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第２回佐賀市特別職給料等審議会 議事要旨

１．日 時 平成２４年１月１３日（金） １３時３０分～１５時１０分

２．出席者

【委 員】 佐賀商工会議所 会頭 井田 出海（会長）

佐賀市中央農業協同組合 代表理事組合長 木塚 公雄

佐賀市男女共同参画ネットワーク 会長 草場 真智子

佐賀市地域婦人連絡協議会 会長 坂田 艶子

佐賀市女性人材リスト登録者 真島 康子

日本労働組合総連合会佐賀県連合会東部地域協議会 議長

西村 康喜（会長職務代理者）

佐賀大学 経済学部教授 山下 壽文

【事務局】 総務部長 伊東 博己

総務部副部長 松尾 安朋

総務部人事課長 松尾 邦彦

総務部人事課給与係長 蘭 英男

総務部人事課給与係 西 洋徳

総務部人事課給与係 大家 和彦

総務部人事課給与係 金ヶ江 佑介

３．議事録

委 員：資料に減額措置前の市長の年収と副市長の年収の他市との比較があるが、すべての市が

減額前の数値ということか。

市長の年収、副市長の年収を他市と比較した場合に差があまりないが、議長、副議長、議

員の年収は他市と比べ非常に差がある。具体的な数字は出ないのか。

6ページの網掛けをしているところは、費用弁償の対象となるということと捉えてよいか。

これには費用弁償を出しているという意味なのか。

事務局：年収の比較のグラフについては、すべて減額措置前の数値である。

資料の 3ページに月額での数値を掲載しているので、そこでご確認いただきたい。

現在、費用弁償は一切出されておらず、この網掛けの部分は費用弁償を出していたら対象

になっていた部分ということである。

委 員：一般職の 7級というのはどのくらいのレベルなのか、また年収はどれくらいになるか。

事務局： 佐賀市の給料表は 8級制で、8級が部長、7級が副部長、6級が課長である。

年収という点ではお答えできる材料を持ち合わせていないが、4 月 1 日時点での平均給

料月額は、部長級が 462,600円程度、副部長級が 437,055円程度である。また、職責に応

じて管理職手当の額に違いがある。
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委 員：議員の活動日数について、委員会や本会議に出席した日数以外の活動状況は把握してい

るか。

事務局：資料に掲載しているのは、議会事務局で把握している議会活動に関する活動状況である。

地元での説明会や、地元の行事への出席等については、事務局では把握をしていない。

委 員：平成21年から平成23年までの国の給与改定率は 3か年でどのくらいなのか確認したい。

事務局：一般職の減額率は 3年間で△0.62％。指定職は平成21年度が△0.3％、平成22年度が△

0.2％、今回人事院勧告による改正は実施されていないが、平成23年度の勧告は△0.5％な

ので、3年分で△1.0％ということになる。

委 員：特別職の給料等の審議に入りたいが、事務局としての考えはあるか。

事務局： 平成 21 年度の審議会では、人事院勧告に沿って△0.3％という答申をいただいている。

今回も同様とすると平成22年度と平成23年度を足した△0.7％となる。

審議の参考として、いくつかのパターンを作成したので、いろいろと御議論いただきなが

ら、どのラインが適当か御審議願いたい。

委 員：議員数が少し多いので、見直しが必要になるのではないかと思う。

また、期末勤勉手当について一般職と特別職では 1か月分ぐらい違う。本給だけをさらに

落とす必要があるのか疑問に思う。

事務局：佐賀市の議員定数は 38名であるが、これは、合併協定の中で相当の真摯な議論をいただ

いて、この定数になっているのではないかと思っている。他の都市と比べて、多いか少な

いかということについては、人口との兼ね合いもあり難しいところではあるが、そこまで

多くないのではないか。

期末勤勉手当について、一般職員は期末手当と勤勉手当の合計で 3.95 月である。これに

対して特別職には勤勉手当がなく、期末手当だけで 2.95月となっている。勤勉手当は勤務

成績に応じた評価によって支給されるものであるので、特別職については、職務的には最

高にあるということで、勤勉手当というのは加味されていないとお考えいただきたい。

委 員：事務局として議員数が妥当かというところをどう考えているのか。やはり多いのではな

いか。

事務局：事務局として、議員定数の妥当性については、客観的なデータは示すことができるが、

最終的には議員自らが、市民の声や様々な声を聞いたうえで、議会の中で検討される事項

である。ただ、議員定数については、まだまだ、旧町村の地域の代表という考え方がある

中で、議員数を削減することについて住民から不安の声も多い。

委 員：住民 1 人当たりの人件費を額で出しているので比較ができないのではないか。これを率

に換算したら比較はできるのではないか。

事務局： 人件費の比較について、大都市になればなるほど投資的経費が大きくなるので、なかな

か人口規模に都市の予算が比例してないところもあるが、率による比較については、参考
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にさせていただきたい。

