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【横山会長】  おはようございます。定刻でございますので、特別職報酬等審議会を始

めさせていただきたいと思います。本日は大変お忙しいところ、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。私は本審議会会長の横山でございます。よろしくお願いいたします。 

 この会の運営は、委員の皆様方のご意見をいただきながら、皆様とご一緒に進めてまい

りたいと思いますので、活発なご議論をお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、本日ご出席の委員の方々に、皆様自席で結構でございますので、

自己紹介をお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、芳山委員から順に左回りでお願いいたします。 

【芳山委員】  芳山でございます。昨年度まで地方公務員安全衛生推進協会の理事長を

しておりました。どうぞよろしくお願いします。 

【岩田委員】  岩田と申します。元日本経済新聞の記者をしておりまして、今、フリー

のジャーナリストと、いろいろやらせていただいております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【岡田委員】  連合東京の岡田と申します。まさに今、私どもはこれから賃上げの交渉

に入っていくところでございまして、ほんとうは非常に期待をしているところでございま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

【黒田委員】  おはようございます。消費生活相談員の団体であります、全国消費生活

相談員協会の黒田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【𠮷田委員】  三輪田学園の𠮷田と申します。千代田区の中高一貫校の理事長・校長を

しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【山田委員】  日本大学の山田と申します。専門は行政学、地方自治の、特に広域行政

について検討しています。今日はよろしくお願いします。 

【湊委員】  弁護士をしております、湊信明と申します。元東京弁護士会の副会長をし

ておりまして、現在、東京弁護士会の中小企業法律支援センターの本部長代行をしており

ます。よろしくお願いいたします。 

【間部委員】  東京商工会議所事務局長の間部と申します。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

【出合委員】  出合でございます。現在、日本人事試験研究センターというところで、

地方公務員の試験問題を主につくらせて提供させていただいております。東京都はこの対

象に入っていないんですけれども、地方公共団体のほとんどがこれの対象にさせていただ
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いております。よろしくお願いいたします。 

【横山会長】  皆様、どうもありがとうございます。 

 次に、都側の出席者につきまして、事務局よりご紹介をお願いします。 

【栗岡総務局人事部長】  総務局の人事部長の栗岡と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、都側の出席者をご紹介させていただきます。遠藤総務局長でございます。 

【遠藤総務局長】  遠藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【栗岡総務局人事部長】  西海教育庁次長でございます。 

【西海教育庁次長】  西海です。よろしくお願いいたします。 

【栗岡総務局人事部長】  藤田議会局管理部長でございます。 

【藤田議会局管理部長】  藤田でございます。よろしくお願いします。 

【栗岡総務局人事部長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

【横山会長】  ありがとうございます。 

 これから審議に入るわけでございますが、その審議に入る前に、会長代理の選任を行い

たいと存じます。会長代理につきましては、当審議会条例第５条第４項の規定により会長

が指名することになっております。私といたしましては、都の審議会委員として豊富なご

経験をお持ちの芳山委員に会長代理をお引き受け願えれば大変心強いのですが、皆様、い

かがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【横山会長】  それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 次に、諮問を兼ねまして、遠藤総務局長からご挨拶をいただきたく存じます。 

【遠藤総務局長】  改めまして、ただいまご紹介いただきました遠藤でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、東京都特別職報酬等審議会の諮問に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、ご多忙のところ、この会にご出席をいただきまして、まことにありが

とうございます。また、皆様には、日ごろから都政に対しまして、さまざまな分野でご指

導、ご協力を賜っております。この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 さて、昨年の１０月１２日に東京都人事委員会から一般職員の給料表に関する勧告がご

ざいました。本日は、東京都人事委員会から給料に関する勧告があったことを受けまして、

特別職報酬等審議会条例第２条に基づきまして、特別職の報酬についてご審議をいただく
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こととなっております。 

