
平成 27 年度 第２回特別職報酬等審議会（会議要録） 
 
１．日 時 平成 27 年 10 月 19 日（月）  午後 7 時 00 分～9 時 14 分 
 
２．場 所 中野区役所 4 階 庁議室 
 
３．出席者(10 名) 
（１）委員（五十音順：敬称略） 
   池田 祥子  石川  宏  小笹 敏和  菊島 末夫  櫛田 正昭 
   鈴木 和子  髙𣘺𣘺 夫紀子  福原 紀彦  古田 丈人  星野 新一 
（２）招聘  田辺教育長、小谷松監査事務局長、堀越区議会事務局次長 
（３）事務局 
   朝井経営室副参事（経営担当）、事務局職員 
 
４．議 題 

（１）中野区教育委員会の活動状況等について(教育長) 
（２）監査委員の活動状況等について(監査事務局長)   
（３）中野区議会の活動状況等について(区議会事務局次長) 
（４）配布資料の説明等について 
（５）議員報酬及び区長等の給料の適否について（審議）   

 
開 会 

（1）中野区教育委員会の活動状況等について（教育長） 

会 長 
それでは、定足数に達しておりますので、平成２７年度第２回特別職報酬等審議会を開催

いたします。 
それでは、お手元の次第に従いまして審議会を進行いたします。 
前回、報酬等の審議に当たり、教育委員会、区議会及び監査委員から関係者をお招きして、

お話を伺おうということになりました。事務局で調整をいたしまして、本日は、はじめに、

田辺教育長に出席をいただいております。 
審議会での教育長の給料につきましての審議は、初めてとなります。審議を行うにあたり、

教育長から現在の教育委員会の様子や教育長の活動状況等についてお話しいただいた後、意

見交換を行いたいと思います。なお、時間ですが、この後、監査事務局長、区議会事務局次

長にもお出でいただいてお話を伺いますため、少々タイトになりますが、意見交換も含め全

体で７時２０分頃までとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
お手元に配布させていただいております「平成２７年度 中野区教育委員会の活動状況

等」をご覧ください。 
それでは、早速ですが田辺教育長、よろしくお願いいたします。 
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教育長 
只今、御紹介いただきました教育長の田辺でございます、よろしくお願いいたします。 
皆様ご承知のとおり、4 月に法律が変わり新たな教育委員会の制度がスタートしました。

私は、旧制度の時から教育長として職務にあたっていましたが、3 月に一度退職し、4 月か

らの新たな制度のもとの教育長として任命をいただきました。これは、区長が、法律がかわ

ったので早く望ましい姿を実現させたいという思いと、私もそういった思いもあり、4 月に

新たに任命をいただきました。 
それでは、お手元に配布させていただいております資料「中野区教育委員会の活動状況等」

に沿ってご説明させていただきます。 
＜教育委員会、教育長の活動状況の説明(要点)＞ 
・教育委員会は、教育長 1 名と教育委員 4 名で運営しており、教育委員会の意思決定の場と

して合議制をとっている。 
・総合教育会議に出席し、区長と教育に係る政策について協議する。 
 教育大綱の策定について、年度末までの完成を目指し、現在協議を進めている。 
・小学校 25 校、中学校 12 校、幼稚園 2 園の運営に関すること、教職員の研修に関するこ

となど、年間 40 回程度、会議がある。 
・中野区の特色として区民との対話集会、懇談会を開催し意見を聞くこと、区役所外で教育

委員会を開催し、傍聴者から意見を聞くこと、関係団体との懇談会で意見を聞くことで、

区民の意見を反映するように取り組んでいる。 
・新たな制度では、教育委員長の職が教育長に一本化し、教育長が教育委員会の第一義的な

代表となり責任の所在が確かになった。 
・教育長が、教育委員会の招集や情報収集など行うことになり、意思決定がし易くなった。 
・教育委員長との相談ができなくなったので、責任が重くなった。また、教育委員会の代表

として出席する会議の回数も増えている。 
・区の特別職として、区の政策方針を審議する会議等へ出席することもある。 
・区独自の組織体制で、教育委員会は学齢期の子ども、学校を所管しているが、平成２３年

度から子育て全般に関する部署（当時：子ども家庭部＝現：子ども教育部）ができたため、

教育委員会と子ども教育部の事務を教育長が実質的に統括している。 
・子どもの成育歴が把握しやすい組織体制になっている。 
会 長 
ありがとうございました。各委員のご質問、意見交換の時間を取りたいと思います。せっ

