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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 27 年 11 月 2 日（月）12 時 55 分～14 時 5 分 

場所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1201 会議室 

 

 

 

 出席委員 岡本委員，酒井委員，高橋委員，田中委員，南条委員，矢田委員

山本委員，吉澤委員， 

 

 

【開会】 

事務局  開会の挨拶 

【第 1回議事録配布，確認依頼】 

 

会 長  それでは，只今から平成２７年度第２回鈴鹿市特別職報酬等審議会

を開会いたします。 

本日は，審議の後，答申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，第１回会議のまとめ，市長，議員の活動実績等

を説明いただき，その後，報酬と期末手当について，皆さんに御意見

を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  それでは，前回の会議のまとめということで，各委員の皆様の主な御

意見を紹介します。 

人事院勧告に沿った対応でいいのではないかという御意見や，人事

院勧告資料の民間のボーナス平均が 4.21 月というのは，零細企業に

ついてはそのような状況ではないのではないかという御意見がござ

いました。 

また特別職の報酬額は，どの役職においても県下三番目ということ

で，バランスがとれているのではないかというような御意見もござい

ました。 

それから，市長につきましては，いろいろな場面で目にすることも

多く，積極的に活躍していただいているのではないかというような御

意見や，議員につきましては，なかなか活動が見えにくいのではない
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かというような御意見がございました。 

それから，報酬等の引き上げにあたっては，民間の場合は各種の比

較というよりも，業績を先ずは第一に考えるのではないかというよう

な御意見もいただきました。 

そこで，今回審議していただくに当たり，自治体の場合は民間企業

のように売り上げとか，利潤の追求というのはなかなか難しいところ

がございますので，市長と議会のこれまでの 4年間の実績を簡単に御

紹介させていただきます。 

資料はございませんので，口頭での説明とさせていただきます。 

市長につきましては，これまでの 4 年間で，「安全安心のまちづく

り」「子どもの未来をつくるまちづくり」「都市環境の整備と活力ある

産業をつくるまちづくり」「行財政改革」を中心にいろいろと活動して

いただいております。 

具体的に申し上げますと，「安全安心」の部門につきましては，津波

ハザードマップの全戸配布や，関係団体と災害発生時の応援協定の締

結を行っております。 

また，目に見えるものといたしまして，防災公園として桜の森公園

の整備も行わせていただいております。 

それから「子どもの未来をつくるまちづくり」につきましては，第

二学校給食センターを整備し，中学校給食を開始させていただいてお

ります。 

また，平田野中学校の新築や，合川小学校の小規模特認校の指定な

ども実施しております。 

それから，医療費の助成対象の拡大といたしまして，小学校の通院

費と中学校の入院費の無料化制度の拡充をさせていただいておりま

す。 

それから，「都市環境の整備と活力ある産業」の部門につきましては，

スマート IC の整備や，企業立地の推進ということで，各種企業誘致の

働きかけをしていただいております。 

それから，中勢バイパスの鈴鹿稲生工区の開通につきましても前回

の任期期間中に開通をしております。 

それから，白子駅前の広場整備につきましても実施し，鈴鹿亀山道

路につきましても国への働きかけを積極的に行っております。 

それから，「行財政改革」の部門につきましては，事業目的が無くな

った市有地等の積極的な処分ということで，土地開発公社の経営健全

化を図るという意味合いで，土地の保有高を 114 億円から 60 億円ま
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でに少なくしたという実績もございます。 

