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3 課題と問題点 
① 支援措置 
内容、財政上の措置とも狭いもので、特区申請のインセンティブがわかない。結局は、

求めに応じて規制を緩和するので自己責任で実施すべきとなる。 
 
② 構造改革特区における課題を克服できたか、 
構造改革特区は、官庁セクショナリズムの下で、権限を保有する中央省庁の承認を必要

とするため、実効性が挙がらなかった。今回の総合特区法は、この点を克服できるのだろ

うか。この点、以下の国会における片山大臣の答弁を参照 
 「柿澤議員が御指摘の、具体的に規制の緩和をどうやって進めるのかというのは、実は

本当に最大のポイントだと私も思います。その際に、おっしゃったように、内閣府対各

省というとらまえ方ももちろんあるんですけれども、実は、内閣府といっても、内閣系

のところもしょせんは官僚の人たちがやるわけで、官僚対官僚になるわけです。私は、

むしろこの種の問題というのは、そういう内閣府とか内閣官房対各省という取り合わせ

よりは、政治対官僚組織という枠組みでとらえた方がいいんだろうと思います。 幸い、

今の政権というのは政治主導ということを標榜して今日に至っておりまして、従来のよ

うな、役所の抵抗に遭えばおおむねそれが通ってしまうというやり方ではなくて、必要

な調整を政務が率先して行うということになっておりますので、まさにこの総合特区な

どで各省がネガティブな姿勢を示した場合には、ちゃんとそれぞれの所掌の大臣以下の

政務三役がおりますので、その政務三役が中心になって協議をして物事を打開していく、

こういう手法が私は一番有効だと考えております」。 
 
③ 上書き権問題 
 民主党が出した条例による上書きは、法令の規定に関わらず、条例で規制を緩和しよう

とするもの。上記②の課題を条例制定権限を拡大することにより、克服しようとする試み。 
 法は、特例措置として条例委任できる対象を政省令とし、かつ、府省所管省令について

内閣府令をかませることで、条例委任をしやすくさせるという構成で、現行法解釈のもと

ではやむをえない措置と考えるべきか。 
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【地方議会議員年金制度廃止にかかる「地方公務員等共済組合法の一部を改正

する法律」】 

堀内 匠 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
１．制度の沿革 
 地方議会議員年金制度は、1961（昭和 36）年に任意加入の互助年金制度として議員立法
で地方議会議員互助年金法が公布されたことによって設立された。同法は互助年金として

の性格を明記していたが、同時に、「この法律に基づく地方議会議員の互助年金制度は、新

たに地方公務員の統一的な退職年金制度に関する法律が整備される際、これに統合される

ものとする。」とする附則（附則第 4 条）がつけられており、1962（昭和 37）年９月に地
方公務員共済組合法が公布されると、この中に議員の互助年金制度であった地方議会議員

年金制度も取り込まれ、これによって強制加入の年金制度として生まれ変わった。 
 地方議会年金制度については、４年毎に再計算を行い、その結果を受けて改正が検討さ

れてきた。昭和 40 年から平成 7 年にかけては、掛金率の引き上げ、公費負担制度の導入、
被用者年金との重複期間相当の議員年金額の一定割合を控除する措置の導入、高額所得者

の年金額の一部支給停止や支給開始年齢の引き上げ、期末手当の額から特別掛金を納付す

る制度の創設が行われる等、累次の改正によって財政健全化措置が講ぜられたものの、条

例定数の削減や市町村合併による議員数の減尐、運用利回りの低下、高齢化に伴う年金受

給期間の延び等により年金財政が悪化してきた。 
 
２．審議会等における検討 
（１）地方議会議員年金制度検討会（2000年 12月設置） 

 こういった状況を背景にして、2000（平成 12）年 12 月に、総務省に地方議会議員年金
制度検討会（座長：西尾勝・国際基督教大学教授（当時））が設置され、対応策の検討が行

われた。 

第４章（議員年金） 

本法改正は、地方議会議員年金制度の廃止に伴って地方公務員等共済組合法の一部を改

正するものである。地方議会議員年金制度は昭和 36年に地方議会議員互助年金法が公布
されたことによって設立され、４年ごとに再計算が行われて存続してきたが、条例定数

の削減や市町村合併による議員数の減尐、運用利回りの低下、高齢化に伴う年金受給期

間の延び等により年金財政が悪化していた。そうした現状から、平成 17年度に設置され
た地方議会議員年金制度検討会報告による制度存続案、廃止案から関係団体の意見等を

踏まえて調整した結果、制度を廃止することとし、平成 23年 3月 11日に廃止後の受給
資格者への給付方法やその水準、退職一時金の額といった経過措置を盛り込んだ法案を

閣議決定、4月１日に通常国会のうえで 5月 20日に本会議で可決、成立した。この法律
は、一部を除き平成 23年 6月 1日から施行された。 
 

第４章（議員年金）
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 このとき以来、地方議会議員年金制度検討会において市町村合併の進展等を見つつ大幅

な改正の検討が進められてきたことが、今回の地方議会議員年金制度廃止につながった。

そこで、今回の改正法の経緯については、2000年からの３期に渡る地方議会議員年金制度
検討会の検討状況を簡単に整理することから始める。 
 
①  検討会報告 

 ６回の会議を経て、平成 14（2002）年２月に発表された報告書では、以下のような見直
しを提言した。 
 
収入面 
・掛金率 
都道府県 12%（+1%）、市 13%（+2%）、町村 15%（+2%） 
・特別掛金率 
都道府県 2%（+1.5%）、市・町村 5%（+4.5%）（２年間は 2.5%） 
・負担金率 
都道府県 10%（+0.5%）、市 10.5%（+1%）、町村 11%（+1.5%） 
 
給付面 
・年金算定基礎率を現行の水準から 20%引き下げた 40/150とする。制度改正前に議員歴を
有する者については、経過措置として、10%引き下げた 45/150に止める。 

・年金算定の基礎となる標準報酬年額を、退職付き以前１年間の標準報酬月額の総額から、

退職前 12年間の標準報酬月額の総額を 12で除した「平均標準報酬年額」とする。 
・被用者年金との重複期間を有する場合の退職年金の控除割合を 25%から 40%程度に引き
上げる。 
・一時金の給付率を現行の水準から 20%引き下げる。制度改正前に議員歴を有する者につ
いては、経過措置として、10%の引き下げに止める。 
・高齢所得者に対する退職年金の一部支給停止措置の基準を原則 20%引き下げる。 
 
以上の改革案については、平成 14年改正において実現されることとなった。 

 一方、会議では、上述のような地方議会議員年金の財政状況が悪化することの背景とし

て、給付資格が 12年と短く、地方議会議員年金制度が給付面のみ国会議員互助年金制度に
準拠した制度設計になりながら財政方式は公的年金制度に類似した方式をとっているとい

った制度的な問題点も指摘された。しかし、地方議会議員の在職期間の長期化が懸念され

ることや、期間通算される公的年金制度とそうではない地方議会議員年金制度、一般のサ

ラリーマン、公務員に適用される公的年金制度と公選議員に適用される議員年金制度とを

同列に論ずることは適切でないことから、年金受給資格については変更しないこととした。 
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 さらに、退職年金の支給開始年齢に係る経過措置については、地方議会議員は概ね４年

に１度行われる選挙により、年齢に関係無く議席を得ることとなっており、平成 12年の公
的年金における報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げに際しても地方議会議員について

は変更していないことから、支給開始年齢については変更しないこととした。 
 
②  検討会における議事 

検討会では、条例定数の削減や市町村合併による議員数の減尐について当初議論が集中

したようである。 
 地方議会議員の年金財政について、現行制度を前提に現行の掛金率・負担金率を維持し

た場合、いずれの議会議員共済会も 20年間以内に積立金が枯渇するとの見込みが示された
ものの、この試算が市町村合併の推移について不透明であるためこの影響を入れず、また

議員数をその間一定としていたことから委員からは異論が相次いだ。 
 当時、政府与党は行政改革大綱において合併後の自治体数について 1,000 とする目標を
示しており、また、各都道府県は合併パターンを示して域内市町村の合併を促していたこ

