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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） ただ今から総務文教常任委員会を開会いたします。 

本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第 16 条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

次に、本日の委員会の日程について、事務局長から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労さまです。昨日に引き続きましての委員会でございます。 

 第４回定例会で付託されました議案２件、昨日は担当者の方から説明を受けて、質疑を受け

ました。 

 本日、それを受けまして、委員会としてのある一定の方向性ということで、一応各委員間で

討論をいただくということになってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はじめる前にですね、町側から呼んで討議するか、とりあえず先に

委員会だけで討議するか。そこをまず、決めておきたいなというふうに思います。 

 実は、町側の方は３時からということは分かっていまして、待機しているという状況にござ

います。いかがでしょうか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、昨日総務文教常任委員会で助役、総務課長、おいでいた

だいて、いろいろ説明を受けました。それを一応、議員の中で議論してですね、いろいろと分

からない部分があった場合にね、それがどういうものかを皆さんと検討して、ここはちょっと

まだ分からないと、こういうような部分があればですね、おいでいただいてやると。 

 最初から入れる必要は、私はないと思います。昨日のあれで大体こう、大まかなところはで

すね、理解したのではないかと。私自身も大体理解しておりますので。そういう方法にした方

がいいかと思うのですけれども、いかがでございましょう。 

○委員長（及川 保君） こういう意見がございました。いかがでしょうか。よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。それでは、これより討論に入ります。討論はございませんか。

討論といいますかね、昨日の議論を踏まえて、いろいろとまだ、こういうことも分からない部

分があるとかね。委員会としてこう進めるべきだという、いろいろあるとは思うのですけど、

自由に出していただきたいと思います。 

 はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 昨日聞いた中でですね、論議をする部分をこう絞った方がいいのでは

ないかと思うのですよ。ただこう、何でも出すのではなくて、昨日の聞いた中ではですね、何

点かこう、まとめてというのか、私たちで委員会としてまとめるためのですね、議論をするた
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めの論点というのですか。それを何点かこう、出してですね、それがどうだっていう、そうい

う話をした方が、焦点が絞りやすくてですね、いいのではないかと思うのですよ。 

 それで、何点か僕が出しますけれど、もし他の方でですね、こういうこともあるのではない

かということがあれば出していただいて、それに対して一つひとつ論議をしていった方が、非

常にしやすいのではないかと思いますので、まず一つはですね、前回否決されたときにですね、

意見がありましたよね。その部分と今回の部分がどうかっていうことが一つ、あると思うので

すよ。 

 それと、昨日もいろいろ話した中ではですね、対象者の部分とかですね、これ、勤続 25 年と

いう退職者っていう部分がですね、これ 20 年にしても 15 年にしても、きっと今そういう対象

になる人が、役場の中にはいないと思いますのでね、これ25 年に固執するつもりはないのです

が、何か 25 年にするという根拠がですね、昨日聞いたのですが、年金って言いますけれども、

今年金っていうのは、共済年金だけでなくてですね、いろいろなそのそこまでに至った過程で、

どの年金についてもですね、このいただけるその年齢がですね、同じようにこう上がっていっ

ているわけですから、共済年金だけの話じゃないわけですよね。 

 ですから、この25 年というのを入れる必要っていうのがですね、あるのかどうかということ

もちょっと、あるのですが、そういうことが一つあるのではないか。対象者の区切りですね。

これ 25 年以上勤務した者とか、あと退職して５年というのは、それはいいのですが、この 25

年という部分がどうなのかということが一つあると思うのです。 

 あと、その採用方法なのですが、この選考の仕方、昨日もいろいろ議論は出たのですが、そ

の選考するにしてもですね、やっぱりその選考する基準ですよね。そういうものの議論ってい

うのが一つあるのではないかなというふうに思います。 

 あと、その給与の部分ですよね。 

 これは、前回否決してときの比較の中にも出てくるのですよね。ですから、これ給与の部分

と、あと手当の部分も比較したところに同じように出てくるのですが、あとはやっぱり職員定

数ですか。行革との兼合いというのですか。整合性っていうのがどうなのかっていうのは、こ

れ大きく財政問題としてはやっぱりこの行革と、今回の再任用制度がですね、やはりちょっと

行革の流れとしてはどうなのかっていうのが一つあると思うのですが。 

 あと、仕事ですよね。どのような仕事をさせるかって、昨日も新しい仕事をさせるのではな

くてですね、今までの仕事の延長として、定年退職される方が多くてですね、その隙間を埋め

るためというのですか。正規の仕事をする、その隙間を安い給料で埋めてもらうのだっていう

ような、そういうコストも安くなるし、今までの経験を生かしてもらえば、もっとよりサービ

スを低下しないで今までの業務ができるのだという部分が、言っておりましたけども、これも

ちょっと、本当にそういうような形になるのかどうかっていうのはちょっと、非常に難しいと

ころだと思うのですが。これによって仕事が増えるっていうことも、何か考えられそうな気も

するので。 
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 とりあえず僕は、そこら辺こう議論の一つのポイントとしてですね、何点かそういうものを

挙げておいた方がいいのではないかなと思います。 

 あと、ちょっと皆さんで、足りない部分をお願いします。 

○委員長（及川 保君） とりあえず今の、そうですね。皆さん、もし疑問なこと、きちっと

しておいた方がいいというのがありましたら、出していただけますか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今鈴木委員から言われたことでね、ほとんど網羅してい

るのではないかなと思うのですが、ただ、その中にね、選ぶ人事評価制度。それを６月だか７

月頃までに整備されて、それに基づいてやるのだと、こういうような説明があったのだけども。  

 ある程度我々の言わんとするところと、それから町の理事者のですね、範疇というのがある

と思うのですよ。 

 町の理事者がああだこうだやることについてまで我々の方でもね、ああすれこうすれってい

うことの権限があるのかどうかね。その辺りの整理もきちっとして、議論をしなければね。 

 あの人を選んでどうするのだなんていうことまでね、我々の方では、例えばだよ。例えばこ

ういう、二人を採用したと。それに対してああだこうだっていうことまでね、我々は言えない

わけですから。 

 その辺りきちんと整理したね、そういうふうにしなければだめだと思うのでね。 

 その、話として聞く、どういう制度で選ぶのだくらいまでは、入れると思うのだけれども、

その後のことまでね、何であの人を選んでというようなことには、ちょっとならないのではな

いのかと。 

 だから、我々の範疇と、それから町理事者の範疇とは自ずから仕事の中身というのは違うの

だから、その辺り十分整理したうえで議論しなければね。延長線の中で向こうの人事権までね、

我々がああだこうだっていうわけにはいかないと思うので、その辺り十分気を付けた整理をす

べきだというふうな気がいたします。 

 だから、鈴木委員の言われたようなことでだいたい網羅されているのだろうと思いますけど

もね。 

○委員長（及川 保君） はい。加藤委員、いいですか。このくらいでいいですね。 

○委員（加藤正恭君） はい。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） はい、近藤です。要するに、報酬の件でね、月約 16 万円ということ

なのだけども。報酬がね。 

○委員長（及川 保君） 報酬ってこれ、給与です。 

○委員（近藤 守君） 給与というかね。前回のあれであればかなりダウンしているけども、

この金額というのはね、一般町民からしたらね、やはりかなり高額であるというふうに捉えざ

るを得ないのですよ。というのは、15 万円くらい、30 日間働いてね、15 万円くらいしかもら
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えない人だって、白老町にはたくさんいるわけでね。そしてやっぱり役場の、公務員の給料か

らすればかなり下げたという金額であるけどもね。この金額というのはもう少し下がるような

ね、考えはないのかということを一つ、お聞きしたいですね。その余地があるじゃないかと。 

○委員長（及川 保君） なるほど。まだ、委員会の議会の付託意見からすると、ダウンはし

ているけども、まだ町民感情からすると高いということですね。 

 他、ございませんか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、その件については何と言うのですか、ちょっと高いのか

もしれないけれども、一般の何て言う、そういうのは。嘱託職員とだいたいバランスがとれて

いると。そういうことなので、こういう。月給にすると千円かね、２千円高いかもしれないけ

れども。そういう人たちとのバランスはとれていると思いますよ。 

 嘱託職員とね、・・。 

○委員長（及川 保君） 比較、ありましたよね。 

○委員（加藤正恭君） ありました。それでね、前回の総務文教常任委員会の報告書でも括弧

して、町嘱託職員並みとするということが一つの条件にもなっていますけどね。 

 それで、嘱託職員とほとんど変わらないような状態ですからね。 

 それは、民間から見ると高いって言われれば高いかもしれないけれど、ただ嘱託職員と、よ

りは低くっていうわけにはいかない。それより下げるというわけにはいかないような気もする

しね。 

○委員長（及川 保君） いかないというふうには。 

○委員（近藤 守君） いかないことはないと思う。 

○委員（加藤正恭君） そうだけどもね、嘱託職員とね、この課長・部長を辞めた人たちとね。

嘱託職員の場合だったらもう、仕事が、素人でもできるような仕事を嘱託職員にやらせるのだ

から。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員、ちょっと。加藤委員が答弁していたらちょっと。 

 近藤委員は民間とのね、比較でおっしゃっているわけだから、あまり答弁なさらないように

お願いしたいと思います。 

 他、ございませんか。 

 はい、土屋委員、どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） これは、役場の職員さんで、中間管理職的な立場にある方からの話

