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第２回 鈴鹿市特別職報酬等審議会 議事録 

 

日時 平成２５年５月１６日（木）１３時２５分～１５時１０分 

場所 鈴鹿市役所 本館５階 503 会議室 

 

 

 

 出席委員 片山委員，北川委員，榊原委員，田中委員，谷口委員，南条委員，

日置委員，山本委員 

 

 

【開会】 

事務局  （第 1 回審議会議事録の確認と鈴鹿市ホームページへの掲載連絡及     

び欠席委員の報告） 

 

【前回欠席委員自己紹介】 

 

会 長  本日は，審議の後，意見書案を作成したいと考えていますので，よ

ろしくお願いいたします。まず，事務局から，最新の各市の状況につ

いて説明いただき，その後，皆さんに御意見を伺いたいと思います。 
 

事務局  県内各市に改めて確認したところ，前回説明したとおり亀山市と志

摩市が特例的に減額しているのみで，新たに減額を行うところはない

状況です。 

 

会 長  前回は，御出席の委員からひととおり御意見をいただきましたが，

主な意見としましては，「他市と比較しても高い支給率ではない。」，「職

責からすると，この支給率でも高くはない。」，「一般の市民感覚として

は，４年でこの額は高い。」といったものでした。そのような中で，「支

給率は下げず，市長の任期中に限って，特例的に下げるのがよいので

はないか。」といった御意見もありました。本日は，前回の議論を踏ま

え，御意見をいただきたいと思います。片山委員，榊原委員におかれ

ましては，事前に事務局から資料や主な意見の説明を受けてみえると

思いますので，よろしくお願いします。 
それでは，順番に片山委員から，御意見をお願いします。 
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片山委員 退職手当の額の妥当性というのは，絶対値的に判断できるものでは

なく，相対比較の中での判断がよいと思う。前回の議論の要約にもあ

ったが，他市と比べて支給率自体は高くないので，これ以上の引き下

げはいかがなものかと思う。したがって，退職手当の支給率は変更せ

ずに，ただ，市長と一般職が同じ痛みを分かち合うというところが今

回の趣旨であるので，一般職と同等の約１５％の引き下げでどうだろ

うか。条例で支給率を変えるのではなく，期間限定で在任中の処置と

いうことでやっていくのがよいと考える。 

 

榊原委員 先ほども前回の意見として紹介がありましたが，正直，一般の市民

感覚からして高いなと捉えます。しかしながら，他市と比較した場合

は，鈴鹿市の人口，市の規模からして高いとは思わない。ただ，市長

の意向もあるし，経済状況の面からも，特例的に減額するという案が

よいと考える。 

 

田中委員 前回意見と同様であるが，他市と比べて支給率自体は決して高くな

いので，下げる必要があると思えないが，市長の意向もあるので期間

限定で特例をもって減額することが妥当である。 

 

谷口委員 私も皆さんの意見と同様で，第１回目の発言のとおり，市の規模，

他市との比較，他市の状況からして，敢えて今，支給率を下げる必要

はないと思うが，市長の職員と痛みを分かち合いたいという意向もあ

るので，市長の任期中に限り特例的な減額を行うことも検討してみて

はどうかと思う。 

 

南条委員 私も皆さんの意見とほぼ同様である。ただ，榊原委員もおっしゃら

れていましたが，日々零細企業の内容を見ている者としては，高い気

がする感覚はどうしても拭えない。しかし，市の財政上から見て無理

のない金額で他市と比べても高くない支給率の金額であれば，仕方な

いのかなという気がする。ところで，市長の退職金の額は，市民に周

知されているのか。そのことが気になる。 

 

日置委員 私も皆さんの意見とほぼ同様である。支給率については，財政力等

市の体力をもって決定するものなので，このままでよいと思うが，市

長の痛みを分かち合いたいという気持ちを汲んで任期中に限り減額す

ることはやむを得ない。ただ，１５％減，支給率 100 分の 382.5 とい
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うのは，市長の大変な職務からして少し下げすぎなのかなと感じる。 

 

