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議議議議 事事事事 録録録録 

 

件 名 第２回大網白里市特別職の報酬等審議会 

開催日時 平成２７年１２月１７日（木）９：１０～１２：０５ 

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） 

 

【２【２【２【２    議事】議事】議事】議事】 

（（（（１）１）１）１）報酬報酬報酬報酬のののの改定改定改定改定額額額額につにつにつについていていていて 

（会長） 

 皆様おはようございます。 

 只今から、第２回の特別職の報酬等審議会を開催させていただきます。各報酬額の審議に

入る前に、前回の審議会にて、ご質問をいただいておりました学校医等の兼務状況について、

事務局より説明をいただきたいと思います。 

 

（事務局） 

① 第１回特別職の報酬等審議会質問事項等お問い合わせについて、本年市議会第３回定例

会にて議員定数が２名削減された報酬額について、年額 9,693,904 円（2 名分）と説明。 

② 本市における学校医等の積算の根拠について、平成 9 年度以前の改定においては、三役

及び議員報酬の改定に合わせ、その改定率に応じて、見直しをしてきたところであり、現

行の報酬額の算出根拠は不明と説明。 

③ 学校医等の兼務状況について説明。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。只今の事務局からの説明について、御意見、御質問のある方は、 

お願いします。 
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（委員） 

 意見等なし。 

 

（会長） 

 では、ご意見等ないようなので、早速ですが、報酬額の審議に入りたいと思います。 

（報酬額の資料について、会長説明） 

 

○人口でみた場合の分析及び歳出規模でみた場合の分析 

 ・大網白里市を除く平均値 

 ・人口・歳出規模に対応して理論値及び類似 13 団体平均値 

 ・著しく乖離した団体を除いた理論値 

 ・同規模・類似団体平均値 

 ・近隣団体（茂原、東金、山武）の平均値 

 

 前回、説明しました資料に、委員から要望がありました歳出規模からみた場合の分析を加 

えまして、資料を作成しました。 

 前回説明したとおり、人口による分析・歳出規模による分析から、各平均値、理論値を算 

出しており、最後に会長のコメント欄として、人口規模からみたら、このくらいの金額が妥 

当であり、また、歳出規模からするとこの金額である、よってこの金額くらいが妥当であろ 

うとしておりますが、数値を使って出した金額であり、委員の皆様の方が、各委員の御事情 

をお分かりかと思いますので、そのことを踏まえながら、１６項目について順番に審議をし 

ていきたいと思います。 

 それでは、早速、議長の報酬から審議して参ります。 

議長の２ページ目をご覧ください。②人口規模に対応した理論値及び類似１３団体平均値

において、１３市の平均をみますと、月額４３６，１５４円となっており、平均に合わせよ

うとすると、９５，１５４円もの値上げになってしまいます。そこで、１ページ目をご覧く

ださい。グラフにおいて、横軸に人口、縦軸に報酬額を示しております。全体の傾向としま

しては、人口が多くなるほど、報酬額も大きくなる傾向が分かります。袖ヶ浦、君津市にお

いては、人口規模に比べると、報酬額が大きくなっております。そこで大網白里市を見てま

すと、下回っているのが分かりますので、報酬額を上げるべきではないかとなるのですが、

平均値となると上げすぎになるのではないかということになります。そこで、回帰分析を用

いて、この人口規模であれば、このぐらいであろうという数値を２ページ目の理論値にて３

９２，６５５円と示しております。そこでさらに、全体の傾向からはずれた、君津市、印西

市、香取市をはずした理論値を③著しく乖離した団体を除いた理論値として、３８９，８３

８円と数値を算出しております。このようにみますと、人口規模であれば、３９０，０００

円から４００，０００円くらいが妥当かと思われます。また、１ページに戻っていただきま

すと、（２）のグラフにおいて、富里、山武、東金、白井あたりが近いのではないかという

ことで、２ページ目の④同規模・類似団体平均として、３９８，７５０円なります。⑤とし
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ては、やはり近隣市との併せていくことも考慮しなくてはいけないと思うので、茂原、山武、

東金市の平均金額を表示しております。そうしますと、茂原市が４８５，０００円と大きく

突出しており平均を上げていますので、４３３，３３３円となってしまいます。よって、５

ページ目において、会長コメントに書かせてもらいましたが、人口規模でいうと、大体３９

０，０００円から４００，０００円くらいが妥当かと思われます。 

続いて歳出規模で同じように見てみますと、３ページのグラフのとおり、規模も一番左側

に位置しております。ここで、４ページ目の⑦をご覧ください。歳出規模での理論値におい

ては、４１５，６６０円であり、また⑧において、著しく乖離した団体を除いた理論値にお

いては、３６４，９４５円となっており、⑨の同規模、類似団体平均では、白井、富里、山

武市であり、３９３，３３３円となります。以後、このように、後の報酬について審議して

まいります。議長については、人口規模では、３９０，０００円から４００，０００円、歳

出規模においては回帰分析においては有意とはいえないのですが、４００，０００円という

傾向があります。以上のことから、議長報酬については、月額４００，０００円位が妥当で

あると提案するのですが、いかかでしょうか？ 

（委員） 

会長がいろいろな観点から数値をいただいたところですが、歳出規模においてはそんなに

大きな差がないのですが、報酬が高い市は、財政力指数も高いのではないかという印象があ

ります。大網白里市においては、財政力指数が０．６２でありますが、他の団体から比べる

と少し窮屈な財政であると思いますので、財政力指数も考慮しながら報酬額を決定してはど

うか？ 

（事務局） 

 財政力指数につきましては、指数が１を超えますと、交付税不交付団体となり財政が健全

ということとなります。本市おきましては、平成２５年度の状況を見てますと０．６２とな

っております。１３市においては、袖ヶ浦市が１を超えております。君津市においても、経

済情勢等によっては、１を超える時もあったと思いますが、この１３市においては、財政力

指数が１を超えているのは、袖ヶ浦市だけとなっております。 

（委員） 

 今、議長報酬の議論をしているところですが、副議長、議員の報酬も先に説明いただいて、

審議した後、議長も審議した方がよろしいと思います。 

（会長） 

 ご意見のとおり、議長、副議長、議員においては、資料につながりがありますので、説明

させていただきます。 

 ６ページをご覧ください。①のデータにて、議長と副議長の差額の割合を表示しておりま

す。そうしますと大体の市において、議長と比べて１割減の金額（議長の 9割の報酬）を設

定していることが分かります。もし、議長を月額４００，０００円に設定しますと、副議長

は月額３６０，０００円くらいとの目安とも考えれます。先に、コメントをご覧ください。

平均を取ってしまうと、３８６，３０８円となってしまい、８０，３０８円もの値上げとな

ってしまいます。議長と副議長の差は、１０％から２０％と考えると３２０，０００円から
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３６０，０００円となります。人口規模で見た場合においても、３３０，０００円から３６

