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◎議案第２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 

例の制定について 

◎議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 

◎議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す 

る条例の一部を改正する条例の制定について 
○議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等

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

 議案第２号から第４号まで順次提案をお願いいたします。 

 山口総務財政部長。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第２号でございます。議２－１でございます。 

 議案第第２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

 議案説明でございます。ページ数は２－17 でございます。 

 本年８月 11 日人事院は、官民給与の逆格差を是正するため国家公務員に係る給与の改定を行

うことが必要であるとして、月例給の 0.2％引き下げ、自宅に係る住居手当の廃止、期末・勤

勉手当の 0.35 月分引き下げ並びに時間外勤務手当の支給割合の改定及び時間外勤務代休時間

の新設を行うよう勧告を行った。 

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

れに準じて改正を行うものであります。 
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職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正前 改正後 
（住居手当） 

第９条の３ 住居手当は、次の各号のいずれ
かに該当する職員に支給する。 
(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。

第３号において同じ。）を借り受け、月
額12,000円を超える家賃（使用料を含
む。以下同じ。）を支払っている職員（有
料公務員宿舎を貸与され、使用料を支払
っている職員を除く。） 

(2) 当該職員の所有に係る住宅（規則で定
めるこれに準ずる住宅を含む。）のうち
当該職員その他規則で定める者によっ
て新築され、又は購入された住宅であっ
て、当該新築又は購入の日から起算して
５年を経過していないものに居住して
いる職員で世帯主であるもの 

(3) 略 
２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（第
１号又は第２号に掲げる職員のうち第３号
に掲げる職員でもあるものについては、第
１号又は第２号に掲げる額及び第３号に掲
げる額の合計額）とする。 
(1) 略 
(2) 前項第２号に掲げる職員 2,500 円 
(3) 前項第３号に掲げる職員 第１号の

規定の例により算出した額の２分の１
に相当する額（その額に 100 円未満の端
数を生じたときは、これを切り捨てた
額） 

３ 略 
（期末手当） 

第１９条 略 
２  期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合においては100分の140、
12 月に支給する場合においては 100 分の
160 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月
以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
める割合を乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に
ついては、同項中「100分の140」とあるの
は「100分の75」と、「100分の160」とある
のは「100分の85」とする。 
（勤勉手当） 

第２０条 略 
２ 略 

（住居手当） 
第９条の３ 住居手当は、次の各号のいずれ

かに該当する職員に支給する。 
 (1)  自ら居住するため住宅（貸間を含む。

次号において同じ。）を借り受け、月額
12,000円を超える家賃（使用料を含む。
以下同じ。）を支払っている職員（有料
公務員宿舎を貸与され、使用料を支払
っている職員を除く。） 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 略 
２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じて、当該各号に掲げる額（当
該各号のいずれにも該当する職員にあって
は、当該各号に掲げる額の合計額）とする。 

  
 

(1) 略 
 (2) 前項第２号に掲げる職員 前号の規

定の例により算出した額の２分の１に相当
する額（その額に100円未満の端数を生じた
ときは、これを切り捨てた額） 

 
 
３ 略 

（期末手当） 
第１９条 略 
２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合においては100分の140、
12 月に支給する場合においては 100 分の
150 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月
以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
める割合を乗じて得た額とする。 
(1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に
ついては、同項中「100 分の 140」とあるの
は「100 分の 75」と、「100 分の 150」とあ
るのは「100 分の 80」とする。 
（勤勉手当） 

第２０条 略 
２ 略 
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(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の
職員 当該職員がそれぞれの基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、
退職し、その死亡した日現在。次項にお
いて同じ。）において受けるべき扶養手当
の月額を加算した額に、100 分の 75 を乗
じて得た額の総額 

(2) 略 
３～５ 略 
別表第１ 略 
別表第２ 略 
別表第３ 略 
別表第４ 略 
 

附 則 
１ 略 
６～１３ 略 
１４ 職員の給料額は、平成 21 年４月１日か

ら平成 22 年３月 31 日までの間に限り、別
表第１、別表第３及び別表第４の規定にか
かわらず、同表に定める額に行政職給料表
の職務の級が１級及び２級の職員にあって
は 100 分の 87、３級及び４級の職員にあっ
ては 100 分の 86、５級及び６級の職員にあ
っては 100 分の 85、医療職給料表（二）の
職務の級が１級及び２級の職員にあっては
100 分の 87、３級及び４級の職員にあって
は 100 分の 86、５級の職員にあっては 100
分の 85、医療職給料表（三）の職務の級が
１級及び２級の職員にあっては 100 分の
87、３級及び４級の職員にあっては 100 分
の 86、５級の職員にあっては 100 分の 85
を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てた額）とする。た
だし、当該給料月額としている期間内にお
いて離職する職員の当該離職日における給
料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の
算出の基礎となる給料月額は、別表第１、
別表第３及び別表第４に定める額とする。 

