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平成 24 年 第 1 回 宗像地区事務組合 議会定例会 会議録

期日：平成 24 年 2 月 16 日（水） 10：00～4：15

場所：宗像地区事務組合 大会議室

田中議長

田中議長

田中議長

小山組合長

ただ今から、平成２４年第１回宗像地区事務組合 議会定例会を開会いたします。

ただ今の出席議員は、16 名で、全員出席でございます。

よって、平成２４年第１回宗像地区事務組合 議会定例会は成立いたしましたの

で、ここに開会をいたします。

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、関係職員でございます。

本日の議事日程は、一般質問の提出はありませんでしたので、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。

15 番 大久保副議長、 １番 花田鷹人議員 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。組合長の挨拶及び概要説明をお願いいたします。

小山組合長。

本日は、平成 24 年宗像地区事務組合議会第１回定例会を開催しましたところ、お

忙しい中、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。

定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
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小山組合長 本組合の関係市である宗像市・福津市においては、厳しい経済情勢や地方財政

を取り巻く状況を的確に捉え、事務事業の見直し、組織の簡素化など、行財政改革

を一層推進し、財政運営の強化を図っているところでございます。

このような状況の下で、組合としての役割を果たしていくためには、関係市の置か

れている状況を充分に把握し、事務事業を更に効率的・効果的に運用していくことが

必要不可欠であります。

しかし、一方では、消防施設の設備更新事業や水道施設の老朽化などにより、今

後も投資的経費の増大が予想される状況にあり、更なる事務事業の見直しや行財政

全般にわたる改革を進めることが強く求められているところです。

特に水道事業会計におきましては、平成24年度より水道料金改定で「値下げ」が

実施され、今後、毎年、約1億9,500万円の給水収益の減が予想される中で、更なる

コストの削減が求められます。

よって、平成24年度予算は、中長期的な視点に立ち、経営の効率化、「コストの削

減」を念頭に置きながらの予算編成を行っています。

それでは、本日の議案を簡単にご説明申し上げます。

第 3号議案から第 6号議案については、「手数料条例の一部改正」をはじめ、4件

の条例改正案を提出しております。

第 7 号議案から第 8 号議案につきましては、一般会計及び水道事業会計の平成

23 年度補正予算を 2件提出しております。

第 9 号議案から第 13 号議案については、平成 24 年度予算案を提出しておりま

す。

それではここで、平成 24 年度予算編成方針から、基本方針について、申し上げま

す。 主に 5項目を挙げております。

1項目め、「行財政改革の断行」次に、「経常的経費の節減合理化」、3項目め「投

資的経費の重点化と計画的実施」、4項目め「民間活力の積極的な導入」、最後に

「関係市負担金」については、両市の厳しい財政状況を十分認識し、歳出の節減に

努めることにより、負担金の抑制を図るものとします。

以上、5項目の基本方針を挙げております。

続きまして、予算の総額でありますが、

一般会計の歳入歳出予算の総額は、16億1,030万3千円、急患センター事業特

別会計の歳入歳出予算の総額は、2億4,916万2千円、大島簡易水道事業特別会

計の歳入歳出予算は、1億7,607万5千円、本木簡易水道事業特別会計の歳入歳出

予算は、535万円となっております。

水道事業会計の全体事業費としては、54億8,480万9千円となっております。

詳細につきましては、事務局長から議案の中で説明させますので、よろしくご審議

の程、お願い申し上げまして、諸報告とさせていただきます。

今後とも、議員の皆様方におかれましては、一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。
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田中議長

田中議長

森事務局長

最初に私の方から話をしておかなければいけないことがあったのですが、ここで話

をさせていただきます。

時々ですね、携帯電話の関係等で電話が鳴ったりしますので、是非マナーモード

或いは電源を切るなりの対応をお願いしたいと思っています。

そしてどうしても緊急に電話がかかってくるので、出ないといけないという、そういう

事態がありましたら、外に出て行って話して帰ってくるという対応をお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは次に移ります。

日程第 4 第 3 号議案 「宗像地区事務組合手数料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 3 号議案をご説明いたします。

議案の 1-1 頁をお開きください。

第3号議案 「宗像地区事務組合手数料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 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、宗

像地区事務組合手数料条例（平成 19 年宗像地区事務組合条例第 31 号）の一部を

改正する必要が生じたので、条例案を提出するものである。

一部改正の内容でございますが、新たに、浮き蓋付特定タンク屋外貯蔵所に係る

審査手数料が設けられたことによるものでございます。

新旧対照表で、ご説明いたします。

1-2頁をお願いいたします。

別表 第1-6事務の欄中、アンダーラインのところ、「浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タ

ンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所（次項において「浮き

蓋付きの特定屋外貯蔵タンク貯蔵所」という。）を新たに加えたものでございます。

次に1-3、1-4頁をお願いいたします。

同条7の事務の欄中、アンダーラインの部分、及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タン

ク貯蔵所を新たに加えます。

次に、手数料の枠の欄中、アンダーラインの部分、及び浮き蓋付きの特定屋外貯

蔵タンク貯蔵所を新たに加えます。

施行期日は、平成24年4月1日からとなっています。以上簡単でございますが説明
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

吉田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

とさせていただきます。審議の程、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。

永島議員、どうぞ。

基本的な質問で申し訳ないのですが、どういうものか分からないです。浮き屋根付

きの特定屋外貯蔵と浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク貯蔵所がどんな物か。宗像市

と福津市にこのタンクがどれくらいあるのか、教えていただきたい。もしあればです

ね。

消防長。

消防長の門脇です。 お答えさせていただきます。 宗像地区管内には、浮き蓋式

のタンクはございません。特定と申しますのは、数量の貯蔵される量によって決まって

まいります。 その量は 1,000kl 以上のものを特定屋外タンク貯蔵所と申します。

浮き屋根式というものは構造的には簡単に申しますと、タンクそのものは、円柱形

の上に蓋が付きます。 そこは普通溶接されるのですが、この浮き屋根式と申します

のは、タンクの中の危険物の数量の上下によって、屋根が上にあがったり下にさがっ

たりということで、空間容積ができるだけない様な形でするということで、大きなタンク

のものがこういう浮き屋根式というものが構造的に使われています。宗像地区内には

今のところございません。以上です。

よろしいですか。

吉田議員。

浮き蓋、浮き屋根のタンクというのは、どんな物かというのは分からないのですが。

どういうものに使うためのタンクなのか。 ガソリンスタンドとかいうものではないのでし

ょう。

消防長。

そのものは、だいたいは 1,000kl ですから大きなタンクです。石油コンビナート等の

施設に使われております。 ガソリンスタンドにつきましては、今は地下に設けられた3

万klまでのタンクを設けていい、1タンクあたりですね。これを3本とか4本とか設置し

ておりますので。これは地上のタンクと思っていただければよろしいかと思います。以

上です。

よろしいですか。

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。
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田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

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 3 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 3 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 4 号議案 「宗像地区事務組合行政財産使用料条例の一部を改正

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 4 号議案をご説明いたします。

議案の 2-1 頁をお開きください。

第 4 号議案 「宗像地区事務組合行政財産使用料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 24年 2 月 16 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

自動販売機等の設置のために行政財産である土地及び建物を使用させる場合に

おいて、入札又は公募の結果により売り上げに応じた金額を使用料として徴すること

を定めるため、宗像地区事務組合行政財産使用料条例（平成22年宗像地区事務組

合条例第 7 号）の一部を改正する必要が生じたので、条例案を提出するものである。

2-2頁、新旧対照表で、ご説明いたします。

まずこれは、行政財産を少しでも活用し、少しでも収入を上げるためでございま

す。

2-2頁、新旧対照表で、ご説明いたします。

提案理由でご説明しましたとおり、第2条の「使用料の額」については、参考とし

て、「自動販売機等の設置のための土地及び建物の使用を入札又は公募により許可

する場合は、先項の使用料の額を当該入札又は公募の落札金額とすることができ

る」を新たに加えたものでございます。

施行日につきましては、公布の日から施行することとしております。以上でございま

す。
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田中議長

吉田議員

田中議長

森事務局長

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

吉田議員。

当事務組合の中で該当する自動販売機は何機くらいあるのですか。

森事務局長。

売り上げがかなりの金額がないと対応できないので、今想定をしていますのは、ま

ずここ浄水場ですね、年間 1 万本位売れておりまして約 100 万円くらい。

あと想定されるのは、消防の本署です。それと急患センターが対応できるのではな

いかというふうに考えております。 次年度は基本的にここをやると考えております。

その 3 つは予定しているということで、当面ここをやるということですね。

はい。

石橋議員、どうぞ。

一斉にやらない理由がなんなのかということと、自治会館これは該当しないのでしょ

うか。

事務局長。

今回ですね、こういう条例を定めてやるということで、応募の状況とも具体的に分か

りません。宗像市は条例を改正しなくて対応しておりますが、一応ひとつやってどうい

う結果がでるか参考にして、次のステップに進みたいと思います。

自治会館につきましては、売上本数、金額がかなり少ない状況でございます。

ただ、やり方でございますが、連携して箇所を一緒にするという方法も考えられます

ので、来年度末頃に実施して、その後の進み具合によってはそこも含んでやるという

ことも検討できると考えます。

石橋議員。

現在、自動販売機設置されていると思いますが、これは入札等で行なわれていな

いのですか。どういう経緯で行なわれているのでしょうか。

森事務局長。

現在は、公募ということではなくて、今まで従来から納めておられる方に納めていた
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森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

