
平成２５年８月１９日 

津市職員の給与削減 



   

国による地方公務員給与削減要請 

国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において 
速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請 

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 

俸給月額                  ▲9.77％～▲4.77％ 
俸給の特別調整額＇管理職手当（   一律▲10％ 
期末・勤勉手当              一律▲9.77％ 
地域手当等は減額後の俸給月額等により算出 

厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、 
平成２４年４月から、国家公務員の給与減額支給措置を実施 

＇一般職（ 

 平成２５年１月２８日 総務大臣要請文 ところが ! 

   
＇附則第12条)地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣
旨を踏まえ、地方公共団体において 自主的かつ適切に対応 されるものとする。 



津市では 

約４億９千万円 
減額！ 

給与削減と地方交付税 

国家公務員と同様
の給与削減を実施
することを前提とし
て、地方公務員給
与費を削減＇全国
で総額▲8,504億
円（ 
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国は、要請のみならず地方交付税法を改正し、地方交付税を削減 

給与費削減による 
普通交付税の削減 
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国からの要請と地方交付税削減に対する津市の考え方 

国による地方公務員給与削減要請 

そもそも、地方公務員給与は、自治体が自主的に決定するもの。 
国の臨時特例法においても、「自主的かつ適切に対応されるもの」とある。 

地方交付税は、国税として徴収された財源の一部を地方に交付する
ことが定められたもので地方の固有の財源である。その地方交付税に
おいて、地方公務員給与費を削減。 

地方交付税の削減 

要請自体が地方分権の流れに反する 

地方の財政自主権を侵す 

！ 

！ 



これまでの津市の給与水準と定員削減状況 
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今回の対応への決断 

H25年10月～H26年3月 

▲約２億２千万円 

地方交付税 
の減額総額 

 

▲約４億９千万円 

H19年4月～H25年9月 

管理職手当の減額を継続 
特別職給与の減額率を上乗せ 
一般職の給与減額支給措置 

充当 

相殺  

▲約２億７千万円 

   今回の対応への決断 

一般職…管理職手当及び勤勉手当等の減額 
 ▲１０％＇部長級（ ～ ▲３％＇担当主幹級（ 

特別職…給与の減額 
  市長▲１０％、副市長▲７％、教育長・常勤監査委員▲５％ 

   これまでの自主的な人件費削減 

何もしなければ、 
市民の皆さんに 
負担を転嫁する 
ことになる 

   



平成２５年１０月以降の津市職員の給与削減 

管理職手当の減額 
これまで独自に取組んできた削減を継続 
  ▲10％＇部長級（ ～ ▲３％＇担当主幹級（ 

特別職給与の減額 

これまでの取組みに減額率を上乗せ＇平成25年10月～平成26年３月（ 

 市  長               ▲10％ → ▲20％ 
 副市長              ▲  7％ → ▲15％ 
 教育長及び常勤監査委員 ▲  5％ → ▲10％ 

一般職の給与 
減額支給措置 

給料の減額＇平成25年10月～平成26年３月（ 
  《行政職給料表》 

平成２５年１０月から平成２６年３月までに人件費を約２億２千万円減額 

７、８級 
３～６級 
１、２級 

▲4.09％ 
▲3.09％ 
▲1.59％ 

正規職員 
全体で 

平均▲2.79％ 
の減額 



職員組合との交渉経過 

H25.5.14 
国からの要請及び地方交付税の削減について、論点整理を行う
ことの申し入れ 

H25.6.10 本市独自の対応について、協議の申し入れ 

H25.6.11 
市長交渉。７月以降に地方交付税の削減額が決定した後、具体
的な減額案を提示し、協議を行うこととする。 

H25.8.2 
地方交付税の削減額が決定したことから、減額案を提示し、交渉
を再開し、協議を重ねる。 

H25.8.14 妥結 

平成２５年第３回市議会定例会へ関係議案を提出予定 

H25.6.12 地方交付税の削減に対して、本市独自の対応をとることを発表 



平成２５年８月１９日 

市営フェニックス通り駐車場 
駐車スペースを拡大 



   

