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会　　 議　　 経　　 過

○会長
こんばんは。それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。平成2

3年度第1 回東村山市特別職報酬等審議会を開催いたします。
本日は、欠席の委員さん1名になります。過半数の出席がございますので、本審議

会は成立します。市長さんがお見えですが、ご挨拶はのちほどということで、はじめ

に、事務局から進行について説明をお願いします。
○事務局
皆さんこんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。初めに、資料の確認ですが

ございますが、議事次第、委員名簿のほか、議題1 については資料1 「東村山市附属

機関等の会議の公開に関する指針」と資料2 「東村山市特別職報酬等審議会の傍聴に
関する定め」が、議題2 については資料3 「東村山市版株主総会について」がござい

ます。
議題1 につきまして説明させていただきますが、傍聴者の入室につきましては、本

議題が了承されてからとさせていただきます。



従来は、傍聴者につきましては、「配付した資料を事務局に返却する」ことになっ
ておりましたが、「公開に関する指針」の一部改正に伴い、配付した資料は回収しな

いことになりました。そのため、「傍聴に関する定め」にある第4の傍聴者の遵守事

項のうち、第6号を削除するものです。
○会長

議題1につきまして、資料2の第4（6）の「会議資料等が配付されたときは、配
付資料を事務局に返却し、持ち出してはならない。」という項目を削除することにつ
いて事務局から説明がありましたが、如何でしょうか。

