
 - 1 - 

平成１９年白老町総務文教常任委員会会議録 

 

平成１９年１月３１日（水曜日） 

開  会    午前 １０時０１分 

閉  会    午後   １時３４分 

                                         

○議事日程  

第１ 付託審査 

   白老町職員の再任用に関する条例の制定について 

                                         

○会議に付した事件 

 付託審査  白老町職員の再任用に関する条例の制定について 

                                          

○出席委員（８名） 

委 員 長   及 川  保  君      副委員長   山 本 浩 平 君 

委  員   鈴 木 宏 征 君             土 屋 かづよ 君 

近 藤  守  君             谷 内  勉  君 

加 藤 正 恭 君  

 議  長   堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（０名） 

                                          

○説明のため出席した者の職氏名 

 総務課長             白 崎 浩 司 君 

 主  幹             高 橋 裕 明 君 

                                         

○職務のため出席した者の職氏名 

 事務局長             上坊寺 博 之 君 

 書  記             久 末 雅 通 君 



 - 2 - 

                                          

○ 開会の宣告 

○委員長（及川保君） おはようございます。それでは、ただ今より総務文教常任委員会を開会い

たします。 

                                           

○委員長（及川保君） お諮りいたします。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をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。おはようございます。本日の委員会はですね、12 月

議会で本委員会に付託されました「白老町職員の再任用に関する条例の制定について」、16、17 日

の審議に引き続いてご審議いただくことになっております。先般、担当の方に宿題として町内一定

人数以上の企業の再雇用実態、それと、道内の平成17 年度を中心に制度を行っている状況を調査し

ていただきたいということでございましたので、それを中心にご説明いただくことになります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 局長から今、説明がありましたように、先般の委員会において調査をお願

いいたしました。その結果が今日、皆さんのお手元にあるように示されましたので、その説明をま

ず、いただきたいと思います。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、前回の会議の中で示されました、先ほど局長の方からも説

明がありましたけれども、町内企業における再雇用の実態調査、それと、平成17 年に条例を制定し

ている道内市町村の状況の報告。併せて、再任用による人件費の推移。これらについて、報告書と

いうことで取りまとめましたので報告させていただきます。それと併せてもう一点。25 年の共済年

金、それから、厚生年金もということは、口頭で報告させていただきます。それでは、資料の方か

ら、私ども高橋主幹の方から説明いたします。 

○委員長（及川保君） 高橋主幹。 

○主幹（高橋裕明君） それでは、私の方から調査の報告についてお話いたします。 

 まず、お配りしております報告書の１ページ目でございます。これは、町内企業の高齢者雇用及

び再雇用の実態調査ということで、従業員数20 名以上の企業を対象に実施いたしました。対象事業

数は 50 ありまして、先に２件やっていますので全部で52 件ございます。その内、今回は 50 社を対

象に調査を行いました。 

 この表につきましては、会社の名前は番号で付しております。それから、従業員数、内正職員数

ということがあります。それから、回答は50 社のうち 37 社、74％の回答をいただきました。 

 次に定年制の実施企業の状況ということで、定年制の有無につきましては 37 社中 34 社が定年制

を導入しているということで、これにつきましては92％の会社が定年制をひいております。内、60
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歳定年は27 社、73％。それから、61 歳定年が１社３％。62 歳定年が１社３％。63 歳定年が１社３％。

65 歳定年が４社で10％。定年制をひいていないのが３社ございました。 

 次に、再雇用の制度の導入状況についてお尋ねしました。制度があると答えた会社は31 社ござい

ます。パーセントにしますと84％であります。その内、再雇用、60 歳以上の雇用の運用があるかと

いう問いにつきましては、運用があると答えた会社が 35 社、95％ございます。実際に 60 歳以上の

雇用があるという会社でございます。 

 それから、再任用の現状といたしまして、実際に何人働いていらっしゃるのかということであり

ます。回答を得た 29 社において、139 名の雇用があるという回答を受けまして、その 29 社で割り

返しますと平均１社あたり4.8 人の雇用があるという現状でございます。 

 さらに、年収につきましてお尋ねしております。年収につきましては、24 社、65％の会社から回

答をいただきまして、平均の年収額が291 万円、月額にしますと24 万 2,500 円という結果をいただ

いております。 

 最後に今後の予定。今後、再雇用もしくは高齢者雇用ということを行う予定があるかという問い

に対しましては35 社、95％がそういう考えがあるという回答をいただいております。この調査にお

きまして、町内の約 20 人以上の規模の企業の実態がある程度わかったのではないかというふうに考

えております。 

 次に２ページ目です。道内の市町村の再任用条例制定、平成17 年度において条例を制定した市町

村、対象は10 市町村ありましたが、それの状況についてお尋ねしました。 

 まず、概要ですけども、一番上の木古内町以外は全て合併自治体でございます。合併する時に条

例を制定したというのが大きな動きでございます。 

 まず、木古内町でございますが、木古内町は平成17 年度に作りましたが、それはお伺いしたとこ

ろ、いわゆる法に基づく制定ですと。他の自治体よりも遅れてはいましたが、条例を制定しました

という内容でございます。ただし、実態をお伺いしますと、条例の運用はしていないと。これは木

古内町において、民間の例が少なくて当分の間は運用しないということが理由でしたが、その代わ

り、嘱託員の設置条例というのを制定して、早期退職と65 歳までの職員の雇用を保証する別の制度

で運用しているというお答えをいただいております。 

 以下、森町・せたな町・名寄市・枝幸町までの４つにつきましては、先ほど申しましたように、

合併によって条例を作ったということで、それぞれ旧市町におきましても条例があったということ

が実態のようでございます。その中で運用していない理由としましては、やはり、公務員優遇です

とか、人件費の削減を行っている、さらには合併において職員数が多いというような実態から再任

用は運用していないということが実態のようでありました。名寄市においては、嘱託員制度という

ので運用しているという実例もございます。 

 次に北見市でございますが、北見市は、条例は新たに作ったのは 17 年度ですが、もともと 13 年

度に作っておりまして、運用はしてきたという実態であります。ただし、実施状況につきましては、

課長職以下の実績があって、これまでほぼ手を上げる職員に対しては再任用してきたのですが、今

後、20 人、30 人と増える予想ですので、全員を再任用できないのではないかと、選択していく必要
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があるのではないかというお話を伺っております。北見市においては、週の勤務時間を２分の１か

ら５分の４までの間で、短時間で任用しているという実態でございます。 

 遠軽町・大空町につきましても、合併によって条例を作りましたが、合併ということで人員が多

いとか、民間実態と勘案して運用はしていないということであります。 

 それから、日高町につきましては、もともとの制度によって再任用していたという実態がありま

すが、その本当の実態といたしましては、技術職とか労務職の方が定年を迎えてもそのまま同じ職

種を続けるというような実態でございました。対象は５、６人程度いるのですが、１、２名程度の

そういう職種の職員であるということであります。事務職の例は今のところないという回答でござ

いました。 

 最後に新ひだか町ですが、ここも条例はありますけども未実施ということで。運用規則も整備し

ておりませんし、人員も今、合併で多いという実態から運用していないということが内容でござい

ます。 

 次に、３点目の再任用による人件費の推移ということで、今回の資料につきましては、再任用の

対象職員全員を再任用した場合という３ページの例ですけども。それと、４ページは、その再任用

の対象者の半数を任用した場合というケース。それから、５ページには、定員管理計画の採用人員

を減らす、ここで申し上げますと増員の枠の勧奨等補充者数というところをゼロにしております。

それと、半数を再人用した場合という、この３つのシミュレーションをしております。 

 まず、３ページ目の全員を再任用した場合ということで、まず、上段の表でございます。上段の

分の減員という欄につきましては、まず、定年につきましては、今いる職員の定年年度に合わせた

実際の人数でございます。それから、勧奨等退職者数は、勧奨退職もしくは自己都合で辞められる

方を、これは想定で２名ないし１名の想定でしております。それで減員の合計額を出しております。

それに対して増員の欄につきましては、現在の定員管理計画に基づいて、退職者５割、半分補充と、

勧奨・自己都合退職者を10 割補充ということの計画の人数でございます。それと最後に、上段の表

の一番下に再任用の職員数ということで各年度の定年の人数がそのまま入ってございます。 

 それで、下の段の額のシミュレーションでございます。定年退職者の人件費は 980 万と設定して

います。これは給与・手当・共済費そういうものを全部含めた人件費の部分でございます。勧奨退

職者は 850 万。新規採用者は 350 万。再任用を 220 万と設定した場合に、どのように変化するかと

いう表でございます。まず、19 年度当初に給与費として 21 億 9,384 万 2,000 円ございます。そこ

から退職者の給与費、新採用の職員の給与費、再任用する前の給与費が中段の額でございます。そ

こから、７人全員を再任用した場合ということで、プラスした時に上の一般会計の給与費からいく

ら削減になるかということを年次追っていきまして、最後、一番右の方が平成27 年度当初になるの

ですが、そこで一般会計の給与費が 15 億 3,374 万 2,000 円ということで、再任用しない場合は 13

億 8,634 万 2,000 円ということで、その差は 1 億 4,740 万円ということが全員再任用した場合のシ

ミュレーションでございます。 

 次、４ページでございます。上の表は同じでございますが、再任用する人数が半数と仮定した場

合のシミュレーションでございます。そうしますと、平成 27 年度には給与費 14 億 6,114 万 2,000
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円が、再任用しなかった数字13 億 8,634 万 2,000 円と、差額7,480 万円ということになります。 