０，０００円となります。一方、歳出規模でみると、財政規模に敏感に反応する傾向と歳出

規模に関係なく３５０，０００円前後の傾向が見えてきます。 

 続いて議員報酬ですが、１１ページを見ていただくと、人口規模に応じて報酬額は大きく

なっています。また、①のデータにおいては、各市ともに、議長に比べて、約２０％減とい

う数値も見えてきます。コメントを見ていただくと、現在２９３，０００円と著しく低いわ

けではないですが、唯一の２００，０００円台であり最低額となっています。単純に平均値

まで値上げとなると、３６０，７６９円となってしまい、議長から２０％減と考えたならば、

議長を４００，０００円としますと、議員は３２０，０００円となります。 

 また、歳出規模でみますと、富里、白井、山武市のように３００，０００円の自治体と、

旭、印西、香取の３５０，０００円前後のグループとその他のグループとなり、大網白里市

は、３００，０００円の自治体に入ります。議長、副議長の値上げ幅も考慮すると、３１０，

０００円という考えもあります。 

 財政負担を考えますと、議長、副議長は１人ずつですが、議員は人数が多いので、そこら

辺の考えも入ってくるとは思うのですがいかかでしょうか？ 

（委員） 

 個人的な意見ですが、おそらく財政的な面を考慮して、議員を２名削減しましたので、報

酬を上げたとしても、２０名の時の報酬額の総額を上回れないようにするのがよいのでは？ 

（委員） 

 今、意見がありましたが、会長のコメントのとおり報酬を議長、副議長、議員を上げた場

合、いくらくらいの増額となるのでしょうか？ 

（事務局） 

 議長月額４００，０００円、副議長３５０，０００円、議員３１０，００円で試算します

と、年額で６５０万円くらいの報酬額の増額となります。議員報酬が月額１０，０００円増

えますと、全体で約２５０万円の差がでます。 

（委員） 

 今、意見がありましたとおり、増額金額を年額２名分の１千万円弱以下にすることはよい

と思いますが、類似団体１３市では、旭市、山武市、香取市、印西市等は、平成の合併にお

いて、議員数を削減した市が多い状況であり、必ずしも、人件費（議員数）を減らしたこと

により、報酬額を値上げしたということではないかと思います。 

 市議会第３回定例会での定数削減は、議会においても市財政のために、身を削るという考

えがあったのではないかと思います。また、定数削減の議論の中では、議員の報酬額につい

ても議論があったかどうかをお聞きしたいのですがどうでしょうか？ 

（事務局） 

 第１回報酬等審議会でもご説明いたしましたが、議員発議により議員定数を削減いたしま

した。行政改革が進む中、議会においても、議会改革推進協議会が設置され、議員定数、報

酬、政務調査費等について話し合いがなされましたが、協議会の結論には至らず、その結果、

一部議員の発議により議員定数を削減することが決定されたと聞いております。 
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（委員） 

説明がありましたが、只今、議会においても行政改革を考慮して、議員定数削減の経緯に

至ったと説明がありましたが、他市とのバランスも考慮しなければならないと思います。 

また、市の税収が減ってきていますので、将来のことや、市民感情といったことも考慮す

る必要があると思います。 

 

（委員） 

 山武市、香取市等では、市町村合併による交付金がでているので、本市は報酬が低くても

よいのでは？ 

 

（会長） 

 いろいろなご意見をいただきましたが、これらのことを加味しますと議員報酬は、月額３

００，０００円でよろしいでしょうか？賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 続いて、副議長ですが、議員を３００，０００円としますと、副議長は、３５０，０００

円と提案しましたがいかかでしょうか？ 

 

（委員） 

 議長の仕事は、本当に大変であることは承知しているが、副議長は、議長と比べそこまで

仕事量が多くないかと思うので、上げ幅も、議長の半分を下回ってもよいのでは？ 

 

（委員） 

 只今、意見がありましたが、議長と副議長では仕事内容が違い、議長は、市民に対しても

議員以上に責任があるかと思いますが、議員報酬を３００，０００円として、議長を４００，

０００円とすることは仕事量は別として、市民感情としては、議長だけ大きく上げるのはい

かがでしょうか？ 

 

（委員） 

 以前の議長から話を聞いた時に、仕事量が本当に多く、市長と変わりないくらい多忙との

ことでした。極端な言い方かもしれませんが、仕事量をみると４００，０００円でも安いく

らいだと思います。 

 

（委員） 

 只今の意見の通り、ほとんど、土、日曜日も空いていない状態だと聞いています。 
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（委員） 

 議長の交際費はどのくらいありますか？ 

 

（事務局） 

 議長の交際費は、年間３５０，０００円です。 

 

（委員） 

 議長は、多くの行事に出席しているのであれば、交際費を上げる方がよいのでは？ 

 

（委員） 

 今回は、１３市との比較であるのでこのような数値となったと思いますが、大網白里町時

代に開催した平成 9 年度の審議会では、他の町村から比べたら、突出していたのではないで

しょうか？３年前に市制になって、市民感情でいきますと、町から市へ、町議会議員から市

議会議員になったからといって、報酬が上がってしまうのはいかがなものでしょうか？議員

が２０名から１８名になって、１人当たりの仕事が増えた等、何らかの増額根拠がないと市

民の方々は納得しないのでないでしょうか。議員定数を削減して、市とともに行政改革を行

おうとすることが薄れてしまうのではないか？議長の仕事は大変であることは重々承知し

ておりますが、なるべく報酬額を上げないようにするべきではないでしょうか？逆に、学校

医等につきましては、需要と供給の関係があることから、上げるべきところは上げるべきと

思いますが、全体的には、抑えるべきところは抑えていくべきだと思います。 

 

