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◎開会の宣告 

〇委員長（及川 保君） 平成 19 年に入って初めての委員会になりました。 

今日はですね、ご承知のように 12 月定例会に提案された、職員の再任用制度の議案ですね。

これは総務文教常任委員会に付託されたわけですけれども、今回この制度については、平成 14

年の３月の委員会で、否決だったのですね。これを４年経過しまして、再度、町の方から提案

をされたわけですけども、今回この審議に当たってですね、どうでしょうか、この今日、町理

事者側も今、入って議論をするわけですけれども、前回否決されたという意味合いからすると、

非常に重要な案件になっております。 

それで、今回の議論を踏まえて、各会派に持ち帰っていただきましてね、それで再度委員会

を開催、既にもう、皆さんにご案内しているとおり、明日１日、それから 31 日、２月の１日。

合計４日間の委員会を、皆さんの方にご案内申し上げているところであります。 

そういう形で、進めていきたいと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。 

はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、この 12 月の定例会で、総務文教常任委員会に付託され

たというこの再任用制度ですけれども、別に会派にいかなくたって、この場で、総務文教常任

委員会で審議する、何で会派に持っていかなきゃならないのか。その辺りの説明をちょっとし

ていただけませんか。どういう趣旨か。 

〇委員長（及川 保君） そうですね。今加藤委員の方から、会派まで下ろさなくても、いい

のではないかというお話ですけども、これがまた本会議の中でね、各議員さんそれぞれのご意

見があると思うのですね。今、総務文教常任委員会に付託されたわけですけども。 

議会本会議の中でまたこれが、総務文教常任委員会の審査意見として述べるわけですけども、

ここでまとめたものを、そこでまた議論になる可能性があるのですね。 

だから、そこでまた否決なんていうことにまたなってしまうとですね、非常にまた困った事

態に立ち至るのですね。そのことを踏まえたときに、全議員がやっぱりきちっと、この再任用

の制度についてね、きちっとした理解をしていない限り、非常に厳しい状況であるものですか

ら、そういう形にしたいなということなのです。 

 はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、当然総務文教常任委員会で、そういうことも予想される、

いろいろなテーマについて充分に議論すると。そして、それに対する結論というものを委員長

の報告で、本会議に提出するわけですね。そうすると、そこで各議員から総務文教常任委員会

以外の議員から、いろいろ質疑がある。それに対して充分答えるようなですね、議論を、総務

文教常任委員会ですべきじゃないですか。 

〇委員長（及川 保君） ここでしておけばですね。 

〇委員（加藤正恭君） そうですよ、当然。当然それだけはしなければならない。 
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 だから、そういうふうにして、時間をかけてですね、分からないのなら結論が出るまで充分

議論をすると。 

 別に本会議でいろいろ質問があるから、そのために各会派に下ろして、各議員さんで充分な

了解を得て、本会議では質問がなくなっちゃうわけですね。充分理解しちゃうとですよ。 

 だから、それでは総務文教常任委員会の活性化にならないです。委員会の。 

 ですからそういうふうにして、予想されるこういうことはこういうことが言われるだろう、

こういうことを疑問もたれるだろうと。そういうものを我々、充分議論してですよ。そしてき

ちっとした形で答申を出すと。 

 それに対していろいろな質問があったら、委員長から充分にですね、それに対する答えをす

ると。足らない部分は他の委員さんの中からでもですね、それに対して答弁するというふうに

持っていって、結論は導くべきだと思うのです。 

 本会議でね、委員長報告でそれで済むわけですから。そこでやった方がいいと思うのですけ

どね。 

〇委員長（及川 保君） はい。いや、それは全くそのとおりなのですよ。そのとおりなので

すけどもね、結果的にね、結果的にこの制度、付託されたこの再任用制度がね、また否決され

てどうにもならないっていうことになってしまうと、これ非常に厳しい状況になってしまうわ

けですよね。そこだけで、その議員は納得するかもしれませんけどね、納得するかしないかち

ょっと分からないですけども。その本会議の中で議論してね。 

 非常にその辺のことが、懸念されるわけですよね。 

 前回も実はそうだったのですね｡各会派の中で、もう下ろしていろいろ議論しているわけです

よ。前回は。４回くらい委員会を開いているのですけどもね。 

 はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、これね、総務文教常任委員会で否決されたので、それで、

３月の議会には上程しなかったのですよ。 

〇委員長（及川 保君） 違います。本会議の中で否決されたのです。委員会では否決だった

のだけども、・・・。 

〇委員（加藤正恭君） いや、結局ね、否決ということの総務文教常任委員会の、否決という

ことについて、賛成したのですから。そうでしょう。本会議で。 

〇委員長（及川 保君） そうです、そうです。委員会が否決したから。 

〇委員（加藤正恭君） 否決したからそのとおりになったということでしょう。 

〇委員長（及川 保君） そうです、そうです。 

〇委員（加藤正恭君） だから、そういうふうに。 

〇委員長（及川 保君） ですから否決ということになったのですよ、だから。 

〇委員（加藤正恭君） だから、総務文教常任委員会で否決すべきものと決定したので、これ

についてご異議ありませんかと言ったら異議なしということなのですね。 
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〇委員長（及川 保君） そうです、そうです。賛成、否決をね。賛成ということで。 

〇委員（加藤正恭君） ですから、そのまま。今度はそのままになっちゃったわけですよね。 

 だから、その辺りについては十分総務文教常任委員会で議論をすべきで、これ会派にまで持

っていかなきゃならないものじゃないと思うのですけどね。 

 その代わり議論を総務文教常任委員会でやればいいじゃないですか。 

〇委員長（及川 保君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） ちょっといいですか、確認ですけど、審査付託というのは総務

文教常任委員会で下準備のための審査をして、そこの中で委員会決定するのですよね。 

 ただ、最終決定は本会議なのですよ。本会議でもう１回諮るのですよね。委員会が結論を出

した結果であっても、本会議でもう１回諮って、採決をとるっていうことだけ確認しておいて

いただきたい。 

 今のちょっと、ちょっとニュアンスですと、総務文教常任委員会で決めたことが、そのまま

承認されていくということでもないです。 

〇委員長（及川 保君） そうですね。 

〇委員（加藤正恭君） それは分かります。 

〇委員長（及川 保君） 分かりますよね。 

〇委員（加藤正恭君） 分かります。だから、委員長報告のとおり、可決することでご異議あ

りませんかで異議なしと。こういうことになったのでしょう。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 賛成であればそうです。 

〇委員（加藤正恭君） 決とったのですか、あのとき。 

〇事務局長（上坊寺博之君） とります。当然決とらないと。 

〇委員長（及川 保君） 当然とるのですよ。 

〇委員（加藤正恭君） 決とったのだけども、どういう状態だったのですか。 

〇事務局長（上坊寺博之君） ですからね、否決の場合と賛成の場合の決の取り方は違うので

すね。 

 ですから、今回ここで否決であれば、否決の賛否ってとれないですから。賛成かどうかって

いう賛否ですから。委員会は否決だけど、賛成の方ってとりますから。 

〇委員（加藤正恭君） そうですね。そのとおりになったわけですね。 

〇事務局長（上坊寺博之君） だから、皆さん手を挙げなかった。 

〇委員長（及川 保君） そういうことで、否決したのです。はい。 

 はい、谷内委員。 

〇委員（谷内 勉君） ちょっと、確認したいのですが。これは 14 年の３月８日というよう

なことで、この前回の資料が配布された。これについてですね、もう少し、僕らちょっと把握

をしていないもので、このときの状況っていうのをね、どういうような形でどういう、こうい

うような文章が。これに集約されているっていったらそれまでなのですけども。 
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 これについて、もうちょっと分かる、加藤委員辺りは分かっていると思うのですが。この内

容についてね、やっぱりちょっとこう何というか、把握したいもので。もしか説明できるもの

であればしてほしいと。 

〇委員長（及川 保君） これだけじゃ難しいですか。 

〇委員（谷内 勉君） いや、これでだいたい内容についてはこういうことですよっていうこ

との、集約的な意見だと思うから、これだけですよっていうのであればまた、それは別なので

すけども。 

 だけどこの辺にプラスアルファ的なものが何かね、説明する要素があるのであれば、そうい

うものについて説明してほしいなっていう、そういうことなのです。 

〇委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、谷内委員のように、この問題について協議する人たちは

分かるのですけど、この文章のとおりなのですよ。 

 だすら、この辺りをね、十分今回の再提案については、これらを十分にクリアしているかど

うかということをね、審議するのがこの今回の総務文教常任委員会なわけですね。そうでしょ

う。 

 だから、その点については、前回否決された理由はいろいろ書かれていると。これらについ

ては、果たして今回の再提案された再任用については、クリアしているのかどうかと。 

 それからまた、社会情勢もどういうふうに変わっているか。この４年か５年前からみると、

変わっていると思うのですよ。 

 しかも、18 年の４月から民間でいえば、何というのですか、高齢者の再雇用制度というのが

実施されているわけですね。 

 だから、このときはそういうものが採用されていなかったと。国としてもね。採用されてい

なかったのが、今回は 18 年の４月、遅ればせながら去年の４月から施行されているのだよと

いうことで、環境的には随分変わってはきているわけですよね。 

 だから、一緒に議論したらどんなものなのですか。 

〇委員長（及川 保君） そうですね。 

〇委員（加藤正恭君） 同じテーブルに上げて。前回の問題と、今回の問題と。 

 そうしないと、比較していかなければ分からないわけですよね。 

〇委員長（及川 保君） そうですね。 

〇委員（加藤正恭君） そういうふうにしていけば、徐々に分かるのではないかなという気が

するのだけど、どうだい。 

〇委員長（及川 保君） 町側の方の状況も変わっていると思いますのでね、当時と。だから、

その辺のこともきちっと今回、把握できると思うのですよね。 

〇委員（加藤正恭君） 一つ提案なのだけど、いろいろそういうふうにして、比較検討した結

果、会派に持ち帰らなければならないという状況が出た場合はね、そういうふうに持っていっ
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てもいいと思うのだけども、何も議論もしない、何もしないでね、最初から会派に持っていっ

て、下げてね、そしてまた上げてきて総務文教常任委員会でまた議論をするというのもね、い

かがなものかと思うのですよ。 

 だから、それは議論の経過の中で、どうしても 20 人の議員さんのね、理解を得なきゃなら

ないぞといった場合には、会派に持ち帰るか、議員協議会をするかね、今の段階では。そうい

うことを決めればいいのであって、最初から総務文教常任委員会を放棄してね、放棄という言

葉は変だかもしれないけども、しないで会派に持ってかえるっていうこと自体はちょっとおか

しいのではないかと。僕はそう思うのだけど。 

〇委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） 私も加藤委員がおっしゃったように、これは１回否決された案件です