かくの機会ですので、各委員の皆様、ご質問をよろしくお願いいたします。 
 
菊島委員 
新しい制度では、日常的な業務が増えたり、職務権限が強くなりましたか。また、教育大

綱と基本構想の関係は、どうなっているのですか。 
 
教育長 
 職務権限は強くなっていませんが、行事に出席する事も増えました。判断するという仕事

2 
 



の質の変化が大きいと感じています。基本構想は、区の最上位ビジョン、１０か年計画は、

基本構想を実現していくための計画、教育大綱は、各自治体で作成するように国が示した大

綱なので、位置づけとしては、基本構想と１０か年計画の間にあると考えていただきたいと

思います。 
 
石川委員 
 4 月に新たな制度の教育長として任命されたとのことですが、簡単な経歴を教えてくださ

い。 
 
教育長 
 旧制度の平成 21 年 12 月から教育長の職を担っております。私は、教職からではなく、

事務職から教育長になりました。 
 
石川委員 
 仕事の質も高まり、行事等の出席が増えたので、教育委員会事務局の仕事がおろそかにな

っているとは思いませんが、全体的な労働時間については、増えていますか。 
 
教育長 
 当然、職務については、きちんと行っておりますが、労働時間に関しては増えております。 
 
池田委員 
 教育長が教育委員会と子ども教育部を統括し、管理職は、兼務をしていると説明されまし

たが、資料にある組織図では、教育委員会と子ども教育部の組織図が一緒の構成とならない

のはなぜですか。 
 
教育長 
学校教育に関することは、教育委員会固有の事務であるため、全てが一緒の組織体系には

なっておりません。 
 
池田委員 
 中野区独自の組織体制で、教育長が教育委員会と子ども教育部の仕事をしているというこ

とですが、他の区の教育長であれば、教育長は教育委員会の仕事だけということですか。 
また、今回の法律改正とは関係なく、平成 23 年度から中野区の教育長は、教育委員会と

当時の子ども家庭部（現：子ども教育部）の仕事をしているということで良いのですよね。 
 
教育長 
そのように理解をしてください。 
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会 長 
今、私たちは、審議に当たり、一般的な教育長の仕事と中野区の教育長の仕事の内容をお

聞きして、理解することができていると思いますので、さらにご質問をどうぞ。 
 

星野委員 
 組織図にある人事の管理も、教育長が行っているのですか。 
 
教育長 
はい、そのとおりです。 

 
菊島委員 
 61人の事務局職員、880人の学校職員に対しての人事権限なども教育長にあるのですか。 
 
教育長 
人事異動、その他の人事に関することについても権限はございます。 

 
櫛田委員 
 保育園や幼稚園に関する人事については、権限がないということでよろしいですか。 
 
教育長 
そちらに関しましては、区長が所管する人事権限となります。 

 
池田委員 
 区長から教育長に任命されるにあたり、資格要件はあるのですか。 
 
事務局 
地教行法第 4 条第 1 項に“教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人

格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもの…”という要件がありますが、それ以外は、

ございません。 
 
星野委員 
 非常勤の教育委員の勤務日数は、何日位ですか。 
 
教育長 
委員会開催日数 40 日前後の他、対話集会、その他の行事に出席しております。 

 
古田委員 
 非常勤の教育委員の主な仕事は、会議に出席するということですか。 
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教育長 
はい。会議に出席し、教育委員会としての意思決定をしていただくことです。 

