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宗像地区事務組合第 4 回議会臨時会会議録

日時：平成 21 年 11 月 30 日（月） 15：30～16：02

場所：宗像自治会館

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

谷井組合長

みなさんこんにちは。

ただ今から、平成２１年第４回宗像地区事務組合議会臨時会を開会いたします。

ただ今の出席議員は、全員であり、定足数に達しています

よって、平成２１年第４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。

お諮りいたします。ここで傍聴を希望される方がおみえでございます。よろしいです

か。

（異議なしの声）

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、説明のため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、会計管理者、以下、関係職員です。

本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりでございます。

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。

７番 吉田議員、 ８番 永山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」を議題とします。

お諮りいたします。

会期は、お手元に配付をしている日程で、本日１日限りとしたいと思いますが、

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、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。

こんにちは。

本日は、宗像地区事務組合議会臨時会を開催しましたところ、議員の皆様方にはご

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。

提出議案は、２件でございます。
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谷井組合長

阿部議長

森事務局長

阿部議長

第２６号議案、「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」ですが、退職手当組

合を組織する地方公共団体が、合併により数が減少したことに伴う、規約の変更の議決

をお願いするものです。

次に、「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例及び宗像地区事務組

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の一部を改正する条例に

ついて」ですが、平成２１年の人事院の給与改定に関する勧告の実施に伴い、事務組

合においても、同年１２月以降に支給する、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の

支給率、並びに給料表を改正するため、「事務組合一般職の職員の給与に関する条例

一部改正等を行うものです。

以上２件でございますが、ご審議の程、よろしくお願いいたします。

日程第４ 第２６号議案 「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

こんにちは。それでは第 26 号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成２２年１月３１

日限り、福岡県市町村職員退職手当組合から八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部

村、同郡星野村及び八女東部広域衛生施設組合を脱退させるとともに、平成２２年２月

１日から福岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する。平成２１年１１

月３０日

提案理由 平成２２年２月１日から八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及

び同郡星野村が廃され、その区域が八女市に編入されること並びにこの合併によ

り八女東部広域衛生施設組合が解散されることに伴い、福岡県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体の数を減少し、福岡県市町村職員退職手当組合規

約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。次のページをご覧ください。次に改正の内容を掲げておりますけ

ども 26 の 3 と 26 の 4 を合わせてみていただきたいと思います。26 の 3 の別表

第１八女郡の項中「黒木町，立花町，広川町，矢部村，星野村，八女東部広域衛

生施設組合」を「広川町」に改める。広川町以外の分を削除するということです。

それから 26 の 4 別表第２第４区の項中「黒木町 立花町 広川町 矢部村 星

野村」を「広川町」に改め，「八女東部広域衛生施設組合」を削るというもので

す。附則でこの規約は，平成２２年２月１日から施行する。

以上で説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

（異議なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。これから討論に入ります。

ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第２６号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成でございます。

よって、第２６号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第５ 第２７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及び

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。森事務局長。

第２７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及び宗像地

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の一部を改

正する条例について 提案理由先ほど組合長が説明したとおり平成２１年の人

事院の給与改定に関する勧告の実施に伴い、本組合においても同年１２月以降に

支給する一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給率並びに給料表を改正す

るというものです。非常に複雑になっておりますけれども１条につきましては平

成２１年１２月以降支給の期末勤勉手当の改正でございます。それと行政職給料

表、消防職給料表の改正を掲げております。

27 の 9 をご覧ください。２条でございます。平成２２年４月１日以降支給の

期末勤勉手当率を改正するというものでございます。それから再任用の職員の１

２月の勤勉手当率、６月と同様の率にする。１００分の３５にするということで

す。

それから３条でございますが平成２１年４月以降の減額改定対象職員の積算

方法を掲げ得おります。それから平成２１年１２月支給の期末勤勉手当の経過措

置を改正する。

４条でございますけども平成２２年４月１日以降の期末勤勉手当の経過措置

の改正でございます。付則としまして第１条この条例は交付の日の属する月の翌

月の初日から施行する。ただし第２条及び第４条の規定は、平成２２年４月１日

から施行する。それから２条につきましては２１年１２月に支給する期末手当に
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森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森事務局長