ごく一部でございますが，市長の実績ということで御紹介させてい

ただきました。 

引き続きまして，議会につきましては，議員発議といたしまして議

員自らが制定をした条例を御紹介いたします。 

鈴鹿の地産地消の推進といたしまして，すずかの地産地消推進条例

の制定がございます。 

この条例は，生産者，消費者，事業者及び市の役割を明らかにし，

安全で安心な農林水産物等の生産及び供給の推進を図ることにより，

持続可能な農林水産業を育成し，もって市民の健康的な生活に資する

ことを目的としております。 

それからもう一つ，鈴鹿市議会基本条例の制定でございます。 

これにつきましては，市民と議会それから議会と市長，その他の執

行機関との関係を明らかにすることにより，議会がその機能を発揮し

市民の負託に応え，市民福祉の向上に寄与することを目的に，議員発

議で制定いたしております。 

それから，新しい試みといたしましては，議会報告会の実施という

ことで，年 2回開催をしておりまして，全議員がいくつかの会場に分

かれまして，市民に対して議会での議論の報告を行う場を設け，市民

への情報提供や情報共有を行っている状況でございます。 

今年度につきましても，先週の金曜日に一ノ宮・天名・愛宕の三つ

の公民館で報告会が行われております。 

その他，議会改革の特別委員会というのを前回任期期間中に設置を

いたしまして，いろいろな改革案を検討いたしております。 

具体的な実績例といたしましては，さきほど紹介いたしました，議

会基本条例の素案の検討でありますとか，ICT の活用でありますが，

具体的に申し上げますと本会議や委員会へのパソコンでありますと

かタブレットの持込について議論をしていただいておるというよう

な状況でございます。 

それから，本会議映像のインターネット配信ということで，これに

つきましては，以前は CNS の生中継で一般質問と代表質問のみを放送

していましたが，すべての本会議を映像配信するということに加えて，

後日録画されたものも映像配信するということで，ホームページで見

られる状況となっております。 

それから，政務活動費の関係の収支報告ということで，これは以前

からホームページで公表しておりましたが，平成 25 年度分の報告か
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ら支給額，決算額，戻入額の各総額に加えまして，科目ごとの支出額

を記した収支報告書及び会計帳簿を掲載することによって，経費支出

の明確化に努めておるというような改善も行っております。 

それから，毎回の議会でございますが，本会議における一般質問に

ついても 32 人中，正副議長，監査委員を除く 29 人質問できるわけで

すが，毎回 20 人以上が質問を行うなど，精力的な活動をしておるとい

うような状況でございます。 

あと最後になりますが，県内各市の今回の人事院勧告への対応状況

についてまとめさせていただきましたので，これも御報告させていた

だきます。 

人事院勧告を受けた，県内各市の特別職への対応でございますが，

まず報酬につきましては，現在のところ引き上げ，あるいは引き下げ

の予定をしている市はどこもございません。 

それから，期末手当の改定につきましては，県内 14 市中 5 市が人

事院勧告に準じた形で一般職と同様に 0.1 月引き上げの改定の予定と

聞いております。 

具体的な 5市といたしましては，桑名市，亀山市，熊野市，いなべ

市，伊賀市の 5市でございます。 

それから，改定をしない市が 4市ございました。 

それにつきましては，名張市，尾鷲市，鳥羽市，志摩市，この 4市

でございます。 

それから，未定の市が 4 市ということで，津市，四日市，伊勢市，

松阪市，この 4市がいまのところ対応が未定ということでございます。 

それから，特別職報酬等審議会の開催状況でございますが，議員と

市長の期末手当の関係につきましては，審議の対象としていないとこ

ろもございますので，審議会を開催せずに，引き上げたり引き下げた

りしているという他の市の状況もございます。 

報酬につきましては，いまのところどこも改定の予定はないという

ことでございます。 

ただし，改定の実施時期でございますが，年内に国会が開かれない

という報道もあり，国会が開かれないと国家公務員の給与改定の法案

が成立しませんので，当然，国に準じて進める必要があるため，市の

職員の給与に関する条例改正及び，特別職の条例改正につきましても，

年内の実施が難しくなるという状況でございます。 

 

会 長  ありがとうございました。 
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それでは，審議に入ります。 

本日は，前回の議論を踏まえ，各委員の皆様に，報酬・期末手当の

改定についてそれぞれ，御意見をいただきたいと思います。 

まず，報酬額の改定について，各委員の皆様に御意見をお願いしま

す。 

事務局から説明の補足はよろしいですか？ 

 

事務局  報酬額を議論していただくにあたりまして，各種の状況のほうは先

ほど説明させていただきましたが，それ以外の補足説明をさせていた

だきたいと思います。 

職員の月例給につきましては平成 26 年と平成 27 年の 2年にわたり

まして引き上げ勧告がなされておるわけでございますが，昨年の人事

院勧告におきましては，ベースアップとあわせて，給料表の水準を平

均して 2％引き下げるという，給与制度そのものの見直しの勧告も同

時に出されております。 

この平均 2％という引き下げでございますが，世代間の給与配分を

見直す観点も含まれており，特に 50 歳代後半層では，公務員の給与が

民間給与を上回っている現状もございまして，50 歳代後半層の職員が

多く在職する給料表のところは最大で 4％程度の引き下げが出されて

おるというのが現状でございます。 

もう少し具体的に申し上げますと，平成 26 年の勧告で 200～2,000

円のベースアップが行われましたが，同時に給料表の引き下げの改定

もなされており，若年層を除いて 200 円から 16,700 円の減額がなさ

れている状況でございます。 

さらに，本年度の勧告におきまして，全階層で 1,100 円～2,500 円

のベースアップの人事院勧告が出ておりますが，昨年度の給料表の見

直しによって引き下げた給料月額を，若干回復させた内容にとどまっ

ているというのが，現状でございます。 

ただし，実際に支払われる給与月額につきましては，経過措置がご

ざいますので，当時支給されていた額が保障されております。 

実際の数字をあげて申し上げますと，職員の給料表で，一番高い 8

級 45 号給ですが，平成 26 年 4 月時点で 478,200 円の給料でした。 

平成 26 年の人事院勧告でベースアップがあったのですが，この層

の給与については，ベースアップ無しで，そのままとなっております。 

さらに，給料表の引き下げが行われており,それにより 466,300 円

になり，マイナス 11,900 円の引き下げとなっております。 
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それが，今年度の人事院勧勧告で 467,400 円になるということで，

