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委員会審査報告書
総務常任委員会に付託されました案件は、令和元年 12 月 6 日の委員会審査の結果、次
のとおり決定しましたので、会議規則第 77 条の規定により報告いたします。
記
１．案 件 名
議案第 50 号

西桂町職員給与条例の一部改正について

議案第 51 号

西桂町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正につ
いて

議案第 52 号

西桂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

議案第 54 号

西桂町地区集会場に係る指定管理者の指定について

議案第 56 号

令和元年度西桂町一般会計補正予算（第 4 号）

議案第 57 号

令和元年度西桂町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

議案第 58 号

令和元年度西桂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 59 号

令和元年度西桂町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

議案第 60 号

令和元年度西桂町介護予防支援事業特別会計補正予算（第 1 号）

２．審査結果
付託された、議案第 50 号から議案第 52 号の条例、議案第 54 号の議決案件、議案第 56
号から議案第 60 号までの 5 件の補正予算については、いずれも原案のとおり可決すべき
ものと決定いたしました。
３．決定理由
議案第 50 号

西桂町職員給与条例の一部改正について

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、条例改正については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
人事院勧告・山梨県人事委員会勧告に基づく国・県職員の給与改定に鑑み、所要の改
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正を行うものであります。
（主な委員質疑）
武藤議員

55 歳以上の職員の昇給について、勤務成績が特に良好でありとの条件があり

ますが、いつ誰が何の規定をもって決めるのですか。また、給与改定について若い人
の額を良くするとのことですが、若い人とはどの年齢層ですか。
総務課長

人事評価などを 1 年かけて実施しています。人事評価は総務課で所管してい

ますが、最終評価は町長が行ないます。若い人の年齢層と説明しましたが、給与の低
い職員とご理解いただければと思います。
武藤議員

グラフ化すれば年齢層ごとに給与額の変化が分かるので、そのくらいは把握

してもらいたいです。55 歳以上の昇給の条件である勤務成績について、毎年の人事評
価とは別に今までの業務成績が評価されるのではないですか。
総務課長

55 歳以上の職員も人事評価などで勤務成績を評価しますが、それまでの業績

も含めて判断します。
町長

人事評価などを厳密に実施することもですが、評価する側とされる側の両方が納

得した上で評価しなければなりません。自分の評価は高くなるので、客観的な判断基
準が必要となり、評価に主観が入らないように留意しています。
武藤議員

自分の評価は 2 割増しだそうです。人事評価をする人は部下に評価されなけ

ればなりません。町でもそのようなつもりで取り組んで下さい。
議案第 51 号

西桂町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正につ
いて

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、条例改正については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
人事院勧告・山梨県人事委員会勧告に基づく国・県職員の給与改定に鑑み、所要の改
正を行うものであります。
（主な委員質疑）
武藤議員

給与表に 1 級と 2 級がありますが、2 級は資格が必要な業務ですか。

総務課長

資格を持っている方もそうですし、むずかしい業務を行なう人は 2 級の給与

表を適用します。
武藤議員

資格を持っている方に 2 級の給与表を適用するのは分かりますが、むずかし

い業務とは何を指しますか。
総務課長

資格が必要なものや専門的な業務で、学校の先生や担任を持つ保育士などが

むずかしい業務となります。
町長

働き方改革関連法による地方公務員法の改正ですが、行政職員のみが適用されま

す。現在の給与をどこに位置づけるかは、人事評価などによって総合的に判断する必
要があります。
武藤議員

制度が変わりましたので、しっかりとした規定の適用をお願いします。
2

柏木議員

給食の調理員はどのようになりますか。長期休暇中は待機となっていますが

どのような扱いとなりますか。
教育長

来年度からはパートタイムの職員となります。現在は、長期休暇中に学童保育

のお手伝いをしてもらっていますが、兼業でバイトができるようにと考えています。
柏木議員
教育長

来年度からは給与面で厳しくなるということですか。
今までより少し良くなると想定しています。

柏木議員

大変な職業ですので、長く働いた方に退職金支給も考えていただけたらと思

います。
山崎議員

非正規職員の賞与支給についてさかんに議論されています。町としてどのよ

うな対応を考えていますか。
総務課長

フルタイム会計年度任用職員は正職員と同じように支給します。パートタイ

ム会計年度任用職員についても、現状より下がらないように支給します。
山崎議員

いつからとなりますか。

総務課長

来年の 4 月 1 日以降の給与からです。

議案第 52 号

西桂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、条例改正については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内
閣府令にともない、所要の改正を行うものであります。
（主な委員質疑）
武藤議員

