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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年１１月１８日（月） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前  ９時３０分 
 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 
 ●総務課 
 ①人事院勧告に伴う関係条例等の改正について 
  ・清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 
  ・清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
  ・町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
 ②平成２２年度一般会計補正予算（第４号）の概要について 
２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    加 藤 健 次      委  員    勝 又 武 司 

委 員    田 中   誠 
 

 

○欠席委員    な  し 
 

 

○説明のため出席した者の職氏名 
■総務課長       古谷 一夫    ■総務Ｇ主幹      河合 雄司 
■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■総務Ｇ主査      泉井 健志 

 

 
○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長  宇 野   充 

    主  任  鈴 木 由美子 
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 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 おはようございます。第１２回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 

 

 
○委員長 
 最初に町からの協議・報告事項ということで総務課から大きく２点ございます。①について説

明お願いいたします。 
 
○総務課長 
 おはようございます。臨時会に先立ち総務課から２点、協議・ご報告を申し上げます。まず１

点目の人事院勧告に伴う関係条例等の改正についてでございますが、既に第１０回総務文教常任

委員会に人事院勧告の内容について、ご報告並びに説明申し上げていたところですが、今回の人

事院勧告におきましては、期末勤勉手当の関係の０．５ヶ月分の引き下げ並びに５５歳を超える

職員についての、俸給及び特別調整額の支給額を一定の定率で減額する形。また、中高齢層の俸

給表の引き下げ、こういったことが勧告されてございますので、それに伴いまして関連する３条

例について今般の議会に提案をさせて頂きたいと、かように考えてございます。職員給与に関す

る分と並行しながら町長等の給与に関する条例、また加えまして町議会議員の議員報酬及び費用

弁償の支給条例に関しまして今般提案させて頂きたいと、かように考えてございます。具体的内

容につきましては、審議資料に基づきまして担当の主査より説明を申し上げます。 
 
○総務Ｇ主査 
 それでは私の方から、今回の人事院勧告に伴います議会議員の議員報酬及び町長等の給与並び

に町職員給与等の改正条例につきましてご説明申し上げます。２ページをお開き下さい。まず清

里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の改正でございますが、上段、第１条関係の第５

条２号中、１００分の２２０を１００分の２００に改め、中段第２条関係の第５条２号中、６月

支給分１００分の１９５を１００分の１９０に、それと１２月支給分につきましても改正となり

ますが、申し訳ございません、アンダーラインが抜けております。１２月支給分については、１

００分の２００を１００分の２０５に改正いたします。なお、附則につきましては施行期日を平

成２２年１２月１日、第２条関係につきましては平成２３年４月１日施行となってございます。

これによりまして、支給月数が年間４．１５ヶ月から３．９５ヶ月となり０．２ヶ月分引き下げ

となります。続きまして清里町長等の給与条例の改正でございますが、３ページに記載のとおり、

期末手当の率、施行期日伴に只今ご説明いたしました議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

の改正と同等の改正になってございますので、説明につきましては省略させて頂きます。続きま

して町職員の給与条例の改正につきましてご説明を申し上げます。今回の人事院勧告に基づく給

与条例の概要につきましては、前回の委員会の中でご説明させて頂きましたとおり、５５歳を超

える職員の給与月額の減額、さらに４０歳以上の中高齢層の給与表の引下げ並びに期末勤勉手当

の０．２ヶ月分の引下げとなってございまして、それにつきましては国家公務員の給与の改正と

同様の改正となってございます。４ページをお開き下さい。まず第１条関係につきましては、期
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末手当第１７条３項中、１００分の１５０を１００分の１３５に改め、第３項中、１００分の８

