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第１回伊達市特別職報酬等審議会会議録（要旨） 

 

日 時 平成29年11月13日（月）午後１時30分～午後３時20分 

場 所 伊達市役所 本庁舎 ２階 会議室２ 

出席者 渡邊 武委員、大友靖子委員、芳賀祐蔵委員、小野孝雄委員、名谷勝男委員 

    佐藤貞夫委員、佐藤隆昭委員、齋藤勇治委員、高橋鉄壽委員、宮脇彬行委員 

事務局 星祐一総務部長、八巻正広人事課長、吉田浩幸議会事務局次長 

大河原克仁人事給与係長 

 

１ 開 会 

事務局  

 開会のあいさつを行った。 

 

２ 委嘱状交付 

市長 

 委嘱状を読み上げ交付した。 

 

事務局  

 委員の紹介を行った。 

 

３ 会長互選 

 審議会条例第４条の規定により、会長は委員の互選により定めることとなっている。委

員から事務局一任という意見があり、渡邊武委員を会長とする事務局案を提示し、全会一

致で認められた。 

 渡邊会長から会長就任の挨拶を行った。 

 

４ 会長職務代理者の選出 

 審議会条例第４条の規定により、会長職務代理者は会長が指定することとなっている。

会長が会長職務代理者として小野孝雄委員を指定し、全会一致で認められた。 

 

５ 市長あいさつ 

 全委員に対し、委員の承諾と日頃からの市政各般への支援、協力に御礼を申し上げた。

市議会議長から市長に対して議員報酬月額を改定したい旨の申出があったという経緯を説

明し、市議会議員の報酬月額の改定について審議を依頼した。 

 

６ 諮 問 

 市長から会長に対し、「伊達市議会議員の議員報酬月額」について、諮問を行った。 

（市長は公務のため退席） 
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７ 審 議 

[事務局から職員の自己紹介］ 

[事務局から審議会の進め方等について説明] 

 ①審議会委員の任期は、審議が終了し、市長に答申するまでとなっている。 

 ②審議会を数回程度開催し、審議会としての意見をまとめ、後日会長から市長に答申書

を渡すというスケジュールになっている。 

 ③審議会の会議録は、委員個人を特定しない形で公表することになっている。会議録が

まとまったら確認を依頼する。 

 

会長 

 審議会の開催回数、時期の目安について、事務局としての意向を確認したい。 

 

事務局 

 議論の進み方にもよるが、11月中又は12月早々には２回目の審議会を開催したい。 

 

[事務局から配付資料の説明] 

 【配付資料】 

  ①特別職報酬等審議会 説明資料 

  ②議員定数等議会改革特別委員会報告 

  ③議員報酬モデル額（原価積算方式）算出表 

  ④伊達市議会議員報酬改定諮問（案） 

  ⑤伊達市議会だより47号 

  ⑥議員定数減と報酬引き上げによる経費試算 

  ⑦報酬手当等13市一覧 

 

資料①⑤の説明 

 議員報酬に関する概要（背景、議員報酬の変遷、議会で審査をした理由、特別委員会報

告、その後の経過、結果）について説明を行った。 

 あわせて、伊達市議会だより47号により、７月の第14回議会報告会における意見交換の

内容について説明を行った。 

 

 資料②の説明 

 議員定数等議会改革特別委員会報告のうち、議員報酬等に係る部分について説明を行っ

た。 

 

 資料③の説明 

 議員報酬モデル額の積算方式及び算出方法について説明を行った。 

 

 資料④の説明 

 議長、副議長、委員長及び議員の報酬月額の改定案について説明を行った。 
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（以下、主な意見等を発言順に記載する。） 

 

会長 

 ただいまの事務局の説明又はそれ以外の議員報酬等に関する質問等をお願いしたい。 

 

委員 

 積算根拠は、類似団体又は近隣市町村との比較方式になるのであろう。また、以前から

生活給なのか、名誉職の報酬なのか、バッシングに対する賠償の付加分を必要とするのか

など、いろいろな考え方がある。この改定案は議会からの要望なのか。 

 