プラス 1,100 円のベースアップになってはおりますが，平成 26 年度

の 478,200 円と比べても，現在はまだ 10,800 円少ない額になってお

ります。 

ただし，現在の給料額は，当時の給料額が保障されておりますので，

478,200 円が現状でございます。 

 

会 長  各委員の皆様に御意見をお願いします。 

 

岡本委員 さきほど課長からのご報告にありましたとおり，職員に対する人事

院勧告というのは，若い職員中心の改定となっておりますので，他の市

の特別職の報酬がどうなのかと比べてみたところでいくと，なかなか

引き上げるというのは理解されるのが難しいかと思います。 

最低でも据え置きというのが妥当なところかなと私は思います。 

 

南条委員 市長や議会の活動内容がある程度理解できましたし，他市の給与状

況を考慮することなどについて，評価できる考え方かと思います。 

ですから，人事院勧告に拠った引き上げで問題ないのではないかと

は思います。 

ただ，今お聞きしていて，私も普段から色々な市長の功績とか，議

会がどういうことを決議して，どういうことができたのかということ

を今まで具体的にあまり理解していなかったので，市報などに掲載さ

れているかもしれませんが，もう少しアピールしていく必要があるの

ではないかと思いました。 

 

山本委員 第一回目で述べましたとおり，県内の他市と比べても各種の問題に

対して活発に動いていただいてみえると思います。 

企業誘致にしましても，他市，特に南勢地区で大変な問題となって

いる人口減にしましても，先を見越して問題を先取りして活発に動い

ていただいているという評価をやはりどこかで出していただかない

といけないと思います。 

人事院勧告が出ている云々もそうですが，職員がやる気を出してい

ただけるような評価をしていただいて，民間企業も同じですが結果が

出てくれば，それが励みになるような評価をしていただければと思い

ます。 
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吉澤委員 私も普段勉強不足で市長の活動などもほとんど知らなかったのです

が，今日の説明を聴かせていただいて，本当にたくさん活躍されて素晴

らしいなと思っております。 

その中でも企業の誘致というのは，一番大事なことではないかと思

っております。 

私ども一企業といたしましても，やはり広い土地があれば行きたい

なと思いますが，なかなかそういうものも手に入らない状況ですので，

もっともっとそういうところに力を入れていただけたらと思います。 

特別職の皆様におかれましては，大きな力で鈴鹿市を豊かにしてい

ただけると思いますので，そういう意味では財政の許す限り，1 円で

も多く報酬を出していただけたらなと思います。以上です。 

 

矢田委員 私も同じように市長は今までどおり活躍されてみえるのは前回も言

ったとおりなのですが，目に見えてわかりますし，また職員の方も鈴鹿

市の財政がある程度許す限り上げることについては，別に反対するこ

ともありませんし，いいのではないかと思います。 

財政が厳しいのに上げるというのは，もともと無理なのですが，こ

の人事院勧告については，勧告を踏まえて善処していってください。 

 

田中委員 市長や議員の活躍や仕事ぶりをご説明いただきまして，私も議会な

どをよく録画して観たりしていますが，活発に活動されていらっしゃ

ると思っております。 

先ほどから意見が出ているとおり，鈴鹿市の今の財政を考える上で

は，努力が報われるような形で出ておりますし，そういったところを

報酬という形で示すということも重要なことかと思いますので，人事

院勧告どおりの引き上げでよろしいのではないかと思います。 

ただ，これから先魅力ある鈴鹿市として，若者の定着率を上げるた

めには，就職したくなるようなまちづくりが重要になってきますので，

そういったことにも今後力を入れていっていただければなと思いま

す。 

 

酒井委員 ちょうど市報がでており，9月までの予算の実施状況のようなものが

出ていたのですが，それを見ていてもそんなにおかしいところはない

なと思いました。 

内容的には，有形物に対しては何をやったかが非常に出ていました。 

それをするには，大変な労力が要りますし，それによって市内の活
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性化につながるとも思います。 

一方で，鈴鹿のまちに住みたいなということを，どう高めていくか

ということと，鈴鹿が大好きだという人がどれだけ多くなっていくか

というのが重要だと思います。 

つまりモノを造るという有形効果のほかに，市民が鈴鹿市というの

はこんなに魅力のあるまちなのだという意識をもてるような，無形効

果みたいなものが必要なのではないかと思います。 

 