委 員：一般職の時間外手当は、どのくらいの額になっているのか。

事務局：超過勤務手当について、今の職員の年間平均残業時間が約 140 時間であり、これに平均

単価をかけると約 35万円である。

委 員：一般職の通勤手当は平均でいくらか。

事務局：通勤手当は支給している職員の平均で 5,700円。なお、扶養手当は平均 21,000円程度、

住居手当は平均 25,000円程度である。

委 員：議員の期末手当が 2.95月であるが、今年、佐賀市内の一般企業で賞与をそんなに出した

ところはないのではないか。我々の会社でも最高で 2.3 月、平均で約 1.9 月である。議員

に賞与が出るということは、一般市民の感覚からするとあり得ないのではないか。議員に

ついては、報酬額のみというのが基本だろうと思う。期末手当は一般市民と同じような月

数にしておいて、その差額は、月額の中に最初から入れておくほうがよいのではないか。

委 員：特別職、議員の報酬を幾らにするかという客観的な根拠を見出すことはなかなか難しい

と思うが、佐賀県の各市を比較した場合に、市長、副市長に比べて議員の報酬が非常に優

遇されているような気がするので、その辺はもう少し是正しなければならないと考える。

委 員：市長や副市長は自分ひとりのことだから、給料のカットが即できるが、議員はなかなか

できないということを聞いた記憶がある。議員の報酬の中には、活動費とか党の補助費等

は入っていないのか。政務調査費が加われば年収はもっと増えるのではないか。

事務局：資料のなかに報酬年額、期末手当、政務調査費を加えたグラフがあるが、これ以外の党

費などについては把握していない。

なお、議会では一昨年、議会基本条例を作り、議会報告会を毎年各校区や地区で開催を

するようになった。その場所では議員の定数や報酬について様々な意見が出され、議論さ

れている。この審議会も市長の諮問機関ではあるが、答申された意見は、議会で真摯に受

けとめられ、それに基づいて理由等を考えられて御議論は必ずされるものだと思っている。

加えて政務調査費という話があったが、これは、ある一定の制約に基づいて支出された費

用について、その活動費を充当するもので、年間で最大一人あたり 60万円支給されるが、

不用分については返納していただいている。この政務調査費には昨年の 7 月から、なるべ

く透明性を高めるということで、すべての帳簿、書類を自主公開している。

委 員：そういうふうに市民の意見の場にさらされているということは、健全なことだ。

委 員：今の話の関連で、60万円の政務調査費が出るということだが、返納はどのくらいあるの

か。

事務局：平成 22 年度実績では年間 60万のうちの 3 分の 1ほどを使われなかった会派があった。
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あとは大体半数以上が、それ以上に使われている。その年々によって返納額が出る場合と