○委員

（6）の削除に至った経過、指針の改正理由について伺います。
○事務局

資料1の「附属機関等の会議の公開に関する指針」の第5（公開の方法等）の第3
項ですが、平成22年11月に、「傍聴者には議事次第のみ配付する。」から「傍聴

者に議事次第と会議資料を配布するものとする。」という改正がございましたので、

審議会の「傍聴に関する定め」の変更について決定をいただくものです。
配付が原則となりますが、例えば個人情報については、お持ち帰りいただくわけに

はいきません。その他には、①資料の枚数が大量のとき、残部が少ない刊行物または
有償刊行物であるとき、②傍聴希望者が多く、急きょ傍聴定員を増やしたとき、また

著作権といった問題がありますので、会長の判断で、回収する、あるいは配付しない

ということを決めることになります。
○市長

経過については、市の附属機関というのは数多くございますが、資料につきまして
は閲覧のみという審議会もあれば、持ち帰っていただいて結構ですという審議会もあ

り、審議会ごとに対応がまちまちでございました。

傍聴人の方から、資料を持ち帰って検討できないかという要望もありましたので、
審議会終了後の傍聴用資料の取扱いについて調査を行ったところ、ほとんどの審議会

で廃棄処分をしていたというような状況もあり、今申し上げた条件の中で支障のない

範囲であれば、持ち帰っていただくことにしようということで、市の経営会議の中で
決定し、私の方で決裁をさせていただきました。

各審議会については、足並みを揃えていただくということで、今回報酬審の「傍聴
に関する定め」についても変更していただきたくお願いするものでございます。

○会長
如何でしょうか。（異議なし）

議題1につきまして、資料2の第4（6）の「会議資料等が配付されたときは、配

付資料を事務局に返却し、持ち出してはならない。」という項目を削除することを決
定いたします。

○事務局
削除することについてご了解いただきましたので、本日から、この取扱いとさせて

いただきます。（傍聴者はおりません。）
○会長

次に進みます。傍聴の方はいないということですので、議題2について、市長から

ご挨拶と東村山市版株主総会についてお願いしたいと思います。

○市長
本日は大変お忙しいところ、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。常日頃よ



り平田会長を始め、委員の皆様には市政の推進にあたり、ご理解ご協力を賜り、改め

て感謝を申し上げる次第でございます。
委員の皆様の任期につきましては、平成22年2月1日から平成24年1月31日

ということで特別職の報酬等についてご審議をお願いしているところでございます
が、本市は平成15年の11月以降、特別職の報酬に関して8年間、諮問答申を行っ

ておりませんでした。と申しますのは、この間、平成17年から当時の市長さんのご
判断により、大変厳しい財政状況ということから自主的に報酬を10％減額するとい

う措置を平成20年までの4年間にわたり行ってきた関係で、人事委員会勧告等もあ
りましたが、報酬審の開催を見合わせてきたという経過がございます。

私が市長に就任させていただいたのは平成19年でございますが、その後、平成2
1年から、職員につきましても、給与構造改革を進め、東京都の給料表に完全準拠す

る、地域手当を国の定めた基準にするということで、平均7％近い給与ダウンになっ

たところでございます。
そのことを踏まえ特別職につきましても、市長15％、副市長12％、教育長10％、

議会の議決をいただき削減を行ってまいりました関係で、人事院や東京都の人事委員
会等の勧告はありましたけれども、報酬審の開催をしておりませんでした。

しかしながら、今回ご案内のとおり、4月に選挙が行われ、5月から新た‘な期が始

まり、本則に戻って全額支給をいただいている状況になっておりますので、今後は東
京都の人事委員会の勧告が出れば、その都度私どもの給与については諮問をさせてい

ただき、答申をいただいて改定を行っていきたいと考えているところでございます。
ご案内のように、先日、人事院から給与については平均0．23％引下げという勧

告が出されたところでございますが、政府、民主党におきましては、給与削減法案、

東日本大震災復興財源確保のため、国家公務員については給与を削減するということ
で、人事院勧告を見送り、国家公務員の俸給月額について平均7．8％削減するとい

う法案を提出するという状況でございます。ただ、野党、自民党等が人勧無視は憲法
違反ではないかということで、法案が通るのか非常に流動的な状況という風に伺って

おります。

本日につきましては、まだ東京都の人事委員会の勧告は出ておりませんので、委員

の皆様にお諮りをするという内容のものではございませんが、「東村山市版株主総会」
を行うことに関してご報告をさせていただきたく、お集まりをいただいた次第でござ

います。
名前が株主総会ということで、若干刺激的なネーミングになっておりますが、今年

度から、新たな総合計画と行財政改革大綱がスタートしております。その中で、市の
財政状況や人事行政の運営状況、また総合計画や行財政改革をはじめとする諸施策の