 知事からの諮問文につきましては、席上に配付してございますので、ご覧いただければ

と思います。 

 それでは、よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。簡単ではございますが、私の

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【横山会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから審議に入ります。まず、初めに、事務局から関係資料の説明を

お願いします。 

【金久保総務局人事課長】  人事課長の金久保でございます。座ったままで恐縮でござ

いますけれども、資料の内容につきましてご説明申し上げます。 

 お手元にタブレットをご用意してございます。ページ番号は右上に振ってございます。

１ページと２ページにつきましては、次第と座席表。その次の３ページ目から資料となっ

てございます。４ページ目は本委員会の条例全文でございます。 

 ５ページと６ページで、東京都と国の平成３０年の給与勧告の概要についてまとめてご

ざいます。左側が東京都、右側が国という見方になってございます。東京都の公民較差は

プラス０.０３％、額にして１０８円でございました。２のポイントのところで、公民較差

がかなり僅少、差がないということでございますけれども、有為な人材確保の観点から初

任給を引き上げて、それに伴い、初任給付近の給料表を較差の範囲内でならすといった引

き上げがされてございます。なお、特別給、いわゆるボーナスにつきましては、民間に比

べて都職員の支給月数が少ないということから、支給の月数の引き上げを行うこととされ

てございます。 

 続いて、ページが飛びまして７ページでございます。東京都、国、そして主要道府県、

大都市等の給与勧告の状況につきまして、一覧をお示しさせていただいてございます。表

の左側、主要な道府県及び特別区の状況で、月例給につきましては、大阪府と特別区が引

き下げとなってございますけれども、他の道府県は引き上げとなってございます。特別給

につきましては、全て引き上げとなってございます。 

 続きまして右側、これは政令市の状況でございます。上から行きまして、仙台市、さい

たま市、川崎市、名古屋市、京都市、北九州市の６市が改定なし、そのほかは引き上げと

なってございます。一方、特別給につきましては全て引き上げとなってございます。 

 続いて、８ページをご覧いただければと思います。こちらは、平成３０年の東京都と国
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の一般職及び特別職の報酬等の月額を比較したものでございます。左側が東京都でござい

ます。重要条例局長及び条例局長に支給される金額につきましては、それぞれ９６万５,

０００円、８９万５,０００円となってございます。その下、現在の特別職の報酬等の額が

記載されてございます。これは、平成２７年度に開催された本審議会の答申に基づき改定

したものでございまして、平成２８年４月１日から適用されているものでございます。 

 続いて、右側は国の状況でございます。都の特別職と比較しますと、例えば国務大臣は

１４６万６,０００円となってございまして、おおむね都知事と同じレベルの報酬となって

ございます。なお、左下の備考欄に概要を記載してございます。知事の給与につきまして

は、現在特例条例を制定し、時限的な減額措置として知事給与を５０％減額してございま

す。また、都議会議員の報酬につきましても特例条例を制定し、議員報酬を２０％減額し

てございます。 

 続きまして、９ページをごらんください。９ページから１０ページでございますけれど

も、こちらの表につきましては、東京都及び国における特別職の報酬等の推移が、上から

記載されてございます。上から下にご覧いただきますと、報酬額のピークにつきましては

平成８年でございまして、その後、一般職の引き下げの改定が続いたことから、特別職に

つきましても引き下げが行われてきておりました。また、時期は、ずれますが、国も同様

の傾向となってございます。 

 続きまして、１１ページでございます。１１ページから１２ページにかけましては、平

成１８年度以降の本審議会の答申の概要及び答申に対する対応の推移を示してございます。

一部、例外の年もございますけれども、都の特別職の報酬等の改定につきましては、局長

級の職員に適用される指定職給料表の改定内容に基づいて行われるのが基本的な考え方で

ございます。平成２８年度につきましても、この考え方に基づいて改定の見送りの答申を

いただいているところでございます。詳細、中身につきましては、参考としてご覧いただ

ければと思います。 

 続きまして、１３ページでございます。こちらは、初めにご説明いたしました給与勧告

のもととなります官民の給与比較の状況について、月例給、それとボーナスなどをお示し

してございます。また。一番下には区部の消費者物価指数及び消費支出の推移について記

載してございます。 

 続いて、１４ページでございます。こちらにつきましては、過去１０年の都財政の状況

につきまして、決算ベースでその推移を記載してございます。この表の以前になりますが、
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平成１７年度以前は実質収支でマイナスが続いてございましたけれども、その後は財政再

