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平成 22 年度第 3 回 宗像地区事務組合 議会臨時議会 会議録

期日：平成 22年 11 月 30 日（火）

場所：宗像地区事務組合 大会議室

田中議長

田中議長

小山組合長

ただ今から、「平成 22年度第 3 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、16 名で全員出席です。

よって、平成 22 年第 3 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。

なお、事務局の森次長から研修のため、欠席の届けが出ています。

本日の議事日程は、お手元に配布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。

3 番 福田議員、4 番 渡辺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 日限りと決定をいたしました。

日程第 3 ｢諸報告と議案全体の簡単な概要について｣に入ります。小山組合長。

本日は、宗像地区事務組合臨時議会を開催したところ、議員の皆様方にはご多忙のとこ

ろ、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。

提出議案につきましては、条例の一部改正と、補正予算のご審議をお願いするものでござ

います。

第 41号議案については、人事院勧告に伴い、「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改正」をするものでございます。

第42号議案については、「宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特

例に関する条例の一部改正」 2 件の条例の一部改正をお願いするものでございます。

第43号、第44号議案につきましては、一般会計及び水道事業会計の補正予算を提出し

ております。

補正の内容については、主に、給与条例改正による等、人事費の補正を行っておりま
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小山組合長

田中議長

青谷事務局長

す。

以上、4議案のご審議をお願いするものでございます。

よろしくお願いいたします。

日程第 4 第 41 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。事務局長。

事務局の青谷でございます。どうぞ、よろしくお願いします。

第 41 号議案でございます。「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について」

上記の条例案を次のとおり提出する。 平成 22年 11月 30日 宗像地区事務組合 組合

長 小山達生。

提案理由でございます。

平成 22 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与表を改正

するため及び宗像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部が改正され

たことに伴い、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必

要が生じましたので、条例案を提出するものでございます。

お手元に、本議会に上程しています議案参考資料の 1 ページを参照されながら、よろしく

お願いいたします。

改正の第 1 条関係でございますけれど、新旧対照表で説明をさせていただきます。

1-14 ページをお願いいたします。

第 16条 時間外勤務手当に係る改正内容でございます。

1 カ月につき、時間外勤務時間が 60 時間を超えた場合の、超えた部分については、割増し

の時間外手当を支給するという改正を前回行っておりました。公務の運営上の必要性等に

より、やむおえず、同一週を超える期間において週休日、一般的には、土日でございますけ

れど、週休日の振替を行ったため、職員が1週間の法定労働時間を超え、あらかじめ割振ら

れた 1 週間の正規の勤務を超えて勤務した時間、いわゆる振替時間外勤務時間が、1 カ月

につき、60時間を超えた場合についても、1時間当たり 100分の 25の割増ではなく、100分

の 50 の割増を行うという内容の改正でございます。

1-15ページの下段の第22条以降の改正規定は、今回の人事院勧告に基づくものでござ

います。

代表的な職であります、一般職の職員の取扱いに基づいて説明をさせていただきます。

まず、期末手当ですが、平成 22 年 12 月分について、1.5 月を 1.35 月に、0.15 月減ずる改

正でございます。

勤勉手当についても、平成 22 年 12 月分について、0.7 月を 0.65 月に、0.05 月減ずる改

正です。

合わせて、0.2 月の減ということになります。



3

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

もう 1 点、大きな改正は、職務の等級が 6 級以上の職員のうち、55 歳以上の職員、これを

特定職員と定義しておりますが、この職員について、1.5％の給与の減額をするとういうもの

でございます。

