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１. 開会 
２. 委嘱状交付 
３. 市長挨拶 
４. 委員自己紹介 
５. 事務局職員紹介 
６. 議題 
（１）審議会会長の互選・職務代理の指名について 

  （２）会議の公開等について 
  （３）諮問 
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８. 閉会    
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会  議  経  過  

１. 開会 
２. 委嘱状交付 
３. 市長挨拶 
４. 委員自己紹介 
５. 事務局職員紹介 
６. 議題 
（１）審議会会長の互選・職務代理の指名について 
◯事務局 
議題 1 の審議会会長の互選についてお願いいたします。こちらは東村山市特別職報
酬等審議会条例第５条第２項に基づきまして、会長は委員の互選によって定めること



となっております。どなたかご意見ございましたら発言をいただければと思います。 
◯委員 
菊川委員にお願いしたいと思います。 
◯委員 
異議なし。 
◯事務局 
では菊川委員に会長をお願いいたします。 
次に、職務代理の指名に入ります。東村山市特別職報酬等審議会条例第５条第４項

によりまして、会長の指名する委員がその職務を代理することとなっております。 

◯会長 
秋山委員をご指名したいと思います。よろしくお願いいたします。 

◯委員 

新任でもありますので、務まるかどうかというところですが、よろしければ務めさ

せていただきます。 

◯委員 
異議なし。 
◯事務局 
それでは菊川会長、秋山職務代理よろしくお願いいたします。それではこれより、

進行は菊川会長にお願いいたします。それでは会長よろしくお願いいたします。 
（２）会議の公開等について 
◯会長 

それでは議題（２）会議の公開等、及び東村山市付属機関等の会議に関する指針につ

いて、事務局の方から説明をお願いします。 

◯事務局 

それでは、ご説明させていただきます。東村山市付属機関等の会議に関する指針は、

付属機関等の会議を公開することにより、市政への市民参加を推進し、市政の透明性、

公平性を向上させるため、必要な事項を定めたものでございます。２２年２月５日開

催の特別職報酬等審議会にて、会議の公開等の事項について決定していただきました

が、こちらの事項につきましては委員の改選ごとにその最初の会議で改めて会として

決定する必要があります。従前の取り決めにつきましては、資料２のとおり、東村山

市特別職報酬等審議会は公開となっておりまして、まず、公開するか・非公開にする

かご議論をお願いいたします。 

◯会長 
特段ご意見がなければ、これまでどおり公開とさせていただきたいと思いますが、

いかかでしょうか？ 

◯委員 
こういう審議会では公開原則ではなかったでしょうか？ 
◯事務局 
基本は公開原則でしたが、個人情報を扱うような審議内容のときは非公開など、そ

の会議の内容によるところになります。この審議会は、従前は公開でしたが、改めて

審議をお願いいたします。 
◯会長 
前回も同じ議論があり、非公開でもいいのではというご意見もあったかと思います。 
◯委員 
諮問する内容は審議会の方で採決・答申するので、結論は公開となります。経過に



