
○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 三國谷総務課長。 

○総務課長（三國谷公一君） 説明を申し上げます。議案第３号、職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。平成１５年１１月２８日提出、白老町長。 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以下朗読を省略させていただき、議案説明

で改正内容を申し上げます。議３－８ページをお開き願いたいと思います。 

 本年８月８日人事院は、官民給与の逆格差を是正するため国家公務員に係る給与の改定を行

うことが必要であるとして、月例給の１.０７％引下げ、配偶者に係る扶養手当月額の５００円

引下げ、通勤手当の改正、期末手当の０.２５月分引下げをするよう勧告を行った。 

 国においては、勧告どおり実施することとする法律改正が行われたので、本町においてもこ

れに準じて改正を行い、４月からの官民の年間給与を均衡させる観点から、１２月期の期末手

当で所要の調整を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

 もう１点でございます。町立病院医師の宿日直手当については、額について実情に合ってい

ないことから、併せて改正を行うものでございます。 

 詳細、別紙でご説明をいたします。議３－１４ページ、お開き願います。 

 １５年度の人事院勧告の改正内容と条例等の改正内容でございます。本年４月に人事院が行

った民間企業の給与実態調査では、公務員給与が民間給与を１人当たりの平均４，０５４円、

率にして１.０７％。内容についてはここに記載のとおりでございます。 

 また、期末勤勉手当の支給割合につきましても、０ .２７月分上回っている結果となっており

ます。 

 従いまして本年は、５年連続してマイナスの給与改定が実施されることになったものでござ

います。 

 次に(２)のこの格差を是正するための改定内容と考え方でございます。 

 まず行政職(一)、医療職(二)及び医療職(三)の俸給表が月例給の引下げにより、改定されます。

比較したものをお手元の資料として配布いたしておりますが、２枚綴りの資料１というもので

ございますが、ここを少しご覧いただきたいと思いますが、この表の現行というのが今の給与

でございます。で、勧告されて今後の給与というのがこの次の勧告という所に書いてある月額

になります。で、その結果の引下額、引下率ということになっておりますが、一番低いところ

ではこの１級の部分の月額にして７００円、率にして０.５％と。一番高いところでは、次のペ



ージ、資１－２になりますが、８級の部分での引下額５，１００円、率にして１.１％。こうい

う俸給表の改定ということになります。 

 戻りまして、次に扶養手当でございますけれども、ここにありますように、配偶者に係る支

給月額が、現行１４，０００円から１３，５００円に引下げられます。 

 次、通勤手当でございますが、１点目がＪＲ等の交通機関を利用する者について、従来１箇

月を単位として支給されておりましたが、６箇月定期券の価格による一括支給が基本となるこ

とに変更されます。 

 ２点目が、月額４５，０００円以上の場合に、５０，０００円を限度としてその差額に２分

の１加算されていた措置が廃止され、上限の引上げにより５５，０００円まで全額支給される

ことに改正されております。 

 ３点目が、ＪＲ等の利用者に係る通勤手当について、片道４０ｋｍ以上の使用距離区分に４

段階が追加されることになります。 

 以上が通勤手当の改正内容でございます。 

 次に期末勤勉手当ですが、民間の支給内容に見合うよう、現行の年間４.６５月分から０.２

５月分が削減され、４.４０月分の支給になります。 

 表をご覧いただきたいと思いますが、先に訂正をさせていただきます。下の表の欄に、平成

１５年とありますが、これ平成１６年の誤りでございますので、訂正方お願いをいたします。 

 この表にありますように、６月・１２月分、それぞれの支給については、本年度においては

１２月支給分で０．２５月分を削減し、トータルで６月手当が２.２５月分、１２月手当が２.

