
 

【総務部 総務課】 

【第２回糸魚川市特別職報酬等審議会】 

 

会 議 録 

作成日 平成 24年２月７日 

日 平成 24年２月７日（火） 時間 13：30～16:22 場所 市民会館３階洋室 

件 

名 

諮問第１号 市長、副市長の給料の額について    

諮問第２号 議員報酬の額について         

諮問第３号 議員の政務調査費の額について 

出 

席 

者 

【出席者】 16人 

 ◎糸魚川市特別職報酬等審議会委員 

  天井 貞、大矢 弘、猪又史博、磯谷祐一、白沢賢二、長﨑 勉、八木克洋、足立明則、 

  五十嵐須磨子、水口美佐子 

 ◎事務局 

  糸魚川市長 米田 徹 

  総務部長 田鹿茂樹、総務課長 渡辺辰夫、議会事務局長 小林武夫、 

総務課職員係副参事 井川賢一、総務課職員係主任主査 関澤 一 

【欠席者】  ０人 

 

傍聴者定員 ４人 傍聴者数 ２人 

会議要旨 

１ 開会（13:30） 

 会長あいさつ 

２ 議事 

  ※事務局が追加資料１と第１回審議会資料の訂正資料について説明する。 

 ⑴ 諮問第１号 市長、副市長の給料の額について 

   会 長＝審議の参考とするため、税収状況について資料があれば説明をお願いしたい。 

   事務局＝平成 22年度の糸魚川市の税収調定額は 71億８千万円で歳入における割合は 21.2％、

20 市中 16位である。１位は新潟市で 35.2％、20位は佐渡市で 11.9％であり、20市平均は

29.2％である。 

     平成 21年度の税収調定額は 68億４千万円であり、年度による大きな変化はない。 

   委 員＝報酬の額について、県内市の類似の市である小千谷市、加茂市、見附市、妙高市、阿

賀野市、胎内市の状況と比較すると糸魚川市より高い市が４市、低い市が２市である。 

     糸魚川市よりも人口が多い、柏崎市、新発田市、十日町市は糸魚川市よりも低い額である。 

     単純に市の規模や人口では決められないが、類似の市と比較すると今年度は据置という判

断でもよい。平成 24 年度に報酬等審議会を開催しないのであれば、１、２年先を見据えて

検討する必要があり、五泉市の額に近い５％減額という考えもあると思う。 

   事務局＝柏崎市、新発田市、十日町市は特例減額措置後の報酬の額となっており、条例上の報



酬額については、この額よりも高い。一定期間に限られた減額である。 

   事務局＝審議会の開催については、経済状況を勘案して市長が開催の有無の判断をしている。

平成 24 年度は基本的には開催する方向と考えるが、毎年開催しなければならないというこ

とにはなってはいない。 

   委 員＝税収が 20市中 16位という点、国の財政状況が厳しいという点、合併特例債の期限が

迫っているという点、実質公債費比率が上昇している点などを考えると、厳しい判断をしな

ければならないと考える一方で、市長、副市長が休みもなく働いている姿は評価しなければ

ならない。 

   委 員＝人口、世帯数、財政力指数の順位が 20 市中 13位又は 14位である点からすると、給

料の額は尐し高めと思われる。５％程度減額すると 13 位か 14位、10％減額すると 16位に

なる。 

   委 員＝市長は土・日曜日もなく働いている。他市の状況を聞くと、これほどの市長はいない

とのことであり、その点は評価すべきである。 

   委 員＝他の委員の意見からも、類似する市において糸魚川市よりも高い市が４市あることか