１５ 略 
１６ 平成 21 年 12 月の期末手当基礎額及び

勤勉手当基礎額は、第 19 条第４項及び第
20 条第３項の規定にかかわらず、これらの
規定中「給料」とあるのは、「給料に 100
分の 95 を乗じて得た額」として適用する。 

 
 
 
 
 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の
職員 当該職員がそれぞれの基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、
退職し、その死亡した日現在。次項にお
いて同じ。）において受けるべき扶養手当
の月額を加算した額に、100 分の 70 を乗
じて得た額の総額 

(2) 略 
３～５ 略 
別表第１ 改正 
別表第２ 略 
別表第３ 改正 
別表第４ 改正 
 

附 則 
１ 略 
６～１３ 略 
１４ 職員の給料額は、平成 21 年４月１日か

ら平成 21 年 11 月 30 日までの間に限り、別
表第１、別表第３及び別表第４の規定にか
かわらず、同表に定める額に行政職給料表
の職務の級が１級及び２級の職員にあって
は 100 分の 87、３級及び４級の職員にあっ
ては 100 分の 86、５級及び６級の職員にあ
っては 100 分の 85、医療職給料表（二）の
職務の級が１級及び２級の職員にあっては
100 分の 87、３級及び４級の職員にあって
は 100 分の 86、５級の職員にあっては 100
分の 85、医療職給料表（三）の職務の級が
１級及び２級の職員にあっては 100 分の
87、３級及び４級の職員にあっては 100 分
の 86、５級の職員にあっては 100 分の 85
を乗じて得た額（１円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てた額）とする。た
だし、当該給料月額としている期間内にお
いて離職する職員の当該離職日における給
料月額並びに期末手当及び勤勉手当の額の
算出の基礎となる給料月額は、別表第１、
別表第３及び別表第４に定める額とする。 

１５ 略 
１６ 職員の給料額は、平成 21 年 12 月１日

から平成 22 年３月 31 日までの間に限り、
別表第１、別表第３及び別表第４の規定に
かかわらず、同表に定める額に行政職給料
表の職務の級が１級及び２級の職員にあっ
ては 100 分の 88.5、３級及び４級の職員に
あっては 100 分の 87.5、５級及び６級の職
員にあっては 100 分の 86.5、医療職給料表
（二）の職務の級が１級及び２級の職員に
あっては 100 分の 88.5、３級及び４級の職
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（時間外勤務手当） 
第１３条 略 
２～３ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員にあっては 100 分の 87.5、５級の職員に
あっては 100 分の 86.5、医療職給料表（三）
の職務の級が１級及び２級の職員にあって
は 100 分の 88.5、３級及び４級の職員にあ
っては 100 分の 87.5、５級の職員にあって
は 100 分の 86.5 を乗じて得た額（１円未満
の端数が生じたときは、これを切り捨てた
額）とする。ただし、当該給料月額として
いる期間内において離職する職員の当該離
職日における給料月額並びに期末手当及び
勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額
は、別表第１、別表第３及び別表第４に定
める額とする。 
（時間外勤務手当） 

第１３条 略 
２～３ 略 
４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤
務（勤務時間条例第３条第１項、第４条及
び第５条の規定に基づく週休日における勤
務のうち規則で定めるものを除く。）の時間
が１箇月について 60 時間を超えた職員に
は、その 60 時間を超えて勤務した全時間に
対して、第１項（第２項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。）の規定にかか
わらず、勤務１時間につき、第 16 条に規定
する勤務１時間当たりの給与額に 100 分の
150（その勤務が午後 10 時から翌日午前５
時までの間である場合は、100 分の 175）を
乗じて得た額を時間外勤務手当として支給
する。 