成果などについて、市民の皆さんにわかりやすく報告、説明をする場を設けていくと

いうことを、行革の中に盛り込んでいるところでございます。
市政に対するご意見・ご提案をいただくと共に、前年度の市の取組みや成果に対し

て評価をいただき、その評価結果について東村山市の自治体経営者である市長の期末
手当の支給水準に何らかの形で反映させていく仕組みを構築してまいりたいというこ

とで、委員の皆様に事前にご説明を申し上げるものでございます。
株主総会の趣旨は、このことを通じて市民の皆様に東村山市のオーナーであるとい

う意識を持っていただき、東村山市の新しい自治を確立する一助とすると共に、自治
体経営の質を高めていきたいという考え方でございます。

民間の場合、株主の方が持ち株に応じて投票権を得るわけですが、東村山市の場合、

当然、市民15万3千人いらっしゃる。言わば全員が株主という風に捉えることがで



きるかと思いますが、実際問題として、全市民にお集まりをいただき評価いただくと

いうのは物理的に不可能でございますので、住民記録台帳から無作為抽出をさせてい
ただいて、平成23年4月1日現在18歳以上の市民2千名に案内を送らせていただ

き、そのうち100名程度の参加を見込んでいるところでございます。
日時・場所については資料記載のとおりでございますが、市民の皆さんへのご報告、

投票、市の取組みについての評価、参加者によるグループ討議を行っていくという内
容でございます。評価につきましては、5点非常によくやっている、4点よくやって

いる、3点普通、2点やや物足りない、1点全く物足りないという5段階の評価をい
ただくものです。

現在市では、管理職につきましては5段階で評価し、勤勉手当に反映しております

が、それに準拠して勤勉手当にあたる部分の割合について成績率を加味して、年間の
期末手当の支給月数を決めていきたいと考えているところでございます。

ベースにつきましては、東京都の人事委員会の勧告が出れば、その都度諮問をさせ
ていただき、答申をいただいて改定を行っていきたいと考えているところでございま

すが、ボーナスについては、市民の皆さんに市制の評価をいただくという仕組みを作
らせていただくということで、委員の皆様のご理解をいただきたくお願い申し上げる

次第でございます。

○会長
ありがとうございます。事務局から説明はありますか。

○事務局

一般職員のボーナスは、期末手当と勤勉手当の2つにわかれておりますが、現行制
度では、職員の期末手当は、6月期1．225月と12月期1．375月で合計2．

6月、勤勉手当は6月期、12月期とも0．675月となります。
市長や副市長には期末手当だけが支給されますが、職員に支給される勤勉手当の合

計1．35月分について、市民の皆様の評価を反映させたいという内容でございます。
○会長

委員の皆さんからご意見を伺いたいと思います。

○委員
1点目は、株主総会の位置づけ、たとえば法令や条例上の根拠があるのか伺います。

2点目は、株主総会の株主の意見に基づいて市長の期末手当の支給水準に何らかの
形で介入するというということですが、当報酬審や市議会の審議権を侵害する、衝突

するような場合も起こる可能性があるのではないか、そのあたりをどのように考える

のか伺います。
○市長

株主総会については法律、条令等に基づいたものではございません。行財政改革の
一環として、毎年度、前年度の決算や人事行政の状況、諸施策の成果など市政全般に

っいて広く市民の皆さんにご報告をしていく場という位置づけで考えているところで、

ございます。
もう一つのご質問ですけれども、報酬・ボーナスも含め、上げるにしても下げるに

しても議会の議決がないとできませんので、最終的には議会の判断ということになる
と思っております。報酬審との関係では、過去の経過からも自主的に引き下げる場合

については、報酬審にお諮りをしておりませんが、本則をいじるということになれば、
諮問させていただいて、答申をいただくという形を取らせていただきたいと考えてお

ります。
今回の場合は、一定の割合が引き下がることはあっても、上げるケースではありま



せんので、評価結果について諮問をさせていただくという考えは今のところ持ってお
りません。

○委員

議員、非常勤の特別職については、常勤の特別職の例に倣うということでしたが条
例上、期末手当は常勤の特別職が上がれば、議員もその例によって上がる、下がると
いうことになっていたと思いますが如何ですか。
○事務局

従来の条例ではそうでしたが、改正され切り離されております。
○会長

市長、副市長、教育長3人の特別職の給与、期末手当等に関することについて、ほ

かにご質問は如何ですか。株主総会開催の市長の考えはわかりますが、当審議会はど
ういう役割を果たすことになりますか。
○市長

本日は諮問内容を用意いたしておりませんのが、今後私のボーナスについては運用

をさせていただきたいという考え方をご説明させていただいております。

冒頭申し上げましたように、8年間諮問をしなかったわけですが、今後は人勧に基
づいて、人勧が出ればそれに基本的に準拠して私どもの給与改定を行いたいと考えて
おります。

