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会議録 
会議名 第２回 猪名川町特別職報酬等審議会 
日時 平成２４年１月１１日（水） 

午後５時から午後６時４５分 
場所 町役場２階 第１会議室 
出席者 委 員：園田会長、枝松会長職務代理、安井委員、 

坂井委員、家門委員、井上委員、鍋谷委員 
事務局：紺家部長、山田課長、小山主幹、湯之上主事 

議事内容 ●開会 
 
●審議 
【委員】遅い時間にありがとうございます。この審議会も２回目となり実質

的にまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。資料の確認を事務

局からお願いします。 
【事務局】会議録を送付させていただきました件で、修正などありましたら

お願いします。 
前回ご意見いただいた中で、資料作成しています。 

 
【資料説明】 
 
【委員】 資料について質問などあれば。 
政務調査費について一般的に議員さんはどんな意見を持っているのか。 

【事務局】 金額を資料に掲載していますが、政務調査費の報告に上がって

いるもののみとなっている。調査費自体は会派に支給となるので、会派で使

われたものだけである。政務調査費は使途が限定されているので、その中で

やりくりされており、執行率をみてもバラツキがある。ほとんど使われない

方もいる。すべて、議員活動とイコールではなく、個人で支出している政治

活動費は別となっている。 
調査費の使いやすさについては、わからないが、執行状況は８割前後とな

っている。 
【委員】資料の支出科目で事務費はどういったものか、調査研究費より事務

費が多いのが気になっているのだが。 
【事務局】事務費は、会派が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費で、

事務用品、備品購入費、通信運搬費、機材借り上げ費等となっている。 
【委員】報告は、全部領収書があって、これだけ支出しているものとの認識
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で良いか。 
【委員】例えば、パソコンなどの購入費も入るのか、入ると高くなるという

ことか。 
【委員】資料を見ると、会派でまとまって資料作成し、提案するというよう

なものは見受けられないなと思う。この辺はどうされているのか。 
いろいろ研究して、その資料を作るとなると、費用がかかるので、前回審

議会では政務調査費を増やすということであったが、実際にはそういうもの

にはなっていないのか。 
【委員】本来ならば調査研究費は、研究費、資料購入費などに使ってもらっ

て、大いに勉強してもらうのが趣旨であると思うが、その辺があまりウエイ

トを占めていないとのことだと、もう一度考えなければならないと思う。 
結局、政治活動を自腹を切ってやっておられる部分もあり、その部分をな

んとかサポートしてさしあげたいとの気持ちであるが。 
【委員】議員の場合、本会議と臨時会議があるが、資料で猪名川町では臨時

会１回となっている。臨時会を行った場合、手当てなどはあるのか。報酬は、

本会議年間４回分としての額で、用件がたくさんあれば、しょっちゅう臨時

会が入ることと思うが、別々に手当てとしては出していないということでよ

いか。 
【事務局】手当はしていない。 
【委員】本会議の開催状況で、会期日数は延べ７５日、本会議の日数は延べ

１３日。しかし、休会日数の間も資料づくりなどあるので、７５日と考える

べきでいいか。役所にいたのは１３日でも、その他も資料づくりなどもある

と思うので。延べ日数を１３日とみるのか７５日とみるのかで大きな差とな

るので。 
【委員】政務調査費の執行状況をみると、資料などをつくっているとは思え

ないが。 
【委員】会期期間の後のこの期間は、議題を議論する期間であるので、ここ

に来ていない間もいろんなことをしているはず、と考えて７５日を見たらい

いのかなと思う。 
定例会の日数以外は、どのような形で活動されているのか。委員会活動と

かを行っているのか。 
【委員】今の話題で、休会日数の部分は何をされているのか。 
【事務局】それぞれではあるが、会期中はいつでも、予算や議案や請願など、

それぞれの会派の中で、インターネットなどで調べたり、議論されたり、事

前調査を集中的にされるのも事実である。 
【委員】休会日数をふくめた７５日を制約されていると考えて良いか。 
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【事務局】議案について会派として、方向性を議論したり、そういったこと