ので、今回についてはやっぱり慎重に審議した方がいいと思うのです。       

 それで、私たちが委員会でですね、やっぱり審議した結果というものが、やっぱり理解して、

皆さんの、議会の議員の方にですね、他の議員の方に理解されて、それで通っていくような、

やっぱり慎重な対応がですね、僕は必要だと思うのです。 

 最初からでなくていいと思うのですが、やはり結果がですね、本会議でもきちっと通ってい

くようなですね、うちらの議員の、委員会の意見がですね、通っていくようなやっぱり、その、

何というのですか。対策というのですか。やっぱりそれは、通っていかないとだめだと思うの

ですよ。 

 ですから、結果としてやはり会派に下ろしてですね、やっぱりうちらの考えた、審議した結

果がですね、こういう流れで今、やっていて、やっぱりこれについてですね、やっぱり意見を

聞く場所っていうのも、やっぱり必要かなという部分もありますので。それは先ほども言われ

たように、その都度でいいと思うのですが、やっぱりそこが慎重に審議した方がいいのではな

いかなという、そういうふうに思います。 

〇委員長（及川 保君） なるほどね。はい、分かりました。 

 他、意見ございませんか。 

 はい、土屋委員。 

〇委員（土屋かづよ君） 土屋です。再任用そのものがね、やっぱり国の条例として定められ

ているっていう部分ではね、否決とまでは至らないと思うのです。 

 ただ、その再任用そのものが、どういう形で行なわれるかというところからね、きちっとや

っぱり精査していかないと。町長がおっしゃった意味ならね、選ばれた人しか再任できないと

いう部分のニュアンスがありましたからね、それについてもっといろんな段階的にね、やって

いかなきゃいけないのではないかなと思うのですよね。 

 だから、前回その提出されたときに否決されたことは、もうそれはそれでいいと思うのです。

再度ここに提出されたことに対して、町側としてはね、やっぱり再度出したことに対しての否

決というのは非常に厳しい部分があると思うのです。 
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 だからその辺でやっぱりきちっと、やっていかなければならないのではないかなと思うので

す。私はそう思っています。 

〇委員長（及川 保君） はい。他、ございませんか。 

 はい、近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） 近藤です。私この 14 年の否決のときにはね、入っていたメンバーな

のですけど、いずれにしましてもあのときは、唐突として出てきたような感じで、また聞いて

いてびっくりしてね、議論して、我々会派でも、最大会派でいたものですからやっぱり３回か

４回、このことについては検討しています。 

 それでやはり、あまりにも一般の市民生活からいうと、このレベルの高い再任用であるとい

うことで、うまくないのではないかということで、いずれやるにしても時期が早いと。そうい

うことでね、やりましたので、今回はいずれにしてもまだ５年しか経っていないのにまたここ

に出てきたということがね、まずそこからね、私はね、理事者側の意見を聞きたいなと、こん

なふうに思います。 

〇委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。 

〇副委員長（山本浩平君） この経過として、議運に上程されたときにですね、やはり慎重に

審議を行なうべきということで、総務文教常任委員会に付託になった、そういう経過があると

思います。 

 それで、私どもも一度会派の中で会議を開きました。開いたところ、やはり総論に対しては

反対ではないのですけれども、各論になってくると、いろいろとこういったものどうなのだろ

う、ああいったことはどうなのだろうということで、非常に慎重な意見、あるいは今後の白老

の財政のことを考えた場合ですね、無条件でやってしまうと、近隣の市のようにですね、希望

された方がもう全員再任用されると、そうなってくると非常にものすごい人数になってしまう

ということで、頭を抱えている近隣の市もあるわけでございます。 

 そういった中で、やはり各論についてはですね、慎重に審議していくべきだという考えを、

私どもの会派は持っていますので、今回総務文教常任委員会が今日・明日の他に３１日・１日

ということでございますので、その間にですね、私どもの会派につきましては総務文教常任委

員会で話が出たことについて、それぞれのメンバーに、やはり説明をしてですね、慎重に運ん

でいきたいなというふうに考えていたのです。 

〇委員長（及川 保君） 皆さんのご意見を伺っておりますとですね、総務文教常任委員会に

この案件については付託されたわけですから、きちっとその委員会の中で議論を踏まえて、な

おかつ議論した中で全体の意見を聞かなければいけないなということであればね、そのときは

きちっと会派の中でまた話をしていただくということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（及川 保君） はい。それじゃ町側に入っていただきましょう。 

 暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時２０分 

○委員長(及川 保君) それでは、休憩を閉じて委員会を再開します。 

 これより議事に入ります。議案第５号 白老町職員の再任用に関する条例の制定について。

そして、議案第６号 白老町職員の時間外勤務・休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について。以上の２議案について、一括議題に供します。 

 それでは、議案に対する説明を求めたいと思います。 

 白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） それでは議案第５号の資料の説明なのですが、本日追加資料とい

うことで、資料を新たに説明資料を提供してございますが、説明に当たりまして、まず本会議

で提案しました議案５号のですね、資料そのものの再任用制度について再度ご説明申し上げた

いと思いますが、よろしいですか。 

○委員長(及川 保君) どうぞ。 

〇総務課長（白崎浩司君） いいですか。それでは、各委員さんにつきましては、この制度に

ついての概要については、承知のうえだとは思いますが、本会議の中でもご説明したとおり、

５号の資料について再度、ご説明を申し上げたいと思います。 

 職員の再任用に関する条例の制定についてということでは、先般の説明でも申し上げました

とおり、公的年金の支給開始年齢の引上げによる、定年退職後の生活に不安を覚えることなく

職務に専念できるよう、雇用と年金の連携を図るという趣旨の下に地方公務員法の一部を改正

する法律が公布され、新たな再任用制度が導入されました。 

 また、民間においても、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律によ

り、高年齢者の再雇用制度が平成 18 年４月から施行されたところでございます。 

 そういう趣旨を踏まえ、今回提案させていただきましたが、資料の、議案第５号の資料を見

ていただきたいと思います。 

 今回の再任用制度の整備ということで、若干説明を、重複しますが、説明させていただきた

いと思います。 

 資料の１ページにですね、再任用制度の条例の整備事項ということで、説明させていただき

ますが、制度の施行期日につきましては 19 年の４月１日からと。 

 それと、対象者につきましては、定年退職者、それから勤務延長後に退職した者。それと、

勤続期間 25 年以上の退職者で、退職後５年を経過していない者。それと、４点目には③に該

当する者として再任用されたことがある者ということでございます。 

 それから、採用方法につきましては、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務を要

する職または短時間勤務の職に採用できるということになってございます。 

 それと、任用期間については１年を超えない範囲内と。 
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 それから、任期の更新につきましては、勤務実績が良好な場合、本人の同意を得て、任期を

更新できると。 

 それと、任期の末日につきましては、65 歳に達した後の最初の３月 31 日以前とすると。公

的年金の満額支給開始年齢の引上げに合わせ、経過措置を設定するということになってござい

ます。 

 それで、申し遅れましたけども、議案の説明のときも説明いたしましたが、今回の議案に当

たっては、附則の方でですね、附則の方で規定しまして２項の方で、法の 28 条の４第１項の

規定による職員の採用については、当分の間この条例を適用しないということで、いわゆる常

時勤務を要する職への採用は当分の間行なわないということにしてございますので、この資料

の説明は、常時勤務職員、それから短時間勤務職員という区分をしてございますけども、区分

で分けているところにつきましては、短時間勤務職員の方を適用になるということで、ご理解

願いたいと思います。 

 次の２ページにいきます。その中で、勤務時間ですけども、短時間勤務職員のところの説明

をいたしますが、常時勤務職員の勤務時間の５分の２から５分の４までの範囲内ということで、

規定してございますが、実質的には嘱託職員同様 30 時間の勤務時間数にするということの考

えでございます。 

 それと、週休日。これにつきましては日曜日、土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において設けることができると。 

 それと、勤務時間の割り振りにつきましては、１週間ごとの期間について、割り振るという

ことで、１日につき８時間を越えない範囲内で設定すると。 

 それと、年次休暇につきましては、１週間ごとの勤務日日数及び勤務時間が同一の職員につ

きましては、下のところで②の部分、②の数字については、これは削除願います。それで、５

日以上については 20 日、４日以上には 16 日、３日以上 12 日、２日、８日と。 

 この表の中のですね、10 の今説明したところで、①それから②とありますけど、②はこれ、

削除してください。 

 それと、中線が入りまして、②として①以外の職員につきましても、年次休暇については１

年の勤務日の設定の中で、217 日以上が 20 日と。以下記載のとおりでございます。 

 それと、中途採用者の年次有給休暇については、採用月によって、年次休暇の日数は異なる

と。これは、正規職員についても同様でございます。 

 それから、12 番目の年次有給休暇の付与日数ですが、単位ですけども、１日または１時間と

すると。 

 それと、３ページに移りますが、育児休業については部分休業のみ取得できると。 

 それと、給料月額については、常時勤務職員の勤務時間と短時間勤務職員の勤務時間との割

合を乗じて、給与月額と決定すると。 

 それと、支給しない手当ですけども、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、月額の特殊勤務
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手当、寒冷地手当は支給しない。 

 それから、16 の期末手当。これにつきましては、常時勤務職員については記載の 1.6 月分を

支給すると。短時間勤務職員については、支給しないということでございます。 

 それと、17 の勤勉手当についても同様でございます。 

 それと、18 の退職手当については支給しない。 

 19 の時間外勤務手当については、８時間までの時間に達するまでは、そのまま 100 分の 100

の支給率と。 

 それと、20 の通勤手当につきましては、勤務日数に応じて支給するという条件整備でござい

ます。 

 後でも重複した説明になりますけど、今回、今日の提出資料の中でまた再度説明いたします。  

 それと、４ページにつきましては、先ほど言いました年金の支給年齢が、年度ごとにですね、

引上げになると。最終的には 65 歳からの支給になりますが、その間公的年金が満額支給され

るまでを雇用できるということで、平成 12 年以前の定年、それと平成 13 年から 14 年度の定

年。以下各年度ごとの定年者が何歳までということで、記載している一覧表です。 

 ここで見ますと、給料比例部分。これにつきましては、今の時点では、その部分が満額支給

の６割程度ですが、支給されると。定額部分が順次 61 歳、62 歳、63 歳と、こういうように減

っていきまして、(7)の平成 25 年からは今度給料比例部分も１歳ずつ低減になってくると。 

 最終的には、33 年度以降の定年につきましては、65 歳でなければ満額支給されないという

形になります。 

 それから、５ページ目の方は、生年月日別再任用可能期間及び再任用対象職員数ということ

で、退職年度と対象職員数を記載したものでございます。 

 合わせて裏のページがですね、これを表に置き換えたものでございます。一番下段の方が対

象職員数の総合計ということで記載してございます。 

 それと、７ページ目ですけども、今回の試算ということで、記載させてもらいましたが、再

任用職員の給料につきましては、本則の方で給料表の下段にですね、各級ごとの給料を規定し

ていますけども、規則の方で３級適用ということを規定いたしますので、取り扱いとしては３

級、行政職については３級と。 

 給料額については、21 万 4,600 円ですが、今回の再任用につきましては、４分の３勤務とい

うことで、その時間数を乗じまして、16 万 950 円ということの考え方です。 

 これにつきましては、先ほどの説明のとおり期末勤勉手当等々が支給されませんので、年間

試算としては、先ほど言いました 16 万 950 円に 12 月分いうことで、年収としては 193 万 1,400

円になるということです。 

 下段の③にですね、民間比較ということで記載していますが、これは参考程度にですね、記

載させていただきました。町内の私どもの方で調べたＡ社、Ｂ社ということになっていますが、

民間の方でも再任用雇用制度を導入、４月１日からですね、導入した中で、各会社の方で決め
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ている給料ベース月額。それから賞与。それと、民間につきましては、給付金が出るというこ