○会長

今日の場は、諮問を受けていないと受け止めています。ご意見ございませんか。
○委員

株主総会というのは、人勧が出た段階で開くのですか。
○市長

去る10月4日に9月定例会が終わり、前年度の決算審議、認定をいただいたとこ

ろでございますが、その後に報告会ということで開いていきたいと考えております。
ただ、単なる報告会ですとなかなか市民の皆さんのご関心を持っていただけないとこ

ろがありまして、無作為抽出をさせていただいて、2千名の方に案内状をお送りして

ご参加を呼びかけるというやり方にしたいという風に考えております。
○委員

無作為抽出は毎年実施するのか伺います。
○市長

株主総会につきましては、行革の一環として市民の皆さんに広く、自治体の経営情

報というか財政実態や人事行政の運営状況、職員が何人いて給与がどの程度ですよ、
それから前年度こういう事業をやってこういう成果をあげましたとか、あるいはこの

辺ができていませんでした、というような報告を毎年市として行っていきたいと考え
ています。

今までは呼びかけて、希望されて、そのとき来られる方だけに説明をしていたので

すが、お見えになった方が10名とか20名とか非常に少ない数でございました。ま
た、希望される方に説明会に来ていただくという方式については、いっも同じ顔ぶれ

になりがちということがあり、市としては今後できるだけ広くいろいろな方に市の状
況について知っていただくことがベターではないかと考えております。

昨年12月に無作為抽出で集まっていただいた方に市のこれからの自治のあり方に
ついて討議会を行わせていただきました。そのときは、2千人の方に通知を差し上げ

て120人位の方が出席を希望されました。当日来た方は90名程度でしたが、ラン

ダムサンプリングというか、無作為で呼びかけて来ていただくという手法で、市の経



営情報についてお知らせする場を毎年作っていきたいと考えています。

○委員
それで結構なのですが、メンバーは変わるのですか。たとえば同じ人が10年間や

ったら10年間同じ人が出る場合もあるわけですよね。

○市長

毎年、2千人の方を無作為抽出します。可能性として全く無いわけではありません
が確率は低いと思います。

○委員
こういう発想は、どういうところから出たのですか。他に近隣でそういうことやっ

ているところがあるのか伺います。
○市長

いわゆる財政報告会などを実施している自治体はございますが、そこで評価をいた

だき、首長のボーナスに反映させるというところは多分どこにもないのではないかと
思います。そういう意味では、日本で初めての取組みになるのではないかと考えてい

ます。
無作為抽出で市民に呼びかけて集まっていただくという形の市民参加の方式は、近

年いろいろ自治体で取り入れられつつあるようです。先ほど申し上げた昨年12月に

行った市民討議会というのは、元々はドイツで始まった新しい市民参加の手法だそう
ですが、ヨーロッパ等ではかなり頻繁にいろいろなところで行われて無作為で抽出さ

れて集まった市民の皆さんがいろいろな公共的な問題で討議をされるということで、
ドイツ語ではプラーヌンクスツェレ、直訳すると計画細胞という言い方だそうです。

手挙げ方式、希望される方がお集まりになるというのも非常に良い部分もあれば、

固定化しやすいというデメリットもありますので、それらを組み合わせてやることが
必要ではないかと考えております。

今年4月からスタートした第4次総合計画の策定にあたっては、手挙げ方式、希望
される方はぜひ参加してくださいということで呼びかけましたところ、70名ほどの

市民の方がお集まりになりました。

分野ごとに、たとえば福祉、教育、街の基盤整備など8から9のグルーピングをさ
せていただきましたが、10回以上ワークショップを開いていただいて、今現状の市

はこういう問題がありますよね、こういう良いところもあるけれど、こういう問題も
ありますねというところから始まって、こうなればもっと市は良くなるのではないか

ということでご討議いただいております。

そして市長に対して提言をいただき、その提言に基づいて総合計画審議会で議論し、
第4次総合計画を作り上げていくことを今回はやってきたわけですが、株主総会につ

いては、希望される方だけということになると、多分非常に少なくて、かつ、同じよ
うな顔ぶれになりがちになってしまうことから、近年よく使われるようになってきま

した無作為抽出による市民参加手法で進めさせていただければと考えているところで