1-19 ページ、附則給与、特定職員に対する給与の減額の取扱いに、それを規定しており

ます。

給料、地域手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当については、附則で規定をいたしま

すので、条例の中には載ってきておりませんが、それぞれについて、平成 22 年 12 月分か

ら、1.5％減ずるということになります。

第 2 条関係です。1-39 ページをお願いしたいと思います。

平成 23 年度の期末手当について、6 月期を 0.025 月減に、12 月期を 0.025 月増にする

改正でございます。

勤勉手当につきましても、第 1条で12月期の勤勉手当を0.7月から0.65月に減じていた

ものを、平準化しまして、6月期、12 月期、それぞれ 0.675 月に改めるものでございます。

なお、年間給与額の調整として、減額改定対象職員、いわゆる今回の給料表の改定で、

給料表に記載されております額が、減じられた職員、概ね 43 歳以上ということになりますけ

れども、その職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、離島

勤務手当の月額の合計額に 100 分の 0.28 を乗じて得た額に、4 月から 11 月までの 8 月を

乗じた額、それから 6 月に支給した期末手当、勤勉手当の合計額に、100 分の 0.28 を乗じ

て、出た額を足したものを、減ずるという規定を設けております。

今回、人事院勧告に従った改正でございます。以上概略ですが、説明にかえさせていた

だきます。ご審議よろしくお願いいたします。

これから質疑に入りますが、ご意見のある方、挙手をお願いいたします。

それぞれの議会で、人事院勧告を宗像も今日、やってきたのですが。

質疑ございませんか。石橋議員どうぞ。

時間外勤務手当のことで、60 時間を超えた職員に対する今回に改正案ですが、現実に

は60時間を超えるという現状はどう状況の場合にあるのでしょうか。現状を教えていただきた

いと思いますが、時間外がどの程度推移しているのか。

実際あるかとうか、と現状がどうかということ。事務局長。

今年度、22 年度水道事業を統合しまして、かなり忙しい時間を職員は過ごして参りました

けれども、幸いなことに、4月から 11月までの間、60時間を超えた職員はおりませんでした。

もう少し、多い時間が 60 時間ということになるのでしょうけれど、想定しにくいレベルのもので

はないかと思っております。

それに、年度当初は、近い時間数をした職員はおりましたけれども、最近は随分、業務と

して落ち着いて参りましたので、事務組合職員としては、該当職員はないような形でやって

いきたいなと思っております。



4

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

福田議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

迫議員

石橋議員。

職員の皆さんの健康関係の面からするとですね、集中的に時間外が生じる場合もあるか

と思いますが、代休を取っていただいて、健康管理に注意していただくという取組みが得ら

れると、思いますが。そういうやり方というか、方向性は示していらっしゃるのでしょうか。

事務局長。

今、ご指摘をいただいた方針ではおります。ただ、代休それ自体も非常に取りにくい部所

があることも確かでございます。しかしながら、出来るだけ健康管理面併せて、多くの時間外

勤務をするという状況はできるだけ避けるよう、課長等にも、その時間外の命令という形で、

その辺の管理を徹底することをやっているところです。

良いですかね。他に。福田議員。

ラスパイレス指数についてお聞きしたいのですが。

宗像市議会も、職員の給与改定をやってきたわけですけれど、組合も人事院勧告に基づ

いて、この給与改正が、今回、出されようとしているわけですけど、組合の場合、他の公共的

な団体とのバランスというか整合性を取るために、今回の人事院勧告に基づいた勤勉手当、

期末手当の引き下げに対して、これが下がることによって周りのですね、自治体、同じような

公共団体との比較をした場合、どのくらいのところにあるのかといったところを教えていただき

たい。

事務局長。

今回の改定に基づくものとしての比較までは行っていません。

宗像市、福津市に準じた形での給与条例を持っておりますので、それに準じた位置づけ

になるのではないかと理解しております。

迫議員。

先程の残業時間の、超勤の関係なのですが、60 時間というのは、論外ですよね。今時。

民間の場合は、労働協約等々で、三六協定を結びますよね。

それはやっぱり、働く側が健康で仕事ができる状態を保つということは、だいたい 30 時間

なのですよね。30 時間を超える時間については特殊な職場、特殊な業務等々に就いてい

る。ただし書がついています。

いずれ、その三権が授与されてね。公務員労働者もやはり労働三権を授与されるような時

代が近くまで来ている訳ですから、60 時間という枠がね、本当にベターなのか、どうなのかと

いうことを、今一度、考える必要があるのではないかということですね。
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迫議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