ら、据置が妥当ではないか。 

   委 員＝経済状況が厳しい中で、引上げは難しいと考える。 

     国家公務員の給与の２割削減が報道されているが、地方公務員への影響はどうなるのか。 

   事務局＝国家公務員と地方公務員は別であり、かつては国家公務員の給与に準拠していたが、

近年は新潟県の人事委員会の勧告に準拠している。ただし、国に大幅な削減があれば市も追

随することとなると考える。 

   会 長＝ラスパイレス指数の状況はどうか。 

   事務局＝平成 23年度は 91.9となっている、平成 22年度は 92.7であった。 

   会 長＝国が変われば地方もその方向で考えなければならない。ラスパイレス指数をもとに検

討することになる。 

   委 員＝平成 21年度の審議会では、給料の額を上げる方向で検討するような感じであったが、

市長は給料の額を下げても良いと考えているのか。 

     一般職の給与が下がっている状況を考えると、企業であれば社員の給料を下げる前に、ト

ップが自ら減額するという考え方である。一方で、市長、副市長の働きぶりは評価すべきで

あり、基本的には据置でよいと考える。 

委 員＝企業で経費の削減をする際は、人件費を削減することを考える。その際、トップ自ら

が先に削減することになる。 

  一方で削減されるのはやる気の問題にもつながる。 

  据置が妥当であると考える。 

委 員＝合併後、人口が３千人減尐した。市の収入が伸びない中、平成 17 年から据置という

状況については見直すべきであり、市の財政状況を一番知っている特別職の給料の減額を提

案する。 

  議員の関係では、費用弁償は報酬との二重支給ではないかと思っている。また、報酬の額

については、定数が減ったとしても一律に減だと考える。 

会 長＝委員の厳しい意見はもっともである。一方で市長の行動は、無理をしている程の状況

でもある。 



  県内他市の市長、副市長の給料の額の状況をみると、大半は据置ということもあり、今回

は据置とし、市長の判断も加えて額を検討するように意見を添えて、答申をしたいと考える

がいかがか。 

委員一同＝異議なし 

 

⑵ 諮問第２号 議員報酬の額について 

会 長＝全国の類似都市の議員定数の状況について説明をお願いする。 

事務局＝魚沼市が定員 24人のところ現員 23人、北杜市は 22人、宍粟市は 20人、雲南市は定

員 24人のところ現員 22人、庄原市は 25人という状況である。 

委 員＝議員の定数については、現在見直しを行っている。かつては定数を減らして報酬を上

げるべきという意見があったが、現在の 26 人にしたときには据置となった。議員定数を見

直した後に報酬を検討することとし、今回は据置でよいと考える。 

委 員＝今の委員の意見に賛成する。胎内市が議員の定数を削減したことで議員の報酬を引き

上げたこともあり、思い切って削減するのであれば報酬の引上げも考えられる。定数が決ま

ってから、あらためて議論すればよい。 

委 員＝県内類似６市の平均とほぼ同額のため、据置でよいと考える。 

委 員＝報酬と政務調査費を合算すると県内では 11 位となるが、据置でよいと考える。ただ

し、議員の定数について削減の方向で検討しているようだが、削減イコール報酬の増額には

結びつかないと考える。 

会 長＝議員の報酬の額は据置として集約する。定数の見直し結果を受けて報酬の額を再度検

討すべきである。 

  

