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議議議議 事事事事 録録録録 

 

件 名 第３回大網白里市特別職の報酬等審議会 

開催日時 平成２８年１月２１日（木）１：３０～２：２５ 

開催場所 大網白里市 別棟２階 大会議室 

出席委員 

会長 渡邊 修朗  

副会長 関谷 昇 

（１号委員） 

大矢 敏、小川 公延、久我 一雄、澤田 和子、中村 勝男 

（２号委員） 

生田 昌司、河合 謹爾、吉村 類 

欠席委員 なし 

事 務 局 総務課 堀江課長、石井副課長、加藤岡主査、松本主任主事 

 

【１【１【１【１    開会開会開会開会】】】】 

 進行：事務局（総務課 石井副課長） 

【２２２２    報告報告報告報告】 

 事務局より学校医等及び産業医の状況について説明 

 １ 学校医等について 

 山武郡市医師会及び山武郡内市町教育委員会との協議結果について報告 

 学校医、幼稚園医、保育所嘱託医 年額 １２１，０００円 

 学校薬剤師 年額 ８４，０００円 

 

 ２ 産業医について 

 山武郡市医師会との協議結果を説明 

 １ 大網病院を除く本市の職員数であれば、ストレスチェック調査の医師面談も含め、月 

額８万円程度であれば、産業医は選任可能とのこと。 

２ 大網中学校については、職員数に応じて報酬が異なるため、市部局の半額程度であれ 

ば選任可能とのこと。 

（会長） 

 ありがとうございます。学校医等については、第２回審議会時において金額は提示しない

こととしたところでありますが、産業医については、医師会の意向を確認のうえ今回改めて

審議することとしておりましたが、産業医の報酬も含めましてご意見、ご質問のある方は、

ご発言をお願いします。 
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（委員） 

 前回の審議会では状況が分からなかったところですが、事務局の説明から産業医の資格を

保有している方は少ない状況にあり、山武地域には従業員数が５０人以上の企業が多いこと

から、産業医を確保することは非常に難しいかと思います。その中で、山武郡市医師会との

協議の中で、年１００万円くらいとのことですのでその協議を尊重してよろしいかと思いま

す。 

 

（委員） 

 今回、状況が分かりましたので、産業医の報酬に関しては、医師会との協議を尊重してよ

ろしいかと思います。 

 

（委員） 

 産業医報酬は、県内類似団体市平均において、ストレスチェックを含めない報酬額で、現

在、４５，５５５円でありました。新規項目を考慮すると、この報酬額でよろしいかと思い

ます。 

 

（委員） 

 この協議結果の報酬額でよろしいかと思います。 

 

（委員） 

 皆さんと同じく、医師会との協議を尊重してよろしいかと思います。 

 

（委員） 

 みなさんの意見に賛成です。 

 

（委員） 

 医師会との協議した結果の金額でよろしいかと思います。 

 

（委員） 

 同意させていただきます。 

 

（副会長） 

 報酬額としてはよいかと思います。今後のことを考えた時に、この金額がどのような根拠

をもって導き出されているのかを確認しておくことが必要かと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは、産業医報酬については、月額８万円でどうでしょうか？ 
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（事務局） 

 大網中学校も産業医を選定していく方向で、現在、協議している段階でございます。職員

数により報酬額も変わってきますので、このことから報酬額は半額程度で選定できるものと

伺っております。産業医の報酬額に上限額を持たせ、８０，０００円以内と先ほど説明させ

ていただいたところです。 

 

（会長） 

 それでは、産業医の報酬額については、月額８０，０００円以内で賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

【３３３３    議事議事議事議事】 

 

（会長） 

 それでは、本日の議事であります答申案の確認でございますが、こちらは区切りをつけま

して、読み合わせをしながら確認していきたいと思います。それでは、事務局お願いします。 

 

（事務局） 

１ページ前段を読み合わせ。 

 

