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第１回 鈴鹿市特別職報酬等審議会 議事録 

 

日時 平成 22年 10月 29日（金）15時～17 時 10分 

場所 鈴鹿市役所 本館 5階 503会議室 

 

 

 

 出席委員 出雲委員，柿本委員，南条委員，日置委員，藤永委員，三谷委員 

 

【開会】 

事務局  開会の挨拶 

     欠席委員の報告 

辞令交付 

 

【副市長挨拶】 

副市長  鈴鹿市の副市長の松原俊夫でございます。このたびは，皆様に，鈴

鹿市特別職報酬等審議会の委員をお願いしましたところ，快くお引き

受けいただきまして，誠にありがとうございます。また，本日はご多

忙にもかかわらず，審議会にご出席いただきましたこと，重ねてお礼

申し上げます。この審議会はご存じのとおり，市議会議員，市長，私

ども副市長の報酬等について審議していただくものでございます。当

審議会からの答申に基づいて，改定の可否，内容を検討し，また，改

定となれば議会にも条例改正をお諮りしていくことになりますので，

十分なご審議の程，よろしくお願い申し上げます。一昨年来の景気後

退から，市内企業の業績は未だ回復しておらず，市民税を中心に大幅

な税収減が続いており，非常に厳しい行政運営を強いられております。

現下の経済状況から，施策の一部には計画より遅れるものが生じるも

のがあると思われますが，福祉，教育，環境など市民サービスにかか

るものについては，極力その低下につながらないように努めてまいり

たいと考えております。そのためにも私を始め，職員も痛みを感じる
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年になりますが，一丸となって苦難を乗り越えてまいる所存です。こ

の激しい流れを乗り切り，健全な財政を維持していくことに十分注意

を払いながら，市民本位の行政運営を目指して，今後とも取り組む所

存でございます。当審議会におかれましては，各界からお集まりいた

だきました委員各位の豊富な経験と幅広い識見により，十分にご審議

を賜りたいとお願いする次第でございます。どうか，よろしくお願い

申し上げます。 

【各委員，事務局自己紹介】 

 

【会長等選任】 

事務局  審議会条例第 4条に基づき，会長を選任いただきたい。 

 

柿本委員 鈴鹿市の自治会を代表され，識見もおありの三谷德尚さんが適任で

ある。 

 

＜異議なし＞ 

 

【会長挨拶】 

会 長  只今，会長にご推挙いただきました三谷でございます。今回，委員

の皆様には大変お忙しい中をご審議いただくわけですが，審議会が実

りあるものとなりますように，ご協力の程をよろしくお願い申し上げ

ます。現在の厳しい社会経済情勢の中におきましては，審議は大変難

しいものであることと思いますが，我々は各部門を代表し，このよう

な重要な役をまかされたわけですので，委員の皆様からは，遠慮なく，

ご意見を賜りご審議いただきたいと存じます。私自身も不慣れではご

ざいますが，皆様のご協力でこの重大な職を全うしたいと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

【諮問】 

副市長 （諮問書を読み上げる） 

（副市長退席） 

 

事務局  続きまして，職務代理者と議事録署名者の選任を会長から指名して

いただきたい。 
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会 長  職務代理者には，柿本委員に，議事録署名者には日置委員にお願い

する。 

 

事務局  議事録の要点筆記及び委員名表示について説明。 

    （各委員了解） 

 

事務局  配付した資料をもとに下記の内容を説明する。 

①過去の審議会の開催状況 

②鈴鹿市特別職報酬等審議会条例 

③報酬等の月額の津市との比較 

④本年度の人事院勧告の骨子 

⑤三重県人事委員会の勧告 

⑥県下各市及び類似団体の報酬月額等の状況 

⑦県下各市における年収推計額一覧 

⑧鈴鹿市の財政状況など 

 

会 長  事務局より資料について説明を受けたが，皆さんのご意見を一人ず

つお聞きしたい。 

 

出雲委員 55歳以上の高齢者の給与を下げるのはなぜか。ひずみがあるのか。 

 

事務局  民間との比較をすると，若い人は民間のほうが，高齢の人は公務員

のほうが高いということ。高齢者を下げて全体を下げていく方針が出

されている。 

 

出雲委員 公務員は終身雇用で定年まで勤められるが，民間は早く退職し転職

したりし，残った人は給料が抑えられる傾向があるが，そういうこと

は関係ないのか。 

 

