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特別職報酬等審議会議事録 
 
・日  時 令和４年１０月２０日（木）午後１時３０分～午後２時３０分 
・場  所 市役所８階 特別会議室 
・出席委員 伊賀委員、岩本委員、木元委員、白川委員、田村委員、中村委員、宮田委員、森本委員、

和田委員 以上９名 
・事 務 局 宮島（総務局長）、久保田（人事部長）、菅（人事課担当課長）、伊藤（人事課係長）、長

尾（人事課係長）、山北（人事課副主査）、日田（人事課主事） 
・議事内容 以下のとおり 
                                            
〇諮問等 

審議会の委員定数９人中９人全員が出席していることから、条例に照らして審議会が有効に成立

することを総務局長が宣言。続けて、出席委員からの推薦により、会長として宮田委員、副会長と

して森本委員を選出。 
市長から「西宮市議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額」について

諮問が行われ、この後市長は退席。 
会長から各委員に対し、審議会は「議事日程表」に基づき進行し、また、「西宮市特別職報酬等審

議会会議運営等に関する取り決め事項」に基づき運営することについて、異議がないか確認。各委

員から意見等はなし。取り決め事項に基づき、事務局が作成する会議録の署名委員として、会長が

伊賀委員と岩本委員を指名。 
 
 
議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額について 
○事務局説明 

議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額について審議を行うにあた

り、配布した「西宮市特別職報酬等審議会資料」について事務局から説明。 
 

１．特別職報酬等の改定経過及び各種参考指標等の状況 
  （１）本市特別職の報酬等の改定経過 
    ①市長・副市長の給料及び議員の報酬 

当審議会は、西宮市附属機関条例第６条の規定に基づき毎年少なくとも１回開催されて

おり、その時々における一般職の給与改定の状況や全国の他の類似団体における特別職の

報酬等の改定状況、社会経済情勢等様々な要素を参考にしながら審議が行われ、報酬等の

改定の是非、改定する場合はさらにその改定額等について答申がなされてきた。 
昭和から平成にかけては、報酬等を増額改定すべきとする答申が概ね２年に１回なされ

てきたが、平成６年７月の増額改定以降平成２０年までの１４年間は、毎年いずれも「据

え置きが適当」との答申がなされてきた。 
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その後、平成２０年度に開催された審議会では、「マイナス４．７２％を基本の改定率

