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宗像地区事務組合第 1 回議会臨時会会議録
日時：平成 21 年 5 月 29 日（金）13：30～14：45
場所：多礼浄水場
阿部議長

阿部議長

皆さん、こんにちは。

それでは、定刻になりましたので、ただ今から、平成 21 年第 1 回宗像地区事務組合議会

臨時会を開会いたします。

ただいまの出席は全員で定足数に達しております。よって、平成 21 年第 1 回宗像地区事

務組合議会臨時会は成立いたしましたので、ここに開会をいたします。

ただちに本日の会議を開きます。

地方自治法第 121 条の規定により、説明の為出席を求めたものは、組合長及び副組合長、

事務局長、消防長以下、関係職員であります。

ここで、吉武会計管理者から他の公務により、欠席の連絡をうけております。

本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりであります。

これより日程に入ります。

日程第 1 「会議録署名議員の指名」を行います。

13 番 村上議員、14 番 三浦議員を会議録署名議員として指名をいたします。

日程第 2 会期の決定について、を議題といたします。

お諮りいたします。

会期は、お手元に配布をしている日程で、本日一日限りといたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

(異議なしの声)

異議なしと認め、よって、会期は本日 1 日限りと決定いたしました。

日程第 3 諸報告に入ります。

谷井組合長お願いいたします。
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谷井組合長

阿部議長

森事務局長

本日は、宗像地区事務組合議会臨時会を開催いたしましたところ、議員の皆様方におか

れましては、６月議会を控え、お忙しい中ご出席をいただき、誠にありがとうございます。

私の方から、本日の議案を簡単に、ご説明申し上げます。

第８号議案として、「専決処分の承認」をお願いしております。

職員の勤務時間の改正により、関係条例等の一部改正を平成 21年 4月 1日で専決処分

したため、これを報告し、承認を求めるものです。

第９号議案といたしまして、「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例」ですが、期末、勤勉手当の支給率を合計で0.2月、暫定的に引き下げた

内容になっております。

以上、本日、２議案を提案させていただいております。

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

また、引き続き、消防広域化及び水道事業広域化の説明を予定しておりますが、２つの事

業の広域化についても現在、関係部署と協議を重ねているところでございます。

進捗状況等を含めてご説明いたしますのでよろしくお願いを申し上げます。

以上です。

以上で組合長の挨拶並びに報告を終わります。

日程第 4 第 8 号議案 「専決処分の承認について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

第 8 号議案「専決処分の承認について」（宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例）

宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て、平成 21年 3月 31日付けで専決処分したので報告し、承認を求める。平成 21年 5月 29

日提出。 提案理由です。

人事院による平成 20 年の給与改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する
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森事務局長 勧告により、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）、一般職の職員の

勤務時間、休暇等に関する法律（平成 6 年法律第 33 号）などの一部が改正されたことに伴

い、本組合の職員の勤務時間、休暇等について関係条例の一部を改正する必要が生じた

が、組合議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的

余裕がなかったことから、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 179 条第 1項の規定によ

り専決処分したので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求めるものです。次の

ページです。

専決第一号 専決処分書 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条の規定により、

下記事項を専決処分する。 平成 21 年 3 月 31 日

宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

人事院による平成 20 年の給与改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧

告により、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25 年法律第 33 号）一般職の職員の勤

務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第 33 号）などの一部が改正された事に伴い、

本組合の職員の勤務時間、休暇等について関係条例の一部を改正する必要が生じたた

め、平成 21 年 3 月 31 日付けで、宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例を制定した。 次のページをお願いします。

宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例ということ

で、第 1条に宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する。

これにつきましては新旧対照表に掲げております。 昇給について懲戒処分等も反映を明

確化しております。

第2条 宗像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第3条 宗像地区事

務組合職員の育児休業等に関する条例、第 4 条 宗像地区事務組合職員の修学部分休業

に関する条例、第 5 条 宗像地区事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例この部分

につきましては、主に 1 日の勤務時間を 8 時間から 7 時間 45 分に 15 分短縮したために一

部改正するものです。

附則につきましては、平成 21 年 4月 1日から施行する。



4/14

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

2 につきましては、育児休業等関する条例の一部を改正する経過措置を明記しております。

以上で提案説明を終わります。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。 討論ございますか。

（異議なしの声）

討論もないようです。 討論を終結いたします。

これより第 8号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり、承認することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙手）

