
      

◎議案第１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 

◎議案第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

◎議案第３号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等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３、議案第１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、議案第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第３号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３議案を一括議題に供します。 

 議案第１号の説明を求めます。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) それでは議案１号からご説明申し上げます。 

 議案第１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１７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。職員の給与に関する条例の一部を次のよう

に改正する。以下、改正条文の内容については、議１－６の議案説明で説明いたしますが、先

に議１－５、附則をお開き願います。 

附則。施行期日。１項、この条例は、平成１７年１２月１日から施行する。 

最高号俸を超える給料月額の切り替え等。２項、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日

における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。 

平成 1７年１２月の期末手当の額の特例。３項、平成１７年１２月に支給する期末手当の額

は、改正後の職員の給与に関する条例第１９号第２項から第５項まで、第２１号第１項から第

３項まで及び第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下こ

の項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」

という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるとき

は、期末手当は支給しない。 

１号、平成１７年４月１日(同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者に

あっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調

整手当、住居手当の月額の合計額に１００分の０．３６を乗じて得た額に、同年４月から施行

日の属する月の前日までの月数(同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しな

かった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考



慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(１円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額) 

２号、平成１７年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３６を

乗じて得た額(１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) 

 次のページです。次のページの議案説明を説明いたします。 

本年８月１５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

行なうことが必要であるとして、一つ。１点目には、月例給の０．３％引下げ。２点目に配偶

者に係る扶養手当月額の５００円引下げ。３点目に勤勉手当の０．０５月分引上げをするよう、

勧告を行いました。 

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、併せて４点目になりますが、４月からの官民の年間給与を均衡させ

る観点から、４月から１１月までの月例給と、６月の期末勤勉手当から０．３６％を減額し、

１２月期の期末勤勉手当で所要の調整を行なうため、本条例の一部を改正するものであります。 

次に、新旧対照表ですが、第８条。扶養手当の第３項中、配偶者に係る扶養手当額１３，５

００円を１３，０００円に、５００円引下げの改正であります。 

次に、第２０条の勤勉手当の第２項中、支給率の１００分の７０を１００分の７５に、１０

０分の５引上げの改正であります。 

次に別表第１、第３、第４の給料表についてでありますが、同率０．３％引下げの改正をす

るものであります。新旧対象の給料表は、次ページ以降の資料のものであります。 

なお、今回の一連の改正により、一般会計の給与費で、年間の総額では４１千円の減額とな

ります。 

○議長（堀部登志雄君） それじゃ、議案第２号の説明を願います。 

 白崎総務課長、どうぞ。 

○総務課長(白崎浩司君) それでは引続きまして、議案第２号を説明いたします。 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費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１７年１１月２８日提出、白老町長。 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

附則。施行期日。１項、この条例は平成１７年１２月１日から施行する。 

期末手当の割合の特例措置。２項、平成１７年度に限り、この条例による改正後の特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第４条第２項中「１００分の２３５」とあるの

は「１００分の２３０」とする。 

次ページ、議案説明です。特別職の期末手当でありますが、こちらの方も人事院勧告に準じ

た一般職の給与改正に伴い、一般職の期末勤勉手当の支給割合を準拠している特別職の期末手



当の支給割合についても国に準じるため、本条例の一部を改正するものであります。 

なお、厳しい財政状況から、平成１７年度分の期末手当については、自主的に削減すること

とし、実質的な引上げをしないこととするため、この語句については附則で規定いたしました。  

従って、本文の改正では新旧対照表のとおり、第４条期末手当、第２項中支給率１００分の

２３０を１００分の２３５に、１００分の５引上げの改正をするものでありますが、附則で１

７年度分の１２月支給分については、改正前の１００分の２３０で支給するものであります。 

以上、雑ぱくですが説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 引き続き、議案第３号の説明を願います。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 引き続き、議案第３号でございます。 

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等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１７年１１月２８日提出、白老町長。 