実際、60 時間は、現実にいなかったということですが、万が一超えていて、サービスで処

理しておけばね、いなかったということになる訳ですから、そういうことのないように、働いた分

については、きちっと支払うというのが責任ですから、確認をしておきたいと思います。

それと、福津でも、どこでも人勧の関係でやっていますよね、ここ 10 年、人勧で上がったこ

とがないのですね、毎年、毎年下げられている訳です。

もう大概にしてくれというのが実態ですよ。この10年上がってないですよ。人勧で上がった

というのを聞きません。毎年、毎年、人事院勧告で下げられています。民間との比較で云々

ということですが、民間の企業に何社をね、ピックアップしてしたのか。そこら辺も具体的に

は、今年の場合はないですよね。

前例主義と言ったらおかしいですが、ずっと民間寄りに、民間寄りに、ということで引き下

げられていますが、実際もらっている公給がそんなに民間に比べて、べらぼうに高いとは思

えません。私も民間出身です。42年務めました。決して高くない。いわんや退職金あたりも民

間並み、もしくは民間以下になっています。

共済年金も民間以下になっています。実際もらっているのは。私の例でも、同じ同期の方

と比べても、私の方が良いのですから。そこら辺を履き違えてもらっては困る。

それと、行政の方で、公務員が下げられれば、地域経済に与える影響は大きいですよ。

GDP65％個人消費でもっている、そこの財布を締めるわけですから、1 人おそらく 7～8 万

違うわけですよね、年末にいただくものが。それはやっぱり、辛抱しますよ。使わないです

よ。景気が良くならない。

だから、この10年、まさに景気が底をついて、それから上昇しないというのは、個人消費が

伸びないから、景気が良くならない。その面から言うと、人勧の役割はいかがなものかなと思

います。この 2点、答弁できることは、答弁してください。

人勧制度そのものに対する基本的な考え方みたいな部分も含めて、ご答弁お願いしま

す。事務局長。

ご意見、承りました。人事院勧告、これは当然ながら、民間企業との格差に基づいて、そ

の制度改正が行われていると理解しておりますので、私どもよりも非常に厳しい民間事業者

もいらっしゃることも、また事実だろうと思っております。こういったことも含めまして、今後の人

件費、給与制度のあり方そのものについても、できるだけ人事院勧告に従った形、或いは、

民間との格差、これが生じないもの形のものが踏襲されるべきであろうと思っております。

今、おしゃっていただいた意見そのものにつきましても十分参酌しながら、今後進めて参

りたいと思っております。

良いですかね、他にございますか。

（質疑なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。
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田中議長