なのですけれども、やっぱり職員の意見はどうなのかなということなのですね。 

 私が何人かの方に聞いたところによると、その再任用そのものはいいと。だけども、今やる

のは時期尚早じゃないかという話が出てきているのですよね。今実行するのは、まだちょっと

早いのではないかという。そういう意見も、職員さん、持っている方が何人かいらっしゃるわ

けです。 
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 その辺がどうなっているのか。きちっとした理解のうえに立って、なされているのかなとい

う、これちょっと私疑問に思ったのですけれども。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい。他、ございませんか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 前の答申をいただいて否決になった問題の中でね、この最後の方に、

１、２と書いているでしょう。給料を嘱託並みに、それから勤勉手当をしないようにと。 

 それで、なおですね、この一番最後の方に、条例の再提案に当たっては、現下の雇用情勢に

鑑みと。こういう文章があるのですよ。 

 それで、町民に対する緊急雇用対策としてのワークシェアリング等の方針をきちんと立てて

実行し、町民の理解が得られるような努力。それから、景気及び雇用情勢の好転の見極めなど

を実証して行なわれるべきだろうと。 

 この文章がね、非常にその、私も昨日課長なり助役にも聞いたのだけれども、果たしてそう

いう民間の場合ね、そういう状況になっているかという、この根拠がですね、まだ薄弱だと思

うのですね。 

 それですから、それをね、納得するような資料が現在のところあるとしても、50 人以上の、

51 人以上か。51 人以上の企業では何％っていうような数字は出ているけれども、その 40 人、

30 人がいる従業員の中で、果たしてどうなのかということはまるっきり雲の中のような存在な

ものだからね。その辺りの説明をこれ、どうするものかね。したらいいものか。非常に頭の悩

ます部分だと思うのですよ。 

 だから、公務員だけはこうだよ、ああだよということは進められるけれど、そうしたらバッ

クグラウンドである民間の経済状態から何からいって、果たして北海道でそういうのがフォロ

ーしていられるのかという数値が、具体的には出られないものだからね、その辺りどういう、

例えば説明するにしても難しい問題だなという気がするのだけども。 

 その辺りこう、委員さんどう考えるかね。その辺りが表現としてもね、非常に難しい部分じ

ゃないのかなという気がしている。 

○委員長（及川 保君） はい、副委員長、どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 今の関連なのですけども、その辺その、調査するですね、方法が

あるのであれば、僕はあると思うのですよ。ハローワークを利用してもいいでしょうし、商工

会辺りも一つのあれでしょうし、総務課でやろうと思えばできると思うのですよね。 

 実状としてはですね、これ手前味噌の話になりますけれども、制度、再任用という形での制

度は設けていませんけれども、いわゆるその、定年退職になって、年金をいただけるような状

況になってからはですね、企業は、今までの、能力はあるわけですから、賃金を下げてですね、

継続雇用という形で、安く使えるというメリットがあるのですよね。 

 そういう形でやっている中小企業は、恐らく多々あるのではないのかなと想像しております。 

 現に、私どものところはそれをやっています。 
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 具体的に言えば、60 歳以上を雇用することによってですね、国の方からお金がいただける制

度もあるのですね。それも、利用させていただいていますし、例えばハイヤーのことを言えば

ですね、歩合制度の率を若干下げさせていただくと。こういう条件でも良かったら、残ってい

てもいいよという。はい。そういう形をとっていますし、他の会社の方に関しましては、総務

的なことをですね、やっぱり安い賃金で、能力はあるわけですから、もし会社に残っていただ

けるのであれば、こういう条件だけどもやりますかということで、ぜひやらせてくださいとい

う人は残してあげるような形で、両方にメリットがあるような形で、結構やっているところは、

調査すればですね、いっぱい出てくるのではないのかなと思うのですね。 

 ですから、民間がどうかとなると、今は何年か前から比べると大分好転しているのではない

のかなというふうにね、感じるかなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） はい。加藤ですが、今山本副委員長からそういう、非常にこう、いい

ような状態のお話を聞いたのだが、果たしてね、他のところもね、どういう状態かということ

をね、ある程度調査するね、１カ月でかかってやれるかどうかは分からないけれども、何件か

こう、ピックアップしてね、実態調査みたいなのを、時間がどのくらいかかるか分からないけ

ど、担当課の方でやる時間的な余裕がないだろうか。この調査が終わるまでの間にね。 

 何件か、全部というわけにはちょっと、労力的にはできないにしても、目ぼしいところのね、

実態調査をどうですかと。定年退職した人に対してね、どういうふうにやっていますかと。う

ちではやっていませんとか、こういうふうにしてやっていますというところもあちこちあると

思うので、その辺りの調査をね、担当課の方でやれるようなふうに持っていって、その結果を

見てある程度判断というふうにしたらどうかなと。 

 裏づけがなくて、ただ言葉だけでね、やっているだろうではね、やっぱりこう、説得力もな

いものだから。実態調査をした結果、100％じゃないけれども、何件かピックアップしたらこう

いう実態が出ていますというようなことでの説明がね、裏づけとしてあるとすれば、ある程度

説得力があるのではないかなという気がするのだけどね。 

 その辺り、担当課の方とちょっと、ヒアリングしてみたいなと思うのだけど、どんなものだ

すかね。時間的な余裕があればの話だけど。 

○委員長（及川 保君） よろしいのではないですか。そういうことね。そうしない限り。 

 はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 私はね、ここ 20 年、21 年くらいまで、もう比較的退職する人が少な

いのですけども、その後がこうずっと非常に 14、15 人、20 人までいかなくても非常に多いわ

けですよね。 

 それで今度、希望、こうやって退職して再任用されたいという人が、例えばたくさんいたと

きに、その選考基準に沿って、そして何年かこれ溢れるとか何とかって、そういう事態がまず

出てくると思うのですよね。 
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 だから、そういうときに今言った考え方として、再任用のこのあれがあって、実際それをね、

全員を例えばそういうような形にしたいのだけど、できませんよという。何らかのね、やっぱ

りそういうようなことの、具体的な話があった方がこう、いいような気がするものでちょっと、

ここで話したいと思います。 

 それと、昨日ちょっとはっきり聞くのをちょっと忘れたのですけども、給与のこの問題で、

Ａ社、Ｂ社と白老町とこれ比較していますよね。そして、他の自治体はどうなのか分かりませ

んけれども、今言った賞与と給付金というの。これが全く、ゼロになっているわけです。 

 ですから、これをね、他の民間会社Ａ社、Ｂ社は、いや今言った賞与と給与はあると。こう

いう、金額を増やすのではなくて、そういうところにやっぱり例え、まとめて少しこう、分配

するというような。そういう方法も考えてみてはどうかなという、そういうこと。 

○委員長（及川 保君） 分配する。 

○委員（谷内 勉君） 分配するというのは、例えば今言っているのは、この年間で 193 万 1,400

円ですよね。この金額を超えない範囲でもって、その月の、例えば今 16 万 950 円ですけども、

それを 15 万円ぐらいに落としてしまって、そして今言ったその、何と言うのかな、賞与という

か、そっちの方に逆に振り分けして与えるというか。 

 そういうような形という考え方もあるのかなと思って。ちょっとその辺ね。 

 いや、だから他の自治体でどういうような形になっているのか、ちょっと分かりませんけれ

どもね。 

 だから、そういう賞与という楽しみも比較的あるかなというような、そんなような気がした

もので。月の・・・分かりました。話下手で申し訳ございません。そういうようなことで。 

○委員長（及川 保君） 年間の中で賞与というものをきちんと設定しておいた方がいいので

はないかということですね。 

○委員（谷内 勉君） そうそう。そういうのを。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） さっきの続きなのですけどもね。例えば今ね、いろいろ、例えば給料

の分を少なくして賞与の分をね、出すというけどもね、町民の考え方とすればね、あくまでも

これはね、正社員じゃないから、これは時間当たりの単価でね、みんな割ると思うのですよ。

それ、ここで言うと全部 1,000 円以上なのですよね。 

 白老町でね、パートとかそういう形でね、時給 1,000 円以上もらっているところはまずない

はずなのですよ。最低の650 円とかね、いい技術のある人でね、せいぜい 800 円ぐらいですよ。  

それをやっぱりここと比べた場合にはね、どうしてもさっき言うようにね、要するに、あく

までもこれは役場の考え方だと。公務員の考えだと。 

 これをね、町民に持っていって比較するというのはね、非常に難しいのではないかと。とい

うことになると思います。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員、どうぞ。 
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○委員（土屋かづよ君） 土屋です。町民感情っていう部分から見ると、そういうことも出て