   

これまでの市営フェニックス通り駐車場 

所 在 地 ： 津市大門７番３２号 
建 築 年 ： 昭和６０年 
形     式 ： 立体駐車場 
駐車台数： １９１台＇改修前（ 

車と車の間隔が狭く、乗降しづらい 

駐車スペースが狭いため、駐車しづらい 

利用しやすいよう、施設の改修が必要 

！ 

！ 問題 

   白線が消えかかっていて、分かりづらい ！ 



   

施設改修の概要① 

１台当たりの駐車スペースを拡大 
１台当たりの駐車スペース＇横幅（を 
４０ｃｍ拡大し、現行１．９ｍから２．３ｍ
に改修 

         

２．３ｍ ２．３ｍ 

改修後 

１．９ｍ １．９ｍ 

改修前 

改修後 

４０ｃｍ 
拡大 

   大型ワゴン車両も駐車しやすく！ 



   

施設改修の概要② 

駐車スペースの間隔を拡大 

駐車スペースの間隔を２０ｃｍ拡大
し、現行５０ｃｍから７０ｃｍに改修 

改修後 

   車と車の間隔が広くなり乗り降りが容易に！ 

         

改修後 

５０ｃｍ 

改修前 

２０ｃｍ 
拡大 

５０ｃｍ ５０ｃｍ ７０ｃｍ ７０ｃｍ ７０ｃｍ 



   

施設改修の概要③ 

おもいやり駐車場台数を増台 
５階部分のおもいやり駐車場台数を、
現行２台から５台に増台 
 

改修後 改修前 

改修後 

   津センターパレスへはバリアフリーで行き来が可能 



津センターパレス 
４階 

おもいやり駐車場と津センターパレスとの連絡通路 

市営フェニックス 
通り駐車場５階 津センターパレス 

自動ドア出入口 

段差のない通路と 
自動ドアによる 
バリアフリー 

㈱津センターパレスが 津センターパレス４階部分の 
連絡通路出入口を自動ドアに改修 

連絡通路 



   

施設改修の概要④ 

駐車区画線＇白線（の引き直し 

老朽化により消えかかっていた屋上 
部分の駐車区画線＇白線（を引き直し 

改修後 改修前 

改修後 



改修工事の概要 

工事期間 平成２５年７月１６日～７月３１日 

改修後の 
駐車台数 

１６１台 

事業費 ８９４万９,１６２円＇税含む（ 

＇内訳（ 一般駐車場    １５６台 
      おもいやり駐車場     ５台 ＇改修前より 

３０台減（ 



平成２５年８月１９日 

中心市街地 来街 感謝券参加店に 
３９店舗が登録 



中心市街地 来街 感謝券参加店の登録状況 

平成２５年７月１６日から 
中心市街地 来街 感謝券 
参加店の登録開始 

平成２５年８月１９日現在 
参加店登録数 

会計割引     ２４店舗 
粗品プレゼント    ８店舗 
ドリンクサービス   ４店舗 
ポイントサービス   ２店舗 
特別価格       １店舗 

大門大通り商店街 １３店舗 
立町商店街        ５店舗 
丸之内商店街     １９店舗 
津センターパレス内   ２店舗 

参加店の内訳 参加登録店によるサービス 

３９店舗 



中心市街地 来街 感謝券の配布、店舗リスト・マップ 

平成２５年９月１日から津センターパレス内の 
５つの公共施設で感謝券の配布を開始 

  津市中央公民館 
  津市まん中こども館 
  津市障がい者相談支援センター 
  津市まん中老人福祉センター 
  津市市民活動センター 

店舗リスト・案内図＇マップ（ 

感謝券配布窓口に備え付け 
津市ホームページでもダウンロード可能 



中心市街地 来街 感謝券 店舗リスト ＇H25.8.19現在（ 

記号 エリア 店名 サービス内容 電話番号 営業時間 定休日 

① 大門 ㈱メガネの服部 
メガネお買い上げ総額より１０％引き。＇ただし、コンタクト、コンタクト備品、メガネ備品、光学品は除きま
す（ 

226-7878 9時半～19時 水曜 

② 大門 ㈱シモオカ陶苑 特価品以外全商品１割引 227-1161 10時～18時 水曜 

③ 大門 創菜屋ぽると 
６００円以上お買い上げの方に自家製プチスイーツ＇焼菓子（プレゼント。＇焼菓子がない時は上浜町ＰＯ
ＲTOで使用できるワンドリンクサービスチケット＇５００円以内（をさしあげます。（ 