 そして、５ページ目。先ほど申しましたように、勧奨退職・自己都合の退職者の分を補充しない

とした場合。そして、再任用を半数とした場合のシミュレーションでございますが、最終的に給与

費 14 億 2,264 万 2,000 円に対して、再任用しなかった場合の差額として3,630 万円という形で残っ

ております。一応、この３パターンをお示しいたします。この３点につきましては、簡単ですが以

上です。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私の方からですね、鈴木委員の方から質問がありました25 年の話なの

ですが、16 日の第１回の時には、勤続25 年以上の、いわゆる25 年の根拠。年金の受給資格の対象

となる 25 年だよということでお話をしました。それと、２日目のご質問の中では年金受給資格が共

済年金だけなのかと。併せて厚生年金の資格が対象にならないのかというような主旨のご質問があ

りました。これについては、次回、精査した中でご回答いたしますというようなお話をさせていた

だいております。その部分について、ご回答いたします。私の方の説明も若干説明不足の部分がご

ざいまして、理解の部分で若干抑え方が違うことを誤解させたのかなというふうに思って、そこの

部分は反省いたします。25 年というのはですね、受給資格があるとか、ないとかということではな

くて、あくまでも受給資格になる年数が25 年ということを申し上げたので。再度ちょっと申し上げ

ますが、いわゆる対象者の勤続期間25 年以上の退職者で退職後５年経過しない者ということの中の

勤続 25 年以上で退職した者であるということの解釈は、いわゆる長年の公務への貢献という観点か

ら、退職共済年金の受給資格要件である25 年及び、これが言っていなかった部分なのですが、あわ

せて勧奨退職者の退職手当の割増の要件である 25 年、この 25 年を参考に長年の公務への貢献とい

うことで設定されたということで、受給資格があるとか、ないとかということの要件ではなくて、

この 25 年を参考に設定されたということでございます。実際の運用として、勤続期間の 25 年とし

ては公務員として継続して在職した期間とするということでございますので、ご質問の厚生年金の

資格があるとか、ないとかですね、民間に勤めた会社が継続されるのかということではなくて、公

務への勤続期間が25 年ということでご回答申し上げたいと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 以上、前回の調査事項を含めて説明がされました。まず、この説明の中で

質疑のある方はどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ２ページの道内各自治体の条例制定の状況調査報告について伺いたいので

すが。具体的に日高町は１級14 万 9,600 円プラス手当ありと。他はちょっとこれではわからないの

ですがね。例えば、木古内町の場合は嘱託員制度ということで割り返すということになると、具体

的に白老町と比較してどういうふうになるのか。その辺り、具体的に聞いていないのかどうかね。

あと、斜線の引いているところにはおそらく条例を制定したからには、月何ぼですよという決まり

が私はあると思うのです、具体的にね。１級だとか、３級だとかというようなことやら、それから、

月額何ぼですよと、それから、手当は付きません、付ける、そういうようなあれがあると思うのだ

けど、その辺りよく調べていないのですか。いかがですか。 

○委員長（及川保君） 高橋主幹。 
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○主幹（高橋裕明君） 今、詳細につきましてのご質問だと思いますけども、まず、日高町につき

ましては、今、おっしゃられたように技術・労務職ということについて１級で手当ありということ

で実際に運用しております。北見市につきましては、職種によって級が違うということを言われて

おりました。それを勤務時間で割り返して落とすということでございます。その他の町につきまし

ては、条例を作りましたが運用までのことまでは検討されていない状態で、合併の時に条例だけは

作りましたと、運用の内容については検討されていませんという回答がほとんどです。ただ、１、

２箇所、もし、やるとしたら、やっぱり国を基準にしてやるという回答でしたので、４級とかそう

いうところを使う。たぶん、当分の間、運用はしないという回答でしたので明確にはなっていない

というのが実態でございます。それから、木古内町につきましては、もうちょっと詳しく申し上げ

ますと、46 歳～58 歳未満の３年以上残した職員について嘱託員制度を対象にするということでござ

いまして、基本的には、例えば50 歳の職員が、あと10 年在職期間が残っていて嘱託員になる場合、

その 10 年分の給料を単純に65 歳までの 15 年で割り返した金額を設定しているということです。例

えば 50 歳の方が辞められた場合、何歳の方は報酬額いくらというのは条例で決めておりまして、50

歳の方でしたら40 万 4,000 円というふうになっております。そして、順次、残年数が少なくなって、

それを 65 歳まででやりますので、例えば55 歳の方は35 万円。それから、最高年齢57 歳の方は26

万 7,500 円というような設定をされております。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） いろいろ説明があったのだけど、具体的にちょっと我々はわからないので

ね。ただ、条例を制定して運用はしないとは言うけれど、条例を制定する段階で給料はこれこれで

すよという決め方をおそらくしていると思うのですよね。うやむやにしてね、条例を制定というわ

けにはいかないと思うのでね。おそらく議会でもこの条例を審議しているとするならば、何級です

よとか何ぼですよという金額が明示されないで条例の制定をするというのはいかがなものかなとい

う、実は感じがするのです。前回提案された時にも白老町はきちんと２百何十万というやつが出て、

それはちょっと高いのではないのというので今回は 190 何万と。それは手当付けないでとかね。そ

ういう決め方をしていると思うのだけれども、運用しないのだからうやむやにしておいてもいいと

いう条例に私はなっていないというふうに感ずるのだけれども、その辺りは課長どうですか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 説明は先ほどのとおりなのですが、加藤委員さんのご質問の条例上と

いうことであれば、今回うちの方も提出しました条例の別表の給料表のところに、いわゆる下段の

ところに再任用職員の給与というのは、これは国の基準に準じて１級から８級まで金額を設定して

いるということで条例上の金額は制定しているのですが、果たしてそれを、何級を適用するかとい

うことを規則で制定しているのですね。それで、うちの場合もご説明のとおりですね、規則の方で

何級を適用するということで実際には規則の方の規定になるのですけども、それを私どもの方は、

運用は３級でということで規則の方で制定するという形になっていますので。実態として聞き取り

の中ではですね、他市町村について、ここに書いてある部分については合併とかで人員も多くて実

際には運用していかないというような申し合わせか、運用の中で実際にしているということで規則
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の規定まで至っていないのかなというふうに抑えています。 

○委員（加藤正恭君） 決めていないでよく条例化しているものだと不思議なのだよね。よく通っ

たものだと思うね。いや、人の議会をどうのこうの言う必要はないのだろうけどもね。金額何ぼで

すかと言ってもわからないのでしょ。そんなものでよく条例化しているものだと。そういうものか

な。 

○委員長（及川保君） その他。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 一応、説明を受けて、だいたい感じはわかったのですが。今、行政改革で

人員を減らすとかですね、これから嘱託職員・臨時職員あたりも減らしていかなければ健全な財政

が組めていけないような状態で、平成 19 年度の予算の査定についても非常に苦慮している状況です

よね。そういう中で、こういうシミュレーションはわかるのですが、本当の財政健全化計画ですか、

そういう計画の中で再任用制度が実際に運用されたとしてもやっていけるのだというものではない

ですよね。ただ、比較の数字だけですから。だから、ここら辺がちょっと一番心配なところなので

すが。やっぱり他の町でもですね、中身を読んでみますとやっぱり財政がなかなか厳しくてですね、

再任用の運用までには至らないというところが多いようですので、そういう中で白老町が条例を制

定して、即、運用するのだというそういう方向の中でですね、そこら辺のきちんとした考え方と言

うのですか、それを運用しても今の行政改革、財政健全化計画の中できちんと財政に問題がないの

だというようなものではないとそういうような気がするのですがそこら辺の考え方をちょっと。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今日お示しした資料はですね、今、鈴木委員さんが言われたとおり、

