
‐1‐ 
 

第７回総務文教常任委員会会議録 

令和元年 10 月 11 日（金） 

    開 会  午前 ９時 00 分 

    閉 会  午前 ９時 58 分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●消防署清里分署 

①令和元年 秋の火災予防運動について 

 

●総務課 

①令和元年人事院勧告の内容について 

②会計年度任用職員制度について 

③温泉施設使用料の見直しについて 

  

２．所管事務調査について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長    池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員    前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員    勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員    岡 本 英 明     

 

 

○欠席委員    なし 

 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

■消防署長       岡崎  亨    ■予防係長       山田  司 

■総務課長       藤代 弘輝    ■総務課主幹      樫村 亨子 

■管財Ｇ総括主査    北川  実    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから、第７回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長  

 まずは、消防署の方から１点上がっておりますので、説明をお願いします。署長。 

 

○消防分署長  

 消防署清里分署からの提出議題、令和元年度秋の火災予防運動につきまして、担当する山田係

長より説明させていただきます。 

 

○予防係長  

 令和元年秋の火災予防運動について、ご説明いたします。１ページ目をお開き願います。本年

度の秋の火災予防運動は、「１つずつ いいね！で確認 火の用心」を統一用語とし、10 月 15

日から 31 日までの 17 日間で実施いたします。住民への周知方法につきましては、広報 10 月

号、町ホームページ、お知らせメール、フェイスブック上で周知し、各公共施設、各事業所等に

清里分署で作成しました火災予防啓蒙ポスター及び消防団員募集ポスターを配布し、火災予防運

動の周知と火災予防意識の高揚を促してまいります。 

 火災予防運動期間中の実施行事といたしまして、（1）の火災予防車両パレードにつきまして

は、10 月 15 日に消防団員の協力のもと清里地区が午後１時から、札弦地区が午前 10 時から

緑地区が午前 10 時 40 分から、それぞれ実施いたします。（2）の火災予防事業所訪問につき

ましては、こちらも 10 月 15 日午後１時から、消防団員の協力のもと火災予防啓蒙ポスター等

を配布いたします。（3）の火災予防広報活動につきましては、10 月 16 日から 25 日までの午

後３時から午後５時までの間で消防職員で実施。10 月 26 日から 31 日までの午後７時から午

後８時までの間で消防団員で実施いたします。 

 火災予防啓蒙サイレン吹鳴につきましては、10 月 15 日から 19 日までと、10 月 27 日か

ら 31 日までの、合わせて 10 日間の日程で、午後７時から 30 秒から吹鳴いたします。防火査

察につきましては、火災予防運動期間中に（1）の一般住宅防火訪問ですが、札弦地区・緑地区

を対象として、火災予防啓蒙及び住宅用火災警報器の普及促進を図ってまいります。（2）の防火

対象物・危険物施設の立入検査につきましても、火災予防運動期間中に実施いたします。以上で

説明を終わります。 

 

○池下委員長  
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 今、担当より秋の火災予防運動について説明がありました。委員の皆さん何か御質問があれ

ば。よろしいですか。それでは、消防署全般を通して何か質問があれば、この場でお受けしたい

と思いますが。よろしいですか。それでは消防清里分署、これで終わりたいと思います。どうも

ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長  

 続いて、総務課３点ほど上がっておりますので、説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長  

 本日の総務課提出案件につきましては、①といたしまして８月に出されました、今年の人事院

勧告の内容。②といたしましては来年度から始まります会計年度任用職員制度の概要と、当町に

おけます方向性と、作業スケジュール。③につきましては、先の決算委員会の審査意見にもあり

ました、緑清荘の宿泊料の見直しとあわせて温泉利用料の検討について、提案させていただきま

す。以上、順次担当よりご説明いたします。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 それでは、私の方から令和元年度の人事院勧告につきまして御説明申し上げます。１ページを