事務局 

 議会の試算案である。 

 

会長 

 事務局の説明について、つじつまが合うのかという疑問もある。議員活動が常勤的なも

のになってきており、年間129日間の活動で、本来なら市長の給料額をもらえるものを日数

で割っているという説明だったが、そうなのかと思う。 

 

委員 

 市長給与を根拠とした理由は何かあるのか。 

 

会長 

 先ほどの説明で、仕事の質をほぼ同じようなものにとらえているように思えた。 

 

事務局 

 129日間とは、すべての活動を集約して８時間で割って換算したもので、129日間しか活

動していないということではない。日によって、２時間、３時間しか活動していない日も

ある。市長と比べる理由は、議会は二元代表制で、市長が政策を立案し、それに対しての

チェックだけではなく、議会にも政策立案機能が求められている。議会としては、首長の

権限は大きいが、その果たす役割は市長も議員も同じであるととらえている。常勤的な市

長と議員とでは活動日数の差があるので、市長を300日、議員を129日と換算して算出した。 

 

委員 

 今回は、報酬の増額を認めるか、又は異議があるかについてここで求めるのか。それと

も議員報酬全体をどう思うかについても議論するのか。 

 

会長 

 諮問としては報酬月額について意見を求めるとなっているが、現実的には提出された原

案についての意見をいただく場としなければまとまらないと考えるが、事務局の説明を求

める。 
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事務局 

 議会として、審議会で議論してほしいとの申し入れによる市長の諮問であるので、今回

の報酬増額についての考えを出していただきたい。 

 

会長 

 この審議会においては、現行に対しての改定案が示されているので、それについての審

議をお願いしたい。ただし、この場で議員報酬の考え方について出された意見は議事録に

残して、改めて対応すべきと思われる。 

 

委員 

 議員の定数削減の論議の中で報酬額の話が出てきたが、議員報酬改定の仕方は、そもそ

もどういう形で行うものなのか。 

 

会長 

 事務局の説明を求める。 

 

事務局 

 議員報酬の改定方法は２通りある。１つは議員が自ら議会に提出する方法で、もう１つ

は市長が市長の案件として議会に提出する方法である。市長が議会に提出する場合は、審

議会を経て、市長が上程するという手続きになっている。 

 

会長 

 市長からの諮問に対して答申を行い、それをまた議会が審議して決定するということで

ある。この審議会においては、答申であり決定ではないので、そのようにとらえていただ

きたい。 

 

委員 

 改定案は議会で通ったということでよいのか。 

 

会長 

 議長から市長に原案が示されて、市長から審議会に諮問があり、こちらから市長に答申

を行えば議会に上程され、議会で最終決定がなされるということである。事務局の確認を

求める。 

 

事務局 

 議員報酬を改定するためには、最終的には議会で議決しなければならない。その方法と

して、議会は自分たちで発議できるが、今回は、審議会にかけて意見を聴いた後に市長が

最終判断して提案してほしいということだった。審議会は委員の民意を入れて市長に答申

し、市長はそれを受けて議会に提案し、議会が最終的に議決するということになる。条例
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にあるとおり、市長は議員報酬額に関する条例を提出しようとするときは、あらかじめ審

議会の意見を聴くものとするとなっているので、市長は自ら条例を提案するときは必ず報

酬等審議会に諮問しなければならないこととなっている。 

 

委員 

 ここでの議決は、過半数か、それとも満場一致か。 

 

会長 

 事務局の説明を求める。 

 

事務局 

 審議会としての意見をまとめていただくので、どうしても多数意見という形になると思

われる。ただし、答申書の中には、当然反対意見などの意見を付したうえで答申するとい

う形をとることもあると考えている。 

 

委員 

 原則として、全会一致とすべきではないのか。 

 