財政プログラムの全体として人件費がどうなるかというような資料ではなくてですね、人件費の推

移として今後定員管理計画を実行していく中では給与費はこうなりますと。その時点で再任用を運

用するとして、例えば全員、あるいは半数、それから３％のシミュレーションを出していますけど

も、実際に今、言われたとおりですね、そういうことを運用していけば給与費の額がこのぐらいに

なりますよということでお示しをしたものですから。ということは、前回もお話したとおり、まだ

全体のプログラムの見直しを当局の方でやっている段階で、全体としての説明はちょっといかない

よというように前回お話したとおりですね、その部分についてはまだ説明がしきれていない部分か

なと思いますけども、前回そういうことでお断りした中でですね、人件費のシミュレーションとい

うことで今回出させていただきました。財政当局の方も今、見直しということで職員への説明、そ

れから、議会への説明も総務文教常任委員会の中で説明するということで今やっておりますので、

当然、その考え方の中には総体的な財政状況、その中での人件費の推移、それと併せて条件として

再任用を当然運用していくとした時の人件費の推移、こういうことも入れた中で今、組み立ててい

るということでね。前回お話したとおり、委員会の中でですね、今、プログラムはこういうような

組み立てになっていますよと全体像としてちょっと説明は今この時点でできないのですけどもね。

そういうことを踏まえた中で、財政状況を踏まえて先行で運用していくというようなことで、現時

点ではご理解してもらいたいなと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員、これはもう前回の話だけどわかっていますよね。とりあえず、
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こういう資料のようなものが無ければ、何も検討の余地がないということで今回提出してもらった

わけですけども。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどの質問でね、他の町村のことをああだこうだ言う必要もないのでし

ょうけれども。今の鈴木委員の関連もあってね。他の地域は、条例は国が決めたから、そういう制

度に基づいて制定するのですよと。実施する気は今のところさらさらないから、細かいことについ

ての審議は十分していないとこういうふうに理解していいのですかね。 

 それと、白老が今、この再任用を制度化しているのは、新年度からでも再任用制度を即実施した

いとそういう意思があるのかどうかね。その辺りはどうなのですか。他の地域は今後のことについ

ては予定なしだから、まだ未整備だと、今後、検討するのだと言うから他の地域は別としても、白

老町は今回ぜひ、１回否決しながらも今回出すということは、全体の人件費の中でのバランスを取

るためのことも鈴木委員は言ったのだろうけれども、そういうことも勘案して新年度からでも再任

用を白老町はする予定であると、いつからするかは別にしてですね、19 年度中には再任用制度を実

施したいという気持ちがあっての提案なのか、その辺りについて伺いたいと思います。規定は規定、

実施はずいぶん後ですよというのか、それとも、19 年度からすぐ実施したいという腹積もりなのか、

その辺り。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目につきましては、先ほどの答弁のとおりなのですが、今のご質

問の部分で、聞き取り調査した上での話なものですから、これについては高橋主幹の方から答弁い

たします。 

 それと２点目の、いわゆる運用する考え方はということで、これは第１回目の委員会の時も助役

が出た時に同様のご質問の中で答弁していると思いますが、今回、条例を提案したということの考

え方の中にはやはり運用していくという考えの中で今回提案しているということでございます。 

○委員長（及川保君） 高橋総務課主幹。 

○主幹（高橋裕明君） 私の方から自治体の実態の方なのですが。私が聞き取りをした限りにおき

ましては、やはり合併という事象に基づいて全ての条例を整備していくということが優先されたよ

うに感じております。それで、運用するか、しないかということではなくて、やっぱり法に基づく

ものですから、その条例が必要なのだというようなニュアンスで受け取っておりました。 

○委員長（及川保君） 他。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 聞きたいのですけども。１ページ目の白老町において従業員20 人以上の場所

を調べてもらいました。これについて内容はだいたいわかるのですが。これについてですね、年齢

構成とか、もし、わかりましたら、だいたいでいいですけども。その辺は、確認はしていないでし

ょうか。例えば、極端に年齢が高いとか、低いとか、だいたい中間層が多いとか、その辺ぐらいな

感じでいいのですけども、その辺のところはどうでしょう。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問の主旨をちょっと確認します。年齢構成というのは、既存

の正規職員の会社の方の年齢構成という意味でしょうか。従業員の年齢構成。こちらはですね、事
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業所統計、この委員会の中でもちょっと話がありましたけども、事業所統計の中からある一定規模

のということでのお許しを受けた中で20 人に設定してある程度の統計資料としてですね、対象事業

所数を 50 ぐらいにということでやったものですから、その事業所統計資料にも、特にこちらの方も

事業所の年齢構成、従業員の年齢構成とかですね、それを特に抑えたわけではなくてやったもので

すから。それで、事業所統計資料にもそれがあるかどうかもちょっと確認していませんけども。今、

ご質問の部分で言えば、年齢構成は特に抑えておりません。 

○委員長（及川保君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今の町内企業の一覧表を見ているのですけども、かなり年収が高いなと。 

正規の社員でもなかなかもらえない給料の部分が年収としてあるのですけども。この年収というの

はね、例えば本人が完全にもらう分だけなのか、それとも、会社が例えば雇用保険であるとか、健

康保険であるのか、そういうものだって負担していますね、そういうものも全部入っているのかど

うか。それをまず１点お聞きします。 

○委員長（及川保君） 高橋総務課主幹。 

○主幹（高橋裕明君） 調査の関係ということで私の方からお話します。調査は郵送で依頼して、

ファックスで基本的には回答してくださいということで、短期間だったものですから、そういう形

でやっております。この調査の文面的な問題なのですが、一応、私どもとしては本人がもらう年収

額を記入していただけたらということで出しておりますので、実際の支払われる給料を対象にして

調査したところであります。ですから、あと、その会社が書いてきた額ですので、詳細の内容は、

確認はしておりませんけども、意図は支払われる額ということで調査いたしました。 

○委員長（及川保君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） もう１点。町の方で、再任用で 190 何万という金額を出しました。これはあ

くまでも個人がもらう金額ですけども、これにね、やはり正規の再任用ということですから、雇用

保険だとか、健康保険とかもかかるのではないかと思うのですけども、それは入っているのですか。

町としてはそういう支出はないのですか、そういう部分については。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問では、本人の方にかかる収入がその他にあるかということ

でよろしいですか。 

○委員（近藤守君） そうです。 

○総務課長（白崎浩司君） ございません。ただ、事業所としてかかるのはということで話をそち

らの方に持って行くと、190 なにがしで、その他にいわゆる社会保険がかかるということで、さっ

きのシミュレーションは220 万にしています。ただ、ご質問のとおり、本人に入るのはと言ったら、

それ以外は無いです。220 万は、役所として本人に払う給料とその他に社会保険がかかるのでとい

うことでプラスして220 万で人件費は計算しています。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の近藤委員の質問に関連するのですが、前回の提案された時の委員会審

査報告ではね、否決した理由の一つの中に60 歳以上の町民の実態に比べて格差の大きいものである
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ことからとこういうふうな文章が実はあるのですよね。今回提出された書類を見るとね、平均 291

万円だと、平均ですよ。民間の 60 歳定年の人たちの収入がですね。それから見ると、当時 13 年に

出した時のあれから見ても、そんなに大きな格差はあったふうに見られないのだけど、近藤委員も

その時の委員だったと言うのだけど、その時にもこういう調査をしての格差が大きいという結論を

だしたのかどうかね。ということは、この文章はどういうところから出てきたものかという根拠が

ちょっとね。過去のことを言っても始まらないのだけれども、実態調査もしないで・・・。当時は

２百何十万だったのですか、240 万くらいだったのかな、当時の提案はね。今回は 190 万でしょ。

ですから、何も民間より再任用のあれが高いという表現にはならないような気がするのだけれども、

これはどういうふうに理解したらいいのかな。俺はちょっとわからないのだけれども。しかも、あ

の頃は勤務手当を支給して 240 何万でしたね。だけど、この条件は乖離が非常に差が大きいという

ことと、勤勉手当は支給しないようにとこういう意見なのですよね。ですから、今回の調査による

と何も、逆に民間の方が高くてですね、再任用の方が 100 万も低いという結果になるのかなという

気がするのだけれども。実態は、当時こういう調査をして、そういう結論を出したのかどうか。担

当課長が違うからわからないのかもしれないけど、その辺りどうかですか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 調査したかどうかということで言えばですね、私どもも前回の方の議

会に提案した資料、あるいは担当の係で持っている資料も抑えた中で見ますと、今回出したような

資料の、当時の状況の資料は特に見当たりませんでした。それで、考えられるのはですね、前回の

報告意見書の中にもありましたけども、町内の雇用と現実を見るとあまりにもかけ離れた制度であ

るということの中で言えばですね、当時、民間としてはその制度が無かったと。ですから、前回の

時は公務員優遇だよということは、公務員が先に 60 歳で定年しても 65 歳まで再雇用できるのでは

ないかと。年金によって年齢は違いますけどね。だから、それは公務員が、金額の優遇ではなくて

ですね、制度として公務員が優遇されているのではないのかということが実態だと思うのです、こ

こで言われている部分は。それで調査としては、こういう形ではしていないのかなと思いますけど

も、民間としては特に義務化もされていない中で公務員が先にこういう再任用制度が制度化される

ということについては、実際、社会状況が厳しい中で公務員だけなのかというようなことがたぶん

ここに書かれている部分なのかなというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう感覚的なものでこういう表現になったとすればね、60 歳以上の町