とで、この金額も入れまして、合計金額。 

 Ａ社、Ｂ社ともにですね、フルタイム雇用ということなものですから、この金額がそっくり

従事者の方に支給されると。これを町の方の４分の３勤務時間に換算しますと、記載のとおり

の金額になります。 

 一番右の方が、今回試算した町の方の年収額ということで、その比較を記載させていただき

ました。 

 以上ですね、再度の説明になりますけども、今回の再任用制度に当たっての条件整備といい

ますか、それを再度説明させていただきました。 

 それで、今日お配りした資料の方に移させていただきますが、追加資料ということで今日お

配りさせていただきました。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 事前に送付されているのです。今日ではなくて。 

〇総務課長（白崎浩司君） 事前に送付しているものです。 

 18 年の議案第５号の追加資料ということで、事前に送付させていただきましたが、１ページ

目につきましては、これはこういうような取り扱いということで通知が来ましたので、これを

添付させていただきました。 

 総務省の方からの通達ですね、内容は、その再任用制度については 13 年４月１日施行され、

５年が経過したよということと、それから中段、しかしながらのところが入っていますが、制

定状況につきましては、都道府県及び政令指定都市については全団体が制定しているけども、

市区町村についてはおよそ８割５分の制定状況に留まっているということ。 

 それから、中段より下の方は、民間での部分につきましても、先ほど説明のとおり、高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、

継続雇用制度の導入の措置を講じなければならないとされたと。 

 これが 18 年４月１日から施行されましたよということ。 

 それと、その下の方には、こういうことの趣旨を鑑みて、所要の措置を講ずるよう尾根会し

ますということの、総務省の通知を添付させていただきました。 

 次に、３ページになります。３ページにつきましては、今回ご存知のとおりですね、前回 13

年、14 年４月１日からの適用ということで、13 年の 12 月議会に提案してございますけども、

その提案と、今回の比較ということで比較表を添付させていただきました。 

 記載のとおり、上段の方はですね、勤務時間につきましては、前回は常勤または短時間勤務

ということで、条例を制定してございました。基本的には短時間勤務職員をということでは変

わらないのですが、今回明確にですね、先ほどの説明のとおり、附則の方で当分の間、常勤職

員を適用しないよということで、今現在の嘱託職員と同様に、常勤職員の４分の３を基本とす

ると。30 時間を基本とするということで、規定をいたしました。 

 それと、期末勤勉手当。前回は支給するということで、2.5 月分を規定してございましたが、
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今回期末勤勉手当についても、支給しないということで、取り扱いをいたします。 

 これにつきましては、今回この部分を支給しないとしたことにつきましては、自治法の 204

条で、いわゆるもろもろの手当も含めてですね、期末勤勉手当、これは支給することができる

というような条例の規定がございます。 

 その取り扱いで法の方ではですね、支給することができるので、この部分については支給し

ますよというような条例整備を、法の整備をされておりましたけれども、今回嘱託職員と並み

ということで、規定としては支給することができる規定でございますので、今回その部分を支

給しないというような取り扱いにさせていただきました。 

 そういうことで、年収額につきましては先ほどの説明と重複しますが、13 年のときには４分

の３、嘱託職員並みの勤務時間と。それから、期末勤勉手当を含めてですね、240 万 8,000 円

なにがしの年収額。 

これが給与月額のみでございますので、193 万 1,000 円と。比較としますと 47 万 7,000 円

前回より落ちています。 

ただ、金額としては下段の方にあるように、現在の嘱託職員の給料を職種別に抜粋して記載

していますが、給与ベースでいきますと、町税の収納・国民年金保険料の徴収・水道料金の収

納の 15 万 9,900 円。時間単価として 1,230 円と。それと同程度の金額に、月額給与を抑えた

ということでございます。 

それと、次のページ、４ページはですね、18 年度の全道の各自治体のですね、再任用に関す

る条例の制定状況の一覧表です。 

この中で先に訂正をお願いいたしますが、６ページの方のですね、上から 12、３番目に白老

町がございます。白老町の欄のですね、数字が入っていますが、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼ

ロ、１が入っていますけども、この後段の方。議会提案団体状況ということで、白老の場合、

否決の欄にゼロが入って、未提案のところ１が入っていますが、これは否決の方に１、未提案

の方にゼロということで、訂正願いたいと思います。 

ということで、これ一覧表です。政令指定都市、札幌市を除いた部分の一覧表ですが、今の

ページの６ページの下段にですね、欄外に数字が記載してございますけども、再任用条例の制

定済みということの下段に、179 分の 154 ということで、179 団体のうち 154 団体が制定して

いるということで、制定状況としては 86.03％が制定していると。 

一番右のですね、再任用の職員数ということのところの欄外にも記載していますが、その 154

団体のうち再任用職員を採用しているというのは 11 団体ということで、実質的には条例は制

定しているが、再任用の職員を雇用しているというのは 11 団体ということで、7.14％という

ことでございます。 

一応大変雑ぱくな説明ですけども、前回の提案の内容と、合わせて今日の追加説明資料の説

明を終わらせていただきます。 

○委員長(及川 保君) はい。それでは、ただ今説明がありました、この件についてですね、
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質疑がありましたら受けたいと思います。どうぞ。 

 はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、追加資料のですね、３ページ再任用条例の比較、13 年に

出したものとの比較。これは、13 年と今回のファイルとの相違ですね。これはこれで充分理解

できるのですが、文章的に、条例上の文章的に、当時の 13 年のものと今回のものとの違いは

ないのですか。 

 具体的にはこの項目だけで抑えている、の条例の改正だけになっているか。条例上ですよ。

それが一つと。 

 それから一番最後の４ページのね、結局条例は 13 年の４月から施行されているところとか、    

14 年、15 年とかっていっぱいあるけども、実際制定はしましたよと。一部改正による条例制

定はしたと。ところが、11 団体しか、北海道の場合 11 団体しか実際はこれを適用していない

のだということです。 

 ということは、ほとんど、７％ですから、適用していないのが多いと思うのですが、この辺

りがなぜこういうふうになっているのか、その辺り分析、他のしていない自治体との、何と言

いますかね、していない理由といいますか。そういう状況下にないだろうと私は思うのですよ。

逆にですね。 

 定数を今、職員の定数を減らそうという流れの中でね、改めて再任用ということまではなか

なかやっていけないという状況じゃないかなというように想像されるのだけども。その辺りの

確認をしているかどうか。その２点につき、お聞きしたいと思います。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） １点目のですね、条例上の文章の違いということなのですが、先

ほどの資料、表としての違いはこのとおりですよということです。 

 それで、文章上の違いとしてはですね、先ほども若干説明も入れましたけども、条例の本文

の中にですね、条例の５－２ページになりますけども、本文の附則の中で、いわゆる明確にで

すね、附則の２項ですね。その中に、いわゆる法でいう 28 条の４第１項の規定による職員、

これは常勤の職員。これについての採用については、当分の間、規定を適用しないよと。これ

を明確に入れました。 

 ですから、常勤の職員でなくて、非常勤の職員を採用するのだよということを、条例の中に

明確に入れました。 

 他の条文での違いはですね、特に制度としてはそのとおりですので、変更はありません。明

確に入れたのはこの部分だけです。 

〇委員（加藤正恭君） 分かりました。 

〇総務課長（白崎浩司君） その他には各関係条例の中で、この表にあるとおりですね、先ほ

ども説明しましたが、期末勤勉手当は支給しないよと。これも、関係条例の中で適用除外とい

うことで明確に入れました。 
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 比較して、違いとしての、文章として入っているのはそこですね。 

 それから、２点目の運用団体が 11 ということで、実際どうなのだということで、各団体に

ですね、電話等の問い合わせで私どもはすべてのところをした実態は特にありません。 

 ただ、今言われたとおりですね、条例は制定している中で、いわゆる再任用職員の職務の状

況だとか、それから希望だとかですね、そういう中で、雇用、運用が非常に厳しいというのも

一つでしょうし、それから希望職員がですね、その状況を見ながら、希望が実際にはなかった

というのも、実はあるのかなというふうに抑えております。 

 個々にですね、採用がないのか。それから希望がないのか。採用をある程度見合わせている

のか。その個々についての問い合わせはちょっと、当時にはしていない状況ですけども、想定

されるのはそういうところかなというふうに思っています。 

○委員長(及川 保君) 加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、13 年に提出された、その当時の社会情勢っていうかな、

経済情勢っていうか、と 18 年現在のですね、経済情勢、それから役場自治体。相当変わって

きていると思うのですね。 

 その頃は、非常に景気も悪くてですね、しかも何といいますか、民間では失業者が非常に増

えつつあった時代のときに、そのときに公務員っていうのは非常にいいなと。優遇されている

なという環境の中でね、しかも公務員を退職した人がまた採用されるのだと。民間ではそんな

ことはないよと、こういうような時代が 13 年ころ、前後にあったと思うのですよ。 

 特にそのころに、今回 18 年の４月から実施された、民間でいう高齢者の再雇用制度が実施

されたということは、13 年のときにはなかったわけですね。 

 そういうときに忽然と、公務員だけは再任用を適用するよと。民間はどうなるか分からない

と。ようやく去年の４月からですね、民間ではこういうことが法制化されたということになる

とね、環境も随分変わってきていると思うのですよ。 

 ところが、現実の問題として白老で、18 年の４月から実施されたとはいうのだけれども、民

間での再任用というような再雇用という実態を抑えておられるのかどうか。その辺りはどうで

すか。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今のご質問のとおりですね、当時再任用制度といいますかね、そ

ういうものにつきましては、法整備の中では公務員が 14 年の４月１日からということで、民

間の方のいわゆる取り扱いについては、法の一部改正はされておりましたけれども、義務化が

されていなかったということで、この 18 年の４月１日から民間についても、その雇用制度の

導入の義務化がされたと。 

 基本的な考え方としては、公務員と同様にですね、定年の引上げ。それから、継続雇用制度

の導入。それから、定年の定めの廃止と。それの選択をして構わないよということで、民間の

方も法整備されて、義務化されてきているということでは、前回との状況がちょっと、民間と
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の法の整備の仕方としてはね、変わってきていると。 