末吉議員

田中議長

福田議員

これから討論に入ります。討論、ご意見はございますか。

末吉議員。

41 号議案について、簡単に討議したいと思うのですが。

先程、宗像市の議会の中でも発言をしたのですが、宗像市、福津市、両市とも人件費の

縮減というのが、行財政改革の大きな柱になっていて、職員数を年次的に削減してきたと思

うのです。そういう意味での、少ない職員の中で多岐にわたる住民サービスを担っている状

況。中には、部所によっては、職員が足らないという状況も生み出してきていると思うので

す。

一方では、ラスパイレスについては、福岡県下に中でも一番最下位の方に位置していると

いうことで、実は人事院勧告による職員給与を改定する時に、これに従わないとペナルティ

ーがあるよという風に行政の幹部職員は皆、そういう風に言うのですが、私はむしろ、少数精

鋭で、要するに、総人件費率がこれだけ、うちの議会、あるいは自治体は改善してきている

のだと、その実績から、少数精鋭で仕事はしてもらうけれども、給料体系については、これを

保障すると。そういう主張があってもですね、私は道理があると思うのですよ。

全く行政体のいろんな人件費の縮減努力をしていない自治体と、している自治体とでは、

当然働き方が違うわけですから。そこを、職員を、人事権をもつ者として、やはり職員が意欲

をもって働けるような制度に、私はしていくべきだと思うのですね。

だから、国が人事院勧告に従わないとペナルティーがあるよ、ではなくて、うちの自治体は

こういう努力をして、こういう結果を生み出した、だからこそ、賃金については、この水準を保

つのだという主張があってしかるべきじゃないか。そのことが非常に強く感じています。

これから先、全国の自治体で、おそらくそういう主張を、して行かざるを得ない状況が生ま

れてくると思うのですよ。中央分権といわれながらも、ですね。そういう観点から、職員給与を

維持していくことが地域経済を支えていくことになるのだと。

やはり、内需の拡大が一向に進まないことが、日本経済の長期低迷の大きな原因だ。

これは財政関係のシンクタンクでも発表している処方箋ですよ。そういう意味では、働く者の

賃金を改善していく政策の方が、大きな効果を生み出すということを付け加えて、本議案に

ついては、反対の討論としたいと思います。

他に、意見ございますか。

福田議員。

私は、本件については、賛成の立場で討論したいと思います。ただし、一つ状況を付けま

して、賛成をしたいと思います。

それはですね、先程、質疑の中で私がお聞きしたラスパイレス指数であります。今、末吉

議員が討論の中でもおっしゃったとおり、やはり、給与がこれだけ下がってくるとですね、組

合員さんのモラルが下がっていくのではないか。モラルと言いますか、やる気ですね、モチ

ベーション。

そういう意味でしっかり職員さんの給与を確保しなければいけないと言えると思います。そ
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福田議員

田中議長

田中議長

田中議長

のために、ラスパレス指数、先程、データとしてないということでございましたけども、今回の

改正案は、そのまま宗像市の今回の給与改定の、右へならえでございますので、ほぼ同じよ

うな周りとの近隣の都市との比較をした場合ですね、同じようなラスパイレス指数が出てくる

のではないかと思います。

本来、ラスパイレス指数はですね、国家公務員の給与を 100 として比較をしている訳です

よね、地方公務員は。

高度成長以前は、国家公務員の場合は、転勤が多い、だから職員の宿舎もきちんと整備

されていた。地方公務員はそういうものはないので、そういう意味ではラスパイレス指数 100

を上回っていた時期がずっとあった訳ですけど。バルブ崩壊後は、100 を切る団体がもうほと

んどだという状況の中でですね。

じゃ、宗像市はどうなのかといったら、宗像市の場合は今回、給与改定があってラスパイレ

ス指数が 95.7 なのです。これが 100 を超えるまでは、私は言いませんけれど、ただ、同じ福

岡県内でいた場合、100 を超えている自治体がたくさんあるということです。

だから、同じ県の自治体の中で、なんでこんなにラスパイレス指数の違いがあるかというこ

とです。そこが、宗像市の職員さんまた、組合の組合員さんのやる気を削ぐということになっ

てくると、結果的にそれが、市民サービスの低下、劣化に繋がる可能性があるということを私

は危惧しますね。

ちなみに、ここで例を申し上げますと、ラスパイレス指数 100 を超えている地方自治体は、

久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、

小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、大宰府市、宮若市、朝倉市、みやま市、糸島市で

すよ。市だけでみて。これだけのところが全部 100 を超えている。

宗像の場合ですよね、あくまで。95.7 ですよね、宗像地区事務組合も多分準じているだろ

うと考えた場合には、これだけ現場では職員さんが頑張っていただいていると。

それに報いる形で、やはりラスパイレス指数を周りの福岡県下の中の他の市町村と自治体

と同等にすべきだと、そうしないと、なかなか士気が上がらないと思いますので、そこのところ

は今後のですね、しっかり反映していただきたいと思いますので、そのことをお願いしまし

て、私の賛成といたします。

他に、ございますか。

（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 41 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。

（挙手多数）

賛成多数でございます。



8

田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

よって、第 41 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第5 第42号議案「宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例