民の実態に比べて格差の大きいものであるとこういうふうに結論づけているところはね、どうも制

度が民間ではまだとそういう雇用制度を作らないにも関わらず、公務員だけ再任用制度を作るのは

いかがなものかという理由であればちょっとわかるのだけれども、この文章からいくとそういうふ

うには理解できないのでね。終わったことをああだこうだ言っても仕方ないのだけれども。調べて

みたら実態はそうではなかったのかなという気がするのですね。まあ、いいでしょう。 

○委員長（及川保君） 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 今の加藤委員のお話に関してのことになるのですけれども。私はこう
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いう解釈をしているのですけれども、これは、見ますとね、一番高い金額のところで１人採用して

いて 450 万というところがありますよね。それで、19 人採用しているところで155 万ですね。です

から、給料の開きが相当あるのですね。おそらく、1 人の 450 万というのは、それなりのポジショ

ンを与えている、民間でですね、管理職でおそらく責任を持たせるような仕事を60 歳以上の方にも

やらせているから、こういう金額だと。最低のところでは 140 万。あくまでも、そういうバラつき

がありますのでね。ですから、このトータル金額とトータルの人数で割って、おそらく平均 291 万

というふうに出されたと思うのですけども。町の再任用の場合はね、条件は一律ですよね、金額で

すとか。ですから、この辺の平均給与に関しましてはね、一概に民間はこうだから、町のずいぶん

安く設定してい るのだよということにもまたならないと思うのです。ですから、この291 万の平

均というのは、先ほど私が申し上げた形の中で単純にトータル金額をトータルの人数で割った平均

ということで認識してよろしいですねという質問なのですけど。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今、山本委員が言われたとおりだと思います。私どももですね、先ほ

ど資料の説明の時にも若干触れていますけども、あまり再任用を、要するに義務化された中で再任

用しているとか、していないとかという調査ということが逆に会社の方に構えられても困るという

ようなことで質問項目もですね、いわゆる年収の欄は、先ほど高橋の方もお答えしましたとおりで

すね、役員を除く60 歳以上の社員のおよその年収を教えてくださいと。差し支えない範囲でお答え

願いますというようなことで出しているものですから、今、言われたとおりですね、会社によって

はポジションをそのまま継続して、管理職と言いますかね、そういうところもあるでしょうし、そ

れから、先に本会議の時に出した資料のＡ社・Ｂ社というのは、これはもう完全に役を取って一社

員として働くのですよというようなことが再任用の制度としてなっていると。今回、私どもの方が

出したものも一職員としてその業務をやっていただくということで、当然、役職を継続するという

ことではなくて、本来一職員がやる業務を引き続いてやってもらうというようなことなものですか

ら、いわゆる肩書きだとかですね、役職を加算したとかですね、そういうような給料の設定ではご

ざいませんので、今ここで見ると、どの方がついている、ついていないはちょっとわかりませんけ

ども、たぶん想定としては、民間ですからそんなに人数がいる中ではないですので、業務を引き続

いてやってもらう方についてはある程度金額落とすけれども、このぐらいの金額でやってもらおう

というようなことでの上の部分はあるのかなというふうに思っております。また、人数が多いとこ

ろについては一作業員だとかですね、管理職と言いますか、そういう責任を持たないで業務に従事

してもらうということについてはある程度金額をしぼった中でやっていただいているのかなと。そ

れで、資料のとおり、そこら辺の詳細の積み上げはできませんので単純に割り返してということで、

年収ですから、ここは月額いくらと書いていますけども、これに手当が入っての話ですから平均し

て月額ではこうなりますよという程度しか押さえきれていませんのでね、それで報告させていただ

きました。 

○委員長（及川保君） これでこの調査の１ページ目についてはだいたい理解されたかなというふ

うに思います。 
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 課長、いいですか。３ページ以降の３枚示されたシミュレーションですよね。先ほども財政面か

ら、この再任用については非常にやっぱり重要視すべきだという意見も出ているわけですよね。財

政プログラムについてはですね、２月中旬にまた委員会が開催される予定になっておりまして、そ

こで示されると。総務課長もお聞きになっていると思うのです。確かにこれは参考にならないもの

ではありますけども、前回の委員会で資料がないということはどうも議論にならないということで

示していただいたのですけども、もう少し詳しく説明できますか。見ていても同じような感じ。再

任用の人数を減らしたとか、その程度のことなのですよね。 

 もう一つお聞きしたいのは、新年度からでも、すぐでもやりたいという考えでいるのだというこ

となのですね。実は、私もこの制度が全道の市町村の実例を見ても、ほとんどの地域が取り入れし

ていながら運用していないわけですよね。この実態をもう少し委員会でもきちんと議論していきた

いなというふうに考えているのです。作って運用しないこと自体が私は非常に問題があるなと。何

のためにこれを条例化したのだと。そのまま放置していくという実態が私はどうも納得いかないの

ですね。であれば、最初から出さなければいいわけでありましてね。国が法で定めているわけだか

ら作りなさいと言われている部分ではわかるのですけども、この辺は総務課長どういうお考えかお

聞きしたいと思います。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 再度また重複したお答えになるかもしれませんけども。当然、今回、

ご説明のとおり再任用の案件については２回目出すというような中ではですね、理由として、社会

情勢も含めて民間の状況も変わったというような中で、それから、５年を経過したということの中

で今回出させてもらったと。１回目の時の助役も答弁させていただきましたけども、やはり条例を

提案するということは運用をするのだということの中で、そういう意思の中で当然条例は出せてい

ただきましたのね。確かに、道内の市町村を含めてですね、運用実態は資料のとおり運用している

団体は少ないのですけども、今回、条例を出させていただいたということはやはり運用していくと

いう考えの中で出させていただきました。当然、ご質問の資料の要求がありました財政状況含めて

ですね、これは助役も答弁したとおり、全員が全員採用するということではなくて、やはり財政状

況も含めて、あるいは採用、退職の人員も含めて、プラス新たに業務を作るということではなくて

ですね、その業務をやっていただくというものが発生したポジションに再任用の人員を充てると。

この採用計画のとおりですね、人員がこれから段々減っていく中でやはりそこら辺をカバーしても

らうということで言えば、再任用の賃金でもって、言葉は悪いですけどもということで安い賃金、

落とした賃金で一任区の業務をやっていただくというようなことで考えています。お話のとおり、

そういうことでは再任用職員の新採職員ですね、それについてはやはり若干影響はある、これは否

めないことなのかなというふうに抑えていますけどもね。極力そういう年齢構成を含めて、構成自

体は再任用職員を含めて採用していくということには、基本的には変わりませんけども。やはり若

干は影響する部分はあるかなとは思いますけども、前段言いましたとおり財政状況を含めて、そう

いうポジションに長年の知識を有した者を充てていきたいというような考え方でございますので、

冒頭言いましたとおり条例を提案するということは当然それを、条例を制定していて運用しないと

いうことでただ条例を作ればいいという主旨ではなくてですね、運用をしていくというような考え
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方で今回出させていただきました。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） こういう民間と、うちの決める 190 万と 291 万、今、うち以下のところが

何社あるのかなと思ったら４社あるのだね。あとはみんな、うちより高いところばかりだ、民間。

逆にあまり再任用の報酬を、給料を下げると民間の方が高いのだから民間に天下りした方がいいと

いう理論にもなるので、理屈的にはだよ。それをどうのこうのじゃないけれども。だから、仕事の

問題なのだけれども。やはり、お金欲しいということになったらね、平均で 100 万も違うなら民間

の方がいいやと。せっかく役場で蓄えた頭脳を再活用してもらおうという気持ちは大変ありがたい

のだけど、お金だったら民間の方がずっと高いよと。そうしたら、もう再雇用なんかしないで民間

の方がずっといいやというような、逆に天下りを奨励するような形にも、逆説的にはだよ。そうい

うふうにも成りかねないような気もするのだけど。それを天下りと言うかどうかは別にして。天下

りではないのですけどね。そういうことだって、あまりにも下げすぎるとそういう可能性もある。

せっかく、再雇用してノウハウを今後とも活用してもらいたいという期待を持って例えば望んでも、

いや、あまりにも安すぎますねと、民間の方が高いですねと。そんなことを考える人がいるか、い

ないかは別な問題だけれども、そういうことも考えられるなと。だから、あまりにも我々がここで

高い、高いと、190 万がいいのだという説にもなかなかならないような気もするしね。前回の 240

万の方でだいたいバランス取れているのだよね、そういうことから言えば。もちろん、勤務時間と

か何かも違うにしてもね、そういう問題も、同じか、ちょっと低いか、高いかくらいなら議論もで

きるけれども、そんなような心配も考えられないかなという気がするのだけどどうですか。個人的

な感覚でいいから。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） たぶん非常に個人的な感覚の答弁になるのかなと思いますけど。賃金

