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議会報告・意見交換会を開催したので、その概要を下記のとおり、報告します。  

 

記 

１ 日      時 令和３年１１月１５日（月）１９時００分 ～２０時４５分      

２ 会      場 市立天童中部公民館 

３ 欠 席 議 員 無 

４ 参 加 者 数 ５名（男性） 

５ 報 告 内 容 

令和３年度の議会活動状況・6 月 9 月定例会・構成替えな

ど。 

天童市の議員定数・議員報酬について。 

議会・議員に対する意見・要望など。 

 

６ 意見交換の内容 

天童市の議員定数・

議員報酬について 

議会・議員に対する

意見・要望など。 

 

市民からの出された意見 当日の回答 

市民 

議員は多いほど市民の意見

を市政に反映できる。議員は

多くても良い。 

報酬は、一定の枠を決めるべ

きだ。議員は二足のわらじで

ある。ほかの職業があって収

入もあるはずだ。 

 

市民 

岐阜県可児市は他市の状況

を調査し、9 万 7 千人人口で

議員報酬を 40 万円としてい

 

 

 

 



る。他市とのバランスを考え

てもらいたい。 

今、社会はいろんな多様性に

対応していかなければなら

ない。その上で報酬は、成果

に対して価値に挙げるもの

ですから、単に報酬を上げる

のではなく、自分たちの活動

に対してなぜ上げるのか、根

拠を示してもらう。 

定数においては、地区に割り

当てする考えでなく、定数の

中で女性議員の割合を増や

すべきである。女性議員も枠

を決めてなってもらったほ

うがい良い。 

議会活動のあり方、今話題に

なっている都議会議員は 4ヶ

月間も出てこなくても報酬

がもらえる。問題である。 

天童市議会ではどう考える

か。 

県会議員政務活動費の問題

も起きている。目的や内容、

結果、領収書など透明化すべ

きである。 

視察のあり方も成果を示す

べきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議員 

平成２９年１２月に天童市議会議員

の議員報酬等の特例に関する条例を

制定した。 

 

 

議員 

月額１万３千円、年額１５万６千円

が会派へまとめて交付される。１円

単位まで領収書を求められる。飲食

等には活用できないこととなってい

る。 

市民 

市議会の報酬は、大卒の初任

給プラスアルファではない

のか？ 

他市と比較する必要はない、

皆さんが、いくらにしたいと

考えているならそれでよい。

それが市民に受け入れられ

議員 

議員の報酬は天童市職員の係長程度

である。 



るかは、議員活動にほかなら

ない。 

定数は、人口が減ってきてお

り減らしても良い。 

市民 

報酬は上がったほうが良い

が、報酬と定数の対応性を考

える。報酬もある程度ないと

議員のなり手が出てこない。

しっかりと仕事をしてもら

うためにもそれに見合った

報酬があっても良い。 

 

市民 

議員になってのメリット、ま

た魅力がないのであれば、報

酬は上げても良い。 

この会に興味がないのか、今

日の会場に２０代、３０代の

女性がいない、すそ野を広げ

て参加しやすく、議会も夜に

すると行きやすくなるので

はないか。 

定数は多いか少ないか考え

たこともない。 

 

