２４年度、和光市が１.００９のとき、県内で１.００を超えて
いたのは、戸田市と三芳町の２つだけとなっていました。

橋本委員： 表の欄外の注釈では、「経常収支比率は通常７５％程度が標準」と

記載されています。和光市の数値は平成２６年度に８８.５％となっ
ており、この数値を悪いと捉えればいいのか、どのように判断した

らよいのでしょうか。

事 務 局： 財政力指数とは、国が定めた基準で算出した団体の収入で支出を

賄えているということであれば、国から普通交付税は交付されない

ということになります。

また、経常経費比率とは、人件費、扶助費及び公債費等で必ず支払

わなくてはならない義務的経費が支出全体に対する割合を示したもの

で、この数値が高い場合は財政が硬直していることを表すものです。

橋本委員： 資料には良い数値、悪い数値があり判断に迷ってしまいますが、

今後３年程度先を見たときに、財政状況は厳しい方向に進むのでし

ょうか。

事 務 局： 地方公共団体の財政状況は非常に厳しい状況にあります。和光市

においても今後大きな事業を予定しておりますので、引き続き厳し

い状況が続くと考えております。

横室委員： 参考として、平成２４年度の和光市の借入金の状況について報告

します。埼玉県内６３市町村のうち、和光市は５９番目に借入金は

少ない状況となっています。このときに借入金が少ない市町村は、

戸田市、所沢市、志木市、杉戸町、和光市の順となっておりますの

で、このことからしますと和光市は悪い方ではないと思います。
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田中会長： 経常経費比率について注釈では通常７５％程度とされていますが、

全国的に見ましても８０％を下回る団体はほとんどありません。地

方公共団体では、福祉に係る経費の増加や老朽化した施設の対策費

用が見込まれることから、どこの団体においても非常に厳しい状況

が続くと考えられます。

斎藤委員： 財政指標においては、和光市は他市と比較しても悪くはないよう

すが、市長は、各団体等におけるあいさつの中で市の財政は非常に

厳しいとの話をよくされています。私たちは、厳しい財政状況であ

ることを理解して、審議会の中で考えていかなければならないと思

います。

市民１人あたりの所得状況は戸田市より和光市の方が高いはずで

すが、戸田市や三芳町は財政力が高いのはどうしてでしょうか。

横室委員： 三芳町は倉庫や工場などが多くあることが影響していると思われ

ます。

田中会長： 財政指標の話からいろいろな意見がでてきました。

財政指標については他市と比較することで、和光市の状況がわか

ると思いますので、追加資料として近隣の朝霞地区４市の状況につ

いて作成していただけますか。

事 務 局： 次回の会議までに資料を用意いたします。

上原委員： 資料３「県内各市の議員報酬額一覧」について、新座市等で常任

委員長の額が空欄となっている場合、議員の額と同じと考えてよろ

しいか。

事 務 局： 次回の会議までに確認しましてお答えいたします。

田中会長： 他の資料に関する質問はございませんでしょうか。

それでは、市議会議員の議員報酬について、率直な意見をお聞かせ

いただきたいと思います。

斎藤委員： 先程、人事院勧告の報告がありました。人事院勧告は国の一般職

に対するものであり、特別職の報酬の話とは切り離して考える必要

があると思います。連動して考えてしまうと、議員報酬も上げると

いう話になってしまいます。議員報酬が生活給となってしまってい

る方も多くいますが、議員は非常勤であり、他に職を持つことも可

能なので、一般職とは切り離して考えるべきです。

各市と比較した資料は、話し合いを行うためのベースとして捉え

るべきもので、他市より高いとか低いとかいったことはあまり関係

ないと思います。やはり和光市の財政状況を見ながら検討した方が

よいと思います。
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田中会長： 議員は議員報酬、市長、副市長及び教育長は給料と分けられます。