に関する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。事務局長。

第 42 号議案でございます。「宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の

特例の関する条例の一部を改正する条例について」

上記の条例案を次のとおり提出する。 平成 22年 11月 30日 宗像地区事務組合 組合

長 小山達生。

提案理由でございます。

宗像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部が改正されたことに伴

い、宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を

改正する必要が生じましたので、条例案を提出するものでございます。

改正内容につきましては、新旧対照表をもって説明をさせていただきます。

2-2 ページをご覧いただきたいと思います。

地方公務員法 第55条の2で職員団体のための職員の行為の制限について規定をされ

ておりますけれども、その第6項に、職員は条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職

員団体のため、その業務を行い、または活動してはならないと定められております。

宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例は、それを

受けて定めているものでございます。

今回の一部改正は、特例として時間外勤務代休時間を加えるものでございます。

時間外勤務代休時間につきましては、月に 60 時間を超える時間外勤務手当について、割

増しする必要がございますけれども、割増しの手当を払う代替の処置として時間外勤務代休

時間を付与することができることから、当該時間を特例として加えるものでございます。

以上でございます。ご審議よろしくお願いします。

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

ないですか、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。ご意見ございますか。

（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 42 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。
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田中議長

青谷事務局長

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 42 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第 6 第 43 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算(第 3 号)

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。事務局長。

第 43 号議案でございます。 「平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算(第 3

号)について」

「平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算(第 3 号)」 を別紙のとおり提出す

る。平成 22 年 11 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

第 3号の補正予算をご覧いただくのと、参考資料で 2ページをご覧いただきながらお

願いしたいと思います。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ944万 9千円を減額し、総額を14億9,996万

6 千円とするものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細にそってご説明いたします。

歳入からですが、6 ページ 7 ページをお開き願います。

5款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 １節 財政調整基金繰入金ですが、944万 9千円

を減額し、8,311 万 2千円とするものです。

繰入金は、消防費に係る不足額について財政調整基金を取り崩ししているところですが、

人事院勧告に伴う給与条例の改正に伴いまして、給与費が減となったことからその分減額

し、計上をしております。

次に、歳出ですが、8 ページ 9 ページをお開き願います。

4款 衛生費 １項 清掃費 1目 し尿処理場費 2節 給料ですが、これは、人事院勧告に

伴う給与改定により 5千円を減額分しております。

3 節 職員手当は、同様、給与改定により、期末手当 16 万 4 千円、勤勉手当の 1 万 2千

円、計17万6千円を減額しております。時間外手当については、統合業務等により、81万1

千円の増額を計上しております。

4節 共済費は、給与改定による影響額と共済負担金率の変更に伴うもので、15万4千円

を増額するものです。

5 款 消防費 に計上しているものについても給与改定によるもので、1 項 1 目 2 節 給

料は、17 万円を。

また、3 節 職員手当についても、期末手当が 751 万 6 千円、勤勉手当が 54 万円、合計

805 万 6 千円を減額するものでございます。

4 節 共済費は、給与改定による影響額と共済費負担率の変更に伴うもので、122 万 3 千

円を減額するものでございます。

次に 10ページ 11 ページをお開き願います。
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

7款 予備費 1項 1目 予備費ですが、78万4千円を減額するもので、これは、4款 衛

生費の職員人件費へ充当するものでございます。

12 ページ 13 ページで給与費明細書示しております。ご参照いただきたいと思っておりま

す。

以上で第 43 号議案の説明を終わります。ご審議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）

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、討論を終結します。

これより第 43 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。

（挙手多数）

賛成多数でございます。

よって、第 43 号議案は、原案のとおり可決されました。

引き続き、次に入ります。

日程第 7 第 44 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 3

号）について」 を議題とします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

第 44 号議案 でございます。「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算

（第 3号）について」

「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 3 号）」を別紙のとおり提出

する。 平成 22 年 11 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

これにつきまして、参考資料の 3 ページを参照いただきながらお願いしたいと思っていま

す。

主な内容につきましては、先程の一般会計と同様でございます。人事院勧告よる給与改

定、それから水道事業統合による手当の増に伴う人件費の増、並びに水道事業審議会開

催回数増に伴う経費を補正したものでございます。

詳細につきましては、3 ページにございます給与費明細書により、説明をさせていただこう

と思っております。
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青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

