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別記第１号様式（第７関係） 

会 議 録 
 

  

附属機関又は会議体

の名称 
令和元年度豊島区特別職報酬等審議会（第２回） 

  

事務局（担当課） 総務部 総務課 

開催日時 令和元年１２月１３日（金）午前１０時 ～ 午後０時３０分 

開催場所 区役所８階会議室８０７・８０８ 

出席者 

委 員 
加藤 竹司、木川 嘉一、鈴木 利治、副島 健、 

宮尾 英世、守屋 仁子、山口 実、山本 道子 

事務局 

 

総務部長、総務課長、人事課長、総務Ｇ係長、給与Ｇ係長、 

総務係員 

 

公開の可否 一部非公開        傍聴人数  ０人 

非公開・一部非公開

の場合は、その理由 

豊島区行政情報公開条例第７条第２項に掲げる非公開情報を扱う場合があ

るため 

会議次第 

議 事 

（１）開  会 

（２）資料説明 

（３）審  議 

（４）答  申 

（５）閉  会 
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審 議 経 過      № 1  

 議事 

・事務局より資料について説明した後、審議を行った。 

 ・審議会より、「区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長および教育長の給料の 

額等」について答申を受けた。 

 

（説明資料） 

・資  料①  ２３区 年収一覧 

（区長、副区長、教育長、議長、副議長、委員長、副委員長、議員） 

・資  料② 各区報酬審答申状況 

・資  料③ 令和元年度給与改定に伴う条例の一部改正について 

・資  料④ 厚生年金への地方議会議員の加入に向けた活動方針について 

      （※「全国都道府県議長会」令和元年９月１７日付通知より） 

・参考資料① 豊島区の基金別積立残高状況 

・参考資料② 平成３０年度豊島区行政評価（施策評価）施策別評価結果一覧 

・参考資料③ 生活保護の支給額推移 

      （※「豊島区の社会福祉（令和元年度版）より」） 

 

 

総務課長： 定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第２回豊島区特別職報酬審

議会を開催いたします。 

 

（資料説明） 

 

会  長：資料の説明をいただきましたが、何か今の資料説明について、御質問があれば

お受けいたしたいと思いますが、特になければ特別職等の報酬給料について、どのよう

にするかという質問に対する回答について、各議員の委員から御意見を頂戴したいと考

えております。 

 

Ａ 委 員：ちょっとお聞きしたいと思っているんですが、この厚生年金の問題ですね。厚

生年金の場合は、個人事業主なんですね、議員は。だから、一般の人は、厚生年金に入

れないはずなんですよ。ところが、新聞で、私が一番危惧したのは、その弁護士さんを

厚生年金に入れようという動きがあって、最初に出たんですよ。弁護士さんを入れると

いうのは、個人事業主の一番代表的な方なので、これを入れておいて、ついでに議員も

という構想ではないかなというように、私は思いました。 

  条例の一部改正の答申は平成２２年にも出しているんですね、総務省に要請書。それ

と中身がちょっと違うところがあるんですが、提案が、いかにも言いわけがましいとい

いますか、これは決して特権を復活するものではないと。再三に強調していたんです
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よ。相当、世論を意識したやり方と私見ています。特権の復活の何ものでもない。 

  だから、後で見解があったら聞かせていただきたいと思うんですが、なぜ、議員年金

が廃止になったかというのを、この説明の中では、原資がなくなったのではなくて、市

町村併による議員が少なくなったために、財源がおかしくなったと最初は出していたん

です。 

  ところが、私が特例だというのは、区市町村のいわゆる負担は、議員が６で、行政が

４なんです。ところが、国会議員の場合は、国が７で議員が３だったのね。物すごい、

ハンディがあります。市区町村の議員の場合は、財政を一つの基金としてまとめて、議

員年金として支払いをしたんです。国会議員の場合は、一般会計に全部入れたんです。

一般会計で、基金ではないですから、無尽蔵に、そのお金がかなり入っていくわけで

す。だから、幾ら出したって構わない。国会議員の場合は。だから、そういう特権で、

しかも、国会議員は１０年と。それから、市区町村の議員は１２年。そのときに、国民

年金の方は４０年間払いですよ。今は２０年に短縮になりましたけれども。４０年かけ

ても、なおかつ、年間６０万円ぐらいしかもらえないという状況で、国会議員と一般庶

民、個人事業者、どういう違いがあるのかというのは、大分問題になったんです。その

ことについて、ほとんど反省がない。 

  これは、一般住民から、議員かわいそうだから、ぜひ上げてください、厚生年金にし

てくださいという請願や陳情があったらわかりますよ。そうでなくて、それぞれの議会

が率先して、住民に働きかけようと。今の憲法改正と一緒ですよ。全部の自治体で、そ

れを請願しなさいということでしょう。こういう議員特権を一つの議会を通じてやろう

とする動きが、私はちょっと是認できないです。 

  前回、議員が大変人材不足で、これがないと人材が集まらないと言いましたけれど

も、私は、大都市部は、人材豊富です。人口５，０００名とか、１万名とか過疎地域は

大変かもしれない。だから、何で豊島区議会で、これを扱わなければいけないのかなと

いうのが、一つ、私疑問点としてあるんです。そのことをまず一つはお聞きしたい。 

  区では、どうお考えになっているのか。だから、厚生年金は、一般の事業者は厚生年

金に入れないわけですよ。請願書を見ると、厚生年金の財源が豊富になると書いてある

んです。豊富になる、わかりますか。民間の場合は、個人が半分に企業が半分払うから

豊富になるんですよ。議員の場合は、半分は個人負担であっても、半分は税金なんで

す。そうしたら、豊富になるどころか、帳消しではないですか、そんなの。議員の納め

たのと税金との充当するわけですから、ゼロでしょう。だから、豊富になるという見方

が感覚としてはずれているのではないかなと思います。だから、もしできたら、見解を

お聞きしたいと思います。 

  それから、ほかにも幾つか説明がありましたけれども、今度の改定に当たっての、人

事課長からお話がありましたが、いつもその年度の４月１日にさかのぼってとか、１月

１日にさかのぼってと、値上げの場合はそうするんですよ。普通の場合はそれで、今回

のは特例にしなければいけないのかと。行政系人事制度の改正によるもので、その分が

約９，４００円も差がついたという経過があるわけでしょう。だから、私は、それはや

はり是正するのは是正すると。ただ、おっしゃるとおり、急激にやった場合に、個人の
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生活がかなり狂ってくるから、だから、緩やかに是正をするという気持ちはわかります

よ。だけれど、給与システム化した場合に、それは正しい判断かどうかということの幅

は、やはり考えなければいけないのではないかなと思います。 

  だから、まして退職した人は上がったものでやるのか、これでは、前の給料で、前の

値上がりする前のやつで退職を計算するというようにありますが、ボーナスはどうする

のか、ボーナスは上がったままで適用していくのではないんですか、多分。だから、そ

の件も、もし、御見解があったら教えていただきたいと思います。 

  それから、行政評価や基金残高とか、そういう問題は私が請求した資料なんですが、

これは、いまだに原田先生なんかも参加されている評価委員会で作成されたもの、これ

は。この施策評価結果一覧表というのは。資料として出されているこれは、原田先生な

んかの入っている評価委員会の、評価の結論ですか。これを、ちょっとほかの項目もち

ょっと見させてもらったんですけれども、ちょっと気になったのは、担当部局が総務部

なんですけれども、男女共同とか、ワーク・ライフ・バランスとか、こういうところ

は、Ｂ評価で取り組んでいないという評価ですけれども。そうすると、先進的に、女性

を大切にする豊島区をつくるという、区長の方針から、やはり離れているのではないか

という気がするんですが。豊島区の中で、女性の管理者を含めて、どれくらいの登用が

あるのか、女性と男性の割合みたいなものがわかれば、教えていただきたい。 

  それから、基金の関係につきましては、一応、拝見させていただきました。恐らく、

この基金と予算と合わせて、いざというときに、これを統合して、施策の充当に充てる

のではないかなと判断をしましたので慎重に扱ってもらいたいと。 

  ただ、その予算の経過など見ますと、豊島区は、この５年間、ずっと特別区民税が上

昇傾向にあると判定されています、長期見通しで。その傾向は、一体どこにあるのか

と、根拠は。 

  ところが、私の見る限りにおいては、ボーナスの関係も賃金の関係もそうなんです

が、消費税が上がった後に、物すごく不景気になってきているんですよ、今、購買力が

落ちてしまって。もう製造業から輸出もパーですよね。景気はいいのではないかという

人はいるんですよ。株価が上がっているというんですよ。だから、株価を上げるために

どうするかというと、お年寄りに、年金だけでは生活資金が足りないから投資してみた

らどうかという投資話をされているんですよ。それは、株に投資して、株価を上げさせ

て、そして、その株主だけが所得を膨らませるという方向だと私は思う。 

  １０月に、経済産業省が１０月の購買力の調査をして、速報値が出ました。それが、

軽減税率の食品まで２．２％減ですよ。自動車なんか１７％減です。全体的にずっと下

がっているんです。この１０月の消費税上がった後に。それは、増税前に買ったからと

いう原因ではないんです。しかも、企業がだめで、それで、私はずっと調べて見させて

もらったのですが、参考までに。今と１０月の税率、前期がどう出てきたかという数字

が出ているんですけれども、一番税金の伸びが大きいのは、消費税なんですよ。今。こ

れはちょっといただけないのではないですか、消費税が一番というのは。法人事業税は

最低ですよ、入ってくるお金が。速報値で見る限り、この２０２０年以降、大変な経済

の危機が来ると見ているわけです。そういう中で、豊島区は財政運営をするということ
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ですから。これから、５年間、順調に区税は伸びますという判断になっていますから。

