
市民代表としての
議会形成のために

平成３１年２月 佐久市議会 議会と語ろう会
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議員報酬等を市民と

共に考える



地方議会をめぐる現状
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【平成３０年８月２
６日（日）信濃毎日
新聞１面より抜粋】

県内市町村議会と、
県議会への各議長へ
のアンケートで64％
が議員の「なり手不
足を感じていること
がわかった。

人口減少、ニーズの多様化など、地方自
治体を取り巻く状況が厳しくなる一方で、
地方自治の根幹を支える地方議会におい
ては立候補者の定数割れなど、全国各地
で「議員のなり手不足」に対する危機感
が顕在化しています。

近年の地方議会では

立候補する人
がいなくなっ
たらどうなる
のかな？



地方議会をめぐる現状
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議員活動の現状

定数の削減、議会改革による議会活動の活発化に伴い、活動量が増加し、他に仕事
を持ちながら議員として活動することは困難になっています。議員報酬は合併時か
ら据え置きとなっていますが、公的控除は増え、手取り額は減少しているのも実情
としてあります。その上、市議会議員は、社会保険制度や、退職金がありません。
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4,700,000 手取り額の推移（4人家族）

H17とH29の比較では、公的控除の増加により、手取り額は
404,950円の減となっています。（実際の佐久市議会議員の報
酬額により、夫婦+子供２名の世帯で試算）

社会保険
制度

退職金

市議会
議員

市長

市職員

果たしてこれで、若い世代が立候補してくれるでしょうか？
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議員報酬の検討について

①議会機能の強化 → 議員活動の増加、専門知識が今まで以上に
求められている →兼業が難しい状況に

②地方議員のなり手不足が全国的な課題（若年層の参加が少ない）

議会・議員の活動について明確にする。

平成17年※から変わっていない議員報酬（349,000円）
を活動量に見合った額にする。

（※旧佐久市の議会としては、平成10年の時点から改定されていない状況）

検討の背景

検討の目的・考え方

志ある者が立候補できる環境を！



議員定数の検討について
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議員報酬の検討で、議会・議員の活動の在り方を明らかにする。

必要な議員の人数についても同時に検討を行う。

検討の考え方

○議会基本条例より

第２２条 議員定数の改正に当たっては、議会に課せられた使命を検証するとともに
（略）、 市民の意見を聴取するものとする。



本日の意見交換のテーマ
年齢・性別・職業が限られることなく、

志のある様々な人が議員を目指す環境として

①報酬はどうあればよいか？

②定数はどうあればよいか？

「自治の担い手」
不足への危機感が
県内でも広がって

います。
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【平成３１年１月３日
（木）信濃毎日新聞１面
より抜粋】

佐久市を含めた県内50議
会が、検討組織を立ち上
げるなど具体的な対策に
乗り出しています。



今回の検討までの経過
議員定数の経過

平成１７年（新市合併時） ３４人（当時の地方自治法の法定上限数）

平成２１年 ２８人（議会改革研究会での検討による）

平成２９年 ２６人（議会改革特別委員会での検討等による）

議員報酬の経過

平成１７年（新市合併時） 合併当初より現在まで改定なし（月額349,000円）

平成２２年度の報酬等審議会において「据え置き」答申

平成２９年度の報酬等審議会においても「据え置き」答申

【報酬等に関する検討会議】（副議長及び各会派からの代表者５名により構成）
→平成３０年８月から毎月開催し、７回にわたり、調査研究、協議検討を実施

【全議員による議員間討議】
→定数、報酬に対する議員個々の考え方を明確に表明し、意見を交換することで、
議会としての考え方を明確化

【議会と語ろう会（テーマ：議員報酬）】2/7～2/11までに７会場で実施
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総合計画審議・決定、
条例提案・審議・決
定、予算審議・決定、
決算審議・承認、
人事審議、決定