はですね、今、若干出ていましたけども３級でフルタイムで21 万 4,600 円。これの嘱託職員同様の

勤務時間数で基本的に４分の３を考えていますよと。それでいくと16 万 950 円ですよ。それで計算

して 190 何万と。ですから、前にお示ししましたＡ社もＢ社も基本的にはフルタイムなのです。た

またま交替勤務の部署は２分の１とか、そこの部分はできますよと言っていますけども、事務系と

言いますかね、そこら辺のところについてはフルタイムで基本的には考えていますよというような

ことなものですから、そこを含めて前回の資料ではそれを４分の３に換算するといくらですかとい

うことの数字も出しています。そうなると、Ａ社では逆に４分の３に換算すると 180 何万になりま

すし、Ｂ社ではそれよりも若干増えるというようなことでね。勤務時間数によっての割り返しなも

のですから、一概にこれが満度にもらうというようなことではなくて、金額の設定の中には勤務条

件の違いによってということを当然入れてもらいたいなというふうに思います。 

 それともう一つは、賃金が安い、高い、は逆に言いますと嘱託職員並みにということでね、決し

て再任用職員だけが低いということではなくてですね、いわゆる町の方で雇用しています嘱託職員

並みということで設定させていただきましたので、それについては特に多い、少ないということは、

極端に少ないということではないのかなというふうに思っています。それから、いわゆる人事院勧
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告というのは民間の状況を踏まえてですね、これはちょっと大きい話になりますけども、そういう

中で勧告が出ましてね、それに連動してアップする、ダウンするということで賃金を設定していま

すので、これについては嘱託職員、あるいは再任用職員の給料もですね、先ほど示したとおり給料

表のところに載っていますので、これによっては給料表の改定があるのかなというふうには思って

います。 

 それと最後ちょっと私的な部分で答えますけども。賃金だけを考えると民間の方にというような

お話もありましたけども、これは個人的な考えですが、60 歳を過ぎますとあまり賃金だけというこ

だわりではなくて、やはり、ある程度の生活ができると言いますかね、そこら辺の賃金で自分の経

験を生かした職種の中で仕事ができればいいなというふうに思っていると思うのですよ。全然違う

職種に行って、はたして十分自分の力が発揮できるかどうか、こういうことはなかなか今まで公務

の役所の中にいますとですね、民間のところへ行って、はたして自分の能力、力が発揮できない場

面もあるのではないのかなというふうに思いますのでね。逆に事務系なら事務系、あるいは技術を

持っていれば別ですけども、事務系の部分で言えば、そんなに民間へ行って自分の力が発揮できる

というふうには思っていませんしね、似かよった業務であれば民間のところもいいでしょうけども、

そんなにお金にこだわるということではなくて、やはり生きがいとして業務ができればというよう

なことを基本的には考えるのかなというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） 高橋総務課主幹。 

○主幹（高橋裕明君） 今の件なのですが、４分の３勤務ということで換算したものをちょっと今、

計算しましたので追加をお願いしたいと思います。291 万円というところなのですが、年収で 291

万円の４分の３にしますと218 万円です。そして、月額に直しますと18 万 2,000 円という計算にな

りますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 一つ。先ほどらいお話が出ているのですけど、条例を制定する提案を出

しているわけですから運用するというのは、運用はしないで条例だけやるというわけにもいかない

し、そういうことはできないのですけど。実際に運用すると言うのですけど、これは相手のいるこ

とですよね。定年退職と勧奨等退職者がいるのですけども、この中で実際に再任用があれば、そう

いう形に対象者の方が再任用で働きたいという要望が実際に出ているのですか。理事者の方は運用

したいと言うけども、相手が別に再任用しませんよと言えばできないわけですから、そういった面

で対象者の方からもそういう制度があれば、ぜひ、そういった形でもし、あればやってみたいなと

いうような要望が実際にはあるのですか。その辺はどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 条例が当然、制定されていませんので、まだ正式に制定されていませ

んので、正式に打診ということではなくて、こういう制度を上程しているので、こういう制度の中

で意思の確認はさせてもらいました。来年と言いますか、今年の３月に退職の対象者５名なのです

が、口頭打診の中では内２名、できれば、こういう制度の中で再任用を希望したいというようなお

話は受けています。 
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○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ちょっと確認しておきたいのは、対象者は今年の定年退職者から実施する

ものか。例えばね、去年、一昨年の人方、フリーで今いる方がまた再任用に応募するという場合は

考えられるのですか。その辺りはどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 制度としてはですね、先ほどの対象者ということで、25 年以上のやつ

で退職して５年未満の者、だから、対象にはなるということなのですが、公務を離れているという

ことも含めてですね、実際の運用の中ではすでに昨年、一昨年に退職した者に打診をするというこ

とはしないつもりです。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほどの25 年の話、説明を受けまして、だいたい考え方はわかったのです

が、今、しばらく 25 年という年数を入れたとしても該当する人はいないのでたいした気にはしてい

ないのですが、ただ、これが24 年とかですね、近い人で非常に優秀な方で、この人にもし再任用の

そういう制度の中で意思があったとしても25 年と決められてしまうと、たった１年でもう駄目です

よね。だから、おおむねとかですね、何かそういうきちんと25 年ではなくて、もう少し柔軟なもの

を入れたとしても、たいしたこの制度に影響はないと思いますので、何かそういうことが一つあっ

てもいいのではないかなというような気がするのです。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 非常にですね、どちらの方の考え方をすればいいのかなというのは、

一つ、おおむね何年というのはですね、非常にアバウトすぎて運用がその事例、事例によってうま

く使い分けるというのはいい方に考えればいいのですけども、はたして運用の実態として出てきた

時にどう考えるのかなというふうには、取り決め上はやっぱり思います。それで、この25 年という

のは先ほど言いましたとおり、受給資格の要件の 25 年だとか、勧奨退職の手当の割り増しの 25 年

と、こういうことで長年公務に貢献したということで25 年を設定していますので、それが例えば他

の要件のとおりですね、今言ったものも、退職金の受給資格に、例えば24 年の人が資格を有するに

はあと１年なのにとかね、それから、割増も24 年だから駄目だよと、これはもうはっきりしている

話なので、そのものを持ってですね、ここをおおむねという文言を入れるかどうかということは非

常に取り扱いも、この25 年を採用した要件から引用しても非常にアバウトすぎるかなと。微妙な言

い回しになってしまうのかなというふうに思います。ちょっと説明の仕方も悪いのですけど、やは

り長年公務したということでの 25 年は他のものの要件も 25 年で設定していますのでね、それを参

考に 25 年を設定したということでございますので、おおむねという表現がはたして適切かどうなの

かというのはちょっと微妙かなというふうには思います。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 言っていることはそのとおりなのですが、もとにしている数字が 25 年とい

う、割増だとかそういう制度と今回の再任用の制度というのは全くイコールでもなくてもいいもの

ではないかというふうに。考え方はわかりますよ。そういうもので25 という数字を使ったのだとい
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うことはわかるのですよ。だからと言って、再任用が絶対25 ではないと駄目だという、そこまでき

ちんとした制度なのかなと。だって、その者を選考すると言ったって、その基準だってアバウトで

すよね。そういうものをやっていながらですね、これだけはどうしても25 年でがっちりしないと制

度としておかしいというのも、何かちょっと制度としてそうなのかなと思いますけど。これはあま

りこだわりませんけども、もし、そういうニュアンスと言うのですか、そういう言葉が使えるので

あれば、そういう言葉にした方が今後、運用する時に運用する方も楽じゃないかなというふうに逆

に思ってそういうお話をしました。それはこだわりません。 

○委員長（及川保君） 参考意見としてね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 僕も今の話ね。ルールというのにはね、必ず例外というのもがあるのです

よ。例外のない規則はないという言葉があるとおりに、「ただし、こういうふうにするものとする。」

と、「ただし、町長が認めた場合はこの限りにあらず」とか、必ず文章というものは例外規定という

ものがあるのですよ。ですから、今、鈴木委員が貢献度という言葉を使っていますけどね、課長も

使っているけれども。今までの町政に対して、いろいろな貢献度が非常に強い人もいるわけですよ。

それが一定のルールによって24 年でバサッと切られるということになると、貢献度という言葉が何

を意味しているのか、意味が無くなってくるわけでしょう。だから、日本人というのは情というも

のがね、あるのですよ。ですから、例外規定として「町長が認める場合はこの限りにあらず」とか

というものを入れておけばいいではないですか。そうしたらある程度、アバウトな部分が、これも

アバウトだけども問題無くなるのではないかなという気がするのだけども、その辺りの考え方はど

うですか。例外規定というのが必ず法律にはあるのですよ。「ただし」という文章で。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先ほどの鈴木委員、それから、今の加藤委員とね、言っている意味合