として減額改定すべき」との答申がなされたが、これ以降に開催された審議会においては、

いずれも「据え置きが適当」との答申がなされている。 
昨年度の審議会においては、前回改定を行った平成２１年８月以降の本市一般職の給与

改定累率が「１．１０％」と低率であること、人口４０万人以上市を対象とした人口規模

と報酬額等との相対比較においても、本市の報酬等の水準は他市と概ね均衡が保たれてい

ること、これらに加え、本市の財政状況等も総合的に勘案した結果、「改定せずに据え置

くことが適当」との答申がなされた。 
 
②市長・副市長の退職手当 

退職手当の額については、昭和５５年３月までは、給料月額に「在職年数」を乗じ、さ

らに市長は「７」、副市長は「５」を乗じて得た額としていたが、昭和５５年４月には、給

料月額に乗じるものを「在職月数」に改めるとともに、支給額が従前の算定方法による額

とほぼ同額となるよう、支給率も市長「０．５８」、副市長「０．４２」に改定した。 
その後、支給率については、昭和５８年４月に、近隣各市における市長・副市長の支給

率の状況等を踏まえて市長「０．４９」、副市長「０．３６」に、令和元年９月に、兵庫県

内主要団体における市長・副市長の支給率の状況等を踏まえて市長「０．４３」、副市長

「０．２８」に改定している。 
なお、昨年の審議会では、市長及び副市長の退職手当の額も当審議会の審議事項に加え

るべきとの意見具申があり、この意見を受けて、市長及び副市長の退職手当の額について

も当審議会の審議事項として加えることとなった。 
 

（２）各種参考指標等の状況 
①本市一般職の給与の改定状況 

令和３年度における一般職の給与改定はなかった。特別職報酬等の前回改定以降の一般

職の給与改定累率は「１．１０％」であり、引き続き低率となっている。 
 

②本市の財政状況 
本市の令和３年度決算の状況について、普通会計における実質収支は、普通交付税や臨

時財政対策債、令和４年度に精算・返還が必要となる国・県からの補助金等が増加したこ

とで約５３億円の黒字となった。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は「９３．

７％」と、前年度から改善しているものの、他の中核市と比較すると依然として高く、財

政状況は硬直化した状態となっている。 
今後は扶助費等の社会保障関係経費の伸びに加え、老朽化の進んだ公共施設の改修や更

新に要する投資的経費の増大が見込まれる。また、投資的経費の増大に伴い、これまで減

少傾向で推移してきた公債費は、今後ほぼ横ばいで推移するものと見込んでおり、市債残

高についても、令和３年度決算においては減少したものの、今後は増加傾向で推移するも

のと推定される。 
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また、新型コロナウイルス感染症や国際情勢が、社会・経済や税収等地方財政に及ぼす

影響も予測が難しく、国の財政状況の悪化も懸念されることから、引き続き厳しい財政運

営を強いられるものと予測している。 
 

③経済指標の状況 
全国の消費者物価指数について、令和３年平均の総合指数は、令和２年の総合指数を１

００とした場合「９９．８」となり、０．２ポイント下落した。 
また、令和３年平均の全国の完全失業率は、前年と同じの「２．８％」であったが、全

国の有効求人倍率は、前年の「１．１８倍」に対して「１．１３倍」と０．０５ポイント

悪化しており、これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によるものと考えら

れる。 
 

２．資料（表） 

（１）人口４０万人以上市における市長・副市長の給料額等 

人口４０万人以上市における市長、副市長の給料月額とその順位、地域手当込の給料月額

とその順位、年収額とその順位、退職手当額とその順位、地域手当の支給率、現行の給料月

額及び退職手当額の適用年月日の一覧。地域手当の支給率については、支給団体のみ掲載し

ている。本市は地域手当を支給しておらず、地域手当を支給していない団体については、給

料月額と地域手当込の給料月額が同額となっている。年収額は、給料月額１２か月分と期末

手当の合計額、地域手当支給団体については、さらに地域手当１２か月分を加えた額となっ

ている。また、退職手当額は、任期満了で退任した場合の額となっている。 

令和３年４月２日から令和４年４月１日までの期間において、給料又は退職手当の額の改

定を行った団体はなかった。 

 

（２）人口４０万人以上市における議会議員の報酬額等 

人口４０万人以上市における議長、副議長、議員の報酬月額とその順位、年収額とその順

位、現行の報酬月額の適用年月日の一覧。議会議員に対し、地域手当を支給している団体は

ない。 

令和３年４月２日から令和４年４月１日までの期間において、報酬額の改定を行った団体

はなかった。 
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【参考】 

本市特別職の報酬等の額及び人口４０万人以上市（全４６市）における順位 

 給料月額 

報酬月額 

地域手当込 

給料月額 
年収 退職手当 

額 

(円) 

順位 

(位) 

額 

(円) 

順位 

(位) 

額 

(円) 

順位 

(位) 

額 

(円) 

順位 

(位) 

市 長 1,206,000 15 1,206,000 21 20,694,960 20 24,891,840 28 

副市長 974,000 13 974,000 21 16,713,840 18 13,090,560 34 

議 長 827,000 16 － － 14,191,320 16 － － 

副議長 748,000 16 － － 12,835,680 16 － － 

議 員 687,000 17 － － 11,788,920 16 － － 

     ※年  収 ＝ 給料月額（報酬月額） × １２ ＋ 期末手当 

     ※退職手当 ＝ 給料月額 × 在職月数（１期４年＝４８月）× 支給率 

      支 給 率 … 市長「０．４３」、副市長「０．２８」 

 