は休会中が多い。執行部から議案を上程するのが、１週間くらい前になるの

で、会期の前も勉強なさってその議案の姿勢を個人としても会派としても調

整されている。そういったものを、本会議が始まると会派でも議論される。

会派が集まったものが本会議であるので、その集約が７５日の間の中にある

ということになる。 
【委員】ここにきているとき以外も、７５日は制約をされていると考えるべ

きと考える。 
【委員】これ以外も議員となると、議員として活動されているはず。それを

どう評価するか、評価しにくいところである。 
【委員】本会議以外にも委員会も別にあるが、これは本会議中の休会日に委

員会をやっているのではないか。 
【事務局】それもあり、休会日に付託の委員会がある。猪名川町では委員会

主義なので、議案があれば委員会へ付託され、休会中に委員会を設定して、

本会議の前に委員協議会を執行部から設定してもらって、1 か月から２か月

に 1 回程度、委員協議会を閉会中に開催している。 
委員会の７割程度は休会の中に入っており、あとの３割は会期中ではない

ときにもお願いしている。 
【委員】最初の資料にあるように、猪名川町の全体の町民のみなさんの収入

が明らかに減っているので、これを無視して決める訳には行かない。まず、

報酬を上げるのは無理かなと感じる。現状維持か下げるかとの議論になって

くるのではないか。 
【委員】県内の町にしては、猪名川町は一番高いこともあるので。 
【委員】年収が下がっているのは、景気が悪いだけではなく、団塊の世代が

定年になる時期にもかかっているのかなと思う。 
【委員】それでも、収入がこのような額になってきている人が多いというの

を踏まえて、議員は町民の代表なので。 
【委員】報酬を若干さげても政務調査費が有効に使われているなら、プラス

マイナスゼロ位に調整させていただこうかなと思っていたが。 
【委員】政務調査費は、調査研究費などに半分以上使われているのかと思っ

ていたので、一番多いのが事務費で驚いた。資料作成にも使われていないよ

うだ。パソコンで、紙を使わないことも多いのかと思うが。 
【事務局】今はインターネット検索でデータを収集されることも多いよう

だ。現地に行って情報を得るよりも今は行政側も情報公開をしているので。 
【委員】逆に言うと、議員がだれでも見ることのできるネット情報で仕事を

していいのかとも感じる。 
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【事務局】事前にインターネットなどで調べて、調査研究に実際に行かれる

ケースが多い。 
【委員】そのように、実際に現地に行って聞いてもらう。誰でも情報を見る

ことができる時代なので、その情報に基づいて活動をしても意味がないと思

う。そのための政務調査費だと思うので。 
【委員】調査研究費は視察に行ったり、資料集めのための図書になるのか。 
【事務局】調査研究費は、会派が行う町の事務及び地方財政に関する調査研

究に要する費用で、交通費、宿泊費となっている。 
【委員】現実には、政務調査費を上げても使いにくいとなったり、また、お

金を使っているから、議員活動として十分な何かができるかというと、町議

会のレベルではそうならない。会派で研修に出かけて行くということがメイ

ンの活動となる、または何か冊子を作って会派で出す場合もある。それ以外

の個人の持ちだしもあると思うが、それは、政治活動か選挙活動か一概に言

えないので。 
【委員】猪名川町は割合に穏やかで、すごく問題があれば議会活動が活発に

なるのかもしれないが、まあまあできているので、このくらいで済んでいる

ように思う。 
【委員】臨時会がなく定例会で済んでいるので、猪名川町は穏やかですんで

いると思う。 
【事務局】臨時会は人事院勧告関係で、時期的な問題で開いてもらっている。

緊急で事案があったというのはあまりない。 
【委員】そうすると、あまり報酬も高くなくてもいいとの議論になってくる

のか。 
【事務局】そうなるかは、見方による。普段から情報のやり取りがあり、例

えば、議員としての主張を会派などを通じて執行部へ伝えているから、執行

部と対立するのではなく、うまくいっているということもある。 
必ずしも、臨時議会がないから議員活動がどうかということではなく、反

対の見方をすることもできるということになる。 
【委員】議員で兼職している方は何人くらいいるか。 
【事務局】今は２から３人ぐらいと思う。 
【委員】昔から比べるとだいぶ減っている。 
【委員】 P５の資料で、他市町で議員報酬を上げているところはない。同