ご覧ください。８月７日、人事院が令和元年度の勧告を行っております。勧告の概要につきまし

て御説明申し上げます。 

まず、月例給とボーナスについてでございますが、人事院の調査によりますと、今年度の官民

比較におきまして月例給で 387 円、ボーナスで 0.06 月分、民間が上回っていることから、格

差を埋めるため、６年連続となる引き上げ勧告が出されております。具体的な引き上げ内容とい

たしましては、①番の号給表の水準 0.1％、初任給を重点として、30 歳代半ばまでの引き上げ、

②番の勤勉手当 0.05 月分の引き上げとなってございます。引き上げの時期でございますが、月

例給につきましては、４月１日にさかのぼって適用。勤勉手当につきましては 12 月手当分にお

いて適用となっております。 

２つ目として、住居手当の見直しについてでございます。国におきましては、公務員宿舎のコ

スト比較の観点から見直しを行い、公務員宿舎使用料の引き上げを行ってきており、その使用料

上昇を考慮し、民間賃貸住宅入居職員との均衡を図るために、住居手当の支給対象となる家賃額

の下限を引き上げ、また民間の状況等を踏まえて手当額の上限を引き上げる内容となっておりま

す。具体的には家賃下限を４千円引き上げ、現行１万２千円から１万６千円となります。改定後

は、家賃における１万６千円を超える部分が、住居手当の支給対象となります。あわせて手当額

の上限を１千円引き上げ、現行２万７千円から２万８千円となります。なお、激変緩和のため手

当額が２千円を超える減額となる職員について、１年間の所要の経過措置を設けるものとなって

ございます。 

 実施の時期につきましては、周知期間も必要なことから、令和２年４月１日から施行となって

ございます。以上、今年度の人事院勧告の概要についてご説明いたしましたが、勧告内容の実施
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時期について御説明いたします。現時点において未定ではございますが、現在秋の臨時国会が開

催されており、給与法案もそこで審議される可能性がありますことから、本町におきましても、

国の動きに合わせて給与条例等の改正及び必要に応じまして、補正予算措置をさせていただきた

いというふうに考えてございます。以上で、令和元年度人事院勧告の説明を終わります。 

 

○池下委員長  

 ただいま、担当より令和元年度の人事院勧告の内容が月例給の引き上げ、それから住宅手当の

見直しということで説明がありました。委員に皆さん何か御質問があればお受けしたいと思いま

す。よろしいですか。それでは、②の会計年度任用職員制度について説明をします。担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 ２ページご覧ください。来年度から会計年度任用職員制度が始まりますけれども、この会計年

度任用職員制度における概要及び導入の経緯について、昨年６月に１度御説明している内容と重

複する部分もございますが、再度御説明させていただきます。まず、地方公務員における臨時非

常勤職員の現状と課題ですが、本町に限らずこれは全国的な課題として把握されているものを載

せてございます。 

 １つ目として、厳しい地方財政の状況が継続する中、多様化する行政需要に対応するため地方

公務員における臨時・非常勤職員数が増加している現状。平成 17 年度 45.6 万人でございまし

た。平成 28 年度には 64.3 万人と年々増加してございます。 

 ２つ目として、地方公共団体によっては法の趣旨に沿わない任用が行われており、職務上の課

題がございました。任用上の課題として、通常の事務職員も特別職として任用されているケース

や採用方法等が明確に定められていないために、一般職非常勤職員としての任用が進まない現

状、また処遇上の課題として、労働者性の高い非常勤職員に、期末手当の支給ができないという

自治法上の壁がございました。 

 そして３つ目として、民間企業における同一労働同一賃金に向けた検討、働き方改革実行計画

に基づく処遇改善がございます。以上のような現状と課題を受け、地方公務員法及び地方自治法

の一部改正が行われ、平成 29 年５月 17 日に交付されてございます。一定の準備期間を置きま

して、平成 32 年４月、令和２年４月から施行されるということになります。この改正におい

て、会計年度任用職員制度が創設されるものでございます。 

 １つ目として、地方公務員法の一部改正があります。従前の課題でありました適正な任用等の

確保を図るものです。（1）として特別職の任用及び臨時的任用の厳格化を図るため、１つに特別

職の範囲を、専門的な知識経験等に基づき、助言調査等を行うものに厳格化。２つ目に、臨時的

任用を常勤職員に欠員を生じた場合、と明確に限定することになり、次に（2）として一般職の

非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を図るため、一般職の非常勤職員である会計年度任用

職員に関する規定を新たに設け、その採用方法や任期等を明確化したものであります。 

２つ目として、地方自治法の一部改正があり、これは新たな会計年度任用職員について期末手

当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備するものとなっております。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。会計年度任用職員制度、以下、新制度と言います。

導入に向けた作業概要及び方向性、スケジュールを記載してございます。１の作業概要として大

きく３つございます。 
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１つ目は既存の臨時・非常勤職員の職務内容や給与体系などの実態の把握。 