とから、これらに沿った推計値を示すことを求める声が出されたものの、事務局は「この

要綱に基づく合併パターンが直ちに自主的、主体的な合併に結びつくものではないのでは

なかろうか。それから、試算の前提として、例えば必要な市と町村の区別、それぞれの数、

あるいは合併の時期が明らかになっていないことから、この合併パターンを前提として議

員年金の制度設計を見直すのは尐し難しい」として推計を行うことについては見送った。 
また、合併については、旧・合併特例法（昭和 40年法律第 6号）で「国は、自主的な市
町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第１５１条第１項に規定する市議会議員

共済会及び町村議会議員共済会の運営状況等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な

措置を講ずるものとする。」（第 16条③）とされていることを受けて、法律が定める必要な
措置としての合併の推進が共済会の収支に及ぼす影響について①町村の積立不足による移

換金の移換不足、②定数減、③給付単価の増、という３点を整理したが、合併関係の問題

については切り離して、合併以外の理由による積立金枯渇という事態に対処すべく、概ね

今後 20年間を対象として制度が安定的に運営できるよう対応策を検討することとした。 
検討会では、在職最後の１年間の報酬額によって実際に受け取れる年金の給付額が決定

されることから、町村が市に吸収されることによって議員の報酬年額が増えた議員が退職

するとただちに給付単価が増加するという問題についてこれを改正することは「合併を阻

害する」として一度は退けられたものの、報告書では結局公的年金制度との均衡を考慮し

て 12年間の平均標準報酬年額が採用され、合併に棹さす形となっている点は、今回の検討
会を合併問題とは切り離すという整理を受けたものか、または議員の厚遇に関する世論の

批判を気にしたものかは不明だが、興味深い点である。 
平成 12年検討会は、以上のように、合併の推進が共済会の収支に及ぼす影響について整

理したものの、合併による影響については「さらに合併が進展した場合には、別途の措置
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を検討する必要がある」として先延ばしした。 
 
（２）地方議会議員年金制度検討会（2005年 7月設置） 

 2000（平成 12）年検討会で示されたように、市町村合併が進展すると合併前自治体の議
員の多くは退職することになるため、年金受給者が増加し、年金財政を圧迫する。また、

平成合併が小規模町村に多く行われた合併であったために、合併した小規模町村は市とな

り、町村議会議員は市議会議員として退職していく。この際、町村の積立金不足により、

市議会議員年金共済への移管金は、積立金の不足により必要額を下回り、市議会議員共済

会の年金財政を圧迫する。こういった事態は当初から予想されていたところではあるが、

むしろ年金の支給に関しては、これが合併を阻害する要因とならないよう、給付資格や年

齢について特例を設けてきた。また、先にみた通り、2000（平成 12）年検討会は合併の影
響への対処について先送りしてきた。 
先に年金制度を改正した 2002（平成 14）年以降、市町村合併が進展した結果、きわめて

短期間に市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の併せた会員数は３割（2006年時点）
減尐した一方、退職年金受給者が増加する見込みであったため、2008（平成 20）年までに
積立金が枯渇する見通しとなった。また、市町村合併の影響を直接には受けない都道府県

議会議員共済会においても、年金受給者の高齢化の進展等によって 2019（平成 31）年度に
は積立金の枯渇が見込まれる状態となった。 
 
検討会報告 

 2005（平成 17）年検討会は、このような収支状況の上で、対応策を検討する対象期間と
して、翌 2006（平成 18）年２月に発表された報告書によれば以下の理由から再び今後 20
年間を対象とし、この間制度が安定的に運営できるように対応策が検討された。 
①公的年金制度と異なり、地方議会議員年金制度は、年金受給資格を得るために必要と

される在職年数が短いこと 
②社会経済情勢の変化が大きい中で極めて長期にわたる試算を前提に制度を検討するこ

とは、逆に当面の制度の安定性を損なう可能性があること 
③市町村合併の進展の影響により年金財政に生じた収支の不均衡が改善されるための期

間を見込む必要があること 
 
 市町村合併の進展による影響については、旧合併特例法の申請期限が 2005（平成 17）年
３月末までとされており、状況を見通すことが可能となったため、2005（平成 17）年検討
会ではこれへの対応策を中に必要な措置について検討することとなった。主要な措置とし

ては、短期間に多くの会員や受給者が町村議会議員共済会から市議会議員共済会に移行し

たことから、市・町村議会議員共済会の財政単位を一元化し、保険料を一本化するととも

に、「同一負担、同一給付」とするため、両共済会の間の財政調整制度を導入することとし
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た。また、極めて厳しい地方議会議員年金の年金財政の状況を勘案し、既裁定者について

もその給付の引き下げに踏み込むこととしたものである。 
この検討会で取りまとめられた対応策は以下の通りであり、平成 18年にこの通り改正さ
れた。合併による影響が市町村と都道府県では全く異なるため、収入面についてはそれぞ

れ市議会議員共済会および町村議会議員共済会と都道府県議会議員共済会の場合とは分け

て見直しが提言された。 
 
収入面 
・掛金率 
都道府県 13%（+1%）、市 16%（+3%）、町村 16%（+1%） 
・特別掛金率 
都道府県 2%（据え置き）、市・町村 7.5%（+2%） 

・負担金率 
都道府県 10%（据え置き）、市 12%（+1.5%）、町村 12%（+1%） 

 
給付面 
 給付については従来通り同一の取り扱いとする。 
・年金算定基礎率 150分の 35（－12.5%）とする。既裁定者についても 10%引き下げる。 
・年金受給資格（12年）を１年超えるごとの年金算定基礎率加算を150分の0.7（－12.7%）
とする。 
・制度改正前に議員歴を有する者については経過措置を設ける。 
・在職加算年数の上限を 50年から 30年に引き下げ。 
・高所得者に対する退職年金の一部支給停止を見直し、支給停止が開始される退職年金の

額を 12.5%引き下げ、課税総所得金額を 700万から 500万に引き下げ、一部支給停止の
方法を 35～50%の超過累進での停止から一律 50%停止へ見直す。 

 
 市町村合併の進展による影響に対しては、旧合併特例法（平成 16 年法律第 59 号）に定
められた健全な運営に必要な措置として、2007（平成 19）年度から 2016（平成 28）年度
までの 10年間の時限措置として急激な会員数の減尐の影響を、地方公共団体が標準報酬月
額の 4.5%を負担することで緩和する措置を行うこととされた。 
 なお、2005（平成 17）年検討会においても、年金受給資格は 12 年に据え置かれ、また
遺族年金についての見直しも見送られたほか、被用者年金との重複期間に関する退職年金

控除割合についても維持することとした。 
 
 国会議員互助年金については、既に制度を廃止することとされていたが、国会議員互助

年金が国会法第 36条の退職金としての基本的性格を有するのに対して、地方議会議員年金
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制度は制度創設の当初は掛金のみで運営されていた互助年金であって、性格が異なること、

また国会議員互助年金が国が直接給付を行うのに対して、地方議会議員年金が現役議員に

よる掛金と負担金で受給者を支える社会保険方式であるという制度の運営方式での違い、

さらには国庫負担率や平均年金額等の実態の違いを指摘して、現時点においては廃止には

あたらないとしている。 
また、上述した通り、2000（平成 12）年検討会に引き続いて 2005（平成 17）年検討会
においても今後 20 年の制度の存続を前提にした見直しを行ってきており、「以上のような
対応策をとることで、地方議会議員年金は概ね 20年後においても安定的な給付が可能とな
る」としていた。 
 
（３）2009（平成 21）年検討会 

 2002（平成 14）年、2006（平成 18）年改正で 20年間の安定供給が可能となるよう掛金
率の引き上げ等を実施し、また特に 2006（平成 18）年改正においては財産権問題を指摘す
る声を押さえて既裁定者給付水準を引き下げ、市・町村議会議員共済会の財政単位の一元

化等の見直しを実施したものの、年金財政は改善されず、逆に平成合併の急激な進展およ

び行政改革に連動した議員定数・議員報酬の削減によって議員共済会の年金財政が予想を

上回って急速に悪化した。検討会では、先の 2006（平成 18）年検討会において財政見通し
を誤った主因は、収入面におけるかい離であると分析し、このようなかい離が生じた原因