５ 勤務時間条例第８条の４第１項に規定す
る時間外勤務代休時間を指定された場合に
おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が
勤務しなかったときは、前項に規定する 60
時間を超えて勤務した全時間のうち当該時
間外勤務代休時間の指定に代えられた時間
外勤務手当の支給に係る時間に対しては、
当該時間１時間につき、第 16 条に規定する
勤務１時間当たりの給与額に 100 分の 150
（その勤務が午後 10 時から翌日午前５時
までの間である場合は、100 分の 175）から
第１項に規定する規則で定める割合（その
時間が午後 10 時から翌日の午前５時まで
の間にある場合は、その割合に 100 分の 25
を加算した割合）を減じた割合を乗じて得
た額の時間外勤務手当を支給することを要
しない。 

６ 第２項に規定する７時間 45 分に達する
までの間の勤務に係る時間について前２項
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（期末手当） 
第１９条 略 
２  期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合においては100分の140、
12 月に支給する場合においては 100 分の
150 を乗じて得た額に、基準日以前６箇月
以内の期間におけるその者の在職期間の
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 
３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の140」とあるの
は「100分の75」と、「100分の150」とある
のは「100分の80」とする。 

 
 

（勤勉手当） 
第２０条 略 
２ 略 
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の

職員 当該職員がそれぞれの基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、
退職し、その死亡した日現在。次項にお
いて同じ。）において受けるべき扶養手当
の月額を加算した額に、100 分の 70 を乗
じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該
再任用職員の期末手当基礎額に、６月に
支給する場合においては 100 分の 35、12
月に支給する場合においては 100 分の
40 を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の規定の適用がある場合における当該時間
に対する前項の規定の適用については、同
項中「第１項に規定する規則で定める割合」
とあるのは、「100 分の 100」とする。 
（期末手当） 

第１９条 略 
２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６

月に支給する場合においては１００分の１
２５、１２月に支給する場合においては１
００分の１５０を乗じて得た額に、基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在
職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当
該各号に定める割合を乗じて得た額とす
る。 
(1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に
ついては、同項中「１００分の１２５」と
あるのは「１００分の６５」と、「１００分
の１５０」とあるのは「１００分の８０」
とする。 
（勤勉手当） 

第２０条 略 
２ 略 
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の

職員 当該職員がそれぞれの基準日現在
（退職し、又は死亡した職員にあっては、
退職し、その死亡した日現在。次項にお
いて同じ。）において受けるべき扶養手当
の月額を加算した額に、100 分の 70 を乗
じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該
再任用職員の期末手当基礎額に100分の
35を乗じて得た額の総額 

 
 

３～５ 略（時間外勤務代休時間） 
第８条の４ 任命権者は、職員の給与に関す

る条例（昭和 34 年条例第 15 号）第 13 条第
４項の規定により時間外勤務手当を支給す
べき職員に対して、規則の定めるところに
より、当該時間外勤務手当の一部の支給に
代わるべき措置の対象となるべき時間（以
下「時間外勤務代休時間」という。）として、
規則で定める期間内にある勤務日等（第 10
条第１項に規定する休日及び代休日を除
く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一
部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を
指定された職員は、当該時間外勤務代休時
間には、特に勤務することを命ぜられる場
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（休日の代休日） 
第１０条 任命権者は、職員に祝日法による

休日又は年末年始の休日（以下この項にお
いて「休日」と総称する。）である第３条第
２項若しくは第３項、第４条又は第５条の
規定により勤務時間が割り振られた日（以
下この項において「勤務日等」という。）に
割り振られた勤務時間の全部（次項におい
て「休日の全勤務時間」という。）について
特に勤務することを命じた場合には、規則
の定めるところにより、当該休日前に、当
該休日に代わる日（次項において「代休日」
という。）として、当該休日後の勤務日等（休
日を除く。）を指定することができる。 

 
 
２ 略 
 （介護休暇） 
第１５条 略 
２ 略 
３ 介護休暇については、職員の給与に関す

る条例（昭和 34 年条例第 15 号）第 12 条の
規定にかかわらず、その勤務しない１時間
につき、同条例第 16 条に規定する勤務時間
１時間当たりの給与額を減額する。 
（給与に関する特例） 

第７条 特定任期付職員には、次の給料表を
適用する。 

号 俸 給料月額 
１ ３７６,０００円 
２ ４２６,０００円 
３ ４７９,０００円 
４ ５４５,０００円 
５ ６２２,０００円 

２～４ 略 
 （給与条例の適用除外等） 
第８条 略 
２ 特定任期付職員に対する給与条例第２

条、第 17 条の２第３項及び第 19 条第２項
の規定の適用については、給与条例第２条
中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手
当及び特定任期付職員業績手当」と、第 17
条の２第３項中「第１項に規定する職員の
職にある職員」とあるのは、「第１項に規定
する職員の職にある職員及び白老町一般職
の任期付職員の採用等に関する条例（平成
20 年条例第 40 号）第２条第１項の規定に
より任期を定めて採用された職員」と、第