いはわかります。先ほど私の言ったことも意味はわかると言っていただきましたけども。一つの事

例の中でですね、今、言われたとおり例外規定と言いますか、「ただし、この限りではない」とか、

これはもう表現の中では多々あると思います。条例の中、規則の中にですね。ただ、それが１項目

入れることによって、前文の規定したことがほとんど適用がですね、意味が無くすと言いますかね、

意味が無くなるようなことになりますとですね、やはり、そういう規定がはたして運用上必要にな

るのかどうなのかと。今回の場合もそういう規定が、事例として今後出るかどうかはちょっとわか

りませんけどもね、そういうような中ではそういう規定が今、現在必要なのかどうかということも

ですね、特に私が今、抑えている部分ではこれが法律の、国の基準がこうだ、他市町村もそうだ、

道もそうだということだけではなくてですね、そういうことをこの規定の中に入れるというのは、

はたして３の「25 年以上どうのこうの」というものの意味も薄くなってきてしまうのかなと。それ

で、一つの考え方として長年公務というのは、今、言われたとおり 24 年だって、23 年だって知識

も経験も有しているよと言われるのはそのとおりだとは思いますけれども、一つの取り決めの基準

としてやはり 25 年というのを明確にしていた方が取り扱いはスムーズに行くのかなというふうに

思っています。決して否定するものではございませんけども、取り決めの仕方としておおむねとか、

こういうのは取扱い上非常に考えようによっては 23 年も 22 年もおおむねという話になってしまい
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ますのでね。そこら辺の取り扱いの上で解釈が広範囲にわたらないようにということの取り決めと

しては、今の時点ではこれでよろしいかなというふうには思っております。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。暫時、休憩します。 

休   憩      午前 １１時１７分 

                                           

再   開      午前 １１時３０分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて再開いたします。 

 いろいろ議論されましたけども、他。山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 調査をいろいろとやって、よくやっていただけたなというふうに思っ

ておりますけれども。民間のですね、１ページ目に関しましては、意外と運用しているところが多

いなという私の感想なのですね。37 社中 35 社、約 95％が再雇用の運用の実績があって、平均が4.8

人であるということでですね。95％の会社が運用の実績があり、そして、制度化しているのが 31

社、その内84％も制度化しているということでありますので、平均賃金は別にしてこういう実態を

見るとですね、やはり、そういうような世の中の流れになってきているのだなというふうには思い

ます。しかしながらですね、私、これを条例化して運用するにあたって、やはり一番心配なのは職

場の活性化について多少懸念があるのですね。一つは新規採用の減少ですね。もう一つは、正職員

の昇格の機会もそれと共に減少されるようなことにはならないのだろうかというのが２つ目の心配

ですね。３つ目が、全体的なことですけども職場の空気が本当に活気のある空気のままでちゃんと

いられるかどうかということです。以上、３点あげましたけども、こういったことを運用すること

によって、職場の活性化に関して何か心配されることがありますので、もし、議会の方で条例化に

関して賛成ということになったとして、役場内から反発なり、全体的なコンセンサスが得られてい

ない状態であれば、非常に議会側としても一番困ることでございますので、その辺についてですね、

例えば何か、こういった活性化をするためには具体的に内規みたいなものを決めるのも一つでしょ

うし、そういったことで運用上における懸念する材料を取り除くような方法というようなことにつ

いて何かございましたら、ちょっと述べていただければなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 総括として職場の活性化というのはですね、今まで運用しているとこ

ろの、例えば雑誌とかを見ますと、やはり職場環境と言いますかね、そこら辺には非常に気を使っ

ているということと、民間の方にもお話を聞きましたけども、やはり長年いた職員がそのままとど

まるということで言えば、若い職員の方の職場のやりづらさと言いますかね、そこら辺もあるよと

いうような話も見たり、聞いたりしています。それで、民間の方もそうですけども手引みたいなも

のを出しましてですね、採用にあたっての説明をする時には、やはり職場環境ということに配慮し

て、当該職員もやはり今までの気持ちと完全に切り替えて一職員としてやるのだというような気持

ちでやってもらわないと困りますよというようなことでの説明は当該職員に対しても説明しますし、

いわゆる、しおりと言いますか、そういう中でも説明の中では当該職員には説明させてもらいます。 

 それで今、何点か言われた、新採用の減の部分で言えば、先ほど言ったとおり若干影響する部分
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はあるのかなということで言えば懸念する部分はあります。ただ、先ほど言ったとおりですね、組

織として年齢構成を含めて極力新規採用職員には影響がないような形で採用を考えていきたいとい

うふうには思っています。 

 それから、２点目の昇格の機会がということで言えば、昨年 18 年から任免化制度ということで、

いわゆる役職定年制を引いた中で適用の年齢に昇格をしてもらうというようなことで役職任免化制

度も取り入れましたし、それから、再任用職員が肩書きを持って職場に入るということではなくて

ですね、肩書きが外れますのでいわゆるコストと言いますかね、そういうことについては特に機会

が無くなるとか減少するとかということにならないのかなというふうに思っています。 

 それから、職場の空気ということで言えば、先ほど総括の中で言いましたけど、やはり職場の環

境と言いますかね、そういう中ではやはり管理・監督にあった者が一職員の業務をするということ

で机を並べて、言ってみれば３月31 日まで管理・監督業務をやっていた職員が、４月１日から一職

員として机を並べるということについては、気持ちの切り替えと言葉で簡単に言っても非常に大変

だと思うのです、お互いに。そこら辺はもし、こういう運用になった時の１年目、２年目という中

ではですね、やはり徐々に職員も慣れてくるでしょうし、そういうことではお互いに気を使うかな

というふうには思いますけどもね。そういう中では業務をお願いする発令と言いますかね、そうい

う中では人事の中でも当然人間環境を含めて、これは普通の人事でもそうですけども、やはり配慮

していきたいというふうには思っています。 

 今、言われたとおり総括的には、職場の活性化ということでは今現在どういうようにというマニ

ュアルを作っているわけではございませんけどもね、やはり職場の環境に危惧するところは、実際

のところはやはりあるのかなというふうに思っていますけどもね。そこら辺は先ほど言いましたと

おり、お互いの気持ちを切り替えた中で職務をやっていただきたいというようなことで該当者にも

説明をして、それから、もし配置された職場についてもですね、そういうような配慮の中で業務を

やっていただきたいというようなことで説明はしたいというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 組合を含めまして若い職員等のコンセンサスを得るための作業として

は４月１日までというのはもうわずかな期間でございますので、その辺のところをきちんとできる

かどうか。この辺のことについて、どうなのでしょうか。お尋ねしたいと思います。職員全体のコ

ンセンサスは得られるかと。この辺が懸念するところなのですよ。その辺について、自信があるの

か、どうなのか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） いわゆる、この再任用の制度につきましてはですね、当然、今回だけ

ではなくて13 年の時にも上げて、いわゆる役所として、公務員として再任用制度が制度化されてき

ているという中でですね、定年退職者が定年を迎えて、年金の支給が遅れてということでこの再任

用制度ができましたよと。その制度そのものは、職員は今までもう５年も経過していますので、そ

こら辺についてはもう頭の中では当然理解はしていると。これは今後、例えば５年内の職員がとい

うことではなくて、今、若い職員も今後ずっと制度の該当者になるというようなことで言えばです
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ね、自分達もそういう立場に置かれるというようなことでは、職員は当然理解しています。ただ、

制度がまだされていませんので、先ほど言った職場環境とかですね、それから、財政面ということ

で言えば組合も含めて懸念する部分と言いますか、そういうことは配慮してほしいということは組

合の協議の中でも出ておりますのでね、そういうことはこちらの方としても先ほど言ったとおり、

運用にあたってはそういうことを含めて配慮していきたいというふうに思っています。総括的には

やはり職員も組合の協議事項の中では、この制度そのものについては理解しているというふうに思

っております。 

○委員長（及川保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 前回の委員会を見ていても、私自身もやっぱり、いろいろ意見をのべさ