幾らぐらいずつ上がっていくのか。ただ、その根拠について、もし、人事課長、わかっ

ていたら教えてください。 

  以上です。 

 

会    長：答弁ができる内容かどうかはよくわかりませんが、答弁ができる範囲で、もし

説明できることがあればしていただければと思います。 

 

人事課長：では、私から御答弁させていただきます。 

  今の委員の御質問のうち、まず、今回の人事院勧告に基づいた労使合意の結果につい

て、見解を申し上げたいと思います。 

  基本的に、私たち公務員は人事院勧告の中身を尊重するということになっておりま

す。今回も、恐らく委員のおっしゃりたいということは、確かに、行政系人事制度が改

正による一過性のひずみだったとしても、例えば、退職金についても、ちゃんと改定後

の給与表を使ってやるべきだし、ボーナス自体も上がっているわけだから、ちょっと、

おかしいのではないのかという御意見かと受けとめました。 

  確かに、委員がおっしゃるような側面はあるかと思います。ただ、一方で、特別区自

体が、確かに行政系人事制度の改正の影響で職員の給与が下がるという状況でしたけれ

ども、国は上がるし、東京都は据え置きと、ほかの２０ある政令指定都市もほとんどが

上がるか据え置きという状況です。今、結構、公務員の人材確保も割と競争ですので、

特別区に優秀な人材を集めるためにも、やはり余りほかの自治体と差があるような給料

改定をしてしまうと、ほかの自治体を受けようか、ほかの自治体にしようかという動き

が出てくるんです。ですので、そういったことも考えて、多分、区長会はこういった例

外を今回設けたのだと思っております。 

  それから、先ほどの女性管理職の割合ということで、御質問をいただいております。

豊島区の場合ですと、今年度は、管理職は全部で１０５名いまして、そのうち女性管理

職は２３名です。割合でいうと２１．９％ということです。 

 

Ｂ 委 員：女性何名。 

 

人事課長：女性が２３名です。そうすると、全体の女性管理職の割合は２１．９％という

ことでございまして、これは、２３区全体の中でいうと１０番目ということで、平均よ

りは、ちょっといいかという状況でございます。 

 

Ａ 委 員：いいことですね。 

 

人事課長：このことについては、まだまだ・足りないと思うんですが、ちょっと今回の委

員からいただいた質問の中で、現在で、私で答えられる答弁は以上でございます。 
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会    長：総務課長も補足ありますか。 

 

総務課長：答えられるかどうかなんですけれども、厚生年金地方議会議員の加入に向けた

活動方針の今後についての区の考え方ということですが、現状では議会から議会への要

望という内容となっておりまして、ここに区はかんでいないという状況です。また、こ

ちらの表の資料の４枚目の下のほうですが、厚生年金への地方議会議員の加入を求める

意見書の可決状況といったところで、豊島区議会では、意見書等を可決していないとい

った状況がございます。あと、評価委員会ですけれども、原田委員がお入りになってい

る委員会でございます。 

  ここでいうところのワーク・ライフ・バランスなんですけれども、都職員のみなら

ず、区内の企業へのワーク・ライフ・バランスの働きかけといったものも含まれており

まして、そちらのほうが、なかなか推奨していくのに難しいといった状況への評価だっ

たと理解をしております。 

 

総務部長：少し補足をさせていただいて、よろしいでしょうか。 

 

会    長：どうぞ、総務部長。 

 

総務部長：総務部長、佐藤でございます。 

  少し補足をさせていただきますと、今の施策評価についてですが、原田委員を初めと

する学識経験者の方々に入っていただいているんですけれども、評価をまずしているの

は、それぞれの所管です。そちらで自己診断をしたものを、原田委員方は、要は外部評

価に近いような形で、アドバイスをいただくような形で、幾つかの事業について、ピッ

クアップをして、ヒアリングをし、そして、よりいい評価になっていくんです。アドバ

イス等をいただいているというような状況でございまして、これは、原田委員がこうい

う結論を下したというものでは、直接的にはございません。 

  それから、税収の関係でございますけれども、確かに、今後、経済情勢がどう動くの

かという景気動向、予測、楽観しているばかりではまずかろうというのもございますけ

れども、私の理解している範囲で申し上げれば、豊島区は、これまで税収がずっと増え

てきたわけですが、それは課税人口が増えている。総人口が増え、それから課税人口が

増えているということです。それから、一人当たりの課税額も増えているという傾向が

ございまして、この過去数年間の傾向から見て、当面、人口増が続くだろう、課税人口

の増加も続くだろうということに基づいて、試算をしているのかなと考えております。

景気動向の先行きにつきましては、私どもも、なかなかわかりかねるところもあります

けれども、過去の状況からして、現時点では、そのような推計を出させていただいてい

るというものでございますので、こういったもの、将来推計については、毎年のように

見直しをするということになるかと思いますので、ここから５年、多分「としまのお財

布」とかという形でお示しをしているものかと思いますけれども、あくまでも推計値と

いうことでございます。 
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Ａ 委 員：どうもありがとうございました。 

  私は、前にいただいて、大変勉強になっているんですが、「としまのお財布」という

データで全部読ませていただきました。大変親切に書いてあるので、これは、もっと区

民の方にも見てもらったらいいのではないかと思いましたけれども。 

  ただ、問題は、確かに人口は増えているんです。増えているんですが、外国人が１割

です。約２万９，０００人、豊島区にいるのが。ところが、外国人に対する行政のケア

といいますか、それは施策評価でＡランクです。私は税収が増えるということは、今、

奥さんたちのパートが増えていますから、正規が減って非正規が増えている。だから、

雇用が順調にいっていると安倍首相が言っているけれども、実態はそういうことなんで

す。正規を減らして非正規が増えている。これは地方自治体の職員の皆様方もそうだよ

ね。約６３万人ですよ、非正規は、この間発表になったのが。そのうち、東京都は２３

万ぐらいいるのではないですか、東京２３区で。そうすると、では、豊島区の非正規は

何人だという話になりますね。だから、非正規で行政を乗り切っていて、安上がりの行

政をするというのでは、話にならない。責任を持てる対応なら。そういうことをやるか

ら神奈川県の情報漏れみたいな形になってしまうわけです。物すごいというか、世界的

に例を見ない、個人情報が氾濫してしまった、インターネットで。これは区民の命にか

かわる問題ですから、そういうところは、ちゃんと改めて、今日、総務部長も見えてい

ますから、ぜひ、職員の賃金に対しては、きちんとした対応をお願いしたい。これはお

願いです。 

  もう一つは、前回言わなかったんですが、政務活動費の問題で、まだ払っていない、

納めていないという、何か意見書、陳述書が出ているんです。これを、私、ちょっと見

させてもらったんですけれども、一千何百万円あるんだというんです。当時の自民党か

ら支払いをしたんですけれども、そもそもどういう意味で、これが返還されたかという

のが、なかなかわからない。細かな詳細の情報が提供されていない。中身は、党費はも

ちろんのこと、祭りの費用までです。それから、競馬新聞まで、全部、この政務活動費

で買っていると。雑誌もそうかもしれませんけれども。そういうのが出て、それで、結

局、返済されたのが約７３０万円、７３０万円までいったかどうかわかりませんが。で

も、トータルで見ると１，０００万円を超えていると。ところが、それはいまだに、総

務部の所管だと思いますが、公にしないんですね。だから、これは弁護士を入れて、会

長は弁護士ですけれども、弁護士を立てて、告発したほうがいいのかどうかとちょっと

迷っているわけですが。本当は自助努力できちんと調査も経てやるべきことだと思うん

です、議会事務局を中心に。そうでしょう。それをいまだにずっと隠していて、静観し

たって、全然全くそういうものが出てこないというのが、これは、とんでもない話だ

と。政務活動費、出ているところはまだいいんですよ。多摩なんかは、１万円とか、２

万円とか、そういうところが多いんですよ。豊島区は１５万円ですけれども、東久留米

市なんかは７，９００円ですよ。政務活動費は。もっと有効的に、議員活動の肥やしに

なるように使うというのが、本当の趣旨ですから。それをいいかげんに使っておいて、

使った後は知らんぷりして、説明もしないというのでは、これは、やはり問題ありと思
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います。これからのこともありますので、ぜひ、厳しいチェックを議会事務局・総務部