委員 

 過半数ではなく、それまで議論を尽くすのが当然ではないのか。 

 

事務局 

 全会一致が一番望ましいが、それぞれの委員でいろいろな意見があると思われるので、

全員が同じ意見にならない場合は、最終的には、どこかで一つの方針を決めていかなけれ

ばならない。それが一つのルールと考える。 

 

委員 

 全体の意向は大事だが、条件付きの賛成もあり得ると思われる。過半数で決定し、条件

を付けてもいいのではないか。 

 

会長 

 最終決定するときにはそのようにせざるを得ない場面も想定される。ただし、過半数で

決するというと一発で終わってしまうので、皆さんがほぼ納得できたという状況をつくっ

て、答申をしたいと考えるが、開催回数も数回と思われるので、皆さんの忌たんのない意

見をいただいた中で、進めていきたい。では、質問から移って、意見をいただきたい。 

 

委員 

 市長給与の基準単価とは、どういうことなのか。市長と議員の職責は違うのではないか。 
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委員 

 これは、一般企業であれば、社長の給与を基準にして社員の給与を決めたということに

なる。 

 

委員 

 責任の在り方は違うと思われる。 

 

会長 

 先ほど説明があったが、再度事務局の説明を求める。 

 

事務局 

 なぜ市長と議員が同じなのかということだが、権能的には市長と議員は同等と思ってい

る。それは、市長も議員も条例を提案することが可能であり、違うのは、議員は予算を提

出できないということだけである。政策の方向性を決める、政策立案することについては、

議員と市長に何ら差はないと思っていただきたい。二元代表制として、現在の議員に求め

られるものは、以前と変わってきている。議員としては、現在はチェック機能だけを果た

すということにはなっていない。そのようなことから同等とみている。 

 

委員 

 議員の提案で予算をつくったことはあるのか。 

 

事務局 

 議員に予算の提案権はない。 

 

委員 

 条例を提案する際の権限の重さは違うのではないか。 

 

事務局 

 政策立案として条例をつくることは可能である。 

 

委員 

 チェック機能は理解できる。チェック機能以外で、日常の仕事の責任の度合いは同等な

のか。 

 

事務局 

 チェック機能ではなく、立案機能では同等ということである。 

 

委員 

 立案したことはあるのか。 
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事務局 

 例えば、条例を立案するだけではなく、市長が提出した議案について、修正を加えるこ

とも可能である。 

 

委員 

 あまり聞いていない。議員活動をしているのかどうかが疑問である。何のための委員会

を行っているのか、我々住民にはよく見えない。そういう責任の度合いは、同等であるか

もしれないが、日常の取り組み方は少し違うのではないか。 

 

事務局 

 取り組み方の違いから、活動する時間的には当然違ってきているので、換算したことは

理解いただけたと思われる。例えば、政策立案をするために、議会報告会を開いたりして

いる。 

 

委員 

 議会報告会にも疑問がある。責任の度合いは違う。 

 

事務局 

 意見として受け止める。 

 

会長 

 そういうところから報酬を検討したいということなので、当然そういう意見もあると思

われる。事務局で説明している議員の姿とは、議会事務局として議員のあるべき姿を説明

していると思うので、そこに現状との若干の差があるのであれば、そこは議員個人の考え

方であり、これから新しくそうあるべき人たちに議員になってもらう流れの中で、報酬に

ついての見直しの考えもあったのだと思われる。今の議員にいくら払うかではなく、将来

の伊達市議員に支払う報酬をどのような算定でどのように改定したらよいかということを

この審議会に諮っているということである。 

 

委員 

 市長が生活するため、市長を続けるための給与が定められており、権限は同じだといっ

ても、温度差や仕事の内容の違いもあり、責任の比重も違い、あらゆる点で同じ積算の根

拠としては希薄だと思われる。市長が提案しても反対する議員がいるかもしれない。全議

員の足並みがそろうのも難しいのではないか。合併前と今の議員では、市と町の違いもあ

り、まるで違う。提案された金額が高いのか安いのか決定するのが一番いいのではないか。 

 