条例提案、予算編成、
決算報告、人事提案

地方分権
により、
議会の権
能も強化

地方議会の役割は変化している

市当局の
監視・チェック

・地域要望を市当局へ
伝達・具現化
・地域行事への参加
・冠婚葬祭への出席
・ボランティア活動

市当局の
監視・チェック

立法機関としての
・意思決定
・政策提案
（条例提出・制定、政策提言）
・民意の集約（議会と語ろう会）

・地域要望を市当局へ伝達・具現化
・地域行事への参加
・冠婚葬祭への出席
・ボランティア活動

市長 議会
議案提出

政策立案・行政監視・議決

大統領的な権限・機能

合議体で市政を監視地方分権→地方のことは地方で
決める→議決範囲の拡大と議決
責任の拡大

8



議会改革の主な取り組み

9

議会改革度調査2017ランキング

108位／1,318議会
（2010年度は236位／1,356議会）
（早稲田大学マニュフェスト研究所調査）

市政の監視 政策立案 広報広聴 その他

議会改革特別委員会の設置

一問一答方式、再通
告制度導入

委員会の議案提出制度
化、政治倫理条例の制
定

常任委員会等公開

広報広聴特別委員会の
設置、議会報告・意見
交換会開始

議会事務局体制の充
実

議会基本条例の制定・施行
反問権、政策討論会、請願者・陳情者の趣旨説明などの制度化

当初予算説明会開催

決算説明会開催 インターネット中継
開始

政策検討会の設置

決算特別委員会設置 佐久市清酒の普及の促
進に関する条例 制定

佐久市手話言語条例
制定

長期欠席議員の報酬削
減（条例制定）

政策討論会 実施
政策提言（２件）

予算、決算審査の在り方につ
いて検討中

議会モニター制度（検討中）

年度

H21

H22

H23

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31



議員報酬を考える視点

活動量からの算出

他議会との比較

公務員との比較

①

②

③
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佐久市議会議員の活動量の実態

平成３０年１０月から１２月までの全議員の活動時間を調査集計

区
分

項目 10月～12月の活動時間
合計の平均値（時間）

１ 本会議、委員会、議会に関する会議、行事等 ８３

２ 会派活動、正副議長の公務、議会選出の公職（監
査委員、一部事務組合議会）、委員派遣出張、政
務調査活動等

１３８

３ 公的行事、地域行事等への来賓出席 ５０

４ 市民相談及び請願・陳情対応 ２４

５ 政党活動、後援会活動、選挙・政治活動 ６９

６ その他の活動（ボランティア活動等） ４０

３か月計の平均時間 ４０３

1年に換算すると、403時間×4＝年間1,612時間、日数にして
1,612÷8時間＝201日を、年間で議員としての活動にあててい
ると試算されます。
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活動実態から議員報酬を考える

全国町村議会議長会の報酬検討方式案※を参考に、市長の活動量
と比較し、検討のひとつの材料とする

（※平成30年3月に全国町村議会議長会の「町村議会議員の議員報酬等のあり方検討委員会」が
行った中間報告において示された議員報酬の算定の手法（仮）。全国町村議会の現状調査や、
先駆的な取り組みを勘案する中で提示されたもの）

市長の平成30年10月から12月までの活動量 846時間
日数にして105日 年間に換算すると420日稼働

議員平均年間活動日数 ÷ 市長年間活動日数 ×100

＝201日÷420日≒47％

市長給料月額969,000円×47％＝455,430円 ＞ 349,000円
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（市長は常勤の特別職であり、職務権限も議員とは明らかに違いますが、議会も予算や総合計画の基本
構想についての議決権限があり、重要な責務を負っていることや、選挙によって公選されていることな
ども勘案し、上記試算による金額を議員報酬の上限のひとつの目安として考えます。）