一体となってやっていただきたい。それで、その結論について、広報でも何でもいいで

すから、ちゃんと説明資料をつけて出すというくらいのことをしなければ、クリーンな

豊島区と言えないですよ。クリーンな区政でないところに区民の健全な発展はないと私

は思いますから、特に情報公開問題を含めて、きちんとした対応をお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。ちょっと長くなりました。よろしくお願いします。 

 

会    長：本年度は、政務活動費の額についての諮問を受けていないわけですけれども、

一応、所管事項であることは間違いないので、政務活動費の使途については、これまで

以上にきちんとしないといけないと、特に使途に問題があって、返還したというような

ことがあれば、返還の事実と、どんな点に問題があって、返還したのかというようなこ

とも公表すべきであると、こういう御意見かなと思います。本年、特に諮問を受けてお

りませんが、政務活動費についての意見があったということで、答申の中に、もし反映

できれば、そうしていただければということかなと思っております。 

 

Ａ 委 員：よろしくお願いします。 

 

会    長：たしか、政務活動費は会派に支給されて、会派から議長に対して、使途を報告

するという仕組みになっていたと思いますので、議会で、どう使っているかというあた

りのことについても、この審査会の審議に直接ではありませんが、政務活動費について

の額の諮問というものが、もし将来あり得るとすれば、そのときの議論の参考になるか

なと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  資料に関する関係での御質問について、ほかにはないということでよろしゅうござい

ましょうか。 

 

（な し） 

 

会    長：それでは、２３区の他区の動向、それから、特別区人事委員会の勧告を受け

て、一般職員に対する給与それから退職金について、条例が可決されていると、このよ

うなことを踏まえて、特別職などの給与・報酬について、どうするのか、据え置きなの

か、一般職員に準ずる減額ということを考えるのか。 

  豊島区の場合は、特に区長なんかは、万年最下位ということなので、できれば、少し

上げてはどうかというような御意見も毎年出ているんですが、一般職員の方が若干とい

えども、月例給与は減額と、年収は上がっていることになっていることも踏まえて、お

一人お一人御意見をいただければと思います。 

 

Ｅ 委 員：私はこれを見ますと、他区は引き下げなどが多いようです。前回の審議会のと

きにも、区長は、大変いろいろ御苦労なさって、頑張ってやっていらっしゃるというこ
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とで、まとめて言えば、据え置きということでいいかなと思っております。 

 

Ｆ 委 員：私、言いたいことがありまして、特に、この間の保健所が仮の造幣局のとこ

ろ、よく聞いてみましたら、約１７億円かかるそうです。それで、しかも、仮の保健所

で７年間ということなんだそうで、また、それが今度Ｃ地区といって、区役所本庁舎が

あります、この三角地帯というか、そこに移転して、いつになるかもわからないような

保健所や再開発を進めていくということで、大変疑問に思いまして、口頭意見陳述をさ

せていただいたんです。 

  それで、そのときに、ずっとお話をさせていただきましたけれど、どうして、そんな

ことをやるのか、使い勝手も悪くなったわけです、造幣局のところで。今度のところだ

って、いいとは言えないんです、場所を考えると。そういう、幾ら全体でかかるかもわ

からないようなところを進めていくということが、私には理解できない。 

  それから、前にもお話をしましたように、池袋の開発ばかりを優先してやられて、西

口、今度は東口ということで、特に豊島公会堂の跡地については、今まで、区内で一番

安い使用料の公会堂ということになっていたんです。それが今度は使用料が１３０万円

とか、１４０万円とかで、高くて区民が使えない劇場にされてしまったと。私は、これ

は問題だなと思っています。 

  それから、赤いバスもこの間から走り出しましたけれども、見ていますと、乗ってい

ないですよね、お客さんが。確かに、東口と西口とローカルなところでは、回りようが

ないだろうなと思って、区民は乗らないだろうと思います。観光用だという、それに

も、どうして区があのようなバスにお金を使わなければいけないのか。 

  私は、生活保護者だとか、貧困のボランティアなんかもやらせていただいているので

すが、今の生活保護の人たちは大変なんですよね。まず、住宅事情から来ると、お一人

住まいでしたら、上限が５万３，７００円で、それ自体がもう豊島区に余りアパートが

ないんです。あるとしたら、お風呂がつかないようなところなんです。それで、家賃だ

けで年間６０万円です。それにお風呂券というのは、一体何日に一遍入ればいいんだろ

う、１週間ぐらいですよね、それしかお風呂に入れないという。しかも、お風呂は、こ

の間も議会要請があったようですけれど、お風呂屋さんが成り立たなくなっているんで

す。そんなことで、豊島区はすごく住みにくいまちになってきたなと、私は思っている

んです。どういう人が住むのかと思うくらい住めなくなっています。 

  そこに、また、消費税が１０％となって、３年間ずっと生活保護を引き下げられてき

ているんです。ずっと１年ごとに。それで、さらに、また消費税と。本当に悲鳴を上げ

ています。だから、私は、やはり池袋の開発がやがてみんなのところにいくんだという

ようなことを高野区長は言われていました。そういうことを言われていましたけれど

も、一向に、こういう高松の地域だとか、千川の地域だとか、ああいうところの医療、

何という医療過疎といっていいのか、お年寄りが病院に通えないとか、スーパーにも買

い物もないようなところです。ですから、コミュニティバスを走らせてほしいというよ

うな要望もあったんだと思うんです。そういうことを考えると、私はまともな区政では

ないなと思って。 
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  それで、前回もお話ししましたけれど、２３区で低いほうに区長はいるとかというん

ですけれども、それは、今お話をしたように、生活保護の人や、今、苦しんでいる人た

ちのことを考えると、そういう順位の問題ではないと思うんです。生活に対して、区長

はどうなんですか、議員さんどうなんですか、と物事を考えていかなければいけないの

で、争っている場合ではない。ですので据え置き、あるいは引き下げが妥当だと思いま

す。以上です。 

 

Ｇ 委 員：私は、逆で、やはり区民が誇りをもって暮らしやすい、住み続けたいまちづく

りというところでは、本当に外側から見れば、こんなに立派なものがたくさん建ってと

いう側もあります。しかし、やはり人口が増加しているとか、児童数も増加していると

いうところを見ると、まだ子育てをしている世代ですが、そういうところにお金を割い

てくださっているなと思います。華やかな商業施設もありますけれども、ＩＫＥ・Ｂｉ

ｚですとか、コア・いけぶくろ、私は、そういうところを区民として利用しているんで

すが、割と破格な安さで区民が利用できる施設も増えたなというのが、今、実感をして

いるところです。そういったバランスの問題もいろいろあると思いますけれども、私は

評価できるものがたくさんあるなと思うと、少しでも区長等の報酬を上げるべきという

意見です。 

 

Ｃ 委 員：この２３区の特別職等の年収を見て、また区長が一番最後なんですけれども、

これだけ一生懸命やってもらっている区長はいないので、真ん中辺ぐらいまでは持って

いってあげたいと思います。 

  以上です。 

 