５を１００分の８０に改めます。次に勤勉手当ですが５ページ、第１８条第２項第１号中、１０

０分の７０を１００分の６５に改め、同項第２号中、１００分の３５を１００分の３０に改めま

す。附則第８条につきましては全文改めまして、第８項の次に新たに２項加えてあります。第８

項は６級以上で５５歳に達した職員について第１号から第３号に規定する給料月額、期末手当並

びに勤勉手当に係る特別補正額の支給率を一定額、１．５％減額するものでございます。７ペー

ジの第９項につきましては、月の初日以外に特定職員となった場合の取扱い、第１０項につきま

しては勤務１時間当りの給与額の算出についての規定となっております。８ページをご覧下さい。

第２条関係でございますが、第１７条第２号中、６月支給の期末手当につきましては１００分の

１２５を１００分の１２２．５に、１２月支給の期末手当につきましては１００分の１３５を１

００分の１３７．７５に改め、再任用職員に係ります同条第３号中、１００分の１３５を１００

分の１２２．５に、１００分の１３５を１００分の１３７．５にそれぞれ改めます。勤勉手当に

つきましては、第１８条第２項第１号中、１００分の６５を１００分の６７．５に、同項第２号

中 １００分の３０を１００分の３２．５に改めます。改正条例第３条関係の附則、給料の切替

えに伴う経過措置につきましては、第７項第１号、給与本俸の引下げに伴う現給保障の減額改定

対象職員の手当支給に係る割合、１００分の９９．７６を１００分の９９．５９に改めます。１

０ページ、附則につきましては施行期日を規定しております。第１項第１条関係につきましては

平成２２年１２月１日から。第２条関係につきましては平成２３年４月１日になってございます。

第２項につきましては本俸給与引下げ改正に伴う調整について、減額対象職員に係る手当からの

減額支給方法、減額支給割合等につきましてそれぞれ規定をしております。以上で説明を終わり

ます。 
 
○委員長 
 只今、人事院勧告に伴う関係条例等の改正ということで、議会、町長、町職員の説明を受けま

した。委員の方で何かありましたら、お受けしたいと思います。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 参考までにこのパーセンテージで言って、５５歳以上の職員で金額に直して年間所得がどれだ

け下がるのか知りたいんですけれども。 
 
○総務課長 
 全体的な平均給与等から割り返しますと、年額で約１０万弱ぐらいが今回引下げになったとい

う状況になってございます。 
 
○委員長 
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 宜しいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他の方で何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無ければ①を終わらせて頂きます。②平成２２年度一般会計補正予算（第４号）の概要につい

てお願いいたします。 
 
○総務課長 
 先程の議案の１２ページ、１３ページをご覧頂きたいと思います。今般、臨時会に地域緊急経

済対策、健康づくりの予防事業に強化という形の中で、２事業に係る補正を提案させて頂きたい

とこのように思います。１点目は地域振興券交付事業であり、平成２０年度補正からこの事業を

行ってございますけれども、町内における緊急経済対策及び町民の皆さんの生活支援の観点にた

って、町内限定で使用出来る地域振興券を発行すべく補正予算を今般計上させて頂きたいと、か

ように考えてございます。また２点目は、第４次総合計画の重点プロジェクト事業でございます、

健康づくりの観点から、予防対策事業、予防接種の関係について新たに３事業を追加するととも

に、インフルエンザ関係の予防接種についても対象拡大を行うとともに、町の町費負担という形

の中で並行しながら進めて参りたいと、かように考えてございます。総体的な予算の補正の内容

については担当の総括主査よりご説明申し上げますが、個別的なこの事業については、この後の

産業福祉常任委員会のそれぞれ所管課より実施要綱等、具体的な内容について併せてご説明いた

しますので、宜しくお願いいたします。補正全体の概要については、財政担当の総括主査よりご

説明申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ総括主査 
 それでは平成２２年度の一般会計補正予算（第４号）についての説明をいたします。資料の１

２ページをご覧下さい。歳入及び歳出の款ごとの集計表を掲載してございます。最初に歳出より

ご説明いたします。総務費につきましては、本町の緊急経済対策及び町内の生活支援として、平

成２０年度から引き続き地域振興券交付事業を実施するものでございます。補正額は４,６７５万

円でございます。衛生費につきましては、各種予防接種事業といたしまして９２３万４千円を補

正するものでございます。詳細は後程ご説明いたします。歳出合計の現計予算額４４億１,５９８

万７千円に対しまして、補正額５,５９８万４千円を追加し補正後の予算額は４４億７,１９７万１

千円でございます。歳入につきましては、各種予防接種の財源といたしまして普通交付税９２３

万４千円を充当するとともに、地域振興券交付事業の財源といたしましてふるさと基金から基金

の繰入金として４,６７５万円を充当してございます。歳入合計の現計予算額は４４億１,５９８万

７千円に対しまして、補正額５５９８万４千円を追加し補正後予算額は４４億７,１９７万１千円

でございます。次の１３ページをご覧下さい。今回の補正事業の事業内容の概要を掲載してござ

います。なお、（ ）の数字につきましては、補正後の事業全体額でありまして説明は省略させ
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て頂きます。２款総務費・９項地域振興費・１目地域振興対策費・地域振興券交付事業につきま