くると思うのですけども、役場のワークステーションへ行って、私何回か調べたことがあるの

ですけども、50 歳以上、ましてや 60 歳代の雇用というのはほとんどないのですね。 

 一般社会においても、そういう方を再任用じゃなくても再雇用する企業も少ないわけなので

すよね。 

 その中において、やっぱり今この単価の話も出たのですけども、これが本当に嘱託職員と、

何ら変わらないというのだけども、給与体系はどうなのかなというような、やっぱり町民の中

にそれは相当あるわけですよね。 

 役場の職員は退職者として年金が少ないから、じゃ５年間働かせてもらえるのか、とかね。

そういうのが結構あるわけなのです。 

 本当に、そこはやっぱり、理解してもらわないと、スムーズに「はい、いいですよ」ってい

うわけにはいかないと思うのですね。それはやっぱり議会も非常に責任があると思うのです。 

 そういうことも考慮して、考えてと。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、これは法律上そういうふうにこう、決まっているわけで

すよね。14 年の４月からですか。もう、実施しているわけですよ。国はですよ。 

 ただ、各自治体で条例を作ると。それが今こういう状態にて、うちらではしていないのだと。 

 ところが各全道のあれだけでも、179 のうち 154、86％はもう、実施する、しないは別にして

も、条例だけは制定していると。それも早いうちだったから、恐らく４等級、５等級でやって

いたのですから、ものすごく高かったわけですよ。 

 だから実施していないという面があるのだろうけど、白老の場合は、ぐっと下げて３等級で

やるのだと。こういうようなことで、今回提案されているわけですよね。 

 ですから、条例化はいつかはね、これはしなきゃならないとは思うのですよ。 

 ただ、実施するかしないかはね、それは町理事者の考え方だから、そこまで我々はああだこ

うだ言えないにしても、そういうものだということだけは、我々理解していかなければならな

いのではないのかなと思います。 

 それから、単価の問題ね。嘱託職員でも、この税金の徴収だけでも単価 1,230 円なのですね。

だから、再任用はそれにただ８円高いだけでね。そして、この水道料金だとか、保険料だとか

税金の徴収だけで 1,230 円払っている人に、課長だとか、ノウハウを、そういう頭を持った人

たちが今までと同じような仕事の場、どういう仕事の中身は別にしても、就けるとすれば、確

かに 1,238 円では安く使えるなと。今までの頭をね、利用してもらえれば。 

 だから、税金を徴収する人はこれ、素人でもですね、けんかをしない限りは誰でも使えると

言ったら語弊がありますけれども、働ける場所なものだから。 

 そういうことから、現実に 1,230 円支給しているのだとすれば、高い、安いの議論はあるに

しても、1,238 円は高くないかなと、僕はそう思うのだけどね。 
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○委員長（及川 保君） はい。鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 私も条例を制定することについてはですね、やはりもう、時期的にも

ですね、もうこれ以上の延ばす必要はないのではないかと思うのですが、説明を受けた、さっ

き加藤委員からも出たのですが、北海道の状況がありますよね。北海道の市町村の状況が。 

 これ、見せていただいて、179 のうちの 154 がですね、もう条例は制定してあるのですが、

問題はですね、実施していない。ここがですね、非常に問題だと思うのです。 

 だからやっぱり、さっきも白老町の民間の企業の状況もそうなのですが、全道のですね、制

定している市町村のこれからの状況っていうのをね、やっぱりきちっと確認する必要があるの

ではないかと。 

 これを確認してからですね、実施時期を決めても遅くはないのではないかなと、僕は思うの

ですよ。 

 だから、制定はいいですよ。ただ、実施時期が今４月の１日から。この部分についてはです

ね、もっと慎重にというのですか。やっぱり民間の状況ですとか、この全道のですね、もうす

でに制定されている市町村の状況を把握してですね、やっぱりそれから考えてもいいのではな

いかなというような気はするのですけど。 

○委員長（及川 保君） はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 谷内です。鈴木委員と全く私、同感なのですけども、この今言った資

料の表を見ますとですね、実際再任用をやっているところは本当の大きい都市だけなのですよ。 

 そして、その中で唯一で町でやっているところは古平町ですね。これが２名やっているだけ

で、後が全く手付かずの状態ということですから、今の鈴木委員の言われたことですね。 

 だからやっぱり、慎重にやっぱり周りの市町村のことの状況も確認しながら、やっぱり導入

するというかな、スタートすべきかなという気がします。 

 そうするとは、今言ったように、導入したはいいけども、要するに、やはりこういうような

状況というかね、これに流されるといったらこれ、市町村それぞれ違いますから、そういうこ

とは言えませんけども、そういう状況になるのかなという、そういう気持ちがしますので。 

 この辺のこともやっぱり、検討する必要があるのではないかと、そういうふうに考えます。 

○委員長（及川 保君） 私もですね、前回この否決された経緯の中にいた者としてですね、

やはり今回国の方もこういう形で法整備をして、実施しなきゃいけないという通達もされてい

るわけですね。 

 そういう中で、前回のことも踏まえて、やはりここで議会側としてはきちっとやっぱり責任

のある対応をしなければいけないだろうという考えではおるわけですけども。 

 今各委員から出された意見というのは、本当に大事な観点なのですね。 

 やはり、きちっと条例化されて、それが実施されないというね、ことでずっといくとなると、

これ何のために条例化したかということはね、本当に疑問に感じざるを得ないのですね。現状

は今皆さん言われたように、この資料からするとほとんどの町村で実施されていないという状
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況にあるわけです。このことも非常に問題なわけですよね。 

 先ほどの、冒頭鈴木委員の方から論点をきちんと踏まえた中でということがありましたけど

も、今各委員の方から昨日の委員会の質疑の中でも、なかなか納得されていない部分が非常に

多いというふうに、私は感じました。 

 私自身もそうなのですが、どうでしょうか。一度もう少し整理して、町理事者の考え方を今

一度伺うということは。聞いてみるということはいかがでしょうか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、この条例を制定した年度がね、13 年、12 年というのも

あるのだけども、13 年とか 14 年というのが多いのですよ。ほとんど。そして、17 年というの

がね、何件かある。森だとかね、日高町とか大空町とかね、それから名寄市だね。 

 そういうことでね、これは恐らく 13 年のときはね、この否決されたような高いレベルの提案

だろうと思うのですよね。給料体制とか、それから何ですか、手当。それらも付いているね、

だから実際問題としては非常に高いものだから、実施していないと。 

 ところが、17 年辺りで制定しているのはね、いろいろと改善と言ったらおかしいけど、ダウ

ンされてね、白老町並みのあれにこう下げて制定している、調べたわけじゃないから分からな

いけど、恐らくそうでないかと想像するのですよね。 

 だから、３級に下げて、なおかつそういう手当を付けないというようなことで、いるのでは

ないかなと思うのだけど、この辺りちょっと調べてみる必要があるかなと。中身をね。 

 12 年、13 年辺りのものは恐らく高いレベルだから、実際は実施していないと。条例を改正し

ていれば別ですけど、改正しないままにきていれば、非常に高い位置でね、現在で調べただけ

でも、白老町だけも 40 何万円の相違があるようなね、ことだから、恐らく使っていないのでは

ないのか、実施していないのではないのかなという気がするのだけども。 

 この辺り、もうちょっと調べてみる必要があると思うね。 

 17 年の場合は、多少下がっているのかどうか。17 年の場合、少ないですからね。何件かしか

ない。森町とね、４、５件くらいしかない。名寄市、北見市がそうだね。それから遠軽町がそ

うだな。大空と日高町とね。 

○委員長（及川 保君） 何件かですね。 

○委員（加藤正恭君） 何件かなのですよ。６件。６件くらいなのですね。 

 こういうのがどうなのかなと。17 年度に制定したというところ。 

○委員（土屋かづよ君） 新日高町もですね。 

○委員（加藤正恭君） 新日高もそうかい。日高町ね。昔の静内ですか。 

○委員長（及川 保君） ちょっと整理する前にですね、町側からまた再度お聞きするという

ことでよろしいですか。 

 鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 何か、聞くにしてもですね、何か今まで聞いた以上のことがですね、
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何かもう少しこう、精査してですね、それからでいいのではないかと。 

○委員（加藤正恭君） そうですね。一つはその 17 年度のもの。これを調べてもらう。 

○委員長（及川 保君） そうですね。はい。 

○委員（加藤正恭君） それと、先ほど言った山本副委員長からね、言われたああいう実態が

ということだけど、何件かピックアップしてね。全部というのは労力的にもね、無理だと思う

ので。 

○副委員長（山本浩平君） アンケート調査で、文章をある程度作って、丸を付けてもらうよ

うな形でやれば簡単にできるから。ファックスとか、ありますよ。 

○委員（加藤正恭君） それなら早いか。中身まで深くね、書かなくてもね。 

○副委員長（山本浩平君） ある程度中身は逆に、その質問するところで書いてもらって、選

択性にしてもらって、そして選んでもらって、それに該当しないものはその他にして書いても

らって。 

○委員（加藤正恭君） そういうアンケート調査も、そういう方法がありますね。 

 産業経済課でやってくれないかな。 

○副委員長（山本浩平君） だからそれをどこでするか。できると思うのですよ。 

○委員長（及川 保君） それではですね、今鈴木委員の方からもまだ若干整理がされていな

いという部分もありましたからね。一つひとつちょっと、確認しておきたいなと思います。 

 例えばですね、鈴木委員の方から７点ほど、実は出ているのですね。 

 昨日の説明でも委員会でもありました。理事者の方からありました。前回と比較してどうな

のかという、下がっているという部分はあるのですけどもね。あるのですけど、再度、この辺

をきちっとしておいた方がいいのではないのかというお話し。 

 これとまた関連した中で近藤委員の方からも、町民感情からしてまだ高いように感じるなと

いう意見もありました。 

 この辺のことをどういうふうに理事者側にただすか。 

 この観点でよろしいですか。この給与の・・・。 

 はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） はい。この審査の関係なのですけど、今いろいろ委員から意見を出