Ｄ 委 員：結論から申し上げます。上げてください。 

  なぜかと申しますと、これは区長等の給料だけではなくて、話はちょっと大きくなっ

てしまうかもしれませんが、まずＡ 委 員のお話を伺っていて、非常に勉強になりま

す。よく研究されていて、今回、この委員にさせていただいて、僕はすごく幸せに感じ

ております。こういうことを知らなかったから。 

  そんな中、全く同感なのは、お給料が日本全体少な過ぎますよね。ですから、給料の

バランスというのは、当然歳入と歳出のバランスで決まっていくのだろうけれども、そ

れと、あと民間と、あるいは公務員等々のバランスでお給料を決めていくんでしょう。

それが基準になっていかないと、なかなか決まっていかないところがあろうかと思いま

す。 

  しかし、上げていただきたいなと思ったのは、ちょっと余談になってしまうのです

が、例えば、ディズニーランドの入場券が東京は今７，５００円です。上海は８，５０

０円です。アメリカは１万ちょっとかな。今１ドル１０８円前後で動いているのです

が、今、１００円ショップは日本では１００円ですよね。しかし、ほかの国に行くと２

００円とか、かなり上がっているんですね。 

  つまり何が言いたいかというと、デフレの真っただ中にあって、日本は全然上がって
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いないんです。そんな中、給料を上げていかないと税収は増えていかないし、何とかし

ていかないといけないんだろうと僕は思います。歳入・歳出のバランスがあろうと思い

ますけれども、あるいは、労働の対価として、仕事をやっていただいた方に対しては、

それなりの報酬を払うというのは当然のことなので、僕は、ぜひ上げていただけるよう

にお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

 

Ａ 委 員：大変なお仕事をされている企業の方からの御意見がありましたが、今、中小零

細企業が一番大変な時期にさらされているんです。大企業のほうがが、税金を払わな

い、結論から言いまして。税金を払わずに貯金ばかりためているんですよね。だから、

ためたお金が４６３兆円というんです。株主だけの配当。僕らの若い時代というのは、

経営者も職員も一体だったんですよ。家族みたいなものだった。今は、経営者と職員

は、もうけ、つまりは金を稼ぐ道具になっています。職員は。誰を一番重視するか、株

主だけですよ。だから、株主だけに集中してしまって、ということで、今、景気はいい

と言いますでしょう。ところが、景気がいいというのは、株価が上がっている。その株

価の根底は何かと、年金基金が５０％出しているんですよ。株を買っているんですよ。

日銀が８０兆円の金を取り入れていると、２０兆円は、かんぽが出していると。土台を

崩してしまったら、株価は急落です。つまり、企業の経営がよくて、株価が上がってい

るんだったら、それは万歳。僕は大賛成だけれど、株価の値上げ理由はそれなんです。

ここを履き違えると、やはり、絶対だめだと思います。 

  先ほど、ちょっと途中で言い忘れたんですが、なぜ、さきほど消費税の話をしたかと

いいますと、消費税を廃止したほうが、企業が活性化になるという意見があるんです。

マレーシアの首相ですよね。この方は、消費税全廃したんです大統領になったとき。で

は、税金は何で取っているのかと、付加価値で取っているんです。昔の物品税です。だ

から、貴金属に対しては２０％、自動車に対しては３０％。つまり、高価な品物に対し

て、税金をかけて、それで、一般市民からは余り取らないと。日本の場合は、全世代型

社会保障という言葉だけはいいですよ。言葉だけはいいんですが、その人たちを助ける

ために弱い人から消費税を取ると、１０％ですよ。１０％だけすればいいけれども、

今、復興税というのも、２．２％取られているわけです。実際は１２．２％取られてい

るわけです。これは、２５年間続きますから、この復興税は。そのことを考えて、それ

で、政府も来年度予算は約６２兆円にしようかなと思ったら、２兆円足らないと試算し

た。だから今度の補正予算で２兆円組むというわけです。消費税を上げておいて、税金

が足らずに、そうとなったら、法人から取ればいいのではないかと。ただ、輸出も、法

人もほとんどできてないから、輸出に基づく還付請求というのが、特別交付金というの

があるんですけれども、これがもらえない、企業も。だから、法人事業税は４，０００

億円マイナスなんです。そういう状況です、今の状況は。 

  先ほど言った日経の財務省発表では、所得税が７．６％増で１兆２７９億円。法人税

収が２．９％増で４，２７４億円。消費税が３．１％増で１兆５，３１８億円ですよ。

つまり、税の体系の根幹が消費税というのは、これは異常ですよ。東欧諸国のスウェー



12 

デンとかノルウェーなんかは、景気がいいとき上げてきたんですよ、少しずつ少しずつ

景気がいいときね。そのかわり、スウェーデンなんかは、大学卒業するまで無税なんで

す。学費も無税。それから、仕事に行っても、もう一回大学に戻って、また研究して、

また元の職場に帰れるというシステムになっているんです。 

  日本の場合は、ほとんどそれはない。教育予算なんか、ＯＥＣＤの中で４２番目です

よ。ＧＤＰが上がっていないのは、研究・開発に教育予算はほとんど使われていない。

それでもって、今度は、教育関係の人もいるかしれませんが、今度は、パソコンなん

か、一人１台配備する。ところが、対応する先生がいない。先生の労働がまたオーバー

してしまう。その分は、夏休みにその調整分をうんと取ってもらいたいと。ところが、

夏休みは９月の始業式の準備がある、先生方は。そういうことを無視して、どんどんや

れと。私は問題だなと思いますね。 

  国税庁も総務省も東京都の総務局もはじいていますが、１，０００万円以上の所得と

いうのは、全体の約４％しかいない。８割の人は４００万円以下なんです。もしよかっ

たら、私、速報値、これ置いておきますよ、国税庁の資料も全部。所得税から見た生活

実態調査を参考にされたらよいと思います。 

  だから、何か言いますけれども、本当にそうなのかと。皆さん方、２３区の中で区長

は一番低いからかわいそうだとおっしゃるんです。それだけの比較なのと、私言いたい

わけです。それだけの比較ですかと。それで、また、いろいろ調べたわけです。例え

ば、国会議員の場合です。国会議員が一番もらってしまっている。５百万余ももらって

いるんです。歳費は、１２９万５，０００円でしょう。それから、文書通信費、領収書

の要らない、課税されない金は毎月１００万円。そのほかに手当がつく。こんな、あく

どい商売はないです。そんなあくどい商売をやっていて、いい人材が育たないから。金

を上げれば、いい人材が育つという考えは間違いなんです。国会議員なんか、それだけ

もらったって、いい人材が育っていますか。 

  私はそう思うんです。知事の給料を見ましたら、最高は神奈川県知事の黒岩知事、

２，４９１万円。約８００万人口です。それから、千葉県の森田知事、この間台風で１

０％減とか言っているけれど。２，４６５万円。それから、宮城・群馬・埼玉・富山・

岐阜・兵庫・広島・福岡、これは大体２，０００万円をちょっと出たところ。一番少な

い知事の給料、東京の小池知事１，２５３万円、一番低い。これは自分の政治判断でカ

ットしているからというのもあるんですけれども。それで、一番値上げしたのは、誰

か、秋田県知事の佐竹知事。これは、ちょうど東北の秋田の風水害のときに、宮城でゴ

ルフをやっていたよね。帰れなくて放置してしまったんです。それで４００万カットし

た自分の金、それを、また復活させてしまったんです。それで、この人の高い給料が、

一番歳費が上がっているということです。 

  次に、政令都市の市長の平均が１，８９８万円、政令都市というのは、一応、１００

万人以上というけれども、今１００万人を切っているところ、結構多いですが、横浜市

の林市長で２，５８１万円。札幌・さいたま・岡山・福岡・川崎市が２，０００万円を

ちょっと超えるという状況です。 

  それから、人口比例で見た市議の報酬月額、２０万人から３０万人の人口で、議長で
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最高は９３万７，０００円、最低が５０万５，０００円。副議長が最高で７９万９，０

００円、それから最低が４６万円。議員が最高で６７万円、最低が４３万５，０００

円。それから、３０万人から４０万人の人口から見ると、議長の最高が９２．２万円、

最低が５８万８，０００円と出ています。だから、こう見ますと、多摩市で言えば、７

５万円です、議長が。それから、最低が５１万円、それから副議長は最高がやはり八王

子市で６８万円、最低が４５万円と。議員は、最高が６１万円で、最低が４３万円と。

これは、総務局のデータから取ったんです。 

  それから、先ほどの政令都市とか、市長は全国市長も、ここにありますから、これは

市長会が出している統計データです。そういうことを見た場合に、今の豊島区議会議員

の報酬が本当に安いのかというように思う。 

  ただ、私は会長に相談したいのですが、会長は弁護士なので。高野区長が職員の不祥

事とか何かで、条例で減額してきたわけですよね。 

 

会    長：そうですね。 

 