賛成多数であります。

よって、第 8号議案は、原案のとおり、承認されました。

日程第 5 第 9 号議案 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

第 9 号議案 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
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森事務局長 条例について」 上記の条例案を次のとおり提出する。 平成 21 年 5 月 29 日

提案理由 平成 21 年 5 月 1 日になされた臨時の人事院勧告に伴い、平成 21 年 6 月に

支給する本組合の職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を暫定的に引き下げるため、

宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものです。

これにつきましては附則に第９条を加える内容のものです。

わかりにくいと思いますので資料を付けております。宗像地区事務組合一般職の職員の

給与に関する条例（抜粋）をご覧下さい。下線を引いていますけども 22 条の第 2 項のところ

の一番上の行ですが、6 月に支給する場合においては 100 分の 140、これが 100 分の 125

にかわります。

それから表の 3 行上に 100 分の 120 と書いてあります。それは特定幹部職員の 6 月に支

給する場合を明記していますが、これは 100分の 120 を 100分の 110に変るということです。

それから 3項です、再任用職員につきまして明記していますが、100 分の 140 が 100 分の

125、100 分の 75 とあるのを 100 分 70 に改正になります。

それから次のページ 23条第 2項第 1号の部分ですが、これにつきましては、再任用職員

以外の職員の勤勉手当の分で 100分の 75 を 100分の 70に、特定幹部につきましては 100

分の 95 を 100分の 85に改正するものです。それから再任用の職員分で100分の 35 を 100

分の 30 に改正することです。

それから一番わかりにくいところではなかろうかと思いますが、附則の第 8 条の変更があり

ます。一番下の方に下線を引いていますが、これがどう言う事かといいますと、特定幹部職

員、組合で言いますと消防長に当たるのですが、こちらの分につきましては当分の間一般職

と同等の率で運用しますということが明記されているのですが、わかりにくい表記になってい

ます。一番最後の行で第 23 条第 2 項第一号中の 72.5 とあるところを 75 それから 100 分の

92.5 とあるのを 100 分の 95、それを最終的に 72.5 とかいてありますけれども 70にしますとい

うことです。

そういう改正になっています。一つは影響額についてなのですが、組合の職員これは改定

をした場合につきまして 6月の賞与について影響額としましては、期末手当が 0.15 月、勤勉
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森事務局長

阿部議長

迫議員

手当が 0.05 月合わせまして 0.2 月暫定的に引き下げられます。

これで約 1,040 万、職員一人当たりにしますと 7 万 1千円強になります。

それから冒頭議会が始まる前にお話しましたが今回の人勧につきましては、昨日参議院の

総務委員会をとおって、本日午後1時からの参議院の本会議でとおる見込みという情報を得

ています。

それから特定幹部の表記なのですが人事院勧告、国のほうなのですけども名称が特定管

理職員に変っているのですけれども、これは国の指定職員の取扱いが変りまして替えている

のですが、組合としては特に幹部職員を管理職員に変える必要がないと判断しましたので人

事院勧告で国の方はかえておりますけれども組合の方につきましては特定幹部職員のまま

いくということで今回の改正にいたっております。以上です。

これより質疑に入ります。 質疑ございますか。

11 番 迫議員

昨日も福津市議会にこの議案が上程されていまして議論したわけですが、人事院勧告制

度そのものが、旧来の制度そのものから制度疲労をきたしているのではないか。

なぜかといいますと 30 年代 40 年代からずっと民間の方が高かったです。それで民間との

格差を是正する為に人事院勧告制度が出来たという生い立ちがあるわけです。

そのときはすべてプラスで勧告をされている。今はそれこそ働く皆さんの条件を引き下げる

為の役割しか果たしていない。条件を切り下げる為の今人事院勧告制度になっている。

いわんや人事院勧告の地方公務員に与える法的規準は何もないわけです。

罰則規定もない、まだ国会もとおっていない。ある議会では、専決で人の生活にかかわるお

まんまを食べるそういったものに対しても専決であげている。と言う事に対しては如何なもの

かなと思うわけですが、今日本を取り巻く経済状況はご案内のとおりアメリカのリーマンからサ

ブプライム、今先進国の中では一番被害を受けて青息吐息の経済状況ですよね。

加えて一方では定額給付金で 1 万 2 千円、2 万円でどんどん使いなさいという政府の方
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迫議員 針、片方では一般職の方で平均して 7 万円以上の一時金をカットする。何のための景気刺

