
1 

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１回） 

  

事務局（担当課） 総務部 総務課 

開催日時 令和元年１１月５日（火）午前１０時００分 ～午前１１時４６分 

開催場所 区役所８階 会議室８０４ 

出席者 

委 員 
加藤 竹司、木川 嘉一、此島 澄子、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 

 

副区長、教育部長、総務課長、人事課長、総務Ｇ係長、給与Ｇ係長 

総務Ｇ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）諮  問 

（３）資料説明 

（４）質  疑 

（５）閉  会 
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審 議 経 過      № 1  

議事 

・本審議会は、区長より「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」諮問を受けた。 

・事務局より資料について説明した後、質疑応答を行った。 

 

（説明資料） 

・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） 

・当審議会の開催経過及び報酬等改定経過 

・区議会議員及び特別職の報酬等特例的減額経過 

・手取給与額推移（区長、副区長、教育長） 

・議員報酬手取額 

・令和元年 特別区、東京都及び国の給与改定勧告の概要 

・令和元年 特別区人事委員会勧告の概要 

・課税標準額の区分別納税義務者数の推移（豊島区、２３区） 

・生活保護受給者の推移  

・国民健康保険料の滞納世帯数の推移／国民健康保険の資格証・短期証発行の推移 

・就学援助認定者の推移（小学校・中学校） 

・豊島区職員手当の種類と概要政務活動費会派別支給状況 

・平成３０年度豊島区普通会計決算について（別冊） 

 

 

会  長：ただいまから、第１回豊島区特別職報酬等審議会を始めさせていただきます。 

 区長より本審議会に対して、諮問がございます。なお、本日区長は公務のため、かわり

まして、齊藤副区長にお願いをいたします。 

 

齊藤副区長：諮問第１号。令和元年１１月５日。豊島区特別職報酬等審議会、会長、鈴木

利治様。豊島区長、高野之夫。豊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、下記事項について、貴審議会の意見を求めます。記、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等についてでございます。 

  よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

会  長：では、委員の皆様の席には、諮問の写しを配付してください。 

 

     （事務局、諮問の写し配付） 

   

会  長：ただいま、諮問を頂戴しましたので、審議に入ることといたします。なお、副

区長は公務のため、ここで退席となりますことを御了承ください。 
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会  長：続きまして、本日、傍聴を希望される方はいらっしゃいますか。 

 

総務課長：本日、傍聴を希望される方はいらっしゃいません。 

 

会  長：それでは、事前にお送りしていた資料について、事務局から説明をお願いいた

します。なお、事務局からお送りしたものをお持ちでない方は事務局にお申し出くださ

い。それと、資料の３ページについては、あらかじめ配付していただいたもの、一番右

側の順位の欄のところの二桁の部分が表示されていなかったということで、３ページに

ついては、差し替え分が机上に配付されておりますので、差し替え分をご確認くださ

い。 

 

総務課長：３ページの表、一番右側の欄ですが、セルが狭かった関係で、順位が表示され

ていない状況になってしまいました。そのため差し替えをさせていただいております。 

 

会  長：訂正は３ページ、両面印刷なので２、３が机上のほうに配付されております。

したがいまして、事前に配付されている資料の２、３ページは、今日のものに差し替え

るということで、事務局からの資料の説明をお願いします。 

 

総務課長：（資料説明） 

 

人事課長：（資料説明） 

 

教育部長：（資料説明） 

 

会  長：資料の説明が終わりましたけれども、説明いただきました資料に関して、御質

問があればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  なお、委員の方々は御承知のことと存じますが、先ほどの諮問内容は、月例の給与・

報酬について、どのようにするかという諮問でございます。頂戴した資料では、月例給

与・報酬のほかに期末手当を加えた、いわゆる年間収入についての資料がたくさん出て

おります。 

  それから、先ほどの特別区の人事委員会勧告の内容も月例の給与については減額、期

末手当については増額となっておるわけでございますけれども、本審議会に対する諮問

は、月例給与・報酬をどのようにするかということでございます。もちろん、月例給

与・報酬を考えるに当たって、年間にしたらどのぐらいになるかということが大きい要

素になることは間違いないのでありますけれども、当審議会が直接答申を求められてい

るのは、月例給与・報酬について、改定をすべきか否かでございます。 

  それから、もう一つでございますが、特別区の人事委員会勧告の対象は何かというこ

とでございますが、これは、あくまでも一般職の給与、それから期末手当をどうすべき
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かということに対する勧告でございます。勧告ということで、尊重すべきものでありま

すけれども、本質的に勧告どおり拘束されるということではございません。現に昨年度

の月例給与２．４６％減という勧告については、特別区２３区のうち１区も実施したと

ころがないと承知しております。 

  それから、先ほどの人事課長のお話で、期末手当の増額と月例給与の引き下げという

ことがございましたが、月例給与の引き下げについては、これは地方公務員法で給与と

いうものをさかのぼって減額するということができないということになっておりますの

で、実際にその分をどうするかというと、期末手当を計算するときにその分を勘案して

少なくすると、少なくする分は給与の減額、期末手当も一種の給与と考えれば、そのよ

うに一見見えるのでございますが、法律上は計算した全額を支給しているから給与の減

額に当たらないということで説明をしている。引き上がる場合は、さかのぼって支給す

るので、これは何の問題もないわけですけれど、引き下げの場合は、さかのぼって既に

支給した分を返せというわけにいきませんので、期末手当の金額を計算するときに所要

の額、それぞれ個人について計算をして、それが期末手当の全額であると、期末手当か

ら引いたのではなく、法律上はそのような説明になっているということでございます。 

  法律の話は、私の本業なものですから、つい余計なことを申し上げました。各委員、

これまでの説明を聞いて、いろいろ御質問もあろうかと思いますので、どうぞ自由に御

質問ください。 

  いかがでしょうか。大体、例年、Ａ委員のほうから、御質問があるように私は承知し

ておりますが、Ａ委員、ことしはいかがですか。 

 

Ａ 委 員：私は、一つは、会長がおっしゃったんですが、月例給といっても、報酬ですか

ら、これはちゃんと年間を入れて考えないといけないと思うんですね。もう原則、変え

ません、私は。だから、この資料を見る限りは、恐らくほかの委員の方も同じだと思う

んですが、区議会議員は、本当に安い歳費だなと、同情に値すると思うんです。それが

何で年収だと１，０００万円以上になっているのかと。ここのからくりをみんなわから

ないんです。私はそう思いますね。だから、そういうことはちゃんとわかるようにすべ

きだというのが、一つ。 

  もう一つは、長期共済年金、それから退職等年金、これは本人に返ってくるんですよ

ね、積立金みたいな。厚生年金と同じような形ではないかなと、私思うんですが、後で

また説明をいただければと思っておりますが、もし、そうだとすれば、これは全部年金

として、かなり高く保証を約束するということになろうかと思いますが、厚生年金より

もっと共済組合年金のほうが、率がいいということだと思うので、その内訳をもしわか

ったら教えてもらいたいと思います。 

  それから、先ほども人事院勧告のお話ありましたが、国家公務員が民間と３８７円、

０．０９％ひらいたら、勧告しなければいけないんですか、これは。ほかの国民はもっ

と差がありますよ。年金だって、マクロ経済でどんどん下げているわけですよ。なぜ、

３８７円ぐらいで勧告しなければいけないかという疑問が一つあります。 

  それから、住居手当についても、公務員宿舎ほどぜいたくな宿舎はないんです。間取
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りは広いし、安いし、民間だと数十万円するのを９万円ぐらいで入っている。その家賃