だいている状況です。

石橋議員。

今現在は無料で置かせているということですか。

森事務局長。

現在は、この行政財産使用料に基づいて使用料はいただいております。

ただ、売れる量に基づいてどうのこうのということではありません。

他に質疑ございますか。

（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 4 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 4 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 5 号議案 「宗像地区事務組合水道事業の設置等に関する条例の一

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。森事務局長、どうぞ。

第 5 号議案をご説明いたします。

3-1 頁をお開きください。

第 5号議案「宗像地区事務組合水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例について」
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森事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 24年 2 月 16 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

地方公営企業法の一部改正に伴い、法定積立金の積立義務の廃止などの「資本

制度」の見直しが行われることにより、宗像地区事務組合水道事業における利益、資

本剰余金の処分等について定めるため、宗像地区事務組合水道事業の設置等に関

する条例（平成 21 年宗像地区事務組合条例第 5 号）の一部を改正する必要が生じ

たので、条例案を提出するものである。

地方公営企業法の改正の内容でございますが ①法定積立金等（減債積立金、

利益積立金）の積立義務を廃止 ②条例の定めるところにより、利益及び資本剰余

金を処分できることとする ③経営判断により、資本金の額を減少させることができる

こととするという内容で、地域の自主性、自立性を高めるための改革の推進をはかる

ためとなっております。

新旧対照表でご説明いたします。

3-3、3-4、3-5頁を参照してください。

第10条を13条とし、第7条から第9条委までを3条ずつ繰り下げ、第10条、第11条、

第12条とし、第6条の次に第7条、利益処分の方法及び積立金の取り崩し、第8条資

本剰余金、第9条欠損の処理を新たに加え、附則第2項中、第10条第2項を第13条第

2項に改めるものでございます。

第7条につきましては、1項で利益処分について規定しております。2項で積立金に

ついて規定しております。３項で、積立金の目的外使用について規定しております。

第8条でございますが、1項で剰余金積み立てについて、2項で取り崩しについて

規定しております。

9条におきましては、欠損の処理について規定しております。

簡単でございますが、以上で説明を終わります。審議のほど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。

末吉議員。

第7条の3項ですね。 前項の規定に関わらず、あらかじめ、議会の議決を経た場

合においては、積立金をその目的に以外の使途に使用することができるという項目な

のですが、これは議会の議決を経た場合においてはということは、例えば、決算議会

等において直前に補正等でやるのか、あるいは臨時議会等でやるのか、この項目に

ついては議会審議との関係でどういう処理されるのか、イメージをお聞きしたいので

すが。

矢冨営業課長。
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矢冨営業課長

田中議長

末吉議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

末吉議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

末吉議員のご質問でございますが、この議決の件でございますが、決算議会の時

の認定の時においてそこで議決をいただくというような形になろうかと思います。

末吉議員。

決算はあくまでも予算の使途についての認可ですよね。ここの場合は、議会の議

決を経た場合についてという限定ですよね。場合については積立金を前項の目的以

外に流用、いわゆる使用することができるということなので、決算議会で許可を得るよ

うな文言ではないと思います。 あくまでも決算というのは、補正等で事前に諮るべき

事項の問題ではないかと思います。

矢冨営業課長。

今、末吉議員がおっしゃられますように、この議決についてはその都度必要がある

時ということになっておりますので、申し訳ありませんでした。訂正させていただきま

す。

よろしいですね、末吉議員。

はい。

他にございますか。よろしいですか。

（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。ご意見ございませんか。

（異義なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 5 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 5 号議案は、原案のとおり可決されました。
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田中議長

森事務局長

次に入ります。

日程第 7 第 6 号議案 「宗像地区事務組合火災予防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 6 号議案をご説明いたします。

4-1 頁をお開きください。

第 6 号議案

「宗像地区事務組合火災予防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 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が危険物の品名に追加されることにより、新た