しては、緊急経済対策及び町民の生活支援として期間を限定して使用出来る地域振興券を交付し、

町内の消費拡大及び地元商店街などの地域経済の活性化を図るものでございます。補正額は印刷

製本費など事務経費を含めまして４,６７５万でございます。財源は先程ご説明申し上げました。

なお、事業の所管は産業課でございます。４款衛生費・１項保健衛生費・２目予防費・各種予防

接種事業につきましては、新規事業といたしまして、子宮頸がん予防ワクチン接種事業、小児用

肺炎球菌ワクチン接種事業、ヒブワクチン接種事業、こちら３事業を全額町の負担として新たに

実施するのと伴いまして、新型インフルエンザ予防接種事業につきましては、当初予算におきま

して６５歳以上の方を対象として計上しておりましたが、対象者を拡大して実施するものでござ

います。子宮頸がんにつきましては、対象者が中学１年生から中学３年生の女子であり、事業費

は１８９万円でございます。小児用肺炎球菌につきましては、０歳から４歳の乳幼児が対象であ

り、事業費は２４０万５千円でございます。ヒブワクチンにつきましては、小児用肺炎球菌ワク

チンと同様に０歳から４歳の乳幼児が対象であり、事業費は１５５万４千円でございます。新型

インフルエンザにつきましては、１歳から高校生及び低所得者、それと６５歳以上の者、また６

０歳から６５歳未満の者であり日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者、日常の生活

がほとんど不可能な程度の障害を有する者が対象になってございます。事業費は委託料と扶助費

を合わせまして３３８万５千円でございます。補正額の合計は９２３万４千円であり、財源内訳

は一般財源あり、事業の所管は保健福祉課でございます。なお、予防接種事業につきましては国

におきまして緊急経済対策による支援措置が検討されてございます。財源振替が必要となった場

合は必要な措置を講じて参りたいと思います。以上が一般会計補正予算（第４号）の概要でござ

います。 
 
○委員長 
 只今、一般会計補正予算（第４号）の概要をお聞きしました。委員の中で何か質疑を受けたい

と思いますけども。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 
○総務課長 
 先程言いましたように、両事業につきましては後程産業福祉常任委員会で所管課から具体的な

内容等、補正予算の内容をご説明させて頂きたいと思います。その他２件、ご報告させて頂きた

いと思います。まず１点目は先の常任委員会で、ご理解頂きました札弦センターの実施設計の関

係につきましては、今月２６日に予定されております入札の中に発注をして参りたいと思ってお

ります。また遂次前回の常任委員会でご報告したとおり経過等について所管の委員会に報告させ

て頂くといった流れにさせて頂きたいのでご理解賜りたいと思います。２点目は国の緊急経済対

策関連の補正の部分でございますが、今、国の衆議院を通過しながら参議院の方で審議をされて

ございます。前々回の常任委員会でお話したとおり、国費ベースで５兆１千億円、事業費ベース

で２１兆１千億円。特に当町に関連する部分につきましては、社会資本の整備の関係、それから

債務負担を伴う公共事業のやり直し、こういった流れや地域活性化関係の交付金、こういったも

のが今、予算案の中では計上されてございます。参議院での議決、そういったものがどのように
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なされるか、そういった中において予算につきましては衆議院優先主義という形になってござい