をさらに補助しているのに、さらに引き上げていくやり方、あまりにも国民生活と離れ

てはいやしないかと思います。 

  それから、特別区の関係については、去年、先ほど説明あったように９，６７１円と

いう金額は高過ぎると、区職員のほうが民間よりも９，６７１円高いというので、それ

をどうするのかという話になりましたね。区長会の西川さんが、特別区の人事委員会勧

告は尊重するけれども、実際のやり方については、区に任せてもらいたいとおっしゃっ

たということだと思うんです。それで、恐らく９，６７１円（２．４６％）下げること

はしなかったと。本来なら人事委員会勧告ですから、勧告で上げたり下げたりしている

わけですから、本当はカットしなければいけないのに。しかも、調整額についても、さ

かのぼって調整することはしないということは、これは税金の取り立てと同じです。税

金を払ってない人はずっと永久的に、さかのぼって返せというんですね。ところが税金

を返す場合は、つまり役所が取り過ぎて、返す場合は、７年が限度なんです。７年が過

ぎた以降は時効になるわけです。だから、返さない。しかし、それではかわいそうだな

というので、鎌倉市とか、それから、ほかの２、３の市が２０年までは請求できますと

条例改正をしているわけです。それと同じことが人事の中でも出されているということ

にならないのではないかなと思います。 

  説明は後でお願いします。 

  それで、全般的にいろいろ見ると、ラスパイレス指数でやったとおっしゃいました。

行政職１給の場合は、年齢まで全部出ているんです、８００ですね。ラスパイレス指数

でやった場合には、年齢が確定できないのかどうか、何歳の平均で幾らというふうに。

本当は、出なければ正当な比較はできないと。まして、この資料の給与構成は、６月以

降になっているわけです。人事院の資料は、６月以降の資料が有効と、なぜか、東京都

が中小企業調査したのに統計に誤りがあったということが、国会で問題になった。だか

ら、昨年までのデータは、うそを厚労省はつくってきたということなんです、結論は。

ことしは大丈夫ですということが、統計局の資料を見ると、みんな書いてあります。６

月以降は、大丈夫ですからとか言って。おわびもかねて、そういう資料になっていま

す。それは、私も毎回ちょっとデータの取り方がおかしいのではないかということを、

この審議会の中でもお話ししてきましたけれども、きちんとお役所がやっていることだ

から間違いないということだったんですが、結果的に、そういう間違いを犯したという

ことだと思うんです。だから、統計の問題のときは、本当は民間と特別区の関係が、こ

れで本当にいいのかどうかということが、ちょっと疑問視せざるを得ないと思っている

わけです。 

  それから、幾つか、給与に当たって出されている問題が出されました。一番の問題

は、メンタルヘルスとかハラスメントとか、それから人材育成とか、こういうことは、

ぜひ理事者の方でやっていただきたいんだ。本当にハラスメントは、いまだに国会で

は、なかなか通過しないと、もう経営者団体が物すごく反対しているわけです、ハラス

メントは。職場では、かなり精神障害者になっている場合が多いんです。やられっ放

し、この間の神戸の中学校の先生と同じですよね、いじめ。教育委員会がしっかりして
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いるから、豊島区はないと思いますけれど。 

 

教育部長：ないです。 

 

Ａ 委 員：先生に対するパワハラもないと思うんです。信用していますから。そういうこ

とのないように、ぜひやっていただきたいなと。 

  もう一点だけ、ほかにも出てきたらやりますけれども、職員手当の問題で、一番私が

思ったのは、管理職員の特別勤務手当なんですよ。それから宿日直手当です。私は、管

理職というのは、特に管理職手当はこの金額でいいのか。もうちょっと上げなければい

けないと思うんです。管理職というのは、時間外手当がつかないから管理職手当を出す

んです。ましてや、災害時に時間外手当を出したら、東日本大震災の場合などと同じよ

うにボランティアが来ていただいて、一生懸命やったのに、市職員だけ時間外手当がつ

くのかというのが疑問で出てくるわけです、何カ月もたつと。これは、災害対策をする

行政の姿勢としては、私はノーだと思うんです。特別区が災害になれば、わかります

よ。だから、今回の台風１９号の水害みたいに、ずっと何カ月もかかると、復興まで。

そこにボランティア来い、ボランティア来いと、ボランティアはただで行くわけですよ

ね。だけれど、市の職員だけは、ちゃんと時間外手当を全部つけるというのでは、ちょ

っと市民感覚と合わない。だから、災害の場合は、１日幾らと手当でまとめて換算する

と。それで、職員のそういう健康までちゃんと見てあげるとするのが筋ではないかなと

思います。管理職手当ももらっていて、なおかつ出てきたらお金か休暇かどっちかいた

だきますというやり方は、二重取りではないかなと思うんです。だから、ここは一つ検

討の要ありではないかなと思っております。 

  それから、期末手当についてですが、期末手当は今でも公務員の場合、３回でしょ

う。夏と冬と３月でしょう。民間で３回出すことはないんです。だから、それは２回に

まとめて出すべきではないかと思います、民間と同じようにしたいんだったら。３月と

いうのは、昔から官庁関係はあるんです。なぜかというと、ちょうど４月が入学で、い

ろいろ金が要るものですから３月に出す、年度末手当を出すという習慣が昔からあるわ

けです。だけども、ここに来て、民間と同じような形でやっていきたいという行政側の

姿勢ですから、それならば、手当は３回ではなくて２回にすべきではないでしょうか。

まだ結構あるんですけれど、回答の後に質問させてください。ちょっと決算の部分がち

ょっとあるので。よろしいですか。 

 

会  長：本日説明できるところについては、本日説明をしていただいて、資料等の関係

で後日になるものは、次回の前に、こういう御指示でよろしゅうございますか。 

本日、どの部分が回答できるのかよくわかりませんが、回答できることがもしあれ

ば、本日。本日の回答がいずれも困難ということであれば、資料をそろえていただい

て、次回にまとめてということでございます。 

  人事課長、どうですか。本日回答できる質問がもしあれば、いつでもいいですし、も

う少し資料等を確認した上で御説明したほうがいいということであれば、後日というこ
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とになろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