（会長） 

 それでは、只今、皆様のお話しを伺いまして、議員については、３００，０００円で７，

０００円の値上げとのことでしたが、議長に関しては、仕事量を考えると４００，０００円

以上の報酬額でもよいのではないかという意見と、市民感情の面と、また議員とのバランス

を考えた場合、そんなに値上げは望ましくないのではないかとの意見がでてきております。 

副会長はいかがでしょうか？ 

 

（副会長） 

 実際に活動していることを考えますと議長は４００，０００円くらいが妥当であると思う

のですが、上げ幅の問題があります。他の市をみても、以前は財政状況がよかった市におい

ても、現状が厳しく、将来にかけてはもっと厳しくなることも予想されます。財政状況、将

来性もある程度加味して、上げ幅を調整した方がよいかと思います。人口規模、歳出規模の

客観的な視点からすると、４００，０００円であるが、今まで、また、これからの状況、立

場を加味して、４００，０００円より少し押えて報酬額を決定してはどうかと思います。 

 

（会長） 

 それでは、少し押えて議長の報酬は、３８０，０００円か３９０，０００円でどうでしょ
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うか？ 

 

（委員） 

 最終的には、議会で決定していただくこととなると思うので、３８０，０００円でよいの

ではないでしょうか？ 

 

（会長） 

 議長３８０，０００円、議員３００，０００円で決定した場合、副議長はどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 議長ほど仕事量はないとのことですので、議長より上げ幅は少なくてもよいと思います。

３２０，０００円くらいでどうでしょうか。 

 

（会長） 

 それでは、意見が出そろいましたところで、議長月額３８０，０００円 副議長月額３２

０，０００円、議員月額３００，０００円ということで、賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 続きまして、教育委員会委員、次の選挙管理委員会を審議いたします。先に教育委員会委

員の審議を行いたいと思います。 

 教育委員会委員の報酬は、現在月額３５，２００円となっております。他市と比較しまし

ても、著しく低い報酬とはなっておらず、君津市、袖ヶ浦市などは、本市よりも低い金額と

なっておりますが、全市平均では、４２，７３１円となっており、いささか低い金額となっ

ております。まず、人口規模からすると３７，０００円から４０，０００円が妥当と言えま

す。また、歳出規模においては、１８ページの表を見ていただきますと、２つに分かれてし

しまいます。富里、白井、山武、東金、旭市等、４０，０００円くらいを一定金額で推移す

るグループと、八街、銚子、茂原、印西市の歳出規模に応じて報酬額が増加する傾向にかわ

れます。 

最終的には、３９，０００円から４０，０００円のところで落ち着くかと思いますがいか

がでしょうか？ 

 

（委員） 

 最近の事情までは存じていませんが、教育委員になられる方は、教育熱心で、ボランティ

ア意識の高い方がなられている方がほとんどだと思います。報酬がいくらかと気にしている

方はいないかと思いますので、最低のラインでもよいかと思います。 
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（会長） 

 最低ラインといいますとどのくらいでしょうか？君津市が３４，０００円、袖ヶ浦市が３

５，０００円ですがどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 １７ページの③著しく乖離した団体を除いた理論値の３６，５７６円でよいと思います。 

 

（委員） 

 教育委員会は定例会を行っていると思うのですが、どのくらいの頻度で行われているの

か？ 

 

（事務局） 

 教育委員会の定例会は、毎月１回程度、その他にも山武郡内会議、県内会議に出席してお

り、山武郡内から見ますと、会議等の出席については、差はないようです。平成２６年度の

実績で見ますと、大体、定例会以外の会議に月 1 回程度出席している状況です。 

 

（事務局） 

 第１回目の資料の１３ページに簡単の資料がございます。教育委員会の業務といたしまし

ては、定例会の他に教科書の調査や教材の取扱い、最近であれば、不登校児童への対応、い

じめ問題、学校行事への参加、教育指導等、様々な業務がございます。 

 

（委員） 

 学校行事等の参加では、入学式、卒業式等があり、年度始めと年度終わりは非常に忙しい

が、１年間で見てみるとそれほど忙しくはありません。しかしながら責任は非常に重いと思

います。 

 

（会長） 

 委員の人数は何人いますか？ 

 

（事務局） 

 現在は、教育長を除くと４名となります。 

 

（会長） 

 ３９，０００円から４０，０００円と提案させていただきましたが、東金市、山武市がと

もに３９，０００円でしたので、近隣市に合わせることも考慮し、このような報酬額を提案

したのですが、副会長どうでしょうか？ 
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（副会長） 

 職務内容といたしましては、今後、増えていく可能性があると思います。やるべきことを

どこまでやるのか、熱心な教育委員会であれば業務は増加していきますし、従来どおりの業

務をするところも出てくるので、多少差が出てくるのかと思います。そこをどのように判断

するのかが悩ましいところではありますが、これらのことも考慮すると、３８，０００円～

３９，０００円くらいが妥当かと思います。 

 

（委員） 

 著しく乖離した団体もあり、３６，０００円という線もあるのですが、山武郡内市と均衡

を図るのであれば、３９，０００円でよろしいのではないかと思います。 

 

（会長） 

 ３９，０００円とするならば、３，８００円の上げ幅となりますがどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 先に委員から意見があったとおり、報酬額に関係なく、教育のために自身の職務遂行して

いることであれば、近隣市と均衡を図る必要はないかと思いますが、多少は上げるのはよい

のではないでしょうか。 

 

（委員） 

 いろいろな意見がございますが、近隣市との均衡を図ることで３９，０００円でよいので

はないのでしょうか。 

 

（委員） 

 財政面からみても、他の団体は補助金等も削られている状況ですが、多少の報酬額を上げ

ることはよいかと思います。 

 

（会長） 

 それでは、山武郡内の状況や業務内容等、多くの意見がありましたが、３９，０００円で

よろしいでしょうか？賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 それでは、続きまして選挙管理委員会ですが、まず委員長は、現在月額１４，０００円で

ありまして、こちらは、人口規模、歳出規模においても、報酬額が乖離しています。報酬額

は、最高額の四街道市の３分の１、近隣の東金、山武市と比較しても半分となっており、改
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定の必要があります。 