 現在で抑えている部分ではですね、民間の方のまず、雇用の制度の導入状況なのですが、北

海道労働局の発表で、これ全道ですけども。 

〇委員（加藤正恭君） それ、資料ないだろうか。 

〇総務課長（白崎浩司君） 資料はですね。 

〇委員（加藤正恭君） 口頭で言われてもちょっと。 

〇総務課長（白崎浩司君） はい。資料、今コピーいたします。 

 ちょっと、先にそうしたら、口頭で言いますけども、北海道労働局の発表でこれ、６月１日

現在です。４月から法制義務化されて、６月１日現在の民間の導入状況を抑えた。報告義務が

あるので、それで抑えた部分ということで、昨年の 10 月の 20 日発表されたものですけども、

51 人以上規模の企業 3,111 社のうち、制定しているのがですね、51 人から 300 人の規模につ

いては、71.2％。 

 それから 301 人以上の規模の企業では、91.6％が、先ほど言った三つの法の何らかの制度を

導入していると。 

 聞き及んでいるところでは、ほぼ大多数が継続雇用制度の導入を入れていると。定年の延長

とかですね、定年制度の廃止とかでなくて、再雇用といいますかね。の制度を導入していると

いうふうに聞き及んでいます。 

 それから、直近で今もっていきましたけども、昨年末にですね、これは新聞報道ですけども、

苫信の地域経済研究所の方がですね、管内の 268 事業所を対象にアンケートをとった中では、

これは何人規模というのはなかったのですけども、46.6％が導入していると。これは管内です。  

○委員長(及川 保君) 46％ですね。 

〇総務課長（白崎浩司君） 46.6％です。はい。 

〇委員（加藤正恭君） 白老は分からない。 

〇総務課長（白崎浩司君） それで、町内はですね、ちょっと事業所全部のところ、ハローワ

ークにもですね、白老の状況はということではちょっと問い合わせはしていないのです。 

 ただ、これは何％という話にはなりませんけども、町内の言ってみれば町内のある程度の大

企業と言いますかね、そこの方には当然義務化されているということで、制度は導入している

と。制度化したというようなことは聞いていますが、全事業所についてですね、こちらの方で

ちょっと調査できなかったものですから、町内についてはちょっと抑えていないのですが。 

○委員長(及川 保君) 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１０時５２分 

○委員長(及川 保君) それでは、休憩を閉じまして委員会を再開します。 

 課長、どうぞ。 



 16 

〇総務課長（白崎浩司君） それと、先ほどのご質問の中で、当時の経済情勢といいますかね、

そういうようなお話になったのだけど、どこをポイントとしてとるかということがあるのです

が、剰余有効求人倍率でですね、その当時と現在ということで、管内で申し上げますと、平成

13 年 10 月で管内の有効求人倍率が 0.49 だったのです。で、18 年の 10 月で 0.60 と。 

 ということで、全国的に数字を見ますとですね、まだ若干低いのですが、13 年当時からです

ね、数字も、倍率も上がっているというような状況で、その当時との経済情勢といいますか、

そこら辺も若干数字は上がっているというふうな形で抑えております。 

○委員長(及川 保君) 加藤委員、よろしいですか。 

 はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今資料をまわされて、こう見ているのだけども、これを

高年齢者雇用確保措置を実施していると。実施はしているとはいうのだけれども、それの実績

っていうのかな。実施していますよというだけでね、実際にそれで恩恵を受けている人たちの

数値というものは、それはまだ調べようないのでしょう。まだ１年も経っていないからね。 

ですから、例えばそういうことから見ると、公務員だけは再任用制度が、例えばですよ。採

用されたといっても、こっちの方とのバランスがね、なかなかつかめないのですよ、現在では

ね。我々はじめ。 

 だから、どういうふうに言っていいか、言っていいかといったらおかしいけれども。説明で

きるか。その辺りはどういうふうに考えておられますか。関連として。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今言われたとおりですね、18 年４月１日から制度が義務化された

ということで、実際の運用はですね、果たして、私どもも先ほどの資料のとおりですね、いろ

いろな形で調べたのですけども、民間の方のまだ、運用実績といいますかね、そこら辺がまだ

出ていないと。 

 町内でもちょっと、若干聞いたのですけども、当然制度化の義務化というかね、法の整備で

すから、それはその会社ごとの、企業ごとの整備はしますよと。 

 ただ、その企業によってはですね、その退職が誕生日からだとか。それから年度の末だとか。

なものですから、私どもも聞き取りしたときにはまだ実績がなくて、例えば 11 月に退職者が

出るので、それが１番、第１号だよとか。そういうような状況だったものですから、制度は整

備されているけど、まだ実績がまだだよというような話だったものですからね、まだまだちょ

っと、民間の方の運用実績というのが、数字的にはちょっと出てこないのかなというふうに、

現在のところではちょっと、抑えています。 

〇委員（加藤正恭君） もう一つ。 

○委員長(及川 保君) はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 例えばこの、公務員の再任用制度と、法的には 14 年の４月から、国

では実施していると。北海道では 150 何団体、86％は採用しているけれども、実際には実行し
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ていないと。実施していないというのがほとんどなわけですね。 

 ですから、この条例が通るのと、実施するのとはですね、これはまた別だと思うのですね。

だから、条例は条例で通ったけれども、果たして白老で、すぐ 19 年の４月から、１日からや

りますよというふうには、なっているけれども、すぐやる気は、僕はあると思わないのだけれ

ども、その辺りはどのように、見通しとですよ。見通しとして考えておられるか。 

 条例は通ったのだから、やる気ならいつでもやれるのだけれども、現在の状態ではすぐやれ

るような状態にはないのではないかというふうに、気はするのだけれども、その辺りは、理事

者としてどんなふうに考えていますか。 

○委員長(及川 保君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) はい。この再任用制度の問題なのですが、質問の趣旨は十分に理解で

きるのですけども、先ほどちょっと質問がありましたように、他の町でですね、なぜ条例化し

て実施できないかということに尽きると思うのですけどね、これ当時やっぱり５年前はですね、

そういう状態でなかったのですよ。 

再雇用というのは一般的でなかったという中で、やはり公務員だけが先行実施するというこ

とに、町民の皆さんがかなり、町民というか有権者の皆さんかなり、疑義を感じられたという

ことが１点と、それから待遇面がですね、待遇面。費用を含めて待遇面が非常に優遇されてい

たと。私どもの議会の中でもいろいろと、そういう点が議論ございました。 

 実は先ほど、前回提案という 240 万円という数字が出ていましたが、これも実はですね、当

時としてはかなり低いものでございました。他の町はですね、実はこれ、３級を採用している

のですが、他の又ではだいたい５級というところが主流でございまして、さらに期末手当も支

給するということで、年間 400 万円ぐらいの、要するにその給与だったのですね。 

 そんなことがちょっとネックになっていまして、当時は条例化をしなきゃならないというこ

とで、これは国の指導がございましたから、流れとしてはそれぞれの自治体条例化しました。 

 しかし、退職者もそうも出ない。それから、そういう中で、退職する人をもう優先的に採用

してですね、こういう待遇面でも優遇するようなことということの制度としては、やはり認知

されなかったのではないかなということが、原因としてあると思います。根底に。 

 そういうことで、わが町の方では先ほどから言っています、５年間経過する中でですね、こ

れから 2007 年問題に象徴されますように、10 年間で 100 人を超える退職者が出てくると。３

分の１以上が退職されるということなのです。急激に退職されるという状況がありますし、そ

れともう１点もいろいろと指摘されたその待遇面でもですね、今いる町の嘱託職員並みの待遇

で採用しますと。 

 そういうことになりますと、要は経費的にもそう迷惑はかかりませんし、大量に出るその労

働力を補ううえでも有効な手段だというふうに、実は考えています。そういう時期に来ている

という判断がありましてですね、今回再提案させていただいたのですが、そういうことからい

きますとですね、当然制度化しますとですね、私は理事者としては、これを制度と優遇すると
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いうことを前提に考えています。 

 ただし、ただし新たな仕事を見つけてそこに充てるとか、そういうことじゃなくてですね、

やはり退職して、不足するその労働力を補充すると。しかもその、言葉悪いですけど安いそう

いったその経費で採用していくと。任用していくと。効率的な行政につながっていくというふ

うに考えていますので、当然今いる嘱託職員を排除して充てるとかですね、新しい仕事を作る

とか、そういうことではありません。そういう中で、必要な仕事にですね、必要な労働力を確

保していくうえで、制度を運用していきたいと。基本的にはそういうふうに考えています。 

○委員長(及川 保君) よろしいですか。はい、他。ございませんか。 

 はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） 鈴木です。これはまた、再度質問してもいいですよね。いっぺんにや

ると長くなっちゃうので、二つか三つずついいですか。 

 まずですね、三つぐらいちょっと。 

 これの制度を見ますと、勤続期間が 25 年以上というのが一つの区切りになっているのです

が、これを 25 年以上にした根拠というのがもしあれば一つ。 

 それと、選考、採用方法なのですが、従前の勤務時間等に基づく選考というのがあるのです

が、選考の方法ですよね。それをどのように考えているかということ。 

 それと、もう一つなのですが、その職員っていう、職員定数ってありますよね。それが今こ

う区分ですと、今常勤職員と嘱託と臨時職員になるのですが、今度短時間勤務職員というのが

新たに職員として、職員の中に出るのですが、その短時間勤務職員というのは、その位置付け

としてはですね、職員の定数の中の職員という中に入るのかどうかということ。これちょっと

確認させてください。 

 この三つ、まずお願いします。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) １点目の 25 年なのですが、これ本会議のときもちょっと質問され

ましてね。25 年がですね、年金の支給の適用になると。25 年を勤続すると。 

〇委員（鈴木宏征君） 20 年ではなかったですか。 

○総務課長(白崎浩司君) 25 年です。ということで 25 年以上の退職者が年金の支給対象者な

ので、この法の趣旨からいって、25 年以上の勤続者だよということの根拠です。25 年。 

○委員長(及川 保君) はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） その 25 年というのは同一職場に 25 年でなくて、前にどこかの職場で

働いていて、それで役場で 20 年と、前に働いたところが 25 年という、そういう 25 年でなか

ったですか。そこら辺の確認というのはちょっと。 

 僕はその 25 年というのは 25 年勤続すると、年金の対象になるのですが、それは同一、僕の

場合は大昭和にいてこっちに入りましたので、厚生年金と共済年金があるのですが、それが足

ささったのが 25 年ということじゃなかったかなと思うのですが。そこら辺ちょっと、確認し
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たいのですが。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 法で言っているとおりですね、その、言ってみれば共済組合の方の