激策かなんにもなってないですね。政策そのものが相反する全く整合性がない状況を呈して

いるわけです。

ですからこれをそのまま見逃すと地域経済に与える影響は大なるものがあると思います。

600 万からおる公務員の皆さんがそういうふうにカットされると財布の紐が締まります。地域の

消費も停滞するし、個人消費マインドもどんどん下がっていく、経済がどんどん奈落の底に落

ちていくというのが今の状況です。

それに追い討ちをかけるようなこういう政策については、私は如何なものかというふうに思

います。本来の人事院勧告をやはり適正に評価していただかないとまだ該当する基礎企業

そのものがまだ一時金の要求すらまだ上がっていないわけです。

人事院の上場企業は年間契約でやっていますから、一時金と言われるところはほぼ決ま

っております。しかし適応される企業の対象企業は中小企業です。

地域経済でここに宗像事務組合に該当する地域企業がどのくらいあるか、それを参考にし

て本来、論ずるべきであって、国家公務員に準じて、国家公務員にこれは適用するわけです

から本来地方公務員には適用しないのです。

これは法的根拠もなければそれをしなければ罰則しますよと、今までは地方交付税等々で

意地悪をしてきました。

それをしなかったら地方交付税カットしますよと、そのようなことを国はやってきました。この

地方分権のなかで地方と中央は対等じゃないですか、だから私はまかりならんということで蹴

ってもなんにもおかしくない状況にあると思うわけで、そこらへんはどうですかね。

人事院勧告制度そのもが、しないと宗像地区事務組合として困るのですか。

何も困らないじゃないですか。困らないし、それをしないことによって、一般職の方々がどれ

だけ、世間様の3倍も 4倍も給料もらっているなら別ですよ。国会議員の 300万が 60万減っ

て苦しい、苦しいと言っている人もいます。 しかし苦しいようが違うじゃないですか。300 万も

らう人と３５万もらう人の 0.2 パーセントカットの苦しみようがちがいますよ。それが日本経済し

いては地域経済に対する物凄い波及効果が出て来るわけです。マイナスの。
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迫議員

阿部議長

森事務局長

ですから私はこれはやめていただきたいというふうに思うわけですが、人勧の制度そのもの

の運用について法的根拠も罰則規定もなにもないのですから何故しないといけないのかそ

れを是非お答えいただきたい。

事務局長

迫議員の言われました経済のお話ですが、確かに公務員の賞与等引き下げと言う事にな

りますと、宗像地区だけでなく全国的に言いますとかなり消費に影響すると言う事も十分に考

えられますけども、今回人事院の勧告が臨時的に行われたことにつきましては、昨年来の諸

問題で経済状況がかなり低迷した。先ほど言われましたとおりなのですけどもそういうことで

約4分の1、2700社を人事院が調査した結果、民間と公務員の給与の差、賞与の差がかなり

乖離している。今回それを全部調査を終えてやるには時間的余裕がありませんので 4 分の 1

の 2700 社ですけれどもかなり差があるということを踏まえて、国の方で暫定的に凍結という表

現を使っています。これは本則そのものを変えるのではなくて今回あくまでも暫定措置でして

います。すべての事業所を調査したわけではないので 12 月の賞与も含めたところで判断を

するということになろうかと思うのですけども、12 月にいっきに下げるということになると、サラリ

ーマンと言いますか公務員の方もかなり影響を受けます。

そういうことで暫定的に 6 月の賞与で引き下げるということで今回踏み切ったわけです。

それからもう一点につきまして人事院、法的拘束力等々の話になりますが、まさに言われると

おり本来であれば自治体で人事院を持って、自分のところで市場調査をして地元の産業、企

業との差を考慮に入れて給与の決定をすることになっています。ただし、ずっと言われている

のが、給与の均衡、他の自治体との給与の格差をあまりおかない、もたないと言う事になって

おりますので、他市との他団体との格差を考慮にいれて今回の人事院勧告、過去の人事院

勧告を受けて尊重して給与の改定を行う。それと先ほど言われました人事院勧告については

本来プラスの方が多かったといわれております。

18 年給与の構造改革、－4.7 パーセントという構造改革がありましたけれども、その前後か
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森事務局長