山本委員 第１回目の議事録にもあるが，市長は，市民の代表で，かなりの激

務をこなしている姿を目にする。前回説明のあった他市との比較資料

を見ても条例を改正して支給率を下げる必要があるような財政状況で

もない。ただし，一般職との差の理解を得るため，先ほど日置委員の

発言にもあったように，１５％減とまではいかずとも誠意あるところ

での落としどころを審議会で検討してみてはどうか。 

 

事務局  先ほど南条委員から御質問のありました市民への周知に関してです

が，毎年，人事行政の運営等の状況についてということでホームペー

ジ上での公表を行っています。その中で特別職の報酬等の状況として，

市長，副市長等の給料月額，退職手当額等，市長においては１期ごと

に 1,904 万 4 千円を支払うということを公表しています。 

 

会 長  本日欠席されてみえる黒田委員から御意見を頂戴しておりますので，

事務局から報告願います。 
 

事務局  去る５月１４日，火曜日に委員御本人から御意見を伺った内容につ

いて報告します。「特別職の退職手当については，その職責からすると

決して高くはない。県内で人口が３番目であり，また２０万人都市の

規模からすると相当の手当をすべきである。現行の支給率は，妥当と

判断する。ただし，市長の思いがあれば，引き下げは仕方ない。」以上

です。 

 

会 長  ありがとうございました。これで委員の皆さんから，ひととおり御

意見をいただきましが，それらの意見に対して，何かございませんで

しょうか。賛同する御意見でも構いませんし，御異議でも構いません。

また，重複するようなことでも結構ですので，お願いします。 
 

山本委員 一般職と特別職との感じ方，捉え方の問題でもあり，第１回目のと

きに市長が話されたが，その心境をいかほど汲みとるかというところ

である。国の方針で１５％減ということであるが，経済も上向いてい

る状況で，また他市，類似団体との比較資料をみると退職手当額にお

ける鈴鹿市の位置が高くないということが歴然としている。そのよう

な中で，この審議会でどれほど減額するかを決めることは非常に難し
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い。 

 

片山委員 ４年間に対しての金額として，高い低いを言えば，一般の企業等を

含めて考えると 1,900 万円というのは高いと思う。ただ，絶対値とし

ていくらが妥当であるかは，根拠なるものもなく難しい。あくまでも

ほかとの比較の中で議論することが適当だと思う。あとは市長の意向

を踏まえて引き下げる。その際の率は，官民比較調査によって人事院

から示された１５％というところが拠り所になる。それが１０％，２

０％では何の根拠もない。 

 

南条委員 100 分の 382.5 になると金額はどれぐらいになるのか。 

 

事務局  1,620 万 6,444 円です。450 で換算した場合，一般職と同じように１

５％下げると 382.95 になり，先ほどの金額で，１５％下がります。 

 

榊原委員 減額のパーセントについては，これといったものが出しにくい。参

考とするのであれば官民格差の数字であり，一番納得できるものであ

ると思う。  

 

田中委員 率については悩むところであるが，市長がおっしゃる痛み分けとい

うことであれば，職員と同等の率が妥当であると思う。 

 

谷口委員 一般職と同じように１５％減額というのもわからなくはないが，額

にすると相当なものであるので，検討の余地がある。 

 

会 長  いろいろな意見が出されましたが，前回の議論も含めて，皆さんの

御意見を紹介しますと，「市長及び副市長の退職手当については，支給

率は，職責の重さからすると妥当である。」，「一般職員の退職手当が下

がることや，市民感覚から，市長の任期中に限り，特例的に減額する

というのも検討策の一つである。」といったことではないかと感じまし

たが，皆さんいかがでしょうか。 
今回の審議会の開催にあたって，市長からの挨拶の中でも，職員の

退職手当が１５％程度引き下げになることから，職員と同じ痛みを分

かち合いたいという思いがおありになることも考慮する必要がありま

す。こういったことも含めますと，「現行の支給率は据置き，特例的に

減額する。」といった方向で意見具申を行っていくということでよろし
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いでしょうか。御意見はございませんでしょうか。 

 
片山委員 会長のまとめられた意見でよろしいかと思います。ただ，なぜ今の

タイミングで市長がおっしゃっておられるのか。ほかのところでは，

いわゆる選挙がらみでということはあると思うが，なぜ選挙のないこ

のタイミングでおっしゃっているのか。それは，一般職だけに痛みを

持たせるわけにはいかないという思いがベースにあると感じる。 

他市の前例がない中で，鈴鹿市における議論がスタートになり，他

市へも影響を与えると思われるが，そもそものきっかけは，人事院調

査における官民格差であり，結局，もう一度そのものをゼロベースで

考える機会としてこの場があると思っているので，そのような議論の

中でまとまっていけばよいと思う。 

 