3 ページに給与費明細がございます。

1.総括にあります報酬についてですけれども、16 万 2 千円の増額を計上しております。こ

れは、水道事業運営審議会委員報酬で、当初予算では、5 回分の予算を計上しておりまし

たが、国庫補助事業である水道広域化促進事業の採択を受けるにあたり、第三者機関によ

る事業評価を受ける必要がありますために、当該審議会にその評価をお願いしております。

今回 4回の審議会開催増をお願いするものでございます。

次に給料ですけれど、給与改定におより、3万 9 千円の減額を計上しております。

手当につきましては、490 万 3 千円の増を計上しておりますけれど、下にございます手当の

内訳の表をご覧いただきたいと思います。

期末勤勉手当は給与改定による 0.2 月分の減により、65 万 2 千円の減額を計上しており

ます。今回、時間外勤務手当を 555 万 5 千円の増額計上をしております。これにつきまして

は、水道事業の統合により、時間外勤務の対応が必要であったためのものでございます。

主な要因につきましては、水道事業運営の詳細について宗像市、福津市2市の取扱いに

ついて差異がございましたために、双方への対応が必要であったこと。それから、それらの

調整に時間を要したこと。それから統合当初、末端給水事業を主体とした水道事業業務に

不慣れであったこと。それから事業エリアの拡大により、移動あるいは現場対応に相応の時

間を要したこと。等を挙げることができます。これらによりまして、555 万 5 千円の時間外勤務

手当の増額を計上させていただいております。

法定福利費は 55 万 1 千円増額計上をしておりますけれど、これにつきましては、共済短

期長期等の負担金率の変更に伴うものでございます。

以上で第 44 号議案の説明を終わります。

ご審議をよろしくお願いします。

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

石橋議員どうぞ。

時間外勤務手当について、局長の方から説明がありましたが、統合に伴うということは、予

定されていたことではなかったかと思うのですが、当初予算の3倍ほどの金額になっているよ

うですけれど、そこら辺の見込み違いだったということなのでしょうか。

それともう 1点は、一人の方に集中したとか、先程も健康面を心配したのですが、なんらか

のシェアをできるような体制ができなかったものなのか、そういう点を心配しておりますが、い

かがでしょうか。

事務局長。

主な理由のところでは述べませんでしたけれど、宗像地区事務組合で用水供給事業、関

係市 2 市で末端給水事業ということで、3 つの地方公共団体事業統合により、この 4 月から

水道事業を経営するということになりました。非常に大変であるだろうと予測は持っておりまし

たけど、想像以上のものがございました。
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青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