２つ目は、会計年度任用職員における給与水準などの制度設計確定でございますが、これは現

在雇用している臨時・非常勤職員における水準、同一労働同一賃金の観点から検討する必要があ

ろうかなというものでございます。 

３つ目は、新制度導入に伴う条例の制定改廃でございます。会計年度任用職員の給与を勤務時

間等の条例の制定、分限や懲戒処分に関する条例など、法律の施行に伴う関係条例の整備、その

他関係規則等改正が必要となろうかなというところでございます。 

２の方向性でありますが、まず制度設計するに当たり、現行の雇用、勤務体系、賃金水準をベ

ースとするものでございます。 

 今回の新制度を導入するにあたり、従来雇用している職の整理、合理化、縮小等は行わずまた

賃金についても現行の水準を下回ることのない設定にするものでございます。もう１つは、法

令、国の指針、マニュアルの考え方に準拠した制度設計をするものでございます。常勤職員との

均等、均衡待遇不合理な格差を設けず、仕事に着目した職の見直しをするものでございます。職

務遂行に寄与する経験年数に応じて加算する号俸調整、また条例に基づき、給与等の支給をする

というもの、非正規雇用の処遇改善として、期末手当・退職手当の支給を可能にするものや、特

別休暇を認めるというような必要があるというふうに考えてございます。 

３のスケジュールについて、今後 10 月中に新制度に該当する職の整理・確定、新制度の整備

として任用勤務条件等の設計、11 月に新規制定条例の作成、既存例規の改廃作業、12 月の定

例会において提案していくというような流れになろうかなと思います。 

次のページをご覧ください。会計年度任用職員を含めた職の整理を図で表したものでございま

す。左側①一般職において縦の軸が勤務時間、業務の量を表し、横の軸が従事する業務の性質・

期間を表しており、それぞれの要件に応じて整理されております。この図でいきますと、左上が

常時勤務を要する職となりまして、任期の定めのない常勤職員、任期つき職員、再任用職員、臨

時的任用職員がこれに当たり、いわゆる常勤職員は、これらのみということでございまして、そ

の他は非常勤職員ということになります。非常勤職員におきましても勤務時間及び業務の量によ

ってフルタイム・パートタイムと分かれており、左下の短時間勤務の職として任期付短時間職

員、再任用短時間職員があります。これは相当の期間、任用される職員をつけるべき業務に従事

しているが常勤職員に比して勤務時間が短い職ということになろうかなと思います。そして非常

勤職員の右側が会計年度任用職員ということになりますが、あくまで会計年度の範囲内において

任用される職員をつけるべき業務に従事する職ということになります。会計年度任用職員におい

て、１週間の勤務時間が常勤職員と同様、つまりは、38 時間 45 分となるものをフルタイム会

計年度任用職員、それ以外をパートタイム会計年度任用職員というふうに整理されるものでござ

います。以上で、会計年度任用職員制度の説明について終わらせていただきます。 

 

○池下委員長  

 ただいま会計年度任用職員制度について、担当より説明がありましたけれども、何か御質問が

ありましたらお受けしたいと思いますが、古谷委員。 

 

 

○古谷委員  
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 まず現況の確認、今の臨時職員と非常勤職員の現況を確認させていただきたい。今回について

は法の改正にともなって新しい制度が出来て、今後どうやって運用していくかという形の中で、

特に同一労働同一賃金の観点やまた、処遇改善という形を前提として働き方の、働きやすい環境

といった身分確保、処遇改善含めた処遇的な対応を行っていくという国の方向の中で整理されて

いると思うんですけれども、令和元年度における清里町の臨時職員、特に処遇改善等の関係も含

めた部分でいくと、６ヶ月雇用、長期という形の中で既に半年過ぎて６ヶ月雇用をしていると思

うんですけれども、１回６ヶ月で、令和元年度でそのような形で実態的に現在何名の臨時職員が

いるのか、そのうち合わせて期末手当等を支給しているのは、そのうち何名なのか。まず、現状

の関係を御説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長  

 臨時職員の現状につきましては、職員数 64 名、うちフルタイム 26 名、パート 38 名となっ

ております。この中で期末手当が出ている方が 16 名、期末手当が出ております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 64 名でフルタイムで 26 名、その内の 16 名が期末手当の対象者。期末手当の対象と、非対

象の区分というのはどのレベルでされているのか。専門的な職種、具体的に言いますと、保育士

さんだとか栄養士さんだとか、そういった専門的職種に対してはフルタイムであった場合におい

ては、期末手当の対象としているのか、一般的な事務職については期末手当の対象にしていな

い。その区分については、どういったルールの中で執行されているのか御説明を願いたいと思い

ます。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 おっしゃられたとおり、保育士さんなどの専門職の方がほとんどですが、事務職の方でも月額

雇用している方に関しましては、期末手当を支給しております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 現況については理解させていただきました。そして今後制度設計をやるという形の中で、決算
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委員会の中で、昨年多額のお金をかけて中身の関係については、コンサルにかけながら法律の改

正に伴う制度設計をするための委託費用を組んでやってきたという経過の中において、当然この

示された資料の中では制度設計の話は今後詰めていくという話なんでしょうけど、現実的な話と

して新しい制度を適用しようとしている職種、今言った現況の部分の状況を踏まえた中、事務的

にはどのレベルのものを今後、今言ったような新しい制度の中にのせて行こうと考えているの

か。事務レベルの現段階の検討段階で結構ですが、その辺、明確に示していただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 改正作業は、今作業中のところでありますが、先にご説明しました通り、今まで臨時職員と言