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例。教育委員会教

育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２３５」に改める。 

附則。施行期日。１項、この条例は平成１７年１２月１日から施行する。 

期末手当の割合の特例措置。２項、平成１７年度に限り、この条例による改正後の教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第４条第２項中「１００分の２３５」とあるのは

「１００分の２３０」とする。 

改正内容は前号の議案第２号と同様でありますので、議案説明は省略させていただきます。 

以上、説明を終わらせていただきます。 

○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。最初に質問でなくて、資料の提出を求めたいな

というふうに思います。その資料に基づいて、また質問したいと思うのですが、この提案はだ

めでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 内容的にはどういうことでしょうか。  

○１０番（宗像 脩君） じゃ、申し上げます。提案されている議案第１号の数字的なものに

ついては理解できるのです。 

 ただし、私が求めたいと言いますのは、例えば期末手当。これは０．いくらか増やすとかっ

て言いましても、やっぱり本俸に対するパーセントですから、従って、本俸が３００円減る、

５００円減る、千いくら減るって、それはもう全部分かるわけですけれども、全体として、し

かも４月からさかのぼると。そうすると、今月まで、ざっと数えても８カ月か９カ月もこうず

ーっと累積してくるわけです。 



 従って、全体として、いわゆる若い人。２０代、２５歳くらいの人たちは、全体としてこの

くらいになりますよとか。あるいは５０代、５５くらいになってきますと、こういうふうにな

りますよとか。扶養家族がいる、いないによってもまた違ってくるでしょうけれども。 

 そういった詳しい資料を、まず出せれるものであれば出していただきたいという。以上です。  

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 時間を少しいただいて、すぐ・・・。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっとお待ちください。 

 今、宗像脩議員から、資料の提出が求められました。 

 それで、その理由についても今お話されましたが、資料の提出となりますと、議会の承認を

得て、理事者側の方に請求するようになりますので、その辺について、皆さんにお諮りしたい

と思いますが、資料の請求については議会として、請求すべきかどうか。何かこれについてご

意見ありませんか。採決する前に。 

 はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番（大渕紀夫君） １４番、大渕です。若干休憩をしていただきたいと思います。その

間、議会運営委員会等々で資料要求が正確かどうか、これ議案は前日配付されておりますので

ね、その辺、議会運営委員会のときに、請求ができなかったものか。 

 また、今日緊急にそういうことが必要なのかどうかっていうことを、休憩をして若干議論し

たらいかがでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩  午前１０時１５分 

 

               再開  午前１０時４６分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩前に宗像脩議員の方から、資料の請求のお話がありましたので、宗像議員、再度。質問

について。先の資料請求について。 

はい、１０番、宗像脩議員。 

○１０番（宗像 脩君） 今、これ、いただいたばかりなものですから、まだぱっとしか見て

いませんけれども、こういった内容の資料がほしいなと思って、私は先ほど申し上げたわけで

す。 

 ですから、これ今手元に入ってきたのですけども、この資料の若干の説明をお願いしたいと

思うのですけれども。 

○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１０時４７分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 



 １０番、宗像脩議員。 

○１０番（宗像 脩君） すいません。いろいろな、私の勘違いとかそういうことがありまし

たので、私の先ほど申し上げました資料の提出については、取り下げたいというふうに思いま

す。 

○議長（堀部登志雄君） はい、分かりました。 

 宗像脩議員の方から、資料請求については取り下げるということでございますので、引き続

き質疑をいたします。 

 改めて、宗像脩議員、質問していただければいいと思いますが。 

 資料につきましては、事前に理事者の方から、この１号議案の審議については配付されまし

たので、それに基づいて、何か質疑がございます方がおりましたら。 

 はい、１０番、宗像脩議員。 

○１０番（宗像 脩君） それでは質問いたしますが、今この資料をもらって、間違っていた

らまた、あれですけども、この年齢・職名・５５歳・課長職、一番下を見ますと▲の６，０１

９円から始まりまして、ずっと右端まで、２５歳まで全部▲なのですけれども、ということは、

ほとんどの職員が、上は６千円台から下は千円台までこう、差がありますけども、みんなそれ

だけ減額になるのだという判断でよろしいのかどうか、まずそこから質問したいというふうに

思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 若干説明がちょっとダブりますけども、先ほど議案説明で申し上げ