関してはどうするかということですよね？ 
◯会長 
会議そのものの公開・非公開と、会議録の公開・非公開は別なので、会議は仮に非

公開としても会議録は公開できるだろうという考え方もありますが、前回は会議及び

会議録ともに公開という形でご理解いただいている状況です。 
会議録については、この後で議論していただくこととし、まずはこの会議自体を公

開か非公開かをご議論いただきたく思います。傍聴席もありますから私も公開でいい

と思います。 
◯委員   
異議なし。 
◯会長 
では、公開にしたいと思います。次に傍聴の定め等に移らせていただきます。 
◯事務局 

資料３の東村山市特別職報酬等審議会の傍聴に関する定めですが、傍聴人は原則１

０人以内とし、越える希望者があった場合は先着順となり、傍聴希望者は会場入口の

受付において自己の住所・氏名を記入し、事務局職員の指示に従って着席しなければ

ならない。また、危険物の所持者など一定の者は傍聴はできず、傍聴にあたっては第

４の記載事項を守らなければならないとしております。また、会長は秩序維持のため、

傍聴者や事務局職員に指示することができ、その指示に従わないときは退場させるこ

とが出来るとしております。今回この傍聴に関しまして、改めてご議論いただくこと

になります。 

◯委員 

今までのこういった審議会の傍聴に関して何かトラブルはあったのでしょうか？ 

◯事務局 

この審議会については、トラブル等は聞いておりません。ただ他の審議会で市民の

傍聴者の方が勝手に発言したりしたというような事例があったと聞いております。 

◯委員 

傍聴者はどれくらいでしょうか？ 

◯事務局 

その審議会の内容等にもよりますが、こちらの審議会は前回はゼロでした。 

議題によって異なるのが現状でございます。 

◯委員 

特に問題が生じていない以上、わざわざ非公開にすることはないのではと思います。 

◯会長 

では、公開の方法等についても、これまでの取り決めどおりとさせていただきます。

次に、会議録の作成及び公表について事務局より説明をお願いいたします。 

◯事務局 
会議録の形式につきましては、現在、発言した委員の個人名は記載せず、発言者に

ついては、会長・委員・事務局という標記をしております。また、会議録は、委員全

員もしくは委員を代表して会長が内容を確認した後に確定するものになり、現在はそ

の確認を会長へ一任という形を取らせていただいております。また、作成した会議録

は、ホームページへ掲載し、情報コーナー、図書館へ配架させていただきます。 

◯会長 

公開の方法につきまして、いかがでしょうか？ 

◯委員 



異議なし。 

◯委員 

他の審議会もこんな形ですよね？会議録についても。 

◯事務局 

そうです。定めに基づいてどちらにするかというのを決めておりますので、形式的

には同じです。 

◯会長 

では、よろしいでしょうか？特段ご意見がなければ、これまでの取り決めどおり、

とさせていただきたいと思います。次に、委員情報のホームページへの掲載について

ですが、現在は、氏名・就任日・役職を公表しております。こちらにつきましても、

従前とおりでよろしいでしょうか？ 
◯委員 

異議なし。 

◯事務局 

ホームページでの公表や、市議会での質問の際に、委員の方のご職業等を質問され

るケースがございます。その場合は職業までは答弁させていただきたいと考えており

ますので、その点どうぞご理解をお願いいたします。 

◯委員 

 異議なし。 

◯会長 

会議の公開方法等が決定いたしました。今日傍聴を希望されている方はいらっしゃ

いますか？ 
◯事務局 
確認をさせていただきます。傍聴者はございません。 
◯会長 
傍聴希望者がいらっしゃらないということで、このまま先に進ませていただきます。 

（３）諮問 
◯会長 
次に議題３の諮問の件ですが、事務局の方で諮問について説明をお願いいたします。 
◯事務局 
東総人発第６号、平成２５年４月２４日東村山市特別職報酬等審議会会長様、東村

山市長渡部尚、東村山市長、副市長及び教育長の退職手当の減額について、東村山市

長、副市長及び教育長の退職手当の額について別紙のとおり減額を行いたく、貴審議

会のご意見をお願いいたします。 
それでは、今回の諮問内容をご説明させていただきます。今回の公務員の退職手当

につきましては、昨年１１月に国が公民格差解消のために引下げの法律改正を行いま

した。それに伴い、地方に対しても国に準じた措置を講ずるよう要請をされている状

況でございます。また、民間企業も年功重視型から、貢献度重視型への制度移行が進

むなどその取り巻く情勢は大きく変化しております。 
こうした動きを受けまして、東京都でも民間との格差を是正するとともに、在職１

年あたりの評価を勤続年数・退職事由に関わらず平準化し、在職期間の職責をよりき

め細かく反映させるため、所要の見直しが図られたところでございます。 
当市でも、こうした経過や東京都の給与制度に準拠しているという点を踏まえ、平

成２５年度の６月市議会で退職手当の見直しを図ってまいりたいと考えております。 
内容ですが、普通退職者に対する支給率と定年退職者に対する支給率を統合し、最



高支給率を５９.２月から４５月に経過措置期間を経ながら移行したいと考えており
ます。この見直しを行うことにより、職員の退職手当が平均で１０％減額されること

になりますので、今回市長・副市長の常勤の特別職、及び教育長の退職手当につきま

しても、引下げを検討しております。引下げ率は、市長は１１.４％、副市長・教育長
１０％を予定しております。この引下げについてご審議をお願いいたします。 
また、職員が１０％ということで、簡単に計算しますと５９月から４５月に下がり