 
小笹委員 
 法改正により、立場もかわって、情報の集まり方なども変わりましたか。 
 
教育長 
法改正というよりは、大津の事件以降、区として、いじめの対策の方針を策定することが

求められました。中野区では、子ども、保護者及び教員に、年 3 回いじめに関するアンケー

トを行っており、結果は教育委員会に報告しております。 
 
会 長 
教育長の責任と権限が明確になりましたし、行政組織の独自性が高まったこともあり、リ

ーダーシップについても求められていますが、新しい制度のもとで、教育長ならでは、とい

うような意思決定をした場面とか、行いたいという事はありますか。 
 
教育長 
中野区の教育活動を豊かにしていくために、リスク管理が重要と考えています。その点に

ついては、リーダーシップをとっていきたいと考えています。 
 
会 長 
少子化の中、子どもの育て方については、多様化しています。行事は、教育長としてリー

ダーシップを発揮する大事な機会だと思います。沢山の行事に出席していただき、中野区と

しての子どもの育て方を、どんどん発信してもらうことを区民は期待していますが、どのよ

うにお考えですか。 
 
教育長 
そのとおりだと思います。区では、小中連携教育を推進しており、その良さを行く先々で

アピールしておりますが、さらに発信していきたいと思います。また、保護者に公教育の良

さを理解していただき、特色ある豊かな公教育の活動を行っていきたいと考えています。 
 

会 長 
時間も経ちました。教育長に対する質疑よろしいですね。今後、審議にあたり必要な資料

等ある場合は、事務局を通じてお願いしたいと思います。ご活躍を期待しております。あり

がとうございました。 
（教育長退席、監査事務局長着席） 
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（２）監査委員の活動状況等について(監査事務局長)   

会 長 
続きまして、常勤の監査委員の月額給料についても審議する必要がありますので、小谷松

監査事務局長にお越しいただいております。監査委員の活動状況について、お話しいただい

た後、意見交換を行いたいと思います。第１回に配付した資料「１５」をご覧になってお聞

きください。要点を絞ってご説明願います。よろしくお願いします。 
 
監査事務局長 
只今ご紹介いただきました監査事務局長の小谷松です。よろしくお願いいたします。 

それでは資料と年間計画表に基づきまして、ご説明いたします。資料１５をご覧下さい。 
＜監査委員の活動状況等を説明(要点)＞ 

・現在、中野区の監査委員は４人(常勤１人、非常勤３人)で、地方自治法で規定されている

法定数である。 
・監査委員の職務については、毎年行う一般監査（8 種類）と非定例に実施する特別監査（住

民監査請求など）がある。一般監査で一番大きなものは、定期監査で、区の前年度の財務

監査を行っている。 
・監査という仕事は、過去の事務事業の執行状況を調べて、適正な執行だったのかを区長や

議長に報告すること。 
・特別監査については、住民監査請求が年 1～2 件、23 区ほぼ同様な件数ある。 
・住民監査請求は、行政の財務会計に疑義があった時、請求がある。請求は 1 人でも可能。 
 請求があった場合、60 日以内に監査を行い、結果を通知する。 
・近年は、政務活動費に関する請求が多い。 
・監査結果は、委員の合議により決定し、意見を述べる。 
・週一回、４人の全監査委員が集まり「監査委員協議会」を開催し、協議を行っている。 
・監査委員協議会の活動については、資料のとおり。 
・財政援助団体監査とは、補助金を出している団体、指定管理者等に対して行うものである。 
・財務監査、決算審査などの結果や意見については、区長、議会への報告を行っている。 
・監査委員の定数については、地方自治法に定めがあり、都道府県及び政令で定める市にお

いては４人となっている。 
・この政令で定める市というのは、地方自治法施行令によると、人口２５万人以上の自治体

となっている。中野区は人口が３０万人以上のため４人となり、常勤監査委員を 1 人以上

は、置かなければならないことになっている。 
・選任される監査委員の基準については、地方自治法に定めがあり、識見を有する者と議員

から選任する者となっている。中野区の場合、識見を有する者 2 名と議員 2 名である。 
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・常勤監査委員については、識見を有する者から選出する定めになっている。 
・代表監査(常勤監査)の職務については、委員を代表するような委員長的なものではなく、