ますので、今後の経過の中において緊急性のあるものについては１２月定例会での補正、または

制度的に固まらないものについては年を越えてからの補正提案という中で、前々回ご報告させて

頂きました対応に基づきながら、それぞれの補正に対する対応を町としては図って行きたいと、

このように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 
 
○委員長 
 今の中で、札弦支所の関係で入札を実施しますという部分については、どこまでの部分の話で

しょうか。 
 
○総務課長 
 基本設計を含めた実施設計を発注して行きたいと、このように考えてございます。 
 
○委員長 
 委員の方で何かありますか。 
 
○藤田委員 
 ５回ぐらい札弦の関係で委員会で色々と論議して、この間札弦の自治会長や陳情団が入って、

会が開かせて頂いた訳なんですが、それでは前向きに札弦の要望に基づいて動いて行こうという

ことになったんですけど、今の総務課長の話では基本計画ということは、ある程度図面だとか、

そういう大枠について委員会にかけてから発注するものだと思っていたのだけれども。その辺ど

ういう考えなのか。委員会にかけてから基本設計ってことになるのだと思っていたものだから。 
 
○総務課長 
 今申し上げたとおり、基本設計を含めた実施設計を発注させて頂き、その経過の中において平

面図ですとか、更には全体的な消防の関係についてもご意見を賜ってございますので、敷地内の

配置といったものを順次ご報告、協議申し上げて行く、そういった流れで進めさせて頂きたいと、

かように考えてございます。 
 
○加藤委員 
 藤田委員も言われたけれども、発注してから委員会に提示するのか。発注する前にその内容に

ついて委員会に提示をして、こういう形で発注して行きますよということではないのか。その辺

の取り扱いについては、正副議長と正副委員長にお任せをしたのですけれども、その辺の進め方、

言葉で言っていることと、説明している内容が微妙に食い違っているような気がするので、その

辺について、整理を正副委員長でしておいてください。 
 
○委員長 
 今まで言うように、議会と良く相談してという部分の中は理解をする。ただ、実施設計がもう

動いてしまっていて、今度相談されてもこの部分についてはもう出来ないという話なら相談では

ない。だから良く相談してくださいということで、今までの実施設計を入札という部分で相談を

するのは十分に理解をし合った中での相談ということでいいんですよね。 
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○総務課長 
 当然私共の方では、基本構想、基本計画の中で基本の方向性についてお示しした中、前回の委

員会において、そのものについてはご理解を頂いた。そういった中で今年度の３月の予算執行の

前提に立って、遂次必要な時点について所管の委員会にしっかりと報告させて頂く、そういった

ご理解を賜りたいと思っております。 
 
○加藤委員 
 その辺ちょっと任すと言うことですから、２６日に入札するということですので、今日の委員

会は午前中で時間は十分あると思うので、その辺１週間後のやつはもう出来上がっているはずな

ので、その辺含めて今日その内容を説明してもらうとか何なりしてもらっては。全く無くてそれ

をやるなんてことはちょっと。正副委員長にお任せしますが。 
 
○副委員長 
 任されてもどうかって思うんだけど、問題はやっぱり出来上がってみてから、例えば町民会館

の厨房が狭くてお手伝いの人が困るとか、床を地元の材を使ったのは良いが、あまりに立派すぎ

て土足で入れるような状況じゃないとか、もう少し考えたら良いのではないのかとかっていうも

のが出て来ているんですよね。やっぱりこれから緑清荘も竣工式をやってオープンされると思う

んですけれども、浴槽などもどのように改装されているのか。私もあちこち風呂に行って、特に

気泡湯の圧力が弱いとか、そんな色々な話を聞いているんです。それだけその辺のことは皆さん

関心を持っているんです。だから、出来たらその実施設計の発注前に皆さんの意見、あるいは地

元の意見を聞いた上で、多少いじる所はいじって発注するという方がベターではないのかと思い

ます。だから、その辺任されても、そちらの提出される物を了承するということには場合によっ

てはならないと思うんです。そのことを委員の皆さんも含めて任せてもらうということでどうで

しょう。課長そういうことでいいですか。 
 
○総務課長 
 今回の発注につきましては、実施設計の前段の基本設計を含めた部分でございますので、当然

それぞれ基本設計の部分ではある一定の平面的な部分、私どもの方では基本構想について基本計

画の段階である一定のこういった機能を持つとか、こういった部屋を置きたいということを含め

て、さらに加えまして、地域要望というものを集約してございますので、そういったものを反映

して基本設計の前段で行った上において、それを委員会に示した中において当然最終的な実施設

計の作業に入って行く、二段構えになってございますので、そういったことについてもご理解を

賜りたいと思います。そういった中において、当然ご協議頂いた関係、さらには地域の関係につ

いては基本設計から実施設計に移る段階で十分反映をして行く、こういった立場に立ってござい

ます。その辺についてご理解賜りたいと思います。 
 
○副委員長 
 委員の皆さん、町民の代表者として非常に関心を持っているところなので、そういうことも含

めて委員長、副委員長に任せてもらうということで。 
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○委員長 
 実際に実施設計をしてしまう中では、確認をして行かなければ困る部分もあるので、前回どお