（会長） 

 前段５行目の文章冒頭の「また、」は重複しているため、削除します。 

 その他、修正、追加意見等ございますか？最後にもう一度、皆様から意見を伺いたいと思

います。 

 

（事務局） 

 １ 報酬額の改定について 

（１）議長・副議長・議員について 

（２）教育委員会委員・選挙管理委員会（委員長、委員）・監査委員（識見を有する者、市 

議会選出者）・固定資産評価審査委員会委員・スポーツ推進委員・予防接種等担当嘱 

託医について 

（３）学校医・幼稚園医・保育所嘱託医・学校薬剤師について 

  

を順に読み合わせ。 
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（委員） 

 ３ページに山武郡医師会と２箇所書かれていますが、本日の報告では山武郡市医師会と聞

きましたがどちらが正しいのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 山武郡市医師会が正しいです。 

 

（事務局） 

 ３ページ 新規制定（産業医）について 

 ４ページ その他（付帯意見） 

 を順に読み合わせ。 

 

（会長） 

 一通り確認が終わりましたが、何かご意見、追記する点等ございましたらお願いします。 

 

（委員） 

 特別職の報酬等審議会条例について調べていたところ、前回、事務局からも説明がありま

したが、大網白里市特別職の報酬等審議会条例第２条において、「市長、副市長及び教育長

の給料、議会議員の報酬並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬の額」について審議する

とありました。今回、議員報酬も含めて１６項目について審議をしてきたのですが、地方分

権の中、本市の特徴的なところだと思うのですが、県内市町村を調べますと、「非常勤のも

のの報酬額について審議会にて審議する。」というように定めているところがないようであ

ります。はたして、審議項目に入れる必要があるのかと思うのですが、これからもいろいろ

な形で新しい施策をするときに、新しい委員報酬を決定するのに、その都度審議会に図った

うえで、議会に上程する手続することとなると、迅速性にかけると思いまして、審議項目に

ついて少し見直すことがよいのではないかと思います。 

 

（会長） 

 県内各市の審議会では、議長、議員、教育長並びに議員の報酬について審議しており、そ

の他の委員等については審議の対象としていません。 

この意見について何かございますか？ 

 

（委員） 

 追加の意見として、学校医等、産業医の報酬額も、諮問内容に含まれていましたが、郡内

統一の報酬等により審議することができなかった。このことを考慮すると見直しが必要かと

思います。県内市町村では、この非常勤の特別職まで審議対象となっていないようなので、

参考に検討してみてはどうでしょうか？ 
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（副会長） 

 今の意見のとおり検討する事項と思われます。すべての報酬について本審議会で審議して

いくと、政策的な判断で制定するとき、また各団体等での調整等が必要な中で、迅速な対応

は難しくなってくることもあるかと思います。全部を諮るのではなく、必要なことを審議し、

それ以外のことは、各担当課等において調整していくことでよいかと思います。 

この答申の中で削除すべきであるという書き方はどうかと思いますので、削除を検討して

ほしいなどの文言を入れる方向でよいかと思います。 

 

（委員） 

 他市ではどのような条例になっているのですか？ 

 

（事務局） 

 本市の条例では、第２条において「市長、副市長及び教育長、の給料、議会議員の議員報

酬並びに特別職の職員で非常勤のものの報酬」について審議会で審議することとなっており

ますが、県内各市においては、市長、副市長、教育長及び議員の報酬のみを審議することと

なっておりますので、今回、審議していただきました教育委員会委員、学校医、産業医等に

ついては審議対象となりません。 

 町村においては、審議会条例がない団体が２団体、他の団体においては同様の内容になっ

ており、本市のみがすべての非常勤の特別職について報酬額を改定、新規制定する際は、本

審議会にて審議しなくてはならないようになっております。 

 

（委員） 

 では、他市においては、報酬額のチェックは議会で行うこととなるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 市長、副市長、教育長並びに議員の報酬については、審議会で審議し、報酬額の改定は、