報酬は、サラリーマンの給与とは異なり、非常勤の者で役務の提供

の対価として支払われるものです。非常勤となりますから他の職を

持ち給与を得ることも可能となっております。市長等につきまして

は、地方公務員法の適用を受けない訳ですが、基本的には常勤とな

りますので他に職業を行うことは現実的に難しい状況です。

また、人事院勧告は国家公務員の一般職に対するものであり、民

間との比較により勧告を行うこととなっております。

橋本委員： 諮問書の中に、「平成２７年度の人事院勧告では、国家公務員一般

職の月例給と特別給（ボーナス）の引上げが示されたところであり

ます。市議会議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料

等について貴審議会のご意見を賜りたく次のように諮問いたします

ので答申くださるようお願いいたします。」とあります。また、斎藤

委員から、人事院勧告は国の一般職に対するものであり、特別職の

報酬の話とは切り離して考える必要があるとの意見がありました。

人事院勧告に基づいて職員の給与が引き上げられることと、特別職

の報酬が引き上げられることについて関連性についてはどのように

考えればよいのでしょうか。

事 務 局： 人事院勧告は国家公務員の一般職に対するもので、労働基本権が

制約されていることの代償措置として行われているものとなってお

ります。

特別職の報酬をいくらかにすべきかということにつきましては特

段の定めはありませんが、特別職の報酬等の額を改定するときは報

酬等審議会の意見を聞くこととなっております。人事院勧告があっ

たことから報酬等審議会を開催するということにつきましては、職

員の給与が上がるので、特別職の報酬等も上げてはどうですかとい

ったことではなく、今までも人事院勧告があったときに報酬等審議

会を開催してきており、報酬等審議会を開催するルールとして捉え

ていただきたいと思います。

上原委員： 斎藤委員からお話があったように、議員は非常勤であり、サラリ

ーマンの給与とは違うといったことを踏まえて検討していく必要が

あると思います。

斎藤委員： 現在は、議員以外の職を持っている方は少なくなっています。過

去の審議会でも、議員報酬が生活給となっているのが実態なので、

額が低過ぎると議員がかわいそうだといった意見がありました。し

かし、報酬は給与とは性質が違いますよと私は発言してきました。
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中村委員： 資料３「県内各市の議員報酬額一覧」にあります、住基人口を議

員定数で割って議員１人あたりの人口を算出し、和光市とつながり

の深い朝霞地区４市と比較してみました。和光市は４,４４４人、朝
霞市は５,５５８人、志木市は４,８９６人、新座市は６,２７５人とな
り、和光市が一番多い状況です。このことから見ましても、議員報

酬を検討する場合には議員数が多いということをよく考えなければ

いけないと思います。仮に議員報酬を上げる場合には議員定数を減

らすべきだと思っていますし、和光市の面積は埼玉県内で３番目に

狭い市ですから、議員数は多く必要はありません。

議員報酬を考える時には、常に議員定数のことを念頭に置いて検討

すべきだと思います。

斎藤委員： 何年か前の審議会で事務局に質問したところ、議員の活動日数は

年間約８０日との回答がありました。年額を８０日で割りますと１

日あたり６万７千円程度で、かなり高額となります。議会活動以外

に活動していることは承知しておりますが、その活動状況は人によ

って相当違いがあります。では、活動実態を何で計ればよいかとい

うことで、議会での質問回数を考慮したらどうかといったことを過

去の審議会で発言したことがありました。

横室委員： 議員報酬を成果給という話がありました。地方自治法では給与や

報酬の決め方について、「常勤は給与、常勤以外は報酬、何日来たか

分かる人については１日あたりの額で報酬を支払う」となっていま

す。また、議員は何日来るのかがはっきり決まってないことから、「報

酬」ではなく「議員報酬」という考え方をするそうです。勤務日数

が分かれば１日あたりの額を払えばよい訳です。議員報酬として１

日あたりいくら払えばよいかを考えたときに、議会活動の日数をい

ろいろな方に聞いてみました。すると議会活動は年間７０～９０日

程度で、また、委員会に参加している方では年間１８０日程度とな

るそうです。この他に個人的な活動を行っている方も多くいるとは

思いますが、議会活動だけで考えた場合、議員の年額を年間１８０

日で割ってみたときには日当は約３万円程度となります。ちなみに、

福島県矢祭町では日当として３万円を議員報酬として支払っており、

また、学者の論文にもそのようなことが掲載されておりましので、

参考までに発表させていただきました。

田中会長： 市議会議員の場合、定例の会議が年４回開催されており、また、

全ての議員が委員会に属している状況であります。

能津委員： 議員の活動状況を定量的な数値で捉えることはやはり難しいと思
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います。議会での質問回数を判断基準とした場合には、質問内容の