25 年ということですから、いわゆる勤続期間が 25 年というのは、他のところを通算して、25

年ということではなくて、役所でいえば 25 年共済組合の年金が適用になる 25 年という考え方

です。 

〇委員（鈴木宏征君） そうですか、はい。 

○総務課長(白崎浩司君) その他、そうしたら２問目、３問目。 

 それから、採用の選考方法なのですが、これも若干本会議の中でも質問もあった部分と触れ

ますが、今現在のところはですね、その再任用の希望の職員については、いわゆる過去の勤務

評定。いわゆる勤務実績ですね。過去の。 

 それと、面接。それと健康診断の提出と。現在のところはそういう中で総合判定をいたした

いと考えております。 

 ただ、本会議でもご質問あましたとおり、今現在人事評価制度の制度化に向けて今、動いて

おりますが、その制度が構築されますとね、そういう中での勤務評価と言いますか、そういう

中ではそれを採用していきたいというふうに考えております。 

 それから、３点目の定数に入るかどうかということなのですが、表現として今、先ほど鈴木

委員さんが言われました、短時間勤務職員という職員の表現なのですが、これはあくまでも常

勤職員、それから嘱託職員という区分でいくと、再任用職員という名称はですね、それが常勤

職員なのか短時間勤務職員なのかというだけの話であって、職種として短時間勤務職員という

ことでなくてですね、再任用職員とあくまでも。 

再任用職員を常勤にするか、短時間勤務職員にするかということです。前段今話しましたが、

短時間勤務職員については、職員の定数外という形で運用になります。 

 以上、前段の３点につきましては。 

○委員長(及川 保君) はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） 年次有給休暇なのですけども、先ほど勤務時間、この表で説明を受け

たのですが、これ５日以上勤務した、１週間５日以上ですね、勤務した人、その方には 20 日

間ですか。 

それは、４分の３、勤務時間でですね、この５日以上ということになると、全く時間に関係・・・、

普通では考えられないのですが、これ、時間に関係なくですね、１日６時間働けば５×６の 30

ですから、５日間働く人が出てくるかもしれないのだけど、一般的にはそういう、その時間に

関係なく５日間働いていると、年次有給休暇がですね、20 日いただけるという、そういう制度

なのかどうかということを、一つ確認したいと思うのですが。 

 それとですね、期末手当・勤勉手当の件なのですが、これ、説明では支給しないとなってい

るのですけども、条例の改正の中のですね、説明、議５－12 の続きの中に、13 ですね。期末
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手当のところのですね、第 19 条の３項ですか。ここには支給するというふうに書いてあるの

ですが、この取り扱いがどういうふうになっているのかということ。 

 それと、説明ではですね、さっきの勤務時間の中で、説明では何時間、５分の２から５分の

４ですか。の範囲。週 16 時間から 32 時間というふうになったのですが、説明では４分の３で

30 時間というふうにお話をされているのですが、それに統一するのか。それとも、いろいろな

ケースが出るのかということを確認させてください。 

 まず、その部分を確認させてください。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) １点目のですね、年休の取り扱いについては、今委員さんが質問と

考え方を述べられましたが、基本的には述べられたとおりです。 

 ここに書いているとおり、10 の年次休暇の取り扱いの①のところが、要するに勤務日数と勤

務時間が同一の職員については５日以上。だから、６時間で５日以上ということであれば、５

日以上って５日になりますけれどもね。これについては 20 日と。 

 あと、①以外で、変則勤務でなると、要するに１年間の勤務日が何日以上になると、20 日だ

よと。考え方は同じです。今の、言われたのと同じです。 

 それから、２点目の期末勤勉手当の、その 19 条の関係ですけれども、５－13 ですよね。ま

ず、19 条の方で期末手当、これ勤勉手当も同じなのですけどもね、20 条の方にありますけれ

ども、６月１日、12 月１日に支給するよという規定が 19 条の１項です。その中の括弧書きに

再任用短時間勤務職員は除くよということになっています。 

 それで、３項の方に書いているのは、これはあくまでも再任用職員については、この資料の

とおり常勤職員と短時間勤務職員に分けていますけども、表現としては普通、再任用職員には

支給するよという規定、常勤職員であれば支給しますよという規定ですから、この条文はその

ままになります。 

 ただ、19 条の１項の方で、短時間勤務職員は除くよということの規定を取り決めしています。 

 それから、３点目の勤務時間です。これは、今、資料のとおり、嘱託職員と同様の勤務時間

だよということで、30 時間でやっています。 

 先ほどの説明のとおり、給料月額は３級の給料月額に対して、勤務時間数を決めて、総合の

月額を算出しますよとなっていますので、先ほどの資料は４分の３ということで、金額を計算

しています。 

 ただ、規則の方は、いわゆる常勤勤務職員の４分の３、５分の３、２分の１、５分の２とい

うことで、流動的にですね、週 30 時間、24 時間、20 時間、16 時間という、規則の方ではそ

の取り扱いを、流動的に４パターンで週の勤務時間、これは規則の方で定めています。 

 ただ、取り扱いは、４分の３ということで、今の嘱託職員と同様にですね、業務をしてもら

うということの考え方で、４分の３を適用していきたいという考えでございます。 

○委員長(及川 保君) はい、鈴木委員。 
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〇委員（鈴木宏征君） 鈴木です。だいたい説明としては分かったのですが、ただ、常勤職員

の場合はですね、１日８時間働いて５日以上という方にですね、20 日ですか、満度 20 日の年

休ですよね。 

 それが、時間が６時間でも５日働けば 20 日というのは、なんとなく、何というのですか。

６時間でも 20 日という部分についてはちょっと、何となく疑問が残るというのか、それでい

いのかなと。常勤の人と同じ条件なのか、常勤は８時間ですから、８時間働いた人と６時間働

いた人がですね、同じ 20 日でいいのかという、ちょっと何となく疑問はするのですが。 

 その部分、全く矛盾っていう部分としてはないのかどうかということを。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 何となくと言ったら失礼ですけど、何となく言われた意味合いは分

かります。意味合いですね。 

 ただ、労基法上の取り扱いで、これは臨時の職員もそうですし、嘱託の職員もそうですけれ

ども、やっぱり勤務日数に応じて年次休暇を付与するということになって、その１日というの

はその人にとっては６時間であったり、正規の職員であれば８時間であったりというような考

え方で、労基法上の取り扱いとしては、単位としては日数で、20 日間ですから。そういうふう

な考え方でございます。 

○委員長(及川 保君) はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） はい、すみません、長くなって申し訳ないです。あと２、３点。 

○委員長(及川 保君) そうしたらちょっと待ってください。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１４分 

 

再開 午前１１時２７分 

○委員長(及川 保君) 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。 

〇委員（鈴木宏征君） 鈴木です。年金のその、こういう制度をいれる一つの大きな要因とし

ては、公的年金の支給年度というのですか、年齢がだんだん 65 歳ですか、になっていくとい

う、そういうことが一つの大きな要因だと思うのですが、ちょっと確認なのですけども、この、

うちの方で、今年度、平成 19 年度定年というふうに考えるとですね、この説明を見ますと、

前にいただいた、議会のときにいただいた説明の４ページなのですけども、(4)と(5)に平成、(5)

ですか、平成 19 年から 20 年度定年者っていうようなことがあって、支給がですね、63 と書

いていますよね。満度。定額部分も満度にもらえるのが 63 歳からっていうふうに、これとっ

ていいのだと思うのですが、これの説明とですね、これは、次の次のページですか。これ何ペ

ージというのですか。 

 定年年度。再任用期間及び対象人数の、平成 19 年度のところを見るとですね、満額が 64 歳

とこう、書いているのですよね。 
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 この違いというのが、何か１歳違うようなのだけども。ここら辺でずっと何かこう、違って

くるのですが、これはどっちが正しいのかっていうことを一つ、確認するのと、それとですね、

行政改革をやっていてですね、職員数を、これ今の常勤勤務数というのか、正職員の職員定数

には入らないと言っているのですが、その臨時職員とか嘱託職員をですね、減らしていくとい

う行政改革の中身の中でですね、新たにこの再任用職員というのですか、というその職員が出

てくるのですが、ここら辺のその整合性というのですか、をどのようにとろうというふうに考

えているのかっていうことと、これ、その採用が始まりますとですね、定数には関係ないと言

いながらですね、やっぱり行政改革のその中での職員削減の中として考えれば、新規採用者で

すか。そういうところも考えていかなければならないのではないかなというふうに考えるので

すが、そういうこともやっぱり考えているのかどうかということと、もう一つ、どのような仕

事をですね、今していただこうといているのか。 

 その再任用職員の方にですね。どのような仕事をしていただこうと思っているのかというこ

とを。 

 先ほど聞きましたら、何か嘱託職員の仕事でもないようなニュアンスのお話もしておりまし

たし、あと、管理職のその、早期退職制度ですか。そういう管理職の方の、早期に退職された

方の仕事というのも今、できていますよね。 

 そういう、いろいろなその何か、ごちゃごちゃしたところで、この再任用職員の方にですね、

どのような仕事をしていただこうと思っているのかということをちょっと、お聞きしたいと思

います。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 何点かありましたけど、１点目のですね、ちょっとその表なのです

が、先ほど質問の中で、平成 19 年、20 年度定年。ということは、この４ページで言えば(5)

ですよね。 

 (5)のところのずっと見ますと、今 63 歳と言いましたが、この 63 歳の数字はですね、上の表

の定額部分が 63 歳から支給されるよということなのですね。(5)の 19 年、20 年の定年は、定

額部分は 64 歳だよと。64 歳なのですね。 

 上の表からずっと見ますと、定額部分のところの支給開始が 61 歳、62 歳、63 歳、64 歳と

こう、きていますよね。 

 それで、段ずれと言えば段ずれなのですが。19 年の人は 64 歳からです。 

 それで、次のページの裏面の方もですね、19 年の方は 64 歳ということです。 

それから、２点目のですね、臨時・嘱託の減と言いますかね、行革の中でもそこら辺の整合

性はどうなのだというようなお話です。 

 私どもも、臨時職員・嘱託職員のヒアリングを実施した中でですね、ある程度減員をしてい

くというようなことで、そういう職員を削減してきているのも、来年度に向けて実施、取り組

んでおります。 
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 そういう中で、再任用職員なのですが、これは４番目のご質問のどのような仕事をというこ