建に一定の区切りをつけ、健全化を図ってきたところでございます。上から２行目の都税

収入でございますが、都においては法人事業税及び法人都民税、いわゆる法人二税の占め

る割合が税収で多いものでございまして、景気変動の影響を受けやすく、これまでも極め

て不安定な増減を繰り返してきておりました。そういったことから、今後の税収動向につ

きましては慎重に見きわめる必要がございます。また、歳出のうちの人件費の額と、歳出

総額に占める割合につきましても、資料の中段にお示ししてございます。平成２９年度で

は人件費の割合が２１.９％となってございます。 

 続きまして、１５ページから１７ページにつきましては、主要道府県、政令市、東京２

３区、多摩地域２６市の特別職の報酬の比較表を示してございますので、ご参照いただけ

ればと思います。 

 続きまして、１８ページでございます。これは、平成２８年度の答申内容でございます。

昨年度につきましては、給料表に関する勧告がなかったということから、本審議会の開催

を見送ってございますので、一昨年度の平成２８年度の答申をつけさせていただいてござ

います。平成２８年度におきましては、東京都の一般職の給料月額について、公民較差は

０.０２％ということで極めて小さいものでございまして、指定職を含めた給料表の改定が

見送られました。また、国の特別職のうち、内閣総理大臣等の俸給月額についても、一般

職の指定職職員に準じて改定は行われておりません。これらの状況から、２８年度につき

ましては、特別職の報酬等について改定の見送りの答申をいただき、改定を見送ったとこ

ろでございます。 

 １９ページは、委員の皆様方の名簿をつけさせていただいてございます。 

 以上で資料の説明は終わります。よろしくお願いします。 

【横山会長】  ありがとうございました。以上で資料の説明は終わりました。 

 これから質疑に入りたいと思いますが、その前に私から２点ほど質問させていただきた

いと思います。 

 まず、原則として特別職の報酬等の改定は、ご説明がありましたように、指定職給料表

の改定内容に基づいて行っておりますが、本年度は指定職給料表についてどのような改定

が行われておりますでしょうか。 

【栗岡総務局人事部長】  今回の都の指定職給料表の改定状況についてでございますけ

れども、国の指定職の俸給表が人事院勧告において改定なしとされました。そういったこ
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とですとか、あと、公民較差がかなり僅少、先ほど都の場合０.０３％で１０８円と申し上