 ⑶ 諮問第３号 議員の政務調査費の額について 

   会 長＝政務調査費について、再度説明をお願いする。 

   事務局＝政務調査費については月額 17,000円を会派に交付している。 

     政務調査費による活動が市政にどのように反映されているのかがわかりにくいという点

がある。 

     行政を行っていくうえで、議会の役割が重要であるとともに、議員の資質向上をしていか

なければならない。そのための費用として政務調査費を活用している。 

     本市は、政務調査費が第２の報酬とならないためにも、条例により、報酬等審議会におけ

る審議事項としてある。 

     政務調査費の額を審議会の審議事項にしている市は、20 市中８市であり、その点でも開

かれた状況にあると言える。 

   委 員＝平成 22年度の実績では、８会派のうち４会派で平均 19.3％返納していることを考え

ると有効活用されているのだろうか。政務調査費の額についても、議員の定数が見直された

後に検討するということで、今回は据置が妥当と考える。 

委 員＝県内類似６市の平均が 94,333 円であり、糸魚川市は高い状況にある。旅費を使って

視察する必要があるのか。他市の状況はホームページ等で相当の部分が調べることができ

る。返納しているという状況を考えると、減額の対象としてもよいと考える。 

委 員＝政務調査費は、議員個人の資質向上をするための費用と考える。会派に交付するので



はなく、個人に交付し、会派で視察に行くのであれば個人で出し合って行くべきである。 

事務局＝視察等は会派で統一した動きをとっているが、議員の多い会派については日程の調整

が難しい面もある。 

会 長＝政務調査費を個人に交付することはできるのか。 

事務局＝糸魚川市の条例では会派に交付することとなっているが、地方自治法では個人又は会

派に交付する規定になっている。個人に交付するためには条例を改正することで可能である

が、個人に交付することになると益々個人の報酬の色合いが増す懸念がある。 

事務局＝会派で研修したものを一般質問や委員会質疑等の場で行政側に提案されることがあ

り、政務調査費が有効に活用されていると考えている。 

委 員＝財政的に豊かであれば多く支出してもよいと思うが、どこを削るかと考えたときに政

務調査費になると考える。報酬で賄うべきという意見もある。 

委 員＝政務調査費の支給方法について伺いたい。 

事務局＝年度当初に提出される交付申請に基づき、年額を一括交付し、実績により返納する方

法をとっている。 

会 長＝追加資料は平成 22年度の実績であることから、平成 21年度以前の実績について分か

る資料の提出を求める。 

 ※平成 17年度から平成 21年度までの政務調査費実績資料を配付し、事務局が説明する。 

委 員＝新聞購読料について説明を求める。 

事務局＝政務調査費で購入する新聞については、各家庭において購入している通常の新聞では

なく、農業新聞等の政策立案に係る通常以外の新聞の購読料である。 

  糸魚川市では、当初から政務調査費の使途基準を厳しくしている。 

以前に市民オンブズマンから資料の開示請求を受け開示した結果、特に指摘はなかった。 

政務調査費では、日当やカメラ・パソコン等の備品、電話代等は交付対象としていない。 

   会 長＝委員の意見をまとめると「定数等の見直しの結果を受けた後に検討することとし、今

回は据置」という意見と「政務調査費の残額が出ていること、他市との比較、財政状況を考

慮して今回見直す」という２つの意見がある。 

   委 員＝残額が出ているというのではなく、倹約ということも考えられるので、その部分は強

調したくない。他市との状況を比較した場合に高いのではないか。 

   委 員＝平成 22年度は２人の議員が政務調査費を使っていない。自分が議員だったときには、

政務調査費を活用した結果を行政に提案をした。議員の定数を見直した後に、議員の報酬の

額と合わせて検討するのはどうか。 

   委 員＝議員定数が見直された段階で検討するというが、現在の報酬額の枠で新たに定める議

員の報酬の額を検討するのか。 

   会 長＝現状での議論をお願いしたい。たまたま議員定数の見直しをしている時であるため、

そのような話が出たと考える。 

   委 員＝政務調査費は、議員個人の資質向上のための費用と考えることから、個人に交付する

のであれば現状で妥当、会派に交付するのあれば高いと考える。 

   委 員＝使途内容からすると、活動報告の費用が多いと感じるが、その額が多いか尐ないのか

は、正直なところわからない。 

   委 員＝20％近く返納があるのはいかがかと思う。 



   会 長＝各会派において活動報告の新聞折り込みをしている。一人会派であれば、１回の折り

込みで政務調査費を使いきってしまう。複数の議員がいる会派であれば、何回か活動報告を