われたものが全て会計年度任用職員というものに変わります。それにつきましては、今雇用して

いる方全員を対象として、会計年度職員への移行ということを考えております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 全職員を基本的にはするという方向で現時点で理解しておいて、その場合については、当然フ

ルタイムとパートというような先ほど担当主査から説明があった勤務時間の条件等々によって

振り分けをしながらやっていくと。当然そうなってくると手当処遇の関係でもその辺の振り分

け、制度上の運用として、条例整備の段階においてそういった形も整理されるというふうに理解

をしてよろしいのか。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 これからフルタイム・パートタイムの部分を整理していくわけでございますけども、国の策定

指針等に基づく必要もございます。基本的にフルタイム・パートタイム、職の業務の責任とか経

験とかそういったものを考慮しながらということ。そして常勤職員との均衡というようなことも

求められてございますので、基本的にフルタイムもパートタイムも期末手当が支給できるという

ようなことになってございますので、不合理な格差がないような制度設計になろうかなというふ

うに思います。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 
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○古谷委員  

 当然、同一労働同一賃金の観点から、臨時職員と正職員の間における給与水準の均衡、これ正

職員との間における均衡、それから新しい制度で採用していくことの均衡。両方の考え方がある

んですけども、前提としては正規職員との均衡をしないような形を前提として、今後の給与水

準、待遇については行っていくという理解でよろしいのか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 そのような考えでやっていく考えでございます。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

  

○古谷委員  

 非常に重要な部分なんで、かなり給与面、全体的の年収等の面では、大幅な改善、予算措置が

必要という前提に立って今回の制度設計を行っていくって形で理解をしてよろしいのか。表現的

な部分として、給与水準の制度設計の確定という形の中で、微妙な表現で現在雇用している臨時

職員非常職に対する水準の維持というふうに水準の維持を下回らないという前提にたった部分

と今言った職種給与水準の均衡という形というのは、その理解の仕方が若干微妙な形があります

んで、今までの課長や担当主査の説明を理解するとなると、かなりきちんとかさ上げをしてやっ

ていくよという形で理解をしてよろしいのかどうか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 総体的に均衡は図っていくという考えは、今言った通りなんですけど、その部分でその賃金水

準につきましては、まずは現行の水準を下回らない部分をベースとして今考えている最中であり

ます。 

 

○古谷委員  

 現行の水準ということと、今言ったような同一労働同一賃金の観点から類似する正職との給与

水準の均衡という観点については、それは二次的な話というふうに。あくまでも現在の給与水

準、臨時的な給与水準というものをベースにしていくという考え方、それはある意味では抑制を

していくという考え方にも繋がるんですけども、その辺の考え方の整理っていうのがちょっと矛

盾している説明になっているじゃないかと思うんですけど、もう１回確認をさせていただきたい

と思います。 
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○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 現在の部分でのお話になりますけど、ベースといたしましては現行の賃金水準ということで、

その中でできるだけ職員との格差を是正していくという、そういうことでご理解いただきたいと

思います。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 言っている意味はよくわかるんですけれども、きっと人件費の急激な高騰を短期間にもたらせ

ないためにそうせざるを得ない状況の中で、その財政的な話を前提としてされていると思うんで

す。ただやっぱり今回の趣旨というのは、国の方針っていうのは、同一労働同一賃金を目指して

きちんとした安定的な地域における雇用というものを、俗に言われる管制のワーキングプアみた

いなものを無くしていく形や例えば、今言われている保育士だとかある介護職だとかある一定の

職種について、若い人材の確保が非常に難しいだとか地域の人口減少を止める安定的な雇用の確

保という前提にたったうえで、制度設計をやっていくとそういった国の一定の方針ですとか町に

おける少子化対策、人口減少対策という考えたうえに、一定の急激に給与水準を上げるといのは

非常に難しいという実態を理解しつつも、ある一定のそういった配慮がなければこの制度を導入

していく意味がほとんどなくなっているのではないか。制度運用上はそういう形だけれども、実

質的には待遇改善そういったものがしっかりされない、将来にわたって安定的な雇用が確保され

ないということになれば、新年度の中で全部のみこんでいくというのは難しいという状況は、十

分理解したうえで、ある一定年度の中において、水準をきちんとステージアップしながら、ある

程度バランスをとっていくという手法論も行政的な執行としては必要ではないかという認識に

たつわけなんですけども、担当課長としてどのように取り組んでいかれるのか。非常に大変だと

思うんですけど 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 会計年度職員制度の国の導入の趣旨からいけば、古谷委員おっしゃられるように正職員との格