重要性や意義といった問題が生じると思います。また、先程、議員

定数のお話がありました。厳しい財政状況の中で議員定数の見直し

を行うことは理解できるのですが、市の面積により議員定数は一律

に決められるものではないと思います。議員は市民にとって大切な

議論をしてくれている訳ですから、議員活動を数値等で計ることが

できるような指針を作って評価することができるのであれば、その

数値等を使って報酬の上げ下げを考えられるのではないかと思いま

すが、何かロジカルなもので議員報酬の額を決定していくというこ

とは現時点では難しいと思っています。そのあたりを私たちが判断

していくことになるのですが、この資料の中ではその判断材料がな

いのが現状です。そうなりますと、やはり市の財政等で決めていく

しかないのかとも思います。

冨沢委員： 先程から市の財政が厳しいという話があった中で、今年の４月に

増額改定が行われています。その中で、議員の増額率が市長等の増

額率に比べて高いといった印象を受けました。

水野委員： 市の財政に余裕があるのであれば、議員報酬を上げるといったこ

とは考えられますが、現状では難しいと思いました。多くの市民が

議員の方を見るのは選挙の時くらいだと感じていると思います。選

挙以外でも広報のチラシ等を配布している議員の方もいらっしゃい

ますが、その他の議員は何もしていないといった印象があります。

一方で、議員は議会の参加以外に住民の意見を吸い上げることが仕

事だと思いますので、私たちが見えないところでも活動をしていて

くれると思います。一生懸命仕事をしているのであれば、生活を保

障するだけの収入は必要だと思いますが、財政状況との兼ね合いに

よると思います。

橋本委員： 先程、人口と比較して議員定数が多いというご指摘がありました。

議員定数については本来この会議のテーマとは別だと思いますが、

資料７「特別職に関する経費」において、議員にかかる直接的・間

接的な費用が示されています。この費用を人口で割ることによって、

議員にかかる費用を市民がどのくらい負担しているのかがわかりま

す。朝霞地区４市のこの数値を比較することは可能でしょうか。

事 務 局： 和光市では予算・決算を事業別に分けて計上していますので容易

に資料を作成することができます。しかし、他市は事業ごとではな

く、もっと大きな科目単位で計上していることから、資料を作成す

ることは難しい状況です。
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波間委員： 私たちの実生活の中で経済状況がよくなっているといった実感は

あまりないのが現状ですが、議員報酬の決定に当たっては多面的な

判断が必要であると考えております。現時点ではこのようにしたい

との考えは持ちあわせていませんが、次回の会議までに、本日の皆

さんの意見を踏まえて、私の中での結論を出したいと考えておりま

す。

水野委員： 資料７「特別職に関する経費」のそれぞれの経費はついて、議員

報酬から支払われているものも含まれているのでしょうか。

事 務 局： 資料７に示してある経費につきましては市が支払っているものと

なります。直接的な経費としましては、議員に対して支払われる議

員報酬、期末手当、旅費及び政務活動費と議員共済会に対して支払

われる共済費用があり、間接的な経費としましては、議会事務局職

員の人件費、議会運営に関する経費となっております。

なお、議員活動に対する経費として市から議員に支払われている

政務活動費につきましては、和光市の場合月額２万円となっており

ます。この政務活動費の請求状況や決算報告につきましては、市の

ホームページで確認することができます。

田中会長： 他に何かご意見等はございますか。無いようですので、市議会議

員の議員報酬に関する意見交換は終了としたいと思います。

事務局から何か報告事項はありますか。

事 務 局： 第２回会議につきましては、１０月１５日（木）午後１時３０分

から、この会場で開催いたします。また、本日の会議録を早急に作

成し、第２回会議の開催通知とともに通知いたしますので、会議録

の内容確認をよろしくお願いいたします。

本日の会議では、議員報酬の額について意見交換を行いました。

各委員さんの意見を参考にしてご自身の考えをまとめてきていただ

きまして、第２回会議の冒頭で各委員からそれぞれの考えを発表し

ていただきます。また、議員報酬を上げる場合や下げる場合といっ

たときには、具体的な金額についてもお答え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。

田中会長： 会議の中で要請がありました追加資料については、第２回会議の

開催前に各委員に送付するようお願いします。

事 務 局： 会議開催前までに送付いたします。

田中会長： 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。