条例で「支給認定」が「教育・保育給付認定」に、
「支給認定子ども」も「教

育・保育給付認定子ども」に変わりました。今までは保育だけでよかったものが、教
育もしなさいと制度が変わるということですか。
保育所長

無償化になったことで、今までは保護者が幼稚園などの施設に直接申請して

いましたが、今後は町を経由して各施設に提出します。
武藤議員

窓口が保育所などから町に変わったということですか。

保育所長

そのとおりです。

議案第 54 号

西桂町地区集会場に係る指定管理者の指定について

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、議決案件については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
各地区集会場の管理運営に関しまして前年に引き続き各区長を指定管理者として指定
を行い、管理運営の詳細について協定を結ぶものであります。
指定の期間については、区の役員の任期に合わせるものであり、地方自治法第 244 条
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の 2 第 6 項の規定により提案するものであります。
（主な委員質疑）
武藤議員

公民館の修繕は 100 万円以上の場合は町が負担します。新区長への周知をお

願いします。修繕費の基準をもう少しを低くしていただけると区も助かると思います。
総務課長

新区長予定者会議を開催しますので、その際に修繕の話をいたします。

議案第 56 号

令和元年度西桂町一般会計補正予算（第 4 号）

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、補正予算については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ 5,622 千円を追加し、予算の総額を 2,425,252 千円と
するものであります。
歳入においては、普通交付税の確定にともなう追加および実績見込による各種国県支
出金を充当したほか、補助対象事業費の大幅な減額にともない、道路橋りょう費国庫補
助金の防災・安全社会資本整備総合交付金を減額いたしました。
歳出においては、各費目における職員人件費を実績見込により増減したほか、総務費
においては役場駐車場用地の土地開発基金からの買戻し経費および防護柵設置費などを、
民生費においては過年度分の国県支出金返還金などを、消防費においては台風災害への
消防団員出動費や消防団設備整備費などを、教育費においては小中学校校舎および体育
館の補修費などを追加いたしました。また、衛生費においては実績見込に基づく各種健
康診査経費や人間ドック経費などを、商工費においては雨天中止といたしました三ツ峠
ふるさと夏祭り補助金を、土木費においては仮称宮作橋下部工工事費等の国庫補助事業
費などを、消防費においては富士五湖広域行政事務組合消防費負担金などをそれぞれ減
額いたしました。
（主な委員質疑）
岩田議員

宮作橋の予算が 7 割減額となっています。9 月の説明では左岸工事を実施す

ると説明がありました。予算が減額されてどの程度の工事になりますか。
建設水道課長

当初は両岸の橋台を実施する予定でしたが、予算が 7 割減額となるので、

左岸側の橋台 1 基の設置となります。
岩田議員

左岸工事は承知していましたが、減額のために左岸を実施するという話は無

かったと思います。
建設水道課長

そういう説明をしたつもりですが、補助金の申請額が内示額より減るこ

とはよくあることです。
岩田議員

左岸はしっかりやるということですか。

勝俣議員

来年度は橋が完成する予定で補助金申請をする予定ですか。

建設水道課長
勝俣議員

申請はできますが、工期的にはむずかしいと考えています。

工期的にというのは橋だけのことですか。進入路を含めてのことですか。

建設水道課長

工事が渇水期に限られます。11 月から 3 月となるので工期的にむずかし
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いです。
勝俣議員
町長