差をなくすというのは大前提となっています。それを現実的に各町村が実施した場合には、それ

は目標としております。目標としておりますが、現実的な部分ではまだ今作業の最中ですけど、

現行水準を下回らないというのをまずは条件として、またこの改正によって当然人件費とかは上

がりますけど、それによって今フルタイムで働いているものを、パートタイムに落とすとか、そ

ういう考えもなくその中でできる限りの現行水準を下回らないという基本設定をどこまででき

るかというところが、今作業している最中でございますので、そうご理解いただきたいと思いま
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す。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 最後にしたいんですけど、基本的に担当課長の言っていることはよくわかるんです。ただやっ

ぱり現行水準を下回らないっていうことをスタート台にしてきながら、そこに収めるというなら

ば、本来の趣旨と全く違うとこに行ってしまって結局処遇改善に繋がっていかない。制度として

は新しい制度を導入して条例化していくけども、逆に言えば待遇は同じだよと言っているのと等

しいわけで、それはやはりしっかりと 12 月に向けて作業をやって行くということですから、内

部的な検討を十分加えていただきたい。それとあわせて近隣町村では、すでにほぼ９月中の条例

提案で終わっているはずなんですよ。そして今後の臨時職員の募集ですとか正職の募集も人事管

理でやっていく方向で動いているので、近隣町村等の動き等も動向やその辺の処遇に対する具体

的な中身も並行して検討して今法律の趣旨、国の向かっている同一労働同一賃金や、ある一定の

そういった働き手の確保を地方における管制の労働プア、そういったものの状況を脱却しなが

ら、安定的な住民サービスの向上に繋げていくといった観点にたった取り組みをぜひ条例、今後

またさらに 12 月の条例提案の前に委員会があるという前提にたってやっていくことが必要な

のではないかと強く感じるところですので、その辺含めて事務的な検討をさらに理事者を含めて

加えていただきたい、このように思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 今、古谷委員おっしゃられた国の本来の目的の趣旨だというふうに理解しています。現実の部

分で、我が町の給与をどうするかというのは同じ話ですが検討中でございますので、今後もう少

し詰めた段階で近い段階で再提案をさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

他に、ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員  

 今回の任用制度の中で勤勉手当というのは、適用にはならない理解でよろしいんですか。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 国から示されております部分、手当の支給の部分でございますけれども、今回現時点におきま
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しては、勤勉手当は認められてはおりません。期末手当のみということで認められております。 

 

○前中委員  

 あともう１点、任用制度の労働契約というのは、常に１年契約ということで理解してよろしい

ですか。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 労働契約というような部分でございますけれども、民間労働法制の部分での労働契約とは若干

異なりまして、公務員の場合は任用、地方公務員法に基づく任用というような形でございます。

その中で今回この会計年度任用職員制度、新たに整理されたわけでございますけれども、その任

用されてから会計年度、要は年度末までの任用ということが、新年度におきましては新たな任用

というような形が職の部分で整理されてございます。 

 

○前中委員  

 会計年度末での任用期間というか、採用期間と理解したんですけれども、今回人勧勧告で出て

きた部分でベースアップの部分、住宅手当等々、本町も臨時議会 11 月等々上がるのかなと思う

んですけれども、それの関係ではこの案件は年度末手当がないですから、いいんですけど、同じ

ような絡みであるなら早い方が理解が早いのかなと思ったもんですから、タイムスケジュール的

にはかなり厳しいというのは理解できますけど、もう少し早目という方がいいのかなと思うんで

すけど、その辺どう捉えているか。これ 12 月の議会上程という形でスケジュールになっていま

すけれども、同時進行できれば良いのかなと思ったんですけれども。事務的に無理ということで

あればわかりますけれども。 

 

○池下委員長  

 担当。 

 

○総務Ｇ主査  

 今回常勤職員の人事院勧告につきましては 12 月のボーナスないしは、４月に遡っての部分

でございますので、今年度の給与の改善というところでございます。それを 12 月１日、ボーナ

スの基準日前に実施するというような臨時的な部分がございますけれども、この会計年度任用職

員制度につきましては来年度の４月ということでございます。また条例を早めに整備して、また

ご提案させていただきたいとは思いますけれども、現時点におきましては、諸々の時間がかかる

というようなことも考えてございますので 12 月の提案で予定してございます。 

 

○池下委員長  

 他に、ありませんか。よろしいですか。 
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○池下委員長  

 それでは③番、温泉施設使用料の見直しについて、担当より説明をお願いします。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査  