合を除き、正規の勤務時間においても勤務
することを要しない。 

  （休日の代休日） 
第１０条 任命権者は、職員に祝日法による

休日又は年末年始の休日（以下この項にお
いて「休日」と総称する。）である第３条第
２項若しくは第３項、第４条又は第５条の
規定により勤務時間が割り振られた日（以
下この項において「勤務日等」という。）に
割り振られた勤務時間の全部（次項におい
て「休日の全勤務時間」という。）について
特に勤務することを命じた場合には、規則
の定めるところにより、当該休日前に、当
該休日に代わる日（次項において「代休日」
という。）として、当該休日後の勤務日等（第
８条の４第１項の規定により時間外勤務代
休時間が指定された勤務日等及び休日を除
く。）を指定することができる。 

２ 略 
（介護休暇） 

第１５条 略 
２ 略 
３ 介護休暇については、職員の給与に関す

る条例第 12 条の規定にかかわらず、その勤
務しない１時間につき、同条例第 16 条に規
定する勤務時間１時間当たりの給与額を減
額する。 
（給与に関する特例） 

第７条 特定任期付職員には、次の給料表を
適用する。 

号 俸 給料月額 
１ ３７６,０００円 
２ ４２５,０００円 
３ ４７８,０００円 
４ ５４４,０００円 
５ ６２１,０００円 

２～４ 略 
（給与条例の適用除外等） 

第８条 略 
２ 特定任期付職員に対する給与条例第２

条、第 17 条の２第３項及び第 19 条第２項
の規定の適用については、給与条例第２条
中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手
当及び特定任期付職員業績手当」と、第 17
条の２第３項中「第１項に規定する職員の
職にある職員」とあるのは、「第１項に規定
する職員の職にある職員及び白老町一般職
の任期付職員の採用等に関する条例（平成
20 年条例第 40 号）第２条第１項の規定に
より任期を定めて採用された職員」と、第
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19 条第２項中「100 分の 140」とあるのは
「100 分の 160」と、「100 分の 160」とある
のは「100 分の 180」とする。 

３～４ 略 
（給与条例の適用除外等） 

第８条 略 
２ 特定任期付職員に対する給与条例第２

条、第 17 条の２第３項及び第 19 条第２項
の規定の適用については、給与条例第２条
中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手
当及び特定任期付職員業績手当」と、第 17
条の２第３項中「第１項に規定する職員の
職にある職員」とあるのは、「第１項に規定
する職員の職にある職員及び白老町一般職
の任期付職員の採用等に関する条例（平成
20 年条例第 40 号）第２条第１項の規定に
より任期を定めて採用された職員」と、第
19 条第２項中「100 分の 140」とあるのは
「100 分の 160」と、「100 分の 150」とある
のは「100 分の 165」とする。 

３～４ 略 

19 条第２項中「100 分の 140」とあるのは
「100 分の 160」と、「100 分の 150」とある
のは「100 分の 165」とする。 

３～４ 略 
（給与条例の適用除外等） 

第８条 略 
２ 特定任期付職員に対する給与条例第２

条、第 17 条の２第３項及び第 19 条第２項
の規定の適用については、給与条例第２条
中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手
当及び特定任期付職員業績手当」と、第１
７条の２第３項中「第１項に規定する職員
の職にある職員」とあるのは、「第１項に規
定する職員の職にある職員及び白老町一般
職の任期付職員の採用等に関する条例（平
成 20 年条例第 40 号）第２条第１項の規定
により任期を定めて採用された職員」と、
第 19 条第２項中「100 分の 125」とあるの
は「100 分の 145」と、「100 分の 150」とあ
るのは「100 分の 165」とする。 

３～４ 略 

   

 続きまして、議案３号でございます。議３－１でございます。 

議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。 

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

制定するものとする。 

平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

 議案説明。次のページ、３ページになります。 

 本年８月 11 日人事院は、官民給与の逆格差を是正するため国家公務員の期末手当及び勤勉手

当を引き下げるよう勧告を行い、国においては、勧告どおり実施することとする法律改正が行

われたので、特別職の職員の期末手当の支給割合についても、これに準じて改正を行うもので

ある。 
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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例新旧対照表 