監査委員に関する庶務の処理を行う立場である。 
・職務内容から 23 区ほとんどの区では、常勤監査が代表監査を兼ねていることが多い。 
 
会 長 
 ありがとうございました。 

常勤の監査委員について審議するために、認識を深めたいと思いますので、ご質問があれ

ばお願いします。 
 
菊島委員 
監査事務局は何名でいらっしゃいますか。 

 
監査事務局長 
事務局長含め 6 名でございます。 

 
菊島委員 
区長や議会に対する監査結果の報告は、年何回行うのですか。 

 
監査事務局長 
区長と議長あてに文書で、それぞれの監査ごとに年 1 回行います。議長あてにつきまして

は、写しが議員に配られますので、実質、議会あてということになります。 
 
鈴木委員 
住民監査請求 2 件に対し、監査委員協議会が 13 回ありますが、どういうことですか。 

 
監査事務局長 
住民監査請求は 2 件でしたが、会議としては 13 回開催しました。これは、1 回の会議で

結論を出すのではなく、審査にあたり事実関係の確認やヒアリングを行い、結論を出すまで

に協議の回数を重ねたということでございます。 
 
櫛田委員 
事務局と監査委員の関係についてお聞きしたい。監査は、毎年定例で行っているというこ

とで、監査委員の方がリーダーシップをとって行っているのか、前例踏襲のような感じで同

じことだけを行っているのですか。 
 
監査事務局長 
地方自治法に基づいた監査としては、例年同じ事をやっていますが、内容については毎年
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異なりますし、個別の問題についても変わってくるので議論の内容が異なります。また、毎

年の議論の蓄積が翌年の監査に反映していくようにもなっております。 
 
髙𣘺𣘺委員 
監査委員協議会の活動状況で年計 117 回ありますが、全てに監査委員 4 人全員が出席さ

れているのですか。 
 
監査事務局長 
監査委員協議会は週 1 回、年間約 50 回程度ですが、議題が 1 回に 2～3 つある場合があ

りますので、議題の数としてご理解いただきたいと思います。 
 
星野委員 
常勤監査は、行政のＯＢということですが、必ず中野区のＯＢから選ばれるのですか。 

 
監査事務局長 
識見を有する者から選任しますが、それが行政ＯＢでなければならないという事ではあり

ません。ただ、これまでの選任実績では、多くの方が区のＯＢでございます。 
 
小笹委員 
現在の常勤監査の方の職歴は、財務系の方ですか。 

 
監査事務局長 
前経営室長でございます。監査は行政全般に対して行いますので、やはり行政全般の事務

を理解する必要があると考えております。 
 
小笹委員 
特別監査のうち、住民監査請求以外の実績は、最近ありましたか。 

 
監査事務局長 
職員の賠償責任についての監査が 4 年前に 1 件ありましたが、他はございませんでした。 
 

池田委員 
常勤監査委員の勤務形態は、どうなっていますか。民間の方でも勤務できますか。 

 
監査事務局長 
一般職員と同様の勤務形態でございますので、兼業は難しいと思います。 

 
小笹委員 
監査委員は兼業可能ですか。規程などがありますか。 
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監査事務局長 
区の業務に係る請負等の兼業禁止規程はあります。 

 
会 長 
制度上、常勤監査委員と代表監査委員は、同じ人でなくても良いのですよね。中野区は、

行政ＯＢを識見を有する者として選任し、代表監査委員と常勤監査委員を兼ねているという

ことですか。 
 
監査事務局長 
そのとおりでございます。制度上は代表監査委員イコール常勤監査委員ではございません。

ただし、代表監査委員は、監査委員に関する庶務の処理を行うので、ほとんどの自治体にお

いて常勤監査委員が代表監査委員を兼ねているのが実態です。 
 
会 長 
常勤監査委員の具体的な事務、職責、活躍について、もう少し説明してもらえますか。 

 
監査事務局長 
一定以上の規模がある自治体は、常勤監査を置くということが地方自治法にあるとおり、

他の監査委員や事務局と連絡調整を行いながら、最終的に監査委員の合議まで取りまとめる

重要な仕事を行っています 
 
会 長 
今の話の多くの部分は、代表監査委員についてではないですか。現在は、常勤監査委員が

代表監査委員を兼ねているから、そういう説明になるかと思いますが、常勤監査委員と代表

監査委員が別人だったならば、常勤監査委員が行うことを具体的に説明してください。 
 
監査事務局長 
同じ説明になりますが、他の監査委員や事務局と連絡調整を行うことや課題を整理して監

査委員との協議に臨むこと、そして最終的に合議まで取りまとめる仕事を行っています。 
 
菊島委員 
今の話は、やはり事務局長の仕事の話ではないですか。常勤監査委員の仕事は、もっとハ

イレベルな部分があるのではないですか。 
 
監査事務局長 
監査結果の内容については、監査委員しか協議に参加できません。事務局と連絡調整を行

い、課題を整理して監査委員との協議に臨み、最終的に合議まで取りまとめるという大きな

役割があります。 
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池田委員 
常勤監査委員は、行政ＯＢの方で識見を有しているということですが、識見とは、何か専