ととちょっと関連いたしますが、先ほど助役も説明したとおりですね、ちょっと聞きようによ

ってはこう、嘱託職員というようなね、抑え方をしているということなのですが、決して嘱託

職員の今の業務をやらせるということではなくて、いわゆる定員管理計画の中で、職員数を採

用に向けても定年者の５割だよというようなことで、常勤の正規職員数を減らしていきます。 

 そういう中で減になった部分の対応としてはですね、再任用職員をあてがった中で、正規の

職員がやる業務をですね、その再任用職員の対応としてやっていただくというふうに思ってい

ます。 

 どのような仕事ということは、正規の職員がやるような、やる業務をですね、実際にはやっ

てもらうと。 

 それと、もう一つは、現実に嘱託を雇用している分野で、正規職員がですね、やることがよ

り効率的になると。いわゆる前回のときも事例で言いましたけども、例えば税の徴収とかです

ね、その部分については、今は徴収の分野だけですけども、これが正規職員という、いわゆる

再任用職員と同様、正規職員と同様だよということになれば、差し押さえの分野もですね、正

規職員の業務に関る部分も当然やっていただくというように思っていますので、まるっきり嘱

託職員の分野の仕事以外だよということではなくてですね、今やっている嘱託職員の分野の仕

事も含めてですね、正規の職員がやるべき業務を、再任用職員がやっていただくというふうに

思っています。 

 それから関連しますけども、新規採用職員についても、先ほど言いましたとおり、定員管理

計画の中では、定年退職者の５割程度をということで、採用計画を立てておりますので、この

再任用することによって、まるっきりゼロ％影響ないということにはならない。やっぱり、新

規採用職員についても、それなりの影響はあるかなとはいうふうにも抑えていますけども。 

 いずれにしても、年齢構成とかですね、若手職員の採用についてはそれはもう当然配慮して

いかなければだめだというふうに思っています。 

○委員長(及川 保君) よろしいですか。 

 はい、谷内委員。 

〇委員（谷内 勉君） はい、谷内です。何点かお聞きしたいのですけど、まず今ちょっと話

出ましたその、ワークシェアリングの関係でもってですね、１点は要するに、若い職員をこう、

採用していくうえにおいて、今言ったこの再任の制度を利用したときにですね、この辺のどう

もバランスというのはどうなのか。この辺のところをまず、ちょっと聞いてみたいと思います。  

 こちらの記事から見ますと、いや問題ないのですよという、どこだかにこう、見たような気

がするのですけども、その辺について、どうなのでしょうか。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 先ほどの鈴木委員さんのご質問とちょっと重複する部分もござい

ますけども、一つには定員管理計画の中で、採用についてもですね、ちょっと答弁重複します
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けども、退職者全員をですね、補充するという考えでなくて、５割程度の補充しかしないよと

いうことで、採用計画を立てております。 

 そういう中で、減員になる部署につましてね、その対応として今までは嘱託職員なり、臨時

職員なりで対応していた部分がありますけども、そういう分野だけでなくてですね、正規職員

として、減員だった部門の業務を、職員としての職種としてですね、やっていただくというよ

うなことで、その減員になる部分の対応としては、再任用職員の採用で考えておりますけども。  

 あくまでも先ほどの定員管理計画の中では、半数、５割程度の採用職員を考えていますので、

そういう中では新規採用職員を採用していくと。 

 ただ、その年度年度によってはですね、再任用職員の人数にも若干、変動がありますので、

その中では新規職員の数よりもですね、若干影響ある部分は、これから若干は出るかなという

ふうには思っていますけれども、いわゆる年齢構成等々を考えたときにですね、新規採用職員

を雇用しないということではなくて、そこら辺も配慮した中でバランスをとっていきたいとい

うふうに思っています。 

○委員長(及川 保君) はい、谷内委員。 

〇委員（谷内 勉君） 谷内です。これでいきますと、今言ったですね、平成 19 年までは対

象人員としても、まだ５人、７人ということで、非常に少ないのですが、やはり 20 年以降に

なると、非常にやっぱり 10 人単位ということで、非常に多くなりますよね。 

 だから、この辺のところは、少なからずもやっぱり影響は出てくるかなと。 

 ですから、その辺のところでですね、例えば同一職場に就くのか、または、例えばこう、振

り分けると言ったら悪いのですけども、適材適所な形を持っていくのが一番ベターだと思うの

ですが、そういうことも恐らく考えられるのではないかと思うのですけども。この点について、

どうですかね。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 先ほどのご説明のとおりですね、今のちょっと、ご質問の中で同一

職場というのは、イメージとしてはその再任用職員を同一職場にという意味か、今までやって

きた業務のところに就くと。 

〇委員（谷内 勉君） そうそう。今までやってきた業務をそのまま継続するのかと。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。すみません。 

 考えている部分としてはですね、当然その業務が、定年退職者の業務として引続き、定年退

職者が再雇用して、その業務をやっていただけるということであれば、同一職部を考えますし、

それから、その業務がいわゆる再任用でなくて常勤の職員がね、やった方がいいというような

判断になれば、いわゆる今までの知識・経験を活用できる適した部署、その配置も、それは検

討できるというふうに抑えております。 

○委員長(及川 保君) はい、谷内委員。 

〇委員（谷内 勉君） 例えばですね、これ同一職場でもってですね、例えばこの、今年が 10
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人退職しますよということで、同一職場で例えば３人、４人っていう、そういう可能性もある

わけですよね。 

 ですから、そういうことはやはり、考えていかないと、将来的に問題があるかなと思って今、

こういうような質問をしたわけです。 

 そして、あといいですか。 

○委員長(及川 保君) 谷内委員、どうぞ。 

〇委員（谷内 勉君） 次の、ちょっといきたいのですけど。 

 先ほど鈴木委員の方からずっとありましたけども、25 年以上ですね。勤続年数 25 年以上の

退職者、退職後５年を経過していない者というようなことなのですが、これは先ほど言ったよ

うに、年金の対象で 25 年ということの話で聞いたのですが、これは職種に関係なく 25 年とい

うような、そういうようなことで理解してよろしいのでしょうか。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 今のご質問のとおりです。職種に特に関係はございません。 

○委員（谷内 勉君） 全くないわけですね。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。 

○委員（谷内 勉君） はい、分かりました。そうしたら、いいですか。 

○委員長(及川 保君) はい、谷内委員。 

〇委員（谷内 勉君） 今度はちょっと変わります。 

 再任用で給与というか、その問題なのですが、行政職でもって３級をベースにしていますよ

ね。この３級のベースにした、その理由というかですね、根拠っていうか、どの辺からこれ、

割り出したのか。この辺をちょっと聞いてみたいと思います。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 前回と言いますか、１回目 13 年のときの提案のときにもですね、

３級ということで出していますけども、先ほどの助役の説明の中でも、他の自治体でですね、

５級、４級という位置付けはあります。 

 ただ、３級にしましたのは、いわゆる今回の３級はですね、嘱託職員並みの給料月額と。そ

れから、いわゆる町内の情勢を見た中で、時間単価が非常に高くということにはならないだろ

うというふうに思いましてですね、いわゆる換算で、嘱託職員の給料と比較して、この７ペー

ジのね、表にもありますけども、今現在嘱託職員が４分の３で。今回のですね。今日お配りし

た資料の３ページにありますけれども、その月額給与と時間単価。これを比較しましてですね、

それに相当する額ということで３級を選定いたしました。 

○委員長(及川 保君) 他、ございませんか。 

 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） はい、土屋です。ちょっと２、３点お伺いしたいのですけれども、

再任用対象職員数、この資料にありますが、平成 24 年から今度再任用の期間が５年になって
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いますね。 

 そうなった場合に、毎年相当数の職員を再任用しなければならなくなってくると思うのです

が。法の建て前から言ったら、全員再任用ということになるのですけれどもね、例えば指定管

理者制度の導入に伴って、寿幸園から役場に戻られる方も出てくると思うのですけれども、そ

ういう場合に、その再任用する人数との関係と言いましょうか。その辺は問題出てこないので

しょうか。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 問題が出てこないかというご質問の中ではですね、今の言われたと

おり寿幸園の方も指定管理者で、１年派遣してですね、職員が役場の方に戻るということであ

ればこちらの方に来ますし。 

 ただ、その中でね、先ほど来言っているとおり、新しく業務を発生させるということじゃな

くて、欠員の部分と、それからそういうように適材適所な人員ということで、再任用を選考さ

せてもらうと。選考するということです。 

 ですから、それ以上、何と言うのですかね、再任用の職員が増えて、そこにあてがいでです

ね、仕事の業務を発生させるとかいう考え方はなくてですね、それを選考させてもらうという

考えですので、当然今懸念される部分として、これから多くなるという部分もありますし、そ

れから指定管理者で職員が求められている部分もありますけれども、総数としてはですね、そ

ういうことを勘案しながらですね、再任用の職員の数を選考していきたいというふうに抑えて

います。 

○委員長(及川 保君) よろしいですか。 

 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。そうすると、その平成 24 年からその５年になるという

ことで、暫時こう職員を減らしていくのでしょうけれども、財政的な目途っていうのが、これ

も、例えば、今どのくらいの人を再任用するかとなると、指数ってありますよね。財政指数ね。

それなんかがもう、出ているのでしょうか。 

 ちょっと、ざっと計算すると、70 名くらい再任用しなきゃならないのではないかなと思って

いたのですけども。 

○委員長(及川 保君) はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） はい。まず、基本的な考え方なのですけれども、当然財政的な面か

ら言えばですね、数値的には職員の人件費がどうなっていくかという推移は、私どももある程

度こう、予測で抑えているのですけれども、ただ言えることは、先ほどからちょっとご質問が

ありますように、新しい職員を採用を採用した場合とですね、この再任用職員の採用した場合

との中でも、だいたい新しい職員を採用すると今だいたい人件費、約 350 万円くらいかかるの

ですけれども、そういうことからいってもこれは当然、その比較から言っても、経費的には低

く抑えられるという部分がございます。 
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 ですから、総体的で言えば、財政面では及ぼす影響はないというふうに考えています。 

ただ、大量に出てきますとですね、ポストの問題もありますし、全員採用できるのかという

問題が出てくると思うのですね。正直言って。 

ただ、そこは、あれくらいの、私どもも公式な調査ではありませんけれども、職員の中にい

ろいろと機会があるときにいろいろと聞きますと、すべてが今の条件で働きたいという方ばか

りじゃないのですよ。正直申し上げまして。 

ですから、全員が多分手を挙げてくるということは、非常に考えにくいですし、ただ、よし

んば全員されたとしてもですね、その状況によっては、多分ですよ。多分その枠、シェアリン

グ的な発想から、どうしても多くなれば、職員を、何と言いますか、２人で１人工働いていた

だくとかですね。その年によってはですね。 

あるいは、採用を控えるということも状況によっては出てくるかというふうに思います、そ

れは。 

ですから、先ほどから言っていますように、基本は制度を運用しますから、年金と雇用の連

携という観点から、基本的には採用して、働いていただきたいと思いますけれども、そこはあ

くまでも、仕事を作ってまで運用する考えはないと。こういうような基本的な考えでおります。  

○委員長(及川 保君) はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。この再任用に当たっての、町内の一般企業がどれだけの

方を再雇用しているのか分からないですけどもね、その町民感情っていうのがありますよね。 

そういう部分に対しての説明責任っていうのかな。そういうのは、今から結構そういう話が

出てきているのですよね。再任用の問題について。 

だから、そういう部分で、本当に納得した形でなされなければならないと思うのですけれど

も、その辺のことはどうなのでしょうね。 

それと、私が思うには、再任用でなくても、嘱託でいいのではないかと思うのですけどもね。 

 専門性のことから言ったら再任用なのでしょうけども、別に改めて再任用じゃなくて、嘱託

でもこれは構わないのではないかなと思うのですけれども。 

○委員長(及川 保君) 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） はい。町民感情という面では先ほど加藤委員のときにもちょっと、