 それではご説明いたします。資料の５ページご覧ください。緑清荘宿泊料金の改定検討資料で

ございます。現在、来年４月に平成 18 年の料金改定以来の料金改定を行うことを目指しまして

新料金の検討を行っているところでございます。宿泊料金が発生する部屋といたしまして、表中

にございます２階宿泊研修室、現在のＢ館、営林所側の方のところの部分でございます。２階休

養室、現在のＣ館、もともとあった本館、のところでございます。現在の宿泊室となっておりま

すところが、現在のＡ館新しく増築した部分でございますが、こちらの方で中学生以上の大人、

小学生の小人ということの括りでございます。まず、大人料金の方で説明させていただきます。

２階宿泊研修室及び宿泊室、こちらにつきましては、現行より税抜きで 1,516 円のアップ、と

いたしまして、税抜き 5,343 円を、6,236 円といたしまして 10 円未満切り捨てのため、端数

整理をいたしまして、税込み 6,850 円としてございます。こちらに消費税加算後に入湯税の方

が 150 円加算されることとなりますので、総額７千円が利用者が支払う料金設定の上限となり

ます。２階休養室につきましては、税抜き 3,496 円を税抜きで 4,195 円にいたしまして税込

4,610 円にいたします。そちらに入湯税 150 円が加わりますので入湯税込みで 4,760 円に設

定を考えてございます。小学生の小人の料金でございますが、２階宿泊研修室及び宿泊室につき

ましては、税抜き 4,372 円、こちらを 5,163 円といたしまして、税込み 5,670 円、２階休養

室を税抜き 2,524 円から税抜き 3,121 円にいたしまして、税込 3,430 円となります。なお、

入湯税が大人料金の消費税加算後に加えるということになっておりますので、こちら小学生の方

には加わらないということになります。 

続きまして、下段の方でございます。会議室、研修室等の料金設定でございます。こちらの料

金につきましては、現状の運用といたしまして、会食を行う場合には無料ということになってご

ざいます。現在、状況といたしましては部屋のみで使用するということがほぼ無いということで

ございまして、実質的にはほとんど運用されていないところであります。料金につきましては、

表の通り現行の料金、近年の色々諸経費、物価上昇分を考えまして 300 円を加えてございます。

それで、利用する団体の大きさによりまして、料金をそれぞれ括りができてございます。こちら

の方は１回の交流研修室の料金、１回交流研修室といいますのは、いわゆる宴会場のことでござ

います。こちらの方で変動するということでございます。他の部屋の使用料金につきましては、

同額となってございます。以上が料金の設定となりますが、これらの料金につきまして、あくま

でも上限額といたしまして、運営者につきましてはこの料金の以内で運営していくものというこ

とでございます。 

 もう１点でございますが、表にはないんですが、温泉利用料につきまして、現在の検討状況に

つきまして口頭で説明させていただきます。現在、料金の検討を行っているところでございます

が、現行の料金につきましては、ご存じの通り高校生以上 390 円、老人・中学生・小学生こち

らが 210 円、未就学児は無料ということとなってございます。改定する料金につきましては、

検討の中で公衆浴場入浴料金の統制額、いわゆる公衆浴場の料金がありまして、こちらの方に合

わせる形といたしまして大人につきましては 450 円、老人、高校生、中学生、小学生、こちら

の方140円に変更することでどうかということで現在のところ検討を行っているところでござ
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います。なお、老人と障害者につきましては、福祉部局の無料入浴券の論議もございますので、

今後、金額等を詰めていきたいと考えてございます。料金の検討状況の説明につきましては以上

でございます。 

 

○池下委員長  

 ただいま、担当の方より温泉施設使用料の見直しについてということで説明ありましたけれど

も、何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。 

 

○池下委員長  

 前中委員。 

 

○前中委員  

 宿泊に関して宿泊税が北海道の方で検討されているっていう話あると思うんですけれども。そ

ういった段階がもし出てきた段階では、それにオンするという判断でよろしいですか。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 今のところまだ通知が来ていないので何といえませんが、その辺も加味しなければならないの

かなというふうには思います。 

 

○池下委員長  

 前中委員。 

 

○前中委員  

 あと、温泉料金、今度年齢の区分け、小・中でしたか。それはもう今までは 390 円、210 円

という括りを、今回は公衆浴場の料金で 450 円と 140 円でしたか。その２段階に分けて実施

するという方向に変更する。それに絡めた減免ではないですけど、福祉入湯という絡みで、高齢

者の入湯の部分をどうするんだという形でもっていくのかということで理解していいのかな。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 今回、提案させていた部分は現在の公衆浴場料金の方に金額を合わせていく中で 450 円と

140 円の形です。老人の方に関しまして今まで福祉入浴券もありますが、それ以外の部分に関

しましては 210 円をいただいていることになっておりますが、それを 140 円に変えて、同時

に福祉入浴券のあり方についても福祉の方とご相談させていただきたいと考えております。 
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○池下委員長  