来年度に右岸の下部は間違いなくできますか。

国庫補助金が年度単位の申請となります。工期が長くなりますがご理解願えれば

と思います。
中村議員

防災リーダーは何人いて報酬額はいくらですか。

総務課長

6 名で報酬は年額 2 万 5 千円です。防災リーダーの人数を増やすことも考え

ています。
武藤議員

諸収入に全国町村会災害対策費用保険の増額があります。掛金と保険適用の

詳細はどうなっていますか。
総務課長

72 万 6 千円の掛金です。台風 15 号は 11 万 1 千円、台風 19 号は 100 万円の

保険がおりました。
岩田議員

社会福祉協議会事務所設置工事とありますが、事務所はどこに設置されてい

ますか。
福祉保健課長

社会福祉協議会から 30 万円の指定寄付をいただき、町で 8 坪の事務所を

設置しました。場所はいきいき健康福祉センター正面の左側です。
岩田議員

出生奨励祝金の見込みが、当初の 8 人から 17 人に増えています。大変ありが

たい話ですが、見込みが増えた理由は何ですか。
福祉保健課長

当初予算は 1 月時点で出生数を見込んでおり、現時点での出生数の見込

みにより増額しました。来年度からは過去の動向により計上していきます。
山崎議員

町の施策により子育て支援に対する効果が上がったとか、転入者が増えたと

いうような分析はありますか。
福祉保健課長

出生奨励祝金によって転入者が増えたとは考えていませんが、広く周知

をさせていただきます。
山崎議員

町内外に制度をアピールすることが大事だと思います。

瀧口議員

他の市町村では人口流出を防ぐために、県外通勤者に対して一定の条件で補

助金を出していますので町でも検討して下さい。
総務課長

当初予算編成で検討します。

瀧口議員

西桂町でも数十人いますので、前向きに検討をお願いします。

中村議員

農村公園のジャングルジムはどこにありますか。

建設水道課長
瀧口議員

分れ道がありますので、一番最初に見えるところです。

政府が介護予防や自立支援に成果を上げた自治体に、手厚く配布する交付金

を現在の 2 倍に拡充します。各自治体の競争のための交付金と言われています。しっ
かりとした計画でたくさんの予算をいただくようお願いします。
町長

介護予防や健康事業に取り組んで、なるべく多くの交付金をもらえるようにして

いきたいです。
武藤議員

土地を購入する場合に、土地開発基金で購入してから一般会計で買い戻しま

す。買い戻せば土地開発基金の金額は元の金額になりますが、何のための基金かと思
います。財政調整基金の使用目的も限定されていますので、現状に合わせた条例改正
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の考えはありますか。
企画財政課長

土地開発基金は、目的用途が定まっていないものを地権者から買うとき

のものです。用途が決まったときに一般会計から買い戻します。財政調整基金は条例
に規定がありますが、基本的に何にでも使えます。
武藤議員

財政調整基金なので、何にでも使えればありがたいと思います。土地開発基

金も、用途が定まってない土地を基金で購入し、目的が定まったときに一般会計で買
い戻します。基金は何のためにあるかということです。
山崎議員

農村公園の成り立ちがグリーンセンターを含めた農業関連の施設ということ

で造られたことは承知していますが、公園がほとんど利用されてないように見えます。
あのエリアはグリーンセンターの一部だと町民も思っています。農村公園の位置づけ
を変えることは考えていますか。
町長

補助金を活用して農村公園を造りました。制約がありますが変えていくことも検

討していきたいと思います。
山崎議員

いろいろな制約があると思いますが、フットサル場を含めてエリア開発の中

心地となりうるので検討をお願いします。
町長

積極的に検討してみます。

武藤議員

宮作橋の補助金が 7 割減額された理由は何ですか。

建設水道課長
山崎議員

県全体が減らされていますが、西桂町の減額率は低い方です。

健診を受診する人はいつも同じです。以前提案しましたが、病院で簡易健診

が実施できるような制度の進捗状況はどうなっていますか。
福祉保健課長

病院は医療行為を行なうので、病院で受診したから健診を行なったとい

うのは制度上むずかしいです。各戸訪問による健診も医師会との協議が必要です。医
療行為と健診では単価が異なりますので、すぐにできるものではありませんが検討い
たします。
山崎議員