１５月分の支給というふうになります。 

 また、平成１６年度においては、６月手当分の０.１５月分削減分を１２月に増額し、トータ

ルで６月手当が２.１月分、１２月手当が２.３月分に再配分して支給される改正内容でござい

ます。 

 以上が人事院勧告に基づく、給与改定の内容でございますが、１点だけ補足して説明させて

いただきます。今回の勧告の中に、国においては住居手当、月額２，５００円でございますが、

この分につきまして、新築購入から５年間の支給に限定されることに、この度からなりました。

この部分につきましては、国と地方の事情の違いから、町議会にご理解をいただく中で、従来

から町独自の制度として運用させていただいておりますので、今回はこの分だけは改正を行っ

ておりませんことを申し添えさせていただき、よろしくご理解をいただきたいと存じます。 

 次に(３)の実施時期でありますけれども、①の俸給表、②の扶養手当及び本年１２月支給の

期末手当の改定については、交付の日の属する月の翌日の初日、即ち１２月１日からの実施と

なります。 

 また、③の通勤手当、平成１６年度支給の期末勤勉手当の改定につきましては、平成１６年

４月１日からの実施となります。 

 また、削減の方法ですが、本年４月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る官民格

差相当分を解消するため、４月の給与、これは職員それぞれの４月時点の給料に、管理職手当、



扶養手当、住居手当、通勤手当の合計月額になりますけれども、これに格差率１.０７％を乗じ

ていた額の合計額に相当する額を、１２月期の期末手当の額で調整すると、こういうことにな

ります。 

 次の、次ページの表につきましてはただいま説明した内容を整理し、一覧にしたものでござ

います。説明を省略させていただき、条例改正の内容をご説明いたします。 

 戻りまして、議３－９ページになります。新旧対照表でございますが、左が改正前、右が改

正後、アンダーラインが改正部分になります。 

 先ほど説明した内容での条例改正でありますので、簡単に申し上げます。 

 初めに第１条関係であります。まず、第８条第３項につきましては、扶養手当の減額に伴う

改正でございます。 

 次に第１７条、宿日直手当の関係ですけれども、これは先ほど議案説明で申し上げました、

町立病院の医師の手当の関係でございます。現行は、正職員の医師が宿日直勤務を行った場合、

２０，０００円の手当支給となっておりますが、派遣医師の勤務の場合に支給している日直手

当８１，５００円に比較して、相当の差があることから、正職員医師の平均の時間割単価を基

本に手当の改正を行うものでございます。 

 その具体的な改正内容ですが、宿日直手当については、日中の勤務に引続き宿直した場合に

ついては、これは土曜日の部分でございますけれども、土曜日の午後から引続いて宿直した場

合、これ勤務１夜につき現行２０，０００円でありますが、これを４５，０００円に引上げる

と。 

 さらに、日直手当については、現行２０，０００円を５０，０００円に引上げるという内容

のものでございます。 

 なお、上限６０，０００円といたしておりますのは、年末年始勤務時の２割増支給に対応す

るための上限設定でございます。 

 続きまして、第１９条の第２項でございますが、これは先ほど言いました１２月支給分の期

末手当の削減に伴う改正でございます。 

 次のページになります。第２条の関係でありますけれども、まず通勤手当、第１０条第２項

でございますが、第１号は、これは先ほど説明した部分でございますけれども、６月定期券価

格での一括支給の関係でございます。 

 それから、月額４５，０００円を超える部分の２分の１加算措置の廃止、さらに上限５５， 

０００円までについて全額支給されることになったことに伴う改正でございます。 

 次の第２号につきましては、前段は字句の整理、次ページのケからスのアンダーラインの部

分につきましては、片道４０ｋｍ以上の使用距離区分に４段階が追加されることによる改正で

ございます。 

 次ページでございますけれども、次ページ第３号は交通機関等と自家用車を通勤に使用する

職員に該当する部分ですが、通勤手当の上限が５５，０００円に改正されたことによる内容の

整理となっております。 



 次に第３項から第６項につきましては、６箇月定期券価格での一括支給に変更になったこと

による通勤手当の支給日、支給単位期間等の規定を新たに設けたものでございます。 

 次ページ、第１９条の期末手当の関係ですが、平成１６年度から６月手当を０.１５月分削減

し、その分を１２月手当に増額し、支給することに改正するものでございます。 

 雑駁でございますが、以上が条例改正の内容でございます。 

 なお、本条例改正に伴う給与費でございますが、一般会計では約５，０５０万円、さらに下

水道会計等の特別会計を含む総合計では、約６，６００万円の削減が見込まれる内容でござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 はい、１０番、宗像 脩議員。 

○１０番(宗像 脩君) １０番、宗像です。何点かお伺いします。 

 まず、今三國谷課長の最後にありました、６，６００万円の削減というお話がありましたが、

個人で言うと、今現在役場職員の中で、一番多い人で結構でございます。一番多い人で。だい

たい年間どのぐらいのマイナスになるのか、まずそれを１点お伺いしたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) はい、一応モデルで試算してございますが、ちょっと一番高い部