じか若干さがっている状況。独自で考えたらいいが統計的にはそうなってい

る。 
これから、報酬を上げるのは抵抗がある。重大な問題が町内で発生してい

るから頑張ってくださいというような状況ではないので、上げるのは難し
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い。 
【委員】このような状況で報酬を上げていくのは、町民としてどうでしょう

か。 
【委員】実際問題として、物の値段は下がっている、この現状で置いておく

ことは、実質的には増になるので。 
【委員】できればこのままでいければいいと思うが。報酬を上げるのが難し

いということなので。 
【委員】平成７年からずっと横ばいになっている。 
【委員】勤労意欲、やる気という問題もあるので、下げるのも、判断が必要

だ。 
【委員】民間がこれだけ不景気になって、相対的に見て民間所得が減ってき

ている中、議員が平成７年から横ばいというのは考えるべきかと思う。 
H19 から H23 でみると、大体の市町が 5％、10％と減額されているので、

今年についても結果が出ないとわからないが、下がる可能性があり、猪名川

町はそのまま推移していることと、町レベルでは最高の水準で支給している

ことから見れば、多少減額してもやむをえないのではないか。 
【委員】猪名川町は阪神間に接しているので、対外的な活動として、そこそ

この額がないと動きにくい、比較がどうしてもされるところである。 
かといって、隣の川西市は人口が５倍くらいあって、収入源も違うので、

差があって当然だが、出て行くところは阪神間ということを加味すると、あ

まり極端に下げるというのも考えものかと思う。議員からするとそういう思

いもあると思う。 
【委員】政務調査費には挙げられないが、自腹を切っている部分もあるのか。

交際費的な内容など。 
【委員】交際費的な性質のものも政務調査費で支出可能ではないのか。運用

を緩めることはできないのか。会合に招かれて行くことや、会議に出席する

時の交通費など。 
【事務局】執行部が精査するのではなく、議会が、議員立法で決められてい

るので。 
【委員】自分たちで納得しているのか。 
【事務局】このままでいいかどうかは。今、議会の活性化が議論されており、

猪名川町の議会も勉強しつつあるという状況で、議会の基本条例的なものを

つくって勉強しようと、議会運営委員会なども研修にいかれている。この政

務調査費ではなく、議会費の予算での研修となっているので、必ずしも議員

活動の研修費がすべて政務調査費に挙がってくるものではない。 
【委員】議会の研修費は一人いくらという枠があるのか。 



6 
 

【事務局】議会事務局が研修として、各委員会が使う予算をもっている。 
会派として行くのではなく、委員会として行かれるものなので。また、あ

くまでも個人として研修に行かれるものは、政務調査費では挙げていないの

ではないか。 
【委員】個人で行かれる場合も多いのか。 
【事務局】それは所属される議員によって異なる、政党に所属しているかど

うかなど。 
【委員】一人会派でも政務調査費を使っていただければいいのだが。 
【委員】国会議員には政策秘書がいるが、議員にはそういう人はいない。 
シルバー人材センターとうまく連携して、リタイヤした人を秘書や経理な