されて、先ほど鈴木委員と加藤委員の方から出ていたのですが、要するに前回否決した議案と

いうことで、そういった面でね、皆さんより慎重になっているのですけども、これ二通り考え

方があると思うのですね。 

 鈴木委員が言ったように、この再任用制度そのものの条例については、これは条件整備です

から、こういうのが通達でもやりなさいと。18 年４月からということで、いろいろそういう上

の方の指導もあって、そういう条例を制定することについては、今がどうなのかということだ

ね。 

 それと、運用に当たってはいろいろ意見が出たもので、これを、他の町村もそうですけど、
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ほとんど実施していないということですから、運用面についてね、条例は制定するけども運用

面については４月１日からはいかがなものかと。 

 そういうような二つの観点で考えた方がね。 

 それか、条例を制定するときに運用も即やるのだから、今はまだ早いよというのか。条例だ

けは制定して、運用面については、今言ったようにいろいろな道内の実施されない状況等調査

したうえで遅らせて、今すぐ運用すべきでないよというような形になるのかね。 

 そういう形でこう、議論した方がいいのではないかなと思うのですけど。どうですか、そう

でないと何か。 

○委員長（及川 保君） 確かにね、また広がっちゃうのですよね。いろいろと広がっちゃう。 

○議長（堀部登志雄君） そうそうそう。全部条件が整わなかったら。そういう意味で。 

○委員長（及川 保君） 議長の言っていることは十分理解しました。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、議長の言うことはよく分かるのだけどね、ただ、国で決

めた条例に対して、白老は白老なりのこの条例を作るわけですよね。 

 だから、再雇用制度は認めますよと。しかし条例は、各自治体で白老町に適したように作る

と。それでこういう、直したものを、昨日聞いたのだけどもそれに連れてちゃんと条例もこれ

に合うように、条例も直していますよということなのだよね。 

 だから、条例ができるということは、即４月１日から実施してもいいということにもなるの

ですよ。形としては。 

○委員長（及川 保君） 今の状況ではそうです。 

○委員（加藤正恭君） そのとおりでしょう。だから、やるなとは言えないわけですよ。条例

を可決しておいてね、だめだとは言えないわけですから。 

 だからその辺りまで、３月の議会に諮る前に、我々総務文教常任委員会としてはいろいろな

調査をして、きちっとしてやっぱり結論を出してあげなければ、可決するもしないもね、難し

くなっちゃうと思うのだ。いや、難しくなると言ったらおかしいけれども。 

 やっぱり、可決したからには４月１日からやってもいいですよという形になると思うのです

よ。それだけにきちっとしたものを作ってあげなければ、意見を出さなければならないと思う

のですよ。 

 ５月からいい、６月からいいっていう条件は、これは付けられないと僕は思うのだけどね。

４月１日から実施しますって書いてあるわけですから。だからそれは、ＯＫですよと。 

 ただ、中身については十分我々としては検討して、それで結論を出すというふうにしなけれ

ばならないと思うのです。 

 可決しておいてだめです、実施したらだめですよというわけにはいかないと思う。いつでも

いいのですよ。だと、僕は思うのだけどもね。 

○委員長（及川 保君） 局長、どうぞ。 
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○事務局長（上坊寺博之君） これ、あくまでも条例案の委員会付託ですから、三通りしかな

いのですよね。 

 賛成するか、否決するか、修正するしかありませんので、意見をいくら付けても加藤委員が

言ったように、中身にいくら意見を付けてもこれは拘束力も何物もないですから。 

 これだけちょっと、頭に入れて判断してください。 

 そして、所管事務と違って、意見を調整するっていうことじゃないですから。あと最終日に

採決とりますので。ここで委員会が可決すべきものとして決定するか、しないかということに

なりますので。 

 もし不都合があって、そこは認められない、一部だけ認められないといったら、誰か修正し

てもらわないと、通りません。以上です。 

○委員長（及川 保君） そうですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、本会議で修正が通るかというのはまた、これまた別です

けどね。 

○委員長（及川 保君） そこでまた否決でもされたら、その部分だけでね、捉えて。否決で

もされたら困るということで、きちっとやっぱり議論しておこうということで、よろしいです

ね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ちょっと、暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時４６分 

 

再開 午後 ４時０２分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それぞれ、いまだ疑問点という部分についてはですね、皆さん出されたかなというふうに感

じるのですが。 

 どうですか、町理事者の考えももう少し聞いてみたいという。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 何を聞くかということを一回整理した方がいいと思います。 

 やっぱり、先ほど言ったように、加藤委員とか私とか、民間の今のね、白老町の民間のベー

スだとか、あと制定しているのに実施していないところの実態の調査ですとか、やっぱりこう

いうものがなければですね、なかなか質疑ができないので、これを調べていただきたいという

部分は、これはお願いというのか、理事者の方々に来ていただいて、お願いする部分ですよね。 

 その他に何かあれば、ここを一回整理して、後でまたというのもあれなので、一回に終わっ

てしまいたいなと。 

○委員長（及川 保君） はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 民間のベースの調査、それからアンケートというのは、これ町に調
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査できるかということで、しようとしているのですけども、これ、どの程度の対象、どういう

人なのか、一般の町民にいきなりこれするのか、企業をやっている商店みたいなところも含め

て全部こう、やるのか。その辺のこう、決めてやらないと、町の方にはちょっとお願いしづら

いのではないかなと思って。 

 その辺はこう、皆で話して、このクラスの調査をお願いすることは、アンケートをお願いす

ると。それができるかできないかということは、みんなでまた議論して。それで向こうにぶつ

けた方がいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） はい。今議長のご意見がありましたけども、どの範囲ですよね。調

査対象というか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、昨日ね、出された資料。これには、この資料ありますで

しょう。51 人以上とか、それから 300 人以内の規模だとか。それから 300 人以上だとか。こう

なると、相当大きな企業なのですよね。 

 ですから、この数値で判断して、報告に変えられるもので、町民が理解してもらえるか。そ

れとも実態、白老のこれ以下のですね、これ以下の企業で何件かピックアップして・・・。 

○委員長（及川 保君） 何件かですか。 

○委員（加藤正恭君） 何件かって、全部というわけには。いや、その辺りは技術的にできる

のであれば全部やってもらいたいけれども、全部ができないとすれば、目ぼしいところ。例え

ば 10 社だとか 20 社くらいとか、そんなことしかない、できないのではないかと思うのだけど、

物理的にできればですよ、全部やってもらいたいけども。それが一番確実だろうけども、そう

でなければピックアップするより仕方ないのでないのかなと。 

 個人企業じゃなくて株式会社だとか、会社組織をやっている企業ね。というふうに限定すれ

ば。 

○委員長（及川 保君） ただね、言わせていただくと、実際に実施しているかどうかがもう、

問題なのですよね。 

○委員（加藤正恭君） だから、しているか、していないか。 

○委員長（及川 保君） しているか、していないかだけ、単純なことですかね。 

○委員（加藤正恭君） それを調べる。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、昨日の答弁では、18 年の４月から法制化されたのだけれ

ども、まだ１年も経っていないので実態は抑えていませんと。こういう答弁なわけですよ。 

 ですから、それはよく分かるのだけれども、だからといってこのままＯＫですよっていうふ

うに説明して、納得できるものかどうかというのは正直不安なものですからね。その辺りをち

ょっと私、危惧しているのですよ。 

 確かにこの、労働局の発表では、50 人以上とか、300 人以上だとかっていうのはこうですよ
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という、統計は出ていますけれども、これで白老町も、これ以下のところは調べていないのだ

けれども、調べる必要があるのではないだろうかというのが、私の考え方なのですけれども。 

 物理的にできるのであれば、やってもらいたいと。できないのであれば、何か別な方法を考

えるより仕方ないのではないかなと。こういうことなのですけどね。それだけです。 

○委員長（及川 保君） それで、範囲は。どうしましょう。 

○委員（加藤正恭君） だから、別に具体的にはないけど、法人化しているところに限るか。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） やっぱり企業の、何というのですか、雇用人数っていうのですか。や