分でございませんが、私、課長職のケースでちょっと計算した例がございますので、申し上げ

ます。 

 この度の人勧に伴っての削減につきましては、トータルで申し上げまして、２０１，７１７

円の削減ということになります。ちなみに申し上げますと、一般職の単身者で低い部分になり

ますが、２８歳の主事ということで独身職員で試算したもので、８０，６３６円。こういうよ

うな内容になってございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１０番、宗像 脩議員。 

○１０番(宗像 脩君) はい、分かりました。 

 それでは、議３－１４ページと１５ページに関わって、ちょっといくつか質問したいのです

が、私は人事院勧告が出ていて、白老の情勢間も見て、こういう案を出すということについて

反対するものではないのです。基本的にはないのです。基本的には賛成するのですけれども、

ちょっと理解ができないところをお伺いしたいのですが、１４ページのずっと上の方に、▲印

で４，０５４円と、これは１.０７％だとこういうのですけれども、これはこの表を見ますと、

俸給やら扶養手当、住居手当、跳ね返り分含めて１.０７％のマイナスだというふうに判断を、

私はしていたのです。 

 ところが、１５ページの方の表を見ますと、給料表の改正の所の一番上の方の表ですけれど

も、そこに平均として▲印の１.０７％があって、その下の方に別に扶養手当、通勤、期末、こ

ういろいろこうあるわけで、そこでちょっと私の理解できなかったのは、１ .０７％のいわゆる



元になるもの、基準は何を元にしての１.０７なのかということをちょっとお伺いしたいのです

が。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) お答えをいたしますけれども、今回の人事院の、今回勧告するに

至ったその元と言いますのは、全国の事業所、規模５０人以上の８，１００の民間事業所を対

象に、４月分の時点での調査をしたということで、その中で、給与については１.０７の官民格

差があったよと、先ほど言いましたように。 

 それから、いわゆるその期末勤勉手当の関係では、２.５月分ですか。この差がありましたと。

２.７月ですね、失礼いたしました。差があったよということでの勧告なのですが、議員がおっ

しゃるように、今回ですね、その差をですね、本当は本来でありましたら給与月額で１.０７を

削れば一番すっきりしたと思うのですね。今議員がおっしゃったように。 

 ところが、今回は先ほど申し上げましたように、４月時点で１.０７違うのだから、これを給

料を含めて通勤手当であるとか、扶養手当であるとか、住居手当であるとか、こういうものを

含めたものでこう、削減すると。こうなっているものですから、実のところ申し上げますと、

例えば通勤手当ですとね、汽車で定期を買ったりして実費払っています。職員は。これに対し

て１.０７もですね、実は削減されているというようなことになっているものですから、これは

ちょっとなかなか説明、私どもしずらいのですが、ただ、結論から言うと人事院の今回の勧告

は、そういうものを含めたトータルの中で全部１.０７をかけて削減すると、こういうことにな

りましたから、私どもは従来から、職員とのそういった、職員、はっきり申し上げると組合と

の方のそういったやり取りの中では、あくまでも我々の基本となる給与についてはですね、人

事院勧告、国家公務員準拠を基本としているから、この度も人勧に沿って削減をさせていただ

いたと、こういうことでございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１０番、宗像 脩議員。 

○１０番(宗像 脩君) 半分くらい分かるのですけれども。 

 最後にもう１点だけ。１４ページの方には住居手当１７３円がマイナスになると、なります

よと。右の方を見ると、どこにも、ここにはないのですね。 

 それから今、課長の方から通勤手当が例えば半年なり１年のパスを買ったと。ところが今度

マイナスになると。となってくると、その差額は、じゃ通勤手当でなくて何でその人は補って

いくかというと、一般のその普通の俸給の方で補っていかなきゃならないのかなと思ったりも

するのです。 

 例えば、今まで１０，０００円かかったところが実際にパスを買うのに１０，０００円かか

ったと。ところが１０，０００円きていたのが、今度９，０００円しかこなくなった。じゃ１， 

０００円足りなくなるわけですね。それは、じゃ通勤手当でなくて、別なところで補わなきゃ

ならないのか。 

 住居手当も同じなのですよ。住居手当もこれは半分だったでしょうか。例えば５０，０００

円のアパートに住んでいるとしたら、確か私の記憶ではこの半分だと思います。２５，０００



円が出たのではないかというふうに思いますけれども、そういった辺りはどういうふうにして

処理されるのか。 

 通勤手当と住居手当についてだけ、もうちょっと説明をお願いします。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) 説明が複雑で申し訳ございません。今回に限って、通勤手当も住

