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特別職等の報酬等のあり方（中間報告）

１ これまでの検討経過

当審議会は、平成１８年５月２４日に第１回審議会、平成１８年８月

１７日に第２回審議会、平成１８年１０月１９日に第３回審議会を開催

し、特別職等の報酬等のあり方について市長に建議する方向で検討を行

っている。

２ 中間報告の性格と今後の検討

この中間報告は、今後の審議会の検討に資するため、現時点までに出

された各委員の意見を論点毎に各論併記した状態で整理したものであ

り、審議会の結論を示したものではないが、平成１９年度には、この中

間報告とそれに対する各委員の意見等を踏まえつつ、特別職等の報酬等

のあり方について建議すべく、さらに議論を深めることとしている。

そして、平成１９年度中に当審議会としての提言をまとめ、市長に提

出していきたい。

３ 平成１８年度の議論の概要

(1) 議員及び特別職の報酬等の比較のあり方について

議員報酬及び特別職給料の比較対象は 「類似団体」とすることで、

一致しているが、比較方法の議論は、大きく分けると、次のア・イの

両論に分かれている。

ア 市税総額を中心に類似団体と比較

人口が同規模である平塚、厚木、大和、茅ヶ崎の四市の市税総額

に対する議員報酬及び特別職給料の割合を比較検討するべきである
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（ ）。 、 、別紙資料参照 茅ヶ崎市は 四市の中で市税総額は最も少なく

それに対する議員報酬及び特別職給料の割合は最も高い。人事院勧

告等の一般職の給料を審議するのではなく、議員報酬及び特別職給

料の基準づくりをすることがこの審議会の役割である。

イ 人事院勧告及び神奈川県人事委員会勧告を中心に類似団体と比較

議員報酬及び特別職給料についても、人事院勧告及び神奈川県人

事委員会勧告を基にして議論するべきである。人事院勧告等は、客

観的な調査団体が市民の生活実態を調査したものであり、そうした

民間給与の傾向を特別職給料に反映させることが適切である。その

上で、人口が同規模の平塚、厚木、大和、茅ヶ崎の四市と比較する

べきである。

(2) 議員及び特別職全般に渡る人件費について

・市税総額など歳入全般を考えたとき、議員報酬及び特別職給料がか

なり高い。議員や特別職は、厳しい財源の中で自分たちの身を切り

ながらやるべきことをやり、そして、選挙でその評価を受けること

となる。

・議員報酬及び特別職給料を７年間も据え置いてきた。今後も据え置

くのであれば、このままでよいという根拠を示す必要がある。

・一般職は昇給ストップに近い形で減額されている。また、今までの

人事院勧告等の影響を見ても３パーセントの減額がある。それらを

加味した議論の中で特別職の報酬も決められるべきだろうと思う。

議員の報酬についても基準は難しいと思うが、地方自治が叫ばれて

いるので、議員報酬及び特別職給料については、総額ベースで市の

自主財源に見合った状態にするべきである。

・素朴な行政経験のない市民が選ばれるかもしれない。そのときにそ

の人が生活できるだけの最低限の給料を補償しておかなければ、経

済的に余裕のある人しか政治家になることができない。
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(3) 議員に係る人件費について