 しかし、単純に平均をとりますと、３０，４０９円と倍以上の値上げになってしまいます。

人口規模から考えると、２５，０００円から２６，０００円が妥当であります。歳出規模で

見ますと、財政規模が大きいほど報酬額が低くなる傾向と、歳出規模に関係なく一律２５，

０００円前後という傾向がみられ、数値的にはあまり役にたたないようです。よって、山武、

東金、袖ヶ浦、君津市といったグループの平均値であります２５，０００円か２６，０００

円が妥当であると考えます。 

 続いて、選挙管理委員会委員ですが、３０ページの会長コメントをご覧ください。現在、

月額１２，４００円と人口規模、歳出規模におきましても非常に低い報酬額となっており、

最高額の銚子市の３分の１、東金、山武市と比較しても、約半分の報酬額となっています。

また、２６ページをご覧ください。委員長との関係を見ますと、委員長とほとんど変わらな

い市、また、委員長と２０％以上離れている市と様々であり、数値的にあまり意味をなしま

せん。人口規模による分析では、２３，０００円から２４，０００円であり歳出規模では、

あまり意味をなしておりません。グループとしては、山武、東金、袖ヶ浦市が最も近く、平

均２５，２５０円となります。委員長との兼ね合いもありますが、２３，０００円から２５，

０００円の数値が妥当であると考えられますが、ここは実情を考慮していかなければならな

いと考えますがいかがでしょうか？事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） 

 現状からお話しをいたしますと、選挙管理委員会は、委員長１名、委員３名でございます。

会議としましては、年４回の定例会と選挙がある時は、１つの選挙につき、約６回程度の会

議を開いております。 

 委員長と委員との職務内容でございますが、それほど差がない業務内容となっておりま

す。特に、報酬額が低いとのお話しは受けておりませんが、東金、山武市と比較しても低い

報酬額となっております。 

 

（委員） 

 いつから改定していないのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 昭和６２年に委員長が１１，４００円、委員が９，９００円でありまして、そこから一般

職員の給与の改定に伴いまして、見直しを行い現在の金額となりました。約２０年近く改定

していない状況となります。 

 

（委員） 

 現在の金額は、町の時の金額であり町村と比較すれば高い方に位置すると思うのですが、

現在は市となり、類似団体市と比べていることから平均金額が高くなっていると思います。

このままの案でいくと、倍以上となってしまいます。あまり周辺の市と肩を並べると言うの



11 

 

はいかがなものでしょうか？財政力指数も考慮しながら、教育委員会委員の値上げ幅とのバ

ランスも考えていくことが必要ではないでしょうか？先ほど、定例会が年４回とお話しがあ

りましたが、選挙がなければ、定例会以外はほぼ活動がない状況ですので、教育委員会委員

の重責も考えるとそこまで上げなくともよいと思います。 

 

（委員） 

 やはり倍の上げ幅はどうかと思いますので、他の上げ幅も考えつつ３割程度アップなど考

慮しなくてはならないのではないか。 

 

（副会長） 

 選挙管理委員会は、選挙時に活動していただくのが一般的ではありますけど、現在では、

選挙権が１８歳に引き下げられるなど、いろいろな動きが出てきていると思います。これに

伴い、市の職員とともに、各学校に行って選挙の講演等の活動をしている市もあり、差が出

てきております。このように、選挙業務の他に活動を行っている市もあるので、どのように

これから本市において位置づけていくのかが重要だと思います。会長提案の額より下げるよ

うな形がよいのではないでしょうか？ 

 

（委員） 

 選挙時の費用弁償的なものは、あるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 あります。 

 

（委員） 

 立会人等と同じくらいの金額でしょうか？ 

 

（事務局） 

 同額です。 

 

（委員） 

 選挙管理委員会委員においては、１回何千円の報酬を支払っているので、そこを考えると

少し高い気がします。 

 

（委員） 

 先ほど、副会長のお話しにあったとおり、選挙時以外の活動を増やしていくのであれば上

げるべきなのではないでしょうか？ 
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（委員） 

 これから先、選挙時以外の活動が増えていき、これでは報酬額が低いとなった場合に、報

酬額を見直すこととすればよいとして、教育委員会委員の上げ幅を３，８００円としたので、

４，０００円の上げ幅として１８，０００円でよいと思います。倍にすることは上げすぎだ

と思います。先ほどの副会長のお話しの通り、需要が増えたら上げるようにするのがよいの

ではないでしょうか？ 

 

（会長） 

 委員との兼ね合いも見てみると、委員長を２０，０００円とした場合、委員は、１８，０

００円くらいとも見れるのですが？ 

 

（委員） 

 会長を１８，０００円、委員１６，０００円で良いのではないでしょうか？ 

 

（会長） 

 それでは、選挙管理委員会委員長を月額１８，０００円、委員を月額１６，０００円とし

て、上げ幅の問題もありますので、教育員会委員長につきましては、最後にもう一度確認し

ます。これでよろしいでしょうか？ 

 それでは、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

～ 休憩 ７分 １０時３５分 再開 ～ 

 

（会長） 

 次に監査委員になりますが、監査委員は識見者と議会選出者を併せて審議したいと思いま

す。 

 まず、識見者ですが、現在、月額３７，９００円であり、袖ヶ浦、君津市１２０，０００

円は別としましても、他市と比べても低い金額となっております。人口規模からしますと５

０，０００円から６０，０００円となります。歳出規模から見ますと、５６，０００円から

６０，０００円が妥当ではないかと考えます。 

 続いて、議会選出者につきましては、現在の報酬額が、月額１９，０００円となっており

ますが、３６、３８ページのグラフでも分かるとおり、人口規模、歳出規模ともに非常に低

い水準にあります。また、識見者との兼ね合いを見ますと、各市ともに様々であり、あまり

意味をなしません。人口規模、歳出規模においても４０，０００円くらいが妥当となるので

すが、４０，０００円では、人口、歳出規模を上回る東金、山武市の３９，０００円を上回

ってしまうので、３９，０００円から４０，０００円として提案させていただきますが、い
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かがでしょうか？ 

 

（委員） 

 今までの流れのとおり、監査委員の業務内容を事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 第１回報酬等審議会にお配りしました資料の１４ページをご覧ください。ここに簡単では

ございますが、業務内容を記載させていただいております。業務といたしましては、市の財

務に関する事務の執行について会計年度に行う定期監査、予算試行が適正かつ効率的に行わ

れるか審査する決算審査、不当な財政会計上の行為がある場合、市民から監査委員に監査を

求め、その請求について監査する住民監査請求の３つでございます。平成２６年度の活動内

容は、例月現金出納検査が月１回、決算審査は年３日、定期監査は年５日、住民検査請求に

関する審査等は年７日となっております。 

 また、市になったことにより識見者においては、研修会、協議会への参加が年数日あると

いった状況です。 

 

