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平成３０年度浜松市特別職報酬等審議会会議録 

 

１ 開 催 日 時  平成３０年１０月１６日  午後３時００分～午後４時４０分 

 

２ 開 催 場 所  市役所 第三委員会室 

 

３ 出 席 状 況   

出  席     鈴木孝裕会長、井村元子委員、坂本和美委員、 

田中充委員、武藤憲司委員、森俊太委員、 

山畑聡委員 

事 務 局      総務部長、総務部次長（人事課長）、 

人事課専門監、人事課制度管理グループ長、 

人事課職員４人 

関 係 者      議会事務局職員３人 

                                

４ 傍 聴 者  １人（記者：１人） 

 

５ 議 事 内 容 （１）開会 

（２）副市長あいさつ 

（３）議事 

（４）閉会 

 

６ 会議録作成者  人事課制度管理グループ  宮崎 

 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

          録音の有無  有・無 

 

８ 会 議 記 録 

審議事項について 

 

（鈴木会長） 今回の審議会開催の経緯について、事務局から説明してください。 

（総務部長） 先ほど副市長から話がありましたが、今回は、市長からの諮問はありませ

ん。しかし、特別職報酬等審議会は常設の審議会として、市長からの諮問が

ない場合であっても、委員の皆様にご意見をいただくという機能を有してい

ます。したがいまして、本日の会議では、市長、副市長の給与額及び市議会
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議員の議員報酬、期末手当の額について、改定を行わず、現行の報酬等の内

容のままでよろしいかどうか、ということをご確認いただくことを中心に、

委員の皆様に自由な協議をしていただきたいと考えています。 

市長、副市長、議員の報酬等のあり方につきましては、平成 18 年 12 月に

行われた当審議会答申により、給与については、4年間の任期に対する全体報

酬として職務と責任に応じた適正な水準とすることが必要である、という考

え方を基本としています。 

ご持参いただいた資料のうち資料左上に「会議資料」と記載された資料の 1

ページの（2）「市長、副市長の給料・議員報酬の改定経緯」をご覧ください。

これまでの改定経緯についてですが、給料月額については、政令指定都市移

行後は、一般職員の給料月額が改定された場合においても、その改定幅が小

さかったこと等から、引上げ・引下げのいずれの場合であっても据置きとし

てきました。なお一般職員の給料月額の改定状況は 4ページをご覧ください。 

次に、期末手当の支給割合についてですが、2ページの（2）「市長、副市長・

議員の期末手当の改定経緯」をご覧ください。基本的に一般職員に合わせる

形での改定を行ってきていますが、引上げ改定の場合は他団体の状況等を見

極めたうえで慎重に判断をするため、引上げの傾向を 2 年度分確認したうえ

で実施しております。 

本年 9月 28 日に浜松市人事委員会から、本市の一般職の職員の給与に関し、

月例給の水準が民間企業従業員の水準を 611 円、率にして 0.17％下回ってい

ることから、その較差を解消するための増額改定をすることが適当であると

する勧告がなされました。また、期末・勤勉手当についても、本市職員の水

準が民間企業従業員の水準を下回っているとして、勤勉手当を 0.10 月分引上

げ、国家公務員と同じく年間 4.45 月の支給とすることが適当であるとの勧告

がなされたところです。 

市長の考えとしまして、これまでと同様に人事委員会勧告の内容を尊重す

べきものとしているところです。 

また、他の政令指定都市の人事委員会勧告の状況としては、月例給につい

ては 20 市のうち本市を含めた 14 市が引上げ、6市が据置きでした。賞与につ

いては、本市を含む全ての団体で引上げの勧告が出ています。 

各団体とも、特別職の報酬改定については現時点では未定の状況です。 

国家公務員一般職の給与は給料表、勤勉手当ともに、引上げることが適当

であるとする勧告がされています。 

市長は、特別職の報酬等の引上げにあたっては、他都市の特別職の改定状

況を踏まえて慎重に検討する必要があると考えています。こうしたことから、

一般職において引上げ勧告がされていますが、社会経済情勢や他団体の改定
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状況を見極めて慎重に判断すべきであり、改定を行うべき状況とまでは言え