っぱり 50 人以上というのはなかなか、白老の中でも何社ですよね。 

 ですからその人数をですね、30 人以上とかですね、20 人以上とか、そういう区切りをして、

その以上の職員が、雇用者がいる企業とかというふうにして調べれば、何社か調べることがで

きるのではないですか。 

 それを 20 人にするか、30 人にするかはちょっとあれなのですが。10 人というのもあると思

いますけども。 

○委員長（及川 保君） そうすればかなり、絞られてはきますね。 

○委員（鈴木宏征君） ええ、絞られてきますね。 

○委員長（及川 保君） はい。今鈴木委員の意見がありました。いかがでしょうか。 

 人数で 10 人以上だとか、20 人以上だとか、30 人以上、こういう基準でやってもらえるかど

うか、ぶつけるということでよろしいですか。とすれば、人数ですね、今度。 

 はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ちょっとすみません。産業経済課へ行きますとね、町内の業者の一覧

表というのを持っているのですよ。 

 ですから 10 人以上が何社あるとか、20 以上が何社あるとかっていうのが分かりますので、

それを調べていただいてですね、10 人以上だったらもう 100 もあるよとか、っていうのだった

ら 20 人以上だったら 50 だとかっていう話だったら、それでは 20 人以上にしようかとかってい

う、何かそういうことでちょっと調べてもらったらどうですか。これ簡単に出るのではないで

すかね。 

 企業統計ってありますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 産経じゃなくて統計の方ですね。 

○委員（鈴木宏征君） 統計ですか。すみません、統計の方へ行ったら持っています、企業統

計。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。 

 アンケート調査をするということについてはね、やるということ、調査してもらうのだとい

うことで。そしてあと、人数を調べてもらって、それぞれで調査してもらうと。 

 はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、調べてもらうのではなくて、実質的にできるかどうかで

すよ。やってもらいたいのだけれども、そういうことをね、可能かどうかと。その代わり山本

副委員長が言われたように、こっちの方で設問して、それに丸を付けてもらうような、簡単な

ね、形で。 

 問題は再任用だけですからね。そのあと 60 歳定年になった人を、どのような待遇をしていま

すかに絞るわけですから。いろいろな会社の内容を聞くわけじゃないからね。そこだけを調査

するだけですからね。 

 ですから、それができるかどうか。我々がやるわけにはいかないから。その辺りですよ。そ

れを聞いてみたらいかがですか。 

○委員長（及川 保君） はい。まずこれを確認しなければだめですね。 

 それから、他市町村の実態ありましたね。平成 17 年に制定したところがあるのだよと。これ

も町の方ではすぐに分かることなのでしょうから、実施はできると思うのです。 

 それから冒頭の、鈴木委員の方から出たのですけども、25 年というね、この基準はいかがな

ものかと。いかがなものかというのは、その共済年金と、昨日の答弁では、はっきり言ってい

るのですね。 

 これを本当にこの共済年金を基準とした中で運用していいのかということなのですが。これ

も聞いてみないと分からないですね。 

 それから、採用方法。これはここで、どうなのですかね、この。昨日も質問として出されて、

助役が答弁しているのですけどもね。 

○委員（加藤正恭君） これは、人事評価制度を６月ころまでに制定して、役場の中で制定し

て、それに基づいて総合判定をしますということの説明でしょう。 

○委員長（及川 保君） それは来年以降だね。できてからだから。 

○副委員長（山本浩平君） ４月１日は間に合わないので、人事評価制度ができあがった後は、

それを加味して考えたいということですね。 今年度は間に合いませんよということ。 

○委員長（及川 保君） それは副委員長の質問の中で答えていますね。 

 それから、行革との整合性ですよね。整合性はきちんととれているのかという。昨日もこれ、

出されてはいたのですけども。 

 まだ十分でないということでよろしいですか。 

 鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 財政改革のプログラムをですね、今年度中ですか、見直しをしていま

すよね。 

 やっぱりそういう項目の中に、きちんとこの再任用制度を採用した場合にはですね、やっぱ

り採用した方の、要するに給与というのが出てきますよね。だからそういう部分が、今全く新

たなものですよね。今までのプログラムの中から見ますと。 

 だからそれが、プラスになるような要素になるっていうわけにはいかないと思うのですよ。
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プログラムの中では。やっぱりそこが増えることによって、どこかが減らないとだめだという

話になりますよね。 

 だから、そういう整合性というのは、きちんととって、この再任用制度というものを採用す

るのかというようなことをやっぱり、きちっと整理しておかないと、プログラムを作った意味

がないわけですから。 

 やっぱりここら辺を、結構やっぱり今財政が厳しい中で、大きな部分だと思うのですよね。 

○委員長（及川 保君） この辺のことが、例えば数字的にもね、きちんと説明ができる、今

現時点ではやっている最中だとは思うのだけど。 

 ただしかし、今総務文教常任委員会で今期の・・・。 

○委員（鈴木宏征君） だから、そういうことをちゃんと考えているよという、それがきちん

とされるのであれば、問題はないと思うのです。 

 ですから、そこら辺の、問題としてそういうものがあるよっていうことの提起ですから。 

○委員長（及川 保君） だから、それがきちんと説明ができるかどうかですよね。 

 業務内容の話もありましたけどね、細かい面ではありますけどもね、コスト面の絡みなども

ありましたから、この辺のことも一緒に、この件と一緒にやった方がいいと思うのですね。聞

いた方がいいと思うのです。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） それは昨日も言っていたように、まさか課長をやった人をね、今まで

のような、例えば国保の集金に歩くとか何か、そういうポストに就けるわけじゃないから。結

局頭脳をね、活用してもらうと、こういうポストということになると、自ずから、恐らく企画

課だとか、そういう頭脳を使うようなところのポストに行くと思うのですよね。 

 当然、保険や税金集めに歩くとかね、そんなことの業務じゃないのですよ。頭脳を、ノウハ

ウを活用するというポストに行くという。 

○委員長（及川 保君） それは当然、そのとおりなのです。それはあるのだけども。 

○委員（加藤正恭君） だけど、そこまで我々がね、あのポストをやれ、ここのポストをやれ

ということまでは、越権になりますよと。 

○委員長（及川 保君） そういうことを言っているのではないのだよ。 

○委員（加藤正恭君） だから、自ずから決まってくるのではないの、その辺りは。集金に歩

くようなことにはならないよ。当然。 

○委員長（及川 保君） いや、昨日はだけどそういう話をしていたよね。 

 はい、山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ちょっとよくわからないのですけど、これこそですね、我々がで

すね、こういうのが適職、こういうのに就かせるべきだとか。これはだめだっていうことを言

うべきでないと思うのですよ。 

 個人的な見解であくまでも、今お話しますけども。 
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 僕は、今加藤委員がおっしゃったのとは正反対で、逆に税収アップにつながるのであれば、

鬼の税収官みたいな形でですね、責任を持たせて、責任を持たせると言ったらちょっと語弊が、

責任ない立場ですから、持たせると言ったらあれかもしれませんけども、今年度の税収の率が

これぐらいだったらね、再任用でそういう人にやらせることによって、これを何％アップさせ

るぐらいのことで、この部分に就いてくださいぐらいのね、ことをやらせてもいいのではない

かなって、逆に僕は思うのですよ。これ、個人的な見解なので。 

 ですから、仕事の内容ね、我々の中でああやれ、こうやれというのは、ちょっと越権でない

のかなって逆に思うのですよ。 

○委員長（及川 保君） そういう捉え方でね、しないと。 

 だいたいおおまかにいってこの程度のことでしたかね。 

 暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時２３分 

○委員長(及川 保君) 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 それで、おおよそまとまりましたね。 

暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時２３分 

 

再開 午後 ４時２８分 

○委員長(及川 保君) 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 町側の方から、総務課長、高橋主幹、お呼びしましたので、何点か確認しておくことと、あ

とお願いする部分がありますので、お伝えしたいと思います。 

 総務課長ね、Ａ社、Ｂ社という中での確認はとっていただいているのですね。この資料の中

にもきちんと示されておりますから。そのことについては特にいいのですけども、昨日の答弁

の中でも、町内ですね。町内の何人以上とかいう、当然基準を設けた方がいいのでしょうけど

も、広く範囲を広げるのじゃなくて、ある一定の基準を満たしている法人というか、の調査は

できないかどうかね。できるかできないか。 

 そして、できるのであれば、至急調べてほしいと。これはアンケート。例として、例えば 30

人以上とか、50 人以上の法人。50 人はあれか、こっちに 51 人って載っているからね。51 人以

上で載っているから、これは分かるのだけども。 

○総務課長（白崎浩司君） 町内のですよね。 

○委員長(及川 保君) 町内の。事業所統計を調べれば、それはすぐ出るみたいですね。 

○総務課長（白崎浩司君） 事業所と、従業員数と。それは出ていますので、抑えるというこ

とはできると思います。 
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○委員長（及川 保君） その、抑えることは、できると。できますね。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。 

○委員長（及川 保君） そこで、現状を調べていただきたいということなのですけど、これ

が本当にできるかできないか。 

 時期的、当然この時期が限られていますから、その範疇の中でできるかどうかを確認したい

と思います。まず、１点です。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今ちょっと確認します。町内事業所の一定規模。例えば 20 とか