253-8578 11時～18時 日曜、祝日 

④ 大門 手打ち 弁慶うどん 全メニューに飲み物プラス 225-4878 
11時～麺が無く
なり次第終了 

月曜、木曜 

⑤ 大門 村田金物店 会計合計から１０％引き＇店内家庭金物のみ（ 228-2735 9時～20時 水曜 

⑥ 大門 ㈲近藤楽器店 会計合計から５％引きもしくはポイントカード２倍押し 225-2755 9時半～19時 無休 

⑦ 大門 アルデンテ 
サービス券１枚につき１名様１００円値引き。＇１枚につき２名様までご利用可。但し、他のサービスとの
併用不可（ 

228-2752 8時～16時 水曜 

⑧ 大門 衣料のマツダ 対象商品現金でお買い上げの方２割引 228-0219 10時～17時半 水曜 

⑨ 大門 炙り処 武蔵 生ビール・酎ハイ・ソフトドリンクのうちいずれか１杯無料 228-5021 
平日17時～24時 
金土17時～26時 

日曜 

⑩ 大門 
LIVE ＆ SPORTS BAR 
BRAN 

御食事いただいたお客様お１人様１杯限りで食後のコーヒー又は紅茶を１杯５０円にてサービスさせて頂
きます。 

253-8870 11時～16時 無休＇臨時休業あり（ 

⑪ 大門 
２1's BALLOON＇ちぃずば
るーん（ 

すぐに使えるお楽しみ割引券＇３００円以上のお買い上げで５０円ＯＦＦ（プレゼント 229-5310 

10時～20時＇宅
配に出ている時が
あります。お問い
合わせください（ 

不定休 

⑫ 大門 片岡屋陶磁器店 感謝券御持参コーナーの設置＇花器、食器等（ 228-3387 10時～19時 水曜 

⑬ 大門 ㈲とらや本家 千円以上お買い上げのお客様「ふくふく帳」ポイントカード５倍 228-4802 9時～18時 月曜 

❶ 立町 ミートショップ とり宗 
店頭販売価格より１０％引＇但し一部除外品あり（。毎週火曜・土曜日は１０％引を実施していますが、
感謝券をお持ちの方は他の営業日でも１０％引をさせていただきます。 

226-7794 9時～18時半 日曜・祝日 

❷ 立町 シューギャラリー ミズタニ ５％ＯＦＦ＇学校指定品等一部除外有（、足と靴の無料相談 225-3252 10時～19時 水曜 

❸ 立町 ハットリ洋装店 
ご来店の方に店内の自販機にてドリンクをサービスいたします。バーゲンセール期間以外で現金で５千円
以上お買上げの方に５百円のサービス券を１枚、１万円以上で２枚、２万円以上で３枚、３万円以上で４
枚お出しします＇通常は１万円で１枚（。 

