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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２９年度第１回東村山市特別職報酬等審議会 

開 催 日 時 平成２９年７月１２日（水）午後７時００分～７時４０分 

開 催 場 所 東村山市役所６階第２委員会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）菊川祐一会長・木下孝男委員・岩間弘委員・金子栄子委

員・鴫原健二委員・井関稔委員 

（理 事 者）渡部尚市長 

（市事務局）東村浩二総務部長・清水信幸総務部次長・濵田義英人事

課長 

 

●欠席者： 秋山勉職務代理・島田久仁委員・高島常夫委員 

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
なし 

 

会 議 次 第 

 

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 

７. その他 

（１）特別職の報酬等の状況について 

８. 閉会    

問い合わせ先 

総務部人事課人事係 

担当者名 青井 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３３３～５） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

Ｅメール jinji@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過  

１. 開会 

 

２. 委嘱状交付 

 

３. 市長挨拶 

改めまして、皆さんこんばんは。公私ともご多忙のところご出席を賜りましてあり

がとうございます。委員の皆様には、私をはじめ特別職の給与、並びに市議会議員の

報酬をご判断いただく訳でございますので、大所高所からのご審議をよろしくお願い
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いたします。 

 後ほど事務局から説明しますが、地方公務員の給与につきましては、民間準拠に基

づく人事委員会勧告によって改定していますが、当市の場合、規模が小さいため人事

委員会を設けていないことから、東京都の人事委員会勧告に基づき改定を行っていま

す。給料表につきましては東京都に準拠しており、東京都人事委員会においては、毎

年都内の民間企業の給与水準を調査して勧告しており、そのことによって民間企業と

の均衡を図っております。 

 しかしながら、特別職の給与については、このような制度がありませんので、それ

ぞれの自治体で様々な観点から独自に給与を定めているものであります。当市の場合、

厳しい財政状況が続いていたことから、平成１６年に審議会にお諮りし、市長、副市

長及び教育長の給与について引下げを行って以来、諮問をしておりません。その間、

職員の退職手当の引下げに伴い、自主的に特別職の退職金を引き下げた経過がござい

ます。 

 市民の皆さんにご理解いただけるような給与・報酬水準の適正化に今後も努めてま

いりたいと考えておりますので、ご指導・ご審議の程をよろしくお願い申し上げまし

て、私からのご挨拶といたします。 

 

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）  

【事務局】 

はじめに議題の（１）審議会会長の互選について議題といたします。審議会会長の

選任につきましては、東村山市特別職審議会条例の第５条第２項により、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。 

【委員】 

引き続き、菊川委員に会長をお願いしたいと思います。 

【委員】 

異議なし。 

【事務局】 

次に、職務代理の指名に移ります。東村山市特別職報酬等審議会条例第５条の第４

項によりまして、あらかじめ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。会長より職務代理の指名をお願いいたします。 

【会長】 

秋山委員に引き続きお助けいただきたいと思っております。 

【委員】 

異議なし。 

【事務局】 

会長の就任にあたりまして、菊川会長よりご挨拶をお願いいたします。 

【会長挨拶】 

 現在、４期目位になると思いますが、初めて審議会の委員を引き受けたときは、何
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をするかよくわかりませんでしたが、市長の諮問によって、特別職の報酬等を決めて

いくというお話でありました。しかしながら財政難の折、首長の給与を上げる状況で

はないと思いますが、是非、財政状態を良くして市長の給与を上げるようにならない

と職員の給与も上げづらいと思います。市民サービス向上のためにも、職員の皆さん

に気持ちよく仕事をしていただき、我々市民の満足度を高めていけたらいいのかなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（２）会議の公開等について 

 

【事務局】 

現在、本審議会は公開としております。会議録につきましては、発言については、

発言委員個人の氏名は記載せず、会長・委員・事務局として記載し、発言内容も要約

して記載しております。会議録は事務局で作成後、会長にご確認いただいております。

会議録の公表につきましては、ホームページへ掲載する他、市役所一階の情報コーナ

ー、図書館へ会議録と資料を配架しております。各委員の情報につきましては、会議

録に氏名、就任日、及び役職名を公表しております。会議の公開の方法につきまして

は、委員の改選があるごとに、改選後の最初の会議にて改めて決定する必要があるか

ら、今回お諮りさせていただきます。 

【会長】 

 特段ご意見がなければこれまでどおり、資料２のとおりの公開方法とさせていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員】 