30 とかの一定規模の中で、導入状況を、あるいは導入しているところについては運用状況とい

う意味ですね。そこを含めて、調査できるかと。 

 ということは、期間としては次回が 31 日ですので、ですよね。だからその、次回までにそう

いう調査を出せられるかということですね。 

 ちょっと今、即答としましてはね、今の事業所統計がありますから、事業所を抑えて、この

導入状況はどうですかというようなことで、できなくはないかなというふうには抑えています

ので、思いますのでね、これちょっとやってみます。 

○委員長（及川 保君） それでですね、この調査もですね、アンケート方式で、こちらで設

問をもう設定した中でね、調査できないものかということなのですよ。それも可能ですか。 

○総務課長（白崎浩司君） それは可能です。 

○委員長（及川 保君） 可能ですね。 

○委員（加藤正恭君） 再雇用に限ってね。 

○委員長（及川 保君） それは、おまかせした方が。 

○副委員長（山本浩平君） 要は、全部書かせてしまうと、別にたいした利益にもならないこ

とはやらないなんていうところが出てきますから、簡単に丸を付けられるような設問をいくつ

か設けて。それに合わないところはその他で書いてもらうようにして。 

○総務課長（白崎浩司君） ちょっとそうしたら一件確認させてください。 

○委員長（及川 保君） はい、総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 例えば、今聞いてのイメージですけども、例えば今、就業規則と

かで再雇用を導入しているかどうかという確認。それから、実際に運用しているかどうかとい

う確認ね。 

 それと、その他に、例えば給料がいくらぐらいなのか。細かいところまでいりますかね。と

いうのは、Ａ社、Ｂ社を私も訪問したけども、その前段で今言うとおりですね、うちの方の勤

務条件ありますよね。勤務条件ごとにある程度、大きなところのものですから、そういう総務

というか庶務の担当者がいますのでね。そういうように調査したのですけどもね。ちょっと細

かい項目があったものですから、なかなか向こうも書ききれなくて、いわゆる義務化した就業

規則をぼんと持ってきて、結局自分の方で整理したのですよ。 
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 だから、あんまり細かくてもね、どうかなとは思うのですよ。 

 だから、もしよろしければそういう項目も、私どもの方に任せていただければね、そういう

ところから抜粋してということで、最低限こう、必要な項目といいますかね、それは抑えた中

で、調査は可能だと思います。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。給与面という話もあるのですけども、これはちょっ

と、民間のね、企業、それぞれの企業というのはやっぱり、外にぼんぼんこう出して、ような

ものではないものですからね。ちょっと厳しいと思うのです。 

 その辺十分考慮して。 

○総務課長（白崎浩司君） それで私の方も、前段の方で先ほど言った、Ａ社、Ｂ社の方は、

ある程度そういう法の整備といいますかね、それを当然するだろうという想定の中でこう、こ

れちょっとあるのですけどもね、導入状況についてという依頼の文書を出して、それで、いわ

ゆる実施時期対象者、いわゆる先ほどの、町の方の資料ありますよね。項目の。ああいうとこ

ろから抜粋して、職務内容とか給料とか勤務時間だとか、休暇の関係だとか、特記事項だとか。

こういうふうな形でちょっと出しているものがあるのですよね。 

 そのときも、やっぱり向こうの方から言われたときには、内部のね、私の、総務課長の内部

の資料として抑えておいてくれないかというようなことになりましたので。申し訳ないけども、

ただ、特定されないような形でちょっと説明だけは、させてもらうからという了解のうえでち

ょっとやっていたものですから。 

 そんな形で今ちょっと、手元にありますけども、こういう、せんだって調べたアンケートと

言いますかね。そういう導入状況の記載を、Ａ社、Ｂ社でちょっとやったものがありますので、

それからあまり複雑にならないような形でちょっと、できるかどうか。やってみたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） まず、これが１点ですね。 

 はい、山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） それでその改正高齢法に基づいてね、きちっとやっているところ

もあれば、そうではなくて、企業の経営上の理由でですね、継続雇用でその 60 歳以上の方を使

っているところも結構あると思うのですよ。 

 ですからその辺を、分けてというか、あまりこの法に基づいてってやっちゃうと、「いや、基

づいてなくやっているから」というところで、回答しないところも出てくると思いますのでね。

逆にやわらかい部分も作っておいていただければなと思うのですけどね。 

 60 歳以上を何人雇用していますかとか。そんなようなことですね。 

○委員長(及川 保君) 総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） もう一つ、そうしたら今のご質問。今の意味、分かりました。 

 それで、例えばですね、役場の方でこう、総務課の方で役場の方で、白老町の方でという調

査をやると、きっとこのことが、ちょっと警戒すると思うのですよ。ということは、義務化さ
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れていますので、本来は、昨日のコピーしたもののとおり、６月１日現在で報告しないとだめ

なのです。 

 義務化されたので、当然企業としては作らないとだめだと。それを役場の方で調査をすると

いうことは、何か意図があるのかというふうなとられ方はされると思うのです。 

 だから、あまり厳しいね、質問にはしたくないし。昨日のお配りした資料の、コピーは出し

ていませんけど２ページ目の方にはですね、ハローワークの方も、この 10 月からですね、集中

的に個別指導が入ると。やっぱり義務化されているとか。 

 たぶん昨日、１ページ目だけコピーしましたけども、２ページ目の方はですね、今後その導

入状況の実施を、６月１日で抑えたので、今後 10 月からはですね、やはり、ここでやっている

50 人以上とか 300 人とかっていうあれですけど、そういう、とりあえずは大企業といいますか

ね、中小企業。そういうことに対して、10 月中に集中的に個別指導を実施しますよというよう

な記載をされていますのでね。ある程度やっぱり、ハローワークの方でも、こういう個別にこ

う、指導が入っていくと思うのですよ。 

 そういう中でこう、今調査物を出すとね、ちょっと向こうも構えられたらちょっと困るなと

思いますのでね。そこら辺はちょっと、うちの方も、アンケートの項目も、厳しい文言になら

ない程度な形でね。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね、皆さんね。 

 それからですね、ちょっと確認したいのですが、昨日の答弁で、この 25 年という基準があり

ましてね、これは共済年金、要するに厚生年金をずっとこうトータルで掛けているのだけども、

共済年金の部分だけでの考え方なのだという答弁がありましたね。 

 これについて、本当にできない状況なのか。できないというのは、町のね、町が定めた、町

の定めようとしている基準なのかどうかをお聞きしたいと思います。 

 今この、資料の中にはね、後ろの関係規定という中で、地方公務員法第 28 条の４から 28 条

の６までの間で、職員の再任用に関する条例第２条、これは今回この定めようとしていること

を抜粋したことなのですけども。 

その辺についてはいかがでしょう。 

○総務課長（白崎浩司君） はい、ちょっと待ってください。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ４時４１分 

 

再開 午後 ４時４３分 

○委員長(及川 保君) 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ここの資料のですね、ところに書いているその関係規定で地公法

の第 28 条の４から 28 条の６までということで、法の規定の中ではですね、25 年というのは、
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規定の文言としてはないのですが、そういうことを含めて条例で定めることをしなさいという

ことになっています。 

 25 年はですね、国家公務員のこの規定がですね、25 年ということで、国家公務員に準じて

25 年を設定しているということです。 

 だから、法の中では 25 年ということは、表現は、文言としてはないのですけれども、条例で

規定するということで、国家公務員に準じて 25 年ということです。 

○委員長(及川 保君) なるほどね。そういうことでの規定なのですね。 

 鈴木委員、どうですか。これで。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） ただ、今のことを聞けばですね、要するに国家公務員は 25 年以上や

らないと、再任用はできないのだという、しないのだというようなことですよね。 

 ですから、役場職員、今 25 年といっても、該当する人がいないのですよ。要するに 20 年と

かっていう人がいないのですよ、今。 

 ですから、25 年でも問題はないのですが、将来やっぱり民間の、どうしてもそういう頭脳が

ほしい人がいてですね、途中で採用するということが、もしなったときに、この 25 年っていう

ものがあってですね、再任用はできないということも、将来は起きるのではないかということ

もあってですよ、ちょっと今、そういう 25 年って決めておくのはどうなのだろうっていうこと

をちょっと考えたものですから。 

○委員長（及川 保君） はい。今鈴木委員の方からそういうね、疑問というか、疑問点があ

るのですね。 

 それについてはいかがでしょうか。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 昨日のですね、鈴木委員さんの質問も、趣旨としてはたぶんそう

いうところだろうなというふうに抑えておりました。 

 今のご質問、今回のね、ご質問の中でも、決め方としては先ほど答弁したとおりなのですが、

考え方はですね、申し訳ございませんけれども、うちの方もちょっと精査して、次回までにそ

こら辺を、先ほどの質問の趣旨を含めてですね、精査してご答弁いたしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。そのように取り計らいください。 

 それからですね、総務課長ね、全道の資料が出ていますね。全道のこの再任用について。 

 それでですね、13 年度からのも結構多いのですけども、数は少ないのですけども、最近とい

うか、この２年くらい前に、17 年ですね。17 年に制定っていうか、制定している箇所が何箇所

かあるのです、実は。10 箇所。 

 ここのね、その制定に至った状況、経過ですね。この実態を知りたいのですね。 

 さらに、この給与なのですね。多分ね。制定はしたけども、ほとんどの団体は運用していな
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いのです、実は。これが実態なのです。大きな本当の町、わずかな町は何箇所か実施している