門的な知識、資格を持っているとかの定義はございますか。 
 
監査事務局長 
監査委員の選任については、区長の専権になるので口を挟めませんが、監査を行うには、

行政について充分に熟知していないと難しいとは思います。 
 
会 長 
中野区の常勤監査委員は、非常勤監査委員や他区の常勤監査委員とは違った仕事があると

か、具体的な仕事を質的、量的に示せませんか。 
 
監査事務局長 
それぞれの監査事象において、非常勤の監査委員では連絡調整をしていくのは難しいです。

常勤であるため、他の監査委員や事務局と連絡調整を行いながら、最終的な合議までをリー

ドし、取りまとめる役割が重要な仕事だと思います。 
 
会 長 
事務局長から見て、非常勤監査委員にはできない、常勤監査委員としての役割を果たして

いると感じるところはありますか。 
 
監査事務局長 
一定以上の財政規模がある自治体においては、常勤監査が行政の監視役となる役割が求め

られています。中野区の場合でも、その役割について期待していますし、十分に役割を果た

していただいていると感じております。 
 
小笹委員 
監査報告は、4 人の監査委員の合議を経て区長と議長に提出するということですが、その

前段で 4 人の監査委員が個々の監査結果の報告書を作成するのですか。 
 
監査事務局長 
個人では作成しません。ここで合議というのは、全会一致ということで、全会一致してい

ないと監査結果の報告書は提出できないということでございます。常勤監査委員には 4 人の

意見を取りまとめるという役割がございます。 
 
会 長 

では、中野区の 1 人の監査委員が「常勤」であるという意味、常勤監査委員の職責など

を次回の審議会にお伝え頂きたいと思います。事務局まで提出をお願いしたいと思います。 
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星野委員 
今の説明を聞いていて、最初、事務局長が行えば良い仕事かなと思いました。最後は常勤

監査委員の重要さが伝わってきましたが、常勤監査は名誉職なのかなと思いました。 
 
会 長 

そう思ってもらっては困るということで、あえて強く説明をお願いしています。常勤監

査委員の職務を知ることが私たちにとっても務めだと思いますので、常勤監査委員の職責な

どを理解するための資料などをお願いしたいと思います。 
 
池田委員 
反対に事務局からの目線で常勤監査委員がいることのメリットは何ですか。そんな事も教

えていただけると良いと思います。お答えは、次回でも結構です。 
 
古田委員 
監査の仕事ですが、監査計画表から４～６月はあまり仕事がないですが、この間の仕事の

密度はどんな感じでしょうか。 
 
監査事務局長 
４～６月は一番忙しい時期です。この間の財務監査は実地監査になりますので、連日、現

地の方へ赴いて実地監査を行っております。常勤監査委員は、ほぼ全て出席し、他の監査委

員は順番に出席して監査の立会いをしております。 
 
会 長 

ありがとうございます。改めて、常勤監査委員を理解するための資料を事務局を通じて

ご報告いただくよう宜しくお願いします。区民の立場で平等に区政に対しに声を届けるのは、

監査委員だと思います。更に「常勤」ということは、物凄い重みを持っていられるので、ぜ

ひ、その常勤監査委員の職務の重みをお伝え頂いて、私たちもそれに報いる形で結論を出し

ていきたいと思います。どうか誤解のないようによろしくお願いします。本日は遅くまであ

りがとうございました。 
（監査事務局長退席、区議会事務局次長着席） 
 

（３）中野区議会の活動状況等について（区議会事務局次長） 

会 長 
続きまして、中野区議会の活動状況について、堀越区議会事務局次長から中野区議会は

どのように活動しているか、第１回に配布した資料の「１３」と、お手元に配布させていた

だいております「議会における主な取り組み」をご覧いただきながらお聞きください。 
よろしくお願いします。 

 

11 
 



区議会事務局次長 
只今、御紹介いただきました区議会事務局次長の堀越でございます、本日は貴重なお時間

をいただきましてありがとうございます、よろしくお願いいたします。 
お手元の資料「１３」と配布させていただいております「議会における主な取り組み」を

中心にご説明させていただきます。 
＜区議会の活動状況、議会における主な取組みの説明(要点)＞ 
・定数、現員数 42 名。議長、副議長各１名、委員会の委員長、副委員長各 9 名、一般議員