は、想定以上の市町村合併と、行政改革による定数削減や報酬削減が予想を上回って進展

したことをあげた。都道府県、市、町村議会議員の３共済会が 2009（平成 21）年８月に行
った 2031（平成 43）年度までの実態調査によれば、1999（平成 11）年から 2031（平成
43）年の累積収支は 5664億円の赤字が見込まれた。 
 検討会では、このうち、2634億円が合併の影響によるものであることが示された。これ
については先の 2006（平成 18）年改正において激変緩和措置として 751 億円を措置して
おり、今後見込まれる影響額はその差額である 1883億円にのぼっている。 
年金財政の破綻については、平成合併による影響が大きいものの、第 2 回検討会で示さ
れた合併が無かった場合の推計値で明らかにされたように、仮に合併が無かったとしても

同じ 1999（平成 11）年から 2031（平成 43）年の間に 3030億円の赤字が見込まれており、
制度の安定的な運用が不可能になる状態であった。 
合併以外に収支を悪化させた要因は、議員数と平均報酬月額の見込みを誤ったことであ

り、収入面における見通しが 2006（平成 18）年のものを下回ったためであった。このこと
は、主にこれまで２回、20 年の安定供給のための措置を行いながら、今回もまた予測を誤
っていたことを認めることとなった。したがって、市町村合併の影響によらず、都道府県

議会議員共済会の年金財政についても今後の対応策を講じる必要が生じた。2009（平成21）
年検討会の際に示された試算では、市・町村議会議員共済会は 2011（平成 23）年に、都道
府県議会共済会は 2021（平成 33）年に積立金が枯渇するとされた。 
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 2000（平成 12）年検討会では市町村合併の影響を棚上げにし、2005（平成 17）年検討
会における財政見通し（基準試算）は、2005（平成 17）年３月末の旧・合併特例法期限切
れまでの影響を踏まえた試算を行ったが、2009（平成 21）年検討会では試算をさらに（？）
厳しくした。 
 検討会の議論は制度の存続を前提として当初展開されたが、年金財政の厳しい見通しが

示され、事務局から対応案が提示されるにしたがって、次第に地方議会議員年金制度の廃

止も選択肢に含まれるようになっていった。今回、実態調査とのかい離について検証した

「平成 18年改正検討会における財政見通しの検証」を踏まえて試算を行った結果、市・町
村議会議員共済会は 2011（平成 23）年度に、また都道府県議会議員共済会は 2021（平成
33）年に積立金が枯渇する推計が示された。 
過去２回はいずれも 20年の存続可能性を重視して掛金率等、現職の痛みを強いていった
ものであったために、この点については地方団体側から不満が噴出した。これまで政府や

総務省が推進してきた合併施策のためにあえて甘めの推計を行い、延命を施してきた年金

財政再計算だが、今回は事態の流動状況が安定したこと＝合併推進の終了を理由に試算の

前提を厳しくし、より実態に即した形にしたために、その推計結果は年金財政の今後の見

通しが絶望的であることをより強く押し出した内容となった。今回の推計を元に給付と支

出の改革を行うことでさらに制度を延命させようにも掛金率の引き上げは限界に達してお

り、地方団体側ではこれ以上の引き上げは飲めないという議論が巻き起こった。検討会で

は、地方団体側は当初は制度存続を当然視した意見を述べていたものの、やがて推計結果

が明らかにされるにつれて事務局が示す制度廃止案についても選択肢として受容されてい

った様子が見て取れる。つまりこの推計が、制度廃止論を押し上げる重要なファクターに

なったのではないかと考えられる。 
 

検討会報告 

報告書は地方団体側が検討会において制度存続を求める意見を相次いで出したことを受

けて、制度の正当性を強調する記述が多くみられる。 
被用者年金の加入状況を調べ、現職議員の約 75%が被用者年金に加入しておらず、地方
議会議員年金が基礎年金以外の収入源として老後の生活にとって重要な役割を果たしてお

り、実際にアンケート調査によれば地方議会議員退職後の老後の生活を保障する機能を有

しているとの主張が入れられた。 
また、議員年金制度に対して、特権的であるとの批判があるとして、これについて報告

書はページを割いて４点を挙げて反論している。すなわち、①年金額の水準は老齢年金受

給者に比べて公的年金が尐ない分を地方議会議員年金が補う形であり、平均年金額は高く

ないこと。②年金受給資格を得るのに必要な在職期間が 12 年で公的年金の 25 年と比較し
て短期間である点については、公選職であることから公的年金とは同列に論ずることはで

きず、また掛金率が非常に高いこと、さらに受給資格期間を延長した場合は地方議会議員
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の在職期間が長くなる懸念があること。③被用者年金との併給が可能である点については、

現職議員は専業化が進んでおり、４分の３は被用者年金に加入していないし、重複して加

入した場合は年金額の公費相当額を控除する仕組みであるので被用者年金の上乗せ支給と

は言えないこと。④都道府県議会議員共済会及び市・町村議会議員共済会からの重複受給

については制度上可能ではあるが実際に重複する受給資格を満たしている者は全体の１％

未満であることが指摘された。 
 

報告書において採り上げられた改革案 

 第 4回検討会では制度存続に関して次の A案と B案と同時に国民の世論を意識した廃止
案が示されたが意見が整わず、報告書はこれらを併記し、それぞれの案に対する地方団体

側の意見がそのまま掲載される形となった。 
 
＜存続Ａ案＞ 

A案の考え方は、次の通りであり、公費負担を 40%に止め、合併特例を 2031（平成 43）
年度まで長期的に実施するプランである。 
市・町村議会議員年金は、市町村合併の影響を大きく受けたことから、激変緩和負担金

を含めた公費負担率が当分の間、毎年５割程度となるように、激変緩和負担金を強化・延

長し、給付水準を 10％引き下げ、掛金・負担金を引き上げることとする。 
都道府県議会議員年金は、「公費負担：議員負担＝４：６」を基本として、給付水準を 10%
引き下げ、掛金を引き上げる一方、負担金率は据え置くこととする。 
 
＜存続Ｂ案＞ 

B 案は、A 案をベースに合併特例を短期的に集中的に入れた案であり、公費負担は 5 割
を超える。その考え方は次の通りである。 
市・町村議会議員年金の市町村合併の影響による財源不足に対しては、激変緩和負担金

を３倍以上に強化して対応することとし、市町村合併以外の原因による財源不足に対して

は、「公費負担：議員負担＝４：６」を基本として、給付水準を５％引き下げ、掛金・負担

金を引き上げることとする。 
都道府県議会議員年金は、「公費負担：議員負担＝４：６」を基本として、給付水準を５％

引き下げ、掛金・負担金を引き上げることとする。 
 
＜制度廃止案＞ 
廃止案の考え方は、廃止案は国会議員互助年金の廃止に倣った制度設計となっている。 

 国会議員互助年金については 2006（平成 18）年 4月に廃止されたところである。国会議
員互助年金と地方議会議員年金とでは性格や実態等異なる点も多いが、国会議員互助年金

に準じて地方議会議員年金が創設された経緯に鑑み、廃止するのであれば、国会議員互助
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年金の廃止にならい、現受給者・現会員に対して十分な保障をした上で、廃止する。 
 高額所得者に対する支給停止措置を強化するが、給付水準は現状を維持したままとする。 
現職議員については、受給資格を満たしている者については、掛け金総額の 64％の一時
金と年金とを選択することができることとする。受給資格を満たしてない者に者は在職年

数に応じた一時金を支給する。 
退職した議員で既に退職年金を受給している者は、退職年金の支給を継続する。 

 
見直し案に対する地方団体の考え方 

 各案に対する地方団体側の考え方は、次の通りであった。なお、いずれの地方団体も、

制度の存続を共通の前提にしている。 
 
＜都道府県議会議員共済会＞ 
・存続の場合は A案。 
・廃止の場合は一時金は掛け金総額の 64%を超える率を確保すべき。 
・地方議会議員についても被用者年金と同様に基礎年金に上乗せの報酬比例部分とするな

ど新たな制度の創設を検討すべき。 
 
＜全国市議会議長会＞ 
・A案、B案いずれも反対である。 
・市・町村議会議員年金の市町村合併影響による財源不足分については全額激変緩和負担

金で対応する。市町村合併以外の要因による財源不足については「公費負担：議員負担＝

５：５」を基本として、給付水準の引き下げや掛金の引き上げは行わない。負担金につい

ては引き上げ、特別掛金に対する負担金を新たに創設する。 
・廃止の場合、受給資格のある現職議員が年金ではなく一時金を選択した場合の給付額に

ついては掛け金総額の 80%とすべき。 
 
＜全国町村議会議長会＞ 
・B案を基本としつつ、市町村合併の影響については市町村合併特例法第 65条第三項に基
づき全額財政措置すること、激変緩和負担金を除く公費負担を議員負担と同水準まで引き