せていただいたのですけれども、今、山本副委員長がおっしゃられたように、組合がなおかつまだ

今、制度は認めるけれども運用はすべきではないという部分で報じていますけれどもね。その辺が

一番すっきりしないのですね。これはどういうことなのかなと。要するに閣議決定だから、それを

しなければならないのですよということは法律で決まったわけですからわかるわけなのですけれど

も。そうなる場合に、じゃあ今後これから退職される方々が皆さん25 年経過していて、その権利が

あるとした場合において、例えば平成 21 年に 12 名の方がお辞めになって全員雇用という部分で言

えば、国の法律で言えば拒否できないのですよね、実際には。選別すると言うけれども、選別する

部分で非常に腑に落ちないものというのがあるわけなのですよね。Ａの人を雇用して、Ｂの人を雇

用しないという部分、そこの格差と言うのか、仕事の内容とかそういう専門的な部分ではわかるの

ですけれども、どうもその辺がストンと落ちないという部分があるのです。だから、再任用の制度

そのものはあってしかるべきなのです。ただ、運用の仕方ですかね。実際に職員の皆さんの中にも

ね、組合以外の職員さんでもあまり望んでいない方がいらっしゃるという実態、その辺がまた全然

すっきりしないというのがあるのですけどね。課長がおっしゃられた先ほどの意見は非常にわかる

のです、理解できるのですけれども、やっぱり職員さんとのずれが、また、どういう形で解消して

いけるのかなというところがちょっとわからないのですよね。だから、それを４月１日からやると

いうことに関して、はたして短期間で全部解決していけるのかなというところです。その辺のとこ

ろはどうなのかということをちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問の中で何点かお答えいたしますが。最初に言われたことは

ですね、法律で手を挙げた人については全員雇用というような主旨がありましたけれども、この制

度の主旨から言うとそのとおりです。ただ、「法律では全員雇用ですよね」と言いましたけれども、

法律で言えばですね、前にもお答えしていますとおり選考をすることができるということになって

いますので、法律上は選考です。制度の主旨から言うと、言われたとおり全員雇用という主旨は、

そういうことでの制度の設定ですけども、法律上から言うと選考できるということになっています。 

 それから、組合の話が出ましたが、組合でも先ほど言いましたとおり、全員が当事者になるとい

うことも踏まえてですね、懸念する事項も運用の段階でと言いますか、財政的に懸念するところは、

あるよというようなことは先ほど申したとおり組合との協議の中では話は出ました。ただ、組合以
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外の職員でも望んでいないだとかですね、そこら辺については直接的には私どもは聞いておりませ

ん。基本的に、この条例を出すということは、職員の身分に関わるものは組合と協議して出してお

りますので、組合が反発するとかですね、他の職員が反発するとかそういうことを踏まえて、そう

いうことがあるという仮定の中でこれを出したのではなくて、組合とも協議の上で条例は出しまし

たのでね、組合ともそれは、運用の部分で懸念する部分はあるかもしれませんけどもということで

の協議はしていますけれども、組合としては基本的には条例を提案することについては賛成という

立場で出しているというふうに抑えております。 

 それから、選考という部分については１回目、２回目のこの委員会でお話したとおりですね、人

事評価制度が出来れば、それを採用する形になりますけども、今の時点で本人の希望、それから、

職種・職務、それから、健康状態、それと面接と、そういう中で選考していくということは前回お

話したとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 人事評価制度が今年設けられるということなのですけども、それがまだ

きちんとなっていない中で、何で４月１日からしなければならないのかなというのが私はちょっと

ピンとこないのです。きちんとした制度ができた中でやられるのならいいのですけどね。 

○委員長（及川保君） 実施時期ですね。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問の部分で言えば、１回目の委員会の時にもお話していると

おり、選考の基準として人事評価制度が制度としてあればベストですよと、助役も答えているとお

りなのですけども。ただ、評価制度が無ければ、これができないのかと言うと、逆にそんなことは

ないだろうと。当然、今までも制度のない中で採用も含めてですね、総合評価の中でやってきてい

ますのでそれはないだろうということと、併せて、逆な言い回しになりますけども、他の自治体で

運用しているところが何点かありますけどもね、人事評価制度は今、他の自治体も制度化に向けて

動いている最中で、決してそれが先にあるからこれを運用しているのだよということではなくてで

すね、当然、制度化されていなくても再任用ということでは運用はしてきておりますので、決して

それが絶対条件ではないというふうに思っています。ただ、再度言わせてもらえれば、選考の基準

として評価制度ができた時にそれを採用するというのがベストであろうというふうには思っていま

す。 

○委員長（及川保君） その他ありませんか。無いようです。それでは、課長、主幹、この辺で。 

暫時、休憩します。 

休   憩     午前  １１時４８分 

                                          

再   開     午後  １時００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。先ほど、午後から委員会

の方向をそれなりに示したほうがいいという話だったので、それぞれ皆さんの方から意見を出して

いただきたいなと思います。鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今回、２回ですし、全道の状況を見ましても 154 市町村の中でもうすでに



 - 21 - 

制定されているという実態から見ても、条例を制定することには、私はこういう時期かなと。もう

そろそろ、そういう時期かなというような感化はするのですが。運用する時にですね、やはり考え

ていただきたい部分というのが何点かありましてね、そういう部分を自分なりに今、お話して、後

で協議していただきたいと思うのですが。  

 １点は、やっぱり今、この財政状況がこういう中でですね、やっぱり新しい再任用制度という制

度の中で職員を採用するわけなのですが、財政再建計画ですか、そういう中できちんと位置づけと

してですね、そういうものを踏まえた上での運用にしていただきたいと。先ほど、総務課長もおっ

しゃいましたけれども、その年の財政状況ですとか、職員の退職状況ですとか、採用状況、そうい

うもの全体を加味しながら採用人数を決めていく、採用する、しないを決めていくというそういう

お話でしたので、ぜひ、そこら辺を徹底してですね、ただ、退職者がいるから採用するのではなく

て、やっぱり全体を見ながらの判断をしていただきたいとそういうことを一つお話したい。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 進め方の問題なのだけどね。採択するか、しないか。それから、今、後半

で鈴木委員が言ったような、いろいろな条件というのは運用の意見として述べるようにして、分離

して考えるのがいいのか。それとも、一緒にして、これこれしかじかの条件が付くのであれば採択

するとか。どっちにした方がいいのか、その方向性をまず決めていただいた方がいいのではないか

なという気がするのだけどどうでしょうか。先に採択してしまって、後から意見を述べるという方

法もあるだろうし、いろいろな意見を述べて、それらを集約して、その集積として否決とか、採択

するとかという考え方。 

○委員長（及川保君） ちょっとお待ちくださいね、加藤委員。加藤委員の言われていることはわ

かります。そしてね、今、採決を急いでね、13 日に実はまた予定をしているのですけれども、今、

採決を先にしてしまうかよりも、まず、まだ心配な部分が結構あるようなのでね、その辺をいろい

ろ出していただいて、それを加味した中で最終的に採決という形の方がよろしいのではないでしょ

うか。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） だから、そういう方向性を見つけて、そして、13 日に採択するという方法

も結構なのです。だから、いろいろな疑問点を出して、各委員さんはみんな会派に入っているから

各会派に持って帰って、そういう意見も踏まえて、また13 日に集まるというような方法にしたらい

かがなものかと思うのですけども。進め方としてね。 

○委員長（及川保君） いかがでしょうか、皆さん。それでよろしいですか。よろしいですね。そ

れぞれ皆さん、この再任用に関しましてね、今までのいろいろな質疑の中で内容としては十分理解

はされたと思うのですね。問題は、総務常任委員会が先ほど申し上げたように、いまだちょっと疑

問だなという部分もあるように見受けられますのでね、その辺のことをちょっとここで議論して、

答弁とかというのはできないのですけども、それぞれの各委員の意見をお聞きしたいなというふう

に思います。谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内勉君） 先ほど、山本副委員長の方からまとめのような形で４つばかり出たのですけ

ども、ああいう内容のことは非常に大事だと思います。ただ、その中で今ちょっと確認したいので
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すけども、活性化の問題が上げられていましたね。それと同時にもう一つは、職場そのものの雰囲

気の問題。活性化に繋がるかもわからない。だけど、この辺のことを話をされていたということね。

これも非常に大事なことかなとそういうふうに感じます。それともう一つ、若年層という若い人と、

今言った再任用の関係、これらについてもやはり考えなければならないかなとそういうような気が

いたします。それと、これも話がちょっとあったのですけども、要するに、そうすると昇格という

か、昇給と言いますか、その辺のこともやっぱり今言った、考えていかなければならない部分かな

とそういうことを考えます。それとやはりですね、先ほど鈴木委員からいろいろと話が出ていまし

たけども、25 年の区切りにどうのこうのという話が出ましたよね。そういうはっきりとした区切り

をすべきか、行政の方ではそういうものは入れない方がいいのではないかという話が出たのですけ

ども、その辺のところの議論をされたことを何らかの形でやっぱり出した方がいいかなという気が

しますけども。 

○委員長（及川保君） 大筋としてはどうでしょうか。再任用の制度そのものを条例化するという

意味ではいかがでしょうか。 

○委員（鈴木宏征君） それについては皆さんと同じ考えです。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ルールというか、条例についてはいいのだろうと思いますね。ただ、運用