り提案ではありますけれども、委員長、副委員長それからまた議長、副議長を入れて、実施設計

の計画を見せて頂けるのなら確認をして、そして皆さんに審議して頂くかどうか。そこら辺も含

めて相談をさせて頂ければありがたいと思いますけれども。どうでしょうか。 
（「任せる」との声あり） 

○委員長 
 はい。後はいいですか。 
 
○藤田委員 
 もう１点、今日、商工会が来ているんで、総務課長から国の予算の話がありましたけれども、

清里町が５兆１千億の中のどれくらいの予算を要求してお願いしているのか。その辺を聞かせて

頂きたい。 
 
○総務課長 
 全体的な部分についてはまだ個別的な数字というのは割付等が出ておりません。ただ、今の私

どもの町においては、今年度予算の残額も一部あると聞いてございますので、当面する部分、補

正と今年度の予算残額執行と合わせた部分で、特に来年度は統一地方選挙で事業発注が遅くなる

ということもございまして、公営住宅関係、こういったものについては、今年度の予算残額もし

くは補正予算の中で動けるものについては繰越しという形の中で進めさせて頂きたいということ

で、事務的な調整を行ってございます。あとは公共事業の残で行きますと、道路関係の事業につ

いて４線等の交付金事業ですとか、そういったものが進んでございますので、それについて、あ

る程度の事業費の上乗せ、そして冬の間に設計を終わらし、雪が溶けたらそういったものが進め

て行けるような経済対策、こういったものについても配慮して参りたい、かように考えてござい

ます。さらに併せまして、既に国営の事業については先にご報告しているとおり、ウエンベツの

関係については４億の予備費を持って、これは設計が行われている訳でございますし、当然年度

内の発注が行われるのではないかと、こういった動きを眺めて行きたい。さらに道営事業につい

ても今年度当初事業量の部分で、かなり農業農村整備事業のカットがありまして、それについて

一部復元して来るという話もございますので、そういったものについての受け皿を使いながら、

これについても冬季工事は非常に難しい部分がございますが、道に対して速やかに行って行くよ

うな方向で進めて参りたいと、このように考えてございます。その他、現在大きなもので２点ご

ざいまして、地域活性化の交付金の関係について、国の枠で３千億という枠の中で、これを当町

に逆算するとどのくらいになるのか、まだ正式に示されてございませんが、こういったものは冬

期間における、特に当町においては、それぞれ各事業所で働いている方には仕事が無くなって、

失業対策等、そういったものも行われている状況もございますので、そういった中で冬場でも出

来る公共施設等の補修的な関係の中で、雇用の下支えが出来ないか、こういったことも当然考え

て行きたい、このように考えてございます。併せて、交付税の関係についても今回上乗せでとい

う政府案になってございますので、そういったものについては一般財源となって参りますので、

そういったものについて、今般、地域振興券等を発行して参る訳でございますが、全体的な制度

仕組みがまだ明らかになってございませんので、その辺を踏まえながら、具体的な地域雇用や繋

ぎ事業が地域の中において展開出来るような方向性に持って行きたい、かように考えてございま
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す。また併せて、前段の補正の中でご説明申しました医療関係の部分につきましても、国の方の

現在の案としては、都道府県に対して基金として拠出し、それを都道府県から各実施する町村に

対して補助を出して行くといった仕組み等を制度的には検討されて行くと聞いていますので、そ

ういった受け皿としても、その体制の整備を当町としては図って行く。全般としては今回の関係

は緊急経済対策という意味あいと、地域雇用の確保、それから今までなかなか財源的に手当出来

なかったところにも光を当てて行くという方向でございますので、そういったきめ細かな部分を

含めながら、全体的な準備対応を図った上で、緊急性のあるものについては１２月定例会、また

は年を越えてから、それぞれの段階において、今申し上げたものについては、中身が詰まった段

階で補正措置をお願いして行く、こういった形で進めさせて頂きたい、かように考えているとこ

ろでございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○委員長 
 よろしければ、他にございませんでしょうか。 
 無ければ、総務課終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
 
○委員長 
 ２番目です。次回の委員会。 
 
○議会事務局長 
 次回は１２月１０日でございます。 
 
○委員長 
 ３番、その他。委員の方で何か無いでしょうか。 
 
○委員長 
 それでは事務局。 
 
○議会事務局長 
 ございません。 
 

 
 ●閉会の宣告 
 

○委員長 
 それでは第１２回総務文教常任委員会を終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 
 

（閉会 午前 ９時３０分） 

 