高齢化が進む中で健康管理は大きな課題です。町内の高齢者がどの程度健康

管理をしているかの指標が大事だと思います。健康に無頓着な方の把握をして医療費
の抑制をすれば本人のためにもなると思います。
町長

今は血液検査でほとんどのガンが見つかるそうです。最新の血液検査を用いるこ

とも検討したいです。
武藤議員

65 才以上で健診に来ない人を訪問して血液検査をすればよいと思います。

山崎議員

中止となったふるさと夏まつりの費用の詳細を教えて下さい。また、特に飲

食を提供する出店者への対応は検証していますか。
産業振興課長

花火打上のキャンセル料が 102 万円。芸人へのキャンセル料が 12 万 5

千円。テントや舞台のリースなどで 76 万円。500 万円の予算で 200 万円ほど使用しま
した。保険は掛けておりませんので、出店者への補償はありません。中止の判断をす
るときに、出店者を含む全体で約 130 万円位が保険料として掛かるとの試算を出しま
した。来年度からは個々の出店者に保険の紹介をする予定です。
武藤議員

台風 19 号の総括があれば見せていただきたいです。
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総務課長

資料の提示をしたいと思います。

議案第 57 号

令和元年度西桂町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、補正予算については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ 4,296 千円を減額し、予算の総額を 370,118 千円とす
るものであります。
歳入においては、県支出金の保険給付費等交付金および繰越金を充当し、一般会計繰
入金は実績見込みにより減額いたしました。
歳出においては、総務費を減額し、年度中の増加見込みにより一般被保険者療養費の
追加、前年度実績額の確定にともなう県支出金の返還金を追加いたしました。
（主な委員質疑）
なし
議案第 58 号

令和元年度西桂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、補正予算については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ 2,065 千円を追加し、予算の総額を 88,387 千円とする
ものであります。
歳入においては、収納見込みによる後期高齢者医療保険料を減額し、一般会計繰入金
および繰越金を充当いたしました。
歳出においては、広域連合負担経費を実績見込みにより追加いたしました。
（主な委員質疑）
なし
議案第 59 号

令和元年度西桂町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、補正予算については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ 39,748 千円を追加し、予算の総額を 391,595 千円とす
るものであります。
歳入においては、国・県支出金、支払基金交付金、繰入金、繰越金を充当いたしまし
た。
歳出においては、総務費と地域支援事業費において高齢者福祉計画・介護保険事業計
画見直しのためのニーズ調査委託費予算の組替を行うとともに、利用者の増加等により
保険給付費を追加いたしました。
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（主な委員質疑）
山崎議員

介護保険のニーズ調査の内容は何ですか。

福祉保健課主幹

介護がどのように必要になるのか。町に今後どのようなものが必要な

のかという内容の調査を実施します。具体的な調査内容は現在検討しています。
山崎議員

調査内容の詳細は資料配布して下さい。介護サービス費が伸びていますが、

中期的な展望はありますか。
福祉保健課長

施設入所者が増えています。特に老人保健施設に入所される方が多くな

っています。介護認定者も上限額まで使う方が多くなっています。今後もショートス
テイや施設入所者が増えると見込んでいます。
瀧口議員

町内にショートステイはありますか。

福祉保健課長
瀧口議員

町内に 1 施設あります。

高齢者の人口の割には少ないようですが。

福祉保健課長

町内は 1 施設ですが、近隣市町村にもありますので、ショートステイが

足りないという状況ではないと考えています。
議案第 60 号

令和元年度西桂町介護予防支援事業特別会計補正予算（第 1 号）

（委員会審査結果）
本件は、妥当と認められ、補正予算については可決すべきものと決定しました。
（町長提案理由）
歳入歳出予算の総額にそれぞれ 146 千円を追加し、予算の総額を 719 千円とするもの
であります。
歳入においては、サービス収入、繰越金を充当いたしました。
歳出においては、介護予防サービス計画作成経費を追加いたしました。
（主な委員質疑）
武藤議員

介護保険特別会計の介護予防サービス計画経費が、介護予防支援事業特別会

計の介護予防サービス計画費収入となるのではないですか。
福祉保健課長

介護予防支援事業は要支援 1 及び 2 の方が対象です。介護保険は要介護

1～5 の方が対象です。
武藤議員

介護予防サービス計画費収入はどこからの収入ですか。

福祉保健課主幹

国民健康保険団体連合会からの収入です。1 件当たり約 4 千円です。

新規の方は 3 千円の合算があります。
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