どにできないかなと。能力的にすごい人が、たくさん猪名川町にいると思う

ので。仕事を委託するようなことがあってもいいのではないかと思う。 
【委員】それだけ、議員が動かないといけない、それが議員に負担になって

は意味がないのでは。どういう意識をもっているかによるが、若い方が多い

ので意気込みがあればそういうシステムも可能かもしれない。 
【委員】議会条例を作って議会としての役割を組織的に立ち上げていこうと

しているので、今の状態で資金投入、人材投入などしても、システムがまだ

できていないように思う。議会条例などが出来上がって動き出してからの推

移をみてからでもいいのではないかと思う。 
【委員】議会の活性化のために、どのようにするか議論がされていると思っ

てよいか。 
【事務局】例えば、住民の方に今、議会がどういう動きをしているか本会議

だけであるが中継、テレビ放映を議論している。また、委員会の放映も次の

事案としている。 
 議会の活性化のために自ら議会条例を作って議会の役割はどういうもの

か、どうあるべきか、自ら決めるという動きが全国でかなりあるので。 
【委員】猪名川町でも、そのような前向きな動きがあるのならば、できれば

報酬を下げずにこのままでいきたいと思う。やる気がないようならば、下げ

たらと思うが、やる気があるように思うので、横ばいでいけばどうか。 
【委員】議会が放映されることで、意識が変わると思う。 
【委員】議員の年収５００万円は一般の所得平均とどうか。 
【委員】民間、サラリーマンで３００万から４００万となるので、良いと思

う。 
【委員】基本給については平成７年から議論をしながら、横ばいできている

と思うので。 
役職加算について市部では高いところもあるが、町では県内一律１０％と
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なっている。 
猪名川町だけが１５％で据え置かれている。これを、見直すとなると、総

額は減となるが、据え置かれている今までの経緯はあるのか。 
【委員】このような議論は今まであまりされていないと思う。基本的なとこ

ろだけで、これに連動するところはあまり議論していない。 
【委員】どうしても、１５％でなければいけないのか、他の町にあわせて１

０％でいいのか。過去の経緯があれば。 
もし、ないならば、今報酬を上げるわけにはいかない。また、頑張ってい

ただきたいということで、下げにくいとなると、役職加算の１５％を１０％

にすることで住民感情を反映して総額としては抑えるということができる。 
【事務局】今までの報酬審では、役職加算や期末手当の月数はあまり議論さ

れずに、本俸が議論されてきた。役職加算はボーナスに反映される。１５％

というのは、職員の部長級の役職加算であり、それが、町長副町長の役職加

算に跳ね返って同じ額となっている。その率を議員も適用している。市など

では、役職加算が２０％や、または、無いところもある。 
【委員】県内各町については一律１０％となっているので、それに見習って

もいいのかと思う。金額ではどのくらい変わるか。 
【委員】１万５千円の３．９月分なので６万円くらいか。 
これがボーナス時に減るということでよいか。 
今の情勢からすると報酬は下げたいとことではあるが、なんとか頑張って

もらいたいということから現状維持とする。そのかわり、加算分については

今の状況を勘案して他の町に合わせるという形でどうか。 
【委員】役職加算は、すべての議員に適用されているという認識でよいか。 
【委員】過去に一気に報酬が上がった時があって、それから抑えるのが難し

いように思う。 
阪神間が上がっているので、それに近づけたいとのことで上がったのかもし

れない。 
【委員】阪神間にあるが、議員同士では、阪神間といえどもそれほど、交流

は少ないと思う。政党に属していれば別だと思うが、一議員での他市との交

流は少ないと思う。 
【委員】一つの考え方として、世の中は下がっている、月々は生活がかかっ

ているので下げにくい、企業でも賞与はカットというのはある。また、今回、

テレビでみることができるようになるとのことで、少し何かが変わるとの期

待をしたいということで報酬は変えないということでどうか。 
【委員】政務調査費はどうするか。執行率が８割程度となっているが。 
【委員】現状から行くと、これを上げたからといって、今のところ会派に有
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効に使われるのは期待しにくい。議会条例ができて、より活性化した中で動

くことによって、その時点で考えてはどうか。 
【委員】では、政務調査費は今のところ据え置きで、未執行分は活発な活動

を期待して使っていただくということで。 
【委員】皆さんの意見から、現行１５％の役職加算を１０％にする感じでど

うか。 
【委員】妥当な線だと思う。 
【委員】市と近いので、市と比べてしまう。もっと議員としていい人が出て

きてほしいとの思いから、下がったとなるより横ばいの方が良いと思う。 
議員の方で役職加算を他の町と合わせて１５％を１０％にするとなると、

町長や教育長にあっても下げるとのことになってくるのか。 
【委員】この後の議論であるが、当然、連動性が強くなると思う。 
【委員】確かに、川西は隣なので比較することとなるが、川西は人口が多い