人事課長： 多種多様な御質問を頂戴しました。現時点で、この場で答えられる部分はお

答えさせていただきまして、不十分な部分は、後日また用意したいと思います。 

  まず、委員から御質問があった、国が３９８円というわずかな額で改定するのはいか

がなものかという趣旨の御意見かと受け取りました。実は、勧告の中で、一体幾らぐら

い較差があれば、改定するのかという基準ですが、実はありません。毎年度、人事委員

会の説明ですと、ここでは東京都の人事委員会も特別区の人事委員会も変わらないんで

すけれども、総合的に判断して決めているんだということなので、過去の数字を見て

も、確かに１００円未満とか、そのような数字だと勧告は見送っているんですけれど

も、５００円、４００円、３００円台、このあたりだと、そのまま勧告しているような

傾向がありますので、恐らく３桁台になると、傾向としては勧告を出す傾向が読み取れ

ます。これが一つでございます。 

  それから、住宅手当の件の御質問を頂戴しています。委員のおっしゃる質問の趣旨と

しては、官公庁が別に持っている官公庁職員向け住宅が安く、そういうのがあるんだか

ら、住宅手当は余り高くなることいかがなものかという趣旨と受け取りました。豊島区

でいう災害対策として、何か防災住宅みたいなのがありまして、そこは結構比較的リー

ズナブルに職員が住めるんですけれども、そこに住めば、住宅手当出していませんの

で、その辺でちょっとバランスはとれているのかと考えております。 

  それから、人事委員会勧告が出るのが、大体１０月ですので、それを４月までさかの

ぼって、金額がふえるのは、それはいかがなものかみたいな趣旨の御質問だと私は受け

とめました。 

  実は、本来であれば、特別区の給与も４月に向けて、例えば２月とか３月に改定され

れば、すっきりするんでしょうけれど、あくまで、その年の４月時点での民間の状況と

かも踏まえた上で、１０月に発表していますので、何というんですか、繰り上がるとい

うことが宿命づけられているというか、システム的にそうなっていますので、そのこと

を考えると、すみません、個人的な意見ですけれど、ある程度、納得できる方もいるの

かと思ったりはしています。 

 

Ａ 委 員：勧告実施ではないんですね。先ほど言ったような３桁未満が出た場合。 

 

人事課長：３桁未満の場合ですね。 

 

Ａ 委 員：その場合は、調整をしていくということでしょう。本当は、差が出たときに、

そこで返還を求めるべきではないのかという話です。人事院勧告を４月１日にやること

については、何も問題にしていない。 

 

人事課長：つまり、あくまで勧告が出た時点で、差額があれば、その場でもう差っ引くべ

きではないかということで理解しました。貴重な御意見かと思いますけれど、今の仕組
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みとの関連もありますので、この件については、私、個人的には答えにくいところでご

ざいます。 

  それから、メンタルヘルスですとか、ハラスメント、人材育成、いずれも大事な問題

でございます。ハラスメントについては、私が直接所管しているわけではないんですけ

れども、私の記憶だと平成３０年度のハラスメントの数と、前年度の平成２９年度の数

では、ほぼ横ばいだったかと思います。横ばいではだめだと思いますので、しっかり気

をつけていきたいなと思いますし、メンタルヘルスにつきましても、例えば病気休職、

昨年度でいうと豊島区、大体３３名ぐらいいらっしゃったんです。そのうちの８割ぐら

いがメンタルの方でした。 

  ですので、ストレスチェックとか、平成２８年度から始めてはいるんですけれども、

そういったものをどんどんうまく活用していって、ふだんから職員がメンタルの健康が

保たれるような、そんな仕組みを努力してつくっていきたいと思っています。 

  それから、管理職の特別勤務手当のことでございます。実は、昨年度も４回ほど、管

理職が台風対応で出勤しました。本来休業日に出勤したら、振りかえなんです。平日と

かに振りかえて休まなければいけないんですけれども、去年は４回だけ、どうしても管

理職が、振りかえもとれないということで、支出したケースでございました。おっしゃ

るとおり、区民等の方がボランティアでやっているのに、お金をもらうとはいかがなも

のかという住民感情はよく理解できます。ですので、豊島区としても極力振りかえで対

応していきたいと個人的には思っております。 

  それから、期末手当です。確かに、今の特別区の場合は、夏と冬と春と３回もらって

います。実は、国は既に２回になっていまして、東京都も２回になっているんです。や

はり、ボーナスの支給月数の１年間の合計は民間と変わらないんですけれども、回数が

３回に分かれていると、何か公務員は得しているのではないかと疑念も抱かれるかなと

個人的には思います。したがいまして、人事委員会の勧告の中でも、たしか昨年度です

か、そのことに触れた記載がございますので、そういったことも踏まえて、区長会で、

そういった提案をしていくのではないかと個人的には思っております。 

 

Ａ 委 員：わかりました。 

 

給与Ｇ係長：引き続き委員御質問の長期掛金と短期掛金について、御説明いたします。長

期掛金につきましては、毎月払うことで、将来もらう年金にはね返ってくるものでござ

います。一方、短期掛金につきましては、毎月払うことで医療機関にかかったとき、３

割で医療費が済むという意味合いのものでございます。 

  内訳につきましては、率だと長期掛金につきましては、９．１５％を控除します。短

期掛金でありますと、４．０５％を毎月の標準報酬月額にかけて徴収するとなっていま

す。 

 

Ａ 委 員：退職等年金は。 

 



9 

給与Ｇ係長：退職等年金というのは、平成２７年度に制度改正がございまして、それまで

は共済年金、職域加算部分というのがございました。それがなくなったことによって、

民間の厚生年金と一元化されたんですけれども、職域加算部分が減ったことで、逆に公

務員のほうの水準が低くなりました。その穴埋めをするために、新たに退職等年金掛金

というのができたものでございます。 

 

Ａ 委 員：ありがとうございます。 

 

Ｂ 委 員：今Ａ委員から、災害復旧支援の手当が出る出ないのお話が出たんだけれど、こ

の間、新聞を見ましたら、去年までだったんだろうけれど、警察庁も、それから消防も

早くから災害復旧のための手当が出たんだけれど、自衛隊だけは同じ仕事をしていても

ずっと出ていなかったと。それで、去年辺りから、やっと手当が出るようになったとい

うなんですけれども、やはり区職員が災害復旧の現場に駆けつけますが、それなんかは

手当が出ているわけですよね。 

  それと、民間の人が応募して、ボランティアに応募して出ていく、こういうのは、手

袋ぐらいの支給はあるんだけれど、そのほかの交通費だとか、そういうのも、一切出な

いと聞いているんだけれど、そこら辺は、今お話が出たついでに聞かせていただきたい

と思います。まとめてお答えください。 

 