事務局  それも含めて調査していると思う。 

 

藤永委員 民間は若い優秀な人を確保するため早く給料を上げるが，45 歳ぐら

いからは頭打ちになる傾向がある。 

 

出雲委員 システム自体が違うということですね。 
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事務局  公務員の場合は一定レベルで上がっていくので，どこかの時点で抑

制するというのが今回の制度である。 

 

日置委員 民間は能力給と整合している面があるが，公務員も給料を査定する

ポイント制度はあるのか。 

 

事務局  1級から 8級までの等級がある。たとえば，部長になるとか課長にな

るなど，昇格する差はあるが民間ほどではない。また評価も民間ほど

確立されていない。国では人事評価制度を実施しているが，鈴鹿市で

は現在試行している状況。地方公務員法の改正がまだであり，改正さ

れた後は，評価を反映していく。 

 

出雲委員 財政上の問題として税収減などがあるが，今回の給料を審議するに

当たって特別の理由はないのか。 

 

事務局  特にはない。経済情勢から市長，副市長は減額している。また一般

職員も地域手当は抑制されており，基本の額についてどうするという

考えはない。 

 

柿本委員 定年制について段階的に 65 歳まで引き上げるとあるが，民間は 60

歳定年でその後再雇用で 1からとなる。定年制は 65歳までにするとい

うことか。 

 

事務局  今は公務員も 60歳定年後再任用という形であるが，これを定年延長

に向けて進んでいくということが今回示された。 

 

柿本委員 25年度から 3年に 1歳ずつとあるが，かなり時間がかかるのでは。 

 

事務局  これは年金支給の関係に併せた形のようである。 

 

柿本委員 50歳後半の職員は抑制とあるが，抑えるのか，下げるのか。 

 

事務局  考え方は上げないというものだと思うが，制度自体はまだわからな

い。 

 

柿本委員 今までの給料は守られるということですね。退職金はどこにも載っ
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て来ない。給料は公務員も下がっており民間とあまり変わらないが，

退職金は民間よりかなり高いと思うが，改定はしないのか。 

 

事務局  人勧で支給月を下げる場合もあるが今回はない。ただ 55歳以上を減

額するということは退職金も下がることになる。 

 

出雲委員 民間では早期退職を促し高い給料の方を抑えて再雇用により合理化

を図っているが，公務員の場合，ただ単に給料を抑えるということで，

能力面などを解決せずに定年延長となると民間との差がかなりできる

と思うが。 

 

事務局  定年延長はまだ方針だけでどうなるかはわからないので，ご理解願

いたい。 

 

会 長  定年制については本来の特別職の報酬等ではない。参考として理解

するということで。 

 

南条委員 給与の引き下げは人勧に基づくもので問題はないと思う。定年延長

はそれに伴って採用もしないということか。 

 

事務局  退職しないということであれば抑制ということになると思う。 

 

南条委員 希望退職は募るのか。 

 

事務局  募ることになると思う。現在も勧奨退職制度がある。 

 

南条委員 新規採用となると若年層の雇用など問題がある。民間のように途中

での退職はほとんどないのか。 

 

事務局  自分の能力を試すために辞める者はそれほどいない。 

 

日置委員 若い人の雇用が騒がれている中で，定年延長など公務員はいろんな

意味で守られていると思う。むしろ雇用を創ってあげるべきではない

か。年金支給の関係は民間も同じである。 

 

事務局  制度的に今後の方針が発表されたということであり，給与そのまま
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での定年延長にはならないと思う。65 歳での年金の統合を控えて，現

在の 60歳定年後の生活が可能な職，賃金の確保が必要という面からの

制度である。 

 

出雲委員 60 歳を過ぎてからでも年金や保険を納める，働くということは国を

支えるというプラスもあるが，そのあたりのシミュレーションはされ

ているのか。 

 

事務局  そういったものがないとできないのでされているとは思うが，まだ

公表するには至っていないのではと思う。 

 

藤永委員 組織としては定年延長より若い人を雇う方がいい。民間でも再雇用

制度はあるが，若い人を雇う方が組織の活性化につながるので，その

点を考慮したらどうかと思う。 

先ほど市長は減額措置がされているとの説明だったが，どういうと

ころで決められているか。 

 