出すことができる。視察についても、視察先によって大きく違ってくる。遠くであっても市

にとって有益で市政に反映できるのであればよいと考える。 

   委 員＝政務調査費がどれだけ役にたっているかが見えていないということで、政務調査費の

額が多いという話になると思う。 

     視察結果をみないと、政務調査費の額が多いか尐ないかという話にならない。 

     来年度の審議会では、政務調査費による活動結果がどのように市に活かされたかという資

料を提示するのはどうか。 

   事務局＝提案等を受けた内容を資料にすることは可能である。 

   委 員＝この審議会で具体的な数値を出さなければ据置ということになるのか。 

   会 長＝引下げ、引上げについて、数値で示すのがこの審議会のあるべき姿と考える。 

   委 員＝財政的な面を考慮したうえで他市との状況も比較して、返納している実績からも

20％の減額を提示してはどうか。 

   会 長＝20％減額となると月額 13,600円、年額 163,200円となる。 

   委 員＝前の委員に賛成する。 

   委 員＝県内 20 市の状況、全国の類似都市の状況等を考慮し、減額という意見であるが、政

務調査費だけということか。 

   委 員＝会派に交付するであれば多いし、議員個人に交付であれば尐ないと思う。 

   委 員＝オンブズマンの調査からも無駄遣いがないという点から 10％減額でどうか。 

   事務局＝人数が多い会派は動きにくい面がある。残額が多いという点ばかりではなく、全体的

な執行状況を踏まえ検討をお願いしたい。 

   委 員＝削減という意見は勇気のある発言である。 

   委 員＝議論の流れからは削減という方向であるが、返納ということは決して悪いことではな

いと思う。したがって、20％減額は大きいと感じる。 

   委 員＝議長、副議長、議員の順位からすると政務調査費の額は高いと感じる。 

   会 長＝全員の意見を伺ったが、委員長として難しい判断をしなければならない。 

     返納自体は悪いことではない。 

返納、残額が多いという観点ではなく、いかに議員が糸魚川市のために活動し、活躍する

かが重要であり、市のかじ取りになってもらわなければと考える。 

市のリーダーは市の議員であり、議員に期待する面が大きい。 

世の中が難しくなればなるほど議員の存在が大きくなる。 

政務調査費の額については、委員の多くが削減との方向の意見であるが、県内他市の状況、

類似都市の状況と比較して一気に 20％削減というのは厳しいことから、５％から 10％の間

での削減でいかがか。 

   委 員＝会長の判断に一任する。 

委員一同＝会長に一任。 

会 長＝委員の意見を尊重して、政務調査費の額を 10％削減するよう答申したい。 

事務局＝今ほど集約いただいた内容で、これから市長に答申していただくことになるが、答申

の内容について確認をお願いしたい。市長、副市長の給料の額については据置、議員報酬の



額についても据置、議員の政務調査費の額については 10％の減額。付記として、「市長、副

市長の給料の額については、厳しい経済状況下ではあるが、職務及び職責を考慮し、据置が

適当ということで意見集約した。しかしながら、市の財政事情も考慮し、自らの判断におい

ても額を検討されたい」「議員報酬の額については、厳しい経済状況下ではあるが、議員定数

が議論されている段階であることから、据置が適当ということで意見集約した。したがって、

見直し後の議員定数によって、再考すべきである」「議員の政務調査費の額については、他市

町村の額と比較検討し、10％減額とすることで意見集約した」。以上で、いかがか。 

委 員＝議員報酬の額について、先ほどの意見のとおりなっていない。今回の答申にあたっ

ては、議員定数の見直しと報酬は一体として考えるべきではない。 

事務局＝今のご意見により次のように変更したい。「議員報酬の額については、厳しい経済状

況下ではあるが、据置が適当ということで意見集約した」。以上でよろしいか。 

委員一同＝異議なし。 

   事務局＝それでは、これから答申書を作成するので、しばらくの間、休憩をお願いしたい。 

※休憩 

会 長＝会議を再開する。 

※答申書案を全委員に配付 

   事務局＝この内容でよろしいか。 

委員一同＝異議なし。 

※市長入室 

※会長から市長へ答申書を手渡す。 

   市 長＝今ほどは、市長、副市長の給料、議員報酬、議員の政務調査費の額について、答申を

いただいた。２回の審議会でまとめていただき、心からお礼を申し上げる。いただいた答申

を真摯に受け止め、これからも市政運営に邁進していくので、今後とも、それぞれの立場で

のご指導やご協力をお願いしたい。 

※市長退室 

 

４ 閉会（16：22） 

 

 