人事課長：例えば平日の職員の勤務時間中に、例えば被災地に手伝いに行くときというの 

は、通常の給料が支払われる範囲なんですが、例えば平日の勤務時間を超えた場合、あ

るいは土曜日とか日曜日とかに、そちらに行って、手伝いをして、超過勤務時間なんか

が発生してしまった場合は、その部分については、手当が出ることになります。 

  基本的には、土曜日とか日曜日、祝日に出勤しても７時間４５分の範囲であれば、振

りかえをお願いしてはいるんですけど、それを超えてしまった部分につきましては、職

員は超過勤務手当を支払ったり、ボランティアの方々に対しては、いろいろなケースが

あるので何とも言えないんですけれど、恐らく委員おっしゃるとおり、手袋だとかの支

給はあるのかもしれませんが、恐らく交通費とかは自腹というか、そういった形でお願

いしているんだと思っております。 

 

Ｂ 委 員：Ａ委員の話を聞いて、同じ公務員でありながら、自衛隊と消防と警察とか違う

んだよね。自衛隊だけは出していなかったと。こんな不公平なことない。こういうとこ

ろで話題になるからやっと気がつくので、新聞を見たぐらいでは、すっすと読みあかし

てしまいますよ。そういうことを参考までに聞かせていただきまして。確かに、そうい

うことがあったということで、記憶をさせていただきまして、これが今是正されたから

いいんだけれども、自衛隊も出るようになったそうですよね。それだからいいんだけ

ど、旧態依然としていたのは、やはりどなたかがどこかでもの申し上げなければならな

かったのではないかなと思います。特に、国会の先生方、そういうことは、早くから目

をつけて、目を光らせて、対応していただかなければならなかったんだろうと思いま
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す。 

  本題のほうに入りますけれども、区議会議員の報酬につきまして、たしか、去年も発

言をしたんだけれど、何というんですか、区議会議員もずっと上がっていないよねと、

それから上げようとしても断るんだということで、去年、私、この席でも区議会、来年

上げてやるといっても、来年は選挙があるから、選挙を見越して上げるのをオーケーと

いう人いないのではないかと。答申した何カ月かたってからの議員から直接聞く機会が

あったんだけれど、そのとき、聞きましたら、断りましたよという。せっかく委員が上

げるというのに、選挙のために現状維持でいいなんて言ったら、いつまでたっても上が

らないよと、嫌みの一つも言ったんだけれど。去年の答申につきましては、そういう捉

え方で、会長、していてよろしいのでしょうか。 

 

会  長：いろいろな見方があるんだろうと思いますが、時期的に現状据え置きというこ

と。これは昨年、一般職員について、人事委員会勧告２．４６％引き下げるというの

が、あまりにひどいからということで、実施をしないと。実施しないということは据え

置きということですから、そんなこともあって特別職も据え置きとなりました。それか

ら一般職と特別職については、同じ扱いということだったように思いますが、たまた

ま、昨年１２月に答申をしまして、ことしに統一地方選があると、こういうめぐり合わ

せであった。その以前には、あまりにも気の毒であると、一般職がわずかであっても上

がったときには特別職も上げたらいかがかという答申を差し上げたときには、議会筋の

ほうで、いろいろ御議論されて、返事をしましょうというようなことがあったと。これ

は、翌年選挙というようなことではなかったのですけれども、金額にすると月何百円と

かという話なので、御判断があって、区議会議員の関係の報酬の改定について、見送り

になったのではないかなと推察しておりますが、議会の中でのことですので、Ｂ委員の

ほうが、多分詳しいかなと思いますが、そういうことでなかったろうかなと。それは、

私の個人の感想でございます。 

 

Ｂ 委 員： 続けて伺いますけれど、議員共済年金がなくなったんですよね。それから、

もうかなりがたつんですけれども、今の議員は、議員年金がないということで、国民年

金にほとんど強制的に加入するでしょう。自由なんですか。自由ではないですよね。自

由なんかにさせておいたら、議員やめた人が生活保護になるという時代が訪れるかもし

れないんですよ。蓄財するといったって、議員の１２年間、１６年間務めた人だって、

それほど、もらうわけではないから、そういう心配があったので伺ったんですけれど、

そこら辺はどうですか。 

 

会    長：どうぞ、総務課長。 

 

総務課長：年金制度では、いずれかの年金に入っていなければならないとされていますの

で、共済年金や厚生年金には入っていなければ、国民年金に入るということになってい

ます。ですので、議員は、国民年金に入っていただくというのが原則となっておりま



11 

す。 

 

Ｂ 委 員：巷間を承るところによりますと、議員年金がないから気の毒だというお話をす

る人が、かなり町にもいるんですけれど、これは、どうなんですか。資料なんかを見ま

すと、確かに、議員年金がなくなったときから給料は上がるわけですよ、かけないわけ

ですから。だけれど、自分で自分のことで言って、おかしな話なんだけれど、僕が３２

年間、びしっと払ったものだから、自分で感じたよりも、余分にもらって、ああ、真面

目にかけておいて、よかったなと捉えておりますけれど。今、国民年金程度しかもらえ

ないのだったら、将来議員やる人がいなくなるのではないかなと、そのためにも、何か

もっといい方法がないんですかね。例えば議会で考えて、これは区長会なんかでも、当

然考えておるだろうと思うんだけれど、議員年金にかわるものとして、例えば会社の年

金、そういうのを区が主体になって、雇用者分を払って、区議会議員はその半額を払う

ですとか、厚生年金ですよね、昔の。何かにやってあげることができないのかな。もう

既に地方議員はなり手がなくなっているんです。豊島区でも、昔は３８名か何かの定数

のところ、百二十何名立候補していたんです。それが今はもう落ちる人は受かる人より

少なくて、区によりましては、３名だとか、４名しか落ちないんです。これが地方にな

りますと、年金のせいではないとは思うんだけれど、地方に行きますと定数１０名のと

ころ、８名ぐらいしか立候補する人がいないというようなことを踏まえますと、やはり

議員年金にかわるものとして、議員さんで考えていただいて、厚生年金にかわる何か、

いい方法でも発明すればいいなと思うんだけれど、こういうのは考えてもしようがない

ことですかね。 

 

会  長：どうぞ、総務課長。 

 

総務課長：区独自でそういった制度をつくることができるかのと。 

 

Ｂ 委 員：区は無理でしょう。 

 

総務課長：豊島区だけでそういった制度をつくれるのかということにつきましても、ちょ

っと確認をしてみないとわからないので、お調べをして、次回、お答えをさせていただ

いてもよろしいでしょうか。 

 

Ｂ 委 員：もう既におわかりだろうと思うんだけれど、昔、議員は、かなり歳とった人が

やっていたんです。今、もう２５歳になったら、すぐやる人もいますけれど。もう６０

歳過ぎた人、もう出てもしようがないというので、手も挙げないです。ところが、若い

人がどんどん手を挙げる。やはり年金のしっかりしてあげることなのではないかなと。

そうすれば若い人だけではなくて、中堅のところの年齢の人も手を挙げて、選挙に立候

補するんだろうということ。私は投票だけで選挙に参加するのではなくて、やはり手を

挙げること自体が選挙に参画するのだという思いからいきますと、年金の充実のことに
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は、ある程度、議員も含めて、どこかで勉強でもしていかなければならない時期に入っ