 議員それぞれの考えを述べる 

議員 

前回の天童市議会選挙で２２の定数

に２３人が立候補した。立候補者が

なぜ少ないのかと考えるが、議員の

魅力がない。 

定数を減らし報酬を分配する話があ

った。他市とのバランスを考える。 

報酬は上げないと魅力がないが、報

酬については、最終的に特別職報酬

等審議会が決めることになる。 

天童市職員で女性の管理職の３割を



目標にしているが達成できていな

い。 

議員 

検討委員会のメンバーに入ってい

る。定数は現状のままでよいとのべ

ているが、多数決で決められる。 

今、ニュース等で話題になっている

問題では、天童市議会は長く議会を

休んでいる議員に対し報酬を減額す

る条例を作っています。 

天童市の政務活動費は月 13,000 円

で、議会事務局で管理されておりま

す。前もって調査目的内容を提出し、

結果についての報告は、閲覧できま

す。領収書は全て添付します。 

議員 

議員の定数については、目的が、な

り手がいないから減らしても地域の

ために良くないし、地域の声が行政

に伝わらなくなる。 

課題は、議員活動が市民に伝わって

いないことが、投票率の低下と感じ

ている。 

報酬は、393,000 円ですが、その中

から公的に引かれるもののほか、議

員活動に係る経費を引くと報酬のあ

り方を考える。同世代の若い方を議

員に誘っても難しいところがありま

す。 

議員 

これまでも、若い方に議員の立候補

を進めていますが、議員年金がなく

なったため、若い議員が何期務めて

も議員年金がないこともなり手不足

の一つに思う。 

行政視察については、目的、結果、

成果等を市のホームページに掲載し



ている。 

議員 

議員と定数、報酬については、検討

委員会で議論を重ねてきた。改正に

ついては、それなりの根拠を示さな

ければならないが、他市のバランス

を考えてやってきた。また、議員は

平日だけでなく、夜昼関係なく仕事

をしている。 

平成 8 年から報酬は据え置きとなっ

ている。若い方に魅力がある報酬が

必要ではないか。議員年金の廃止も、

魅力のない一つと思う。 

市民 

話を聞いていると、自分たち

の報酬は自分たちで決めて

上げるというような話に聞

こえるが？ 

議員 

報酬に関しては、天童市特別職報酬

等審議会があり、市長が審議会に諮

問する。議員が要望しても改正はで

きない。また、議員報酬に関しての

報酬審議会は平成 8 年から一度も開

かれていない。 

市民 

定数と報酬は、定数は減らす

べきではない、報酬は、逆に

大都市は高すぎるのではな

いか、上げる場合もその根拠

を出して議論していただく。 

議会だよりにも政務活動費

の使い方、仕組みを載せるこ

とが必要だ。 

行政視察の成果はどのよう

に本市に活用されたかも載

せるべきである。 

 

市民 

議員の報酬は、市民の意見を

取り入れて決めてもらいた

い。 

 



各町内会では町内会から議

員が必要と考えている。町内

会での意見を聞いて市政に

代弁してもらいたい。 

市民 

女性がなぜ議員になれない

か考えると男性の環境であ

り、女性がやりやすい環境が

必要です。今後考えてもらい

たい。 

議員 

女性議員の枠を決めている議会はな

い。男女だれでも平等に立候補でき

る制度である。ただ、女性が出る場

合は、家庭の協力なしにできない。 

議員 

多様性の話がありましたが、様々な

意見を聞いて活動できる議員が出て

くることも期待している。 

夜間議会をすれば日中働いて夜議会

ができるという話がありますが、以

前、夜間議会やサンデー議会の検討

がされましたが、いろんな問題があ

り、実行できませんでした。 

長期欠席者に対する議会条例は以前

議会だよりでも報告しました。 

改めてピーアールしなくてもよいの

ではないか。ただし、何かあったと

きは、混乱しないよう準備はしてい

る。 

政務活動費は月 13,000 円支給され

ている。 

しっかりした管理の中で使用されて

いる。 

市民 

天童市議会ではこのように

しっかりした管理の下、政務

調査費を使っていることを

議会だよりにのせるべきだ。 

市民 

議会だよりに、各地区の話し

合われた内容を載せてもら

議員 

所管に伝えておきます。 



いたい。 

市民 

何回か傍聴したことがあり

ましたが、面白くなかった。 

 

議員 

以前はヤジが多いこともありました

が、現在は、品格のある議会にすべ

きという意見があり、話しやすい環

境になった。 

委員会の報告は、各常任委員会で決

定された内容を報告するので、本会

議では、スムーズに採決される。 

市民 

谷地街道四中踏切の拡幅整

備を至急お願いしたい。 

地球温暖化について、勉強し

て取り組んでもらいたい。 

議員 

議会でも踏切について取り上げ、市

から県に要望しているところです。

今後とも、所管課に話をしていきま

す。 

 

市民 

学童支援員が少なく、成り手

も探せない状況です。ぜひ、

支援員の給料も上げてもら

いたい。 

議員 

まだまだ支援が必要ですので今後と

も要望していきます。 

（調査結果）                         

国が処遇改善を進めようとしている

ため、それに準じて対応していく。 

７ 所  感 

中部地区では、５名の参加でしたが、議員定数や報酬の意見が活

発に行われ、充実した意見交換会でした。時間も予定を超えて参

加いただき感謝します。 

 

 