阿部議長

迫議員

ら以前は一方的に上げる方の勧告が多かったですが、それ以降給与・賞与問わずマイナス

の方の勧告が出ております。これにつきましてもそう言う事を受けてほとんどの団体が改定を

行っています。

ちょっと蛇足ですけれども、資料をもっているのですが、都道府県では約72.3％、それから

政令指定都市では 72.2％、市町村では 89.7％、この自治体が今回の人事院勧告を受けて

期末勤勉手当の改定を行うと言う事になっています。

これを実施しないところについてはどういうところかと言いますと、独自に給与の削減措置

を講じている実際に、例えば本俸といいますか、給与そのものを 1 割カットとか 2 割カットそう

いうことをやっているところとか、都道府県の人事委員会の勧告がされていない、そういうとこ

ろについては今回見送っているところもありますけれども先ほど言いました数値でいいますと

大多数の自治体が国に倣っている。やはり民間との格差があるということを考えて削減という

か引き下げをしたと言うことで理解をしていただきたい。

迫議員

格差社会といいますか、今一方では格差是正のための措置、賃金の見直しがされている

わけですが、本日の日本の状況を見ると、まさに格差は拡大しているわけですよ。

大学出ても就職できない、非正規、派遣、パート、雇用者がこれだけ 1000 万人を超えるよう

な格差社会を一方では認めておいて、格差が云々というのはおこがましいですよ。

やり方に全く整合性がない。圧倒的多数を占める公務員労働者のそういう条件だけを引き

下げる、日本全体が沈下して行きますよ。GDP の 6 割を占める個人消費のマインドが上がら

ない限り日本の経済なんか絶対よくならないわけですから。

そこに蓋を閉めて行きよるわけですから。この先まだ悪くなりますよ。まだ格差もどんどんひ

らきます。この時期地方で論じてもなかなか難しいのですが、日本全体がそういう傾向になっ

ているじゃないですか。なんか起爆剤をもって、個人にお金を使わせないと、景気はよくなら

ないですよ。輸入が今、輸出産業が今悪いわけですから、国内需要をどう喚起するかと言う
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迫議員

阿部議長

田中議員

具体的な政策が全く見えない中で、ただ下げればいい、下げればいいというやり方では決し

て景気はよくならないから私は、やはり今回の人事院勧告制度そのものに対して非常に危惧

を感じております。これは意見です。

他にございませんか。

16 番、田中議員

基本的なことをお伺いしたいと思います。

今回の人事院の勧告については、自治体、県それぞれの対応が違うようであります。

県の方については今朝あちこちお聞きをしましたら、6 月については何もしなくて、というよう

お話しのようです。私ども宗像市の方はこういう人事院勧告については基本的には勧告が出

され、国会を通過した段階で人事委員会を開いて、議論する。基本的なことだと思っておりま

すが、議会運営会でいろいろ議論しましたけれども、日程をずっと合わせたら、研修とか所管

事務調査とか市長議長会とかいろんなことを含めて日程が取れないと言う事になりまして、最

終的には議会運営委員会でいろいろ議論の末、国会を通った段階でそれを前提に専決処

分をしていくということに、最終的にはそういう形に宗像市の場合の対応は今回、ならざるを

えなかったわけでございます。

福津市の方はまた違った対応がなされたときいております。

県の方も先ほど言ったような対応で違うわけでございます。それで基本的なことをお伺いした

いのは、宗像市のいろんな話も含めてですが国の方の法律が変ったら、同じような形で変え

ていくというのは人事院勧告以外にも JＥO あるいは国民健康保険などの条例も変った段階

でそれに準じて宗像の場合は変えていくと言う要請はするというそういうスタンスのようです。

ただ今回、国会を通ってない段階で提案をされたということについて疑義をそういった意味で

感じていますから、今後のことについて人勧でかまいませんから、人事院勧告について国会

を通ろうが通るまいが人事院勧告が出された段階で事務組合の組合長としてはこういった形

で独自に判断をして出したり、出さなかったりするとそういう基本的部分の考え方についてお
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田中議員