ているのではないかと思っております。 

  そこは、もう御答弁はもう結構でございます。今回の正式に答申しなければならない

わけですが、これにつきましても、去年ああいうふうにして、私は、議員のほうは上が

ったんですか。去年、上がらないよね。ストップしたんだよね。 

 

総務課長：昨年は、据え置きでございます。 

 

Ｂ 委 員：据え置きだよね。そういうこともあるので、今年につきましては、上げる方向

で、私の意見としましては。上げ幅については、一番、私が信頼している会長さんにお

任せしますけれど、上げる時期に来ていると思っております。特に、区議会議員は、去

年も上げなかった、一昨年も上げなかったということが続いていると思うので、一昨年

も、たしか上げていないですよね。上げたんですか。 

 

会    長：一昨年は、上げています。 

 

Ｂ 委 員：今回も上げる時期に来ているということを申し上げて、質問を終わります。 

 

Ａ 委 員：ちょっといいですか。 

 

会    長：どうぞ、Ａ委員。 

 

Ａ 委 員：議員年金が廃止になった経過はわかりますよね。 

 

Ｂ 委 員：何が。 

 

Ａ 委 員：議員年金が廃止になった経過。 

 

Ｂ 委 員：はい。知っています。自分のことだから。 

 

Ａ 委 員：そうですよね。つまり、議員年金は議員さんが積み立てて、財源をつくってや

っていたのです。そうでしょう。ところが、市町村合併で。 

 

Ｂ 委 員：入る人がいなくなってしまった。 

 

Ａ 委 員：そう。議員さんがいなくなってしまったわけですよ。 

 

Ｂ 委 員：もらう人ばかり多くてね。 
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Ａ 委 員：そう、そう。そうでしょう。 

 

Ｂ 委 員：払う人がいなくなったんです。 

 

Ａ 委 員：まず、一番根本は何かと。国民年金で食えないということが問題ではないです

か、諸般の根底は。多くの国民はみんなそうですよ。議員さんだけが、国民年金だけで

おかしいではないかということにはならないですよ。国民年金が、国民のほとんどがベ

ースになっているわけですよ、事業者の。厚生年金とか、共済組合というのは、３階建

てなんですよ。 

 

Ｂ 委 員：そうです。おっしゃるとおり、よくわかります。 

 

Ａ 委 員：そうでしょう。そこのところの問題を曖昧にしてしまうと、議員特権になって

しまうんです。もともと、国会議員なんか、見てごらんなさいよ、４６０万円ですよ、

年間、前の議員年金が。それで、１年ごとに８万円ずつ上がっていくわけです。掛金は

どうだと、掛金は国が７、本人は３なんですよ。 

 

Ｂ 委 員：大臣やった人なんかは歳が高いから、がばがば入ってくる。 

 

Ａ 委 員：大臣なんか、みんなそうよ、国会議員は。その掛金はどこにいくかというと、

一般会計ですから。いいですね、だから、年金の独自採算性ではないんです。一般会計

だから、幾らでも出せるわけですよ、こんなの、国庫から。そんなばかなことやってき

たんです、今まで。そうでしょう。 

 

Ｂ 委 員：それを戒めるために、しっかりと議論しながらやっていかなければと。 

 

Ａ 委 員：私は、だから議員年金なんかは、国民年金を含めて、どういう年金のありよう

が正しいかということを論議するのは、本当は議員さんたちなんです。そうではないで

すか。議員の担い手がないと、そんなばかな話ないですよ。年金をもらうために議員を

やっているのか。そうではないでしょう。区民の要求を実現するために、議員になって

いるんだから。国民年金なんか、前は４０年かけていたんですよ。そんな中で、地方議

員は在職１２年、国会議員は在職１０年で受給資格が得られる議員年金が出たわけです

よ。そんな差別を、今までずっとやってきて、今でも平成２３年に資格のある人は、額

は下がっていますが出しています。それでも、１兆、１，０００億円余の金が出ている

んです、国庫から、その人たちのために。 

  だから、新たに議員年金を出すとすれば、結局、行政から出さなければいけない。２

００億円ぐらいかかるんです、原資が。それが、政府、住民の了解が得られるかどうか

ということを、真剣に考えたほうがいいのではないかと思います。 

  それから、二つ目は、先ほど人勧の勧告には基準がないとおっしゃいました。高度経
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済成長期のときは、民間と公務員との開きは、５％あったら人勧出すと言ったんです。

それを低成長になってしまったから、なし崩しにしてきたわけですよ。私は、調停、仲

裁委員会制度だったから、その経過はずっと見てきました。だから、私は、そういう目

で見ると、人事院が何とかして、公務員を助けたいという気持ちはわかりますけれど、

やはり民間と合った形にすべきではないかと私は思います。 

  それから、もう一つ、先ほど聞くのを忘れたのは、決算の中身。決算報告書と、それ

から、高野区長が３定で報告された数字とちょっと合わないよね、所信表明で出された

数字と。大体は合っているんだけれど数字がやや違う。私は、ずっとここに２定、３定

の所信表明がありますけれども、決算の総括と、ちょっと違うところがありますよね。

その経過は、後でちょっと調べてみたいなと思います。 

  それで、もう一つ、問題にされていないのが、高野区長もおっしゃっていますけれ

ど、国が法人事業税をはじめ、ふるさと納税など７３．９億円吸い上げているんです

よ。豊島区からですよ。東京全体ではないですよ、豊島区からですよ。法人税は国に行

きますね。法人事業税と法人住民税は地方に入るわけですよ。加えて地方消費税の基準

見直しというのがあるんです。消費税で上がったやつを地方にばらまくと。消費税１

０％になったから。恐らくそうだと思います。 

  それを東京都は裕福だからと、東京都には渡さないんです。総務省に持っていって、

総務省が地方交付金と同じようにばらまくわけですよ。東京都から、その金額９，４０

０億円とっているわけです。そういう話を区民はほとんど知らない。東京都民は。区長

会で国に是正を要求しますと言っている。区長会だけではだめですよ、議会から総決起

でやらなければ。オリンピックだって、膨大な金額を出しているんですよ。７，０００

億円でできるというオリンピックは、もう１兆３，０００億円を超えているわけですか

ら。国は１，５００億円しか出せませんよ。警備対策ですよ、警察のために。そのこと

を考えて、消費税が一体どういうことなのかと、こんなに国民を苦しめるようなやり方

というのは、私は財政問題も含めて、恐らく市町村へ返ってくればいいけれど、返って

こないです。加えて、Ｂ委員は御存じだと思うんですけれど、消費税も商品によって異

なると。お風呂の水、つまり水道が１０％で、何でペットボトルの水が８％。 

 