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長  

 ただいま福祉入浴券の関係が御質問ございました。決算委員会の総括の段階でも村島議員から

御質問をいただいていた部分であります。今般、緑清荘、パパスランド、緑温泉、これらの入浴

料の改定が検討の段階にあるということで福祉サイドとしても、まだ協議は行っていないような

段階なんですけれども、考え方についてちょっと報告をさせていただきたいなと考えておりま

す。現在のところ、平成３年度から清里町福祉入浴交付要綱に基づきまして、老人 70 歳以上に

なりますが、年間 24 回の無料の部分、25 回を超えたら普通に 210 円の料金をお支払いにな

っていただく部分であります。それから身体障害者、こちらにつきましては身体障害者手帳の交

付を受けた方で１級から３級の方、これらの方につきまして制限なし、無制限に温泉を利用して

いただこうかということでこの制度を進めておりました。ただ、これらについて先ほど申しまし

た、答弁の中でお話しさせていただきましたが、高齢者につきましては対象が 1,230 人います。

これらの方が使っている実績が、枚数でいきますと 8,939 枚となっておりますので、現実的な

利用につきましては 30.28％、約３割の方しか使っていないような状況にあります。 

それから身体障害者につきましては、人数が１級の方が 46 名、２級 22 名、３級 48 名とな

っており、合計 116 名の方が対象となっておりますが、実際に入浴券の交付を受けている方が

19 名ということで率にしますと 16.4％の方しか使っていないような状況にあります。これら

を踏まえますと、現実的に平成 27 年度から各温泉施設に対しまして、２分の１の補助を行って

おりまして 3０年度でいきますと、おおよそ 116 万円位の補助を行っているわけなんですが、

これらを基に今までの中でもお話がありました地域交通、こちらの方が大切になってきている部

分ですよということも各委員からも御指摘をいただいているところでありますので、こちらの福

祉入浴券の方を廃止いたしまして、少しでもこの財源を使って地域交通の方に持っていきたいと

このように考えているわけであります。これら試案と言いますか、保健福祉部局での話でありま

して今後、これに向けた中でどういうふうに持っていったらいいのかというのも含めて考えたい

なというふうにも考えておりますが、今のところは福祉入浴券のこの制度につきましては長いこ

と行っておりましたが、廃止いたしまして、地域交通の方に振り分けるという形に持っていきた

いというふうに考えておりますので、色々御意見をいただきながら進めて参りたいなというふう

に考えております。 

また、中でも身体障害者といいましても、今色々言われているのは、身体障害の部分、精神の

部分ですとか難病者の部分ですとか、いろんな障害者枠があります。これらは障害者計画の中で

もそれぞれの区分については、うたわれておりますのでそれらの考え方も加味しながら、今後の

制度設計をしていかなければいけないのかなというふうにも考えておりますので、これら各議員

さんからも御意見をいただきながら、理事者と協議をいたしまして、来年度以降の施策に繋げて

いきたいと。このように考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

 今、保健福祉の方からの説明がありましたけれども、それを踏まえた上で、何か御質問があれ

ばお受けしたいと思います。 
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○池下委員長  

これは、来年春からということでよろしいですか。 

 

○総務課長  

 ４月１日を考えております。 

 

○池下委員長  

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 緑清荘の宿泊料の上限という形で、繁忙期や非繁忙期を分けながら、その辺をやっていこうと

いう議論がずっと続いていた中で、これが整理されるということについては良しとしたいと考え

ます。ただ、全体的に温泉の使用料だけじゃなく、近隣でいくと、すでに水道料金の値上げだと

かゴミの関係ですとか、ある一定期間を過ぎたものについて、現実的な課題とか次課題に応じた

見直しというものは、全てに必要な時期に来ているという形で。本来議論の中には、昨年、一昨

年ぐらいは、消費税を前提とした段階においてある程度一定的な見直しをやろうという議論があ

ったけど、結局なかなかそこではできないで、来年に向けた検討になっていると思いますから、

タブーとかそういう形ではなく、ある一定の時代の流れとか現状を踏まえたものと、住民福祉と

かサービスの観点とのバランスを取りつつ、使用料やその辺の見直しってものを、町民目線の中

で理解の得られる形の中で、乱暴な議論ではなく丁寧な議論をする中できちんと整理されていく

ということが必要じゃないかなというふうに思いますんで、その辺一方的な、それと議論とか協

議する前に、ある一定の期間が必要だというふうに思いますんで、受益者負担が伴うものですか

ら、普通でいくと最低限、条例施行から半年ですよね。普通的な使用料やそういったものが生じ

るものについては。ある一定の周知期間があったり協議する期間があって、そういった丁寧な議

論の上に立って、しっかり時代に合った見直しをやっていくという観点でやっていただいて。あ

る特定のものだけ期間が短くて、３ヶ月か４ヶ月しかないのに議論を短縮してやっていくとなる

と、住民の皆さんの理解が、良いことであってもなかなかしがたいというようなこともあります

ので、その辺については基本的なそういった使用料、受益者負担等が伴う分や何らかの従来あっ

た補助制度や支援制度が少し薄くなるとかなくなるという形であるならば、より慎重にその辺の

議論をしたうえで、住民理解を得ていくといった手法をとっていただきたい。今日お話あった分

だけではなくして町全般のいろんな仕組みの中で、それは周知徹底を総務課長が中心になると思

いますけども、した上でここ議会の議論に臨んでいただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

 課長。 

 