ございます。
○委員

9月議会の所信表明でお話をされていると思いますが、議会の反応は如何でしたか。
○市長

9月定例会の所信表明でお話をさせていただき、代表質問でさまざまなご意見をいた
だいたところでございます。首長の評価というのは基本的には選挙ではないのか、株

主総会の場にお集まりになった市民の方々の評価をいただいて、それをボーナスに連
動させるというのはいかがなものか、というご意見はございました。



私としてはやはり毎年度市民のみなさまに前年度の市政の概要についてご説明申し

上げて一定の評価をいただきたい。すでに管理職については人事評価を入れてボーナ
スについて成績率を導入しております。来年の4月からこれをさらに課長補佐職と係

長職まで拡大をして、最終的には一般職員まで拡大をしていこうという状況になって
おります。

その組織の長である私が、何も誰にも評価をいただかないでそのままボーナスを満
額、いつもいただいてしまっていいのだろうかとこんな思いがあり、提案申し上げて

おります。

○委員
市長がタウンミーティングその他、直接民主主義的な方法を重んじる感覚は私自身

もよくわかるのですが、やはり今やっているタウンミーティングあたりをもっと綿密
にやってこういう問題を絞ってやるとかそういうことで代替ができないのか伺いま

す。
2千通の郵便を送るだけでも結構大変な費用や労力がかかるのではないかなという

感じがします。同時に、事務職の方がその実務をやらなければならないわけですから、

そういう負担を考えて本当に意味があるのかなという気がするのですが、そのあたり
どのようにお考えでしょうか。

○市長
タウンミーティングについては、毎月1回13町各町回らせていただいて5年目を

迎えていますが、出席される方が固定化しつつあるという状況がございまして、いか
にいろいろな方にご参加いただいて自由にご発言いただこうかというところで検討し

ているところでございます。

たしかに、2千通お送りするというのは非常に無駄なようですが、すべての市民の方
のご出席が難しく、政治的な背景その他偏りなく、全体の縮図を求めるとすると無作

為で抽出をさせていただいた市民の皆さんにお集まりいただき、そこで評価をいただ

くのが一番全体の評価に近いものがいただけるのではないかと考えているところでご
ざいます。

○委員
本来、選挙で選ばれた方を評価することは極めて難しいと思います。株式会社では、

株主が社長や取締役を評価するのは利潤という概念がはっきりあるわけですからわか

りやすい。5段階評価でこの人は3段階真ん中ぐらいだとどういう基準で評価するの
か。あるいは財政を黒字化したから、市長としていいことなのか悪いことなのか。別

の一番大事なものを削って黒字になったらこれで本当に市民としてそれでいいのか、
という問題の判断があるわけですから、価値判断そのものが極めて難しいと思います。

4年に1回選挙があるわけですからそこに任せればいいので、そこまで細かく考え
る必要はむしろないし危ないと思うわけです。少なくとも企業社会の基準をここに持

っていくというのは、今は民営化盛んですから、そういう流れに乗っかっているわけ

で、そういうやり方はけして正しくない、私はそう思っています。
○会長

ご意見としてお聞きします。他にございますか。
○委員

株主総会は2千名の中から無作為で100名位参加ということですが、その選ばれ

た方の権限や責任について伺います。
○市長

権限や資格は特段ございませんが、参加をされる方には5段階の評価をいただくの



で、投票という意味合いでは、権限はございます。評価の問題に関しましては、あく
までも市民感覚で説明を受けていただいて、その人それぞれの物差しでご判断をいた

だくということで、私はよろしいのではないかと考えております。
また、報告だけは聞きたいという方についてはオブザーバーというか傍聴者という

ことで席はご用意したいと考えていますので、投票権の有無の違いはあると思ってい
ます。

○会長
私は国語の人間ですから、株主という言葉には①株を上げる　②株を守るという意

味合いがあり、旧態以前のものから抜け出すことができない何かがあって、「株」を

みんなに考えてもらう、自治体を活性化させるという市長さんの考えであるなら、
「株」という言葉をもう少し市民にわかり易く説明された方がいいのでは。また、「株」

そのものが今の時代は、権利と金銭という面がありますが、心の問題、生活の問題、