関する特例措置で 1 号、２号を掲げております。

それから説明のために資料を配布させていただいております。まず人事院勧告

に伴う改正についてということで月例比、給料月額については 0.2 パーセント引

き下げる。若年層といいますか先ほどの 27 の 10 のところにかかげておりました

けれども表がございます。行政職給料表１級から３級、たとえば 1 級ですと 1 号

から 56 号までこの部分につきましては据え置くということでございます。

それぞれ 2 級、3 級比較的若い職員の部分については据え置くということでご

ざいます。それから②の期末勤勉手当の引き下げ一般職職員の分ですけど 6 月期

に当組合におきまして引き下げを行っております。その下に 12 月期の分を掲げ

ておりますけども期末手当につきましては 1.6 月を 1.5 月、勤勉手当を 0.75 月を

0.7 月に改正をしています。引き下げは 0.15 ということになります。

ですので 21 年度につきましてはトータルで 0.35 月引き下げるということにな

ります。それから人事院勧告に伴う実施をした場合の支給額、差額的なものを掲

げおります。

給与月額で一般職ですと約 909 円、消防職につきましては 468 円、賞与につ

きましては期末勤勉手当で一般職員ですと 70,564 円、消防職員ですと 52,487 円

ほど減額になります。

それから住居手当は国の方が新築購入 5 年まで 2,500 円を支給しておりますけ

どもこれを廃止するということで勧告があっております。ところが当組合におき

ましては、構成市であります宗像市、あるいは福津市そちらとの均衡も考慮に入

れまして廃止を見送ることにしております。

福岡県を調べましたら県の方は住居手当につきましては月額 4,900円支給して

おりますけれどもそれを約 400 円減額するということで廃止には至ってない。

それから県内の市におきましても各市廃止を見送るということで今回考えてい

るということですので事務組合もそれにならうということで廃止につきまして

は見送りをさせていただきたいと考えております。

非常に分かりにくい額だとか率が出てりますけれども以上で説明を終わりま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。迫議員。

人事院勧告の完全実施を無視した場合どういった不都合があるのですか。法的根拠

をすべて答えてください。

局長。

ご承知のように人事院勧告、国の人事院の勧告ですけどもこれにつきましては国家公

務員の給与に関する勧告でございます。民間と公務員との格差を調整するということで

たとえば、公務員の方が低ければ上げる。それから高ければ今回のように引き下げると
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森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森事務局長