 他の審議会との内容について、差異はありますか。 

【事務局】 

 各審議会でお諮りし、決定しているところでありますが、基本的には条例等で非公

開となっているものを除き公開となっておりまして、概ね同じものであるものと認識

しております。 

【委員】 

 異議なし。 

【会長】 

 これまでどおりの公開ということでご了解をいただきました。 

 次に、傍聴の定めについてお諮りさせていただきます。 

【事務局】 

 傍聴につきましては、第１条から第５条のとおり定めており、第２条第１項におき

まして、傍聴人は原則１０人以内とし、これを超える希望者があった場合、先着順と

しております。また、同条第３項におきまして、傍聴希望者は、会場入口の受付にて、

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としてお

ります。 

また、第３条の第２号におきまして、危険物の所持者など一定の者は、傍聴するこ

とができないとし、また、傍聴にあたっては、第４条に記載の事項を守らなければな

らないとしております。また、第５条において会長は、秩序維持のため、傍聴者に必

要な指示をし、又は事務局職員に指示させることができるとしております。 

【委員】 

 傍聴に関する定めについては特にないですが、本日の報酬審議会開催の市民の方へ

の周知についてはどのようにされているのでしょうか。 
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【事務局】 

 市のホームページに今回の審議会の開催について掲載しております。 

【会長】 

特段ご意見がなければ、これまでどおりの取り決め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】 

 異議なし。 

【会長】 

 それでは、会議の公開方法が決定いたしました。 

本日の会議の傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

【事務局】 

 傍聴希望者はおりません。 

 

７ その他 

 

（１） 特別職の報酬等の状況について 

 

【事務局】 

資料４は、本年４月１日における都内２６市の特別職の報酬額の一覧でございます。

当市市長の給料月額は９４万３千円で、２６市中高い方から数えまして１９位という

水準になっております。同様に副市長の給料月額は８０万１千円、教育長の給料月額

は７４万円でございまして、共に２６市中１９位となっております。議員報酬につき

ましては議長が５５万８千円で１８位、副議長が５０万６千円で１９位、議員が４８

万５千円で１８位となっております。 

資料５は、当市におけるこれまでの報酬額の改定状況でございます。直近の改定と

しましては、平成１６年１月に、当時の社会情勢、財政状況等を踏まえ、市長、副市

長、教育長の給料月額についてそれぞれ２千円、議員の報酬月額について１千円の減

額改定を行っております。これ以降、職員の不祥事や財政状況等により、期間を定め

た一時的な減額はございましたが、給料月額自体の改定は行っておりません。 

給料月額以外の改定といたしましては、平成２５年７月に、退職手当の官民較差解

消のため、職員の退職手当の支給率が１０％引き下げられたことに伴い、市長より職

員と苦楽を共にしたい旨の申し出があり、市長、副市長、教育長の退職手当につきま

して、約１０％の引下げを行っております。 

以上が直近の改定状況となりますが、本年４月に市長及び教育長、６・７月に市長

及び副市長の給料月額の減額措置を講じましたため、ご報告させていただきます。 

資料６に記載された減額措置につきましては、職員による不祥事や事務の不適切な

処理に伴い、市長、副市長及び教育長から、自ら給料月額の減額を行いたい旨の申し

出があり、それぞれ２９年３月議会と６月議会に減額条例を提出し、承認されたこと

から、講じたものです。 

４月の減額措置につきましては、東村山市立第三中学校におきまして、平成１８年

から平成２８年６月の約１０年間にわたり、保健体育科目のうち保健分野の授業が適

切に実施されていなかったことにつき、東京都におきまして関係教諭の処分等が実施

されたことから、当市においても関係職員に対して措置を行うとともに、一定のけじ

めをつけるために、市長及び教育長からの申し出により、本年４月の市長及び教育長

の給料月額を１００分の１０、減額する措置を講じたものです。 
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また、６月から７月の２か月間の減額措置につきましては、２件の市職員の非違行