居手当も、削減されると言いますか。含めて１.０７削減されたと。こういうことで官民格差を

なくそうという人事院の考え方なのです。 

 来年度以降につきましては、先ほど６箇月定期券で買うことを、買った場合の想定で一括支

給するというのは、今までは１箇月１箇月で買うのと６箇月定期では、値段が違いますよね。

その分を見ませんよと、簡単に言うと。もう６箇月で買いなさいと。そういうことを言ってい

る勧告なのです。 

 それで、次年度から今後の問題については、削減は削減でそういうふうに削減したのですけ

れども、今後はさっき言いました住居手当もですね、今上限２７，０００円で支給しています。

民間アパートに入った場合。これらの補助、助成については変わりません、額も。通勤手当も、

１.０７、これから削るという意味ではございません。これもちゃんと支給しますよと。これは

支給されるのです。 

 ただ、今回削減する中に、そういう項目が入って削減したと。ですから先ほど私が言いまし

たように、給与で１.０７ぽんと削ってくれれば一番すっきり説明しやすかったのですが、そう

いうものを含めた総体の中で１.０７。 

ですから個々にケースが違うのです。通勤手当をもらっていない職員もいますし、住居手当

をもらっていない。とにかく該当する項目を全部さらって、４月の時点での給与に１.０７をか

けて削減するというのが今回の内容。 

 ちょっと説明しにくくて申し訳ございませんが、ですから、今後実費支給されていることに

ついて削減するという内容でございませんので、その辺一つご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。基本的なことをちょっと一つ二つお尋ねをしたい

のです。 

 一つはですね、昨年度は遡及するごとに、４月まで遡及することに対して、職員組合との中

での若干の意見の違いがあつたような記憶をしておりますけれども、今年はそういう点がなか

ったかどうかということが一つと、もう一つ、ラスパイレスこれでどれぐらいになりますか。 

 この２点。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) まず１点目でございますけれども、昨年の組合交渉を踏まえての

ご質問かと思いますが、今回も事務折衝、それから町長入っての団体交渉を２回ほど行いまし

た。 

 それで一番問題になりましたのは、今ちょっと説明していますとですね、果たして本当にさ



っき言った通勤手当、こういったもの。それから住居手当、実際に払っているもの。こういう

ものまで減額するのはおかしいのではないかと、こういう議論で随分協議をいたしました。 

 実際に他の自治体では、部分的にですね、通勤手当は該当させないよとか、こうやっている

自治体も実際にあるものですから、そこのところでは随分議論をいたしましたけれども、ただ、

私どもの方としてはですね、従来から人事院勧告、それから国家公務員に準拠したものの考え

方、給与のあり方というのは基本にしているから、これは確かに組合の言い分も分かるけれど

も、これはもう、今回も人勧どおりやらせてもらうということで最終的に組合の方との妥結に

至ったと、こういう経過でございます。 

 それから、２点目のラスパイレスの関係ですけれども、今回これを含んでのラスパイレスの

計算はしてございません。まだされておりませんが、参考までに申し上げますと、１３年度の

ラスパイレスが１００.５でございましたが、今回１４年度の給与では９９ .８という数字にな

ってございます。 

 これは初めて１００を切ったというような状況でございますけれども、１４年度については

９９.８と、こういうことでございます。 

 以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。分かりました。 

 １点だけ、どうもさっきの話がよく、まだ飲み込めていないのですけれどもね、例えば住居

手当、それから通勤手当含めて、総体でやるのだというのは分かったのだけど、全部含んでい

る人と、全部って言うか対象に手当も含めてなる人と、今言ったように全く対象ない人といま

すよね。 

 それで、どの人も全部１.０７下がると。要するに年収で１.０７下がるというような、全部

の人がだよ、同じように。こっちが１.０８で、こっちが１.０６とか、そういうふうにはなら

ないというような、中身よく分からないで言っているからあれだけど、そういうふうなり貝で

いいのかどうかね。 

 要するに、職員によって差ができないのかどうか。その１点だけ。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) ただいま差が出るって言っていますけれども、差は出ませんね。