ないのではないかとの考えから、当審議会への諮問を見送ることとしました。 

こうした経緯を踏まえて、現状の水準が適当であるのかどうかについて、

委員の皆様のご意見をいただきたいと考えています。 

（鈴木会長） ただいま、事務局から本日の審議会の経緯等について説明がありました。

このことについて、ご質問がありましたらお願いします。 

      【質問なし】 

（鈴木会長） 本日は諮問がないということですが、我々審議会のメンバーには、それぞ

れのご専門のお立場や見識に基づく様々な考えがあろうかと思いますので、

本日の審議会では、自由にご意見を述べていただければよろしいかと思いま

す。 

本日 1 回の審議で意見を取りまとめたいと思いますので、皆さんのご協力

をお願いします。 

それでは、事務局から資料の確認をお願いします。  

（総務部次長） 【配布資料について説明】 

（鈴木会長） ただいま事務局から資料の確認と情報の補足がありました。このことにつ

いてご質問があるようでしたらお願いします。 

       【質問なし】 

（田中委員） 資料によれば、特別職は平成 19年から給料月額、報酬額は変わっていませ

ん。各指定都市で財政事情は異なるので、他の都市を考慮しなくていいと思

います。来年 10 月から消費税も上がりますし、次回の審議会では特別職の報

酬について実情にあった上げ幅で引上げの議論がされてもいいと思います。

引上げの幅については、来年に審議されれば結構ですが、上がった分、市民

サービスがよくなればと思います。報酬が低ければよいということではあり

ません。報酬額が低くて浜松市の市長はやっていられないと言われたら困り

ます。浜松市の実情に合った金額であるべきだと思います。なお、今年度は

諮問がありませんので、現行通りでよいと思います。 

（武藤委員） 平成 19年度以降の考え方の中で、なぜ政令指定都市の中でも低い水準とし

ているのか、理由を教えて下さい。 

（総務部次長） 政令指定都市移行時の審議会において、報酬の全体の考え方についてご

審議いただきました。各特別職が 4 年間の任期を満了した場合にどのくらい

の総報酬額とするべきかという議論となり、指定都市になったばかりである

ことや市の職員に対しても行財政改革の話がかなり進んでいたということを

考慮し、現在の結論となりました。 

       結果的に平成 19 年から給料月額・報酬額の引上げ等は行っていない状況で

す。 
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       この間、一般職員は、民間企業に給与水準を均衡させているため、リーマ

ンショックの時に、民間の給与水準の落ち込みに合わせて、引下げを行いま

した。ここ数年は一般職員の給与水準は引上げ改定が続いていますが、依然

としてリーマンショック前の水準には回復していません。特別職について据

置としているのは、こうした点も考慮しているものです。 

（武藤委員） 平成 19年当時は、指定都市になったばかりで、先が見通せないということ

で水準を低くしたという判断は間違っているとは思いません。しかし、それ

から 10 年以上経過し、同じ理由をもって低い水準を維持することは疑問があ

ります。特別職という枠組みなので、一般職と連動する必要もないかと思い

ます。 

       他の都市に見劣りするのはいかがなものかと思いますので、私も引上げを

含めて改定を検討すべきだと思います。 

（田中委員） 市長や議員は、選挙で当選しなければ就くことができない職であり、選挙

で落選した場合、職を失うリスクを背負っています。その分も加味して給料

月額や報酬額を考えるべきだと思います。 

（鈴木会長） 今年度から新たに出席していただいている委員もいらっしゃいます。参考

資料 9 の減額措置について本則とどのような関係があるか説明をしてくださ

い。 

（制度管理 G長） 【参考資料 9の説明】 

（山畑委員） 報酬は指定都市の中では低い水準を維持しているとの説明がありましたが、

報酬額が低ければいいとは思いません。人口減少などの問題もある中で、行

財政改革をすることが期待されており、仕事の結果に対しての報酬はしっか

り支払われるべきだと思います。報酬額が低いイコール仕事をやらないとも

聞こえてしまいます。一般企業の役員は、固定報酬の割合が半分以下のとこ

ろもあり、業績によって変動する報酬額の割合が大きくなっています。モチ

ベーションとインセンティブは一体であり、しっかり仕事をやっていただき、

それに見合った報酬を払うべきです。ぜひそういう考え方を取り入れてほし

いと思います。 

       参考資料 1 の評価レポートについて伺いますが、評価がほとんど B 評価と

なっています。今年のレポートがほとんど B 評価であるということは、今ま

でも B 評価だったと思われます。この評価自体をどう捉えられているのか教

えてください。 

（総務部次長） 評価基準が ABC の三段階で評価しており、達成度合いが 100％にならない

と A 評価つかないため、結果的にほとんどの事業が B 評価となっています。

達成度合をご覧いただくと 80％や 90％のものもありますが、これらは B評価

となっています。 
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（山畑委員） 資料は報酬を検討するために用意されていると思いますが、どれもほとん