（委員） 

 現在、監査委員においては、県内、郡内の研修会に参加して情報交換するのですが、監査

委員はだんだん厳しくなっておりまして、民間企業の監査委員と同じように、説明のありま

した業務の他に、法律も変わってきておりますので、日々、勉強をしなければなりません。 

また、私の場合ですが、９月議会時に本会議に出席し、決算審査結果の意見書を報告する

他、１２月議会でも、議員の決算特別委員会に合わせて最終的な決算の認定がありますので、

本会議にも出席しております。執行部側におりますので、議員からの質問に回答することも

行っておりますが、大網白里市においても定期監査、決算審査、監査請求、月例監査等、月

に２、３回ぐらい業務を行っているかと思いますがどうでしょうか？ 

 

（事務局） 

 本市においては、７月に決算審査を行い、市議会第３回定例会に意見書として提出してお

り、本会議に出席している他、第１回定例会においても新年度予算の関係で出席しておりま

す。 

 また、本市においては、一般会計、国民健康保険会計の他に特別会計がございまして、病

院会計、ガス事業会計等の会計についても監査していただいております。類似団体において

は、病院会計、ガス事業会計等の事業がない市もありますので、本市は特別会計等が多いこ

とがあげられると思います。 

 住民監査請求に関しては、ここ５年間で４回ほど監査請求を受理していますが、その他の

問い合わせを含めますと多数あるものと伺っております。 
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（会長） 

 識見を有する者とは、どのような方がですか？ 

 

（事務局） 

 現在は、弁護士資格を持っている方でございます。 

 

（委員） 

 先ほどの意見のとおり、大変な業務だと思います。他の委員会等とは違い、市の財政を管

理する立場でもありますので、ある程度の報酬は出さなければならないのではないか。 

 

（委員） 

 大網白里市の議会では、答弁まで求められるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 基本的には、事務局長が答弁するのですが、監査委員も答弁することもあり、現在の監査

委員も答弁しております。 

 

（委員） 

 住民監査請求は、住民訴訟の前提のものであり、市の問題に直結するため、業務負担は大

きいと思います。その点については報酬額に考慮すべきだと思います。 

 

（委員） 

 議会選出者は、どのような業務を行うのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 地方自治法に基づき監査委員は、合議制により決定することとなっておりまして、識見者、

議会選出者、それぞれ独立した意見を持っております。監査委員として意見が整った場合に

勧告事項や要請事項となり、意見が食い違った時は、それぞれの意見が監査結果意見書とし

て提出されます。例月出納検査におきましても、それぞれ監査委員が同時に各会計のチェッ

クを行っております。 

 

 

（会長） 

 監査委員の業務は大変であることは、よく分かったのですが、相場としては難しいところ

もありますがどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 意見を聞く限りでは、他市の業務内容とそう変わりないようですが。 
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（委員） 

 議会選出者は、議員から選ばれるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 議員で議長経験者の方が選ばれます。 

 

（委員） 

 報酬に関しては、決して安いとも言えませんが、業務内容から見れば他団体とそんなに変

わりはないと思います。確かに重要ではありますが、あまり意識しなくてもよいのではない

かと思いますので、５０，０００円くらいで十分だと思います。 

 

（委員） 

 識見者は、今までどのような方がやってこられたのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 前任者は税理士資格を持っている方でした。 

 

（委員） 

 ５０，０００円が妥当ではないでしょうか。 

 

（会長） 

 議会選出者はどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 現在、識見者が３７，９００円、その約半額の１９，０００円が議会選出者ですので、識

見者を５０，０００円とした場合、議会選出者は、半額の２５，０００円でよいのではない

でしょうか？ 

 

（会長） 

 それでは、監査委員の識見者が月額５０，０００円、議会選出者が月額２５，０００円で

よろしいでしょうか？賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 続きまして、固定資産評価審査委員会委員でございますが、４５ページをご覧ください。
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現在の報酬額は日額６，１００円でありまして、決して低いとは言えませんが、４１ページ

のグラフでは、富里、八街、香取は群を抜いて高くなっており、一方、銚子市が群を抜いて

低くなっております。人口規模で見ますと６，０００円くらいが妥当かと思いますが、近隣・

同規模の団体は６，５００円なっています。また、４３ページの歳出規模で見ますと、白井、

東金、山武、袖ヶ浦市とのラインから、６，０００円から６，５００円くらいとなります。 

 ここでは、東金、山武市の状況を考慮し、６，４００円から６，５００円として提案させ

ていただきますがいかがでしょうか？ 

 先に事務局から固定資産評価審査委員会委員の説明からお願いします。 

 

（事務局） 

 前回の資料の１４ページの下段に記載しておりますが、固定資産の評価額の決定は、市長

の責務となっておりまして、３年１回の評価替え時に土地の上昇、下落、家屋の経年減点を

反映させるのですが、この評価に対して、不服がある時に審査を行い意見書を出していただ

きます。不服申立てがなければ審査委員会は召集しないこととなります。 

 

（委員） 

 委員は、どのような方々ですか？ 

 

（事務局） 

 委員の選出は、議会の同意案件となっております。現在、委員は３名おりまして、税理士

が２名、公認会計士と弁護士資格ともに有する方が１名でございます。 

 

（会長） 

 現在も低いとは言い切れませんが、少し上げた６，４００円から６，５００円としました

がどうでしょうか？ 

  

（委員） 

 ６，５００円でよいと思います。 

 

（会長） 

 それでは、固定資産評価審査委員会委員は日額 ６，５００円でしょうか？賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 続きまして、スポーツ推進委員ですが、５０ページをご覧ください。現在、年額２０，１
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００円となっておりますが、東金市（２４，０００円）は別といたしまして、他地域と比較

しても低い水準にあります。人口規模でみますと香取、四街道を除きまして、３３，０００

円から３５，０００円となっています。歳出規模でみますと２７，０００円くらいが妥当と

なります。２７，０００円では、東金市は超えるものの他地域との開きが大きいので、３０，

０００円が妥当かと数字の上ではさせていただきました。 

 それでは、事務局からスポーツ推進委員の説明をお願いします。 

（事務局） 

 前回資料の１５ページをご覧ください。スポーツ推進員につきましては、現在１７名で活

動しております。業務内容といたしましては、スポーツに関する指導及び助言を主に行って

おります。活動内容といたしましては、月１回程度の定例会、各スポーツ競技の参加、ウォ

ーキングツアーなどに参加しており、資料にはございませんが、他市と比べましても同等の

活動内容でございます。 

 また、現在、市でスポーツ推進計画を策定中でありまして、そちらの策定にもご尽力をい

ただいているところでございます。 

 