22 名となっている。 
・一般議員 22 名の中には議会選出の監査委員(非常勤)として２名が就任している。 
・平成 27 年の請願・陳情の件数は、９月中旬現在で請願が 0 件、陳情が 18 件。内訳は、

採択は 0 件、不採択 5 件、取下げ 1 件、継続等 12 件。 
・中野区では、請願・陳情の審査にあたって、委員会を休憩して陳情者に補足説明など発言

する時間を設けており、他の区にはない仕組みであり、陳情の意図を踏まえた審査ができ

る制度が整っている。 
・中野区議会は開かれた議会をめざしており、広く区民の傍聴を認めている。 
・特別委員会の傍聴数は、８１人。特別委員会の数が多くなっているが、5 月の改選のため

委員会構成がかわったことによるものである。現在は３特別委員会。予算・決算の特別委

員会は従来どおりである。 
・区議会議員は、常任委員会同様、いずれかの特別委員会に所属している。予算・決算につ

いては、全員が所属している。 
・資料のペーパーレス化に向けた取り組みから、タブレット端末を一部議員に貸与し、平成

２５年第２回定例会から試行している。今年度、無線ＬＡＮの環境を整備し、全員が使え

る環境を整えた。先の第 3 回定例会より本会議場で使用をはじめた。順次、対象会議を拡

大するとともに、地方議会にも視察に行き、研究を深めている。このタブレット導入の取

組は全国でも少なく、他自治体からの視察も受けており、26 年度 10 件、27 年度は既に 7
件受けている。 

・政務活動費の領収書については、27 年 5 月交付分から 1 円以上のすべての領収書を添付

することにした。 
・平成 26 年 4 月にホームページのリニューアルを行い、26 年度のアクセス数は前年度から

約２倍に増加している。中野区の特徴は、本会議、委員会の議事録が全て掲載されている

ところにある。 
・新しい区役所整備に向け、議会機能について研究を始めたところである。 
・中野区議会は、タブレット端末の試行など、他の議会を牽引する立場で意欲的に活動を行

っている。 
 
会 長 
ありがとうございました。皆さんは、区議会については、区議会だより、広報で活動につ

いて理解していると思いますが、議会事務局からみて、他区と比べて議会改革や議会運営に

おいても取り組みが進行していることを紹介いただきました。また、前回お配りした財政白
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書、主要施策の成果等も区民を代表して議会がチェックしてくれたことがお分かりになった

と思います。ご質問とあわせて、意見交換の時間を少し取りたいと思います。せっかくの機

会ですので、各委員の皆様、よろしくお願いいたします。 
 
古田委員 
 タブレット端末の使い方、活用方法を教えてください。 
 
区議会事務局次長 
 主に委員会資料の閲覧用になります。予算・決算では、300 種類程度の資料があり、全て

を紙で提供すると 10 センチ程度になるので、電子で見ていただくことにしております。 
 
会 長 
ペーパーレス化に伴った、人力による資料配布のソート作業の短縮時間や紙の節約量の変

化がわかると良いですよね。そういう所から、議員さんの節税意識や自身のペーパーレス化

への努力がわかると思います。 
 
櫛田委員 
現在、タブレットと紙を併用しているのですか。 

 
区議会事務局次長 
 現在試行段階なので、タブレット貸与者は 10 名程度です。貸与者については、紙資料は

お配りしていません。 
 
小笹委員 
議員さんの勤務日数については、どのように捉えるべきですか。 

 
区議会事務局次長 
 会議日数については 100 日程度ですが、議員活動には他にも調査・研究や、地域の方と

の意見交換する広報広聴活動などがあります。会議だけではなく、地域での活動も含めます

と 365 日通じて議員活動をされていると考えております。 
 
小笹委員 
 単純に労働時間、量だけで判断できないと思っています。では、議員の仕事だけでなく、

企業経営者などの他に職業を持っている方は、いらっしゃいますか。 
 
会 長 
 私たちは、報酬を適正に審議するために議員さんの実態を知る必要があります。議員さん

の兼職とか兼業率わかりますか。 
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区議会事務局次長 
 ほとんど専業になりますが、42 名中 35 名が専業、6 名が兼業、1 名が不明でございます。 
 