げましたけれども、そういったことを踏まえまして改定が見送られてございます。 

【横山会長】  ありがとうございます。もう１点は、国の指定職俸給表の改定が行われ

ていないのはどのような理由によるものなのでしょうか。 

【栗岡総務局人事部長】  国の指定職俸給表の改定につきましては、従来から民間企業

の役員報酬を比較対象としてございまして、それを参考としながら行政職の俸給表の改定

状況等を見ながら考慮して行われているということでございます。 

 本年は、参考としています民間企業の役員報酬を下回っているという状況にはございま

したけれども、行政職俸給表の１０級の改定額等を勘案しまして、改定を行わないことと

判断されたと聞いてございます。 

【横山会長】  ありがとうございました。 

 私からは以上でございますが、先ほども事務局からの説明につきまして、委員各位にお

きまして、何かご質問がありましたら、どうぞご遠慮なくご発言をお願いいたします。 

 では、芳山委員。 

【芳山会長代理】  先ほどの資料の８ページで、知事等の特例減額と本審議会の答申の

関係ですけれども、知事の給料ないしは議員の報酬について、これまで２８年から、特例

減額がなされておりますが、それと本審議会の答申との関係はどう考えればいいのか教え

てください。 

【金久保総務局人事課長】  私のほうからお答えさせていただきます。本審議会につき

ましては、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、また、社会経済状況等を踏

まえまして、適正な報酬額の水準というのを審議していただいているところでございます

けれども、これまでも東京都はその答申内容につきまして、この答申を尊重しまして、そ

の答申を踏まえて報酬額を決定しているところでございます。 

 一方、議員報酬及び知事給与の減額措置につきましては、都議会、また、知事の自主的

な政治的判断に基づきまして、本来の報酬額を基準にしまして、そこから何％削減という

形で期間を定めて、特例的に条例を制定して実施しているというものでございます。減額

措置が実施されている期間については、確かに本審議会で答申された報酬額と実際の支給

額というのは異なる額になるわけでございますけれども、基本となる報酬額の水準そのも

のにつきましては、引き続き本審議会で議論していただく必要があると考えてございます。 

【横山会長】  いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 
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【芳山会長代理】  はい。 

【横山会長】  ほかの委員、いかがですか。 

 では、岡田委員、お願いいたします。 

【岡田委員】  質問といいますよりも、意見を言わせていただきたいと思います。 

 日本全体の中で賃金の引き上げをしていこうという全体の流れの中で、昨年に引き続き

それが据え置かれるということについては非常に残念に思います。とりわけ、他の道府県

や市町村の中でしっかりと引き上げをしている団体がある中で、首都東京の行政を担って

いらっしゃる皆さんがこういう形であるということは非常に残念だなと思っております。 

 それと、先ほどもご質問にありましたように、知事と議会の皆様たちのそれぞれの特例

減額という部分についても非常に残念だなと思っております。とりわけ２０２０年の東京

オリンピック・パラリンピックであるとか、あるいはそれをレガシーにした東京のまちづ

くり、今の災害の状況を見ると直下型の地震であるとか、あるいは台風、風水害への対策

など、様々な課題がある中で、やっぱりしっかりと働いていただくためにもしっかりと報

酬については受けとっていただきたい。そういう思いがございます。 

 そんな中で、教育長はそのままになっておりますけれども、教育長も、今学校における

長時間労働是正に向けて大奮闘をされていらっしゃいますので、ほんとうにこれは評価を

させていただきたいと思います。率直に、少し残念だという意見を言わせていただきたい

と思います。 

【横山会長】  ありがとうございます。事務局から何か、このご意見に対しましてご回

答等ございましたらお願いします。 

【金久保総務局人事課長】  ご意見ありがとうございます。これまでもこの審議会にお

ける報酬の決め方としましては、局長級の給料表である指定職給料表の改定状況をポイン

トとしまして答申をいただいてきたところでございます。東京都内の状況として、都内の

公民較差が僅少であった点から、指定職の関係につきましては動きがなかったというのが

ポイントとして大きいと考えております。 

 特例減額につきましては、先ほど申しましたように、政治的判断ということで、都議会、

知事が、特例的な措置ということで現在実施しているというところでございまして、その

辺は何とぞご理解いただければと思います。 

【遠藤総務局長】  総務局長の遠藤です。少々補足をさせていただきます。 

 報酬等の改定における基本的な考え方はただ今申し上げたとおりですが、一方で委員の
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おっしゃることも大変よくわかっております。そのような意見が出されているということ