たとおり、改正については４点ほどということで、この表のとおり、給料表の改定が０．３。

それから、扶養手当が配偶者がマイナス５００円。それから、期末勤勉手当の支給が０．０５ 

月増。それと、年間の期末調整の調整ということで、格差が０．３６ということで、前段説明

申し上げました。 

 で、下段の方に計算例が出ていますが、これは年齢別に拾ったものですけども、計算例の括

弧横の方に書いていますけども、管理職手当、その職員によってはですね、管理職手当。それ

から扶養の状況。それから住居。いわゆる親のところから通っているとかですね、それから持

ち家を持っているとか、借家に入っているとか。そういうようなところによって、摘要される、

されないがありますので、増減額が違ってきますということを、前もって記載していますけど

も。 

５５歳。この事例でいきますと、５５歳の課長職でＡの欄は０．３６の調整分。４月から１

１月と。これがマイナスと。それから、Ｂの欄が期末勤勉の増ということで、０．０５月分の

増ですが、この分が増えるということで、Ｃの欄はそれのＡとＢの小計ですね。それと、Ｄと

Ｅの欄、これが１２月から来年の３月までの給料に影響する分ということで、扶養手当の、い

わゆる配偶者がいれば減になると。それと、給料の減額分ということで、この事例でいきます

と、５５歳の課長職で年間でトータルしますと６，０１９円の減になると。 

で、この表自体はこの記載のとおりですね、たまたま引っ張ってきている事例としてはマイ



ナスの要素の職員で、２５歳の係職でも１，４００円ジャストというような事例が載っていま

すけれども、先ほどの、最初に説明したとおり、その職員の状況と言いますか、扶養とか住居

の状況。それによってはプラスのところもあるというふうに押えております。以上、説明を終

わります。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１０番、宗像脩議員。 

○１０番（宗像 脩君） １０番、宗像です。かつて、所得倍増論がはやった頃は、これとは

全く逆に、ばーっと上がりました。で、それと違って今回は、ざっと下がるわけですから、従

って大変な問題だなというふうに私、思うわけですけれども、そこで質問したいのは、まず二

つほど質問したいと思いますが、総額で、これでもって支給していく総額で、いわゆる人件費

の削減額が、おおよそで結構でございますけれどもどのくらい削減になるのかということが第

１点。 

 二つ目ですけれども、職員組合と言いますか、自治労の組合と言いますか、そことの協議も

多分進んでいるだろうと思いますけれども、その辺の合意内容について、差し支えなければお

知らせをしていただきたいと思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) １点目の総額でと人件費ということですが、先ほど一般会計のうん

ぬんと言いましたけれども、総額でですね、全会計で３３０人該当がいます。 

 それでいきますと、年間、増減全部やりまして、４１８千円の増です。 

 それと、２点目の組合との協議ということですが、当然組合に提出するということでは事前

に、今年度の人勧が出た時点で、組合と協議しまして、今回提案に至っていると。 

 ただ、今回提案しているのは１７年度分ということでございます。今年度の人勧の中では１

８年度分の給与についても、人勧の方で出ていますけども、これについては大幅な改正がある

ということと、併せて国の方で詳細な規則の改正がまだ出ておりませんので、これについては

引続き協議をするという内容で、組合とはそこら辺の協議は済んでおります。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１０番、宗像脩議員。 

○１０番（宗像 脩君） 一つ確認したかったのは、今の課長の答弁の中で、４０何万円の増

という話がありましたけど、そこ、もうちょっと詳しくお願いしたいと思います。 

 あと、３回目ですから、最後ですけれども、来年の春、３月です。４カ月後、３月が来るわ

けですけれども、そこで退職される方もいるかと思うわけですが、その方が、もちろん退職金

のことを聞こうとしているので。退職金の元になるのは、本俸が元になると思うのですけども、

今回下げたことによって、退職金に及ぼす影響というのが、あるのかないのか。あるとすれば

どの程度あるのかということを、まずお伺いしたいと思います。 

 その次、職員の方はこれで分かったのですけれども、役場の中には嘱託職員だとか、臨時職

員とかっていう方がいらっしゃるので。その方々に対してのこういったものについては、ある

のかないのか。あるとすれば、どういうことでやるのか。なければないでいいですけども、そ

の辺伺いたいと思います。 



○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) １点目の総額でと、人件費ということですが、先ほど言ったとおり