（委員） 

 スポーツ推進計画において、スポーツ推進委員の役割を考え直す方針でいるのか？従来の

とおりの役割を担っていくのか？ 

 

（事務局） 

 スポーツ基本法の規定よりスポーツ推進計画を策定中でございますが、その中での委員の

役割とのことですが、今後、市民の健康維持、スポーツ促進が重要であると考えていますの

で業務量としては、増えていくものと思います。 

 

（委員） 

 その方針の中で、委員の役割は出ていないのでしょうか？また、どのようなところを強化

して、結果に結びつけるという方向付けはあるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 現在策定中でございますので、委員の役割としては、はっきりと申し上げられませんが業

務量としては増えていくものと思います。また、本市だけではなく全国の市町村において策

定されており、医療費の抑制につながるということで健康増進、体力増強、軽スポーツの推

進が主な方向性になろうかと思います。 

 

（副会長） 

 今後、広がりうると思うのですが、スポーツ推進委員の役割というのは、近年の傾向とし

ては、推進委員以外の方でもスポーツ推進ということで、活躍している方がかなり出てきて

いると思われます。ボランティア団体、市民活動団体等で類似の活動をしてきている中で、
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スポーツ推進委員としてどうような役割を担っていくのか、必要性は高まってくると思うの

ですが、あまり上げすぎるのはどうかと思います。 

  

（委員） 

 スポーツ推進委員は年額ですが、会議が月１回あり、その他にもいろいろな活動を行って

います。月１回の会議に出席するのに２千円にもならないので、年額２０，１００円は安い

のでないかと思います。また、今までの項目が月額であったので、年額となると少し感覚を

変えていかなくてはいけないと思います。 

 

（会長） 

 年額で３０，０００円と提案したのですが、他の値上げ幅の兼ね合いから考えると、年額

ではありますがどうでしょうか？ 

 

（委員） 

 先ほど、事務局の方に伺ったのは、この金額で本格的にやろうというのではなく、市との

連絡調整の人を中心に集めて、このような年間の活動を行っているという認識なのですが、

今までの役割を変えるような方針があるのか？今後、市として、スポーツを通じて健康増進

を図る等、積極的に行っていく方針があるのかどうか、今一度、お聞かせいただければと思

います。 

 

（事務局） 

 明確な答えにならないかもしれませんが、先ほど申し上げたとおり、市としては、スポー

ツ基本法に基づきスポーツ推進員を委嘱しております。これからスポーツ推進員にどのよう

な業務を担っていっていただきたいかと申しますと、市民の軽スポーツをするという意識付

けについて、市民に啓発していくことをお願いしていくことだと思います。具体的には、高

齢者に対しても軽スポーツを推進していくことが直近の課題であるように伺っております。 

 

（委員） 

 以前、福祉関係者において、高齢者のロコモ体操を行っていたのですが、介護予防に関し

ても軽スポーツを普及していく必要があるのではないでしょうか？ 

 

  

（委員） 

 ロコモ体操については、健康増進課が行っているのですが、スポーツに関係する人は見た

ことがなく、また、これまでの高齢者の活動においてもスポーツ関係者が来ていただいたこ

とはないと思います。先ほど、意見があったとおりスポーツを通じて、高齢者の活動等にス

ポーツ推進員の方々が来ていただけるのであれば、もう少し報酬額を上げてもよいのではな

いでしょうか？ 
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（会長） 

 それでは、今までのお話しを聞いておりますと年額でありますので、少し上げてもよいの

ではないか、一方、高齢者等の他方面においてもスポーツの推進をするべきとの意見もあり

ました。急激な値上げもどうかと思いますので、２５，０００円くらいでいかかでしょうか？ 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（会長） 

 では、スポーツ推進委員の報酬は、年額２５，０００円で賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手。 

 

（会長） 

 続きまして、予防接種等担当嘱託医でございますが、資料の５５ページをご覧ください。

現在、日額 ２１，６００円となっております。この金額は、極端に低い金額ではありませ

んが１８，０００円の東金市から３２，０００円の八街、印西市と大きな開きがあります。

人口規模からみますと、現在の２１，６００円が妥当と言えます。次に５３ページのグラフ

をご覧ください。歳出規模でみますと、グラフのとおり二つのグループに分かれてしまい、

３０，０００円前後のグループと２０，０００円前後のグループになりますが、大網白里市

は今の水準が妥当だと言えます。私からは４００円アップの２２，０００円を提示させてい

ただきましたがいかかでしょうか？医療関係の問題でありますので慎重に検討をお願いし

ます。では、予防接種医等担当嘱託医の説明を事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 予防接種医等担当嘱託医につきましては、学校医等の状況と異なり、現在のところ要望等

は出ておりません。予防接種医等担当嘱託医となっていますが、こちらは予防接種に加え歯

科検診、乳幼児健診等を含めた嘱託医となっております。 

 会長のコメントにおいても、上げ幅は少ないであろうとのことでございますが、審議いた

だければと思います。 

 

（会長） 

 予防接種医等担当嘱託医の報酬額につきましていかがでしょうか？ 

 

（委員） 

 この報酬額については妥当だと思います。医療関係のことでありますが、前回、山武医師
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会において、山武郡内の学校医等の金額を統一してほしいとのお話しがあったとのことです

が、その後、どのようになりましたか？ 

 

（会長） 

 その件につきましては、予防接種医等担当嘱託医の報酬額を審議してから、次の学校医に

入る前に事務局からお話しいただきます。 

 予防接種医等担当嘱託医額については、日額２２，０００円としましたが、極端な上げ幅

ではありませんが、どうでしょうか？ 

 

（委員）よろしいのではないでしょうか。 

 

（会長） 

 それでは、予防接種医等担当嘱託医の報酬額につきましては、日額２２，０００円で賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 続きまして、学校医に入る前に先ほどご質問のありました学校医等の進捗状況につきまし

て、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 第１回の報酬等審議会にて、山武郡医師会より山武郡内統一した報酬額をとの要望がある