４月時点の給与に、住居手当とか全部含まれた総額で１.０７かけて削りますから、差は出ませ

ん。はい。 

○１４番(大渕紀夫君) はい、分かりました。 

○議長（堀部登志雄君） はい、９番、吉田正利議員。 

○９番(吉田正利君) ちょっと水準についてですね、１点質問いたします。 

 例えば白老町、全道２１２市町村の中で、道レベルで結構でございますが、町の規模からお

して、白老町の職員の平均の給与ベースが全道レベルで見たときに、どのレベルに位置してい

るのか。上・中・下で結構でございます。傾向で結構でございます。ちょっとご報告いただき



たいと思います。以上。 

○議長(堀部登志雄君) 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１１時０１分 

○議長(堀部登志雄君) 休憩前に引続き、会議を開きます。 

はい、三國谷総務課長。 

○総務課長(三國谷公一君) 時間をいただきまして、大変申し訳ございません。 

 今、資料を持ってまいりまして、この資料でお答えいたしたいと思いますけれども、先ほど

私、１３年度１００.５というふうに申し上げましたが、この年の全道の２１２の自治体の平均

が９９．１でございます。ですから、若干上回ってございます。 

 ただ、先ほど言いました最新の私どもの数字では、９９.８でございますから、少し近づいて

いるというふうに考えております。 

 それから、ラスパイレス指数、だいたい同規模の人口のというお話がございましたので、調

べたものがございます。白老町１００.５でございますが、当別町が９８.７、七飯町が９７.４、

余市町が９８.８、美幌町が９９.４、静内町が９７.９、幕別町が９８ .７、釧路町が１０１.５、

中標津町が９８．０と。こういうような数字でございます。 

 ただ、１点補足してご説明させていただきますけれども、このラスパイレス指数というのは、

国家公務員の指数を１００とした場合にどの位置にあるかという、単純な比較なのですが、こ

の根拠となっておりますのは、年齢ごと、一つのかたまり、ブロックごとに、それから中学卒・

高卒・大卒とかって、短大卒とかって、そういうことで単純に比較しているのです。 

 それで、内容を申し上げますと当町の場合、トータルでは先ほど１００.５というようなこと

を申し上げましたけれども、中を見てみますとですね、一番その、短大卒で、部分で一番低い

ところで１００とした場合に８６.９という数字でございます。 

 高校卒の経験年数３０年以上になりますとこの１０３.９、それから１０４.４というような、

高い数字が。これは何を言いますかと言いますと、高卒で課長職になっている。地方の場合で

すね。国の場合は多分そういうことはないというようなことで、単純に比較できない部分がご

ざいます。 

 ですから、今、私もそうなのですけれども、この役場の職員の年齢構成を見ますと、かなり

もう５０歳代がかなり多くなっていまして、高い給与に、位置にある職員が多くなっていると

いうことも、ラスパイレスを引上げている原因でございますので、決して若い職員がですね、

高いというようなこともございませんので、その辺加味してですね、ご理解をいただきたいと

思います。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、９番、吉田正利議員。 

○９番(吉田正利君) 大変ありがとうございました。その程度で結構なのでございますが、私



ちょっと質問申し上げた根拠につきましては、先ほどトータルで年ベースで高い人が２００，

０００円と。それから若い方で８０，０００円ということで言われましたので、非常にこうい

うふうな意味からすると、額としては大きいわけでございます。 

そういうふうな意味で生活ベースから考えましたら、例えば人事院勧告で先ほど発表があり

ましたように１.０７％、それから期末勤勉手当で０．２５月という一つの基準に準じてスライ

ドして各市町村落としているようでございますが、やはり各市町村の実態に応じて、その規模・

レベルにおいてですね、この比率は変えてもいいわけですよね。例えば。 

準じると言うけれども、もし、今私も状況分かりました。平均年齢が高いということはそれ

だけベースが高いわけでございますから、すべてそれに準じてですね、スライドするというこ

とは非常に負担が大きくなると思うのでございます。 

ですから、もし人事院勧告の低減率そのものについて、すべて準じてスライドしなくても、

あるいは総体的な、今言った各市町村の実態に応じてですね、やはりその低減率というものを

調整できるのであればやはり、調整すべきものではないかなと。 

異常に高ければ比率を上げてもいいと思うのですけれども、そのように感じました。 

年間ベースの引下げ額が非常に大きいものですから、トータルで言うとありがたいことなの

だけれども、多分大変だなという感じでおりましたので、質問いたしました。 

以上でございます。どうもありがとうございました。 

○議長（堀部登志雄君） 答弁よろしいですか。 

○９番(吉田正利君) はい。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

採決いたします。議案第３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  

 