上げること、現職議員については過度の負担を強いることのないよう制度設計すること。 
 
３．制度廃止までの経緯 
 
 地方議会議員年金制度検討会は 2009年 12月 21日に報告書を発表したが、上述の通り両
論併記と各団体の意見を羅列する形とした。このなかで提案された市議会議長会の案は、

検討会の中では理解を得られず、その他意見にとどめられたものの、結論は政治判断に委

－ 409 －



10 
 

ねられる形となった。 
これを受けて翌年 1月 13日に三共済会と会合した小川淳也政務官から、当初予定してい
た 2010年通常国会への関連法案提出について先送りし、秋口までに政治的、政党レベルで
の協議を行っていくとの方針が示された1とされる。これは市議会議長長会案が給付と掛金

を現状維持した上で公費負担を増額するものであったため、世論の了解を得にくい案では

あるものの、夏の参議院議員選挙を前に、地方議員年金制度改革について拙速な結論を出

すことが地方議員の反発を招く結果になることを政府側が恐れたことが背景にあるものと

思われる。 
これ以降、２月８日の市議会議員共済会代議員会をはじめ、地方側は納得いく結論が出

なければ市・町村から国を相手取った訴訟も辞さないと述べる等、市議会議長会案で結束

する方向で結束を固める中、３月 16日には原口総務大臣も衆院総務委員会で地方議員年金
制度について公費負担５割以上について国民の理解を得て存続させたい旨述べている2。 
しかし、菅改造内閣が発足し、政務三役に異動が起こると、小川政務官から引き継いだ

逢坂政務次官は、片山善博総務大臣と相談した上での意見として市議会議長会案を否定し、

検討会３案のうち３議長会で改めて「一定の方向」を「11 月の第一週まで」に出すよう要
請した3。これを受けて三共済団体はそれぞれに協議を行ったものの、負担増を嫌い廃止を

選択肢に入れる市議会共済の一方で都道府県・町村議会共済会は存続で共同歩調をとる等、

三共済団体間での合意は難しい状況となった。 
これに対して、全国町村議会議長会はＢ案による制度の見直しを支持する意見を、都道

府県議会議員共済会はＡ案による制度の見直しを支持する意見を、そして市議会議長会は

制度廃止を支持する従来通りの意見を回答した。結局、三共済団体はそれぞれ意見が分か

れることとなった。 
 

民主党ＰＴの提言 

 民主党では地方議員年金ＰＴ（座長：小川淳也）を立ち上げ、集中的に三共済会等関係

者や自治体議員等から意見の聴取や民主党組織所属の全自治体議員を対象にアンケート調

査を行った上で検討を行い、11月 25日に提言を取りまとめた。 
 この中では、民主党全都道府県連所属自治体議会議員対象アンケートの結果が４割以上

が廃止すべき、約３割が廃止やむなしとの回答であり、合計７割以上が「廃止」を支持し

た他、ヒアリングの際も廃止が支持されたことからも、地方議会議員年金制度の将来にわ

たる維持は困難であるとの意見に集約され、地方議員年金ＰＴとしては廃止すべきである

との結論に至った。  

                                                  
1 1月 21日都道府県議会議員共済会代議員会における金子万寿夫会長発言として、自治日
報 2010年 1月 29日「地方議員年金、秋口にかけ議論へ」 
2 2010年３月 16日衆議院総務委員会、発言 105 
3 自治日報 2010年 10月 15日「地方議会議員問題が急展開」 
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自民党ＰＴの提言 

 自民党では、総務部会に「地方議会議員年金制度に関する検討ＰＴ」（座長：坂本哲志）

を立ち上げ、10月 20日に審議を開始、12月 3日に提言をとりまとめた。提言は、冒頭で
「現行制度による議員年金継続は不可能」とし、掛金率が 16%と高率であるため個人の負
担増・給付削減および公費負担の増大は実施すべきではないため抜本的な改革が必要であ

ると訴えている。 
 
民主党ＰＴと自民党ＰＴの提言を比較すると以下の表のように整理される。民主党案が

給付額等について数値を示しているのに対して、自民党案は単に「配慮する」といった記

述にとどまる一方、自民党案では制度廃止後に地方議員を地方公務員共済組合に組み入れ

ることを提言しているのが特徴である。 
 民主党案 自民党案 
廃止時点の受給資格者への

給付 
退職年金又は退職一時金の

いずれかの給付を選択 
退職年金又は退職一時金の

いずれかの給付を選択 
給付水準 退職年金額が一定額（概ね年

額 200万円程度）を超える場
合、その超える部分の 10%程
度の額を引き下げる 

― 

退職一時金の額 掛け金総額及び特別掛金総

額の 80% 
掛け金及び特別掛金の総額

に十分配慮する 
高額所得者に対する支給停

止措置 
強化する ― 

制度廃止後の地方議員共済 ― 地方公務員共済組合に加入 
 

廃止の際の条件闘争の経緯 

 上述の三議長会の回答および民主党、自民党ＰＴの検討状況を踏まえ、総務省では 2010
年 11月 13日から制度廃止の方向で最終調整に入ったとされる4。ただちに地方団体側は廃

止の際の年金給付水準や受給資格者への一時支給率などの条件闘争へ移ることになった。

全国都道府県議長会ではかねてより一時金について掛け金総額の 80%という条件を提示し
ており、民主党のＰＴ案では総務省の地方議会議員年金制度検討会が廃止案のなかで示し

た 64%ではなく、80%の一時金水準を提言している。 
12月 3日、総務省は三議長会に対して正式に制度廃止に関する対応方針を提示した。こ
の中では、民主党の提案を受け、一時金の水準は掛金及び特別掛金の 80%とした。 
これを受けて地方側はそれぞれ要望をとりまとめた。12月 15日に要望を提出した全国市
議会議長会は、統一地方選挙における退職者について、廃止に伴う措置を受けることがで

                                                  
4 自治日報 2010年 11月 19日「議員年金『廃止』で最終調整」 
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きるよう経過措置を設けること、高額所得者に対する支給停止措置については、国会議員

互助年金法を廃止する法律に定める支給停止措置を同一にすることを要望した。 
翌年１月 11 日に全国町村議会議長会は同会の主張と異なる結論であり遺憾とした上で、
市議会議長会と同様、統一地方選挙対象者に対する措置と、高額所得者の給付停止措置に

関する国会議員と同様の取り扱いを求めた他、現行の地方議会議年金制度廃止後に、市町

村長と同様地方公務員の共済組合に加入できるようにすることを求めた。 
都道府県議会議員共済会は１月 13日に、やはり同会意見と異なる結論であることを遺憾

とした上で、他団体と同じく、統一地方選挙等による退職者についての措置と高額所得者

に対する支給停止措置について求め、さらに今後の制度については基礎年金に上乗せの報

酬比例部分年金とするなど新たな制度の創設を法制上明確にする旨の意見を提出した。 
 
 総務省はこれら地方団体側の意見を踏まえ、３共済会に対して①2011（平成 23）年の統
一地方選挙を含む１月から５月までに退職した者については、制度廃止時点（2011 年６月
１日）現在に年金受給資格を満たしている者と同様の取り扱いをすること、②高額所得者

に対する支給停止措置については、支給停止基準を 12月の対応方針時より 100万円引き上
げ、住民税の課税総所得額ベースで 700万に引き上げること、を対応方針として示した。 
 １月 28日、この方針に基づいて地方自治体の公費負担分である 1,347億円を計上した地
方財政計画が閣議決定され、３月 11日には「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法
律案」が閣議決定された。制度廃止後の受給資格者に対する支給内容は【図】の通りであ

る。 
在職 12年以上の現職議員等、受給権者は①制度廃止前の水準で年金受給するか、②これ
までに支払った掛け金の８割を一時金として受け取るかを選択できる。また在職 12年未満
の現職議員は②と同様の一時金を受け取ることができ、既に受給している議員にはこれま