会 長 
 以前、政務活動費が足りなくて報酬を調査活動にまわしていると聞いたこともあります。

現在は、それ位議員活動が多岐にわたってきているのですか。 
 
区議会事務局次長 
地方分権に伴い、政策課題も複雑化しております。学んでいただかなければならない政策

の現状、法改正の内容など、かなり複雑多岐になっているかと思います。 
 
会 長 
 地方自治法も改正されて、かなり複雑になってきていることは承知しています。事務局か

ら見て議員さんは、しっかり勉強していますか。 
 
区議会事務局次長 
専門的な資料を購入したり、会派内での勉強会、研究会など行っていることは承知してお

ります。 
 
星野委員 
 政務活動費の額はいくらですか。また、どのような渡し方をしていますか。 
 
区議会事務局次長 
 1 人あたり月額 15 万円、年間 180 万円となります。四半期ごとに前払いし、領収書を添

付して精算しております。 
 
菊島委員 
 政務活動費は金額として足りているのですか。余る方は、いらっしゃいますか。 
 
区議会事務局次長 
 会派毎にお渡ししますので、会派内での融通ができますが、足りている会派も足りていな

い会派もあります。政務活動費が余った場合は、精算で返還されております。また、無所属

議員の方には、政治信条として政務活動費を申請しない方もいらっしゃいます。 
 
石川委員 
以前、議員定数について議論していると聞きましたが、この前の選挙では 42 名のままで

した。今後、定数削減についての議論はされるのですか。 
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区議会事務局次長 
 現在も検討課題にはなっておりますが、前期においては、直ちに減らすことまでの結論に

は至りませんでした。区民ニーズの拡大、地方分権が進展して複雑多様化する中で、ふさわ

しい人数について、さらに検討が必要ということで継続課題になっております。 
 
古田委員 
杉並区の人口と議員に比べて中野区の議員は多い気がしますが。 

 
会 長 
いただいた資料からも議員一人あたりの人口もわかりますが、単にそれだけでは決められ

ないですし、私たちは、一人当たりの月額報酬しか審議しておりませんが、中野区全体の財

政からみた議会経費のバランス、議員定数も重要だと思います。中野区の財政の中で、議会

運営に関係する経費がどれ位かわかりますか。わかれば審議しやすいと思いますので、可能

であれば次回、資料をお願いします。 
 
星野委員 
費用弁償というのは、議会に出席した回数で支払われるものですか。 

 
区議会事務局次長 
会議に出席した回数ではなく、出席した日数になります。 

 
星野委員 
議員に定年はあるのですか。 

 
区議会事務局次長 
選挙に定年がございませんので、議会にも定年はございません。 

 
会 長 
区議会事務局次長から、貴重なご報告をいただきました。ありがとうございました。 
本日は、私たちの判断の前提となる話を聞くことができました。いろいろな情報が入って

きましたので、次回から実質的な審議に入っていきたいと思います。 
（区議会事務局次長退席） 
 

（４）配布資料の説明等について 

会 長 
本日は時間の都合上、審議はいたしませんが、先日、特別区人事委員会勧告もあったそう

です。審議の前に認識を深めていただきたいと思います。今回も配布資料がありますので、

資料の説明をお願いします。 

15 
 



朝井副参事 
まず、第１回審議会の会議録を用意してあります。お持ち帰りのうえ、ご確認いただいて

修正等あれば、次回までに事務局にご連絡ください。その後、ホームページに掲載する予定

です。次に、今回配布した資料をご覧ください。 
～第２回資料の説明～ 
 

会 長 
はい、ありがとうございます。一般職員については、説明にあったような内容で手続きを

取られるという事です。私たちは、特別職の給料について議論していますが、同じ職場で働

いている人ですので、これらを参考にしていきたいと思いますので、ご一読をお願いします。 
 
会 長 
 では、次回以降の予定ですが、今日はヒアリングに務めましたが、審議に資する質問、資

料要求については、メールでも構いませんので、一週間以内に事務局へ連絡してください。

会長名で資料等の作成依頼をいたしますので、その内容については、一度拝見させていただ

きます。そして、次回までに審議に役立つ資料として加えさせていただきたいと思います。 
 
会 長 
それでは、次回、第３回審議会は、１１月１８日（水）午後７時からとなりますので、各

委員の皆様よろしくお願いいたします。 
第４回の日程についても、委員の全員が揃う日程ではございませんが、１２月１４日（月）

午後７時からということで本日設定させていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
各委員さんから何もなければ、本日の審議会は、終了いたします。長い時間、ありがとう

ございました。 
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