最終的に議会に上程するのですが、非常勤特別職についても報酬額は条例に明記されている

ため、改定する時は議会の議決を得なくてはなりません。よって、ともに最終的には議会の

チェックを受けることとなります。 

 

（委員） 

 議会が最終的にチェックするとのことですが、各部署で報酬額を改定していくと格差が生

まれてくる懸念はあります。 

 

（委員） 

 職員の方にとっては、非常勤特別職を審議対象としない方が業務の効率がよいのでしょう

か？ 
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（事務局） 

 ケースにもよりますが、先ほどご意見がありましたとおり地方分権が進んでいく中で、法

律改正に伴う施策により、新たな非常勤特別職を置く場合には、その都度、本審議会で審議

していただくこととなります。施行日まで時間があればよいのですが、実際には短期間で決

めなくてはならない場合は、２回の審議会が必要なところを１回しか審議会が開催できない

ことも起こりうるかと思います。 

 

（委員） 

 皆さんの意見のとおり、答申に入れていただければと思います。 

 

（委員） 

 第２条の「特別職の職員で非常勤のものの報酬」は削除することを検討してほしい旨を答

申に入れた方がよいかと思います。 

 

（委員） 

 再確認させていただきますが、非常勤の特別職について、本審議会を通さずに議会に提出

することは、職員にとって業務を遂行しやすいのでしょうか？ 

 

（委員） 

 補足なのですが、今回のように非常勤の特別職を本審議会に諮ることはよいと思うのです

が、今の条例は、審議会を通してから議会にて上程することとなっております。それでは迅

速性にかけてしまうのではないかと思います。すべてを執行部が決めてしまうのではなく、

必要と判断された場合には、審議会の意見を聴くことでよろしいのではないでしょうか？ 

 

（事務局） 

 以前審議会が行われた近隣市の場合ですが、非常勤特別職については、審議会の審議事項

ではないのですが、市長から審議会に意見を聴くという形で諮問した事例がございます。 

 このようなこともありますので、新たに報酬額を決定する際に、他市が審議会で意見を聴

いている場合など、本市でも審議会に諮問することも十分に考えられます。 

 

（会長） 

 今回は、１６の特別職の報酬を１８年ぶりに見直すこととなったのですが、例えば、何々

委員の報酬を１，０００円あげる時でさえ、本審議会を開催しなければならなく、新規の非

常勤特別職の報酬額を決定する時など、現在の条例では、今回のように審議会を開催しなけ

ればならないということになるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 その通りです。現在の条例ではそのようになります。 
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（会長） 

 市長からの諮問により、審議会を開催するのですは当然ですが、例えば、何々委員の報酬

を１００円上げるのに、審議会で審議するということは、迅速性はもとより、手続き上、大

変な段階を踏むこととなってしまうと思います。 

 

（委員） 

 教育委員会委員や監査委員等については、いろいろな意見が出て充実した審議ができたと

思います。先ほど、事務局から説明がありましたが、状況に応じて非常勤特別職にの報酬を

審議会に諮ることも有り得るということですので、臨機応変に対応できるような条例にして

いただければとと思います。 

 

（委員） 

 私も審議会条例を見た時に、審議する対象が広いと感じました。学校医等においては、地

元医師会等の他団体との調整が必要であり、一方的に市で決定できない特別職について本審

議会でどこまで対応できるのか疑問でもありました。審議する項目について検討することを

答申の中に入れるのはよいかと思います。 

 

（委員） 

 平成９年度以前は、人事院勧告に基づき職員の報酬が上がっていた時は、同じように議員

報酬等も上がっていたようですが、その度に審議会を行っていたのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 平成９年度以降は、公務員給与はマイナス改定が続いており、議員報酬を含めました特別

職の報酬も見直しすることがありませんでした。平成９年度以前は、定期的に開催していま

した。 

 