会長 

 委員の皆さんから一定の意見をいただいたうえで、まとまるのであれば、答申について

どうするか決定するようになる。 
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委員 

 報酬について、これでは生活できないと記載されているが、現実的に、将来の人たちが

学校にもあげられないし、家も建てられないというような報酬なのか。基準となるベース

は、我々一般市民には理解できない。伊達市の課税対象者の平均所得は230万円である。

26,000人のうちの20,000人弱が230万円以下となっている。それなのに、ほぼ600万円近く

になって、それで生活できず、家が建てられないといったら、一般市民はどうやって生活

するのか。その基本を議員も行政も考えていかないと市民、住民から見放される。名古屋

では、市長半分、議長半分ということも現実に行われている。行政機関の中ではこういう

数字で動くが、民間の中小企業であれば会社がつぶれる。そのことを考えたうえで、ベー

ス基準の再考も必要であるし、現行から上げるという案については疑問である。 

 

会長 

 議事録にしっかりと意見を残すことを要請する。 

 

委員 

 原価方式と比較方式とがあり、比較方式は参考にならないとあるが、どういうことか。 

 

事務局 

 議会議員の議論の中では、比較方式は、他の市町村が下がればまた下がるのかという議

論となった。議員活動の内容が近隣の情勢によって上下してしまうということになる。一

般のサラリーマンは、そういうことで上下することも当然だし、我々公務員も人事院勧告

制度で上下する。そういったことで上下することは、根拠が乏しい。根拠を明確にするた

めに、全国市議会議長会の原価方式が示されていたので、それに基づいて算出したもので

ある。伊達市の予算総額に占める議会費は約１％程度であり、その中で若干上げていただ

きたいという議員からの要請に基づいて議論していただいている。費用的に多いか少ない

かは皆さんの議論によるが、その中で0.数％上げることによって、議員活動が保障されて、

若い方が議会に入ってきて、市民の意見が議会に反映されるという方向性をもって、報酬

を上げたいということで、自分たちの報酬を上げるためではないということを理解して検

討していただきたい。 

 

委員 

 現実には定数が26人から22人に４減となるが、その４減をちょうど割り振った数字にな

るのではないか。 

 

会長 

 資料では、改定してもやや減少するとある。先ほど事務局が説明したように、全体に占

める割合はそれほど重いものではないとあったが、減らしたからという次元の話をしてし

まうと市民感情としては受け入れがたくなる。 
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委員 

 一般市民から聞く声は、我々の所得からはかけ離れているということで、それを認識し

ていただきたい。 

 

委員 

 議員の仕事内容をここで議論してもしようがないので、一般的に判断するには比較方式

がよいと思われる。同じ規模、予算、人口、面積の自治体の議員報酬額を参考にすればい

いのではないか。伊達市は、白河市、須賀川市、南相馬あたりが比較対象となる。そうす

ると385,000円というのは安くない。変える必要はないのではないかと考える。比較方式を

外した理由は、今の説明ではよくわからない。 

 

委員 

 規模的にいえば、福島市と比べると、市民１人あたりで計算すると福島市の倍の議員が

いる。議員１人に対する人口が倍になっている。要するに市民の負担も倍になるというこ

とで、財政規模の小さなところはかなり厳しくなると思われる。名古屋や東京など、財政

規模の豊かなところでもトップの給料を切ろうとしている時代に、なぜ財政規模の小さな

ところが上げるのか。 

 

委員 

 議論の中には、ボーナスは入っていないのだろう。 

 

事務局 

 この報酬月額のほかに、年間で3.2月分の期末手当が６月と12月に支給される。 

 

委員 

 この改定案は議会からあがってきたのか。 

 

事務局 

 議長から市長あてに、議会の議論の結果このような金額に話がまとまったので、これに

ついて審議会で議論してほしいと申し入れがあったものである。 

 