いう勧告が出ております。

人事院を持っている団体ですとそこの地域の実情を調整いたしまして、そこの人事委

員会から勧告等があります。ところが市町村ですとか一部事務組合等は人事院持って

おりませんので、基本的に国の方の勧告に倣う。これは労使間で協議、交渉等を行って

の決定になろうかと思いますけど、そこの実情、当然給料というのは市町村の実情に合

った形での給与の支給ということになろうかと思います。

法的根拠といいますか基本的には先ほどいいました勧告で実施するこれを条例等で

制定する。 独自にやることが可能というふうに考えておりますけれどもただし、他市との

均衡といいますか、他団体との均衡を配慮しておかないとこの前も新聞等でありましたけ

れどもどこそこの町がこれを実施しないということで議会で否決された。

これつきまして地方交付税にも影響するみたいな新聞記事が載っていましたけども、

それに至るかどうかわかりませんけど、財政的に問題ないのであればとかいうことによっ

て交付税の方に影響することもないことはないのでは、ですので我々としては構成市の

状況を十分に配慮した上で実施したという考えでございます。以上です。

迫議員。

一般の実態であれば、交付税等措置々でそこらへんは影響があろうかと思うのです

が、一部事務組合関係で同じくまさに金太郎飴的に全国一律に減額をする。

今の経済情勢の中でさらにこのデフレ傾向が言われている状況の中で地域経済に与

える影響というのが極めて大きいと思うのです。

やはり景気を悪くするための措置だと私は思います。景気を良くするのであればやは

り給与が上って個人消費を刺激しない限りは景気は悪くはなっても良くはならない。

これは誰が考えてもわかることです。 人事院勧告でどうかしたら 20 万も 30 万も変え

てきたケースがあった。逆にね。だけど今の人事院制度の在り方そのものが本当に人事

委員会を持たないところにまで波及をして、法廷根拠は何もないわけでしょう。

勧告無視してもいいわけですよね。やっぱり地域経済に与えることを考えるなら僕は

英断をもってそこそこに本来は交渉の中で決まっていくというのが、まさに今地域主権だ

の地方分権の言われている状況の中では私はやるべきだろうと思いますし、お上が言っ

たことはすべて、今議会があって議会が追認するだけですよ。議会いらないです。

今の制度なら。地方議会いらない。国の人勧を事実完全実施するだけのことですか

ら。後は追認して採決要員になっているというのが、残念ながら今の地方議会の実態で

す。だからここに実際、破棄していただきたい。先ほど言いましたようにどういう不都合が

あるのですか。これを完全実施見送った場合。特にないでしょう。

局長。

どういう不都合があるのかというお話ですけれど、われわれ事務組合は構成市の宗像

市、福津市の方から負担金をいただきまして、それでそれぞれの組織の目的といいます
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森事務局長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

三浦議員

か業務を遂行いたしております。その関係上どうしてもやはり構成市に倣う。準拠すると

いう考えをベースに持っています。ここで構成市より高い賞与ですとか、給与を支給する

ということについては、運営上非常に障害等も出てくるというふうに思っておりますので基

本的には構成市に倣う。均衡を保つということで今回も同様の実施をするということで考

えております。以上です。

他にございますか。

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

末吉議員。

反対の立場で討論したいと思います。ご承知のように宗像市も福津市も職員定数をこ

の数年間削減してきていると思います。それと同時にもう一方では人件費削減という中

で、かつての時期からいうと引き下げてきた歴史があると思うんです。

地方経済の中における地方公務員の給与水準というのは、逆に民間を引き下げてい

る。あるいは派遣労働とか非常に雇用が不安定になる様相を私は作ってきた歴史があ

ると思うんです。そういう意味で内需拡大が叫ばれる中、今回の人事院の勧告の在り方

が極めて不自然である。総選挙のおこなわれる直前に急遽勧告をおこない、そしてその

ことが日本の経済にどのような影響を与えるのか、民間給与水準にどのような影響を与

えるのか、十分精査されないまま決定されてきたということも含めて非常に問題があると

いわなければなりません。

そういう意味では宗像の 40台の職員においても、たとえば子どもさんの学費を前期後

期と分けて当然期末手当を当て込んでる中で、10 万円近い減額がおこなわれるというこ

とは非常に深刻な問題を逆に地方においても引き起こしているということになりますの

で、今回の人事院勧告は極めて国民的な合意を得ないままで一方的に出された勧告

だという位置づけのもとで反論をしたいと思います。

それでは次に賛成の討論を受けます。

三浦議員。

私は賛成でございます。まず第一に市民感情というものを考えていただきたい。人事

院よりこのような勧告がでた中で、ここのこの組合だけがこの人事院勧告に反してこれを

否決した場合、決して市民の方たちは許さない。このように考えるのでございます。

もう一点は、先ほど森事務局長さんが言っておりましたように、宗像市も福津市もこの

人勧にそって給与が決まっているわけです。

福津について、私は知りませんが、宗像市そうなっています。お金を出す方の自治体

が給料を下げている状況の中で、この組合が人勧に反して給与を引き下げないというの

は許されないと思います。そういったことからこの議案に対して賛成であります。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

次に反対の方の討論を受けます。ございませんか。

討論がないようですので、討論を終結します。

これより第２７号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

賛成多数でございます。

よって、第２７号議案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終結いたしました。

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、議長に委任いた

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４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。

16：02 閉会。