につきましてはしっかりとお伝えさせていただきます。 

【岡田委員】  知事にも、こういう意見があったということはぜひお伝えいただきたい

と思います。 

【横山会長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 では、間部委員。 

【間部委員】  すいません、本筋とは違う質問かもしれませんが、２点お伺いします。

今、社会的には人手不足ということが非常によく言われている状況で、現実に顕著だと思

っておりますが、毎年の都庁の職員採用というところに関して、予定をされている採用数

が充足されているのかどうか。先ほど初任給の引き上げというお話がありましたが、都庁

の採用においても人不足という問題が起きているのか、そういった点を踏まえた上で採用

が順調に行われているのかどうかというのが１点目です。 

 ２点目として、実際、都庁で仕事をする中では、多様な能力が必要だと思っているんで

すけれども、そういった意味で、職員の方に対する能力開発であったり、あるいは人材育

成であったりという観点でどういった取り組みをされているのか、特筆的なところがあれ

ば教えていただければと思います。 

【横山会長】  では、お願いします。 

【栗岡総務局人事部長】  では、私のほうからお答えさせていただきます。採用状況に

つきましては、やはりその時々の経済状況によってかなり変動してございます。 

 一方で、都の場合、今後オリンピックを控えていることから、一時期採用をかなり増や

していたということがございまして、それによっても採用倍率が上下するという形になっ

てございます。 

 ただ、委員がおっしゃいましたように、そういった状況を踏まえて申し上げますと、職

種によってかなりばらつきがあり、事務系については一時期倍率がちょっと下がってはき

ていましたが、ほぼ５倍から１０倍ぐらいで推移しています。 

 一方で、技術系につきましては、今、民間企業さんともかなり競っているところがござ

いまして、かなり厳しいところがあって２倍から３倍に下がったときもありますし、教員

採用につきましてはかなり厳しい状況で、１倍から２倍程度だったと思いますけれども、

かなり厳しい状況になってございます。 

 そういったところにつきましては、さまざまな工夫をさせていただいておりまして、例
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えばセミナーを開いたり、あとインターンシップを開かせていただいたり、いろんな形で

ＰＲさせていただいてございます。さらに、ウエブ上でいろいろ宣伝をさせていただいた

りしてございまして、さまざまな努力をしているところでございます。技術系につきまし

ても、大学を回らせていただいて、研究室を回っていろいろＰＲさせていただいたりとか、

地道な努力をしているところでございます。 

 一方で、人材育成につきましては、これから人口減少社会になっていきますので、一人

一人の能力を高めていくのは非常に重要だと私どもは深く認識しております。都では、人

材育成基本方針みたいなものをつくらせていただいて、各職場でどんな人材をつくってい

くのかというのを、専門性を育てながらどうやって力を発揮してもらえるかということを

やっているところでございます。 

 また、先ほどの岡田委員のご質問の中で、報酬等について引き上げるべきということで

ございましたけれども、補足させていただきますと、今回は月額の報酬については改定が

ないんですが、ボーナスは増えてございます。どちらかというと、都内の企業は、月給を

増やすよりもボーナスで増減するという傾向がほかの県に比べるとあるのかなと感じてお

ります。これを踏まえ、都の場合、ここ数年は特別職も一般職も月給はあまり増えず、ボ

ーナスの月数が増えることによって総額で増えているという傾向がございます。その額が

この人材不足のときに適正な額なのかどうかというのは、確かにご指摘のところはあるの

ですが、そういった形で、今回ご審議いただいています月給のところは増えていないんで

すけれども、ボーナスのところは月数でやっていますので、そちらのほうが今回増えてい

るということがございますので、補足させていただきました。 

 以上でございます。 

【横山会長】  ご丁寧にありがとうございます。ほかにご質問は。 

 それでは、ご質問も出尽くしたようでございますので、知事から諮問のありました特別

職の報酬等の取り扱いにつきまして、現在の月額を維持したほうがいいのか、引き下げと

するのか、または引き上げとするのか、その考え方につきまして、忌憚のない皆様のご意

見を頂戴したいと思いますが、いかがでございますか。 

 では、湊委員、お願いいたします。 

【湊委員】  湊でございます。特別職の報酬等について、年間では増額があるというこ

とであれば、私は月額報酬につては据え置きということでよろしいのかなと理解しており

ます。 
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【横山会長】  ありがとうございます。ほかにご意見は。 