出ない場合とがある。

委 員：出席費用弁償については、議員から自主的に廃止したものなのか。

事務局：市の経費を削減するなかで、議会についても執行部と同様に経費が厳しいので削減でき

ないかという要請があり、議員の会議において、出席費用弁償を削るという決断をいただ

いたものである。

委 員：市長、副市長、議員、副議長、議長などの視察や研修に係る旅費は、市がすべて負担し

ているのか。

事務局：公務での出張には旅費を支給している。

議員については、公務活動については公費。そのほか政務調査活動については政務調査費

対象になる場合がある。党籍をもった大会などの私的活動や個人的な活動については自費

という現状である。

委 員：例えば、消防団なども特別職ではないかなと思うが、それは違う位置づけなのか。

事務局：いわゆる非常勤特別職は別である。今回の審議は、市長、副市長、議長、副議長、議員

の部分のみを対象とした議論であるので、ここでの決定が非常勤特別職に影響するという

ことではない。

委 員：減額となった場合は、市長から議員まで一律での減額でないといけないのか。

事務局：一律でなければならないということはないが、これまでは一律で改定している。

委 員：一律での減額以外はなかなか難しいようだが、結論を今日出さないといけない。今まで

の議論を踏まえてどのようにするか。

委 員：現実的に交付金がだんだん少なくなるという実態がある。そこは特別職の方も理解して

もらわないといけない。また、新たな議員活動や活性化に取り組んでもらわないといけな

いと思う。それでは△0.3％なのか△0.7％なのかという議論になると、例えば△0.7％と極

端に下げた場合に、一般職のほうにも影響する可能性があり、あまり下げられないところ

はあるが、やはり市民としては、据え置きは許されないという感触を受ける。

委 員：過去 3か年の一般職員の給与の減額が△0.62％、特別職は△１％、その差は△0.37％と

いうことは特別職の人たちは多く減額されている。背景としては、財政の見通しが平成27

年度から著しく厳しくなることが一つと、デフレの状況の中で民間の給料が上がらない、

そういうところから、市民感情としてはさらに減額という気持ちはあるだろうと思う。

特別職も意欲高揚を図るためには、報酬以外のものもあるのではないか。ただ、もし下

げるということであれば、平成23年度の人事院勧告の△0.5％の水準かと思う。
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委 員：いろいろな情勢を考えた時に、現行のままではあまりにもと思うので、△0.7％などいか

がか。

委 員：特別職の職責はなかなか大変な部分があると思う。平成21年度が減額、その前 2回は据

え置きになっているが、もし据え置きが難しいようであれば△0.3％ぐらいで留めて欲しい

と思う。

委 員：特別職と一般職では全然レベルの違う話で、理想に燃えて議員や市長になっておられる

わけだから、報酬云々の問題をどうこうというのはおかしいと思う。市の財政状況や市民

感情を考えると△1.0％でも少ないと個人的に考えている。

委 員：市長は今もこれとは別に減額されているということもあり、頑張っておられるのがわか

るが、議員は多過ぎるかなと思う。△0.7％は今の情勢では仕方がないと思う。

委 員：先ほどの委員さんが言われるように△0.3％から△0.7％の間ぐらいかと思う。

委 員：皆さんの話を聞いていると、△0.3％から△1.0％まで、さらに△0.5％から△0.7％とい

うように△0.7％にだんだん収れんしていくような感じがする。

委 員：答申書に書くときに減額の根拠が必要。人事院勧告に準じるという文言でいいのか。

委 員：減額せざるを得ないことは理解してもらっていると思うが、今年度、国家公務員が引下

げをしていないなかで、見送っている部分も含めて減額していいものか。

事務局：国会で法案が通っていないという実態はあるが、人事院勧告では民間との格差が△0.5％

あるということは、民間との格差の実態だと思っている。

委 員：一般職と特別職では職責が違ってくる。一般職が落としたからといって、そのまま特別

職にも当てはめることが妥当なのか、ちょっと納得できない部分がある。

委 員：法案が人事院勧告に準じたもので成立していれば 2年間で△0.7％。一般職を下げておい

て特別職はそのままというのも難しい。人事院勧告が一番妥当かと思うがいかがか。この

ことを、この審議会の決定としてよろしいか。

（「はい」との声有り）

委 員：議員の部分についても一律で減額とするのか。

委 員：△0.7%として、県内他市との比較については、議会で自ら諮っていただくのが一番よい。

委 員：県内の他市と比べ、議員の報酬に格差が大きい。これは議会の中で議論すべきというよ
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うな附帯意見をつけることはできないか。

委 員：審議会の総意として附帯意見をつけるのか、それとも審議会の中で、このような議論が

あったというような書き方をするのか。

事務局：次回の会議までに答申の原案を作り、附帯意見のニュアンスも含めて内容をもう一度御

議論いただきたい。

委 員：それでは 0.7％減額、そして議員報酬については附帯意見をつける。その文言について

は、次回に決定するということでよろしいか。

（「はい」との声有り）

委 員：では、今日の議論をもとに附帯意見の文言も含めて、最終的な答申案を次回の審議会ま

でに事務局に用意していただく。本日は散会とする。