Ａ 委 員：それで、自分から減額したというのは、例えば、財政立て直しで豊島区の公用

地を売却したり、職員数を削減したり、それから、福祉手当を削減したりしたときに、

区長も一緒の痛みを感じるということで歳費をカットしているわけです。 

  だから、私は自分の不祥事の場合は、辞任するか何かしてもらえばいいんですけれど

も、そういう場合の報酬カットが、一定期限を設けて回復させるような条例か何かがつ

くれないものかというように、最近思うようになったんです。そうしないと、ずっとカ

ットしたままきてしまっているから、本当は、ほかの人より高いかもしれない。だけ

ど、区長自身の政治的な判断で、私が高野区長を尊敬したのは、そこなんですよ。自分

の政治方針として、みんなに痛みを感じたら、自分も痛みを感じて切りますと。なかな

か、そういうことをやる政治家は最近いない、国会議員を含めて。 

  だから、その点で、私は、そういう意味で尊敬するということで、大盤振る舞いの開

発をやっているから尊敬したのではないんですよ。だから、そういうことを理事者も議

会も考えて、一定期間がきたら、これを回復する道を法的に許されるならば、どうかな

ということを考えていただきたい。 

  私は、いろいろ、今までの人事院勧告では、本当は公民較差２２３５円が取り上げら

れてほしいんですけれど、その分は、ある程度下げるにしても、手当を補充するという

ことはどうかなという感じもしますが、据え置きのほうがいいかなという感じはする、

私は。それは私の率直な感想です。 

 

会    長：いろいろあるけれども、結論としては据え置きだろうと。 

 

Ｂ 委 員：いろいろと御高説を伺っておりまして、私も何か言わなければならないんだろ

うと思うんですけれども、まず、取り上げたいものは、議員年金がなくなった後の豊島

区議会議員の皆さんのことを考えさせられたんです。議員年金があったころは強制的に
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議員年金を引かれまして、給料から。それで、国民年金も両方かけていいことになった

ので、国民年金は掛けても掛けなくてもいいというようなことで、いや、議員年金があ

るから必要ないだろうというようなことで、国民年金を掛けなかった人も、かなりいる

のではないかなと。 

 

Ａ 委 員：それは間違いだよね。 

 

Ｂ 委 員：それで議員をやめた後、国民年金に頼らずに、議員年金で生活が潤っていたん

だけれども、１０年ぐらい前ですか、議員年金が廃止になって、国民年金に入りなさい

ということなんだけれど、国民年金は御承知のように、収入の多い人は掛金も多くなる

ということで、ごそっと取られるようになるのかなとも思うんですけれども、とにか

く、議員年金と比べて、国民年金は手取りが、納める金が少ないから、もとに残る金が

かなりあるんです。それには、税金ということがかかってきて、気の毒だなと思わざる

を得ないんです。僕なんかは、一番いいときにやめたんだけれども、やめた後に議員年

金がなくなったんですね。そんなこともありますので、議員年金も国民年金も両方もら

っているというような立場になっているので、生活がやっていけるんだろうと思います

けれども、今後、今の状態で、国民年金だけで議員をやめた後、生活をするということ

になれば、何か兼職がない方は、なかなかやっていけないだろうと思うんです。 

  その点でも、今盛んに、町で話し合われているんです。厚生年金のほうに、何とか結

びつけられるといいのではないかなという意見、今の現職の議員からも話を聞いており

ますので、そういうことも考えて、すぐには決まらないと思いますので、考えていかな

いとならないのではないかと、そういうことを考えないと、いい議員が出てこない。こ

の間も申し上げて、いい議員を残すんだったら、そういう方策も必要だろうと思いま

す。特に、地方に行きますと、兼業する人でないと議員にはなれないと、議員をやめて

しまったら食っていけないから。その自治体からよそに引っ越してしまうという例もあ

るということですので、議員年金にかわる何かを後輩の皆さんに考えていただく時期に

きているのではないかと思っております。 

  それから、次に、期末手当のこと、新聞に出ていたので切り抜いてきたんだけれど

も、都議会の期末手当のことが載っておりまして、小池都知事は副知事さんよりずっと

安いんですよ、期末手当も。それで、都議会議員、豊島区にも３名いるんだけれども、

３名の人も含めて、これも議員年金がなくなっているから、掛けるとすれば、国民年金

だけで今いっているんだろうと思うんですけれども、この人たちも、相当な仕事をして

いると思います。普通のサラリーマン並みに時間も拘束されていることは事実だと思い

ます。そういうこともあるので、議員年金がなくなった、そして、厚生年金云々という

話もあるけれども、厚生年金がだめだったら、国民年金と厚生年金の間を取るような何

かを考えてやるべきではないかなと思います。 

  小池都知事の話が出ましたけれども、御自分で下げたんですよね、年額を。２１２万

円。副知事の３４６万円を大きく下回っているということが出ておりますし、それか

ら、都議会議員のことに関しましても、期末手当は一律で２万円強上がっているらしい
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です、この新聞によると。そういうことがあるので、豊島区も給料が出たばかりだと思

います。特に一般議員ですけれども、この人たちだって、ある程度上げてあげなければ

かわいそうだということで、余り下位に豊島区でうろうろしていると、豊島区の議員は

働いてないからではないかと、ほかからは言われるのではないかなと思います。 

  そういうこともありますので、しっかり働いていただくためには、後顧の憂いを絶っ

ていただく、そういう意味からも、ぜひ、このたびの報酬のことにつきましては、幾ら

上げろとは言いませんけれども、考えていただいて、私は上げるほうに賛成の意を表し

たいと思います。 

  それで終戦直後、もう疲弊した世の中を、元に戻すために区議会議員の皆さんが一生

懸命働いて、国家・地域・郷土のために頑張ろうということで、手を挙げた方が、一番

最初の昭和２２年ごろの選挙では、４８名の定員のところ、百二十何人か立候補して、

だめだった人も、もちろんいるだろうけれども、大きく区に貢献した方もいるというこ

とで、その当時は１２０名出て四十何名、もう少し下だったかもしれないですけれど

も。それで、今は、４月の選挙なんかを見ますと３６名定員のところ、これが出ている

方が四十五、六名で落選するほうが約１０名、当選が３６名。私が申し上げた過去の戦

後の議員数で言いますと、１２０名出て四十数名しか当選できなかったことを考えます

と、やはり大勢の中から選ばれたほうが、少数の中から選ばれた人よりも有為な人材が

育つのではないかと思っておりますので、ぜひ、これらのことについては、ある程度の

生活費が保証していただけるような立場で働いていただくべき筋だろうと思います。 

  そういうこともありますので、ぜひ今回の答申については、上げる方向で取り組んで

いただきたいということを、意見として申し上げたいと思います。 

 

Ａ 委 員：ちょっといいですか。 

 

会    長：どうぞ。 

 

Ａ 委 員：ちょっと錯覚があるのではないかと思うんです、私は。議員は、国民年金なん

ですよ。 

 

Ｂ 委 員：国民年金ですよ。 

 

Ａ 委 員：だから、国民年金は年収によって上限があるわけではないんです。毎月の支払

いは。 

 

Ｂ 委 員：毎月はあれだけれども、低い人が低いなりの保険料、高い人が高いなりの。 

 

Ａ 委 員：いや、違う。そんなことないですよ。国民年金は一定額取られていますよ。一

定額ですよ。それで、奥さんと旦那さんと両方取られてしまうわけだよ。だから、さら

に、何か保険をつくるのはおかしいのではないかと私は言っているわけ。もともと国民
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年金というのは、昭和３６年にできるんですよ。 

 

Ｂ 委 員：昭和１７年ではないですか。 

 

Ａ 委 員：それは、それは前のやつですよ。恩給の時代だよ、それは。国民年金の場合は

昭和３６年なんですよ。それで、なぜつくったかというと、商売の人たちは定年がない

という前提なんです。ところが、シャッター商店街になってしまったから、どうしよう

かという話になって、今、国民年金が改めて保障しているわけではないですか。 

 

Ｂ 委 員：いや、僕が理解しているのは、昭和１７年ごろ、国民年金のスタートがあった

と。 

 

会    長：厚生年金はそうでしたよね。 

 

Ａ 委 員：そうでした。 

 

Ｂ 委 員：厚生年金。 

 

Ａ 委 員：そうそう。 

 

Ｂ 委 員：そう、厚生年金。 

 