ことについて説明いたしましたが、先日、１５日に山武郡内の教育委員会と山武郡医師会と

の会議がありまして、決定した事項が２つございます。まず１つ目は、報酬額の改定は、平

成２８年４月１日とすること、２つ目は、報酬額については、山武郡内統一した報酬額とす

る方針が決定されました。報酬額については、まだ決定されておりますせんが、千葉県公立

高校学校医報酬が２２２，０００円であり、山武郡市の報酬額は９０，０００円程度と大き

な開きがあるため、その間で協議がなされるようです。 

 補足なのですが、先日の山武郡内教育委員会部局と山武医師会での話し合いの中では、や

はり山武郡医師会においては、千葉県公立高校学校医報酬が２２２，０００円という考えが

あるようです。次回の山武郡医師会の理事会が１月１９日に行われる予定であり、そこで決

定との流れとなるようです。 

 

（会長） 

 只今、説明がありましたとおり学校医等につきましては、現在、このような状況となって

おります。他の自治体の学校医等の報酬はどのように決まっているのか、お教えいただける
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でしょうか？ 

 

（事務局） 

 学校医、各種委員等を含めました非常勤特別職の報酬につきましては、大網白里市の特別

職の報酬等審議会条例第２条、３条の規定により、すべての特別職の職員で非常勤のものの

報酬の額については、審議会にて審議することとなっております。第２条において、市は、

市長の諮問に応じ、市長、副市長及び教育長の給料、議会議員の議員報酬とありますが、千

葉県各市では、ここまでが審議対象となっており、本市のみが、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬の額についても審議する規定となっております。よって、他市の場合学校医等の改

定については、審議会を通さずに報酬額の条例改正を議案提出できますが、本市においては、

審議会の意見を聴くものとなっておりますので、今回、諮問させていただいている次第です。 

 

（会長） 

 他市では、学校医等の特別職は審議会を通さずに別途協議にて報酬額を改定することがで

き、大網白里市では、審議会にて審議しなければならないとのことであります。ここで、お

諮りしたいのは、金額を出すことが妥当かどうかということであります。 

現在、山武郡内統一の報酬額で動いているところでございまして、そこで本審議会で報酬額

を出した場合、現在の数値から算出したため、おそらく医師会との協議の結果した報酬額と

比べると、はるかに低い金額となってしまいます。それ以上に、山武郡内で統一していこう

という動きに対して、明らかに低い金額を出すことが協議の妨げにもなってきてしまうこと

も想定できます。また、もう一つの心配として、市長より諮問されたのですから、金額を出

さない場合、審議会としてはどうなんどろうか？とうこともあります。そこで、皆さんにお

諮りしたいのは、審議会としては、学校医等をどのようにしたらいよいのでしょうか？ 

 

（委員） 

 大変、悩ましい問題でありまして審議会条例を見ますと、非常勤の特別職について審議す

ることと書かれているため、今回、報酬額について具体的に示さなければ行けないのか？あ

るいは、説明がありましたとおり、現在医療関係団体と協議しているわけですから、具体的

な額を示さずにコメントにて答申することもよいのではないでしょか？無理に具体的な報

酬額を決めるのは得策ではないと思います。医師の偏在化など様々な問題がある中で、山武

郡内では、市だけでなく町も存在しております。九十九里町、芝山町、横芝光町もどのよう

な動きをするか分からないので、今回は、具体的な額を示すのではなくて、コメントで何と

かできないのかと感じております。 

 

（会長） 

 ここは、大切な問題ですので、皆さんにご意見いただければと思います。 

 

（委員） 
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 このような委員等についても審議会で審議する団体は少ないと思います。今回、山武郡内

市町や医師会との関係があり、審議会においていくらが望ましいという意見があるとは思い

ますが、関係者の協議が出た上で決めざるを得ない報酬なので、金額は出さずに、どのよう

にコメントにするかを考えて、対応するのが望ましいと思います。 

 

（委員） 

 条例３条を見ますと額について審議会の意見を聴くとありますが、具体的な金額まで示す

ことまで必ずしも必要ではないとの見方もございますし、今の状況を考えると報酬額につい

ては出さないということでよいのではないかと思います。 

 

（委員） 

 私も３人の意見に同意します。医師会との協議が決まった中で報酬額とすべきであると思

いますので、コメントのみでよいと思います。 

 

 

（委員） 

 今までの、審議してきたものと違ってますので、子供たちの健康に関するものですから、

医師会との協議の動向をみてから判断しなければいけないのではないかと思います。コメン

トの方を上手に考えていただければと思います。 

 

（委員） 

 皆さんの意見に賛成でございます。 

 

（委員） 

 私も皆さんの意見に賛成なのですが、１月１９日に行われる会議にて金額が決定するので

あれば、その協議を待って決めればよいのではないでしょうか。 

 

（委員） 

 医師会との協議した金額で、審議会は同意する形でよいと思います。 

 

 

（副会長） 

 皆さんがおっしゃられた意見でよろしいかと思います。郡の医師会として報酬を統一する

というのは、報酬金額が低い自治体が出てきた場合、医師の方々がその報酬額で働かなけれ

ばならないので、そこで全体の底上げをするということで、報酬の統一を図るという意味だ

と思います。また、文脈が違って、その統一の報酬が低く抑えられてしまいますと、もう少

し報酬を出せるとの自治体が出てきた時に、インセンティブが働かなくなって、全体が抑え

られてしまいますので、医師の偏在化がまた違った形で、もたらされてしまいます。文脈が
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変わった時に、また、この統一金額がどうなのかということも問われてくると思います。今

は、とにかく下回っている自治体が多くてバランスが取れていない状態なので、それを踏ま

えて上で医師会としては、統一を図ろうとしているかと思いますので、大網白里市はそのこ

とを踏まえつつ検討しているところでありますので、皆さんの意見でよいかと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。それでは、学校医、幼稚園医、保育所嘱託医、学校薬剤師につ

いては、金額は提示しないという形でよろしいでしょうか？賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（委員） 

 全員挙手 

 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは、審議会としては山武郡内市町及び医師会の協議を考慮

し、報酬額を提示しないこととさせていただきます。 

しかしながら、金額は表示しないものの、議論は必要かと思います。一括で審議させてい

ただきますので、資料の５６ページから７５ページをご覧ください。 

 

        ～ 資料説明及び報酬説明 ～ 

 

（会長） 

 続いて、産業医でございますが、先に事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

        ～ 産業医の現状について説明 ～ 

 