末吉議員

経営者がいわゆる替わるというところで、住民の方の戸惑いもあったのだろうと思いますけ

れど、電話による問い合わせが多かったり、そういったこところのものがございました。

従いまして、年度当初につきましては、かなりの時間外勤務を必要としたというものでござ

いますし、以後のものにつきましても、非常に厳しい時間外勤務の内容になっておると理解

をしております。

3 団体で、45 人でやっておりましたものを、今、正職員では 35 人の体制でやっています。

できるだけ統合の効果を表すというところのものが、第 1 にあったかと思いますけれども、

その 35 人の職員、本当にフル回転で、良く頑張ってくれていると思います。

今後も、定員適正化計画等も含めまして、今後の在り方につきましては、他の民間の活力

を活用したりというのも含めて、その対応が、これ以上の時間外勤務手当という事態に波及し

ないように工夫、努力したいと思っています。

良いですか。石橋議員。

ちょっとよく分からなかったのですが、年度当初が集中的に時間外勤務が多かったという

ことで、今は平常時に戻っている状況かということと、会社が替ることで、住民の皆さんが戸

惑ったというのは、どういうことなのでしょうか、良く分からないのですが。

事務局長。

2 点目のものにつきましては、上下水道料金の請求者が宗像地区事務組合という形にな

ったことであるとかですね、そういったことがあったのかなと思っております。

1 例を申しあげますけれども、総務課の職員の時間外の状況を見てみますと、4月、5 月、

6月あたりは、3人で100時間くらいのところのものはありましたが、最近では、60時間程度で

いっているところがございますし、営業課管理係につきましては、4月、5月、6月について、4

人で 140 時間から 180 時間くらいの時間外がありましたけれども、最近の例を見ますと、30

時間から 50 時間という風になってきているという、そういう落ち着きは見せてきているところで

す。

良いですかね。他にございますか。

末吉議員。

先程の局長の説明で、給与費明細書をつくづくと見ながらですね。特別職は別にして、職

員数は、損益勘定支弁職員が 7 名で、資本勘定支弁職員が 1 名ということになっています

ね。

支払金額、給与費の合計を見ると、補正後で7千700万円なのですよ。約1千万近くにな

っていますよね。水道担当の給与費は、手当も含めて、そこまで膨れ上がっているのかな、

年齢構成はどうなっているのかな、という話と。

例えば、資本勘定支弁職員の手当の欄を見ていただきたいのですが、補正前は 258 万 5
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末吉議員

田中議長

青谷局長

田中議長

末吉議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

青谷事務局長

千円、補正後が354万 3千円なのです。約100万円近い金額が計上されているのですけれ

ども、補正予算にしては、給与明細書を見る限りでは、どうも先程の説明だけでは説明がつ

かない。いわゆる合併に伴って残業が極端に多かったのだという説明のようでしたけれども、

この明細書を見る限りでは、局長の説明では理由がつかないなということが 1 つ。

それと8人の職員で時間外手当が500万計上するというのは、60万超える訳ですね。そう

いう実態が、職員の配置として望ましいのかということの総括なくして、やっぱり補正予算が

提案できないと思うのですよね。その 2点はいかがでしょうか。

事務局長。

ここの明細に掲げております、一般職員の 8 人につきましては、いわゆる組合のプロパー

の職員でございます。このプロパー職員の平均年齢のところですけれども、51歳6月というこ

とになっております。ここの 8 人につきましては、6人が 50 歳以上の配置になっております。

先程も少し触れましたけれど、定員適正化計画、プロパー職員の今後の在り方、そのこと

も含めて、今後どのような体制で、この組合事業を経営していくかというところのものが、早急

に考える必要があるなと考えております。

そういった職員の年齢の配置が、特殊性があるというところのもので、ご理解をいただきた

いと思っております。

端的に申し上げますならば、1 時間当たりの、通常ですと、時間外勤務手当につきまして

は 25％増しとなる訳ですけれど、1 時間当たりの単価そのものからすると、3 千円になる職員

が多いところでして、時間数よりも金額の方が非常に目立ってきているという実態があるのは

確かでございます。以上です。

良いですか。どうぞ。

時間外は分かるのですが、資本勘定支弁職員の 95 万 8 千円の増額について、これは、

どういう中身でしょうか。

どうぞ。

これにつきましても、比較のところでございますけれど、時間外勤務手当でございます。以

上です。

良いですか。どうぞ。

資料のところにもあると思っておりますけれども、資本的支出の一般改良費 8 目事務費

の 2 千円減額、手当として期末勤勉手当 8 万 7 千円減、時間外勤務手当 104 万 5 千円の

増、95 万 8 千円という内訳になっております。そのほとんどが時間外勤務手当だということで

ご理解をいただきたいと思っております。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

良いですね、はい。他にございますか。良いですか。

（異議なしの声）

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。ご意見ございますか。

(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 44 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。

（挙手多数）

賛成多数でございます。

よって、第 44 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、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に決しました。

これをもちまして平成 22年第 3 回 臨時議会を閉会いたします。

ご苦労様でした。