Ａ 委 員：ただ、源泉徴収ができたのも昭和１５年ですから、天引きするのは。それまで

は、税金の高い人は投票権を与えると。そこで、税金を納めない人は投票権がなかった

んです、戦前はですよ。昭和になって、初めて婦人の投票権が出て、婦人の代議士が初

めて出るわけですよ。 

  ところが、いまだに問題なのは、正式の結婚でなくて赤ちゃんが生まれた人には、還

付金を還付しているから控除しないという。それは日本の家族制度に反すると、それを

言っているのは自民党ではないですか、差別して。ようやく公明党が申し出て、それ

で、ちょっと還付金をふやすようにしましたけれども、そういう差別はやってはだめで

す。だから、夫婦別姓だって、いまだに通らないわけです。男女同権と言いながら。 

  ちょっとはずれましたが、理解だけにしてもらえばと思いました。 

 

Ｂ 委 員：いろいろあろうかと思いますけれども、私は今回の答申につきまして、上げる

ほうで、意見を申し上げたいと思います。 

 

会    長：国民年金については、国民年金基金という制度があって、地域型、職域型とい

うことで、国民年金を納付しているということを前提にして組み立てになりまして。た

しか、月６万８，０００円ぐらいまでの範囲で納付ができます。これは、多分、議員年
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金で納付したのが、月七、八万だったと思いますから、それと、ほぼ同じくらいのもの

を掛けていくと、国民年金の上積みの年金を受け取ることができます。 

 

Ｂ 委 員：それで、議員でも、これに乗って、国民年金をせっせと払った人と、払わなか

った人とあるんです。だから、払わなかった人の中には、生活保護を受けているような

人もいるということだけは知っておいていただきたいと思います。 

 

会    長：はい。 

  これまでのところ、据え置きという御意見の方、また、引き下げという方を含めて３

名、率はともかく引き上げという御意見の方が４名ということですので、一応、４対３

ということで、引き上げということになっておりますが、会長の意見を申し述べたほう

がいいと思います。 

  私は、先ほど人事課長から一般職員のことについての給与条例の御説明がありまし

た。期末手当がわずかな刻み目でありますが、増加になるということを踏まえて、月例

の給与については、０．５８％引き下げると、こういうことだとお伺いしました。他区

を見ますと、諮問の中に、そもそも期末手当まで入っているという区もあるようでござ

いますが、豊島区の場合は、期末手当のことについて、諮問の中に入っておりません。 

  したがいまして、期末手当について、どのような御提案がされるかということは、よ

くわからないわけでございますが、もし、期末手当が一般職員と苦楽をともにするとい

うことで引き上げということになれば、月例給与報酬が下がっても、全体としては増え

る、こういうことにはなるのだろうと思います。 

  ０．５８％という細かい数字を下げるというよりは、私は月例給与報酬が据え置きと

いうことにして、期末手当については、どのような御判断をされるのか、これは諮問を

受けておりませんから、よくわかりませんが、私としては、月例給は据え置きというこ

とがよろしいのではないかなと思うわけでございます。引き上げという御意見の方はた

くさんいらっしゃいますので、もし、引き上げるとすれば、一体、どの程度引き上げる

のかということ、もし御意見があれば、順次伺いをしたいと思いますが。もし引き上げ

るとすれば、０．５％なのか１％なのかというようなことについて、何かあるのかどう

か。 

 

Ｂ 委 員：以前、いろいろ審議した中で０．８％だとかという案が出ていましたね。私な

んかは、当然、上げるべきだという発言をしたんだけれども、議会のほうで、反対意見

も出てくるんだろう。そういうこともあるから、せっかく審議会で上げるという答申を

しても、現場のほうで要らないよという答えが出るとどうするのと発言したことも覚え

ているんだけれども。その結果、去年は、ああいう方向で決まったのだろうと思います

ので、それに準じてやっていただければ、パーセントその他につきましては、いろいろ

あろうかと思いますので、そこらは、ぜひお任せします。 

 

会    長：パーセントが出ないと、答申のときに、大変困るかなということで、念のため



18 

にお伺いしているところでございます。確かに、今おっしゃったのは、以前引き上げ勧

告のときに、一般職員の給料が上がるんだから、こういう機会に、せめて一般職員に準

じてということで、答申を出したんですが、刻み目が小さかったというようなこともあ

ったのかもしれませんし、選挙を控えているということがあったのかもしれませんが、

私どもの答申が見送られたというようなことが過去にございました。この引き上げにつ

いて、何か具体的な幅というようなことはお考えなど、ありましょうか。 

 

Ｄ 委 員：ごめんなさい。ありません。 

  今、０．８％という金額なのでしょうけれども、金額的に大変こんなざっぱな言い方

をしたら申し訳ないのですが、大した金額ではないと思うんです。したがいまして、僕

は上げ幅の前例を考えますと、０．８％ですか、その上げ幅については、前例になった

金額で出していただければと思っております。本当は、もっと上げていただきたいんで

すが。 

 

会    長：かつて、引き上げるという答申をさせていただいたときに、引き上げが実施さ

れていなかったということを考えて、せめて、その程度の分は、いわば積み残しのよう

な感じでございますからというお考えということで承りました。 

 

Ｄ 委 員：はい、そうです。 

 

会    長：Ｃ 委 員、いかがでしょうか。 

 

Ｃ 委 員：はい。私も同じです。 

 

会    長：Ｇ 委 員、いかがでしょうか。 

 

Ｇ 委 員：はい、私も同じです。 

 

会    長：ちょうど可否同数ということになってしまいまして、可否同数のときにどうす

るかという決めというのは、特に、たしか決めていなかったと思うんです。 

  ですから、ここについて、改めて、据え置きだろうと御意見いただいた中で、０．

８％を過去引き上げという答申をしたときに、答申を見送り、条例改正しなかったとい

う過去があったという具体的なお話がありましたので、そういうことであれば、据え置

きから意見を変えてもいいという方がいらっしゃれば、お伺いしたいと思います。 

  Ｅ 委 員は、過去０．８％上げていったらどうかという答申が見送られたので、その

分ぐらいはいいのではないかと、こういう御意見ですね。 

 

Ｅ 委 員：はい。 
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Ａ 委 員：都合があって、以前上げなかったから、今年何とかという、それは通りません

よ。議会の都合でそういうことをやるなら。それから、答申をしているわけですから。

だから、採択するかしないかの問題です。去年は、なぜ上げなかったかと。特別区人事

院勧告は約９，４００円多いということを勧告してきたわけです、職員に対しては。だ

から、区長会は、答申は誠実に受けますけれども、具体的な方法は、各区長さんに任せ

てもらいたいという、そういう返事したわけです。そういう経過があって、それを、そ

の経過が、それに続いて、２，２３５円の今年の数字まできているわけです、流れが。

だから、去年、これだけ極端に言うと、では、今年もし見送ったら、去年と今年と合わ

せたやつを来年プラスして、来年上げますかというふうにならないでしょう。 

 

Ｂ 委 員：そうはいかないね。 

 

Ａ 委 員：それだったら、何のための報酬審議会かということになりますよ。一つ一つ、

区切りをつけなければ、そうでしょう、何のために議論しているかわからないですよ。 

 

Ｂ 委 員：いや、今年は今年で議論したのではないですか。 

 

Ａ 委 員：だから、以前見送られた０．８％分をあげるみたいな答申というのは。 

 

Ｂ 委 員：いや、基本的に選挙があるから、今年選挙があるから。 

 

Ａ 委 員：だから、選挙なんか顔色を窺って。 

 

Ｂ 委 員：議員たちがそれに飛びつくわけはないだろうという常軌的な話ですよ。 

 

Ａ 委 員：それだったら、今年は選挙がないから厚生年金を出してきたわけね。選挙がな

いから。そう捉えられてしまいますよ、それは。 

 

Ｂ 委 員：それはそれとして、私の意見だからいいんです。 

 

会    長：私は、据え置きのほうがいいかなと思うわけでございますが、委員の中で引き

上げという方が、途中から０．８％程度であればということで、引き上げに移行された

Ｅ 委 員を含めて、５名ということでございます。 

  私の個人的な意見は意見として。皆様方の中では、過去の経緯も踏まえて、一般職員

については、去年引き下げという人事委員会の勧告を尊重すれど、実行せずということ

だったということが、去年は据え置きと。今年は０．５８％引き下げということになっ

たので、私は、据え置きかなと思ったんですが、諸般の事情を鑑みて、過去上げなかっ

た分、０．８％程度の増額という御意見の委員の方が多いので、会長の個人の考え方と

は少し違うわけでございますが、委員の皆様方から、そのような御意見があったという
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ことであれば、一応、これを前提として、事務局で答申案をまとめていただくというこ