（３）県内１１市における市長・副市長の給料額等 

県内１１市（神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川

西市、三田市、芦屋市）における市長、副市長の給料月額、地域手当込の給料月額、年収額、

退職手当額、地域手当の支給率、現行の給料月額及び退職手当額の適用年月日の一覧。 

令和３年４月２日から令和４年４月１日までの期間においては、宝塚市が給料額の改定を

行っており、給料額を増額する一方で地域手当を廃止した。なお、改定後の給料額について

は、退職手当等も含めた１期あたりの総収入額が改定前から１．３％減となる額として設定

されている。 

 

（４）県内１１市における議会議員の報酬額等 

県内１１市における議長、副議長、議員の報酬月額、年収額、現行の報酬月額の適用年月

日の一覧。 

令和３年４月２日から令和４年４月１日までの期間においては、宝塚市が報酬額の減額改

定を行っている。なお、改定後の報酬額は、改定前から１．３％減となる額として設定され

ている。 

 

（５）一般行政職の局長級職員の給料額等 

本市一般職の最高位である局長級の職員１５名の月例給及び年収の平均額と最高額、本市

特別職のうち基準となる教育長及び上下水道事業管理者の月例給及び年収の額の一覧。 

月例給及び年収のいずれについても、局長級職員の最高額は教育長及び上下水道事業管理

者の額を下回っており、一般職と特別職の給与の逆転は生じていない。 
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３．資料（グラフ） 

（１）人口４０万人以上市における特別職の平均給料・報酬額の推移 

人口４０万人以上市における特別職の報酬等の平均額と本市特別職の報酬等の額につい

て、平成２０年度から令和４年度までの推移を示した折れ線グラフ。 

本市市長の給料額は、平成２１年度に人口４０万人以上市の平均額を上回ったが、平成２

１年８月に減額改定を行い、以降は人口４０万人以上市の平均額を下回っている。なお、人

口４０万人以上市の平均額は、平成２０年度から平成２７年度までは下降傾向にあったが、

平成２８年度以降はやや上昇傾向にある。また、副市長の給料についても、市長と同傾向と

なっており、平成２１年８月には減額改定を行っている。 

なお、議長、副議長、議員の報酬についても、平成２１年８月に減額改定を行っているが、

市長、副市長と異なり、改定前においても人口４０万人以上市の平均額を下回っていた。 

以上のとおり、本市特別職の報酬等の現行額は、いずれも人口４０万人以上市の平均額を

下回っている。 

 

（２）人口４０万人以上市における特別職の給料・報酬額の分布 

人口４０万人以上市における特別職の報酬等の額を縦軸、人口順位を横軸に据えて、近似

曲線を引いたプロット図。特別職の報酬等の額については、人口順位との相関からすると、

図上での位置が近似曲線から上に離れているほど高く、下に離れているほど低いということ

になるが、概ね人口が多い団体ほど特別職の報酬等の額も高くなっているという状況が確認

できる。 

平成２１年８月に報酬等の減額改定を行う以前の本市は、近似曲線から大きく上に離れて

高止まりしていたが、現在はいずれの特別職についても、概ね近似曲線に則した状況にある。 

 

（３）人口４０万人以上市における特別職の年収の分布 

人口４０万人以上市における特別職の年収額を縦軸、人口順位を横軸に据えて、近似曲線

を引いたプロット図。本市特別職の現行の年収額は、報酬等の額とほぼ同傾向にある。 

 

４．参考資料（財政関係資料） 

（１）令和３年度決算 中核市の主な財政指標の状況 

中核市６２市の令和３年度決算における主な財政指標の数値とその順位の一覧。 

■財政力指数 

本市は３か年平均で６２市中８位の「０．９４３」であり、前年度の「０．９５６」から

下がったものの、中核市平均の「０．７８６」を上回っている。これは本市の財政基盤が中

核市の中でも強いことを示している。 

 

■経常収支比率 

本市は６２市中５７位の「９３．７％」であり、前年度の「９７．３％」から改善してい

るものの、中核市平均の「８８．７％」を上回っている。 
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■実質公債費比率 

本市は６２市中２９位の「４．５％」であり、前年度の「４．１％」からやや上昇してい

るものの、中核市平均の「５．４％」を下回っている。 

 

■将来負担比率 

本市は６２市中２１位の「４．７％」であり、前年度の「６．３％」から改善している上、

中核市平均の「３７．０％」を下回っている。 

 