改正前 改正後 
 （期末手当） 
第４条 略 
２ 前項の期末手当の額は、それぞれの給料

月額に、６月に支給する場合においては１
００分の２１５、１２月に支給する場合に
おいては１００分の２３２．５を乗じて得
た額にそれぞれ１００分の１５を加算した
額とする。 

 
附 則 

１５ 特別職の職員の給料額は、平成２１年
４月１日から平成２２年３月３１日までの
間に限り、別表第１の規定にかかわらず、
同表に定める額に１００分の６５を乗じて
得た額とする。（略） 

１６ 略 
１７ 平成２１年１２月に支給する特別職の

職員の期末手当の額は、第４条第２項の規
定にかかわらず、この規定中「給料月額」
とあるのは、「給料月額に１００分の６５を
乗じて得た額」として適用する。 

（期末手当） 
第４条 略 
２ 前項の期末手当の額は、それぞれの給料

月額に、６月に支給する場合においては１
００分の１９５、１２月に支給する場合に
おいては１００分の２２０を乗じて得た額
にそれぞれ１００分の１５を加算した額と
する。 

 
附 則 
１５ 特別職の職員の給料額は、平成２１年

４月１日から平成２１年１２月３１日まで
の間に限り、別表第１の規定にかかわらず、
同表に定める額に１００分の６５を乗じて
得た額とする。（略） 

１６ 略 
１７ 平成２１年１２月に支給する特別職の

職員の期末手当の額は、第４条第２項の規
定にかかわらず、この規定中「給料月額」
とあるのは、「給料月額に１００分の６８．
８を乗じて得た額」として適用する。 

１８ 特別職の職員の給料額は、平成２２年
１月１日から平成２２年３月３１日までの
間に限り、別表第１の規定にかかわらず、
同表に定める額に１００分の６６．４を乗
じて得た額とする。ただし、当該給料月額
としている期間内において離職する特別職
の職員の当該離職日における給料月額及び
期末手当の額の算出の基礎となる給料月額
は、別表第１に掲げる額とする。 

   

 続きまして、議案第４号でございます。 

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

議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を 

次のとおり制定するものとする。 

平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

議案説明でございます。３ページになります。 

 本年８月 11 日人事院は、官民給与の逆格差を是正するため国家公務員の期末手当及び勤勉手

当を引き下げるよう勧告を行い、国においては、勧告どおり実施することとする法律改正が行

われたので、教育長の期末手当の支給割合についても、これに準じて改正を行うものである。 

 以上でございます。 
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教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例新旧対照表 

改正前 改正後 
 （期末手当） 
第４条 略 
２ 前項の期末手当の額は、それぞれの給料

月額に、６月に支給する場合においては１
００分の２１５、１２月に支給する場合に
おいては１００分の２３２．５を乗じて得
た額にそれぞれ１００分の１５を加算した
額とする。 

 
附 則 

１３ 教育長の給料額は、平成２１年４月１
日から平成２２年３月３１日までの間に限
り、第３条第１項の規定にかかわらず、同
項に定める額に１００分の７０を乗じて得
た額とする。（略） 

１４ 略 
１５ 平成２１年１２月に支給する教育長の

期末手当の額は、第４条第２項の規定にか
かわらず、この規定中「給料月額」とある
のは、「給料月額に１００分の７０を乗じて
得た額」として適用する。 

（期末手当） 
第４条 略 
２ 前項の期末手当の額は、それぞれの給料

月額に、６月に支給する場合においては１
００分の１９５、１２月に支給する場合に
おいては１００分の２２０を乗じて得た額
にそれぞれ１００分の１５を加算した額と
する。 

 
附 則 
１３ 教育長の給料額は、平成２１年４月１

日から平成２１年１２月３１日までの間に
限り、第３条第１項の規定にかかわらず、
同項に定める額に１００分の７０を乗じて
得た額とする。（略） 

１４ 略 
１５ 平成２１年１２月に支給する教育長の

期末手当の額は、第４条第２項の規定にか
かわらず、この規定中「給料月額」とある
のは、「給料月額に１００分の７４．１を乗
じて得た額」として適用する。 

１６ 教育長の給料額は、平成２２年１月１
日から平成２２年３月３１日までの間に限
り、第３条第１項の規定にかかわらず、同
項に定める額に１００分の７１．５を乗じ
て得た額とする。ただし、当該給料月額と
している期間内において離職する教育長の
当該離職日における給料月額及び期末手当
の額の算出の基礎となる給料月額は、同項
に掲げる額とする。 