ど B評価ということですと判断に困ります。 

この資料は、どんな事業をやっているか示した資料であり、業績評価とは

また別のものと考えます。客観的な業務に対する評価が分かる資料があると

よいと思います。 

（総務部長） 民間企業では、その年ごとの決算資料など業績を示すわかりやすい資料が

ありますが、行政の場合、行財政改革等によりどのくらい財政事情がよいか

示す資料以外に、業務の評価を客観的に示す資料がありません。 

       地方自治体の首長は任期終了後の選挙で、評価を受けるような仕組みとな

っています。報酬については、当選した時点で 4 年間の任期で支給される額

がある程度枠組みとして分かっているというのが現状です。 

（山畑委員） 4 年間の任期の報酬額が当選時に決まってしまう仕組みであれば、審議会を

開催する必要がないということになってしまいます。 

       審議会で、報酬額等が適切であるか判断するためにも、何かよりどころと

なる資料が欲しいです。 

（総務部次長） 平成 18年より前は、現在のように毎年開催するわけではなく、必要に応

じて開催される審議会において金額ベースで改定を行うか審議がされてきま

した。現行の報酬設定の考え方は、平成 19年度の審議会において決められま

した。10 年以上経過し、制度的な疲弊もあろうかと思います。報酬決定の考

え方を改めて考え直す必要があるかもしれません。 

       今後、事務局で資料を改めて整理させていただき、報酬の枠組みを含めて

ご審議頂けるよう準備をしていきたいと思います。 

（山畑委員） 次を見据えるためにも、報酬設定の考え方を見直すことがいいと思います。 

（森委員）  今年度は諮問がないため、現行のままでよろしいかと思います。 

       大学教員の報酬は、研究業績や教育歴などを反映した教授、準教授、講師、

助教などの職位を基本としていて、職位の判断は、ある程度まで数字で判断

します。 

特別職についてそのような評価をつけるのはなかなか難しいと思います。

細かな評価基準では資料の作成も困難かと思いますので、例えば、業務によ

ってカテゴリーを作り、5 段階評価する等の方法はいかがでしょうか。また、

他の地方公共団体の評価手法と比較できる資料があるとさらにいいと思いま

す。 

       少子高齢化や女性活躍などは他団体でも重要な課題となっています。そう

した課題をどう改革したかという点についても評価に含めるとよいかと思い

ます。 

（坂本委員） 特別職の報酬のあり方が、10 年以上同じ考え方ではおかしいと思います。
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最低賃金も 10月から静岡県では 858 円となり、10年前に比べると 100 円以上

上がっています。東京では来年 1,000 円を超えると予想されます。 

       来年度は消費税も上がることを考えると、引上げの検討が必要だと思いま

す。また、報酬設定の考え方を変える必要もあると思います。去年も意見を

出しましたが、他団体と比較する資料ではなく、浜松市として支給すべき妥

当な金額を検討できる資料の用意していただきたいと思います。例えば、浜

松市の財政力を示す資料や、予算のうちどのくらいの割合を特別職の人件費

として使えるのかが分かるものや、市長や議員の市政対する貢献度や、成果

等が分かる資料が欲しいと思います。 

（井村委員） 意見は他の委員から出た意見と同じです。次回の審議会では他の団体との

比較ではなく、浜松市独自の実情に沿って報酬額を議論できる資料を用意し

てほしいと思います。 

（武藤委員） 次回は議員の報酬について判断する資料も欲しいと思います。 

       他の指定都市の審議会についても調査等を行っていただき、議員の報酬に

ついても判断できる準備をお願いできればと思います。 

（総務部次長） 議員を評価する資料については数が少ないのが現状です。参考となる資

料を検討してみます。 

（森委員）  政務活動費について、議員から上げてほしいという要望等はありませんか。 

（議会事務局長） 議員の支給されるものは、大きく報酬と政務活動費の 2 本立てになっ

ており、政務活動費については、使途が限られており、使用後に領収書を添

付して報告書を作っていただく必要があるものです。議員としては、使途に

制限がない報酬を上げてほしいと考えているのではないでしょうか。ただ、

他の団体における政務活動費の不正使用に関するニュース等もあり、要望を

上げづらい状況もあろうかと思います。 

政務活動費は過去 18 万円だった時がありましたが、全てが使い切られてい

た訳ではなかったこともあり、不用額を考慮し、15 万円に減額した経過があ

ります。 

（森委員）  調査研究が仕事の一部である立場の者の視点かもしれませんが、議員は市

民の代表としての活動を行うために、多くの調査を行う必要があるのではな

いでしょうか。そうであれば、調査等をしっかりやっていただくためには、

政務活動費の引上げの議論もあっても良いと考えています。政務活動費は情

報公開もされているので透明性も担保されています。 

（坂本委員） 議員の評価は大きい会派が有利なものになるのではないかと危惧します。 

（山畑委員） 市長、副市長と議員では実績の評価方法も違い、同じ審議会で審議するの

は難しいのではないでしょうか。 

（鈴木会長） 他都市も市長、副市長と議員の審議を一緒にやっていますか。 
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（総務部次長） 他の団体も同様に行っていると思われます。また、審議事項は条例に規

定することとなっています。報酬設定の考え方自体は団体によって様々です。 

（鈴木会長） それでは、そろそろ意見を取りまとめていきたいと思います。事務局で、

本日の審議会の意見を整理してください。 

（総務部次長） では、事務局で取りまとめたものを意見書にしましたので内容について

説明します。 

     【意見書の説明】 

（鈴木会長） 事務局から意見書の内容について説明がありましたが、この内容で市長に

報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

 【全員が同意】 

（鈴木会長） それでは、この意見書を市長にお渡しします。 

以上で本日の会議を終了します。会議の円滑な運営にご協力いただきあり

がとうございました。 

 

 