の面がね。それで、先ほどらい、いろいろ議論されている。その運用の面で何点か疑問点があると。

その辺りを十分議論してみたらいかがかと思うのだけど。もちろん条例と関係のあることだけどね。

だけれども、条例そのものはそのとおりでいいと思います。問題は運用の面でいろいろな問題があ

る。あくまでもリードは総務文教常任委員会が決定権あるわけですから、会派に持って行ってもこ

うだああだというようなことの説明程度をしてですね、その他にまた何か意見があれば聞くという

程度で、リーダーシップは総務文教常任委員会が握る、握るという言葉は変ですが決裁権あるわけ

ですから、そういうふうに進めてみてはいかがかと思いますよ。 

○委員長（及川保君） 近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤守君） 私も再任用の条例案については賛成です。ただ、運用につきましてはね、こ

れは我々がやれとか、やるなとかというのではなくて、あくまで理事者側の問題であるから、その

中をよく精査してチェックして、それに賛成すると言いますか、そういうことで行きたいと思って

います。私たちは会派会議も事前に終わっているのです。 

○委員長（及川保君） 土屋委員、どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 私たちも一応会派会議は終えました。その中で、条例の適用は時期的に

今の時期しかないということも含めて。ただ、運用に関しては、もっとやっぱり十分論議をして決

めるべきではないかと。それで、先ほど私も、なぜ、４月１日なのかということで聞いてみたので

すけども、課長がおっしゃったことではね、反対しているような職員さんは聞いてはいないと言う

のですけども、実際にやっぱり役場の中にそういう多数の職員さんがいるということね、そういう

ことももう少しいろいろ調査してやっていただきたいと思うのですよね。そういう部分では条例は

仕方ないかなと。 
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○委員長（及川保君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今、土屋委員が言われたように、先ほど課長の説明では組合の幹部と、そ

れから、町の理事者とでは同意を得ていると。ただ、構成している職員の中には何名か不満の人も

いるような話を土屋委員はおっしゃるけれども、組合と理事者とではもう話し合いはついて同意を

得ているという説明ですからね。我々が今後、職員組合の人たちとそういう話を聞くという立場で

はないし。だから、組合としての同意は得ているというから、それで、何事もそうですけど、100％

みんなが同意をするということはあり得ないので、必ずそういう意見のある人もいるわけですから、

我々としては、やっぱり同意を得ているということになれば、そのようにして進める方法しかない

のではないのかと。改めて組合員の個人、個人のところに、例えば我々があたっていく、また、話

しを聞くというふうにならないのではないのかなと気がするのだけどね。いかがですか。 

○委員長（及川保君） 土屋委員、どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 組合との話し合いはわかりました。ただ、組合に入っていない中間管理

職の方、そういう方々からそういう意見が出ているというのが事実なのです。それを課長が把握し

ていないという部分ですね。 

○委員長（及川保君） 非組合の人の意見が抜けているということなのですね。山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私どもの会派もこの前の総務文教常任委員会の前にもやりましたし、

総務文教常任委員会の後にも意見を聴集したのですけれども、先ほど鈴木委員が申されたように、

制定に関しては異論なしというふうに結論が出ております。それで、私としては、先ほどの繰り返

しになりますけども、やっぱり職場環境の整備ということに関しては十分に慎重にやっていただき

たいと。具体的には新規採用の減少も、減少自体を最小限度にして、やはり活性化のために入れる

ことも十分考慮してやっていただきたいということとですね、昇格の機会の減少にならないように

していただきたいということですね。それと、職場内の空気が活気のある空気をそのままキープし

ていただくような形でやっていただきたいということです。それと、先ほど鈴木委員さんがおっし

ゃられた、何と言っても財政上の問題をきちんとクリアしなければ、これは全く意味のないことで

ございますので、それはしっかりとやっていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 私、委員長としての立場としてですね、先ほども意見として申し上げまし

たけども、この提案を町側が再度出したということはそれなりの決意と決断があったのだろうとい

うふうに考えるわけですね。やはり、今、副委員長がおっしゃられた部分において、先ほどから、

皆さんからも出ております財政との絡みが非常に大きいと思いましてね。町側の説明としては、19

年度からスタートしたいというお話ですけども、これが必ずやらなければならないという前提に立

ってやるものではなくて、やはり今の財政をきちんと踏まえた中で、この人員計画も見据えた中で

実施されるべきものだというふうに思うわけであります。この条例そのものについては、私も異論

はないわけでありまして、問題は運用面が一番皆さんの心配されている部分だというふうに考えま

す。皆さん、この条例そのものについては特に異論はないのだけれども、問題とするところは今、

副委員長が言われた、そして、また鈴木委員、加藤委員、土屋委員、近藤委員、さらに谷内委員が

おっしゃられたようなことがね、皆さん、実は重複しているのですね。だから、その面できちんと
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した対応をしていただくという前提に立ってね、この再任用については、この委員会そのものにつ

いてはね、委員会の意思としては、皆さんの意見は条例化すべきと。しかし、運用にあたっては財

政問題、それから、新規採用も含めて計画をきちんとされた中で運用すべきということなわけです

ね。鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 一つ言い忘れていたのですけども、町民への理解というのですか、そうい

うものがやっぱり必要だと思うのですよ。だから、どういう時期に、広報でするかはわかりません

けども、やっぱり早い時期に町民にきちんと理解を得られるような対応が必要ではないかなという

ふうに思います。 

○委員長（及川保君） そういう方向で進めてよろしいですね。条例化すべきと。ただし、運用面

での財政、それから、新規採用等々含めた心配事があるわけですね。その辺がきちんと取れた中で

実施すべきという形でまとめてみたいと思いますけどもよろしいでしょうか。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 私ども町清クラブでは、この問題はまだ議論しておりません。ですが、３

人実はおられて、あと２人だけなものですからね、その辺りは説明程度でご理解はいただけると思

います。それで、今、いろいろ議論出ていた問題については、どうでしょうか、委員長・副委員長

で骨子のようなものを提案してもらって、それに基づいて今度ああだこうだという議論をした方が、

時間をかけてね。ここでした方がいいのではないかと、その方が早いのではないかという気がする

のだけど、どうでしょう。文章的なものは別にして、箇条書き的なものをね。運用の面でこれこれ

とあって、それらをテーブルに上げて、そして、この部分はどうですか、もう少し言い足りません

か、もう少し追加すべきかと具体的に言った方が進むのではないかと思うのですけれども、どんな

ものでしょう。報告書を作る前の段階の。13 日までは無理ですか。 

○委員長（及川保君） いずれにしても13 日には、この委員会としての採決をきちんとしておくと

いうことなのですよね。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今、皆さんから意見出ましたよね。公明党さんはここにいないのですね。

公明党さんには委員長から話して。本当は皆さんがいれば、みんな、もういいのですよね。ですか

ら、もうここで採決してしまってもいいような気がするのですよ。今、いろいろな意見が出た部分

は報告の中にきちんと載せていただいて。それは事前にですね、報告する前に皆さん見られますの

で、その時にチェックしてもらってですね。もうここで採決してしまっていいような気がするので

すけどね。 

○委員長（及川保君） また改めてなんていう必要はないと思いますね。私も今、そういう思いで

いたのですね。皆さん、だいたい大筋、この条例提案については賛成と、採択すべきというような

ご意見だったように思いましたけども。 

 それではですね、平成 18 年第４回定例会において本委員会に審査付託されました議案第５号の白

老町職員の再任用に関する条例の制定について、この議案につきましてですね、今、慎重に審議を

重ねてきたのですけども、採択すべきという方向で進めてよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 異議ありませんか。ご異議なしと認めます。 
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他、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。これより討論

に入ります。討論はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） 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５号白老町職員の再任用に関する条例の制定について、原案のとおり決

するに賛成の方は挙手を願います。 

[挙手全員] 

○委員長（及川保君） 全員賛成。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。以上で議

案第５号の審査は終了いたしました。 

 次に審査報告についての意見をまとめたいと思います。委員の皆様のご意見を伺いたいと思いま

す。意見のある方はどうぞ。 

審査意見については、委員の皆さんから出し尽くされたと考えます。審査報告書の作成について

は正副委員長にご一任願いたいと思いますがよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 異議ございませんね。それでは、そのように取り扱いをいたします。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（及川保君） これをもって、本日の総務文教常任委員会を閉会いたします。皆さん、ご

苦労様でした。ありがとうございました。 

 

（閉会 午後 １時３４分） 

 