事務局  経済状況の悪化，福祉問題などを含め，市長は自らの判断で 20％カ

ットを条例で決めている。 

 

藤永委員 議員はどうか。手当は支払われているか。 

 

事務局  議員の報酬のカットはなく，手当も特にない。 

 

出雲委員 議員には政務調査費がある。 

 

藤永委員 その辺も含めて議論した方が良いのでは。 

 

会 長  今回は報酬が対象なので，政務調査費は含まない。 

 

藤永委員 議員がどういう活動をされているのかが見えてこない。いくらが妥

当なのかの判断材料が少ない。 

 

会 長  自治会連合会でもそういった声があり，議員の歳費の削減，定数の

削減という声が出ている。答申は仮に据え置いたとしても現下の情勢

から議員自らが引き下げなどの判断をするのが好ましいのではないか。 
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出雲委員 市長から政務調査費などについても諮問できないのか。他市では検

討しているところもあるが。 

 

事務局  政務調査費は報酬ではないため，この報酬審議会にはなじまない。 

 

柿本委員 年金や退職金はどうなっているか。 

 

事務局  議員年金も議会の中でなくしていこうとする動きがあるよう。退職

金は市から払うものはない。 

 

会 長  市町村合併で議員数が減り，掛け金の問題で運営が厳しいという話

を聞いたことがある。 

 

南条委員 来年市長選もある。市長の実績はどうか。 

 

事務局  目に見えないことだが，鈴鹿市は最大のサービス業であるという認

識を持たせ，住民満足度を向上させていただいている。道路，排水に

ついても十分ではないかも知れないが着実に推進している。 

 

南条委員 地域の活性化が叫ばれている。セールスポイントがあると思うが。 

 

柿本委員 活性化を図るため，文化や芸能でももっといろんなことをしたらい

いのでは。 

 

事務局  シティセールスなどにも取り組んではいるが。 

 

日置委員 市民ホールは亀山市と比べても映写機すらない。20 万都市なら市民

のための充実した施設があってもいいのでは。 

 

南条委員 白子駅前も広げるだけのようで足を止めるものがないのではないか。 

 

事務局  商店街活性化については以前から協議をしているが，なかなか意見

がまとまらない。財源が少ない時期であり，なかなか目に見える実績

をあげるのは難しい時期である。 

 

会 長  一通り皆さんの意見は伺った。本題は次回になるが，報酬は据え置
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くのか，下げるのか，期末手当はどうするか，人勧は 0.2 月の引き下

げになっているので，そのあたりを考慮していきたい。 

 

事務局  次回は他市の状況をお示しするが，既に 25日付けで答申があった津

市は，報酬は据え置き，期末手当を 0.2 月引き下げるというものであ

った。 

 

日置委員 地方交付税の交付団体になったのは赤字ということか。 

 

事務局  赤字とか運営ができないということではない。反対に不交付団体に

なったら国から交付税がもらえないから損だという議論もある。 

 

藤永委員 議員の報酬は同額と決められているのか。差はつけられないのか。 

 

事務局  個人で判断すべきものではないので，ご理解願いたい。 

 

会 長  議長，副議長などの役職で決まるところもあるよう。 

 

事務局  それぞれ報酬が決まっている。 

 

南条委員 議員定数はどちらが上げるのか。 

 

事務局  どちらからでもできるが，議員から自発的にということが多いと思

う。人口規模などによる基準があり，鈴鹿市は基準からすると少ない。

議員報酬は，名古屋市が 1400万円に対し鈴鹿市は 790万円程度で既に

名古屋市の半分程度。四日市市は大きい市ということもあり 970 万円

程度となっている。 

 

出雲委員 会期は他市でも変わらないのか。市へ出向くのは，去年 60日から 70

日とのことだったが。 

 

事務局  最高で 90日，概ね 60日から 70 日となる。 

 

藤永委員 特別職の報酬は公表されているか。 

 

事務局  ホームページにも掲載しているし，11 月 5 日号の広報すずかでも公
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表する。 

 

会 長  本日は事務局の説明及び各委員の意見を伺った。次回は，十分な審

議を行い，答申案を作成したいと思う。 

 

【日程調整】 

    次回は，平成 22 年 11 月 5 日（金）9 時 30 分から，同会場で審議会を

開催することとする。閉会。 

以上 

 