お話させていただきましたけれども、いわゆる前回は、そういったですね、雇用情勢ですとか、

経済的な観点からやはり、公務員を優先するのはどうなのかというふうな町民感情があったと

いうふうに、私ども感じております。議員さんもだいたいそういうご意見でございましたから。  

 制度自体は理解するけれども、やはり、その時代にあっては公務員優先という、そういう部

分が、全面に出ている制度ではないかというようなお話がございまして、確かにその時点では

そう思っておりましたけれどもね、先ほど言ったように、やはり時代が変わってきております

し、やはり、こうやって公的年金の支給がどんどんどんどん上がっていけばですね、正直言っ

て、私ども退職した職員の方から聞いていますけども、やはりその間どうやって生活していく
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のかということではかなり、やっぱり切実な問題があるというふうに聞いています。 

 そういうことで、町民感情からいくと、僕は嘱託職員、町に今働いていただいている一般の

方ですね。他の企業を退職された方が来て働いている条件で働いていただくわけですから、し

かも、それは人材を有効に活用するという面とね、財政的にもそれは、正直言ってメリットは

あるのですよね、これ。正直言うと。 

 そういうことからいくと、中身を理解していただければ、町民の方も、特に職員を優先して

いるということでは、そういう感情はないというふうに思うのですよね。当時とは随分変わっ

てきているというようなことで思っています。 

 それと、嘱託職員であれば嘱託職員でいいかという部分になれば、逆に言うと、嘱託職員並

みのことで採用するのですから、きちっと責任と自覚を持っていただくうえでは、制度化した

うえで採用して働いていただく方が、これはお互いに、労使ともにいい環境で仕事ができると。

このように考えています。 

○委員長(及川 保君) よろしいですか。 

 はい、山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私もですね、選考方法の点と財政面の点からちょっと質問させて

いただきたいと思います。 

 まず、選考方法の点なのですけれども、私ども会派の中で、意見聴取というか、簡単な会議

を一度開いたのですけれどもね。その中で会派の中から出てきた意見の一つとして、人事評価

制度を導入して、その後にですね、この選考基準に人事評価制度を加えた中で適用すべきじゃ

ないかという意見がございました。 

 なぜそういう意見が出たかと申しますと、こういう言い方をしてしまえば失礼なのですけど

も、きちっとした基準がなければですね、その理事者のいわゆる好き嫌いと言ったら語弊があ

るかもしれませんけれども、そういう中で、この人を採用するしないだとか、そんなようなこ

とも、どうしてもその、人を採用するときっていうのはやっぱり、出てくるのではないだろう

かというようなことも、そういうちょっと、懸念した意見もございましてですね、そういった

意見があったのですけども。 

人事評価制度とこの部分について、どのような関り合いを持ってやられるのか、それとも全

く切り離して、これは関係ありませんよというお話なのか。その点について、お尋ねしたいと

思います。 

 それとですね、非公式に私もこの件について実は、職員の方と非公式に一度コンタクトをと

ってお話をしたことがあったのですね。職員の方っていうのが、組合の活動をやられている方

だったのですけれども、選考基準の点で懸念されていたのがですね、例えば過去にいわゆる何

か、何と言いますかね、ペナルティを課せられていたような職員の方も同様に、何もなかった

ようにして、そのままいくということに関しては、ちょっと疑問が残るというような意見がち

ょっと出されていたのですね。 
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 その点について、どうなのかということをお尋ねしたいと思います。 

 財政面に関しましては、先ほどちょっと土屋委員の方から出ていましたことと、ほとんど同

じでございますので、答えも財政面の方は心配なことはないと。かえってメリットがあるのだ

という助役の答弁でしたので、この点はちょっと、控えさせていただいて、今の最初の選考の

基準の２点について、お尋ねしたいと思います。 

○委員長(及川 保君) はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 先ほどから同様の質問が出ているのですが、基本的には人事評価制

度と連動するというのがベストだというふうに思っています。 

ただ、一応今の段階では人事評価制度の施行というのがですね、本年の７月を予定してござ

いますので、今年度、例えば４月から制度化された場合にですね、今年度の採用職員について

はここの部分はちょっと、間に合いませんけれども、ただ、今回たまたま退職される５名の方

については、４名が課長職の方と、１名は主幹職の方ですから、それは長い間管理職という立

場でですね、私どもも充分普段もいろいろと仕事面ではお互いにですね、連携協力しながらし

ている方々ばかりでございますので、おのずと評価というのはできてございますし、そういう

面では好き嫌いということにはならないと思います。 

 ただ、基準をきちっとするということがやはり、この制度をきちっと運用することにつなが

ってまいりますので、そこのところは来年からは人事評価制度ときちんと連携する中でね、実

施できるというふうに思っております。 

 もう１点はその、賞罰の関係ですね。これは大変重要な部分だというふうに思います。 

公務員法上からですね、中には過去にそういった処分をした職員もおりますのでね。そのとき

になったときの判断になりますが、基本的にはこういうことは充分選考基準の中で、加味して

いかなければならない課題だというふうに思っています。 

○委員長(及川 保君) はい、他ございますか。 

 はい、近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） 近藤です。２点ほどお伺いします。 

 再任用のですね、対象職員数、今ちらっとお話出ましたけども、これページにずっと載って

いるのですけども、これはあれですか。25 年というね、縛りはありますけども、それ以外は一

般職から課長職までの、この対象なのですか。それとも、主幹職から上なのか。この辺だけち

ょっとお聞きします。 

○委員長(及川 保君) 白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) その表にあるのはですね、職種に、身分といいますか職種に関係な

くですね、定年退職する職員ということで、総人員という記載でございます。 

○委員長(及川 保君) はい、近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） ということは、一般職の方にも再任用のあれはあるという考えでよろ

しいのですか。 
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○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 一般職の方にもというよりも、全職員だということで抑えていただ

きたいと思います。 

○委員長(及川 保君) 近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） それともう１点。この裏で、民間比較のものがあるのですけどね、ち

ょうどＡ社、Ｂ社、そして白老町という、民間比較の参考の資料があるのですけど。 

 このＡ社、Ｂ社というのは、地元なのか、道内なのか、全国なのか。これちょっと、お聞き

したいのですが。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) 先ほど、資料の説明から若干触れたかもしれませんけれど、これは

町内の事業所ということで、事業名は控えさせてもらいますが、町内の事業所ということでご

ざいます。 

○委員長(及川 保君) はい、近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） 町内の大手になればだいたい決まってくるし、あと金融関係かなとい

う気はするのですけども、これはもうすでにやられているということでいいのですか。何年か

前から。これからやるというのですか。このＡ社、Ｂ社は。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) この 18 年４月にですね、その義務化されたということで、従前に

ですね、ある程度の制度をほとんどの会社は、もうこの両社とも持っておりましたが、今回の

法律の趣旨を踏まえてですね、また制度設計して、新たに 18 年４月１日からこういう形で適

用するよということで制度設計した、新たな部分と言いますかね。そういう形で報告を、私ど

もの調査の中ではいただいております。 

○委員長(及川 保君) はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、しつこいけどもう一度ね、助役さんに聞きたいのだけど、

この 14 年の第１回定例会に総務文教常任委員会の、前回のね、報告書が出ています。 

 これをずっとね、何回か読んでみて、この中になぜ否決したかという理由の一つとしてね、

給料月額を地域の実態にあったものとする。嘱託職員並みとするということと、勤勉手当を支

給しないという。 

 ですから、なぜそういうことを言うかということは、その文章の上にあるように、民間企業、

町内企業との間で格差が非常に大きいのだと、だったと。当時はですね。だから、こういう理

由でだめだと。 

 こういうことは、今の説明である程度クリアされたなと。嘱託職員並みの給与に下げたと。 

 ただですね、この前より書いてあるのですが、やっぱり先ほどもちょっと聞いたように、い

ろいろその当時の社会情勢がね。果たして民間の人たちが、再雇用している状態がはっきりつ

かんでいないのですよね。18 年の４月から法制化されたと。 
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 先ほど示された数字だってですね、これ 51 名以上なのですよ。51 名以上というと、大昭和

と旭化成しかないでしょう。あと町内の企業っていうと、零細企業という言葉は失礼かもしれ

ないけれども、そういう方々のことを、統計的なものも何も出ていない。 

 そういう状態で、公務員だけがこういう再任用制度をするということで、果たしてワークシ

ェアリングの問題もあるだろうし、町民とですね、景気及び雇用情勢の好転の見極め並びに実

施して行なわれるべきだなんて言葉が、実は入っているのですが、そういうことの環境ってい

うか、バックグラウンドっていうか、そういうものがある程度整っているというふうに、助役

さん判断しておられるかどうかですね。現時点で。 

 またこれから良くなっていくだろうと。そういう 18 年４月にそういうことをしたために、

雇用状態が民間ではどんどん良くなっていくだろうという確信を持っているのかどうかね。 

 まだ実態もつかんでいないのに、なかなかそこまで判断できないと私は思うのだけれども。

果たしてそこまで判断できる材料が、環境的にですよ。整っているかどうかということがね、

これ大きな問題になると思うのですよ。 

 その具体的な数字的なものは、ある程度クリアしました。そうですね。ざっと 140 何万円も

下げていますよと。それから、勤勉手当なども支給しません。いろいろな面で改善というか、

民間並みに沿うように、努力はしていますと言うのだけれども。 

 はたして民間の方は、それと同じというふうにはならないにしても、そういう状態のような

環境になりつつあるのかと。 

 そうしたら民間の人も町民も、そのとおりだというのであれば納得できると思うのですが、

そういう環境になっているのかどうかの判断ですね。それが先ほどの総務課長の説明ではちょ

っとまだ、十分じゃないものだから。説明がちょっとできないのではないかなという気がする

のですけど、見通しとしてはどのように考えておられますかね。難しいと思うのですがね。 

○委員長(及川 保君) はい、三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 今加藤委員のご質問のところを全部ですね、例えば町内の零細企業

一つひとつ調べてということもさることながらですね、先ほど総務課長から言いましたように、

ある一定以上の企業についてはもう当然そういうことをされてきつつあるというふうに思って

います。 

 ただ、前段のその、景気だとか雇用情勢ということについては、これは委員もご承知のとお

り、いろいろな市を見ましてもですね、ただ、北海道にはそういったこと、回復というのはな

いといいながらも、当時から見ると相当回復してきていますし、雇用の関係も先ほど法定雇用

率の関係で申し上げましたけれども、かなり好転していると。そういう状況の変化はあるとい

うふうに思っているのですね。 

 もう一方ではですね、確かにその数字全部全部とらまえていくと、個々の企業によっていろ

いろなその状況があるというふうに思います。退職者がいなければそんなことどんどん出てこ

なければ活用できませんし、新しい人も補充していかなきゃならないという部分を持っていま
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すけれども、総体的に言えますことは、先ほどもちょっと私言いましたけど、2007 年度問題で