Ｂ 委 員：おかしいのはいっぱいあるよ。 

 

Ａ 委 員：お年寄りはお風呂も入るでしょう。そういうところの負担。困った人を助ける

と言いながら、困った人から税を上げている。今、消費税は幾らになっているか、御存

じですか。所得税と法人税をカバーするのが消費税。消費税が主流になってきているわ

けです。こんな国は、世界にありませんよ。 

  企業の税金とか、それから、所得税から国を運営するというのが基本なのに、消費税

をベースに、国の財政負担を求めていくという方針は、本当に日本だけではないです

か。それで、国民も大変な思いをしているということだと思うんです。みんなボロボロ

ですよ。安倍首相だけですよ、喧々、いけいけ言っているの。実質賃金は、５年間全部

下がっているんです。名目は上がっていますけれど、実際に使う金は下がっているわけ
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です。これで、消費が伸びるはずがない。消費が伸びなければ、ＧＤＰが上がるはずが

ない。そういう悪循環です。だからデフレから脱却できないんですよ。私の個人的な説

ですけれど。だから、私は決算統計で言おうと思ったのですが、この数字を、ちゃんと

後で点検をしていただきたいなと。 

  高野区長は、いろいろ頑張っていらっしゃいまして、私は一生懸命、今ほど働いてい

る区長は余り少ないと思うんですけれど、それだけ高野さんが頑張っていると思うんで

すが、問題は、この４年間で、ことしが一番きついかもしれない。借金が預金を上回っ

てしまうのです。借金の時代に入っているわけです。だけど、高野区長は、この４年間

でペイにすると言っているんです。借金と預金を。これは、大したことだと思うんで

す。所信表明で、ちゃんとおっしゃっていますから、どういう方向でやるか、そうする

と、これはある程度リストラとか、それからＡＩ化とか、いろいろなことをやると思い

ますが、大変な問題がこれから出てくるんではないかなと思います。 

  それで、一つお願いがあるのですが、いわゆる管理組合とか、それから特別基金とい

うのが、いろいろな部署につけてありますね、特別基金。基金財政がどういう種類があ

って、どういう金額が割り振られているのか。過去５年間の実績がわかれば、後で結構

ですから、お願いできたらと思っております。 

  基金のほかに、もう一つは、政策評価というのがあるんです。私、この間、初めて行

って、たまたま道路の政策評価の委員会、傍聴者は私だけだったんですけれど、道路に

は、私のイロハ、ちょっとわかっているんで助かったのですが、いろいろな政策評価を

やっていらっしゃるんですけれど、専門分野にも、理事者、説明者が多くて、結構いい

評価がついているのではないかと思うのですが、政策評価表がもしあったら出していた

だけると助かるなと思います。 

 

Ｂ 委 員：全員にね。 

 

Ａ 委 員：全員に。政策評価表、どういう評価されていくか、それをちょっとお願いし

て、よろしいですか。済みません、以上です。 

 

会    長：両委員から、大変いろいろなお話が出たのですが、他の委員からも、ぜひ御質

問を承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  御指名させていただいて、手前からというか、Ｆ委員、Ｃ委員、何か資料についての

御説明を求めることはございませんか。 

 

Ｃ 委 員：そうですね。この表を見て、区長の給料。資料１ですか。 

 

会    長：資料１ですね。 

 

Ｃ 委 員：２３区で一番下ですか。 

 



16 

会    長：そうですね。 

 

Ｃ 委 員：区長は要らないと言っているのではないだろうと思うんだけれど、せめて、真

ん中ぐらいに持っていっていただけたらと思います。以上です。 

 

会  長：Ｄ委員、いかがでしょうか。 

 

Ｄ 委 員：Ａ委員の非常に勉強された数字があって、質問が鋭いなと思いながら、委員で

いるこの立場で、非常に汗顔の思いをしておるんですが、私は中小企業の啓蒙を前回も

お話ししておるんです。議員と特別職の報酬について、ちっぽけな町の中小企業のおや

じの意見だと聞いていただければありがたいなと思うのですが、報酬というのは、労働

の対価、それから収入に対するバランスで行っているんだろうなと僕は思っておりま

す。 

  したがいまして、当区が歳入と歳出のバランスの問題で、どういうバランスであるの

かということと、それから労働の対価から鑑みると、今Ｂ委員もおっしゃるように、区

議会議員の活躍だとか、それから、区長についても、比較的身近でずっと拝見させてい

ただいて、いや、よく働く区長だなと思っております。その割には、Ｃ委員がおっしゃ

るように区長の収入が少ないのかなというのは、感覚的なものでしか、お話しできない

んですが、僕がもし区長の立場だったら、俺、もっと給料を上げるぞと言いたいぐらい

な感じはしております。 

  したがいまして、今回の特別職の報酬等の件について、今表になっている順位の中で

例えば区長の２３位は、ちょっと少な過ぎるのかなと。平均値も満ちていないという状

況の中では、各それぞれの特別職の収入のバランス等々を考えると上げるべきだろうな

と思います。 

  以上でございます。 

 

会  長：Ｅ委員、いかがでしょうか。 

 

Ｄ 委 員：済みません。大した質問ではないんですけれど、Ａ委員が質問するかなと思っ

て、しなかったので。資料の２４ページの国民健康保険料の滞納世帯数というのは、上

の段の平成２８、２９、３０年度と徐々に減ってきていて、その下の短期証発行の推移

というのが、平成２９年度からどかっと大幅減になっているんだけれども、この辺の理

由というのは、どう考えているんのでしょうか。 

 

Ａ 委 員：２年ごとですよね。 

 

総務課長：そうです。 

 

会  長：どうぞ、総務課長。 
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総務課長：保険証は、２年で更新をしておりますので、平成２９年度は保険証更新のタイ

ミングといったことから短期証の発行が多くなっているということを、国民健康保険課

には、確認をしてございます。 

 

Ｅ 委 員：あと、生活保護の方が、３年連続かな、減額されましたよね。それについて、

ちょっと若干確認したいんですけれど。 

 

総務課長：申しわけございません。生活保護については、御質問を後日お答えするという

ことでよろしいでしょうか。 

 