委員 

 12月議会で決定したいから、それまでに答申を求められているわけではないのだろう。 

 

会長 

 そういうことではない。 

 

委員 

 議会の傍聴に何度かでているが、本当に議員がこの報酬に値するのかと思ってしまう。

私たちには響いてこない。それでもこれだけの報酬を出すのかと言いたかった。議会で、
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如何にしたら伊達市が良くなるかという前向きな意見はあまりない。議会だよりを見ると、

確かにいいことを言っている議員もいるが、言うだけで反ってきたことをどう反映してい

こうかとか、住民へ説明しようかということが全くない。ある議員に、決まったことやあ

なたがやっていることを回すように言ったが、まったく出てこなかった。本当に議員一本

で一生懸命やっている人は、現在の24人のうち何人いるのか。ほとんど議員が副職ではな

いかというようなとらえ方をしている。 

 

会長 

 今審議しているものは、あくまでも事務局が考えるあるべき姿の議会議員の職について、

立候補して、選挙して、選出された方が議員になるわけだから、そういう方々はこういう

人でなければならない、こうあるべきだということが示された中で、こういう報酬を支払

うべきではないかという提案を受けたものである。質を下げましょうというのでは前に進

まないので、市民が選んだ方が議員になっているのだから、その方々がどういう人になる

のかは市民が決めていることであるので、そういう中での報酬というのは今ある人を評価

するのではなく、事務局から説明された中での理解をしていただきたい。 

 

委員 

 現在の議員報酬が妥当なのか、それとも上げるのが妥当なのかということである。 

 

会長 

 議員の定数を減らすタイミングで、来年の４月には議員選挙もあるからあがってきたと

いうことではなく、あくまでも単にこの時期に市長から諮問されたということであるので、

粛々と議論していくべきと思われる。現状でどうなのかというと前に進まなくなるので、

委員の皆さんの考えは出してもらって結構であるし、議事録にも残すべきと思うが、その

中で基本的には事務局が説明しているようなことを基本に審議していただきたい。 

 

委員 

 将来伊達市を良くしようとする市会議員をどういう形で生み出すか、そのことに議論を

集中すべきである。民主主義は、多数決しか方法がない。多数決が絶対正しいとは言えな

いが、皆で決めたことは皆で守るが民主主義の原則である。最終的には、この審議会も多

数決で決するしかないと感じている。 

 

会長 

 初めに決めておかなかったが、今日は15時30分に閉めて、次回につなぐこととさせてい

ただきたい。 

 

委員 

 我々市民感覚からすれば、議員定数はもとより、議員報酬も含めて、現状維持又は削減

というのが市民感情である。ただし、議員の政治倫理とも関係するが、議員の資質、仕事

の内容、働き方によっては、定数の削減はまだまだできるし、方法もあるというように考



 - 11 - 

えると、議員の中で仕事のできる人、できない人、仕事をやる人、やらない人が一律であ

るというところに問題がある。私が知っている議員はまじめに一生懸命やっている。その

議員を対象にすれば、この改定案でも足りないくらい一生懸命やっている議員もいる。そ

こをわかったうえで議論しないと、働かない、我々にピンとこない議員もいる。議会の傍

聴で見ていると、もう少し資質を高めるということがないと、報酬改定の提案があっても

こういう話になってしまう。 

 

委員 

 議員も職員も公僕である。誰のために、何のために自分があるのか、自分が選ばれたの

か、自分は何をすべきか、ということをもう一度心に問うてほしい。 

 

会長 

 委員それぞれの考えがあるのは当然で、ここでは議員の報酬についての諮問を受けてい

るという中で、議会議員の質への市民の皆さんの思いはほぼ同じだと感じる。 

 

委員 

 条件付き賛成もある。 

 