で通りの支給が継続される。 
 この結果、受給資格者への給付は維持する必要があるが、議員負担を無くしたために公

費負担が約５倍まで急増することとなった。これに反発して群馬県安中市、愛知県犬山市

が負担金支払いを拒否するなど反発している（犬山市は後に方針を撤回し補正予算で負担

金を支出した）。なお、この負担金分は地方交付税で手当されることとなっている。 
 
＜別添図（廃止後の措置）参照＞ 
 
 
４．法案の概要 
＜別添図（議会議員年金制度廃止法案概要）参照＞ 
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５．国会審議の経過 
 「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案」は３月 11 日に閣議決定されたが、
東日本大震災の影響で第 177 通常国会へ提出されたのは４月１日となった。衆議院では４
月 21日に総務委員会に付託され、28日の審議及び採決を経て 30日に本会議において可決
された。続いて参議院では５月 10日に総務委員会に付託され、19日に審議及び議決された
結果可決され、翌 20日に本会議においても可決し、成立した。法案可決に際しては、両院
から以下のような付帯決議が付された。 
 
①衆議院 

  政府は次の諸点について十分配慮すべきである。 
 一 本法の施行に当たっては、年金受給権者及び現職の地方議会議員に対し十分な説明

を行う等制度の円滑な廃止に向け最大限の配慮を行うこと。 
 二 地方議会議員年金制度の廃止後、概ね一年程度を目途として、地方公共団体の長の

取扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新

たな年金制度について検討を行うこと。また、検討に当たっては、地方議会議員の取扱い

についての国民世論に留意するとともに、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制

度面あるいは負担と給付の面における均衡に十分配慮すること。 
 三 旧退職年金をはじめとする年金給付については、公的年金制度全体を通ずる変更が

行われるような場合を除き、安定的な給付が行われるよう最大限の配慮を行うこと。 
 
②参議院 

  政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 
 一、本法の施行に当たっては、年金受給権者及び現職の地方議会議員に対し十分な説明

を行う等制度の円滑な廃止に向け最大限の配慮を行うこと。 
 二、地方議会議員年金制度の廃止後、概ね一年程度を目途として、地方公共団体の長の

取扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新

たな年金制度について検討を行うこと。また、検討に当たっては、地方議会議員の取扱い

についての国民世論に留意するとともに、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制

度面あるいは負担と給付の面における均衡に十分配慮すること。 
 三、旧退職年金をはじめとする年金給付については、公的年金制度全体を通ずる変更が

行われるような場合を除き、安定的な給付が行われるよう、適切な財政措置を講ずる等、

最大限の配慮を行うこと。 
 
③法改正後の検討 

 衆参両院の付帯決議の２点目に、地方議会議員年金制度の廃止後、おおむね一年程度を

目途として、新たな年金制度についての検討を行うこととされたことから、本稿執筆時点
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（2012年６月）は総務省内でその検討を行っているところである5。 
 
 
６．国会審議における主なやりとり 
 
廃止までに要する額 

○皆吉委員 総額でどの程度の資金の発動が必要なのか、また、今後、毎年どの程度の予

算規模で推移をしていくと予想されておられるのか、そして、（略）将来の地財計画にどの

ような影響を及ぼしてくるのか、お伺いをしたいと存じます。 
 
○片山国務大臣 全員が一時金方式を選択した場合には、平成二十三年度におきましては

千三百四十三億円が必要となります。これを将来にまで及んだ総額に置き直しますと、一

兆一千四百億円ということになります。この二十三年度の千三百四十三億円といいますも

のは、現行制度を存続させる場合に比べますと短期的には一時的に増加をいたしますけれ

ども、長い目で見ますと全体としては減尐することになると思います。 
 
○佐々木政府参考人 逆に、年金受給権を有する者の全員が年金を選択いたしますと、公

費の総額としては多くなってまいりまして約一兆三千六百億円、こういう見込みになって

いるところでございます。 
 
廃止に伴う地方財源措置 

○伊東委員 これから膨大なお金が地方負担になっていくということであります。この費

用につきましては地方交付税で措置されるということでありましょうか、この点について

お聞かせください。 
 
○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、今回の地方負担については、地方財政計画の中に計

上いたしまして、地方交付税で対応ということになります。 
 
○稲津委員 自治体負担についてということでお伺いしたいと思います。（略）不交付団体

は全額自治体負担となって、この制度廃止の負担増に対しては非常に反対意見が強いです。

（略）不交付団体に対して負担増を押しつけるのは一体どういうことなのか、こういう御

批判に対してどうお答えするのか。 
 
○片山国務大臣 結論を申しますと、この種のことはやはり交付税制度の中で処理すべき

                                                  
5 東京新聞 2012年６月 24日「『焼け太り』の厚生年金加入」は、総務省が示した地方議会
議員の厚生年金加入という案を紹介し、それに伴う公費負担の増加を批判している。 
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ものだと思います。 
 （略）不交付団体というのは、その負担増をのみ込んでもちゃんと財源に余裕がある、

そういう仕組みでありますから、そこはやはり甘受していただかざるを得ないと思います。 
 
制度廃止後の地方議会議員および臨職・非常勤職員の地方公務員共済への加入の可能性 

○皆吉委員 議員を初め臨時あるいは非常勤の職員の皆さんの共済組合への加入の検討を

されておられるのか、また加入をいただく場合の事業主負担の問題や、あるいは共済組合

としての財政運営にどのような影響が考えられるのか。 
 
○片山国務大臣 共済組合に加入すべきではないかという議論があることは私も承知して

おりますが、やはり慎重にならざるを得ないと私は率直に思います。 
 といいますのは、共済組合というのはもともと常勤の職員を対象にしておりますけれど

も、要するに公務員というものを専業にしている者であります。片や議員の皆さんという

のは、確かに専業の方も最近ふえておられますけれども、いろいろな多様な職業の中から

住民の代表として議員に選ばれるわけでありまして、必ずしもみんながみんな専業ないし

専業を目指しているわけではないわけでありまして、多様性というものをやはり尊重する

以上は、専業を前提にした制度にすべきではないという意見も根拠があることだと私は思

います。 
 それからもう一つは、（略）もともと、議員の皆さんに、何らかの議員年金であれ、議員

年金でなければそれにかわるべき何らかの上乗せの年金制度が必要だという背景には、国

民年金ではちゃんとした生活が成り立たないという前提が恐らくあるのだろうと思います。 
 
○鈴木（克）臨時、非常勤職員の皆さんにつきましては、今御指摘のように常勤職員の形

態であるという前提ですから、その辺をどうクリアするかというようなこともございます。 
 ちなみに、地方議員が共済組合に加入した場合に、年金で約百七十億円、医療保険で約

百十億円、合わせて二百八十億円ということになります、これは非常に粗い計算でありま

すけれども。臨時、非常勤職員の方の計算は、ちょっとケースがばらばらでありますので、

出せないということです。 
 いずれにしても、今までの共済組合の形態について非常に大きな影響が出てまいります

ので、その辺を慎重に考えて検討してまいりたいというふうに思っています。 
 
首長の年金、退職金制度 

○稲津委員 首長の年金、退職金制度、ここはある意味では見直すべきことがあれば見直

した方がいいのではないか。 
 
○片山国務大臣 首長の処遇との違いということをおっしゃられまして、確かに、かなり
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違います。同じ選挙で選ばれている公選職として、首長と議員の間には大きな差があると