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

田中議員

伺いをしたいと思います。以上です。

組合長

先ほど局長の方から話がありましたように、われわれ自治体も含めて国公準拠で基本的に

やってまいりました。その中で時期的にも本来であればやっぱり国会を通って、するだろうと

おもいますけれども結果的には通る前になったわけですけれども、我々としてはいずれ調整

しないといけない。例えば今回やならければ、12 月で当然調整しなくてはいけないわけです

ね。

ですから私としては選択として今回落として 12月にいっきに落とすという選択は取らなかった

ということでございます。ですから当然基本的には国会を通って、それを基に議会に諮るとい

うのが普通だと思います。しかし今回は緊急な事態であって、いっきにやると不利益を被わけ

ですから 12 月で調整するより今回からということです。

田中議員

ありがとうございました。昨日この件につきましては森事務局長と、ちょっと長崎に行ってい

ましたので携帯電話から 20 分くらい、いろいろやり取りをやったわけです。

先ほど事務局長の方からもお話がありましたように、私も調べましたら参議院の総務常任会

が可決をしたと言うお話しを聞いていまして、午後から参議院本会議があるという。可決をす

ると言う事ですから、ほぼ確実視をされると、現段階今の時点でそういった事で今回の議案

については人勧の部分が国会で決まればそのとおりやっていくといことで、わたくしもやるべ

きだと、どっかに筋を通さないといけないという風に思っていますので、そういった意味では

確実視されているということで今回賛成をしますが、基本的にはやっぱり国会を通った段階

でして欲しいと思います。

私は昨日、森事務局長に申し上げたのは今日の段階でまだ通らないという場合は議案を
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田中議員

阿部議長

末吉議員

引き下げしていただいて、国会の参議院で通った場合はそこで専決処分を日にちありません

から多分土日の間に、金土日の間に多分されるでしょうからそこで専決処分してもらえばい

いかなと、そういう話もずいぶんしたわけですが、最終的には先ほど申したように今日総務委

員会含めて昼から可決されますので、一安心したということでございます。

他にございますか。

ないようです。質疑を終結いたします。

これより討論にはいります。

討論ございますか。

それではまず、本案に対しての反対の討論を受けます。

本案に対して、反対の立場の討論がございます。 本来人事院勧告というのは、公務員の

夏のボーナスについてはその年の7月までの1年間の民間企業の実績を実態調査した上で

これまで出されてきたというのがこれまでの経過であります。

ところが今回の人事院の臨時勧告なるものはこのルールを破って、4 月に臨時調査を実施

し、しかも通常では約 11、000 社のサンプルを取って調査すべきものをわずか 1,700 社を対

象にしかも郵送して調査しただけだということが先日 5 月 21 日の衆議院の総務委員会の質

疑の中で明らかになっております。委員からサンプル数が非常に少なくしかもボーナスを決

定した企業はサンプル企業の中でも 1割に満たなかった。

そういう中でどういう実態調査が結果として反映できるのかというふうに指摘されてですね、人

事院の谷総裁はおっしゃると通り全体を反映したかと言えばそうではないとはっきり衆議院の

総務委員会の中で認められているのです。

この事は先ほど迫議員の方からも出ましたけれど、今の日本経済、内需を強めてもう一度

日本経済の再生を図っていこうという時期に、一方では定額給付金あるいは子供に対する手

当を大判振る舞いでやっている中で、大都市ならまだしも地方都市における公務員給与の

地域経済に与える影響というのは本当に大きいのです。
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末吉議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

そういう意味では地方分権の中で、なぜこういうずさんな人事院勧告が臨時勧告という形で

だされたとしても地域経済をほんとに守って行くんだと、地域の経済復興を地域からやはり果

たしていくんだという立場からは、独自に考えていって、いい時代にきていると思います。

そういう意味では全国一律の人事院勧告が出たからと言って、それを急いで適用するのでは

なくてそれぞれの自治体独自の市民に対する説明責任を持って行っていく事が私は、望ま

れるべきだと思います。

私が所属する宗像市はまだ本議案専決処分の件は6月議会で審議されると思いますけれ

どもそのときにも同じような討論を行いたいと思います。 このことは日本経済にとって決して

プラスになるやり方ではないという点から本案に反対といたします。以上です。

ここでお詫びいたします。

先ほど発言指名をせずに末吉議員に発言を許しました。今総務課長に確認いたしました。

その件について皆様にお詫びいたします。今後は発言の手を上げていただいて、協力お願

いいたします。

次に賛成の方の討論を許します。ございませんか。

（異議なしの声）

討論ありますか。 ないようです。 討論を終結いたします。

本案は、原案のとおり決する事に賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙手）

賛成多数であります。

よって、第 9号議案は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。 本会議に付議されました案件の審査はすべて終了いたしました。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

会議規則第 6 条の規定により、本日をもちまして閉会したいと思います。

ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

本臨時会は、本日をもちまして、閉会することに決定しました。

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に一任いただ

きたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、

議長に一任いただくことで決しました。

これをもちまして、平成 21年第 1回議会臨時会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。