為に関するものでございます。１件はパワーハラスメントの案件で、平成２６年６月

頃、当時の経営政策部次長が、部下の職員に対し、業務遂行目的の指導の範囲を超え

て、乱暴な行為や人格を傷つける発言を行ったものです。 

もう 1 件は、健康福祉部高齢介護課におきまして、老人クラブに関する事務を社会

福祉協議会へ委託しておりましたが、補助金の精算に係る審査体制が十分でなかった

ため、結果として、平成２３年度から平成２７年度の５年間にかけて、老人クラブへ

の補助金が適切に精算されませんでした。 

これらの件につき、管理監督責任をとるため、市長及び副市長からの申し出により、

６月と７月の市長及び副市長の給料月額を２か月間、１００分の１０減額する措置を

講じたものでございます。 

【委員】 

当該職員の給料については、どうされているのでしょうか。 

【事務局】 

 平成２９年４月の件につきましては、訓告の措置といたしましたので減額は発生し

ておりません。 

職員のパワーハラスメントの案件につきましては、対象職員について 1 か月の停職

処分といたしまして、この間の給与は支給しておりません。 

 老人クラブの補助金の精査につきましては、発生要因が社会福祉協議会にあります

ので、訓告の措置といたしましたので減額は発生しておりません。 

【委員】 

 これらの事案が発生したことについて、今後の対策はどのように考えているのでし

ょうか。 

【事務局】 

 再発防特別止策としまして、学校の保健分野の授業の未履修に関しましては、年間

指導計画を立てており、計画どおりに実施されているかについて現地調査等を行い確

認しました。また、年間の授業の計画を定めていますが、保健体育というひとつの括

りになっておりましたので、保健分野と体育分野の授業計画を明確にして偏りのない

よう改善いたしました。 

パワーハラスメントの事案につきましては、綱紀粛正推進本部を開催し、人権啓発

研修や公務員倫理研修などの研修受講の徹底を図り、改めて、公務員としての自覚を

強く促し、綱紀粛正の徹底に取り組むことを確認いたしました。 

老人クラブへの補助金が適切に精算されなかった件につきましては、業務委託先で

の事務処理の適正な確保に向け、処理基準を徹底するため、新たに具体的な内容を記

載した「東村山市老人クラブ運営費の補助に関する運用手引き」を作成し、市と業務

委託先である市老連事務局、社会福祉協議会が一体となり、再発防止に努めることと

いたしました。 

【委員】 

 平成１６年に特別職の給与が減額改定されたままの状態というのが気になります。

個人的な意見としては、東村山市の財政状況からみても元に戻してもよいのではない

かと思っています。 

【市長】 

 職員の給与水準については、先ほど申し上げたとおり勧告制度に基づいて実施して

おり、基本は民間準拠ということでございます。国は人事院、都道府県・政令指定都

市は人事委員会を設け、行政区域内の民間企業の給与の状況について実態調査を行い、
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民間との均衡を図り調査結果に基づいた改定を行っています。従いまして、民間の給

与水準が下がれば、公務員の給与も下がるという仕組みになっております。 

 一方、特別職及び議員の報酬については、勧告制度のような一定のものさしがあり

ませんので、財政状況や市民感情というものを総合的に勘案し考えていく必要がある

と思っています。 

 市民の年収も上がり市民サービスも良くなっているという状況であれば、引上げの

方向で考えても良いのではと思いますが、そこまでいっていない状況となると判断は

難しいと思います。 

 職員については、平成２０年の給与構造改革以降東京都の基準に準拠しています。 

それまでの給料表は独自表を使っていましたので、明確な賃金調査を行って改定を実

施していませんでした。それ以降は、本給・諸手当については東京の基準に合わせ、

地域手当については、国の定めた当市の上限率に合わせております。 

 職員の意見を詳細に聞いてはおりませんが、給与水準が下がっているという受け止

めではないと思っているところです。 

 職員団体との毎年度の給与交渉においても、本給については、人事委員会の答申を

尊重してほしいという要望があります。地域手当についても、東京都基準である 23区

の基準まで引き上げてほしいという要望はありますが、国が各地域の民間の給与実態

調査を行い支給率の上限を定めていますので、国が定めた地域手当の水準を維持して

いくということが基本的な考えであります。 

【委員】 

 私の勤めていた企業でも管理職の給与が減額されたことがありましたが、社内や社

員の士気という点で影響があるのではないかと感じました。 

 地方公共団体においても同様なことが言えるのではないかと思いますので、給与減

額については、できるだけ早く回復していくことが今後の東村山市の成長という点で

寄与するところが大きいのではないかと思います。 

【会長】 

 当審議会は、特別職と市議会の議員の報酬についての審議会でありますので、ご意

見として申し上げることでよろしいでしょうか。 

 他にご意見等がなければ、本日の日程を終了したいと思います。 

 

 