ので、日数や日ごろの活動が違うように思う。 
【委員】実質的に、市と町の対価労働費のようなものは違ってくるのか。 
【委員】人口割でどのくらいになるか。 
【事務局】川西が一人あたり６１８４人、猪名川が２０１７人となる。 
【委員】人口比で３倍くらい、選挙時の得票数もそのくらいの差である。一

人で受け持つ範囲に３倍くらい差があるようだ。 
【委員】議員を減らすような話もあるようだが、議員の数は１６で継続と思

っていいか。 
【委員】１４人との意向はあるが、議会で決めることなので、わからないと

ころである。 
【委員】これまでの議論を整理すると、議員報酬については現状維持。ただ

し、役職加算の１５％についてはさわる。町の経済状況等を勘案すると、増

やすのは住民の抵抗もあるだろうし、常識的にもどうかと思うので、この部

分をさわるのが一番ではないか。 
それから、政務調査費については、今後活動していただくことを期待して

未執行が２０％程度あるが、現状のままということでよろしいか。 
【委員】これは議員だけで、町長などについては後で議論するが、役職加算

は連動するものかと思う。 
【委員】次に、町長など常勤の特別職の報酬の議論に移りたい。町長、副町

長、教育長この３者についての議論になる。先ほどの役職加算については１

５％となっているが、これは連動するかどうか、まず確認をしておきたい。 
【委員】今までの報酬審では、町長については自ら５％減額されており、対

外的なこともあるので、あまり減額を考えないできている。５％をどう考え
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るか。自主的に減額されたものを、前町長から引き継いでいるかたちである

が。 
【委員】５％減額は２５年１１月までとなっているが。 
【委員】これは任期となっている。 
【委員】阪神間で比べると同等であり、特に三田市は８０万となっており、

これを見ると三田の方が低いぐらいになっているので、先ほどの議員の時に

人口が３倍だからとの議論から行くと、町長になると給料的にはほぼ肩を並

べているようになっている。そこをどう考えるか。 
議員は一人あたりの範囲が少ないから、少なくてもいいと議論したが、同

じように人口割りを考えるのか。 
【委員】議員については、川西市とくらべると受け持ちが少なくなるが、町

長については、川西市だから猪名川町だからと仕事内容は変わらないように

思う。 
人口比では決められないように思う。 

【委員】年収的にはどのようになっているのか。資料の P6 になるが、町長

も副町長も教育長も自主的に減額されているようだ。 
【委員】１点質問ですが、期末手当の支給率について、議員は３．９月で町

長は３．８５月で少し違うのは何か。 
【事務局】従前、国の指定職、次官級を下げたときがあり、町のトップクラ

スもそれに準じて下げた。議員はそれに連動しなかったという結果が、いま

も引き続いている。 
今も国家公務員給与を平均７．８％下げてそれを復興財源としようと議論

されている。国家公務員の上の方は１０％、真ん中が８％、下が５％下げる

との議論がされている。このようなことがあると、前回を踏まえると１０％

カットとなるのかなと思う。国家公務員の次官級を下げたときに、下げたと

いう名残がでている。 
【委員】議員をさげたから、普通なら同じく下げたらと思うが、自主的に５％

下げられていることをどうとらえるか。町長の５％減で、年収額で７０万く

らいさがっているが。 
【委員】町長などは政務調査費みたいなものはないのか。 
【委員】政務調査費はないが、退職金がある。 
【委員】退職金はどのくらいか。 
【委員】特別職なので連動するのはわかるが、常勤と非常勤をどうとらえる

か。議員さんは会期以外は制約されていないが、町長など常勤は毎日、公務

員として働かれているところがあるので。 
議員も、会期以外活動はされているが縛られていないので、同じように考
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えるのはどうかと思う。 
【委員】自主的に５％減額されているのは、さわることができるのか。 
【事務局】通常は報酬額が妥当か報酬審の答申をうけるわけであるが、自ら