会長 

 答申は答えを出すので、出すにあたって、審議会として議員活動をしっかりとやっても

らうという意見を付けるということもあり得る。最終的に皆さんの意見を取りまとめたも

のが必要であれば意見として付されるということを理解いただきたい。委員一人ひとりの

意見を付けるわけではなく、審議会として最終の意見があれば付けるということを理解願

いたい。次回、今回の議論を踏まえて意見をいただきながら、答申に向けて進めていきた

い。 

 

委員 

 民意も十分に理解してほしい。 

 

委員 

 議員の資質は我々市民が育てるという一面もあるので、我々市民にも半分以上の責任が

あると考えなければならない。合併当時の議員報酬を決定するときには、どのような方式

で決定したのか。現在議論しているのは、市長給与を算定基準にしてあるということだが、

合併当時にどうやって議員報酬を決めたのか。そして、そのときの市長の給与はどのくら

いで、その給与は今まで変わっていないのかを示されないと、市長の給与を基準にすると

いうことが曖昧になってしまうので、そこを明確にしたほうが公平に議論できると思われ

る。 

 

事務局 

 合併前に合併協議会で決定した。その際には、原価方式ではなく、比較方式で決定した。
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当初は須賀川市準拠という話もあったが、最終的には白河市に準拠して385,000円となった。

市長の給与については、平成22年に報酬等審議会を開催して981,000円に下げた。これは職

員給与が下がったことにあわせて決定したもので、市長の給与は人事委員会勧告準拠とい

うことが一般的に多くなっている。 

 

会長 

 報酬を決めるための議員活動や議員本人について様々な意見が出されたが、最終的には

報酬の現行と改定案について委員の皆さんの意見、判断をいただく審議会であるので、も

う少し意見があれば発言を受けたい。 

 

委員 

 積算根拠と算定基準は、ほとんど出尽くしたし、将来伊達市を良くしようとする良質な

議員をつくるための報酬としてはこれが妥当であるかどうかを判断すればいい。比較対象

論でやらなければ成り立たないと思われる。 

 

委員 

 この基準とこのテーブルで審査するのであれば、即決である。ただし、これが決まって、

我々が委員として、市民へ説明する際に困る。市民は、このようなテーブルで決めたと言

えば猛烈に反発する。一般基準とのずれをどう理解させていくかということをやらなけれ

ば、この問題は永遠に残る。 

 

委員 

 対外的に聞かれたときに、一番弁明しやすいのは比較方式である。前回の合併当時も比

較方式で決まったとのことであり、今回も比較方式で物事を判断すれば、優秀な議員を育

てるという話もあるが、よその市町村もそのようなことで議員報酬が決まっているので、

今の比較方式でいったほうがよいと思われる。私は賛成とは言えない。 

 

事務局 

 本日初めて金額、資料等を事務局から説明させていただいた。もう一度自宅で読み返し

ていただく時間も必要かと思われる。委員から追加資料の要望があればこの場で受けたい。 

 

委員 

 桑折町や国見町でどうなっているかという資料を出してほしい。 

 

委員 

 この時期、議員報酬を見直ししている市町村があるのか示してほしい。 

 

委員 

 伊達市の市民所得の平均額を知りたい。 
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会長 

 伊達郡内近隣の報酬額を確認してほしいことと、今議員報酬の見直しをしているところ

があるのかどうか、一般市民の所得の平均額について示してほしい。議会議員の報酬と一

般市民の所得を比較することは可能だが、そのレベルにということはどうかと思われる。 

 

会長 

 本日、皆さんから意見をいただいた。時間も終了予定に近くなった。資料の提出を受け、

説明も受け、確認もしていただいた。自宅で資料を再度確認していただいたうえで、次回、

それが最終になるのか、３回目に延びるのかはわからないが、今日ここで諮問に対する答

申を決めるということでなくてよいか。（異議なし）次回の審議会の日程を諮りたい。 

 

事務局 

 会長と事務局で日程調整させていただくことにしたい。 

 

会長 

 日程については、後日事務局を通じてお知らせする。本日の審議は、これで終了する。 