   

○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。確認の意味も含めて質問させていただきます。 

 まず、職員に関する部分で結構ですけれども、11 月 24 日に全員協議会の議案説明の中で、

お手元にありますこの本議案とは別の資料で、人勧実施に伴う特例措置をするよということで

るる説明がありましたけれども、人事院勧告を実施すると、町単独で行っている給与の自主削

減幅が上回る、増額になると、こういう言い方をしていいかわかりませんけれども、上回りま

す。そういうことから、自主削減率の 1.5％を圧縮し、現給保証をするよと、こういう説明を

されましたけれども、この資料の３ページにありますように、一般職の給与を 21 年 12 月以降

ではこの特例措置をするということによって、自主削減率が 1.5％改善されたのだよと、こう

いうふうに理解してよろしいかどうか伺います。 
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○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 簡単にお答えしますと、考え方はそれでいいと思いますが、

基本的には削減額、端数の処理は別にして、基本的な削減額については基本的に同じだという

ふうに押さえていただきたいというふうに思います。 

 ただ、これだけの景気後退によりまして、人勧の勧告が全体的に下がったということになり

ますので、その部分を現給保証として調整してもらったと。あくまでも、職員の給与額が戻る

というのではなくて、額については従前のような考え方でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 私は勧告分実施しなさいとか云々ではなくて、そういうことを踏まえ

て特別措置をしたのだなということを確認し、町民も理解していただきたいと、こういうこと

で質問しています。ということは、先ほど町長の行政報告でも、非常に町内は厳しい状況に入

っていますので、その辺はやっぱり私も理解した中でしていかなければいけないだろうという

ことを、やっぱり町民に広くそういうことを理解してもらうという意味で私は質問しています

ので、改善されたのだよということでいいということですね。 

 それで、２問目ですけれども、そういう中で、そうすると 12 月一般職のボーナスが、これは

平均ですから１万 5,000 円ぐらい、それと給料の年収ベースが 40 歳代の主査で１万 8,000 円ぐ

らい改善されるよということですけども、これは、この額については従来のように年末に差額

として職員に支給されるのか、あるいは年の中で調整されているのか、その辺まずお聞きする

のと、それと差額支給があった場合、総額で幾らぐらいになって、財政改革プログラムの影響

額があるのか。そして、その分は一般会計もそうですけど、特別会計のほうもそれぞれ影響額

があるのかどうか。その辺をまず伺います。 

 それと、特別職の議案３－３。特別職の部分で、内容については一般職と準じていますから

理解していますけれども、ただ、条例改正の附則の 18 項が追加されております。その内容を具

体的に、この附則の解説をされて、どう変わったのかということをお聞きします。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） それでは私のほうから、一般職についてどの程度の差額が発生し

てくるのか。それと、プログラムに対しての影響の関係をお答えしたいと思います。 

 先ほど議員のほうからおっしゃったとおり、12 月のボーナスの中でこの差額分については調

整させていただくと、この考えでございまして、その平均額としては、さきに６月のボーナス

での影響もありましたので、それと合わせて１人平均４万 3,000 円程度差額として発生してく

ると。こんなふうに見てございます。 

 それと、これに見合いの予算としては、12 月の補正の中で若干手当てしないとならないもの

としても考えてございます。その額については 370 万円程度、年度末までの分として必要額と

して計上していきたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 



 11

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、私のほうから特別職の附則の関係ですが、特別職

のボーナスの削減については１年ごとやる形になっていますので、でありますので１月から３

月までと。こういう形で修正を加えていると、こういう話でございます。基本的な率につきま

しては前回の説明会でご説明したとおり、職に準じた形での率の改定を行っていると。したが

いまして、考え方は現給保証も行うという考え方で進めているところでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） １点漏れました。プログラムに対しての影響額の関係でございま

すが、年収ベースで職員１人当たり 1.5％戻すことによって、１万 8,000 円程度の差金と言い

ますか、発生しますので、これが年全体として今の概算の計算の中では 500 万円程度、影響額

として発生する部分もあろうかなと、こんなふうに考えてございます。 

〔「先ほどの特別会計の話も、全部で 370 万円と 

いうことでいいですか。会計全部で。」と呼ぶ 

者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 全部で 370 万円程度です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

議案第２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての討論に入り

ます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

議案第２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 
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議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

   

 