ますので、１０％以上ダウンしていますが、この他に退職手当制度には国・東京都と

もに役職によるポイント制があり、そのポイント部分が引上げになっている場合があ

り、月数だけでは測れない部分もありますが、総合的に換算しますと２７年度で平均

２４６万１千円、約１０．３６％ダウンしております。ただこの平均は辞める職員の

ポイントや、どの職員が辞めるかによって多少変わりますけれども、約１０％前後に

なるだろうと考えております。 

◯会長 

諮問をいただきましたので、これから本審議会にて審議し、答申を出します。ご意

見のある委員は、発言をお願いします。 
◯委員 
その前に、資料５・資料６の両方について、簡単に説明をお願いいたします。 

◯事務局 

資料５は、現行制度の市長・副市長・教育長の算定方式についての資料です。算定

方法は、在職が満１年につき各々の給料月額、市長が１００分の３５０、副市長が１

００分の３００、教育長が１００分の２００に相当する額になります。この改正案は、

市長が１１.４％にあたる減額、副市長・教育長が１０％の減額となっています。改正

率は、市長が１００分の３５０から１００分の３１０、副市長が１００分の３００か

ら１００分の２７０、教育長が１００分の２００から１００分の１８０になり、現行

支給額との差額は、市長は１５０万円程度、副市長は９６万円程度、教育長は５４万

円程度減額になる計算でございます。当市の支給につきましては、通期、通算での支

払いとなっておりまして、二期目の方は二期分を通算しての支給になります。ただ、

今回既に一期ごとで任期が終えられていますので、二期目の退職手当部分からの減額

改正を考えております。 

資料６は、２６市への調査結果です。市ごとに給料月額での算定方式、支給率等を

並べたものになります。順位は高い順番になっており、一番高いのが八王子市で１０

０分の４５０、当市は１００分の３５０で１７位ですが、この数値が一番底辺ですの

で、１７位が最下位になります。額では２５位で、下から数えて二番目になります。

次に副市長の手当ですが、こちらは八王子市だけ１００分の２７０で、その他は１０

０分の３００になっております。続いて、教育長は、一番高い市が武蔵野市で１００

分の２７０、当市は１００分の２００で、こちらも一番低い数字となり、期ごとの手

当額も最下位になります。支出に関しましては、当市は通期ですが、他市は期ごとが

多数を占めています。それから、報酬の改正予定は今のところ他市は、なし、もしく

は未定ということで、まだ議論をされていないような状況です。改正予定については、

青梅市のみ近々審議会を開催して審議を予定しているということです。その隣にⅢ－

３やⅣ－１とありますが、同じような規模の同類型の団体を示しています。一番下の

段には同類型の団体での平均を出しており、２６市では府中市・調布市・小平市・西

東京市が当市と同じⅣ－１に該当します。その隣が各市の人口、職員数となります。

◯委員 

類型というのはどんな括りですか？ 



◯事務局 

人口で何人以上という括りがあり、当市が１５万に達していないときはⅢ－３とい

う、一つ規模が小さい類型でした。この類型につきましては、総務省が仕分けをして

おり、２６市の中では東村山を含めた５市ですが、日本全国ではより多くの市がこの

類型に入ります。 

◯委員 

わかりました。ありがとうございます。 

◯委員 

資料の中に正規職員と一般職員とありますが、どうして名称が違うのですか？ 

◯事務局 

常勤特別職という言葉と区別するために一般職員という言葉を使いましたが、意味

合いとしては正規職員と同じとご理解いただければと思います。 

◯委員 

それから、職員は経過措置を経て、平成２７年度に１０.３６％減額になるわけです

が、今の特別職が退職するのが平成２７年度になるだろうことから、今回の６月市議

会に前もって提出する理由をお伺いいたします。 

◯事務局 

職員は６月市議会で条例の改定を予定しております。経過措置を経て、段階的に２

７年の時には１０.３６％に引下げになりますが、理事者もここでともに引下げをした

い、というお考えがあり、同時期に改定したいということになっております。 

◯委員 

市長、副市長、教育長の勤務体系、土日出勤の有無等について説明をお願いいたし

ます。 

◯事務局 

市長、副市長に関しては、基本的に勤務時間は定められておりません。現状では副

市長は 8：10 くらいには出勤しています。市長も９時前には出勤し、終業は業務の都

合によってまちまちで、17：30 前に帰ることはありません。教育長も 8：10 くらいに

はいらして、17：30 前に帰ることはありません。また、土日に関しても経営者のため

代休という制度もなく、市長、副市長、教育長ともに相当数の行事に出ています。 

◯会長 

引下げることについてはよろしいでしょうか？ 

◯委員 

やむを得ないかな、と思います。東村山市は退職手当債を発行していたり、財政的

にも非常に厳しい。しかし、都内の最も低い水準になっているのに下げる必要がある