 芳山委員、いかがですか。 

【芳山会長代理】  私も同様でして、２８年度の答申と同じように、これまでの考え方

は指定職の給料表を主に基準にしていました。国家公務員の指定職、また都の指定職の給

料表の改定はないということでございますので、これまでの方針どおりに、改定を見送り

としたほうがいいんじゃないかと思っています。 

【横山会長】  ありがとうございます。ほかにいかがでございますか。 

 では、岡田委員。 

【岡田委員】  なかなか、新たな考え方を出すというのは難しいと思いますので、残念

ですけれども、見送りでよろしいかと思います。 

【横山会長】  ありがとうございます。 

 湊委員、どうぞ。 

【湊委員】  済みません、地域手当についてちょっと質問させていただきたいのですが、

知事と副知事と教育長については２０％の地域手当があって、議長と副議長と議員につい

ては地域手当の２０％が乗っていないというのはどうしてなんですか。同じように地域で

仕事をされていると思うんですけれども。そこの合理的な根拠を教えていただきたいので

すが。 

【金久保総務局人事課長】  知事の場合、いわゆる給与ということで、生活給的な側面

がございまして、議員につきましては報酬ということで、いわゆる生活給的なものではな

くて、純粋に勤務に対する反対給付としての性格が強いと解されてございます。 

 生活給的な色彩を持つかどうかで地域手当の有無が変わってくるという点がございます。 

【湊委員】  ありがとうございました。理解いたしました。それであれば、やはり改定

なしということでよろしいかと思いました。 

【横山会長】  よろしいでしょうか。 

 では、岩田委員、お願いいたします。 

【岩田委員】  特に意見というほどではないですけれども、民間も上げると言いながら

なかなか上がっていないという状況の中では、指定職も改定なしということであれば、据

え置きでいいんじゃないかと思います。ただ、今後、有為な人材を都で確保していくため

には、状況を見ながら考えなければならない問題もあると思います。特別職にどこまであ

てはまるかわかりませんが、そういった柔軟性みたいなものも今後必要になってくるのか
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なという気はしております。 

【横山会長】  では、出合委員、お願いいたします。 

【出合委員】  私も改定なしでやむを得ないと思うのですが、役人のときにこういう指

定職から総理大臣までの序列を一生懸命つくっていった側からすると、一回できた序列は

もう二度と崩さないというように、一律に改定をしたり一律に改定しなかったりという話

にどうしてもなりがちなんですが、実は、１つ１つの職を見ると、きっと職責が上がった

り下がったりしているんだろうと思うんです。そのあたりは、国務大臣よりも少なくとも

１万円低いのが知事でというふうに、金額の序列をいつまでも維持しなければいけないと

事務方の方は思われないで、必要に応じて考え方を変えて、例えば知事は改定するけれど

もほかはしないとか、逆もあったりとか、もう少し柔軟性を考えながら改定を考えていた

だくといいと思います。 

 ただ、そうは言っても、東京都だけがそれをやれと言ってもなかなか難しいと思います

けれども、職責というのをどういう形で見ていくのかというのは、研究をしていただくと

ありがたいなと思っております。 

【横山会長】  ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

【山田委員】  よろしいですか。 

【横山会長】  では、お願いいたします。 

【山田委員】  私は東京都という特殊性をどう見るかという点から意見を言わせていた

だきます。本来は、都知事は東京府知事であって東京市長なわけですから、かなりの激務

であって、それに見合った俸給が必要だと考えております。しかし、他団体と比較すると、

大阪府知事のほうが高かったり、東京は府知事と市長を兼ねているわけですから、それに

見合ったような金額を本来は設定すべきであって、別段、国務大臣より多くてもそれは構

わないと思うのですが、その辺は総合的に見直す部分だとは思っています。 

【横山会長】  では、事務局、お願いします。 

【栗岡総務局人事部長】  補足させていただきますと、大阪府知事の場合は、様々な行

政改革の中で退職金をなくすということをされまして、その際、退職金相当額を給料の月

額に繰り入れるということをされた関係もありまして、こういった形で月額が変わってご

ざいます。 

 先ほど、出合委員のご指摘もございましたけれども、行政改革とか様々な観点とか含め

て、今後報酬の全体のあり方については問題意識を持って対応していきたいと考えてござ
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います。一般職員の場合ですと、さっきご指摘があったように、管理職の質の中身が難し