会 長  それでは，皆さんに十分意見を出していただいたと思いますので，

このようなかたちでまとめたいと思います。 
 

事務局  会長からお話があったように，現行の条例の支給率は据え置くが，

市長の意向を尊重し，任期中に限り特例的に引き下げるという内容で

よろしいでしょうか。 

 

（全委員了承） 

 

会 長  意見書の素案を事務局に準備していただきますので，しばらく休憩

をとります。 
 

（休憩） 

 

会 長  それでは再開します。意見書の素案の準備ができましたので，事務局

から配布させていただきます。事務局で誰か読み上げて下さい。 
 

事務局  ～概略説明及び全文朗読～ 

 

会 長  この意見書の素案に対して，何か御意見はないですか。 

 

片山委員 玉虫色な感じがする。「妨げるものではない。」と書かれているが，

１５．１とか下げ率は書かないのか。 
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事務局  今回の会議の中で，１５％という率がいいのかどうかというのは難

しいという御意見がありましたので，このような表現にしました。も

っと率をはっきり明記するという議論があれば，具体的な表現に変え

ていきたい。 

 

会 長  片山委員から，この意見書の中の「妨げるものではない。」という表

現に対して御意見をいただきましたが，これについて皆さんどう思わ

れますか。 

 

南条委員 「妨げるものではない。」という表現は，曖昧に思う。最終的な決定

はどこが行うのか。 

 

事務局  市長が判断して，特例減額の条例案を提出し議会に諮ります。審議

会の意見具申にはっきりと率があれば，その率で提案しますし，はっ

きりさせないということであれば，その意見具申に沿って市長が判断

し，議会に諮ることになります。 

 

谷口委員 市長の任期と一般職の定年までの勤続年数は異なるので，なかなか

率までは難しいと思う。このような書き方でよいと思う。 

 

山本委員 市長の思いを汲みとったという表現がこれでできていると思う。

何％というのは，判断しかねる。数字を決めることは難しいので，審

議会の意見としては，このようなかたちでいかがか。 

 

事務局  １５％という率については，意見書の審議経過の内容で，職員が１

５．１％引下げになるという部分と，「市長の任期中において，特例的

に職員と同等の引き下げをすることを妨げるものではない。」という表

現がありますので，このあたりで１５％という意図を汲み取れるので

はないかと考えています。 

 

会 長  意見書については，全委員一致でまとめたいと思いますので，よろ

しくお願いします。 

 

片山委員 現状のままでいいですではなくて，下げた方がよいというのが意見

ではないですか。 
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日置委員 全委員一致で下げるということで決定したと思うが，「妨げるもので

はない。」という表現は聞き慣れたものではなく曖昧にされた感じがす

る。下げることに決まりましたという表現ではどうか。 

 

谷口委員 私の意見はニュアンス的に違うが，皆さんの意見は，支給率は妥当

であるが，市長の意向を汲んで特例的に減額してもよいのではないか

ということであると思うが，その表現がこのような書き方になったの

ではないだろうか。 

 

事務局  表現がわかりにくく伝わらないところがあったと思いますが，現行

の支給率については，他市と比較しても高くないという御意見でした

ので，これは改定せずに「現行に据え置くことが適当である。」とし，

条例の支給率については問題ないという表現にしました。ただ，市長

の思いを尊重し「ただし，市長の任期中において，特例的に減額する

ことを妨げるものではない。」という表現で，市長の意向で減額しては

どうでしょうかとしています。ここが伝わらないところであると思い

ます。もう少し皆さんの御意見を伺って修正させていただきたいと思

います。 

 

会 長  「妨げるものではない。」という曖昧な表現を明確にするということ

ですね。 

 

事務局  「妨げるものではない。」というところを「検討されたい。」という

表現ではいかがでしょうか。 

 