思いますが、首長の処遇は、退職金も、それから首長の給与も含めて条例で決めることに

なっておりますから、議会でいかようにもと言うと語弊があるかもしれませんけれども、

議会で決めることができるわけでありますから、現行の処遇の水準が高過ぎるということ

であれば、議会でそれを下げるということをされたらいいと思いますし、現にされている

ところもあります。 
 
平成 14、18年改正時点での年金財政の運営についての総務省の認識 

○伊東委員 当時の監督官庁としては、地方議会議員年金財政の運営についてどのような

問題意識を持っておられたか、あるいは将来の解決に向けてどのような方策を講じられよ

うとしたのか、お聞かせいただきたいと思います。 
 
○片山国務大臣 やはりこの種の制度というのは持続可能性というのが非常に重要であり

ますから、それに対して意を配ってきたと思います。 
（略） 
 ただ、それを上回るスピードで合併が進んで、その結果、全国の地方議員の定数という

ものが大幅に削減されたということと、それから、先ほどちょっと触れましたけれども、

合併とは必ずしも関係はないところで議員定数の自主的な削減というもの、公務員給与な

どと同様に議員報酬の自主的な削減というものも行われて、したがって、当時、平成十四

年、十八年に想定しておりましたような枠組みがかなり崩れてきたというのが、今日まで

の経緯ではないかと思います。 
 
○伊東委員 当時の自治省としてみれば、もう尐し、監督官庁として、将来にわたる指導

力をきちっと発揮した年金のあり方というものを主導すべきではなかったかという気がし

てなりません。 
 この点、総務大臣はどういうふうにお考えになるか、お聞かせいただきたいと思います。 
 
○片山国務大臣 やはりこの種の制度というのは、まずは当事者の皆さんの合意形成が重

要だと私は思います。 
 もう一つは、この制度を存続させるために公費の投入というのも当然あり得るわけです

けれども、公費の投入というのは、当然、納税者、住民の皆さんの理解と納得が得られな

ければいけないという面もありまして、そういう幾つかの非常に困難な状況の中で、今か

ら考えるとびほう策だという評価があるかもしれませんけれども、そのときそのときに許

された環境の中で最善の努力をしてきたものだと考えております。 
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これまでの存続方針を一転して廃止へと転じた経緯 

○柿澤委員 当時の総務省、そして総務大臣のお考えとしては、できるだけ存続するのが

望ましい、こういう御答弁をいただいているわけですけれども、今回こういった形で廃止

の法案を提出するに至った。考え方が変わったのか、大臣がかわったからなのか、どうい

うことなのかわかりませんが、この一年間の変化というのが何によるものなのか、お尋ね

を申し上げたいというふうに思います。 
 
○片山国務大臣 当時、総務大臣が、できるだけ存続しという基本的な考え方を述べられ

たということは、それはそのとおりだろうと思うんです。 
 といいますのは、それまでつつがなく運営されていた制度でありまして、その中で、一

定の要件を備えられた方には当然期待権というものがあるわけでありますから、存続への

期待権、存続することによって得られる経済的価値への期待権というのがあるわけであり

まして、それをできる限り尊重するというのは、これは所管大臣として当然だろうと思い

ます。 
 その後も、できるだけ存続しという考え方が具体化できないかということで関係方面と

協議をしてきたということも事実でありまして、総務省の中で地方議会議員年金制度検討

会というものが開催されて、その報告書においては、Ａ案、Ｂ案ありますけれども、存続

案と、それからもちろん廃止案もあるんですけれども、存続案も当然議論の対象として、

両論併記として、選択肢として示されているわけであります。 
 したがって、その時点から存続ということも念頭に置きながら検討してきたわけであり

ますけれども、先ほど来るる申し上げたとおり、構造的な要因の変化によって持続可能性

が担保できなくなったということ、それから、それを持続させようと思いましたら、この

存続案というものを具体化しようと思いましたら相当の公費負担というものが生じること

になって、それはこの間の住民の皆さんの意識、認識とかなり違ったものにならざるを得

ないということがあって、それは国民の皆さんの理解が得られないだろうということで、

結果として、今回のような廃止案ということに収れんしたということであります。 
 
□国務大臣（片山善博君） この間の経緯を振り返ってみますと、やはりこの年金制度の

持続可能性に対する危惧は強く持っていたと思います。これは、当事者はもちろんであり

ますし、総務省もそうでありますし、国会もそうだったと思います。といいますのは、も

う既に平成十四年とそれから平成十八年の二度にわたりましてこの制度の改正を行ってお

ります。それは、議員数が減ってきたことに伴い、それぞれの先ほど申しました三要素、

これについて点検を加えて必要な改正をしているわけでありますから、何もしないで手を

こまねいていたわけではないと思います。 
 ただ、最終改正が平成十八年でありますけれども、そのときになぜもっと、今日のこと

まで予測をしてもっと大胆な踏み込んだ改正を行わなかったのかという論点は、それはあ
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り得るだろうと思います。それに対しては、一つは当時の予測を上回って議員数が減った、

これは合併による大幅減もありますし、合併によらない自主的な削減もありましたので、

その辺がやはり予測を上回ったという面はあるんだろうと思いますし、それからもう一つ

は、現実の問題としては、平成十八年の改正のときに、先ほど言いましたように、もっと

掛金を上げる、給付率を、給付水準を下げる、公費負担をもっと上げるという、そういう

改善案はあったと思いますけれども、それはしかしさっき申しましたような理由でやはり

それには二の足を踏んだんではないかと、今にして思えば私はそんな印象を持っておりま

す。 
 
□国務大臣（片山善博君） 平成十四年、十八年も問題意識を持って制度の改正をされて

おります。そのときに、もうそれこそ百年安心という議員年金制度ということも多分あっ

たと思いますけれども、それをしようと思ったら、掛金を大幅に上げる、給付水準を大幅

に下げる、あるいは公費負担の率を大幅に上げるという、こういう解決方法しか多分ない

と思いますので、それはやはり恐らくそのいずれを取るのも二の足を踏まれたんではない

か、当時の政権が二の足を踏んだんではないか。その辺が、抜本的な改革をやらなかった

んではないかということであれば、そこは一つの、もし分かっていてやらなかったんであ

れば一つの教訓、反省すべきことであり、かつ今後の教訓とすべきものだと思います。 
 
平成合併を推進する中での地方議員年金制度の存続に関する認識 

○伊東委員 この地方議員年金制度について、合併を推進してきた当時としてはどのよう

な考え方であったのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 
 
○片山国務大臣 当然のことながら、やはり合併をすれば議員の数は減るわけであります

から、それが議員年金制度に大きな影響を及ぼすということは、認識はあったと思います。

それについての議論も行われていたわけであります。ただ、先ほどもちょっと触れました

ように、その旗を振っていた総務省の考えていたよりもスピードが速かった、合併とそれ

に伴う議員の削減のスピードが速かったということ、これは一つ予想を上回ることであっ

たのではないかと思います。 
 
○伊東委員 平成の大合併、そして議会費のこれだけ大幅な、年間千五百億円を超える削

減効果があったという事実を踏まえてどう評価するか。 
 
○片山国務大臣 今回の廃止に伴いまして清算のために今後一兆円ほどが必要になる、こ

れはこれで納税者、住民の皆さんの理解を得る必要がありますけれども、その際に、やは

り今おっしゃったような合併による財政効果といいますか、こういうものが別途あるとい

うことはよく認識をしていただく必要があるだろうと思います。  
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既裁定者に対する給付 

○伊東委員 地方議員の年金制度そのものがなくなる、破綻する、あるいはこれから掛金

を払う人がいない中で受給者だけがふえ続けるということであるならば、支給基準を、や

はりもう尐し公平性を保ちながら、わかりやすく、不公平感の尐ない制度にすべきという

ふうに思うわけでありますが、この点、大臣はどのような御見解を持たれておりますか、

お聞きします。 
 
○片山国務大臣 公平であるべきというのは非常に重要な論点であるということですけれ

ども、その公平を実現しようと思いましたら、経緯から見て、これは非常に難しい問題が

あるという感想を持っております。 
（略） 
ある意味では公平感に反するという面があるかもしれませんけれども、その人その人の

置かれた期待権というものを尊重するという面ではやむを得ない面があると思います。 
 
既裁定者に対する給付の見直しに関する憲法解釈 

○柿澤委員 現にこの議員年金を受給している方に対して減額を求めるということが憲法

的に認められる根拠をお示しいただきたいというふうに思います。 
 
○片山国務大臣 憲法に書いてあります財産権の保障というのが、どういうことを念頭に

置いているかということとも関係すると思います。憲法の規定が、直ちにこの種の互助的

な年金制度までも、その期待権をすべて財産権として保障しているかどうかというのは、

これは私は議論があるところだと思います。 
 先例でいいますと、国会議員の皆さんの議員年金を廃止したときにもやはり似たような

ことはあったわけでありまして、それは、その時点で憲法上容認される、そういう認識の

もとに国会で議決されたことだろうと思いますので、それと変わるものではないと思いま

す。 
（略） 
憲法によって具体的に制約を受ける要素がないということを申し上げたかったわけであ

ります。 
 
地方公務員年金の減額への転用可能性について 

○柿澤委員 財政的に厳しいということと、例えば所得水準あるいは受給の水準が高いと

いうことを理由に減額が認められるということになるとすれば、これは、例えば地方公務

員に関して、年金の減額を財政事情の厳しき折に求めるということがあった場合に、それ

もまた正当化し得るということになるのかなというふうにも思うんです。（略）この根拠に

基づいて、地方公務員についても年金の減額が認められるのかどうかということをお伺い
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したいと思います。 
 