Ｅ 委 員：わかりました。 

  先ほどから、Ａ委員もさまざま言っていらっしゃること、私も同意できる部分も多分

にあるんですが、何しろ議員年金は、もう前から議員さんもなくなって、このままでは

いけないというので、議論はしているんです。忙しい身で、なかなか議論も進まないと

いう方向だと思うんですけれど、地方においては、Ｂ委員がおっしゃったように、本当

に報酬が少ないから、もうやる人もいなくて、無投票で、どんどん、ことしなんか見て

いても、当選という形で、選挙がなしという状況も多くあります。何か議員もさまざ

ま、今後の社会状況を見ると、本当にオリンピックで騒いでいるうちに、いろいろなも

のが値上げして、大変な時代になっている。医療費も上がってきそうだなとか、さまざ

ま不安要因もある中で、国もいろいろな形で工夫しながら、みんなが年金受給できるよ

うに誘導していると思うんですけれど、国民年金だけかもしれないけれど、あとは年金

基金をしっかり積み立てていくとか、ｉＤｅＣｏ等も利用してやっていくという方向も

ありますし、それぞれ工夫しなければいけないところだと思います。 

  それはさておいても、私は、報酬改定経過のときは、常に主張するのが一名だけでも

値上げ、値上げと言ってきました。やはり、それなりの報酬を出さないと。自分が議員

をやってきた立場で、職員の方は決められた時間という形で、仕事をしていらっしゃる

と思うのですが、議員の場合は２４時間、その議員のやり方ということもあるかもしれ

ませんが、本当にさまざまな区民の声を聞きながら働くという中で、本当に大変だなと

いうことを考えております。 

  区民の皆さんは、広報とかに出された金額でもって、これだけの金額をもらっている

のかという評価されているかと思いますが、実際、さまざまな形でおつき合いなどがあ

り、本当に足りなくなってしまう。私なんか冠婚葬祭で月１７万円と出たときありまし

たから、まいったなというぐらいに。つき合いもしなければいけないという中で、本当

に、議員報酬というのも考えなければいけないなと思ってきました。 

  あと、区長とかは、２３区中で何番目とかと評価はしてきましたけれども、平均値と

比べても、区長は月１１万円以上違ってきているわけです。副区長の場合は１万６，０

００円ぐらいですか、そんな感じできていますから、区長も区政のいろいろな不祥事が

あるたびに給料カットという形で責任を感じてやってこられたと思いますけれど、それ
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をいつまでも引きずってしまっているから、こういうことになってしまっているわけ

で、本当に上げられる機会にはしっかり上げる、今、皆さんおっしゃって、よく区長の

仕事ぶりを見ていらっしゃると思うんですが、本当に気力体力的に大変です。副区長

も、２人体制になったかと思うんですけれども、そういった、さまざまな役職のそれに

見合った金額というのを考えていく必要があると思いますので、私も上げる方向で考え

ていきたいなと思っております。 

 

会    長：では、Ｆ委員。 

 

Ｆ 委 員：今、皆さんから、区長の働き方について、いろいろなお話が出ましたけれど、

１１月１日の日に、ＨＡＲＥＺＡのオープンニング式典で、贈呈式があったときに、ち

ょうど区長は、選挙のたびに家を売る、そして、また売って、今の住まいは、マンショ

ンは賃貸だということを、冗談なのかもしれないんですが、そうおっしゃって、それだ

け区長は大変な思いをしながら、こうやって豊島区民のためにやっているというお話を

されていたので、ああ、気の毒にと。私の周りにいたお友達なんかも、ざわざわして、

区長はそんなに大変なのという感じでお話をしていました。本当にそれはいつも大変だ

と感じています。 

  この資料の平成３０年度の５０％減額というのは、一月だけですか。 

 

総務課長：一月だけです。 

 

Ｆ 委 員：一月だけ。１年ではないんですね。わかりました。 

  あと、もう一つお伺いしたいのは、就学援助の認定のところで、ことしは１，１９９

名とおっしゃいましたけれど、１，１９９名というのは、全体の小学生の何％に当たる

のか、ちょっと知りたいなと。 

 

教育部長：約８，０００名の小学生いますので。 

 

Ｆ 委 員：約８，０００名の中の１，１９９名。中学校は。 

 

教育部長：中学校は約２，０００名ですね。約２，０００名の中の８４３名。 

 

Ｆ 委 員：約２，０００名として、パーセントとかは出る。三十何％ですよね。 

 

教育部長：済みません、正確には小学生が８，６１８名、それから中学生が２，４９８名

です。ですので、計算して、小学生は約１４％。 

 

会    長：小学生が１４％。中学生は。 
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教育部長：中学生は２，４９８名です。 

 

Ｂ 委 員：何％。 

 

教育部長：小学生は約１４％、中学生は約２６％です。 

 

Ｆ 委 員：ありがとうございます。 

  子供の貧困とか、そういうような活動させていただいている中で、やはり大変な親と

いうのは、全然減らないというか、いつも目の当たりにしていますので、どんな状況な

のかなということを感じました。 

  小学生は、大して変わらないんですね、平成２７年度から。大体同じなんですけれ

ど、中学校は、ここの数字でいくと少なくなっていることは、親が共働きが多くなった

ということですね。 

 

教育部長：そうですね。中学生になると親の手が離れていくということもあって、部活に

行ったりとか。 

 

Ｆ 委 員：そういう捉えているのですか。 

 

教育部長：そうですね。仕事ができるように比較的なると聞いています、パートですと

か。 

 

Ｆ 委 員：わかりました。ありがとうございます。以上です。 

 

会    長：では、Ｇ委員。 

 

Ｇ 委 員：先ほどからＡ委員の話を聞いて、よく勉強されて説得力あるなと思って、聞い

て、感心していたのですが、ちょっと違うのは、区長がいい仕事しているというお話だ

ったかと思うんですけれど、私はちょっとそうは思わないです。例えば、最近ですと、

造幣局のところに保健所ができて、ちょっと不便なところにできたものだなと思って、

見ていたら、移転に１７億円かかって、５年間で撤退してしまうそうですよね。 

西口の芸術劇場の周りの開発にしても、それから東口の大きな、区民がとても使えな

いようなホールをつくるとか、そういうことを考えると、私は、もともと生活保護の人

たちのボランティアをやっているので、特に思ったのですが、ひどいではないかと思い

ました。 

  それで、生活保護は本当にずっと引き下げられているんです。平均すると１万円近く

下げられているんです。この間も裁判所に行って傍聴したのですが、いきなり下げたん

です。普通、物価スライド性で基準額は決まるんですけれども、そのとき、一気に下げ

たんです。それでどうして、そこで下げたのですがと聞いても、一切答えられなかった
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んです。 

  それで、いまだに、もう同じこと３回ぐらい続けているのですが、明確な答えが出て

こない。豊島区で見ると、住宅でアパートに住むのに、単身ですと５万３，７００円と

決まっているんです。もう、その金額で住めるところはないんです。アパートを貸して

くれるところがないと。こういうような状態の中で、どうして。それから、順位で考え

るのは、私は好きではないんです。区長の生活がどうなのか。議員も議員だし、今の生

活実態でどうだろうと考えて、基準で本当は出すべきではないかなと。今、本当にその

背景には苦しんでいる人たち、現在、補足率は２割から３割だと言われているんです。

あとの方たちは国民健康保険で苦しむ、年金で苦しんでいる方々だと思うんですが、本

当は、当然、生活保護でもいいような人たちが受けることができないでいる、こういう

実態もよく見て、議員報酬や区長等の報酬も決めていくべきではないかと私は思ってい

ます。 

  以上でございます。 

 