のですけれども、ほとんど実施されていない状況からすると、この 17 年に制定して、現実とし

てどういうその給与ベースになっているか。 

 さらに、そういったことを踏まえた中でのね、細かなことまでいっちゃうと多分、大変だと

思うので、そういう部分だけでもちょっと、きちっと確認しておきたいなということなのです

よ。 

 いいですか。はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。資料を提供した中で 18 年度の資料で、条例制定年度が 17

年度。いわゆる昨年ですね。制定したところの、制定に至った経過。それと実態と。給与ベー

スを含めた実態を抑えてほしいという内容でございますけど・・・。 

 それで、次回までにですね、先ほどの１点目の町内の事業所と同様にですね、次回までにこ

れは、調べられます。これは次回のときに提出いたしたいと思います。 

○委員（加藤正恭君） 11 自治体あるのです。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。 

○委員長(及川 保君) はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今の状況の中に入るかもしれませんけども、運用はしていないのです

よね。だから、運用をしていない理由っていうのですか。運用しない、運用していない理由。

そういうものがですね、もし分かればと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 現実として運用していないという実情なのですね。 

 だから、その実情も一緒に精査してほしいのですね。 

○総務課長（白崎浩司君） はい、分かりました。 

○委員長（及川 保君） 以上かな。 

 一番大きなことなのですが、今、今年度中に財政改革プログラム、きちんと出すということ

になっていますね。この財政改革とのね、この再任用の人件費ですね。人件費というのが非常

に、昨日の助役の答弁も実はありました。ありましたが、資料的にも全く出されていない中で

ね、それの判断は難しいと。コスト面でも非常に有効だという、助役の答弁は実は昨日あった

のです。 

 しかしながら、資料的なものが全く示されていない状況の中で、非常にこの判断は難しいな

という意見が多いのですね。 

 この辺のことはいかがでしょうか。示せますよというようなことができるかどうか。 

 課長、今作っている最中ですよね。 

○総務課長（白崎浩司君） 財政改革プログラムですね、はい。 

○委員長（及川 保君） それを示せということではなくてですね、整合性をきちんととれる

ようなね、資料がやっぱりきちっと必要だなと。 

○副委員長（山本浩平君） とれるのかっていうこと。資料じゃなくて。とれないのではない
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かっていう心配なものですから。 

○委員長（及川 保君） ですからそれがなければ、だから。多分答弁できないと思うのです

よ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 追加で今聞くのだけど、財政改革プログラムでは、18 年度には退職者

何人になりますということはもう分かっているわけですよね。 

 だから、それだけ人件費が減るようなプログラムを作っていると思うのですよ。 

 ところが今度、再任用を作ると、制度を採用するとなるとね、それをすぐ実施するかしない

かは別なのだけれども、するとしたら、今度２人採用するとかっていうと、年間 190 万円×２

が増えるわけですよ。 

 その辺りの整合性がね、いくのかとこういう心配なのですよ。それだけのことなのだ。 

 それがプログラムの中にね、載せていって、うまくいくのかと。こういうことなの。 

○委員長(及川 保君) 内容は分かりましたね。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。 

○委員長(及川 保君) それで、次回の委員会の際にですね、それがきちんと説明できるかで

きないのか。この辺のことを聞きたかったのです。 

 はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 財政改革プログラム、今見直しということでやっておりましてで

すね、当然その柱となる人件費の部分も、前回同様にですね、数が、定年が何名。それに基づ

いての今の定員管理計画での採用計画が、当該年度で何名。これはもう、数字が出てきますよ

ね。 

 退職者については１人頭平均いくらの金額で、850 なら 850 でやるとか、900 やるとか。採用

は 300 いくらでやると。これはもう、数字が出ますので、そういう形でね、人件費は何年度で

はこのくらいの人件費がかかっていくよという形でプログラムを作っていきますよね。 

 それで、人件費の推移という形では、昨日これに基づいてちょっと説明しているのですけど

ね。人件費の推移としての表としては、ある程度の予測の数字は、シミュレーションとしては

抑えていますので、そういう形では資料は出せるのですけれども、全体的なプログラムの中で、

人件費はそのプログラムの構想の中でね、人件費がこのぐらいになって、それじゃ歳入の部分

はこうなるよという、全体的なですね、プログラムの整合性をもって、次回のときに出せるか

となるとちょっと、時間的に無理なのかなと思う。 

 ただ、人件費の再任用を入れたときに、定年者・新規採用者の予定者、それと再任用のこれ

も手を挙げて、昨日も申し上げましたけども、手を挙げた者を全員を採用するわけではないで

すから、それこそ想定の人数で、例えばこのぐらいの半分ぐらいがこう言えば、想定しかない

ですよね。 

 このやった表もですね、やっぱり想定の、だけの数字だけなのですよ。 
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 ただ、いわゆる想定、抑えた数字でこのぐらいの一般会計の給与、人件費としては、何名退

職者で何名で、合計でいくらぐらいの減になるよ。新規採用の予定はこのぐらいのことで、増

になるよ。だから、前年よりこのぐらいの金額が減っていくよと、まずは出ます。 

 それに、次は再任用という制度がいたときに、対象者は 10 人いるけども、半分ぐらいの５人

ぐらいかなと。という、採用も想定は想定なのですけども、ここら辺ももう、想定の数字で、

それでシミュレーションとしては作れるかなと思うのですよね。 

○委員長（及川 保君） しないかもしれないですしね。 

○総務課長（白崎浩司君） そういうことを了解のうえでですね、こういう表しか作れないよ

ということで、想定の部分のウエイトが多いのですけどもね。それでシミュレーションという

ことであれば、人件費の推移という形では作成はできるのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） いや、昨日の助役の説明で、コスト面から含めても、非常に有効な

のだということはもう、はっきりしていると、おっしゃっていましたから。それは分かるので

すけどね。 

 やっぱり想定の域を出ないものね、どちらにしてもね。採用しないかもしれない、するかも

しれないという。 

 はい、総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ただ、私どもの方もね、それでは今年度、これからの年度のシミ

ュレーションを考えたときに、想定の域が出ないから、そしたら作れないかといったら、そん

なことにはならないのでね。やっぱり想定の中なのだけどもという条件付きで、やっぱりシミ

ュレーションを出していますのでね。 

 だから、先ほど言いましたけれど、そういうことの、数字的には変動はするよということを

抑えた中で、人件費、例えば半分の人数でやればこのぐらいの数字になるな、ということで抑

えている。これより増えればまた数字が変わるなとか。そういうことを了解のうえでですね、

この表は、条件付きで作ったのだよということを抑えた中で、この表を見ていただければね、

それはそれで構わない表になるのかなと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） なるほど。いかがでしょう、皆さん。これ、そういう形で作ってい

ただくしかないですね。これはあくまでも想定なのです。 

 よろしいですか、それで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、そのように取り計らいいただけますか。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。分かりました。 

○委員長（及川 保君） あとは、ちょっと最後にですね、どうもその、昨日も実は出ている

のです。民間の今のこの冷え切ったね、日本全体としては非常に経済も上向きになっていると

いう状況ではあるのですけども、この北海道に限って見るとね、非常に民間企業っていうのは、

厳しい状況下にあると。 
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こういうことから判断して、民間給与、この給与からすべて、嘱託職員並みに下げたとは言

ってはいるのですけども、いまだ高いのではないかという、意見が実は出ているのですね。 

 この辺についてね、意見についてはどのように。 

 要するに、民間は時間 1,000 円以上のところはないよと。そういう考え方なのですけどもね。  

 これ、総務課長が答弁するのはちょっと。 

 はい、近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 課長、あのね、要するに前回のあれがね、嘱託並みということでね、

今の現状の嘱託並みに再任用の給料を決めたわけですよね。 

 だけどやはり、それは時間単価で割っていくとね、やはり今言うようにね、かなり開きがあ

ると。民間とね。 

 だけどそれはね、仕方ないのかもわからないけども、例えば職員給与がね、だんだんだんだ

ん下げてくる場合があるわけですね。そのときにね、嘱託はね、下げるとか上げるとかって、

そういうことはね、やはりやられるのかどうかね。まず一つ。 

○委員長(及川 保君) はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今の近藤委員さんの方のご質問を先にということで、一つには連