○片山国務大臣 互助的な年金の仕組み、議員年金というのはその一つでありますけれど

も、そういう互助的な、相互扶助的な色彩の強い制度と、それから公的年金、地方公務員

共済組合の年金制度も公的年金でありますけれども、それとはやはり、全く同列には論じ

られないという面はあると思います。 
 
地方議会議員の役割・処遇のあり方 

○伊東委員 人材確保と地方議会の活性化等々について、本当に、このまま定数を削減し、

給与を削減し、年金も何もなくなる、こうした形がこのまま続いていいものかどうか。 
 
○片山国務大臣 議会というものも、定数を削減すればいいというものではないですし、

それから報酬にしても、安い方がいいんだということではないと私は思います。 
 ただ、年金があるから魅力を感じて議員になるというものでもないと思います。 
 
地方議会議員年金制度の位置づけ 

○伊東委員 地方議会議員の年金は、我が国の年金体系の中でいわゆる二階部分、三階部

分としての性格を有するものではないかというふうにも見えるわけでありますけれども、

総務省として、これまでの地方議会議員の年金についてどのような見方をとってこられた

か、お聞かせください。 
 
○佐々木政府参考人 地方議会議員年金制度でございますけれども、これは公的年金では

ございませんで、地方議会議員の職務の重要性等を勘案して、政策的に設けられました公

的な互助年金制度と位置づけているところでございます。 
 
合併特例法に規定された必要な措置 

○稲津委員 いわゆる合併特例法において、地方議会議員共済会の運営を勘案し、健全な

運営を図るための措置を講ずる、こうして国の責務を規定しているわけでございます。こ

のことをどのように措置してきたのかということを改めて聞かせていただきたいと思いま

す。 
 
○逢坂大臣政務官 この合併特例法の五十八条の規定をどう読むかということであります

けれども、「必要な措置を講ずる」という文言を見て、これに対して、国がある種の財政支

援をすることも含むのではないかというふうに見ている方もいらっしゃるようであります

けれども、先ほど来説明がありましたとおり、地方議会議員年金は法律に定める互助年金

であります。今回、存続あるいはその他の方向を見定めるためには、どうしてもこれは法
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律の見直しが必要な部分も出てくるわけであります。したがいまして、負担金がどうある

べきか、掛金がどうあるべきか、あるいは給付の水準がどうあるべきかといったような見

直しをしていく、そういう措置をとるんだということの責務だというふうに理解されるの

かなと思っております。 
 今回、実は総務省に検討会を設けまして、合併に関する影響ということも議論になりま

した。もし仮に、合併による影響額というものを勘案した存続案をつくってみたらどうだ

ろうかということも検討会の中ではあったというふうに承知をしております。詳細は申し

上げませんけれども、それが、総務省の検討会で出ているいわゆるＢ案と言われるもので

ございます。このＢ案も地方議会の皆さん方にお示しをしていろいろと御議論いただいた

ところですが、合併による影響額を含めたＢ案をもってしても、存続は難しいなというよ

うな意見集約になったと承知をしております。 
 
給付水準の根拠 

○柿澤委員 八割、こういう水準に設定をしたということで果たしてよかったのかどうか、

お伺いをしたいと思います。 
 
○片山国務大臣 参考になりましたのは、旧国会議員互助年金制度の廃止時、この場合も

八割ということになっておりまして、一つの先例として、これは参考になるのではないか

と考えております。 
 
付帯決議の取り扱い 

□又市征治君 衆議院の審議では、地方議会議員の年金制度の廃止後、おおむね一年程度

を目途として、地方公共団体の長の取扱い等を参考にして、国民の政治参加や地方議会に

おける人材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うことという附帯決議

が付けられました。（略）この新たな年金制度の検討について、じゃ具体的にどう尊重して

考えていこうとするのか。その点について、まず進め方なり手順なりということについて

説明をいただきたいと思います。 
 
□政府参考人（佐々木敦朗君） 総務省といたしましては、まずは関係者に十分な説明を

行うなど制度の円滑な廃止に全力を傾注することとしておりまして、その後、新たな年金

制度につきましては、三議長会におきますこれまでの議論というものも踏まえつつ、進め

方も含めまして様々な角度から検討していく必要があると考えているところでございます。 
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７．本法改正による地方自治法への影響 
 
給与等の支給に関する規定 

 地方自治法第 2編第 8章（203条～207条）においては、最初に、議会の議員の議員報酬
に関する規定を定め（203条）、203条の２にその他非常勤の職員の報酬および費用弁償に
ついての原則的規定が置かれている。それにつづいて普通地方公共団体の長をはじめ、普

通地方公共団体の常勤の職員に対する給料、手当および旅費についての原則的規定（204
条）、そして常勤と非常勤、特別職と一般職をとわず、すべての職員に対して適用される最

も基本的かつ原則的な規定（給与等の支給制限）が定められている（204条の２）。 
 これらの規定については、自治法で給付の種類を法定しているが、支給額および支給方

法については条例決定主義をとっている。 
 その後につづく各条では、職員の退職年金・退職一時金に関する規定（205条）、給与等
の支給に関する処分に対する不服申し立てについて定めた規定（205条）が置かれ、最後に、
議会の調査活動や監査、直接請求の署名の効力決定、自治紛争調停などで出席を求められ

た一定の者に対する費用弁償に関する規定が定められている（207条） 
 これらは他の特別法によって例外規定が設けられていない限り、普通地方公共団体の職

員に対してすべて適用されるものであるが、しかしその規定は原則的規定にとどまってお

り、地方公務員法、教育公務員特例法、市町村立学校職員給与負担法、警察法、地方公営

企業法等の定めにまたねばならない。また、退職年金・退職一時金に関する規定のように、

地方公務員等共済組合法に基づく共済制度に各種の給付が委ねられているため、自治法の

適用範囲が地方公務員等共済組合法施行（昭和 37年 12月 1日）以前の退職者のみに限ら
れているものもある6。 
議員報酬については 203条で支給が義務付けられており、その額及び支給方法は条例で
定めておかなければならない。しかしその報酬に関しては、支給方法も含めて地方自治体

ごとに自主的に決定すべきであって、勤務日数に応じて支給する定めを置く等の自由度を

有する7ものと解されている。なお、期末手当については支給は義務ではないので、その是

非は自治体ごとに自主的に決定すべきものである。 
 費用弁償のなかには旅費や日当が含まれるが、これについても費用弁償に関する条例に

基づかねばならない。 
 
 地方議員に対する給付については、203条で議員報酬、費用弁償、期末手当に関する定め
があるものの、退職金、その他の手当については自治法上の規定がない。退職金について

はこれまで地方公務員等共済組合法によっていた。 

                                                  
6 『逐条研究地方自治法第 3巻』1082頁 
7 行政実例昭和 24・8・25自連発第 12号 仙台市議会事務局長宛 行政課長回答 
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 地方自治法が給与・報酬に関して徹底した条例主義をとる一方で、地方議会議員年金に

ついては自治体に自由度はない。地方議会議員の年金制度については、地方公務員等共済

組合法の第 11章および付則第 10条、同第 35条に根拠がおかれていたものが、今回の改正
によって削除されることとなった。 
 旧地方公務員等共済組合法では共済会を設立することが法定されており、共済が直接の

給付を行うことになる。地方公務員等共済組合法では、地方議会議員の年金について退職

年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金といった、共済が給付する共

済給付金の種類（第 158条）、年金額の改定（158条の２）、在職期間の合算（159条）、退
職の取扱いに関する特例（159条の２）、併給の禁止（160条）といった原則が示された上
で、共済給付金の種類ごとにその算定基準等が法定されていた。共済が定める具体の年金

額については政令で定める額を基準として改定することとされていた（158条の２）。 
また、掛金及び特別掛金の納付については、地方議会議員の議員報酬の支給機関が議員

報酬から控除して地方議会議員に代わって共済会に払い込む旨規定されていた（166条）。
共済給付金の給付に要する費用は、掛金及び特別掛金を充てるほか、地方公共団体が負担