228-4335 10時～19時 水曜 

❹ 立町 ふくさんのお店 保険外商品の通常店頭価格より１０％オフ 223-7535 10時～18時 日曜 

❺ 立町 平治煎餅本店 ５００円以上商品お買い上げのお客様に本日のお菓子１つプレゼント 225-3212 9時～18時 水曜 



中心市街地 来街 感謝券 店舗リスト ＇H25.8.19現在（ 

記号 エリア 店名 サービス内容 電話番号 営業時間 定休日 

㋐ 丸之内 
㈱ベストサウンド 中部補聴
器センター 

次回利用可能割引券進呈 225-2281 9時～17時半 日曜・祝日 

㋑ 丸之内 hair studio ８ 技術メニュー１０％ＯＦＦ 229-8080 10時～19時 
毎週月曜、第一火曜、
第三日曜 

㋒ 丸之内 呉服の江藤 ５％～１０％引き＇サービス品は除く（ 226-5547 10時～18時半 木曜 

㋓ 丸之内 ㈱別所時計店 粗品プレゼント 228-2817 10時～19時 水曜 

㋔ 丸之内 大谷はきもの店 全商品０．８％引＇端数切捨て（ 228-2398 10時～18時 火曜 

㋕ 丸之内 モリヤス洋服店 全品５％引 228-4597 10時～18時 木曜 

㋖ 丸之内 マルヒ２ 現金にてお買い上げの方５％引＇セール品は除外（ 226-0650 10時半～20時 火曜 

㋗ 丸之内 大盛屋寿司店 お１人１，３００円以上のお食事をされた方に、プチデザートのサービスをいたします。 228-2707 
11時～14時半、
16時～20時 

水曜 

㋘ 丸之内 メガネの別所 お買い上げにつきレンズクリーナーを1本進呈 226-0225 10時～18時 水曜、木曜 

㋙ 丸之内 ㈲伊藤薬品 お買い上げ合計の５％引き 227-2759 9時～19時 火曜 

㋚ 丸之内 kitchen coco味 
平日カフェタイム14時～17時に限りパンケーキセット550円→450円にてご提供させて頂きます。 
セットドリンク＇コーヒー又は紅茶（ 

080-
6926-
5530 

11時～17時＇カ
フェタイム14時～
17時（ 

第三土曜日、日曜日 

㋛ 丸之内 靴・鞄修理工房just 靴-鞄修理代金１０％ＯＦＦ 222-1580 8時半～19時 火曜 

㋜ 丸之内 ㈲せきえつ寝具店 会計合計から５％引き 228-8930 9時半～18時 水曜＇木曜（ 

㋝ 丸之内 じけ洋装店 粗品プレゼント 224-4397 10時～18時 火曜 

㋞ 丸之内 レディース ヒロミ 全商品お買い上げ合計から５％引き。＇例外→グンゼ肌着は毎日２０％引きのため（ 222-8859 9時半～17時 年中無休 

㋟ 丸之内 ㈲くもづや作業服店 ５％引 228-4477 9時～18時 不定休 

㋠ 丸之内 松菱７階 お食事処 彦兵衛 お食事の方にコーヒー又はオレンジジュースプレゼント 228-1311 10時～19時 火曜＇不定休（ 

㋡ 丸之内 松菱７階 旅行サロンＪＴＢ 
宿泊をともなう２万円以上のご旅行をお申し込みの方に旅行に便利なトラベルポーチプレゼント＇１グルー
プにつき１個とさせて頂きます（ 

228-1311 10時～19時 火曜＇不定休（ 

㋢ 丸之内 ミフジ㈱ 
ポイントスタンプ倍押しサービス。５００円以上のお買物対象です。売り出し商品、割り引き商品は対象外
となります。 

226-2510 10時～19時 
ホームページをご覧くだ
さい。 

ⓐ その他 津都ホテル 
①日本料理 浜千鳥・・・お料理、飲み物の１０％割引＇特別企画商品を除く（ 
②アゼリア・・・お料理料金の１０％割引 
③宿泊・・・ご宿泊料金の２０％割引 

225-2385 
各店舗のホーム
ページをご覧くださ
い。 

基本的にございません。
ホームページをご覧くだ
さい。 

ⓑ その他 かに料理 オホーツク 
ご飲食代お一人3,000円以上の方10％割引。お昼メニュー、現金以外での精算、12/10～1/5につい
ては5％割引。割引金額の上限は1万円。他のサービス券との併用はできません。 

222-0022 
11時半～22時
＇日、祝以外は15
時～17時休憩（ 

大晦日、元旦 



中心市街地 来街 感謝券の参加店募集 

引き続き、 
参加店募集中！ 

  津市商工観光部 
    商業振興労政課 
電話059-229-3169 
FAX059-229-3335 

申し込み・問い合わせ 