自治体の問題、運営と経営の問題として考えていくと、「株」にもう少し具体的に、

市民の生活に入れ込むような考えがあった方がわかり易いのではと思いました。
「株」を上げるというのは何も人気を上げるということではありませんので、種子

になり主株になるので、むしろ良い言葉だと思います。全国を探しても、市長さんが

言われるとおり、おそらく自治体において株主という言葉を使った自治体経営・’運営
はないと思います。しかし面白いなあ、この試みは、という風に考えました。賛成す

るというような市民の人が、200人であれ100人集まった人が、うん、良い考え
だ、というのは「株」にもう少し、金銭的なものじゃないぞと、生活の問題だと、い

う風なところを付け加えてくれれば面白いとは思います。

そういう意味、今日は意見を出させてもらっているわけですが、如何でしょうか。
あとご意見ございませんか。

○委員

市報に掲載がありましたが、市民によく理解してもらうために今後はどのような考
えか伺います。

○市長
会長からお話がありましたように、自治体の運営で株主総会という言葉はいかがな

ものかということについては、議会でも随分ご指摘をいただきました。私としては市

民の皆さんが最終的に、市のオーナー、納税者、市民がいるからこそ市があるわけで
あり、行政サービスの受け手でもあり、また、我々と一緒に何か問題を解決していた

だく、協働する場合のパートナーでもあるわけです。
東村山市というまちのオーナーは15万3千の市民の皆さんである思っています。

そういう意味合いで、オーナーとしての意識を持っていただくため株主という言い方

をさせていただいたところです。
それが公共団体にそぐわないのではないかということはあるかもしれませんが、市

民の皆さんにイメージとしてお持ちいただくには株主という言い方をするのが、非常
に良いのかなという風に思ったのですが、なかなかまだご理解が浸透していないとい

うことであれば、もう少し我々もこれから努力をさせていただいて、市民の皆さんが
よりこのまちのオーナーだという意識を高めていただくことが、そのことを通じて

我々もより自治体経営の質を高めていくことになると思っております。
今、同時平行的にいろいろ取組みをさせていただいている分権時代、あるいは民主

党政権で言えば、地域主権改革ということになりますが、いろいろな事務が市に降り

てきて、今まで法律で縛られてこうやりなさいと言われていたことが、4月の法改正
で、自分たちで基準を作って考えてやりなさいという方向に多くの分野で広がってい



ます。
たとえば、今回の議会でもご質問をいただきましたが、認可保育園の設置基準につ

いては、全国画一的に0歳児はたとえば1人何平米というように法令で定められてい

ましたが、自治体独自で基準を作って自分たちで考えてやっていきなさいというよう
な状況に大きく変わりつつあります。

そういう中で、1人ひとりの市民の皆さんが市行政を含めてまちのことに関心を持
っていただいて、自治の担い手の1人であるという意識をお持ちいただいていくこと

が、よりよいまちを作っていく上で必要ではないか、自治基本条例作りの方面でも必
要なことではないか、そういう視点で株主総会という発想をさせていただいておりま

すので、そのことに資するように我々もこれからより努力をしていきたいと考えてお

ります。
○委員

確認ですが、株主総会を開くのは東京都の人事委員会の勧告が出た後に、株主総会
に出席の市民に説明をして、人事評価をしてもらうという段取りですか。

○市長

勧告とは別に、私の期末手当、ボーナスにだけ連動させたいという考え方です。東
京都の人事委員会の勧告がいつになるかわかりませんが、職員の給与改定にっいては

勧告を尊重し行っていきたいと考えていますので、私どもも勧告に基づいて給与改定
を行っていきたいと考えています。勧告が出ましたら、報酬審を開かせていただき、

現状の東村山の実態として妥当なものなのかどうか諮問をさせていただきたいと考え
ております。

○委員

株主総会との関連はないのか伺います。
○会長

いつ勧告が出るかわかりませんが、人事院勧告と人事委員会勧告に注視しなくては
ならないが、株主総会は最後に点数化して市長のボーナスに反映させるもので、給与

をそうするというから、ごっちゃになっている。

「株」はこの市民の生活、自治体のためのもので話し合う、やっている事業そのも