ですね、他の会計、全員含めますと３３０と。先ほど言いましたとおり。 

 で、他の会計で、いわゆる対象。区分の対象がですね、増になるという部分がありまして、

先ほど言ったとおり、総額で言いますと、年間で４１８千円の増になるということでございま

す。 

 それから、２点目の退職金の影響でございますが、給料表。退職金はご存知のとおりですね、

月額の給料に対して何パーセントという、何月分といきますので、給料表自体が０．３％落ち

ますので、月例給としては下がりますので、影響はあるということでございます。 

 それから、３点目の嘱託・臨時につきましては、今回、今予算を作っている段階ですけれど

も、今回の影響０．３％なので、臨時・嘱託には、白老で支給している額がですね、管内を比

べてもたいした上位ではないというようなことなものですから、これについては影響させない

というふうに思っております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 他、質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

 補足答弁、何かあるのですか。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) すいません。今の２点目、退職金の影響ということで、額もという

ことになるでしょうか。 

○１０番（宗像 脩君） ええ。ですから、答弁にありましたように、基礎になる給料ってあ

りますね。それの何カ月分ということは、なりますよね。 

 その本俸が今回落ちるわけですから、当然総額の方も落ちるのだろうというふうに、私は単

純に考えているわけです。落ちるとすれば、だいたいで結構でございます。どのくらい落ちる

のですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 額で申し上げますと、ざっと今計算、ですけども、４００千円強の

月額ということで計算しますと、退職金で影響が出る額はマイナス７０千円です。はい。以上

です。 

○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） これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第１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の討論に入りま

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。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第１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１号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての討論に入ります。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。 

 質疑は一括して行ないましたので、１号から３号まで一括質疑でございます。今、順次採決

しているところでございます。 

 はい。反対の討論ですか。 

 はい、まず本案に対する反対討論の発言を許可いたします。１０番、宗像脩議員。登壇して

こちらでやってください。 

○１０番（宗像 脩君） １０番、宗像です。私は反対という意味で、討論に参加させていた

だきます。 

 議案書の２の２ページを見ましても、特別職の職員、常勤でないものとうんぬんの中に、人

事院の勧告があったのでという、まず１項がずっとあります。 

 そしてさらに、一般職の期末勤勉手当の支給割合に準じて特別職の期末手当の支給割合も、

これに、国に準ずるというふうにあるのです。 

 私は、ただ一つ抜けているのではないかなと。と言いますのは、一般職についての給料は、

これは人事院の勧告どおり０．３％引き下げると。人事院の勧告ということであれば、当然特

別職の方の報酬も下げるべきでないのかなと。 

 ただ、特別職の方の報酬については、特別職報酬等審議会という、その過程を経てしなけれ

ば下げられないということは、充分私は承知をしております。 

 同じ屋根の下で働く人たちが、特別職については、これは下げない。それから、一般職につ

いては下げる。 

先ほどもらいました資料についても、一般職の人は、上から下までほとんど▲の減額だと。

ところが、特別職については、これは今までどおりということについては、やはり同じ屋根の

下で働く人たちの考え方の中に、不公平感というものが生ずるのではないのかなというふうに、

私はそう思うわけです。 

 従って私は、この提案されたものについては、どうも賛成しかねるというふうに思います。 

 以上で討論を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 次に賛成の立場での討論はございませんか。 

〔「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。 

これをもって討論を終結いたします。 



 採決いたします。議案第２号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

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。  

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての討論に入ります。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。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第３号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等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。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

      

 