象徴されるというふうに私言いましたけど、役場も正にそうなのですよね。 

 当時大量に採用した職員が一気に退職していくということになりますと、これ正直言って先

ほどお金の、経費のことも言っていますけども、本当にその、町民サービスの低下を招かない

ようにするということであれば、新しい人も採用はしなければなりませんけど、将来の組織体

制をきちんと運営していくためには、一定度にやっぱりそういった経験意識を有する職員を雇

用していって、何て言うのでしょうかね。サービスを低下させていかないような行政をしてい

かなきゃならないと。このように考えているのですよ。 

 企業も多分そういうことは、同じようなことが言えてくるのだろうなというふうに思ってい

るのですね。 

 そういう社会環境にあるので、高年齢者の再雇用の法律もできてきて、これ義務化されてき

ていると、こういうふうに思っていますので、決して全部が全部、そういう環境が整っている

とはいえませんけれども、ただ、こういった行政組織としてですね、町としてやはり、その辺

はですね、状況に応じて再任用制度は運用していきますが、やはりそういうことを含めながら

ですね、町内の企業にもそういった指導をしていかなきゃならないという立場もございますの

で、そういったことを総合的に勘案してですね、職員の人材を十分に活用しながら、高年齢者

のですね。 

 そして、効率的な町政運営、町民のサービスの向上、こういうものを図っていきたいという

ふうに考えています。 

 それで、くどいようですけど、個々のことを言ってしまいますとそれぞれの状況があるので、

なかなか全部がこういう環境が整っているというふうには言えませんけれども、確実にそうい

った形で進んでいくという、そういう思いではおります。以上であります。 

○委員長(及川 保君) 加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 加藤ですが、団塊の世代のね、そういう流れがあるということは、国

も当然、我々も十分分かっていますが、退職者がどっと出るという環境があるがゆえに、こう

いうものが徐々にこう出てきたのだろうというね。そういうことはよく分かるのだけど、はた

してその民間の方がですね、法律的な整備が 18 年の４月から実施という非常に、公務員の方

からみたら遅れているわけです。 

 そういう環境ですから、果たして必ずしもそういうふうにならないのかなという気はするの

ですが、前に出された、否決された、これこれしかじかの理由で否決したのだということは、

ある程度クリアしているのですが、問題なのはそういうバックグラウンドもうまく平行してで

すね、いっているのであれば、非常にいいわけなのですが、なかなかそこまでの判断がね、説

明がやはりある程度こうできないものかなという気がしているのですけれどもね。 

 統計的な数字はやっぱり大企業でなければなかなか、大企業というか、50 名以上の企業でな

ければ数的なものは抑えられないと思うのですよ。３人や５人使っているところでね、退職金
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制度なんていうことを言ったって、実際はそれで終わりですわね。 

 だから、そこまでは要求しないにしても、ある程度そういう環境的にも成熟してきているな

と。そういう民間の人たちの考え方も、そういうふうになってきているなというところから、

それが成就されてこういう制度になっていくのが一番好ましいのだけれども。 

 公務員だけは優遇されるというような感覚をね、一般の町民が持つということになりますと

こういう乖離が生じるのではないのかなという気がするものですからね。 

 その辺り今回の総務文教常任委員会でいろいろと頭を悩ます部分じゃないのかなという気が

しているのですよ。どのような結論を出すにしてもですね。その辺りが非常にもう、我々とし

ては悩みのタネなのですけれども。 

 今の段階ではそういうことくらいしか、助役の立場としては言えないと思うのだけれどね。 

 ただ、この制度が、例えば可決されて 19 年の４月１日からやるとしても、実施するかしな

いかというのはね、またこれ別な問題だと思うのですね。やったからすぐ４月１日から実施し

ますよというふうには、今までの例からいっても 11 自治体しか、実際は実行していないわけ

です、現在のところ。200 いくらある内ですね。 

 ですから、町側としては即実施しようという考え方を持っておられるのか、もう少し何年か

様子を見てから、どんどん退職者が出てくるわけですから、何年なんて言っていられないのか

もしれませんけれども、即実施しようという心構えでおられるのか、その辺り見通しはどうで

すか。 

○委員長(及川 保君) 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 先ほども申し上げましたけれども、制度を今回あげさせていただく

ということについてはですね、繰り返しになりますけれども、前回の議会からいただいた指摘

事項をですね、先ほどから委員がおっしゃられていることを、これは逆から言うとですね、あ

る程度５級、４級が主流でございまして、それから見るとかなりうちの内容というのは後退し

た内容なのですね。職員からするとですよ。 

 国の法律から、国の準拠からいくとなぜこれだけ安くなるのよという疑問が実はあるのです

よ。 

 それで、そうは言っても議会からのそういうご意見がきちっと付いておりましたので、再提

案する以上はここのところをクリア、最低しなければ、これは議会としてからはもう取り入れ

られませんよという中で、実はこの間ですね、職員側では管理職を含んだ職員と、労働組合の

役員とのですね、労使の検討委員会というのを設けまして、そこのところはどういう形でやっ

ていくかということを十分議論してですね、ある程度その中では理解していただいて、この報

酬額でということで実は、これを出してきているのですよね。 

 繰り返しになりますけど、他の町でできないというのはやはり、当時はですね、やはり 400

万円、450 万円のそういった給与を支払ってですね、しかも雇用情勢がかなり厳しい中で公務

員だけが再雇用されると、こういう法律もできていませんでしたし、民間のですね。 
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 だから、それはなかなか実施には踏み切れない、条例化はしても実施には踏み切れなかった

というのが、実状だと思います。我々も当時は、例えば認めていただいたとしても、凍結させ

ていただくという、当時のこの情勢から凍結させていただくということも申し上げましたけれ

ども、そういう情勢であったというふうに思っています。 

 ただ、繰り返しになりますけど、今はですね、確かに中小の零細の企業のこともありますが、

役場も事業所として考えた場合に、繰り返しになりますが、大量に職員が退職されると。この

一定の労働力をどう確保するかということからいきますとですね、決して今の賃金体系で、嘱

託の仕事をしてもらうわけでないですから。極端に言って今までやっていた仕事をしてもらう

わけですから。そういう面でもですね、メリットはあるというふうに思っております。当然そ

う思っています。 

 ですから加藤委員がおっしゃるような、一方では全部ができないと、全部の中小さんだとか

零細ができないと公務員が先にということはあるのじゃないのと、これは当然あると思います。 

 ただし、一方ではそういうこともございます。それはあくまでも、くどいようですが、雇用

するために仕事を作ってですね、年金の穴埋めをするなんて考えはございませんので、あくま

でも人材の有効活用というふうに考えていますので、そこは一つご理解をいただきたいなと思

います。 

○委員長(及川 保君) 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 鈴木です。ちょっと聞き忘れたのですけども、高年齢者雇用安定法で

すか。国の法律の主旨から考えて、この選考採用と言いますか。選考して採用するという部分

に問題がないのかどうか。要するに、全部を採用しなくてもいいのかどうかって。そこら辺ち

ょっと確認だけさせてください。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） そのことはですね、本会議のときにもちょっと、質問が出た部分

なのですね。 

 主旨からいってどうなのかというようなことがありましたけど、法的にということでちょっ

と答えさせてもらうとね、これ、地方公務員法の中で、定年退職者等の再任用という項目の中

にですね、いわゆるここに先ほどの説明の欄に書きましたとおり、文言だけ言いますと、従前

の勤務実績等に基づく選考により職員を採用することができるよということで、法の中もです

ね、主旨は主旨として、その選考で採用することができるのだよと。そういうことができるの

だよということで、規定されておりますので、それについては法的には別に問題はないという

ふうに抑えています。 

○委員（鈴木宏征君） はい、分かりました。 

○委員長(及川 保君) はい。他、ございませんか。 

 はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろ皆さんから意見があって、聞いていてあれなのですが、
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最後に加藤委員と鈴木委員で、私の質問は基本的にはいいのですが、要するに、この再任用の

条例ということについては、民間でも 65 歳までの高齢者の就労対策ということで、いろいろ定

年延長する場合、再雇用でやっているのですけども、公務員だけ逆にね、やらないというのは、

同じ同業者として、条件的には再雇用制度を設けておくと。設けるということについては何ら、

これはあって当たり前だという具合に思います。 

 そして、ただし定年者がこうして再雇用する対象になる人数が、30 人出ましたと。これは理

事者の方として 30 人は何だかね、先ほど答弁をいただいているから分かるのですけど、どう

しても 30 人が再雇用に応募したいといったらそれを全部採用しなきゃだめなのか。法的には

それをしなくてもいいということになったからね、それで、その辺の確認だけなのですよね。 

 再任用制度は条例で決めたけども、採用するしないは、その当時の需給バランス、こういう

職種が、仕事があって、これだけの人が必要だよという、その分だけ採用すればいいので、20

人手を挙げたから、だけども５人しか仕事がないよと。新しく作ることはしないよということ

ですから、５人だけ採用すればいいと。だから 30 人の中から５人を選んで採用すると。その

選ぶ問題については、いろいろと先ほどから言っていましたけども、そういう物事の考えで、

だいたいこの資料から想定できるのですけど、それで全く間違いないのかどうかね。その辺本

当の最後の確認なのですけども、その辺１点だけ。 

○委員長(及川 保君) 三國谷助役。 

〇助役（三國谷公一君） 当然ですね、職員からすれば、制度があるのだから採用してくれよ

と、こういうことになってくると思うのですけどもね、私も何回か申し上げていますように、

今の財政状況の中では、くどいようですが、職を作ってまで採用するということにはなってい

かないと思っています。 

 ただ、これは先ほど言いましたように、年金の問題ということもあるということもこれ事実

でございますので、この辺はやはり、当時の、今言いましたように需要と供給のバランスです

ね。ここのところは当然、そういう概念は必要になってくるというふうに思います。 

 基本的にはこれ、書いてありますが、採用については基本的には１年以内ということで、更

新はできるよと、こうなっていますから、極端な例でいきますと、例えば仕事を分け合うとか、

あるいは、例えば最長では５年間ありますけれども、４年間で早めに辞めてもらって次の新し

い人が出てきたのだから、それを譲ってもらうとか、そういう考え方は当然出てくるというふ

うに思っておりますので、あくまでもそういう範疇の中で運用していきたいと、このように考

えています。 

○委員長(及川 保君) よろしいですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○委員長(及川 保君) 皆さん出尽くしたと言いますかね、非常に疑問に思った部分もあった

のですけども、ただ今の三國谷助役の考え方は十分理解はいたしました。 

 本日の会議はこのくらいにとどめたいわけですけども、よろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(及川 保君) それでは助役以下、この辺で。ありがとうございました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後１２時２０分 

 

再開 午後１２時２７分 

○委員長(及川 保君) それでは委員会を再開します。 

 本日はこの程度にとどめて、明日は午後３時から委員会を再開したいと思います。 

 

◎散会の宣告 

○委員長(及川 保君) これをもって本日の委員会を延会といたします。本日はご苦労さまで

した。 

（午後 ０時２７分） 