くなったり、場合によっては簡素化されたりということもございまして、級別の改定の改

定率を変えたりとか、いろんな工夫をしてきたことはあるんですが、特別職については今

後の課題なのかなということで認識させていただいて、研究させていただきたいと考えて

ございます。 

【横山会長】  ありがとうございました。 

 ただいま、委員各位からさまざま貴重なご意見を頂戴いたしました。そうした種々のご

意見を踏まえた上で、特別職の報酬等の取り扱いに関する私の意見を申し上げたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 これまでの特別職の報酬等の改定は、原則としてということでございますが、指定職給

料表の改定内容に基づいて行われていることというのがベースでございます。それから、

今年度は公民較差がかなり僅少であるということ、また、指定職給料表については、給料

表の改定は見送られたということでございます。そして、加えて、国の特別職の報酬等及

び指定職俸給表も改定が行われていないということ。この３点から考えまして、今年度の

改定は見送りということで、現在の報酬等の額を据え置くとするのが妥当なのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、今年度の審議会における特別職の報酬等の取り扱いについては、改定は見送

り、現在の報酬等の額を据え置くという答申を行う方向で進めたいと思います。 

 ここで、事務局より答申に向けた具体的な案の作成をお願いしたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

【横山会長】  ありがとうございます。それでは、事務局のほうで準備が整うまで、し

ばし休憩としたいと思います。では、よろしくお願いいたします。 

（ 休  憩 ） 

【横山会長】  それでは、審議を再開します。 

 まず初めに、事務局から、議論のたたき台となる答申案等について説明をお願いします。 

【金久保総務局人事課長】  それでは、ご説明させていただきます。まず、ただ今お配

りした資料のうち、特別職の報酬等の改定について（案）をごらんいただければと思いま

す。事務局案としてご説明させていただきます。 
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 まず、改定の基本的な考え方としまして、今年度につきましては、指定職給料表におい

