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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 26年 11月 17日（月）14時 45分～16時 15分 

場所 鈴鹿市役所 本館 5階 503会議室 

 

 

 

 出席委員 岡本委員，北川委員，榊原委員，田中委員，南条委員，日置委員，

矢田委員，山本委員 

 

【開会】 

事務局  開会の挨拶 

     辞令交付（机上配付） 

 

【市長挨拶】 

市 長  鈴鹿市長の末松則子でございます。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，大変お忙しい中，

お引き受けいただきまして，誠にありがとうございます。 

この審議会は御承知のとおり，市議会議員，私市長と副市長の報酬

等について審議していただくものでございまして，必要の都度，委員

をお願いし，御審議をいただいているところでございます。 

今回，平成 26 年の人事院勧告により，国家公務員の給与は，平成

19年以来７年ぶりに増額となりました。 

本市の一般職員につきましても，この勧告に準拠する形で改定を予

定しておりますが，特別職につきましては，皆様からの御意見に基づ

きまして，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(はか)りしていくことになりますので，十分な御審議

の程，よろしくお願い申し上げます。 

リーマンショックによる景気後退以降，政府のデフレ脱却と経済再

生に向けた取組により，経済は明るさを取り戻しつつありますが，そ

の効果は，地方に十分に及んでいるとは言えず，地域経済は，予断を
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許さない状況が続いています。 

そのため，市民の皆さまとさらに連携し，一体感を持って市政運営

に臨まなければならないと考えております。 

このような状況下ではございますが，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

をもとに，十分に御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，事務局自己紹介及び欠席委員の報告】 

 

【会長等選任】 

事務局  それでは，本日審議をいただくにあたりまして，審議会条例第 4 条

に基づき，会長を選任いただきたいと思います。会長の選任につきま

して，いかがいたしましょうか。 

 

岡本委員 鈴鹿市の自治会を代表され，識見もおありの北川委員が適任である。 

 

（異議なし） 

 

【会長挨拶】 

会 長  只今，会長に御推挙いただきました北川でございます。 

今回，委員の皆様には大変お忙しい中，御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，御協力の程をよろしくお願

い申し上げます。 

現在の目まぐるしく変化する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，御意見を賜り御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，皆様の御協力でこの重大な職を

全うしたいと思いますので，よろしくお願い申し上げます。 
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【審議依頼】 

市 長 （審議依頼書を読み上げる） 

（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お願いいたします

が，会長からご指名をいただきたいと思います。 

 

会 長  職務代理者は，山本委員に，議事録署名者は日置委員にお願いしま

す。 

 

事務局  議事録の取扱い及び委員名表示について説明。 

 

（各委員了解） 

 

会 長  ただ今から，市長より審議依頼のあった案件について審議します。

事務局からの資料説明の後，審議をお願いします。 

 

事務局  配付した資料をもとに下記の内容を説明する。 

資料 1 鈴鹿市特別職報酬審議会条例 

資料 2 鈴鹿市特別職報酬等審議会開催状況 

資料 3 給与勧告の骨子（平成 26年度人事院勧告） 

資料 4 三重県人事委員会勧告 

資料 5 報酬月額の推移（津市との比較） 

資料 6 県下及び類似団体の報酬月額等の状況 

資料 7 県下各市における年収推計額一覧（現行による） 

資料 8 特別職における人事院勧告対応状況 

資料 9 鈴鹿市の財政状況 

 

会 長  事務局より資料について説明を受けましたが，皆さんの御意見を一

人ずつお聞きしたいと思います。資料に対する質問でも結構です。 

 

岡本委員 本日の日経新聞で地方公務員賃上げの記事を見たところ「大手に偏

る調査対象」との内容が書かれておりました。人事院勧告は 12,400事

業所，三重県は 162 事業所を対象とのことですが，鈴鹿市内の対象は

どれぐらいあったか把握されておりますか？ 
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事務局  国や県の調査ですので，把握しておりません。 

 

岡本委員 北勢地区には相当の対象事業所があると思いますが，それらと比較

したとしても，行政の規模，財政から見ても，鈴鹿市の市長の給与，

議員の報酬は相対的にですが，決して高くはないと感じています。 

 

榊原委員 俸給表を総合的に見直していくということですが，その中で 2％給与

を引き下げ，地域手当を 2％増額するとなっておりますが，3年間で実

施するのですか。 

 

事務局  鈴鹿市は地域手当が 2％上がりますが，段階的に＋1％，次に＋1％と

いうような上げ幅で，国のやり方に準拠していくことになると思いま

す。 

 

榊原委員 今回のように来年度以降も同じような基準で見直しをされますか。 

 

事務局  特別職につきましては，例えば国の特別職等は同じように 2％引き下

げになりますが，3年間の経過措置ということで 3年間は変わらない状

態が保たれます。その間に報酬については検討をしていくということ

になると思います。 

 

南条委員 昨今のニュース等によりますと，賃金の上昇については上がってい

ると上がっていないとの両方の意見があり，これは平均で考えないと

仕方がないと思います。賃金の上昇率の平均をどういう範囲でとった

のかはわかりませんが，平均との差を埋めるのはやむをえないことで

あると思います。 

 

事務局  調査は企業規模や事業所単位で 50人以上の規模を対象としているた

め，大きい小さいはありますが，国としてはそれを対象として行って

おります。鈴鹿市も正規職員数が 1,421 人ですので，この条件に当て

はまる形でございます。 

 