議員報酬に係る考察は、議員１人当たりの年収が約８００万円であ

り、議員定数条例で規定する定数が３０人であり、合計２億４千万円

というパイの大きさが妥当なのかという議論から始める必要がある。

現在の社会経済情勢を考慮すれば、全体のパイを大きくすることは考

えられない。前述したとおり、市税総額を中心にした比較でも、人事

院勧告等による比較でも全体のパイを小さくする必要があるという考

え方の方向は一致している。そのためには、まず、議員一人当たりの

年収８００万円を少なくすることが考えられる。次に、定数を減らす

ことが考えられる。それぞれの切り口から各委員が議論を交わしてい

る。

ア 議員の年収に関する議論

・議員の場合、他に自分の仕事を持っている人が多い中で、生活給

として見たときに年収８００万円の報酬は多い。

・議員活動に多く時間をかけている人にも、そうでない人にも一律

の年収というのは妥当なのか 「志」を持ってやるべきことをや。

っている優秀な議員には、２千万でも３千万でもあげてもいいと

思う。

・国際比較をすると、日本は、議員の数は多く職員の数は少ない。

議員報酬には、年齢給が反映されていない。どの年代でも同じ８

００万円というのは、市民の生活実態として妥当なのか。

・８００万円が３０歳代の人の一般的な年収としては高いかもしれ

、 。ないが 逆に５０歳代で企業で活躍している人から見れば少ない

市民参加という観点から考えると、誰でも政治に専念できるよう

に最低限の条件整備をするべきではないか。

イ 議員報酬の総額に関する議論

・議員は、報酬額を考えて立候補するのではなく、社会に貢献する

という大きな哲学を持って立候補する。今の時代に果たして３０

人という定数が妥当かどうか。

・議員の報酬について、今の仕事をなげうって政治を志した方が生
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活できるような水準を補償するべき。

・議員は、１万人に１人が妥当だ。そうすると茅ヶ崎市は２２人ぐ

らいが妥当だ。

・議員数３０人について、これからの時代に合っているのか。単に

減らすだけでなく、少ない人数で一所懸命やってもらうのだから

政務調査費はもっと増やすべき。

・ボランティアで議員活動を行っている国もある。そのような制度

を持つ国は、休職制度があり、議員活動中は休職して終わったら

復職できるところもある。

(4) 特別職に係る人件費関連

ア 特別職全般について

・人事院勧告及び神奈川県人事委員会勧告は、一般職を対象にしたも

のであり、特別職に影響しないので関係ないのではないか。特別職

は、限られた任期の中で結果を出すことが求められている。

・厳しい財源に合わせて、特別職が給料の減額を行い、議員報酬の減

額をリードするという段階を踏む必要がある。

、 、・特別職の給与は 一般職にある程度準じた形で決められているので

人事院勧告及び神奈川県人事委員会勧告とは無関係ではない。民間

企業は厳しくなっているが、民間給与比較でその厳しさを吸収して

いる。

・人事院勧告をベースに考えると、平成１０年度から７年間で３パー

セント減っているので、その割合をベースにして引下げを検討する

余地はある。

、 。・茅ヶ崎市の一般職は 県内各市と比較して少ない人数でやっている

特別職の給料は、一般職の給料との関わりが大きいので、減額する

ことについては十二分に検討するべきである。

イ 市長について

・類似団体との税収比較によると、市長の給料は高い。厳しい財源に

見合うように引き下げるべきである。
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・税収と給料を連動させた場合、今は引下げの方向だが、今後税収が

増えたら引き上げてよいのかという議論になる。

・市長はこの審議会の結果報告を受けてパフォーマンス的に減らす必

要はない。それよりももっと無駄を省く努力をしてもらうことが大

事だ。

・市長の給料は、類似団体と比較しても突出して高いわけではないの

で、減らす必要はない。

ウ 助役及び収入役について

・２５市町村が助役を廃止、５７６市区町村が収入役を廃止している

（平成１８年４月２４日付、産経新聞 。大和市は既に助役を廃止）

している。茅ヶ崎市と比較すると約３千万円の削減効果がある。歳

入が増えないのに特別職の給与だけそのままというのは問題だ。助

役・収入役の削減を検討するべき。

・助役・収入役に代わるシステムが必要。例えば、副市長に移行した

ら１人減らし、現行の助役の権限を部長に移譲する。組織的にも再

編する必要がある。

・人口２０万人規模の市は１５以上の部を設置していることが多く、

それらをまとめる助役は複数必要である。

・収入役の仕事は公金の出納管理については電算化で様変わりしてい

る。一方、助役の仕事は増えることはあっても減ることはない。助

役は、市民サービスという観点から見れば、いたほうがよい。

・市長が毎日のようにいろいろなところにあいさつに行っていて、政

策面で活躍できないのではないか。そのあたりの市長に対する市民

の期待を改めていかないと、助役を減らそうという流れになりにく

い。市民との協働により行政運営をしていくといった仕組みに変え

ていく必要があるということをいろいろな審議会等で市に対してア

ピールしていくべきである。

・市民の意識改革を前提にしないと助役廃止は難しい。市民サービス

のために２人は必要。

・助役を減らした分が一般職で増えてしまえば実情は変わらない。ま

た、助役を減らすことが人口２０万人以上の市で市民にとってよい

か十分に検討していくことが大事である。
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(5) 建議の内容について

