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厚生労働省/賃金構造基本統計調査では、H20年 度広島県

● 09年 度広島市人事委員会の調査と勧告
調査対象… 50人 以上、正社員のいる市内152事業所

比較汚法  社 員を市職員の年齢、学座、職責に当てはめる

ラスパイレス比較を行い官民を均衡させる

②ポーナスの支結月数を035ヶ 月冒|き下げ

民間賃金は、月288,OOO円
ひろぎん経済研究所の発表は、県内企業の今冬ボーナス
支結見込みは1人当たり453,200円 !。また朝日新間は
大企業の今冬ボーナスは前年比15 0%洞 !50年 間で最大

●描与の引き下げ的41%ではな↓ヽ平劉例闘敦榔研卸塩●縦融らで就肝割側円を丸h市には自淋用問椰Ⅵけ

Qら撃穣置骨督幹星歴9措岩宅襲己そ層肯あと琶者写F｀
自浄作用は無いのかとの問いに1ま答弁しませんでし

、ヽおかしな人事委員会制度。 ○

壌号]眺 警望豊謝農ェ濯ま後提描晏星黒
下げ|
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人事委員会の民間ボーナスの調査は、支給額そのものの調査
ではなく、ボーナスが月例結の回ヶ月分に相当するかだけを
調査し勧告します。この調査力法は全国共通で、ラスパイレス
比較により均衡が保たれている月例倫がわかつているのだから
ボーナスは支結月数を調べれば、正しい民間のボーナス額に
なつているという者え汚での調査です。
市ボーナス45ヶ 月を民間の支結月数415ヶ 月にあわせる

表の民間ボーナス額は、調査した全事業所のボーナス総額を、
調査対象人数で単純に書」り算したものです。人事委員会の
調査でも民間とのボーナス額には20万 円以上の差があります。
この差は何なのかとの質問に
「この比較は、年齢等を無視 した単純比較です。本市職員の

平均年齢は、民間より高く、これにより月例給が高くなり、
ボーナスも高くなっていると考えます。Jと 答弁しました。
年齢を無視した単純比較は正しくないと繰り返 し答弁しまし
市の職員の給与は、年齢で決まつているのでしょうか、能力
では無いようです。民間ではありえないことです。

数を合わせても、行取のボ‐ナスは元の描与に加算がある

力,河j身筋研るのでチ カaLt'でしJつ 寝面旧編もきけ。と。 →



09年 度の広島市の税収見込みが、当初の計画より大幅洞と
となりそうです。4～9月の法人市民税の落ち込みが大で
前年比で35%の 減となリー番の減収要因となつています。

09年 度市税決算見込み

2020億 円になりそう

09年 度の税収は、り砂などの経済危機を見込み08年 度

比で60～ 70億 円の減収を見込んでいました。が、更に

の

の減は

鏡請恵③
企業の業績が伸びていない、今年よt9も更に法人税が減少

すること、市民税についても、市民税は、昨年度の収入に

課税されますので、こちらの落ち込みも大きくなるとの

予測をしています。よくなる要因別可もない状況です。
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今回の料金3き 下げは、単身世帯などが対象で、20ポ
以上使用する一般家庭はほとんど関係ありません。
この値下げによる減収は4年間で約4億3千万円ですぐ

議会はH21年 7月 から議会改革に関する事項について

協議 し議長に笛申する議会改革検討委員会を設置

目的に設置されました。先日1回目の答申を提出しました
0委 員会をインターネット中継すること●市民からの陳情
を委員会で塞議すること●予算決算委員会の市長の出席を
これまでより少なくすること。の3点です。
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→ 穣面からの鶴3です。

広島市生活保護 5年 間の状況
H17 H18 H19 H20 H21

被保護人員 く人) 17294 17908 18543 19612 21504

演保護世帯 1.855 12347 12)824 打3,535 14869
生活保護費 (億) 2917 3013 3024 3151 3575

0こ れまで10甫 までは、水道を使用してもしなくても

定額の860円 でした。世帯人□の減少で使用料が10ボ

以下の世帯が全体の35%に なることから10ポ 以下を

使用水長に応じた料金体系に改定します。
●月の途中での使用開始、中止についてこれまでlヶ月

掌l~で料金清算していたものを、日割り.t算とします。

① 議会基本条例の制定について
② 予算 決算を主に、委員会運営のあリカについて
③ 議員定数について

月/日 開会時 昼休憩を 千後体密ど

文教
2/29 43 4C

3/3 42 34

厚生
]/4 42 40

3/5 40

建設
3/6

3/7 40 40

経済環境
3/10 40 43

3/11

消防上下水道 3/12 34 才

総務
3/13

3/14

3/17 42

討 話 取 深 3/25

lB車の理由は、人事委員会が民間賞与を調査する時の民間給与は、時間外手当を外 しているだけで、通動、扶輩

住宅など残りの全手当を含んでいます。が、市職員の結与には含まれていないため、この差を埋めるため加算を

る時の民間

平成2年 から導入しています。おかしな理屈で

にも同様に力障 があり、加

市長 期末手当基礎額

(131カ 円■地域手当3%)× 力D算12

期末手当基礎額
86万 円×加算12

条例支給月数

年間41ヶ 月
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条例支給月数

年間415ヶ 月
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