とになるのかなと考えております。 

  もちろん、私どもの答申について、議会、あるいは区執行部がどのようにお考えにな

って、どのような改正案をお出しになるのか、これは、それぞれの御判断ということに

なろうかと思いますが、答申としては、０．８％引上げという答申をするということで

ございますので、それを前提として、答申書の案を修文していただきたいと思います。 

  修文に若干時間が必要かと思いますので、今１１時半ですから、１５分とか、２０分

かかるかと思いますが。区長は。 

 

総務部長：区長は、出張に出ていまして、西安に行っております。 

 

会    長： たしか、東アジア文化都市についての閉会のセレモニーを三都市でやってい

て、こちらに来ていただいたお礼ということで、お出でになっているんだと思います。 

  では、時計が、ここにある、ちょうど、この時計で３０分ですから。 

 

総務課長：１０分程度。 

 

会    長：１０分程度でいいですか。では、１１時４０分まで暫時休憩にしてと。 

 

総務課長：ごめんなさい、１５分で。 

 

会    長： １５分ぐらい要ると思うんで、では、１１時４５分まで休憩にしたいと思い 

 ます。 

 

（休 憩） 

 

会    長：再開いたしますが、１つ皆さんにお伝えします。事務局に確認してもらい、以

前見送られた答申は、平成２８年度の答申で、その際の上げ幅は０．８％ではなく、

０．１５％ということです。その分ということで、答申案をまとめましたので、皆さん

よろしいでしょうか。 

 

委  員：了解。 

 

会    長：それでは、答申の案をおまとめいただきましたので、一応、内容を朗読してい

ただいて、それから委員の皆様方、朗読を聞きながらお目通しください。 

 

総務課長：それでは、読み上げさせていただきます。 

  豊島区特別職の報酬等に関する答申。 

  豊島区特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）は、令和元年１１月５日、豊
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島区特別職報酬等審議会条例第２条第１項の規定に基づき、区議会議員の議員報酬の額

並びに区長、副区長及び教育長の給料の額について、区長から諮問を受けた。 

  本審議会は、この諮問を受け、特別区人事委員会勧告の概要、区議会議員の議員報酬

及び区長等の給料の特別区比較等の各種資料をもとに、社会経済情勢等を考慮しつつ、

公平かつ公正な立場に立ち、慎重に審議を行った。 

１、報酬等の額。区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額

（以下、「報酬等の額という」）は、０．１５％引き上げることが妥当である。 

  例として、区長の額、現行９７４，８００円、１，５００円増額されまして、９７万

６，３００円となります。 

  ２、改定の時期。平成３１年４月１日とすることが妥当である。 

  ３、引き上げることが妥当とした理由。区議会議員は、選挙により信託を受けた約２

９万区民の代表として区議会を構成し、区の意思決定を担う重要な職責を担っている。

議会活動を通じた行政運営のチェックとともに、多様化する区民要望を集約し、その実

現に向けた調査研究や政策立案など、その活動は広範・多岐にわたり、議員の担う役割

と職責は重要なものとなっている。このためその報酬の額は、議員活動を安定的に維持

し、また一層充実させるため、加えて、優秀な人材を確保するためにも、議員に課せら

れた職務と職責に相応した額とすることが必要である。 

  一方、区長は、区の現在のみならず未来を見据えて、高度な先見性や決断力、指導力

が必要とされており、執行機関の最高責任者として変化する社会情勢を見据え、区民の

負託に応える持続可能な行政運営を行う極めて重い責任を担っていることから、職責相

応の年収が確保されるべきである。しかしながら、平成１５年に当時の厳しい財政状況

を踏まえ、１０％引き下げたことも影響し、２３区の平均額を大幅に下回っており、２

３区中最下位の状況が続いている。 

  本年は、東アジア文化都市２０１９豊島を開催し、新ホール、区民センター、中池袋

公園、池袋西口公園のオープンをはじめとする多くの関連事業を実施するなど、豊島区

の魅力を世界に向けて発信するとともに、今後も引き続き、国際アート・カルチャー都

市の実現に向けて魅力あるまちづくりに挑戦していく、また、良質なサービスを持続的

に提供していけるよう、揺るぎない自治体経営の基盤をつくりあげて区政を牽引する立

場の区長及びこれを直接補佐する副区長は、その職責がより一層重いものとなる。その

ため、いずれの給料月額についても、議員と同様にその職責と職務の実態に即した適正

な収入の確保が望ましいと言える。 

  教育長についても、教育委員会を代表するとともに、教育委員会事務局の指揮・監督

者として、教育行政を進めていくことが求められており、重要な職責を担っている。 

  また、区の財政状況においては、今後も引き続き、景気動向や国の税制改正論議の把

握に努めることや、今後の投資的経費の増大に計画的に対応する必要があるが、これま

で取り組んできた財政健全化に向けた様々な努力が財政構造を着実に改善して、平成３

０年末の状況で貯金（基金残高）が借金（起債残高）を２１５億円上回っており、良好

な財務状況を保っていると言える。 

  このような状況の中で、一般職について、令和元年１０月２１日に特別区人事委員会
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より、月例給については、職員給与が民間給与を上回り、公民較差を解消するため、平

均０．５８％の引下げ、特別給は０．１５月分引上げとする勧告がなされた。 

  なお、人事院は令和元年８月７日に、国家公務員給与と民間給与との結果を踏まえ、

月例給の平均０．１％の引き上げ勧告を行い、東京都人事委員会は令和元年１０月１６

日に公民較差が０．０１％と極めて小さいため、月例給の改定を見送る勧告を行った。 

  国や東京都の勧告状況等を踏まえると、今回の月例給の引き下げを伴う特別区人事委

員会の勧告は、昨年度と同様、行政系人事・給与制度の抜本的な改正が大きく影響して

おり、特別職の報酬等と直接的に連動させる関係性が低いと言える。また、報酬等の額

を審議するに当たって、勧告について、一定の考慮はすべきではあるが、必ずしも本質

的に拘束されるべきものではない。 

  以上のことを踏まえ、本審議会は、今年度の答申に関しては、現下の社会経済情勢、

職員の給与勧告の状況、さらには区民生活の実態などを総合的に勘案し、諮問を受けた

報酬等の額については、現行どおり据え置くことが適当であるとの結論に達した。ただ

し、平成２８年度の答申において、０．１５％引き上げる答申を行ったところ実施を見

送られた経過がある。今年度は改めてこの引上げについて、実施することが適当である

と判断した。 

  ４、意見。議員及び区長等は重い職責を担っており、その職責・職務に見合う報酬等

が必要であり、また、優秀な人材の確保をする観点からも、引き上げも検討するべきで

ある。 

  特に、区長の給料の額については、２３区中２３位と突出して低いことから、２３区

平均額と比較して、バランスの取れた額に引き上げも検討すべきである。 

  政務活動費の使途の説明や、政務活動費の返還をした場合は、その理由についても区

民にわかりやすく説明すべきである。 

  優秀な人材の確保をする観点から、廃止された議員年金に代わる方策を今後考えてい

くべきである。 

  以上の意見があります。 

  以上でございます。 

 

会    長：最初の２ページの一番下から２行のところですが、結論に達したというくくり

にしてしまいますと、ちょっと答申の趣旨と食い違ってしまいますので、「適当である

との意見もあったが」とつなぎ、「ただし」を抜いて、「平成２８年度の」、こうしてお

けば意見があったと、だけれども、こういうことがあるので、この結論になりましたと

いうことにしたらいかがかと思います。 

  後のところについて、皆さんの御意見をあればいただきたいと思います。 

 

Ａ 委 員：２ページの下から６行目、このように断定していいのかどうか。その勧告に基

づいて、毎回開いたような気がする。ところが、その人事院勧告というか、勧告で一定

の考慮はするけれども、必ずしも拘束されないと。 
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会    長：ただ、勧告の直接の対象は、一般職の職員についての民間との対比で給与改定

する必要があるのかと、それから、期末手当について、月数を変更する必要があるの

か、この勧告ということでありますので、直接の対象の中には特別職は入っていないと

いうことなので、理屈からいうと、こういうことなので、本質的に拘束されるべきもの

ではないと言い切っていいのかどうかと、一応、考慮はすべきということかなと。 

 

Ａ 委 員：いや、去年、一昨年の人事課長の説明は、人事院勧告をやはり大切にしなけれ

ばいけないと言ったような発言が、記録に残っているような気がしたから。 

 