会 長  私も意見を述べさせていただきたいと思います。 

度々，議員定数について話題になるのですが，前回いただいた鈴鹿

市の類似団体についての資料を参照すると，人口や財政力を考慮して

も鈴鹿市より若干定数が少ない団体もあるようです。 

定数について，この場で議論するのはふさわしくないとは思います

が，声として述べさせていただきたいと思います。 

報酬額につきましてなんら疑問はありません。 

また少し要望を述べさせていただきますと，本市は農水工商とバラ

ンスのとれた都市として発展してきたわけでございますが，人口 20万

人は小さな都市として甘えてはいけないと思います。 

国際都市鈴鹿を掲げて世界を舞台に，戦略を一歩も二歩も進めて欲

しいと思います。 

伊勢志摩サミットの好機でもありますし，鈴鹿市の中小企業の特徴

ある力を結集し，ベクトルをあわせて特別職の方の奮闘を願いたいと

思います。 

 

事務局  今日御欠席の榊原委員から，御意見をお預かりしておりますので，

紹介させていただきたいと思います。 

報酬自体につきましては，今現在も決して低い額ではないが，現時

点で改定が必要なほどの額ではないのではないかという御意見をい

ただいております。 

期末手当につきましては，市長をはじめ議員は市政の牽引役を担っ

ていただいておる方々なので，人事院勧告どおり 0.1 月の引き上げに

ついては特に問題はないのではないかという御意見をいただきまし

た。 

 

会 長  その他いかがでしょうか？ 

ありがとうございました。 



9 
 

各委員の皆様から報酬額の改定について，御意見をいただきました。 

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，人事院勧告の内容が，実質的に

報酬額の増になっていないことを踏まえ，改定を行わないこととした

いと思いますが，委員の皆様いかがでしょうか？ 

 

（異議なし） 

 

会 長  続きまして，期末手当の改定について，皆様御意見をお願いします。 

 

酒井委員 月例給については据え置きということで，期末手当については，人事

院勧告が世の中の動向を視てバランスをとりながら勧告している現状

を考慮し，また，現在の市長のこれまでの取組も考慮し 0.1 月の引上

げで問題ないと思います。 

 

田中委員 私も酒井委員と同じで,市長の頑張りとか月例給自体を据え置くと

いうことであれば，ボーナスを引き上げてもらって更なるモチベーシ

ョンをあげてもらって，鈴鹿市のよりよいまちづくりに取り組んでも

らえればと思いますので，ボーナスの 0.1 月の引き上げに賛成です。 

 

矢田委員 これは特別職だけですね。それでしたら，同じように勧告通りで問題

ありません。 

 

吉澤委員 私も同じ意見です。リーマンショック時に比べれば，随分良くなって

きているかなと思うので。 

 

山本委員 勧告通り実施していただければと思います。手当が増えないことに

は消費の拡大もありませんし，是非とも強力に推挙したいと思います。 

 

南条委員 今でも頑張っていただいておりますが，より一層鈴鹿市のまちづく

りのために働いていただくことを期待して，0.1 月の引上げに賛成です。 

 

岡本委員 改定によって総額どの程度増額となりますか？ 

 

事務局  市長の場合ですと年額で 126,960 円，副市長の場合ですと年額で

97,920 円，議長の場合ですと 73,560 円，副議長の場合ですと 64,680
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円，議員が 58,200 円です。 

年額でこれだけ上がるということになります。 

総額で 230 万円ぐらいの増となります。 

 

岡本委員 財政規模からみると，問題となる増額とは思わないので，期末手当の

増額については賛成です。 

 

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，期末手

当については，人事院勧告に従った改定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。 

 

（異議なし） 

 

会 長  それでは，答申案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。 

 

（答申案配布） 

 

会 長  答申案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みて下さい。 

 

（答申案読み上げ） 

 

会 長  この答申案の素案に対して，御意見をいただきたいと存じます。 

 

 

岡本委員 高齢者層という表現となっているが？ 

事務局  高齢層に訂正します。 

 

酒井委員 「若年が定住できる」を「定住を望む」や「定住を希望する」等前向

きな表現に変えてはどうか？ 

 

事務局  「定住を希望するまちづくり」に訂正します。 
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会 長  この答申案を御承認いただけますでしょうか。 

異議無いようですので，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  答申につきましては，11 月 5 日午後 1 時から審議会を代表いたしま

して，高橋会長から市長へ答申書を手渡していただきたいというふう

に考えております。 

また，同時にこの日に記者発表もさせていただく予定でございます

ので，各委員におかれましては，御了承いただきたいと思います。 

先ほど見ていただきました答申案の日付も，11 月 5 日付での答申と

させていただきます。 

 

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。 

不慣れな司会で御迷惑をおかけしましたが，皆様の御協力をいただ

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   会長ありがとうございました。 

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。 

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。 

確認後に，吉澤委員に御署名をいただき，第２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。 

委員の皆様，ありがとうございました。 

 

～終了～ 