矢田委員 50 人を大きく超える場合と，50 人そこそこの規模のところとでは，

その比較はどこでどのようにされたのですか。 
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事務局  実際の細部の作業につきましては，県の人事委員会や国の人事院な

どの専門機関の出すデータの結果に準拠しているのが現状です。例え

ば各事業所の 4 月分の給与ですと，年齢や役職ごとに国家公務員との

差の比較検討を行いその平均値が結果として出されております。 

 

山本委員 前回は引き下げの答申を行いましたが，今回は全国的に人事院勧告

で国，県もそれにならってということですので，三重県内でも比較を

してみると順位の部分でも，準拠した改定の対応が必要であると思い

ます。行政としてそのあたりの勧告には従うことが必要であると判断

します。 

 

日置委員 調査対象は 50 人以上の規模ということですが，私の知る限りでは，

それ以下のところがほとんどで景気感はいまひとつといったことが意

識的にはあります。それから年齢ですが各企業 65歳定年になっている

かと思いますが，若い人に重点を置いて改定をしたいということです

が，職員の年齢層はどうなっていますか。 

 

事務局  鈴鹿市職員の年齢構成については，来年から 4 年間に定年を迎える

職員が多くなっております。そのため，年齢構成は他市とは少し違っ

た状況にあります。また，現在定年延長は行っておらず再任用という

形で希望者については雇用を継続しております。 

 

田中委員 鈴鹿市は現在健全な財政状況にあると思えるので，民間企業の動向

把握は困難であるが，行政としては人事院勧告に準拠していくことが

妥当と思います。 

 

会 長  人事院勧告の内容や，民間との格差，各市との比較等いろいろな意

見が出ましたが，結論として報酬を上げるか，据え置くか，下げるか。

期末手当の支給月数については，人事院勧告は 0.15月の引上げとなっ

ていますが，これに準拠し改定するか，据え置くか皆様御意見はいか

がでしょうか？ 

 

事務局  資料の補足説明ですが，各市の状況の資料で，改正の予定を添付し

ているが，この資料については期末手当の改定予定となっております。 

 

岡本委員 年間いくらぐらいの改定になりますか？ 
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事務局  特別職につきましては期末手当 0.15 月上がった場合，議員 32 名・

市長・副市長 2 名分で合計 331 万 560 円の改定となります。一般職員

については，人事院勧告どおり改定した場合 1 億 3,200 万円の増とな

ります。 

 

岡本委員 人件費への影響はありますね。私は高賃金・低人件費であれば，個々

の給与が上がったとしても，それだけの仕事をしてもらえばいいと思

っています。ただ，現在の人件費率が 20％なので，総数の抑制等で，

賃金は上がるが人件費は抑制される政策をお願いします。 

 

事務局  今まで，10年間で 72名の職員を減らしてきております。 

 

岡本委員 正規雇用を非正規雇用に置き換える圧縮方法ではなく，公務員は災

害時の対応等に対する市民の期待もあるので，正規の職員を確保して

ほしい。また，この場で議論することではありませんが，人件費の総

枠抑制ということであれば，議員定数について，近隣市と比べると，

やや人口当たりの人数が高いのではという声を聴くことがあります。 

 

山本委員 市長と陳情・要望に一緒に行くことがあるが，お昼も食べる時間を

削って，仕事をしていただいている。他市と比べてもよく動いてくれ

ていると思うので，人事院勧告に準拠する形で問題ないと思います。 

 

田中委員 先ほど申し上げたとおり，期末手当の引上げで問題ありません。 

 

日置委員 引上げで問題ありません。 

 

南条委員 人事院勧告が基準となるので妥当と思います。 

 

会 長  いろいろな意見が出されましたが，当審議会の方針としては，市長

及び副市長，議員の報酬については据え置き，期末手当については 0.15

月引上げが適当ではないかと感じましたが，皆さんいかがでしょうか。

よろしければその方向で答申を行っていくということでよろしいでし

ょうか。 

 

（全委員了承） 
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事務局  答申案を作成しますので，10分ほど休憩をお願いします。 

 

～休憩～ 

 

 

事務局  お配りさせていただいた資料の説明をさせていただきますと，図表

になっておりますのが，今回 0.15月引上げた場合の市長・副市長一人

ずつの差額でございます。これから，案を読み上げますので皆様のご

意見をいただきたいと思います。 

 

～朗読～ 

 

会 長  この答申案について意見をお願いします。 

 

田中委員 答申します。と，である。が混在しています。 

 

事務局  冒頭「答申します。」を，答申する。に修正します。 

 

会 長  この答申案をご承認いただけますでしょうか。 

 

（全委員了承） 

 

会 長  全員一致で承認いただいたものと認めます。それでは，この答申を

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  それでは，答申を市長に手渡ししていただく件につきまして，当審

議会を代表して北川会長にお願いしたいと思います。事前に北川会長

と市長とのスケジュールの確認をしました結果，11 月 20 日（木）10

時から市長室で，北川会長が代表して市長に答申をしていただきたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

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。委員の皆様には，大変お忙しい中，貴重なお時間を頂戴し，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，皆様の御協力をいただき，最後ま
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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，厚くお礼申し上げます。

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。皆様御確認後は，日置委員に御署

名をいただき，第 1 回審議会議事録として鈴鹿市ホームページへ掲載

いたします。それでは，これで鈴鹿市特別職報酬等審議会を閉会いた

します。委員の皆様，ありがとうございました。 

 

～終了～ 

 

 


