
【議案第 52号資料】 

逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正概要 
 

◎ 提案理由 

市の厳しい財政状況を鑑み、財政対策プログラムに基づく緊急財政対策の取組として、市長、副市長

及び教育長の給料月額について減額措置を講じるに当たり、改正の要あるため提案するものです。 

 

１ 給料  

  市長、副市長及び教育長の給料の支給に当たっては、給料月額に次の割合を乗じて得た額を減じて支

給する。（期末手当及び退職手当の算定基礎となる場合を除く。） 

 

区 分 削減割合 

市 長 20％ 

副市長 15％ 

教育長 10％ 

 

２ 地域手当 

地域手当は、減額後の給料月額により算出する。（期末手当の算定基礎となる場合を除く。） 

 

３ 実施期間  

給料、地域手当 平成30年１月１日から平成31年３月31日まで 

（平成29年12月１日に在職する市長の任期が優先します。） 

  

４ その他 

文言の整理を行うほか、この条例の施行期日を平成 30年１月１日施行とします。 

 

 ※ この条例の改正によるもののほか、平成29年12月支給分から平成30年12月支給分までの期末手当の

支給率を、市長0.5月、副市長0.4月、教育長0.3月減じる措置を行います。（期末手当の支給に係る削

減割合としては、市長 約25％、副市長 約20％、教育長 約15％になります。） 

平成 29 年度は、2,694 千円の削減、平成 30 年度は、8,021 千円の削減となります。 

実施期間全体では、総額（試算）1,071 万 5 千円が削減される見込みです。 

【削減効果額試算】 

区 分 
29 年度 30 年度 

合計 
給与 期末手当 共済費 計 給与 期末手当 共済費 計 

市 長 600 千円 600 千円 112 千円 1,312千円 2,402千円 1,201千円 341 千円 3,944千円 5,256 千円 

副市長 373 千円 399 千円 74 千円 846 千円 1,495千円 797 千円 222 千円 2,514千円 3,360 千円 

教育長 221 千円 266 千円 49 千円 536 千円 888 千円 533 千円 142 千円 1,563千円 2,099 千円 

計 1,194 千円 1,265千円 235 千円 2,694千円 4,785千円 2,531千円 705 千円 8,021千円 10,715 千円 
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◎議案第 52 号 逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例(昭和 31年条例第７号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例 逗子市常勤特別職職員の給与及び旅費に関する条例 

昭和31年９月28日 昭和31年９月28日 

逗子市条例第７号 逗子市条例第７号 

〔注〕 昭和58年から改正経過を注記した。 〔注〕 昭和58年から改正経過を注記した。 

(この条例の目的) (この条例の目的) 

第１条 この条例は、地方自治法                    第204条第３項

の規定により市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給

料その他の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めること

を目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第３項

の規定により市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給

料その他の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めること

を目的とする。 

(給料) (給料) 

第２条 市長等の給料は、次のとおりとする。 第２条 （略） 

市長 月額 910,000円  

副市長 月額 755,000円  

教育長 月額 673,000円  

(その他の給与) (その他の給与) 

第３条 市長等には、給料のほか地域手当、通勤手当、期末手当及び退

職手当を支給する。 

第３条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。  

３ 通勤手当の月額は、逗子市職員給与条例(昭和31年逗子市条例第９  
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号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。 

４ 期末手当は、６月１日及び12月１日(以下この条においてこれらを

「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対し、予算の範囲

内において支給する。これらの基準日前１月以内に退職し、又は死亡

した市長等についても同様とする。 

 

５ 退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の

場合には、その遺族)に支給する。 

 

６ 前項の退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額に市長

等としての在職年数(当該年数に６月未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、６月以上１年未満の端数があるときは、これを１年とす

る。ただし、その在職期間が１年未満のときは、これを１年とす

る。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 

(１) 市長 100分の350  

(２) 副市長 100分の260  

(３) 教育長 100分の170  

７ 前項の規定による在職年数の計算は、市長等に就任した日の属する

月から退職した日の属する月までとする。 

 

８ 市長等の退職手当は、任期ごとに支給する。  

(旅費) (旅費) 

第４条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。 第４条 （略） 

２ 前項の規定により支給すべき旅費の額は、別表のとおりとする。  
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３ 前項の旅費の額を定める場合において、鉄道賃にあっては運賃のほ

か急行料金及び座席指定料金(神奈川県内の旅行を除く。)とし、船賃

にあっては運賃のほか座席指定料金とする。 

 

４ 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、船賃にあっては

上級の運賃とする。 

 

(準用規定) (準用規定) 

第５条 前各条に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給につ

いては、給与条例、逗子市職員の退職手当に関する条例(昭和28年逗

子市条例第５号)及び逗子市職員の旅費に関する条例(昭和26年逗子市

条例第13号)の支給の例による。 

第５条 （略） 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和31年９月１日から適用す

る。 

１ （略） 

(旅費の特例) (旅費の特例) 

２ 平成17年度に限り、第４条第２項の規定にかかわらず、日当を支給

しない。 

２ （略） 

(平成25年度における給与の特例) (平成25年度における給与の特例) 

３ 市長及び副市長に係る平成25年10月１日から平成26年３月31日まで

の間(以下「特例期間」という。)における給料の支給に当たっては、

第２条に定める月額から同条に定める月額に100分の10を乗じて得た

額に相当する額を減じる。 

３ （略） 



 4 / 4 

 

４ 市長及び副市長に係る特例期間における第３条第２項の地域手当の

支給に当たっては、手当の月額から手当の月額に100分の10を乗じて

得た額に相当する額を減じる。 

４ （略） 

 (給与の特例) 

５ 平成29年12月１日に市長であった者の在職期間のうち、平成31年３

月31日までの間における市長等の給料の月額は、第２条の規定にかか

わらず、市長にあっては同条に規定する額からその100分の20（副市

長にあっては100分の15、教育長にあっては100分の10）に相当する額

を減じた額とする。ただし、第３条第２項に規定する地域手当（同条

第４項に規定する期末手当（以下同じ。）の算出根拠となるものに限

る。）、期末手当及び同条第６項に規定する退職手当の額の算定の基

礎となる給料の月額については、第２条に規定する額とする。 

別表（略） 別表 （略） 
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