動しているということは言えます。ですから人勧が出たときに、職員の給与、数年前であれば

減というよりもアップの方が多いですから、それに連動して臨時さんの時間単価も、それから

嘱託職員も、その人勧でいうベースアップの率に準じた形でだいたい上げていました。 

 ここ３、４年ですか。ベースゼロだよとか、減だよと言ったときに、もともとそんなに高く

ない給料だと。職員ではないですよ。嘱託とか臨時はね。 

 それで、職員は減になっているけども、取り扱いとしては減にしないということで、１、２

度やっています。 

 私ども、いわゆる最賃法の関係でね、それは当然クリアするということでやっていまして、

臨時職員もですね、時給 675 円なのですけども、管内の町村と比較しますとですね、今数字は

出ませんけども、管内とですね、といったら白老が一番低いのですよ。 

 そういう中ではちょっと、数字もね、職員のベースは下がっているけども、それはベースは

下げないでとか。それから少し配慮してとか。そういう形では、配慮してきていますので。 

 先ほど言ったとおり、昔は本当は連動して、下がれば下がる、上げれば上げるという形では

とっていたのですが、ちょっとベースが、管内と比較するとちょっと低いなということなもの

ですから、下げなかったり、それからまた少し配慮したりというようなことでは考えておりま

す。考えておりますというのは、そういうような形で取り扱っております。 

 それから１点目の方のですね、ベースがということなのですが、決して、いわゆる今回のこ

の再任用職員というのは、職員としてね、地方公務員として責任を持ってですね、業務の責任

を持ってやるということで、決して、民間が責任あるとかないとかって、そういうことを言っ

ているのではなくてね、臨時職員と、やっぱり嘱託職員との身分の違いというのはね、それは
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もう当然あるだろうというふうに思っていますし、それだけ地方公務員法が適用される職員と

いう身分でいえばですね、それだけ金額の差は、やっぱりあるのかなというふうには思ってお

ります。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。近藤委員、理解されましたね。 

○委員（近藤 守君） はい。  

○委員長（及川 保君） この程度だったですね。 

 あと、もう一つ人事評価制度のお話も、意見も実は再度出ているのですけどもね。選考方法

と言いますかね。これを取り入れた段階で、採用ということになったときに、その選考方法と

言いますかね。これはもう、議会としてはそこに口を挟む何物もないわけですけども。 

ただ、そういう不公平なことにならないようなね、ものが何とかできないのかという意見な

のですね。昨日も答弁が出されているのですけども。今一度。 

はい、総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今委員長が言われましたとおり、昨日も同様なご質問の中でです

ね、助役の方も答えていますとおり、いわゆる選考の方法の一つとしてね、その制度が確立さ

れていればそれを採用して、人事評価制度の中で選考させていただくと。 

 だからこれがベストな選考方法なのかなというふうに、助役の方も答弁していますけども。 

 決して選考方法の一つとして、今人事評価制度がない中でですね、面接と、それから健康診

断と。それから過去の勤務実績を評価してと。いわゆる総合的な勤務評定といいますかね。 

 これについても、これは決して制度はないですけども、その私意的にだとか、好き嫌いでだ

とか、そういうような評価はするべきでもないし、そういうふうなことにはならないと思うの

です。 

 当然評価をするという、勤務評価をする。それから面接をするということは、今までもう長

年、20 数年もこういう役所の中で勤務をしているということの実績がある中で、これは単純に

新規採用職員を面接するよりもですね、適切な面接ができるのかなと。判断はできるのかなと

いうふうに思っていますし、それだけの今まで培ってきたその仕事の評価というのはね、それ

はもう適切に判断できるのかなというふうに思っております。 

 それで、決して言葉尻とるわけではないですけども、私意的にだとか、好き嫌いだとかとい

うことでね、不公平の出ないような、それはもう、不公平が出れば職員は必ず分かりますので

ね。そういうことにはならないなというふうには思っております。 

○委員長（及川 保君） なるほどね。よろしいですね、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） この程度だったですね。あと、調査の件については、大変かもしれ

ませんけども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○総務課長（白崎浩司君） それで、ちょっとすみません。 

○委員長(及川 保君) はい、課長、どうぞ。 
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○総務課長（白崎浩司君） １点だけ確認。１点目のですね、アンケート調査の規模なのです

が、これは例えば事業統計で、いわゆる 10 人とか 20 人とかやったときに、その対象事業者数

が出ますよね。その、そこら辺の判断は、事務局というか、その方に任せていただいてよろし

いですか。 

○委員長(及川 保君) 任せます。 

○総務課長（白崎浩司君） 分かりました。 

○委員長(及川 保君) はい。それでは、総務課長、この程度で。本日はありがとうございま

した。 

暫時休憩します。 

休憩 午後 ５時０６分 

 

再開 午後 ５時０６分 

○委員長(及川 保君) 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 今、町側からのいろいろな疑問点が出された中での調査事項もあり、さらには新たに説明を

また再度受けたという部分もありましたけれども。 

 本日はこの程度にしたいと思うのですが。いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。次回はですね、１月 31 日の 10 時からということで、予定し

ておいていただきたいと思います。 

 はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） それでね、昨日出た会派のね、会議をやって、意見を持ってきてくだ

さいという話ですけど、その辺は。 

○委員長（及川 保君） 実はですね、委員さんの方から、会派の意見まで必要ないのではな

いかと、これはきちんとやっぱり総務でやるべきだという話もありましたけれども、確かにそ

ういう部分はありますけども、この問題は非常に大きな問題なわけでして、ぜひですね、今日

までの内容をそれぞれの委員さん、各会派においてですね、それぞれの皆さんの意見もお聞き

した中でね、次の委員会に臨んでいただきたいものだというふうに考えるのですが。いかがで

しょうか。 

 はい、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今回ですね、ちょっと調査物というのがお願いしましたよね。あの部

分って非常に判断するのに大きな部分なのですよ。 

 それで、あの部分が出てですね、そしてやっぱり私たちとしてどういう方向を向くのかとい

うことがですね、ある程度分かってからでないとですね、なかなか会派に持っていって、ただ

今こんな状況になっていますだけの話ではですね、なかなか会派の中での意見もですね、出て

こないと思うのですよ。 
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 それで、今回まだ 31 日・１日ですか。もあるのですが、もし、こういう状況の中ではですね、

もう１回僕は逆にですね、31 日が終わった、ちょっと間を空いてですね。 

○委員長（及川 保君） 間を空けてね。２月１日、予定はしているのですよね。 

○委員（鈴木宏征君） そうするとですね、31 日にやってすぐ会派会議をやるとですね、１日

っていうわけにもいかないので、何か。そんなこともですね。 

○委員長（及川 保君） 実は２月の 13・14・15 日において、もうかなり切羽詰ってくるの

ですけども、予定はされているのですよ。日程的にはね。 

○委員（鈴木宏征君） やっぱり、何かそんな日程でないとですね、なかなか厳しいのではな

いかと。 

これがなければですね、良かったのですが、その調査物がなければ良かったのですが、これ

があるので。大事なことですよね。 

○委員長（及川 保君） それであればね、１日を延ばすというか、中止して、13・14・15 日、

２月のね。この辺り、また再度。次回決めますけども、その 13 日という、まず設定をね、して

はいかがでしょうかね。そこまで。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 31 日まで、今日のあれが出るのはいつころになる。それが確認してか

らでなければね、31 日集まったって意味ないよ。 

○委員長（及川 保君） 31 日までっていう話はしていますから。私の方でしていますから、

今回ね。 

○委員（加藤正恭君） だから、31 日まで出してくれるような形になるのかな。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最悪、当日になるかもしれないね。 

○委員（加藤正恭君） いや、当日でもいい。当日でもいいから。それまで 31 日、当日まで

出してくれるのなら 31 日やってもいいけど、出ないのに 31 日に集まっても意味ないよ。 

○委員長（及川 保君） それは確認きちんとしておきます。 

○委員（加藤正恭君） それをしてから召集して。 

○委員長（及川 保君） はい、そうします。 

○副委員長（山本浩平君） 出なければもう、31 日も１日もやめて、13・14・15 日に持って

いってね。 

○委員（加藤正恭君） そういうことで結構です。 

○副委員長（山本浩平君） 一緒にやってしまうと。財政の関係と一緒にやってしまうと。 

○委員長（及川 保君） そうだね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、財政一日で終わりますか。終わらないと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） それはちょっとね、厳しいと思うので、何とか 31 日までにね、間

に合うように。 

○事務局長（上坊寺博之君） その前とれないのです、日程的にね。他の委員会が入っちゃっ
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てね。その前の週はだめなのです。全部うまっているのですよ。 

○委員（加藤正恭君） 12・13・14 日は空いているの。午前中でなくたって午後でもいいのだ

よ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、財政の部分は今話題になっているプログラムが出てくる

と思いますよ。そしたらそんな部分でいくのかどうなのかということになると思います。 

○委員長（及川 保君） いずれにしてもね、終わらせてもらうということでね。 

○委員（加藤正恭君） それ、交渉してくださいよ。委員長の方で。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。はい。 

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応 31 日・１日召集させていただきます。ただ、これからの

動きですから、今日、明日言ってね、できる、できないってまだ状況が見えないと思いますけ

ど、一応は召集させてください。 

 私の方もですね、月末に向けて状況をつかみますから。もしか間に合わないようだったら、

その時点で急きょご連絡させてもらうということもあると思います。多分やると思いますよ。

大丈夫だと思います。どうかとは言っていませんのでね、多分まとめるのではないかと思いま

すけど。 

○委員長（及川 保君） それと、抑えていていただきたいのは、ご存知かもしれませんけど

も 13・14・15 日っていうのは、予定に実は入っていますよね。はい。そういうことで。 

 それでは、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。それでは次回 31 日 10 時からということで、よろしくまたお

願いしたいと思います。 

 

◎延会の宣告 

○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。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ５時１３分） 

 