のを説明する大きなイベントですね。とすれば、「株」という言葉は気に食わないな

というのが私ですが、株式会社的な給与、給与と期末手当が結び付けられてしまうと

誤解が生まれるんです。
○委員

株主総会という言葉を見た瞬間に、随分刺激的な言葉を使われたなと思いましたが、
内容をよく読むと、ああ、市民の方が刺激しないと動かないからな、というのはあり

ました。
この評価された結果は市長の期末手当の減少にだけ使われる、増えることはない。

評価され、点数化されて、3点から4点の間だったら減、以上だったら現状維持で、
それ以下だったら10％減額、1点から1点なら100％減額でも仕方がないという、

ある意味市長さんへの評価を市民の方からいただいて、自己反省の材料にしましょう。
そこまでやると市民も出てきてくださるのではないかという、ある意味「えさ」みた

いな感じですか。そういう理解でよろしいですか。

○会長
市長さん、意見として聞いていただければ。

○市長
趣旨は先生がおっしゃられるところにあろうかという風に思っています。改めて説



明をさせていただきますが、資料3の3の左側に職員、その下段に期末（ボーナス）
とありますが、公務員の場合は期末手当と勤勉手当がございます。

6月の支給率は、期末手当が1．225ケ月、勤勉手当が0．675月、12月は
期末手当が1．375月、勤勉手当が0．675月、1年間で職員については期末手

当が2．6月、勤勉手当は1．35月、合計で3．95月分ボーナスが支給されてお

ります。　　　　　．
現在、国家公務員あるいは東京都では、勤勉手当について成績率を入れており、市

もそれに倣い、現在は管理職のみですが、S・A・B・C・Dという人事評価を行い、S評

価を受けると勤勉手当についてプラス20％、A評価を受けると10％、B評価で0％、
C評価でマイナス10％、Dが付いてしまうと勤勉手当0．675月分は100％カッ

トされてしまう。

これを私に対しても準用して5段階評価をいただきます。評価の基準は出席された
市民の皆さんまちまちで結構だと思っていますが、非常によくやっている、よくやっ

ている、普通、やや物足りない、全く物足りない、という5点から1点まで点数を入
れていただく。

市長には期末手当しかありませんが、全額100％カットされてしまうのはあまり

にも大きいので、職員の勤勉手当に当たる部分を当てはめさせていただき、全体の0．
675月分について、2点以上3点未満の評価をいただいた場合はマイナス10％、1

点以上2点未満の場合については100％カットするというやり方にしたいと考えて
おります。

市民の皆さんに刺激を与えるということもありますが、私としては、先ほど申し上

げたように管理職は既に行っており、来年度以降は一般職員にも拡大をしていく予定
でございますので、その組織の長たる私が何も誰からも評価いただかないでいいのか

という思いがあります。
また、私の給与本体についても10％、平成21年から今年4月までは15％自主

的に削減させてまいりましたが、削減するのも基本的には議会の同意がいただけない

と、勝手に引き下げることはできないわけです。下げるときの根拠は何があるのかと
いうことになると、特段あるわけではありませんが、今回試行的に全体から見ると非

常に少ない額ですが、市民の皆さんの評価を返して、下げるのであれば下げた方がい
い、こんな考え方に基づいて行うということでございます。

なかなかやり方としてはこれが100％良いのかどうか、私どもも今回初めてのこ

となので、とにかく試行的に始めさせていただいて、今後市民の皆さんや、あるいは
議会のご意見、あるいは当審議会の先生のご意見をいただきながら、よりよいやり方

に進めていきたいと考えております。
○会長

ありがとうございます。如何でしょうか。時間も来ましたので、市長さんのお考え

を承ったということで当審議会はいいと思います。如何でしょうか。（了解）
それでは、最後になりますが、今後の進め方について事務局からお願いします。

○事務局
委員の皆様の任期が、平成24年1月31日まででございます。あらためてご案内

をさせていただきますが、委嘱の関係のほか株主総会の報告などを予定しております
ので、よろしくお願いいたします。

○会長

ありがとうございました。それでは、今回の審議会、意見交換会というのでしょう



か、市長 さんの意見をお聞きしたとい うことで、第 1 回審議会は終わらせていただき

ます。あ りがとうございました。


