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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 28年 11月 4日（金）9時 50分～10時 50分 

場所 鈴鹿市役所 本館 5階 503会議室 

 

 

 

 出席委員 麻生委員，岡本委員，田中委員，南条委員，矢田委員，山本委員

吉岡委員，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２８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回会議のまとめの報告をもらい，その後，

報酬と期末手当について，それぞれ皆さんに御意見を伺いたいと思い

ます。 

 

事務局  前回の会議のまとめという事でございますが，前回は，事務局の方か

ら，過去の特別職報酬等審議会の開催状況と対応結果，本年度の人事

院勧告と三重県の人事委員会の勧告の内容，本市の財政状況，県内各

市あるいは類似団体の報酬月額等の状況を説明した後に，各委員から

御意見をお伺いしました。 
各委員の意見の概要としましては， 

県下他市との状況比較や当市の財政状況等から見ても，市長は非常

に努力されており，二期目を迎えて堅実な市政運営は市民も評価して

いるのではないか。 

特別職は定期昇給もないので，増額の改定をしてもいいのでは。 

今回の人事院勧告の内容に準じることについては，異論は無いが，

人事院勧告の前提となる調査は企業規模が５０人以上を対象として
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いるが，非正規職員や低所得者層の状況は反映されていないのではな

いか。 

議員定数についても四日市市が鈴鹿市より人口が１０万人以上多

いのに，議員定数が２人しか違わないし，他市と比較すると定数が多

いと感じる。 

平成２１年度に報酬が引き下げられているが，当時と比較すると随

分状況は改善されているので，戻してもいいのではないか。 

議員活動における政務活動費が全国的に話題となっているが，鈴鹿

市の状況はどうなのか気になる。 

企業においても国の政策に基づいて賃上げを行っているという背

景もあるので，人事院勧告に準じて改定していいのではないか。 

市長については，多方面で活躍されているし，市長が不在の場合は，

副市長がしっかりと支えておられるので引上げてもよいのではない

か。 

人事院勧告に沿って引き上げることに異論は無いが，本市の財政運

営について，財政調整基金を取り崩して運営しており残高が少なくな

ってきているというのは心配である。 

等の御意見をいただきました。 

 

会 長  ありがとうございました。 

本日は，前回の議論を踏まえ，報酬の改定と期末手当の改定につい

て，委員皆様の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伺いしま

す。 

事務局説明の補足はよろしいですか？ 

 

事務局  報酬の額をどうするのかを議論していただくに当たり，少しだけ補

足説明をさせていただきます。 

職員の月例給につきましては，平成２６年度，平成２７年度，平成

２８年度の３年連続で引上げ勧告となっています。 

本年度で申し上げますと平均で 0.2％の改定率ということで，若年

層については 1,500円のアップ，高齢層については 400円のアップと

なっています。 

ただし，平成２６年度の人事院勧告では，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総合的見直しという勧告

も同時にされております。 



3 
 

平均２％ということですが，世代間の給与配分の見直しという観点

も含まれており，５０歳代後半層では公務員給与が民間給与を上回っ

ているという現状から，５０歳代後半層の職員が多く在職する号俸で

は最大で４％程度引き下げています。 

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給料

は８級４５号級で，平成２６年４月１日時点で 478,200円となってお

りますが，平成２６年度に給料表の引き下げが実施され，466,300（マ

イナス 11,900円）となりました。 

平成２７年度の人事院勧告により，467,400 円（プラス 1,100 円）

の改定が実施されましたが，平成２６年と比べるとマイナス 10,800円

となっております。 

また，平成２８年度の人事院勧告が 467,800円（プラス 400円）の

改定となっておりますが，平成２６年と比べてもまだマイナス 10,400

円となっております。 

また，県内１４市の対応状況でございますが，津市が特別職報酬等

審議会を１１月頃に開催予定，松阪市が来年１月頃に開催予定，四日

市市が時期は未定ですが開催する予定です。 

他の市については，特に開催する予定がないということで，引上げ，

引き下げともにする予定がないということです。 

 

会 長  各委員の皆様に御意見をお願いします。 

 

岡本委員 前回，報酬を引上げてもよいと意見したが，先ほどの説明を聞くと，

特別職であっても，報酬額については現状維持でお願いしたいと考え

ます。 
 

南条委員 昨年の改定に引き続き，今年の人事院勧告についても，特別職の報酬

に影響を与える改定では無いと思います。 
 

山本委員 人事院勧告に準拠した改定について賛成である。 
現状を聞いても他市と比べてそん色ないため，前向きに検討しては

どうかと思います。 

 

吉澤委員 増額の改定には賛成させていただく。 
補足説明を聞いても改定は妥当かと思います。 
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吉岡委員 民間準拠ということで，改定して問題ないと思います。 

 