会    長：では、Ｈ委員。 

 

Ｈ 委 員：先ほど、Ｂ委員が議員のなり手がということをおっしゃっていたけれど、こと

し、当選した議員の方たち、若い方たちが随分いたなと、何か印象的なのは、ベテラン

の方が下位当選のほうが多くて、若い方がこんなに当選するんだなんて思いながら見て

いました。私は中学校のＰＴＡ連合会長を何年かさせていただいたので、Ｇ委員とは逆

の意見で、本当にいろいろなところに、私も呼ばれながらですが、区長は本当によく足

を運ばれているなという、区民に対する姿勢を私は感じながら、よく動いてくださるな

ということだったり、ことし、東アジア文化都市で、私はパートナーシップ事業に選ば

れて、１年間活動していましたけれど、そういう小さい団体の会にも、みずから足を運

んでくださったりしながら、働いている姿を見ると、やはり、もう少し報酬としてはあ

って当然ではないかなと思います。あと職員の不祥事によって、こうやって、もう５

０％も減額されたりすることもあるんだなということも思うと、私は上げて当然かなと

いうことを印象的には思いました。でも、ここにいる中で、本当に勉強になるという

か、いろいろなことを学ばせていただいているなと感じております。 

 

会   長：今日、いろいろな御意見も出てきたところでございますが、資料をそろえて、

次回というようなこともございましたので、可能な限り、次回資料の提供をしていただ

ければなと思っております。 

  Ｂ委員から御質問のあったことについては、これは、国会で法律を改正して、地方議

員の年金についてですが、一つの案としては、共済組合の特例加入というようなことが

できないのだろうかなんていうことが議論されているように承っております。ただ、こ

れも期間が一体どの程度の期間になったらば、年金の対象にするのかというようなこ

と、その他があるので、そう簡単な話ではないように思います。あと、先ほどお話があ

りましたが、議員によっては兼職をしていて、もともと厚生年金をかけているというよ



21 

うな方もいらっしゃいますし、個人で事業をしていた、あるいは退職してしまって、国

民年金というような方もいらっしゃると思うので、兼職している人とは、引き続き厚生

年金、それから国民年金になった人は、多分、地域型の国民年金基金というのはあると

思います。多分、あるのは都道府県単位かなとは思うのですが。私なんか職員年金型と

いうのに入りまして、めでたく年金基金を頂戴しておりますが、これは、掛金が国民年

金に比べて、相当高いわけです。相当高い分だけちゃんとしたものが返ってくると、こ

んな仕組みになっているようでございます。 

  ですから、若手議員も、それぞれ工夫していらっしゃるところかなと思いますが、Ｂ

委員がおっしゃるように、かつての議員共済年金というものを廃止した後、単純に、廃

止し放しということで、今日まで来ているということで、本当によかったのかなという

ことは、いろいろ、今議論している模様に承っております。ただ、どうなるのかという

ことについては、一つの方法として、共済組合特例加入、地方公務員共済組合の特例加

入ということだろうと思います。 

  では、いったい何年在職したら、特例加入に見合うだけの年金なのかというような制

度設計については、まだ、そんな方法があると、あるのではないかと言ったほうが正解

でしょうか、というようなことだと伺っております。もし、その辺のところの一般的な

資料でもあれば、次回出していただくと、Ｂ委員の質問に対する資料提供になるのかな

と思いますので、資料がもしあれば。 

  それから、Ａ委員からいろいろたくさんのことがございました。これも、ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。 

  私からは一点だけ、就学援助なんですけれども、小学校６年間の分母が８，６１８

名、中学校３年間の分母が２，４９８名。小学校は、これは当然、公立の小学校での話

ですが、そのまま公立の中学校に行くとすると、８，６００名の半分だと約４，０００

名になる。差が千七、八百あるんです。多分、その部分の人数が私立中学校などに行っ

ているということがあると思いますので、中学校のほうが一見するとパーセンテージが

多いように見えますけれども、これは、分母の中から私立中学校なんかに行く方が抜け

ているということを考えておかないと。中学になると、急に援助率が高くなるというこ

とでは、私はないように思うので。この辺は少し修正していただいたほうが。何か中学

校になってふえるということは、ちょっと統計上の処理をしておかないといけないのか

なということを感じましたので、もしその辺のところがわかれば。そこはもし、そのま

ま公立小学校から公立中学校に行ったとすれば、公立小学校に来ていない人は、もとも

と母数に入っていないはずですから、私立の小学校、国立の小学校というのは、もとも

と母数に、多分入っていないんだろうと思うんです。多分、これ、豊島区立の小学校に

在籍しているお子さん、豊島区立の中学校に在籍しているお子さん、小中一貫校の方は

入っているんでしょうけれども、中高一貫校がもしあれば、あれは都立の学校というこ

とになるので違うのかもしれません。豊島区には、多分対象はないということだろうと

思います。 

  ちょっとその辺のところは、補正していただくと、あるいは注記していただくと、中

学になると、何でこんなに多いのかという疑問についてのお答えになるのかなと考えた
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ところでございます。 

  本日のところ、委員の皆さんから概括的な御意見を頂戴いたしました。次回は、Ａ委

員からのコメントなどがあった資料、できる限り、御用意いただいて、それらも踏まえ

た上で審議をしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

会    長：それでは、次回の日程について、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

総務課長：次回、２回目の審議会でございますけれども、当初の予定ですと１２月１７

日、火曜日、午前１０時からとしておりましたが、議会日程の変更がございました。そ

れに伴いまして、大変申しわけございませんが、審議会の日程につきまして、再度調整

させていただきました。皆様に御連絡をして、調整した結果、多くの皆様に御出席いた

だける日程が１２月１３日、金曜日でございましたが、この日程で開催したと思います

が、いかがでございましょうか。 

 

会    長：よろしいでしょうか。 

 

Ｂ 委 員：午前中ね。 

 

会    長：午前１０時からですよね。会場はどちらになりますか。 

 

総務課長：会場は区役所８階、会議室８０７、８０８とさせていただきたいと存じます。 

 

会    長：今日の会場の少し倍ぐらいになるんですか。 

 

総務課長：そうです。倍よりもう少しです。 

 

会    長：では、帰りについでに場所も確認していっていただければと思います。 

 

Ｂ 委 員：見に来るんですか。一般の人が見に来るんですか。 

 

総務課長：傍聴ですか。 

 

Ｂ 委 員：傍聴は入るんですか。 

 

総務課長：傍聴につきましては、申請がありましたら可能です。 

 

Ｂ 委 員：広いところを使うのに、傍聴ないんですか。 
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総務課長：これからホームページで周知はしようかなと思います。 

 

会    長： それでは、本日は、これをもちまして、散会したいと思います。 

  どうもお忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございました。 

 