○総務課長  

 町におけます使用料、手数料に関する見直しの調査というのは、全課にあげて行なっておりま

す。その中でなかなか色んなものが一斉に上げるということは現実的にできないことで、それで

基本はやっぱり住民からいただく使用料に関しては住民の方の理解を得てからの改定というの
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が、それが原則となりますのでその期間がそれぞれが必要な期間が必要ですのでそれは順次行っ

ていきたいと考えていますし、この緑清荘の今回提案させていただきました使用料についても期

間は決して長くはなかったですけど、これ決算委員会の審査の意見もありまして、期間も必要で

すけどスピード感も必要というところも考えまして、今回提案させていただいて考えとしては来

年の４月１日の改正を目指しております。 

 

○池下委員長  

 他に、前中委員。 

 

○前中委員  

 あわせてその減免という部分、各施設その減免規定があると思うんですけども、そこにもしっ

かりと議論を深めていって欲しいかなと色んな部分で話あると思うので今、ここでどうとはなリ

ませんけど、横断的に。 

 

○池下委員長  

 他にありませんか。料金の改定というのはしょっちゅうではないですけども、たまにこういう

ふうにあるというのは、指定管理をされているところも大変なのかなというふうに思いますけれ

ども、やはりそこにあるのはサービス向上をまず目指していくということが大前提かなというふ

うに思いますんで、料金の改定ばかりじゃなくて、やはりそういった町民サービスそれから宿泊

者サービス、色んな面でやはり住民サービスを、やはり向上させていくということも、町から指

定管理者に直接言っていかなかったらだめな点が多々今までも聞きました。そういう点も改善し

ていけるように指導も徹底して行って欲しいなというふうに思います。 

 

○池下委員長  

 それでは総務課全般を通して、何か御質問があればお受けしたいと思いますが、よろしいです

か。それでは、総務課これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長  

 それでは大きな２番、所管事務調査について。事務局長。 

 

○議会事務局長  

 所管事務調査についてということで前からお話しておりました道内の所管事務調査の案がま

とまってまいりましたので皆様にお示ししてるところでございます。日程的には 11 月 20 日

から 22 日となっております。20 日については、女満別を 10 時 50 分の飛行機で旅立ちまし

て新千歳に行き、その後、貸し切りバスでむかわ町の方に移動する予定となっております。むか

わ町で２時から胆振東部地震の災害対応について視察をさせていただく予定となっております。  

20 日につきましては、札幌へ戻り宿泊しまして 21 日札幌から上砂川町の方に向かいます。

上砂川町で 10 時から高齢者対策等ケアサポーター制度について視察する予定です。その後、上

砂川町で昼食をとりまして札幌の方に戻りまして２時半から北海道防災航空室の方で、防災航空

室の業務内容等について視察させていただく予定となっております。22 日につきましては帰町
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のスケジュールの予定となっております。以上この案で宜しければ正式に視察の手続に入りたい

と思いますので、ご検討願います。 

 

○池下委員長  

ただいま局長の方に説明ありました通り、11 月 20 日・21 日で、日程的に２日間で３ヶ所

の視察予定となっております。当初 22 日、帰ってくる日、帰り際に寄ろうかという話をされて

いたんですがこの３ヶ所で終わって、次の日は帰ってくるということで進めたいと思いますが、

よろしいですか。何か質問があればお受けしたいと思いますがよろしいですか。それでは 11 月

20 日から 22 日までの日程で進めていきたいというふうに思います。局長よろしくお願いしま

す。 

 

○池下委員長  

 それでは大きな３番、次回委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長  

 次回委員会でございますが、11 月 15 日金曜日、９時からこの会場で行う予定でございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

 大きな４番、その他何かありましたら。局長。 

 

○議会事務局長  

来年度の予算編成が、11 月の下旬、12 月の上旬の締め切りでこれから行われるというよう

になるんですが、来年度の所管事務調査につきまして視察先等の大まかな概要を、予算編成のた

めに決めていくような形を取りたいと思いますので、総務文教常任委員会と産業福祉常任会の正

副委員長の方に御相談して大まかな視察先を決定していきたいと思いますので、後ほどご協議の

方をよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

来年度は道外研修になります。４泊５日の予定で進めていきたいというふうに思っております

が、時間がそんなに、あと２ヶ月足らずしかありませんので、早急に進めていきたいというふう

に思いますが、皆さんそういうスタイルでよろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは第７回総務文教常任委員会を閉じたいと思います。どうも御苦労さまでした。 

 

 （閉会  午前 ９時 58 分） 