【参考】 

令和３年度決算における本市の主な財政指標の数値と中核市（全６２市）における順位 

 数値 順位 中核市平均 

財政力指数 0.943 8 位 0.786 

経常収支比率 93.7％ 57 位 88.7％ 

実質公債費比率 4.5％ 29 位 5.4％ 

将来負担比率 4.7％ 21 位 37.0％ 

 

（２）西宮市の決算の概要（令和３年度版） 

令和３年度決算についての公表資料。 

①決算の概要 

令和３年度の一般会計の決算額については、令和２年度に国が講じた特別定額給付金事業

が終了したことにより、歳入・歳出とも前年度決算額を下回った。 

歳入については、根幹となる市税収入が、給与所得や営業所得の減による個人市民税の減

収などにより、総額では前年度に比べ減となったほか、特別定額給付金事業の終了などによ

り国庫支出金が大幅に減となった。 

歳出については、子育て世代への臨時特別給付金事業の実施などにより民生費が増となっ

たが、特別定額給付金事業の終了により総務費が減となったため、前年度に比べ減額となっ

た。 

収支の結果としては、歳入から歳出を差し引いた額が５４億７千万円で、そこから翌年度

に繰り越した事業の財源である２億８千万円を除いた５１億９千万円が実質的な剰余金で

あり、市の貯金である財政基金を取り崩すことなく実質収支の黒字を確保している。実質収

支の２分の１に当たる２６億円は再度財政基金に積み立て、残りの２分の１は令和４年度の

財源として活用することとなる。 

 

②歳入の状況 

市税については、給与所得や営業所得の減による個人市民税の減収などにより、前年度比

１０億７千万円の減となった。 
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譲与税・交付金・交付税については、普通交付税において基準財政需要額に臨時費目が追

加された影響などによる地方交付税の増や、消費税収の増に伴う地方消費税交付金の増など

により、総額では前年度比６３億２千万円の増となった。 

国県支出金については、前年度に国が講じた特別定額給付金事業の終了などにより、前年

度比３２１億９千万円の減となった。 

諸収入については、アサヒビール西宮工場跡地購入にかかる貸付金の返還による土地開発

公社貸付元金収入が皆減となったことにより、前年度比４１億５千万円の減となった。 

 

③市税の状況 

税率の引上げにより、市たばこ税が前年度比１億３千万円の増となった一方、給与所得や

営業所得等の減により、個人市民税が前年度比１２億３千万円の減、運輸・通信業の収益の

減により、法人市民税が前年度比１億１千万円の減となるなど、市税全体では減となった。 

 

④歳出の状況 

総務費については、財政基金積立金や都市計画事業基金積立金の増のほか、機構改革に伴

い公民館、図書館等に係る事業費が教育費から総務費へ変更となったことによる増があった

ものの、令和２年度に実施した特別定額給付金事業が終了したことにより、全体としては前

年度比４５５億３千万円の減となった。 

一方、民生費については、子育て世帯への臨時特別給付金事業や非課税世帯等臨時特別給

付金事業の実施などにより、前年度比１４７億５千万円の増となった。社会保障関係経費の

増により、民生費は年々増加傾向にある。 

 

⑤基金の状況 

令和３年度末の基金現在高は４０２億円であり、決算上生じた剰余金等から財政基金に２

３億７千万円、令和２年度の都市計画税の歳入額と充当額の差額を都市計画事業基金に２２

億５千万円積み立てたことなどにより、前年度比５５億円の増となった。 

     

    ⑥市債の状況 

令和３年度の市債元金返済額は１３９億９千万円であり、臨時財政対策債の返済額が増と

なった一方、震災復興事業に係る市債が、その一部の返済が前年度で終了したことに伴い減

となり、全体としては前年度比１５億６千万円の減となった。 

また、令和３年度末の市債現在高は１，３８９億２千万円であり、主に西宮消防署の建替

工事の進捗により消防債が１１億円、西宮支援学校や春風小学校、安井小学校の改築工事の

進捗により教育債が１０億９千万円の増となった一方、震災復興に伴う災害公営住宅等建設

に係る市債などの返済が進み、全体としては前年度比１億６千万円の減となった。借入金の

元金返済額以上に借金をしないことで市債残高を減らし、財政健全化を図っている。 
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なお、臨時財政対策債とは、国から地方公共団体に交付する地方交付税の原資不足を理由