する（167条）。 
したがって、議員年金等の共済給付金は、互助年金的な位置づけでありながらも政令で

定められた額を基準として共済会が定めた給付額に則って共済会から支給され、共済会の

収支の状況を勘案して総務省令が定めた金額を地方自治体が負担することになる（その他

経費として交付税措置されている。現在は包括算定経費（いわゆる新型交付税）へ移行し

た）。共済会の業務の執行は、総務大臣が監督する（170条）こととされ、業務に関する監
督上必要な命令をする権限も総務大臣が有するなど、その活動は総務大臣の強力な統制下

に置かれていた。自治体は負担の義務および徴収・納付の義務を負うことが明記されてい

る一方で、支給に関する自由を有してはいない。 
 本法改正により、議会議員年金制度が廃止されることとなったが、制度廃止後の給付に

要する費用は、廃止法により、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方

公共団体が負担することとされている。これについて、前述の通り、犬山市や安中市など

で負担金の支払い拒否を表明した自治体があった（結局犬山市は不払い方針を撤回、全額

支払いに応じた）が、安中市は市議会議員共済会から提訴されることとなった。 
 
今後の議員年金制度のあり方 

 議員年金制度廃止にあたっては、前述の通り衆参両院は、地方議会議員に係る新たな年

金制度についての検討を行うよう附帯決議を付した。この附帯決議を踏まえ、総務省は、

2012（平成 24）年５月 11日に「地方議会議員の新たな年金のあり方に関する検討報告」
をとりまとめて地方議会３団体への説明を行っている。 
このなかでは、今後の地方議会議員の年金制度について、地方議会議員のみを対象とし

た新たな年金制度を創設することは現実的ではないので、被用者年金一元化により共済年
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金が廃止され厚生年金に統合される予定であることを前提として、地方議会議員が既存の

被用者年金（厚生年金又は共済年金）へ加入することを検討すべきとしている。地方議会

議員が被用者年金に加入できるようにすることは、国民の政治参加や地方議会における人

材確保に資するものと考えるとする一方、地方議会議員が新たに被用者年金に加入する場

合の保険料の事業主負担が公費負担となることから、納税者である国民の理解が得られる

かという点に留意が必要、としている。 
また、地方議会議員が被用者年金に加入するにあたっての課題として、被用者年金の加

入要件の見直し、既に厚生年金に加入している者の取扱い、国会議員の取扱いとの均衡等

をあげている。 
本稿執筆時点では、この報告書を受けて、全国町村議会議長会および共済３団体が、地

方議会議員が安心して議会活動に専念し、かつ将来の町村議会議員の人材を確保するには、

退職後の生活安定のための年金制度が不可欠であるとして、地方議会議員が地方公務員共

済年金へ加入できるようすべきとする働きかけを行った8ところである。 
 
 現在、地方自治法では常勤の職員に対する退職年金又は退職一時金について定め（205
条）、また地方公務員法には職員又はその遺族に対する退職年金に関する制度を設けねばな

らない旨の定め（43条第 2項）があるが、地方議会議員については同様の定めがない。 
地方議員が地方公務員共済年金へ加入する場合、その根拠について、地方自治法で地方

議員に年金を支給することとする旨を記述することは考えにくく、また地方議会議員は地

方公務員法の対象でもないので、単に地方公務員等共済組合法の組合員資格、受給権者資

格を改正することで直接その対象とする旨記載することになるものと考えられる。 

                                                  
8 平成 24年 5月 28日全国町村議会議長会、同年 6月 14日都道府県議会議員共済会、市議
会議員共済会、町村議会議員共済会 
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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の概要

平成２３年６月１日施行
※ 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化に関する規定は、平成２３年９月１日施行

１． 地方議会議員年金制度の廃止

（１） 地方議会議員年金制度に関する規定（第１１章等）の削除

○ 制度廃止時に既に議員を退職して退職年金の給付事由が生じている者
については、制度廃止前の地方議会議員年金制度による退職年金の給付
を継続することとする。

（２） 制度廃止時に既に議員を退職している者に係る給付

① 制度廃止時に現職議員である者のうち、制度廃止時に退職年金の受給
資格（在職１２年以上。以下同じ。）を満たす者は、制度廃止前の地方議会
議員年金制度による退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の８０％
の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できることとする。

② 制度廃止時に現職議員である者のうち、制度廃止時に退職年金の受給
資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の８０％の退職
一時金を給付することとする。（遺族一時金も同様の取扱い）

※ 一時金の給付時期は、任期満了を含む制度廃止後最初の退職時とする。
※ 制度廃止の方針決定後の平成２３年１月から５月までに退職した者に
ついては、退職時に退職年金の受給資格を満たす場合には①、退職時に
退職年金の受給資格を満たさない場合には②（遺族一時金も同様）の取扱
いによることとする。

（３） 制度廃止時に現職議員である者に係る給付等

① (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、年額が２００万
円を超えるときには、当該超える額の１０％を引き下げることとする。

② (2)、(3)のいずれの場合においても、退職年金について、退職年金の
年額と前年の退職年金等を除く所得金額（住民税の課税総所得金額
ベース）との合計額が７００万円を超えるときには、当該超える額の２分の１
に相当する金額の支給を停止するとともに、最低保障額（現行：１９０．４万
円）を廃止することとする。

（４） 退職年金に係る給付の引下げ及び支給停止措置の強化

○ 公務傷病年金及び遺族年金は、制度廃止前の地方議会議員
年金制度による給付を基本として、給付を行うこととする。

（５） 公務傷病年金及び遺族年金の取扱い

○ 制度廃止の方針決定後の平成２３年１月以降に退職して退職
一時金の給付を受ける者については、同月分から平成２３年５月分
までの掛金及び特別掛金の全額を退職一時金に算入することと
する。（遺族一時金も同様の取扱い）

（６） 平成２３年１月分から５月分までの
掛金及び特別掛金の取扱い

① 制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方
議会議員共済会（都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会
及び町村議会議員共済会）が保有する残余の積立金を除き、地方
公共団体が負担することとする。

※ 各地方公共団体は、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて
負担する。

② 地方議会議員共済会は、制度廃止に伴う経過措置としての給付
を行うため存続するものとし、業務が全て終了したときに解散する
こととする。

③ 地方議会議員共済会は、年金給付に関する処分に関し、支給を
受ける者の所得について、官公署等に対して資料の提供等を
求めることができることとする。

（７） その他

２． 施行期日
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地方議会議員年金制度の廃止について

１ 制度廃止後の給付措置

地方議会議員年金制度は、昨今の厳しい年金財政の状況を踏まえ、平成２３年６月１日
をもって廃止され、廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律」
が、平成２３年５月２７日に公布、６月１日に施行されます。

※１ 廃止方針決定後の平成２３年１月から５月分までの掛金及び特別掛金は、全額が
退職一時金に算入されます。

※２ 退職一時金の支給時期は、任期満了を含む最初の退職時となります。
※３ 制度廃止後の平成２３年６月以降は、議員年金制度上の在職期間に算入されません。

在職12年以上
の現職議員

①制度廃止前の退職年金 又は
②掛金及び特別掛金の80％の退職一時金
のいずれかを選択できます。

在職12年未満
の現職議員

掛金及び特別掛金の80％の退職一時金の
支給を受けられます。

○ 廃止方針決定後の平成２３年１月から５月末までの間に退職された議員
についても、上記と同様の扱いとなります。

○ 既に退職年金の受給資格を有している方については、制度廃止前の退
職年金の支給が継続されます。

２ 退職年金の給付引下げ及び支給停止措置の強化

退職年金の年額が
200万円を超える場合

200万円を超える部分の10％が
引下げられます。

【例１】 退職年金の年額が250万円の場合
（250万円－200万円）×10％＝5万円が引下げられ、245万円が支給されます。

退職年金の年額と前年の退職
年金等を除く所得金額の合計
額が700万円を超える場合

700万円を超える部分の50％の
支給が停止されます。
(190.4万円の最低保障額は廃止されます。)

【例２】 退職年金が200万円、前年の退職年金等を除く所得金額が600万円の場合
｛（200万円＋600万円）－700万円｝×50％＝50万円が支給停止され、
150万円が支給されます。

※４ 上記２の措置は、既に退職年金を受給されている方を含めて、平成２３年１２月に支給される
年金（同年９月～１１月分の年金）から適用されます。
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