カットされているので、それを上げる、下げるというのはなかなか難しい。

現実として５％下げているのが現給ですので、それを加味して議論していた

だきたい。 
【委員】月額の８６万円が妥当かどうかを議論して決めるとの認識でよい

か。 
【事務局】中には自らカット分も議論の対象として報酬審議会で議論されて

いる場合もあるが、本来的にはどうかと思う。 
【委員】町長の政治的方針であり、職員や町民にある程度財政的に厳しくい

ろんな負担を強いる分、自らもという、政治的な手法としての形にはなると

思う。 
阪神間レベルだと最低限でも１０％カットとなっており、選挙的な政治的

なパフォーマンス的なものもあると思う。 
【事務局】町長はマニフェスト的にうたって選挙に出られるケースもあるの

で、いろんな意味がある。 
【事務局】先ほどの質問で、退職金の額ですが、町長は４年の任期で１９．

６８月となるので、５％カット前が基準となり１７００万円弱くらいにな

る。 
【委員】町長そのものの月額給与について、他の事例をみると報酬審でどれ

が妥当かとの議論より、政治的な施策として打ち出す場合の方が金額が大き

いので、どうしてもそこにゆだねる部分もある。政治的手法かもしれないが、

かなり減額されている例もある。 
あとは、役職加算の部分をどう考えるかになると思う。 

【委員】自らの、給与については財政状況をみながら自ら決めるという要素

も含んでいる。それにともなって副町長や教育長も連動してくる、同じ執行

部となるので。 
【委員】元の基準額が大きいので５％さわると、額面も大きくなる。そこで、

据え置くのか、調整するなら１３％くらいにするかぐらいかと思う。議員が

下がっているので、少しは下げなければとも思う。 
【委員】部長級から１５％となっているので、議員、特別職をさわるとなる

と部長級にも影響するのか。 
【委員】人事院勧告をみると下がっているので、平成７年から比べるとだい

ぶ下がっている。そこは、別に考えていいと思う。 
時代背景から見て我慢してもらうとして、１０％か１３％にするかくらい
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ですか。 
【委員】期末手当の分が変わって、月額は変わらない。トータルで減という

ことで。世間的にはボーナスがない企業があり、下がっているので、少し

減額でどうか。 
【委員】他の数字をみると、０か５となっている。下げるのならば１０％、

据え置くなら１５％となるのではないか。 
【委員】他と合わせる必要はあるのか。 
【委員】役職加算で出ているので、行政の区切りも５となっているのではな

いか。 
【事務局】猪名川町の部長級は国の給料表に準拠して、該当する役職加算と

して、１５％となっており、次官級ならばもっと上のはずである。猪名川町

も５刻みの役職加算となっている。 
【委員】結局、計算がわかりやすいものなのか。国だと額が大きいので５刻

みとなっているのかもしれない。ルール的なものはあるのか。 
【事務局】職員は国を準用するので、それが特別職に跳ね返っているように

思う。 
【委員】１３％とするより、１０％にするか。 
【委員】 考え方としては、P2 の収支見込みがマイナスになっていくなら

ば、それを加味して減額としてはどうか。 
【委員】１０％ということで、副町長教育長も連動させて。長年据え置いて

きたので。 
【委員】議員の期末手当が３．９と町長が３．８５となっているのはそのま

まにしておくのか。 
【委員】経緯があったとのことで、何があって３．８５にしなかったかは議

会でしかわからないので。 
【委員】町長等を１０％とした場合、年収としては、どのくらい影響がでる

か。 
【委員】年額で１６万円くらい。 
【委員】今までのまとめで、議員については役職加算を１０％、月額はその

まま、政務調査費はさわらない。 
 町長については、役職加算のところを１０％とすることでよいか。 
【委員】見込みの収支額は下がっているし、人口も減っている、町民感情を

勘案してということになる。 
政務調査費をさわらないのは、猪名川町の改革に向けて期待を込めて、現

状維持。未執行率が２割程度あるが、活発に活動していただきたいとの期待

を込めてさわらないということで。 
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【委員】政務調査費については、もっとこんなことに使いたいなど、議員か

ら意向が出るくらいがうれしいと思う。 
 
● その他 

次回日程について  
１月３１日（火） １６：００から 

 
● 閉会 
 

 
                 
                                 
                                   