会    長：これは、一般職については、まさにそうなんです。争議行為を制約していると

いう代償措置ですから、最近、引き下げがあるので、余りそういう感じがしないんです

が、かつて、引き上げでしたから。引き下げが、なぜ争議行為に変えるかと言われる

と、その場合は、そこではないと。人事院なり人事委員会というものが、身分保障のた

めに必要な機関であると、だから、民間に比べて高いというときの引き下げの勧告があ

ったから、だから、そんなものは代償措置に当たらないということはないと。律家なも

のですから。裁判所ではそう言って、引き下げのときも、そのことだけを捉えてはいな

いと、人事院なり人事委員会が身分保障のための手続を加味しているということも含め

てと言っております。 

  そうすると、結論に達したというところがなくなってしまってもいけないので、「実

施することが適当であると判断し、答申内容を決定した」というようなことにしたら、

いかがでしょうか。 

 

Ａ 委 員：そうですよね。 

 

会    長：あとは、いかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会    長：特にないようであれば、今のとおり、修文し直していただいたものを正式な答

申にするということにしたいと思いますので、その末尾のところの２ページのところと

３ページのところを修文し直して、案を。 

 

Ｂ 委 員：２ページの何行目ですか。 

 

会    長：２ページの下から２行目です。「適当であるとの結論に達した」と、「の結論に

達した。」というところと、「ただし、」というところを抜いて、「あるとの意見もあった

が、平成２８年度の答申において」とつないで、「実施することが適当であるとの結論

に至った」と。 
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総務課長：すぐに修正いたします。 

 

総務部長：１点確認させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

会    長：どうぞ。 

 

総務部長：職員が平均に５万１，０００円増額ということになるわけですけれども、今の

答申の中身、単純計算いたしますと、例えば、区長１，５００円アップということでご

ざいますので、それを単純に年間の手当を含めて足し上げますと、２万８，０００円か

ら２万９，０００円程度のアップということになるのかなと思うんです。職員の平均ア

ップ額を下回るようになるのでございますけれども、その分、例えば、期末手当の引き

上げ等についての判断は、審議会の諮問の事項でないので、区にお任せいただくという

ことでよろしゅうございましょうか。 

 

会    長：もちろんそうです。諮問を受けておりませんので、期末手当の月数について、

月数も含めて議論はするんですけれども、諮問内容になってないものですから。 

 

総務部長：条例も確認させていただいたんですけれども、期末手当は入っておりません条

例の中には。 

 

会    長：ないんですね。入っていないんです、もともと。 

 

Ａ 委 員：ぜひ、これから入れてください。条例の中に。 

 

総務部長：そうですね。そうなりますと、条例改正した後ということになりますので、ま

た、それを課題としていきたいと思います。今年は少なくともそういう状況でございま

すので。 

 

会    長：そうですね。 

  毎年、資料としては、期末手当を含めた年俸ベースの毎回資料をいただいているんで

すけれども、諮問の中に期末手当の月数ということがありませんので、これについて、

大いに関係があるのですけれど、この答申の中には一言も触れていないということでご

ざいます。 

 

Ａ 委 員：ちょっと雑談でいいですか。 

 

会    長：どうぞ。 

 

Ａ 委 員：総務部長がこういう機会だから聞きたいんですけれども、報酬審議会の条例、
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先ほどもちょっと言いましたけれども、そういう期末手当とか、ほかの政務調査費もそ

うなんですが、千代田区なんかは、それも全部含めてやっているんですね、報酬審議会

で。そういうふうに範囲を広げて、トータル的にどのくらいの議員報酬が必要かと。 

  それから、理事者の三役については、報酬のあり方どうあるべきかとか、そういう検

討をするには、やはり審議会はあったほうがいいのではないかと思うんです。そういう

ところで、だから、条例改正を持っていけるかどうか、もうずっと、私も長年つき合っ

ているんですけれど、会長から、それは月例給でと出ているから。その質問は、諮問に

は該当しませんと言って。 

 

会    長：毎年、それは申し訳ありません。 

 

Ａ 委 員：筋はそうなっているんですけれども、できたら、そういうふうに総合的な話を

したほうが、本当はもっとフランクにできるのではないかなと思いますので。 

 

総務部長：そうですね、この場で即答はちょっとしづらいと思いますけれど、問題意識と

しては、私も、そういえば、それはどうなっているのだろうと条例を確認したら、期末

手当について全く入っていないんです。議員報酬、それから区長、副区長、それから教

育長の給料となっています。あと、政務活動費は入っていますけれども。 

 

会    長：政務活動費は入っているんですね。 

 

総務部長：これしか入っていないんです。なので、この期末手当とか、全く諮問したくて

もできない状況です。そこについては、一つの課題として、今後どうするか検討してい

きたいと思います。 

 

総務部長：こういう規定になっている経過などの確認をする必要があると思いますし、他

区がどうなっているのかという、比較をまたいろいろさせていただいて、検討していき

たいと思います。 

 

Ａ 委 員：総務課には条例、それから通則、検討委員会みたいな、今まで出された不要な

やつを切って、足らないところを足すとか、何かそういう法規係もいるのではないかと

思います。 

 

総務部長：そうですね。今、法規職員はいますし、それから、政策法務検討会という、一

応会議体もあります。どちらかというと、きちんと条例とかやる上でリーガルチェック

などをしっかりかけて、おかしな法的にそごが来すことがないように、そういうテクニ

カルチェックをしている面もありますけれども。この条例そのものをどうしていくかと

いう、これは総務部の所管となります。 
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Ａ 委 員：議会事務局もあれですか、法令担当の方はいるのですか。 

 

総務部長：議会事務局は、そういう肩書としてはいないと思いますけれども、ただ、事務

分掌としては、当然そういうのはあるとは思います。議員提案の条例もありますから。 

 

Ａ 委 員：都議会には全部、部長を置いてあるんですよね。法令部署は。議事部長とか。

そこで、それは自治法に違反するとか、これは、この法令に違反するとか。そういうこ

とをきちんと分けてくれるんですよ、都議会は。 

 

会    長：議会は、条例案をつくるとき、大変ですからね。 

 

Ａ 委 員：そうです。ずっと残るからね。影響するし。 

 

Ｂ 委 員：答申について、委員の判子は押さないんだよね。 

 

総務課長：はい。会長印のみを原本に押させていただきます。 

 

会    長：そうですね。 

  先ほどの訂正の箇所が２ページ目の下から３行ですね。「適当であるとの意見もあっ

たが」、それから「実施することが適当であると判断した」、このように直して、あと

は、原案どおりということで。 

 

総務課長：それでは、お時間もお時間なので、変更した箇所だけの読み上げでよろしいで

しょうか。 

 

会    長：変更のところを念のために読み上げてください。 

 

総務課長：それでは、２ページ目の下段、「以上のことを踏まえ」といった部分から読み

上げさせていただきます。 

  「以上のことを踏まえ、本審議会は、今年度の答申に関しては、現下の社会経済情

勢、職員の給与勧告の状況、さらには区民生活の実態などを総合的に勘案し、諮問を受

けた報酬等の額については、現行どおり据え置くことが適当であるとの意見もあった

が、平成２８年度の答申において、０．１５％引き上げる答申を行ったところ実施を見

送られた経過がある。今年度は改めてこの引上げについて、実施することが適当である

と判断した」でございます。 

 

会    長：以上のように修正をしたということで、答申をしたいと存じます。 

  よろしいでしょうか。 
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（は い） 

 

会    長：それでは、本日は区長及び副区長が公務のため、総務部長に答申したいと思い

ます。ただいまから答申いたします。 

  豊島区長高野之夫様。豊島区特別職報酬等審議会会長鈴木利治。 

  特別職の報酬などについて（答申）。 

  令和元年１１月５日付諮問第１号で貴職から当審議会に対して諮問のあった、区議会

議員の議員報酬額並びに区長、副区長及び教育長の給料の額などについて、別紙のとお

り答申します。 

 

総務部長：ありがとうございました。 

 

会    長：１１月５日に諮問を頂戴して、本日ここに答申をできましたことは、委員の皆

様方のおかげと深く感謝いたしております。 

  ここで、事務局より連絡がございます。 

 

総務課長：答申書につきましては、前回同様、答申書の最後のページに委員名簿を添付い

たしますが、答申書に審議会会長の公印を捺印するといったことになりますので、委員

の皆様個人の署名捺印は省略をさせていただきます。 

  また、前回及び本日の会議録につきまして、案ができ上がりましたら、皆様に郵送で

送らせていただきます。御自身の発言を御確認いただきまして、修正がございましたら

ファクスで御連絡をいただきますと大変助かります。 

  以上でございます。 

 

会    長：以上をもちまして、第２回令和元年度豊島区特別職報酬等審議会を終了いたし

ます。どうも長時間にわたりありがとうございました。 

 

 