に、不足分の一部を地方公共団体が一旦借金をして賄う地方債のことであり、平成１３年度

から導入されている。他の地方債と異なり、建物の建設等に限らず自由に使うことができ、

その返済額が翌年度以降の地方交付税で賄われることとなっている。 

 

 

○事務局説明に対する質疑応答 
委 員   西宮市の市民税について、法人市民税の割合をもう少し上げるべきと考えているが、そ

の展望はどうか。 
事務局   本市の市民税における個人市民税と法人市民税の割合については、約９割が個人市民税

となっており、中核市の中でも個人市民税の比率が高いという状況にある。例えば、近隣

の尼崎市では、個人市民税の占める割合は７割程度となっている。法人市民税の展望につ

いては、企業の誘致等といった話になると思われるが、具体的な対策等は把握できていな

が、本市は文教住宅都市でもあることから、どのようにバランスを取っていくのかという

ことは、課題であると認識している。 
 
委 員   西宮市内の学校の建替え等については、大方完了したのか。 
事務局   学校の建替えや耐震化等については、現時点でまだ完了しておらず、引き続き計画的に

進めていく必要がある。平成７年の阪神淡路大震災によって、本来の建替え等の計画が先

延ばしになっていたものであり、歳出を抑え、行財政改革も実施するなどして、震災に係

る借金が減ってきたことで、今まで止めてきた建替え等の工事をようやく進めることがで

きるようになったという状況である。 
 
委 員   臨時特別給付金については国の事業であるため、給付金そのものについては国が負担す

ると思われるが、市側で生じる人件費等の経費についても補填されるのか。 
事務局   給付金そのもののみならず、給付に係る事業費も当然国から支給されるものであるが、

要した経費の全てが賄われるかどうかについては、現在事務局として情報を持ち合わせて

いない。 
 
委 員   西宮市は文教住宅都市ということもあり、これまで徐々に人口が増加し、それに伴い個

人市民税も増えてきたと思うが、今日においては人口も頭打ちとなり、今後は減少となる

可能性もある。この先どのようにして歳入を確保していくのかということについての見通

し等はあるのか。 
事務局   本市では現在、徴収できていない税金の徴収に尽力しており、未収金は減少してきてい

る。また、ふるさと納税については、本市への寄付額よりも、市民が他自治体に寄付する

ことにより減となる税収額の方が多いことから、そういった面での競争力の強化も課題で

あると認識している。なお、課税については、現時点で独自の課税を検討するといったこ

とまではしていない。 
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○報酬等の額の改定の是非についての意見交換 
委 員   決算の歳出・歳入の状況について、市の財政が大きく赤字になっているといったことも

なく、報酬等の額についても、例えばプロット図では、本市はどの特別職も近似曲線から

少し上にある程度となっており、特に高すぎることもなく、一方遜色もない額になってい

ると考えられる。なお、円安で給料も上がらないという今日の状況においては、そもそも

市長や議員の報酬等の額を上げることについて、到底市民の理解は得られない。よって、

特段増額も減額もすべき理由は見当たらないことから、現状維持が適当と考えられる。 
市長・副市長の退職手当についても、給料の後払い的性格があるが、報酬等の額を現状

維持とするなら、今回はその給料額が変動しないこと、また、退職手当額の他市との比較

においても、本市の額が突出して高い或いは低いといった状況は見受けられないことから、

現状維持が適当と思われる。 
 

会長から各委員に対し、当該意見に対する異論等がないか確認するも、異論等は出ず、一同賛意を

表す。その後、会長から各委員に対し、今回は報酬等の額の改定を見送り、現行額に据え置くことに

ついて、異議がないか改めて確認。各委員から異議はなく、現行額に据え置くことに決定。 
 
 
○結論 

審議会としては、議会議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額について、

今回は改定を見送り、現行額に据え置くことが適当と結論づけることに決定。 
 