議員報酬及び特別職の給料に係る建議の内容は、様々な意見が出さ

れており、中間報告では、それぞれの意見を並列した形で示すことと

した。次年度に議論を深めていく中で提言をまとめていくこととして

いる。次の４点について今後検討を行いたい。

ア 市税総額の比較データなどを示してあり方を提言していくべきで

ある。歳入と歳出全般に懸かってくる広い意味でのまちづくりに関

する内容であり、広範囲に渡る議論になってくる。歳入がないのに

歳入がある団体と同じにすることは現実的ではない。無駄なものを

なくすといった発想に変えていかないと持たない。

イ 副市長について、人数を減らす、又は置かないとしたときに、ど

のような行政システムを構築すれば、充実した行政サービスを提供

。 、することができるかということを議論すべきである そのためには

茅ヶ崎市がどんなまちづくりをしていくのかというビジョンを示す

必要がある。給料が高い低いという議論より先に方向性を示すこと

が重要だ。

、 、ウ 議員報酬及び特別職の給料の額について 税収を基準とするのか

一般職の給料を基準とするのか、上記ア及びイを踏まえた上で、一

定の基準を基に報酬等のあり方を検討するべきである。

エ 議員報酬のあり方についても、市長を通じて議会に働きかけをし

てもらいたい。



県下各市及び類似団体の税収、特別職等の年収一覧（１８年度当初予算ベース）

区分

団体名 市長 助役 収入役 教育長 議員 歳入予算額 歳出予算額 市税総額 市長 助役 収入役 教育長 合計
議員

（単位千円）

【県内各市】

平塚市 259,155 1 2 1 1 34 73,090,000 73,090,000 41,554,375 18,885,174 31,504,236 13,858,692 13,751,892 77,999,994 3 0.19% 2 301.0 296,512 3 0.71% 4 1,144.1

小田原市 198,379 1 2 1 1 30 54,800,000 54,800,000 32,023,000 17,987,627 29,833,406 12,920,027 12,960,027 73,701,086 5 0.23% 5 371.5 245,829 5 0.77% 5 1,239.2

厚木市 217,289 1 2 1 1 28 76,033,000 76,033,000 46,145,907 18,209,664 29,767,680 13,082,968 13,232,278 74,292,590 2 0.16% 4 341.9 221,928 1 0.48% 2 1,021.3

大和市 218,124 1  1 1 29 59,725,000 59,725,000 33,350,100 17,938,074 13,144,366 13,023,270 44,105,710 1 0.13% 1 202.2 222,586 2 0.67% 1 1,020.5

茅ヶ崎市 228,342 1 2 1 1 30 53,590,000 53,590,000 32,808,813 17,980,752 29,721,072 13,062,192 13,086,192 73,850,208 4 0.23% 3 323.4 237,739 4 0.72% 3 1,041.2

平均 1.0 2.0 1.0 1.0 30.2 63,447,600 63,447,600 37,176,439 18,200,258 30,206,599 13,213,649 13,210,732 68,789,918 0.19% 308.0 244,919 0.67% 1,093.3

人口（人）

１８年度予算額（千円）

市税総額に対する
割合及び順位

市税総額に対する
割合及び順位

年間給与額（給料、期末手当、諸手当）(単位 円）

市民一人あたりの
額及び順位

議員報酬・期末手当年額

市民一人あたりの額
及び順位(単位 円）

人数（人）

資　料