矢田委員 ４．２月を４．３月への引上げには賛成である。 

改定に当たり他市と比較して突出することがないようにしてほし

い。 

 

田中委員 安定した行政運営であり，精力的な活動もされているため，人事院勧

告どおりの引上げに賛成です。 

 

会 長  ありがとうございました。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。 

 

事務局  一部の御意見が，人事院勧告の対象である期末手当の改定について

の意見となっておりますので，改めて報酬額の改定について御意見を

お願いしたい。 

 

会 長  改めて，報酬額の改定に関して，御意見はいかがでしょうか？ 

 

岡本委員 事務局の説明もありましたが，一般職の高齢層の改定状況を踏まえ

ると，報酬額については，引上げるということはよほどの理由が無い限

り難しいのではないかと思います。 
 

矢田委員 他市の状況も考えて，現状維持でいいかと思います。 
 

会 長  ありがとうございました。各委員の皆様から報酬額の改定について，

いろいろな御意見をいただきました。 

概ね，据え置きか人事院勧告に合わせた引上げとの意見でございま

すが，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，

若年層に重点を置いた改定となっており，高齢層の改定額はわずかで

あることを踏まえ，当審議会の方針としては，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。 

事務局説明の補足はよろしいですか？ 
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事務局  期末手当の額をどうするのか，議論していただくに当たり，各市の

現時点での対応状況を報告させていただきます。 

県内１４市中，人事院勧告に準拠して０．１月分引上げを予定して

いるところは，津市，四日市市，伊勢市，松阪市，桑名市，亀山市，

熊野市，いなべ市の８市です。 

改定する予定がないとしているところが，名張市，鳥羽市，志摩市

の３市です。 

未定が，尾鷲市，伊賀市の２市という状況です。 

 

会 長  ありがとうございました。 
それでは，岡本委員より順番に，期末手当の改定について，御意見

をお願いします。 

 

岡本委員 期末手当の改定については，県内の状況等確認したが，人事院勧告に

準じて，改定しても良いと思います。 

今年改定を見送る理由は無いと思います。 

 

南条委員 期末手当に関しては，人事院勧告という基準があるが，期末手当とい

うものは業績に基づく手当であり，議員の期末手当支給には疑問があ

る。 

また，市長には任期ごとに退職金があるので，極端な話ではあるが

期末手当はなくてもいいと思う。 

期末手当の引上げについては必要ないと思う。 

 

山本委員 期末手当については，勧告に従って改定することで励みになると思

います。 

県内で８市，近隣の津市，四日市市，亀山市が引上げ予定というこ

とも踏まえて，引上げてよいと思います。 

 
吉澤委員 期末手当については，改定してもよいと思う。 

今後の取組として，税収を確保するための企業誘致等の取組を行っ

てほしい。 

財源につながるような取組を望みます。 

 

吉岡委員 県内の８市が改定するということで，人事院勧告に準じて改定して

問題ないと思います。 



6 
 

矢田委員 期末手当については，津市や県内他市と比較して同様の取扱いでよ

いと思います。 

 

田中委員 人事院勧告どおりの引上げに賛成です。 
女性市長ということで，子育て支援や福祉施策に力を入れているよ

うに感じます。 

是非，税収を増やす取組にも期待します。 

１点質問ですが，特別職には報酬以外の手当はありますか？ 

 

事務局  報酬以外の手当はありません。 

 

会 長  新しく開通する新名神高速道路にスマートインターチェンジが造ら

れ，西部工業団地の拡張も予定されているようであり，税収確保への取

組も努力されており，楽しみにしたいと思います。 

 

事務局  ここで欠席の井筒委員様より意見をいただいておりますので，御紹

介させていただきます。 

民間の動きからすると，昨年，一昨年とベースアップが行われ，人

事院勧告に表れたように増額の方向性であるのは確かであり，そうい

う点からすると特別職の報酬は，余程，市の財政が危機的な状況とい

うような事態で無い限り，一定の増額改定することは，むしろ必要な

ことであると思います。 

特別職の報酬は，一般職とは違うものの，増額する場合は，人事院

勧告及びそれを反映した一般職の改定との関係で説明可能な範囲で

行う必要があると考えます。 

また，一般職との関連を意識しつつ，市長をはじめ特別職の皆さん

の活動をどう評価し，反映させるかも議論する必要があると思います

が，少なくとも市長の動きについては評価したいと思います。 

 

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，期末手

当については，人事院勧告に従った，０．１月増額の改定が適当ではな

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） 
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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。 

 

会 長  特に意見もないようですので，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７日午後１時３０分から審議会を代表

いたしまして，麻生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。 

 

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。 
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その他の事項といたしまして，１点御連絡いたします。 

本日お配りしました，第１回議事録の修正がありましたら，この後，

事務局までお願いします。 

また，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～ 

 

 

   平成２８年  月  日 

                               

            議事録署名者                   