て給料月額の改定がなかったこと、それと、国においても特別職の報酬及び指定職俸給表

の改定が行われなかったことを踏まえまして、都の特別職の報酬等の額につきまして、据

え置きとさせていただきたく存じます。 

 下段に、報酬等の額につきまして、平成３０年度と３１年度の比較をお示ししてござい

ます。今申し上げましたとおり、給料・報酬等の額は据え置きとさせていただきますが、

先ほど議論にございましたとおり、期末手当の部分については、０.０５月の引き上げがな

されている指定職に条例上、自動連動されるものでございますので、その分が増額となっ

ているところでございます。 

 なお、括弧書きになるのは、先ほど議論でもありましたように、特例条例を制定しまし

て、今減額措置をされていますものですから、その部分について、知事、議長、副議長、

議員につきましては括弧書きが書かれているというものでございます。 

 続きまして、答申案についてご説明させていただければと思います。 

 まず左上、「１ はじめに」でございますけれども、こちらにつきましては、知事からの

諮問を受け、多角的な視点から審議したという内容でございます。 

 「２ 報酬等の現状」でございます。これまでの説明の中で使ってまいりました、報酬

改定に当たり参考とすべき指標の状況についてお示しさせていただいているものでござい

ます。 

 続いて右側、「３ 本審議会の意見」ということで、これまでの議論の要約を示させてい

ただいているものでございます。都の特別職の報酬等は、一般職の給与改定、国の特別職

の報酬等の状況、また、社会経済状況等を総合的に勘案して改定すべきものであるもの。

また、今年度東京都の一般職の給料月額については公民較差がかなり僅少ということで、

給料表等において適切な配分を行うことが困難であること。しかし、有為な人材を確保す

る観点から初任給を引き上げる必要があり、初任給引き上げと給料表の初任層における改

定が行われたところでございます。一方、報酬等の改定の基準となる指定職の給料表につ

きましては、改定は行われていないこと、また、国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給

月額につきましても、本年度は改定は行われなかったということ、加えて、現在の景気は

緩やかに回復しておりまして、今後の先行きも同様の傾向が続くことが期待されています

けれども、一方で、海外経済の不確実性等に留意する必要がありまして、引き続き予断を

許さない状況であること。これらの状況を勘案いたしまして、東京都の特別職については、
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今回の改定を見送ることが適当であるとしてございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

【横山会長】  ありがとうございました。ただいま説明のありました、改定に関する考

え方及び答申案につきまして、皆様のご意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 どうぞ。 

【間部委員】  もう既に、皆さんからご意見があったとおりだと思っておりますけれど

も、公務員の報酬に関しては、まず民間とのバランスを十分に考える必要があるんだと思

っておりますし、その意味で、公民較差が非常に僅少であるということを前提にして、指

定職の報酬については据え置きという判断も出ているわけですので、当然それに基づいて

特別職についても据え置くという方向性は、極めて結論としては妥当だと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

【横山会長】  ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

 ありがとうございます。今、間部委員からご意見賜りましたように、そういうご意見等、

また、先ほどの答申案の提示される前の皆様のご意見を踏まえますと、今、事務局から説

明があった改定に関する考え方や答申案についてご賛同いただけたものと私は理解してお

りますが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【横山会長】  ありがとうございます。それでは、答申文の決定を行いたいと思います。

本審議会としましては、特別職の報酬等の額につきましては、皆様に十分に議論を尽くし

ていただいたところでございまして、お手元の答申案は審議内容をふまえたものとなって

いると思います。したがいまして、当審議会の答申として決定したいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【横山会長】  それでは、答申として決定させていただきます。 

 次に答申を行いたいと思いますが、事務局の準備はよろしいでしょうか。 

【栗岡総務局人事部長】  はい。それでは、知事の代理として遠藤総務局長が答申をい

ただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

【横山会長】  わかりました。ただいまから答申いたします。 
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 本日、特別職の報酬等の額について慎重に審議した結果、答申文のとおり答申を行わせ

ていただきます。この答申の趣旨を尊重してお取り計らいいただきますよう要望いたしま

す。 

（横山会長から遠藤総務局長へ答申文手交） 

【横山会長】  ここで遠藤総務局長からご挨拶いただきたいと思います。 

【遠藤総務局長】  それでは、私のほうから一言御礼のご挨拶を申し上げます。 

 ただいま会長から答申を頂戴いたしました。まことにありがとうございます。また、委

員の皆様方には大変お忙しい中、ご出席いただきまして、熱心にご審議いただきましたこ

とをあわせて厚く御礼申し上げます。 

 頂戴いたしました答申につきましては、ご趣旨を十分に踏まえ、所要の手続きを進めて

まいりたいと思います。 

 また、この間議論いただきましたご意見、幾つか宿題もいただいたと認識しております

けれども、それについては真摯に検討してまいりたいと考えております。 

 今後とも、都政運営に対する皆様方のより一層のご指導、ご協力を心からお願い申し上

げまして、簡単ではございますけれども、私からのお礼の挨拶とさせていただきます。本

日はどうも、まことにありがとうございました。 

【横山会長】  ありがとうございました。以上をもちまして、平成３０年度東京都特別

職報酬等審議会を閉会いたします。委員の皆様には、ご多用のところ、まことに長時間に

わたりご審議いただきまして、厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