（会長） 

 それでは、第２条にあります並びに以降の「特別職の職員で非常勤のものの報酬」につい

ては、審議会での審議する項目から削除することを検討願いたい。と付帯意見として入れて

いきたいと思います。 

 今回が最後の審議会となりますので、答申案の全体としての意見、また、３回の審議会を

通じての意見や感想などをお一人ずつご発言いただきたいと思います。 

 

（副会長） 

 今回、久しぶりに改正されるということで、審議項目が多くなりましたが、会長のご尽力

をいただきまして、よい審議をすることができたと思います。今後、財政状況が変わってい

く中で、他市とのバランスも考慮しながら報酬額を決定していく必要があると思います。ま
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た、医師等に関しては、山武地域間の問題もあることから、政策的に配慮して、必要なとこ

ろには必要な報酬額を決定していく方針は引き続き必要だと思います。 

 

（委員） 

 正直申し上げますと、この報酬等審議会の委員を依頼された時は困ってしまいましたが、

具体的な数値から導きました報酬額を基に私どもは意見を述べよい答申にまとめることが

できたことは、会長、副会長のご尽力があったからだと思います。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 会長、副会長のもと素晴らしい答申ができたと思います。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 平成９年から変更していなかったことにより、１８年ぶりに改正することとなりますが、

やはり時代背景もありますし、特別職の職務も大変になってきていると思います。そのこと

を含めますと１８年改定しなかったことの方が懸念されると思いました。審議会では会長の

ご尽力もあり、よい答申ができたことはとてもよかったと思いますが、次回の開催時期は、

期間を大きく空けずに開催してほしいです。 

 

（委員） 

 文章等は、専門の委員の方もおられますので、よく確認していただければと思います。 

 

（委員） 

 中身の濃い会議に参加させていただき勉強になりました。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 具体的に個々の報酬額を決定することは難しいことと思っていましたが、県内類似団体と

の比較や、それぞれの職務の内容、要素を考慮した中で、よい審議ができ、適正な報酬額が

導くことができたと思います。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 審議会で答申することは、非常に影響力の大きいものだと思います。１８年間に変わって

きていることもあり、皆さんが検討された意見のとおり、将来の財政負担を考え、会長、副

会長、委員の皆さんで報酬額を決定できたことはよかったと思います。 

 

（委員） 

 会長、副会長にはご尽力をいただきましてありがとうございます。計３回の審議会という

ことで非常に精力的に議論ができたと思います。通常３回ではここまで意見がまとまらない

かと思います。平成９年から長期間見直していなかったことで、今回、見直しができたこと
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は成果があったかと思います。ただ、今回、審議会を公開しておりましたが、３回とも傍聴

者がおられなかったことは、少しさびしさを感じるところでもあります。今後、執行部の方々

には、今回の審議会の結果について、市民からの意見がありましたら、お聞かせいただきた

いと思います。会長、副会長、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 では、最後に私の方からお話しいたします。今回、１８年ぶりの改正で、ゼロからのスタ

ートでしたが、最初にお話しを伺った時は、どうしたらよいのかと思いましたが、皆様のご

協力をいただき、無事に答申書作成まで至ることができました。 

 長い時間、真剣にご審議いただきまして本当に感謝しております。 

 本日、皆様からいただきましたご意見をまとめまして答申書を作成いたしますが、細かい

文書の修正につきましては、会長、副会長一任でよろしいでしょうか？また、市長への答申

ですが審議会を代表いたしまして私の方から答申することでよろしいでしょうか？ 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、進行の方を事務局にお返しします。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。それでは、その他でございますが、事務局から説明いたします。 

 

【【【【４４４４    その他その他その他その他】】】】 

 事務局からマイナンバーについて説明。 

 

【５【５【５【５    閉閉閉閉    会会会会】】】】 

進行：事務局 

 

 

 