議員報酬月額



他議会との比較（報酬）

（全国市議会議長会 平成29年12月31日現在 市議会議員定数・報酬に関する調査結果ほか）

佐久市を除く39団体の平均379,949円

佐久市は 35位／40団体

①類似団体
（Ⅱ-１のうち、財政力指数0.40～0.70の団体）

佐久市を除く18団体の平均365,739円

佐久市は11位／19団体

②県内19市

佐久市を除く68団体の平均382,396円

佐久市は44位／69団体

③北信越69市

佐久市を除く161団体の平均433,351円

佐久市は145位／161団体

④議員定数（24～28名）

佐久市の人口 287位／814団体
現在の報酬 590位／814団体
（349,000円） （全国の市議会814）
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市の職員との比較
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佐久市で公表している職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の

状況（平成29年4月1日現在）

大学卒一般行政職 経験年数２５～３０年 ３９４，９５５円

（２５～３０年・・・課長級のイメージ）

議会改革が進んでいる議会の中には、行政の部長・課
長と比較することが適当だと検討した議会もありま
す。



議員定数を考える視点

15

条例・決算・予算・請願の審査、政策提言など、議会において

専門的・効率的な活動の中心となっているのは、常任委員会

常任委員会で十分に議論できる人数が必要

（少なくとも７～８名が妥当と言われている）

合議体としての
多様性の確保

３つの常任委員会に８名の委員が望ましいと考えると

＋議長

常任委員会

総務文教

８名

経済建設

８名

社会

８名

２５名は
最低限必要

（採決に当たり、賛否同数を避けるため、議長を除く議員数が奇数で
あることが望ましいとされています。）



他議会との比較（定数）

（全国市議会議長会 平成29年12月31日
現在 市議会議員定数・報酬に関する調
査結果ほか）

佐久市を除く18団体の平均21名

佐久市は5位／19団体

②県内19市

佐久市を除く団体の平均22名

佐久市は16位／69団体

③北信越69市

定数２６名の４４団体の平均人口（佐久市除く）

１０７，６７０人《平均報酬412,927円》

定数２４名の５２団体の平均人口

９８，４６０人《平均報酬409,387円》

定数２２名の９２団体の平均人口

７９，７４９人《平均報酬396,823円》

（佐久市 99,341人 報酬349,000円）

④議員定数22～26名の人口

佐久市の人口 287位／814団体
現在の定数 220位／814団体
（２６人） （全国の市議会814）
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佐久市を除く39団体の平均22名

佐久市は 6位／40団体

①類似団体
（Ⅱ-１のうち、財政力指数0.40～0.70の団体）



議員間討議での意見
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全議員２４名による議員間討議を実施し、報酬・定数に関する考え方を議論しました。

報酬増額
（２２名）

・年金や退職手当などの身分保障がない中で、若い子育て世代
や女性など、有能で多様な人材が立候補するためには、現状で
は生活していける報酬とは言い難い。なり手不足の解消のため
には、報酬の増額が必要である。
・平成１０年から報酬が上がっていない。国保税や消費税など
の公的控除は上がり続け、手取り額が減っている現状の中、昔
と比べて、議会活動が活発化し、兼業も困難なうえ、経費が掛
かるようになった。
・同規模他市と比較しても、金額が低い。

報酬現状維持
（２名）

・議員初当選で市の課長級レベルの報酬なら十分ではないか。
・市民向けに公開する政務活動費を増額して、金額に見合った
活動をすればよいのでは。
・まずは市民へ説明し理解を得ることが必要。
・報酬等審議会の定期開催を求めることも必要。

定数現状維持
（２３名）

合併時も旧市町村での議員数からかなり減らしたうえ、合併後
も減員してきた。これ以上減らすと、合併で面積が広くなった
のに、市民の意見を吸い上げて市政へ反映する議員の役割を全
うすることがどんどん困難になる。

定数減員
（１名）

安曇野市など同規模他市をみて、２４名でも議会として活動可
能なのではと考える。



本日の意見交換のテーマ
年齢・性別・職業が限られることなく、志のある様々な人が議員を
目指す環境として

①報酬はどうあればよいか？

②定数はどうあればよいか？
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みなさまのご意見を
お聞かせください。