のでしょうか？ 

◯事務局 

退職手当債については、当市は平成２０年度から国からの許可で退職手当債を発行

し、職員数を減らして浮いた人件費を償還財源とすることになり、今後１０年程度職

員数は現在の７９０名を超えることはできません。ただ、当初は２４年度までの５年

間借りる予定だったのが、２３年度までの発行で済んでいるという状況です。 

◯委員 

返済はいつごろですか？ 

◯事務局 

償還期間が１５年になります。 

◯委員 



一般市民からすると、市民の福祉や教育のために働いている市職員の給料は長期的

に下げるべきではないと思います。しかし、社会の批判があり、公民格差が出てくる

と下げざるを得ない、やむを得ない措置だろうと私は思います。本来は特別職であろ

うとなかろうと下げるべきではないと思います。ただ、世間一般の感情からすると格

差に合わせるということは当然だと思いますが、職員数を増やせないということで、

市民サービスも増やせなくなり、なかなか改善もできない、と悪循環していくのは市

民にとっては反対に不利益になります。市民のために働いている職員が、意義を持っ

て貢献していくためには、やはり退職後も安心できる一定の賃金的な補償をしなけれ

ばならず、市の職員に対して民間レベルの手法を入れることに疑問があります。 

◯委員 

先程の話は職員だけで、嘱託・臨時職員の話ではないのですよね？ 

◯事務局 

はい。そうです。 

◯委員 

口をはさむようですが、嘱託・臨時職員は賃金が安いわけです。そういう身分の人

も職員並みにいい仕事をしてくれているとは思いますが、職員と同じ仕事をしている

のに、職員の方が高い賃金であり、内心は複雑であると思います。そういう意味でも、

職員も増やせない、仕事の数は増えてくる、その中でもやる気の出る職員が本当に生

まれるのかという心配はあります。 

◯会長 

今は特別職の話をさせていただいてよろしいですか。職員が下げるので特別職も下

げるという市長からの諮問はもっともな話であろうと思いますので、減額するという

ことではよろしいですか。あとは、減額のパーセンテージについてのご意見を皆様か

らお伺いしたいと思います。 

◯委員 

たとえば市長が５％などという数字だといけないのでしょうか？やはり上に立つも

のとして、この数字なのでしょうか？しかし、責務は職員よりも重く、土日も出勤し

ている特別職が職員より大きい引下げ率なのはいかがかと思います。 

◯事務局 

そこは市長の思いがありまして、市長としては職員より多少なりとも上の率でとい

うことで、今回ご提案させていただいております。 

◯委員 

市長の任期が二期、三期と続いた場合は、一期ごとに退職金は支払われるのですか？ 

◯事務局 

計算は一期ごとにしますが、当市の場合は通期で支払いをしますので、今現在一期

分も支払いはありません。 

◯委員 

積み立てという形ですか？ 

◯事務局 

そうですね。積み立てと言いますか、その時に算定します。 

◯委員 

そうすると、今この減額の案が出ているのは、前期の４年間分は関係なく、これか

らの分という事ですか？ 

◯事務局 

そうですね。現在の期の任用の部分からとなります。 



◯委員 

では、前期というのは１００分の３５０の計算どおりという事ですね。 

◯事務局 

ただ、当市の市長の場合は、既に公約の中で最初の部分は半額でと言われています

ので、こちらの計算どおりではありません。 

◯委員 

わかりました。ありがとうございました。 

◯会長 

いかかでしょうか？ 

◯委員 

一律に何％下げるという話もあると思うのですが、たとえば自分で目標を立てて、

その目標の達成度に応じて何％から何％という風にする方法もあるのではないかと思

います。具体的にこういうことを目標にして達成しますとか、こういうことを達成し

たならばフルにもらえる、その達成度が悪ければ少し下げるという形で。 

◯会長 

話の結果、そういうご意見が出ました。事務局からよろしいでしょうか？ 

◯事務局 

はい。非常に貴重なご意見だと思います。ただ、あくまでも条例上、市長の退職手

当をどうするかということは、この後ご審議いただいて、市長が最終決定をし、市議

会に議案として条例改正を提案し、市議会の議決を得て、初めてそれが実施できます。

今の案ですと、率を市議会から委任していただくような抽象的な表現の条例案を作ら

ないとなかなか厳しいと思います。それから、やはり市長は任期で変わりますので、

一度条例改正をするとなかなかそれをまた元に戻すことが厳しいという点がありま

す。ただ、市長は自身のボーナスについては、市民の株主総会というのを開き、そこ

での市民の評価に応じて減額するというような方式を行っております。 

◯委員 

ただ、会社でも売り上げ目標を立てるように、あらかじめ目標を立てて達成できた

ことに対して、フレキシビリティーに評価をするという手法を取ることは、給料に反

映しなくてもやり始めるのはいいことだと思います。 

たとえば、去年市役所の幹部と理事会との懇談会で、東村山市医師会から「東村山

