議 員 であ る ことも、 問題を解決す るため
のひと つの手段にすぎ ません。
政治家 の世襲など、 既得権益を継 承す
るも のであり、制限を設けるなど、今ま
で の慣 習を断ち切らねば ならず、また新
たな人材 の政治参 画 の障害 にもな ってい
ます。 民間企業にお勤め の方 々も、 も っ
と身 近な政治 に参 画でき るよう門戸を広
げ、 より良 い街づ くりを 一緒 に実現しま
し ょう。

議 員が 職業 であ ってはならな い。
「 政治家、議員など政治は目的 では
なく、 ひと つの手段です。」

地 元めぐ ろ のため、お約束す る ⓫ のこと。
❿ 私たち 目黒区民の税金 の使 い道は？
区 の財政使途、特別区交付金に ついて
国や地方は、増税をす る前 にす る ことが
あ るはず です。私達 の税金 の使われ方、社
会保障など 「 受益と負担 の公平 」 のもと、
将来得 る年金そ の対価を 正当に得 る権 利を
有 します。
目黒区における特別 区交付金 の減収など
国と都、都と 区 のあり方を考 え、 区民 の税
収を都に吸い上げ られる ことなく、 区 の財
源と して有効活用でき るよう、 スリム で柔
軟か つ迅速 に対応が でき る体制 に、 早期に
移行す べき です。

目黒区議会議 員 の数は現在 ３６名 です。

平成 の大合併など大幅な議 員数 の減少

子ども達が 育 ためぐ ろ、
地 元めぐ ろ のために
私たちが 叶えます。

０

民間教育通信会社代表 就任
インターネット関連会社、広告代理店代表 就任
日本維新の会 衆議院東京都第5選挙区目黒世田谷支部長就任
第48回衆議院議員総選挙東京ブロック単独比例代表出馬
得票総数：198,127票獲得
2018年 しがらみからの脱却 目黒区地域政党 無所属の会 代表 就任

生年月日：1969年6月11日 山形県生まれ（49歳）
1985年 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部
1988年 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部
1992年 早稲田大学社会科学部 心理学専攻
1992年 国際証券株式会社 入社
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無所属の会 代表 小林学（こばやしまなぶ）略歴

⓫ 地方議員 の身を切る改革
みなさんご存知 ですか？
目黒区議会議員報酬
「議員年金復活阻止、地方議員 の特
／
人
員
削
減
の
実
施
。
区民のために議員自ら身を切る改革を
権廃止、財源は私たち の税金 です」
地方議 員は年 ３６５日のうち、実際 の議
会拘束 日数はわずか ８０日程度 しかなく
月額 ５９万９０００円 （ 年 間７１８万８
０００円） の報酬に、年 ３回 （３／ ６／
１２月） の期末手当 （ ボ ーナ ス ）と し
て２０３万６６００円、年 間 報酬合計は、
９２５万４５５０円です。
また政務活動費と して年額 １６８万円
の支給もあり、 目黒区議会議 員 一人当た
り の支出額は １０９３万４５５０円にも
のぼ ります。全 てはわれわれ 目黒区民 の
税金 です。
ふるさと納税など 目黒区 の歳 入は減少
し続け ている中、まず地方議 員が自 ら身
を切る改革を断行 しなければ なりません。
あぐらをか いている地方議 員に対 し、
区民 の審判をくだ しま し ょう。

に伴 い、掛け金が 減少、 平成 ２４年 には
破綻す ると の試算 により、 平成 ２３年 ６
月１日をも って地方議 員 の年金制度は廃
止となりま した。
しか し平成 ２９年 ７月に全 国都道府 県
議会議 長会 にお いて、廃止された地方議
会議 員年金 に代わる新たな地方議会 の年
金と して報酬比例部分 のあ る公的年金制
度 への加 入を求め る決議が なされま した。
また各地方議会 にお いても加 入決議を求
め る活動も始まり、地方議会 の半数以上、
９００議会 です でに意 見書が 採択され て
おります。 ４年 に１度、有権者 の方 々よ
り審判を 下される議 員にと って、 私たち
の税金を投 じた公的年金 の加 入が 必 要な
のでし ょうか。当然、議 員は国民健康保
険 の自費加 入は 可能 です。
無所属 の会は議 員特権 の象徴 でもあ る議
員年金 の復 活に断固反対 してま いります 。

無所属の会

〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-4（4階）
TEL 03（5724）3397 FAX 03（5724）3573
【mail】 info@manabu-ishin.jp
【URL】 http://manabu-ishin.jp/
『小林学』もご覧ください。
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無所属の会は身を切る改革、議員報酬定数３割カットを実現いたします。
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