（会長） 

 現在の数値を基にデータにしましたが、ストレスチェック調査等における新しい法律、新

しい業務に対応していない金額でございます。新しい業務が入ってきますと、現在の数字で

はなくなってしまいます。これはあくまでも参考程度としていただいて、報酬について月額

か年額かという議論もありますが、ご自由に意見の方をお願いします。 

 

（委員） 

 本年度の１２月からストレスチェック調査の業務が増えるのですが、類似団体、山武郡内

において値上げの情報はあるのでしょうか？ 

 

（事務局） 



24 

 

 本年度の７月くらいに茂原市がストレスチェックに伴う産業医報酬について、県内各市に

調査依頼を実施しております。７月の段階では、各市ともに報酬の値上げについて反応が鈍

い状態でしたが、おそらく、このような調査もありましたので、現在、各市でも検討に入っ

ているものと思います。今後、ストレスチェック調査の業務が加わりますと、今の倍以上の

業務量にもなりますので、現在の報酬でやっていただけるかどうかは、難しいものと考えて

おります。 

 

（委員） 

 会長のコメントにおいても、ストレスチェック前の数値ですので、只今、事務局から説明

があったとおり、これにストレスチェックが入ってくることで、ストレスチェック前の報酬

額の決定であれば分かりますが、報酬額を算定するのは難しいと思います。 

 

（委員） 

 産業医の報酬については、すごく難しいと思います。ストレスチェック調査については、

現実的に、このような金額なら受けていただけるという判断は、私どもには出来ないと思い

ます。他市も当然実施されていると思いますが、ストレスチェックを含めた金額については、

いつ頃までに千葉県内において把握できるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 本市では、審議会を通さないと非常勤特別職の報酬を改定することはできないこととなっ

ております。また、他の市町につきましてもその管内にいる医師の数と産業医の資格を有す

る医師の数とはまた別であります。需要と供給のバランスもありますが、受諾していただけ

る医師がいくらの報酬で受けてくれるかとの交渉になってくるかと思います。大きな市であ

れば、産業医資格のある医師の方々は多くいると思いますし、報酬額についても、大体この

くらいの金額になるとの話を取り持ってくれるのは、医師会等であったりしますので、市と

いたしましては、交渉の結果その金額をもって、報酬額にしたいと思っております。他市の

状況でありますが、現在、各市ともに状況を探っている状況と思います。 

 

（会長） 

 今の話を伺いますと、この審議会にて報酬額を決定するのは困難であろうかと思いますが

どうでしょうか？ 

 

（委員） 

 ストレスチェック調査をやらなくてはならないのはいつからいつまででしょうか？ 

 

（事務局） 

 ストレスチェック調査は、本年１２月１日に施行されまして、平成２８年１１月３０日ま

でに行うこととなっており、それまでに１回実施しの上、医師の面談まで行わなくてはなり
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ません。それ以降は毎年度１回以上行うことが義務化されております。 

 

（委員） 

 来年の１１月３０日まで、どのくらいの余裕があるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 逆算しますとストレスチェックを７月くらいに行わないと１１月締めには間に合わない

と思われます。４月の前に産業医を決めておかないと、これから実施規程等を策定するので

すが、産業医の方を決めずに行ってしまうと、産業医の方の意見を加えることもできないの

で、今年度中に決定していくことを考えております。 

 

（委員） 

 産業医は何人かの中から選ぶこともできるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 山武郡市医師会に確認したところ、産業医の登録をしている医師が数名いるとのことでし

た。本市から産業医選定依頼書を作成し、依頼内容を基に引き受けていただける方が手を挙

げていただき、その方と交渉するような形となります。 

 

（委員） 

 話し合いの中で、金額の交渉ができるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 それはあり得ると思います。例えば、年額１００万と考えているのですが、やっていただ

ける医師を紹介していただけないでしょうか？と医師会にお願いした時に大網白里市は６

００人の従業員を抱えているのだから、それはできないと言われて、いくらぐらいなら大丈

夫でしょう、との応答ができるかと思います。 

 

（委員） 

 交渉の窓口は医師会となるのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 まずは、医師会となりますが、別に産業医を包括する担当窓口がございますので、そちら

の登録団体と交渉することとなります。 

 

（委員） 

 今のお話は、来月の１月２１日頃までに話が進むことは可能なのでしょうか？ 
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（事務局） 

 可能かと思います。 

 

（委員） 

 では、その結果を待つのがよろしいのではないでしょうか？ 

 

（会長） 

 産業医報酬の審議を時期的に引き延ばすことは可能なのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 医師会に正式な依頼はしておりませんが、ある程度の目途が出た時点で、依頼するように

との話を受けております。次回の審議会時に、このくらいとの話はできるかと思いますので

引き延ばすことは可能です。また、学校医と同じような形を取ることもできるのかと思いま

す。 

 

（会長） 

 産業医については、第３回に審議会で審議することとし、もう少し数字が固まるのを待つ

形でよろしいでしょうか？ 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（会長） 

 最後に再確認することといたしました教育委員会委員につきまして、東金、山武市に合わ

せる形で月額３９，０００円と決定いたしましたが、審議の中でそこまで上げなくてもよい

のではないかという話もありましたが、３９，０００円もしくは、もう少し下げるかという

ところですが、いかがでしょうか？ 

 

（委員） 

 先に、議論したとおり、プラス３，８００円の月額３９，０００円でよろしいのではない

でしょうか？他の値上げ幅の考えても、そこまでの上げ幅ではないのでよろしいかと思いま

す。 

 

（会長） 

 それでは、教育委員会委員は月額 ３９，０００円でよろしいでしょうか？ 

  

（委員） 

 異議なし。 
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（会長） 

 それでは、次の第３回の審議会にて答申案を審議していただきたいと思いますが、答申の

原案を会長と副会長の一任で作成させていただきたいと思いますが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、第３回の時に皆さんにお諮りしたいと思います。 

 本日は、長い時間ありがとうございました。以上で本日の審議を終了いたします。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、次第 ３その他でございますが、事務局から説明い

たします。 

 

【３【３【３【３    その他その他その他その他】】】】 

 事務局から、第３回の審議会を１月２１日（木）午後１時３０分とすること、及びマイナ

ンバーについて説明。 

 

【４【４【４【４    閉閉閉閉    会会会会】】】】 

進行：事務局 

 

 

 