市民の認知症を考える会」を作りたいので、行政も参加してほしいと言ったのに、音

沙汰がないということがあるから、なかなかこの諮問に賛成とは言い難いです。市長

や役職者が指示をしてくれることによって、医師会だけでなく、市のいろいろな各機

関も参加して知恵を出し合うことができ、もっとうまくできるかもしれない、と思い

ます。そういう意味での評価が大事ではないかな。それから金の使い方も、ある地方

自治体に勤めている東村山市民の人が言うには「東村山市は苦しいのはわかっている

が、金の使い方が下手である」と言っていました。また、教育問題で言うと通級学級

が増え、とても好ましいですが、そういうことに対しての配慮があまりありません。

予算も少ないし、あらかじめ言っておけばいろいろなところから使わなくなった道具

等を譲ってもらえたと思います。もう少し計画性を考え、事前に公表した方が有効と

いう気がします。そういったことから、評価もある程度どこかに反映させてほしいと

思います。 

◯会長 

ありがとうございます。なかなかフレキシブルな対応というのは難しそうですね。

やはりパーセンテージで他市同様にやっていくしかないのではないでしょうか？ 



◯委員 

具体的な数字の提示があった以上、今事務局から提案された形にならざるを得ない

と思います。様々な意見があるし、市長が多忙なのもわかっているけれど、だからと

言って、市に対しての要望に対しても、予算の都合でできない、あるいはできる、先

行き将来できる、ということがあるように、今のこの数字が低すぎる、高すぎるとい

うことは、私としては言いにくいですが、そんなに外れた数字ではないと思います。

こうすることで、市長、議員、職員、そして市民が、もっと市へ、市の行政に対して

自分たちも一致協力していくという気持ちが出れば意義があるのではないでしょう

か。市長がこれほど身を切っているということを示すものであり、市民も行政に対し

て一致協力していくという気持ちが持てる数字でもあると思います。 

◯会長 

ご意見はございませんか？ 

◯委員 

職員団体も、時代の流れを感じて、職員の退職手当を下げるということに合意され

たので、市長もよほどの思い入れがあって、今回の諮問をされたと思います。数字的

にも妥当ではないでしょうか。しかし、そんなに下げなくてもいいかとも思いますし、

後で市長になった方が戻したいという場合はどうしたらいいのでしょうか？ 

◯事務局 

月数をアップするということに対してご意見をいただいて、最終的に市議会に出し、

アップの条例案を議決していただいて戻すことになります。 

◯委員 

市長の政治的な判断で今回皆様にお諮りしているのだと思いますので、私は個人的

にこれでいいと思います。 

◯会長 

市長の、この身を切って、という一番の思いがありますので。皆様これでよろしい

ですか？ 

◯委員 

異議なし。 

◯委員 

将来的には評価も反映させるべきという文言を一言付け加えてほしいと思います。 

◯委員 

私もそれができたら尚いいと思います。市の行政は民間と違って売り上げの目標等

と同様にするわけにはいかないので、どういうことをするのか、どのくらい実行でき

ているのか、どのくらい達成しているのかということを、市民にもわかるようにして

いただけるとありがたいと思います。 

◯事務局 

わかりました。 

◯委員 

一点加えてさせていただきたいのですが、４月に職員団体側と合意したとの事です

が、市長はその立場上、職員団体に合意をもらった反面、やはり自身も引下げをしな

くては、という思いがあるわけですよね。ただ、私は何十年も働いてきた職員の退職

手当は下げるべきではないと思います。本来、退職手当の引下げを提案すること自体

が、市民のために良い仕事をしてくれる職員に対してすることではないと思います。

運営上の失敗や難しさによる財政難もあるかもしれないけれども、その責任を職員に

負わせてはいけないのではないでしょうか？退職手当を下げる前に、財政上の改善と



無駄遣いをしない運用を市長に求めた方がいいのではないかと思います。 

◯委員 

でも、今の市長が原因でもないですよね。歴代の積み重ねがこうなっているという

のもあるでしょうね。 

◯事務局 

今回の退職手当につきましては、先に国、そして東京都が引下げを行いました。当

市では人事委員会という勧告機関を持っておりませんので、給与体制は東京都に全て

準拠した形に切り替えております。東京都と全く同じ率にし、やり方も切り替えると

いうことで提案させていただいた経過があり、公民格差の是正のため２６市ほぼ全部

実施しているという背景もありますことをご承知おきください。 

◯会長 

よろしいですか。 

◯委員 

 異議なし。 

◯会長 

では、退職手当は引下げを答申するということになりました。 

以上をもちまして、平成２５年度東村山市特別職報酬等審議会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