谷口委員 市長の挨拶の中にあった職員との痛み分けという思いを汲んで，任

期中に限り減額してもいいですよということがこの文面で，決して引

き下げるということではなく，それに対しての「妨げるものではない。」

という表現でまとめられて書かれていると理解する。 

 

山本委員 「妨げるものではない。」と言うと，下げたければ下げたらいかがと

聞こえなくもないので，検討という言葉を使ってはどうか。 

 

南条委員 同等とはっきり断定せずに，同等程度としてはどうか。 

 

田中委員 市長と副市長は，率的に同等に下がるのか。 
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事務局  意見書において職員と同等程度の引き下げということになれば，一

般的に市長，副市長は同じ下げ率になります。また，併せて特別職で

ある教育長，水道事業管理者及び常勤の監査委員も同じような適用と

なります。 

 

事務局  例えば，職員と同等程度を任期中において特例的に減額するという

市長の意向を尊重するというようなニュアンスではいかがでしょうか。 

 

片山委員 市長が審議会の意見を聞くというスタンスであれば，市長の思いを

尊重するというより，下げた方が望ましいとするのがよいのではない

か。 

 

事務局  １として「支給率については，現行に据え置くことが適当である。」

とこのまま表現し，その下に２として「市長の任期中において，特例

的に職員と同等程度の引き下げをすることを検討されたい。」としては

いかがでしょうか。 

 

会 長  それでは，最終として，事務局に何案か作成していただきますので，

しばらく休憩します。 

 

（休憩） 

 

事務局  ３案作成しました。いずれも１はそのままの文言で２として, 

・案①「市長の任期中において，特例的に同等程度の引き下げをする

よう検討されたい。」 

・案②「市長の任期中において，特例的に同等程度の引き下げをする

ことが望ましい。」 

・案③「市長の意見を尊重し，任期中において，特例的に同等程度の

引き下げをするよう検討されたい。」 

審議経過等の下から３行目の文言は，上で採用された案とします。 

 

会 長  ３つの案を事務局からいただきましたが，どの案がよいか皆さんの

意見を伺いたいと思います。 

 

片山委員 個人的には，案②です。「検討されたい」という表現だと，検討した

が下げないという選択肢があるように思う。 
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会 長  それでは，挙手をもって採決します。案②という意見が出ましたが，

賛成の方は挙手してください。 

 

（全員一致で，案②に決定） 

 

事務局  案②ということで決定しましたが，この文面ですと２を起こさずに，

ただし書きとして，１に繋げて「ただし，市長の任期中において，特

例的に職員と同等程度の引き下げをすることが望ましい。」とするのが

適当だと思いますがいかがでしょうか。 

 

（全委員了承） 

 

事務局  ～意見書最終案の朗読～ 

 

会 長  この最終案でよろしいでしょうか。 

 

（全委員了承） 

 

会 長  ただ今の意見書案について，全委員一致で承認いただいとものと認

めます。それでは，この意見書を市長に手渡す段取りについて，事務

局から説明してもらいます。 
 

事務局  意見書については，本日 15 時 30 分から，審議会を代表して北川会 

長から市長へ手渡していただき，記者発表も併せて行いたいと思いま 

す 。委員の皆さまの御承認をいただきますようお願いいたします。 

 

会 長  これで本審議会に付託されました事項の審議を全て終了いたしまし

た。委員の皆さまには，大変お忙しい中，貴重な時間を頂戴し，熱心

に御議論をいただき，厚くお礼申し上げます。私も会長の役目を終え

ましたので，事務局にバトンタッチいたします。不慣れな進行で御迷

惑をおかけしたかも知れませんが，皆さまの御協力をいただき，最後

まで努めることができましたことを深く感謝申し上げます。ありがと

うございました。 

 
事務局  熱心に，かつ，慎重に御審議をいただき，厚くお礼申しあげます。



 

10 
 

その他の事項といたしまして，１点御連絡いたします。本日の議事録

でございますが，作成次第郵送いたしますので，御確認の上，修正等

があれば御連絡をお願いいたします。皆さま御確認後は，日置委員に

御署名をいただき，鈴鹿市ホームページへ掲載いたします。       

それでは，これで第２回鈴鹿市特別職報酬等審議会を閉会いたします。

委員の皆さま，ありがとうございました。 
 

～終了～ 

 

以上 