に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる

ものの一定の貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準並びに位置、構造及び設備の技

術上の基準について、経過措置を定めるため、宗像地区事務組合火災予防条例

（平成 19 年宗像地区事務組合条例第 46 号）の一部を改正する必要が生じたので、

条例案を提出するものである。

危険物の規制に関する政令の改正で、「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が危

険物に追加されたことに伴い、火災予防条例の一部改正を行うものです。

改正の内容については、消防庁から火災予防条例の改正の例示の通知を参考に

改正を行っております。

4-3頁から4-4の新旧対照表をご覧ください。

附則に3条から6条の4条を追加しています。

炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物の品目に追加されたことにより、危険物

の一定の貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準等にそれぞれ、経過措置を設けたも

のでございます。

3条においては、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は

取り扱う場所となるものを新規対象と指定し、新規対象のうち火災予防条例第31条の

2第2項第9号に定める、危険物を取り扱う配管に関する基準について規定したもので

ございます。

4条においては、新規対象のうち火災予防条例第31条の2第1項第16号イに定める

危険物を容器に収納し、詰め替える場合の基準について経過措置を規定したもので

ございます。

第 5条においては、新規対象のうち火災予防条例第 31条の 2第 2項第 1号から

第 8 号に定める標識、機械器具、電気設備等の設備に関する技術、第 31 条 3 の 2

に定める危険物を屋内に置いて貯蔵し、取り扱う場合の技術。第 31条の 4第 2項に
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森事務局長

田中議長

門脇消防長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

定める危険物を地下タンクで貯蔵し、又は取り扱う場合の基準について経過措置を

規定したものでございます。

第 6 条については、消防長への届出を規定したものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の程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。

この件の市内にあるかないかだけその辺はどんなふうですか。

消防長。

はい、今回改正されるものにつきましては、宗像市内にはございません。

危険物施設少量危険物として取り扱う、これは量的なものでございます。まず第 1 類

の第 1 種酸化性個体ということが、この炭酸ナトリウム過酸化水素化物というものが当

たる訳ですけども、指定数量というのは 50 ㎏です。

それの指定数量の5分の1以上ですから、10㎏以上50㎏未満が少量危険物とし

て、規制される訳ですけども、別名この物質は過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダという

ことで、漂白剤等に用いられる成分として過酸化水素とも主成分をいわれています。

H2O2 という化学式でございます。

特徴は無色透明で、水にいかなる場合のも均一に混合し、重金属や異物の混入

がなければ極めて安定な物質であると言われています。したがって二次公害の心配

がないものでございます。用途としては紙パルプ繊維の漂白、その他工業製品の酸

化剤として使われているという物質です。 以上です。

質疑ありませんか。

（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、討論を終結いたします。

これより第 6 号議案について、採決を行います。

本案を、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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 6 号議案は、原案のとおり可決されました。
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田中議長

森事務局長

田中議長

日程第 8 第 7 号議案 「平成 23 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。森事務局長。

第 7 号議案をご説明いたします。

第 7 号議案 「平成 23 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 23 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 24 年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,381万 2千円を増額し、総額を 15億

5,506 万 9千円とするものです。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

まず、歳入ですが、6 ページ及び７ページを願います。

4 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、4,559

万 9 千円を増額し、1 億 7,069 万 3千円とするものです。

増額の理由でございますが、普通会計債の繰上償還の財源に充てるため、4,559

万 9 千円財政調整基金の取崩しを行うものです。

6 款 諸収入 、2 項 雑入、1 目 1 節雑入ですが、821 万 3 千円を増額し、1,031

万 7 千円とするものです。

増額の理由は、福岡県消防学校へ派遣している消防職員、1 名の人件費を福岡

県が負担しますので、収入として増額補正を行うものです。

次に、歳出の説明に入ります。8 ページ及び 9 ページをお願いいたします。

4 款 消防費、1項 消防費、1 目 常備消防費、2節 給料、3 節 職員手当、4節

共済費ですが、3,022 万 8 千円減額し、12 億 3,286 万 6 千円とするものです。内訳

は、昨年 11 月の人事院勧告と休職・中途退職者等に伴い、年度末までに決算見込

みを精査し、給料 1,231 万円と職員手当は 2,007 万円を減額補正し、共済費は 215

万 2 千円の増額補正を行うものです。

5 款 公債費、1 項 公債費、1 目 元金、23 節 償還金利子及び割引料ですが、

8,404 万円を増額し、1 億 1,779 万 4千円とするものです。

増額の理由は、高機能消防指令センター総合整備事業で借入しています組合債

の繰上償還に伴うものでございます。

以上で、一般会計補正予算（第3号）の説明を終わります。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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田中議長

石橋議員

田中議長

早川消防総務課長

田中議長

石橋議員

田中議長

永島議員

田中議長

永島議員

田中議長

永島議員

遠藤総務課長

石橋議員、どうぞ。

人件費のところですが、人勧の関係で減額をされているのですが、共済費が短期

と長期と両方とも増額になっています。この理由をお願いします。

早川総務課長、どうぞ。

消防総務課長の早川です。よろしくお願いいたします。 石橋議員さんからの質問

ですが、共済につきましては福岡県市町村職員共済組合に事務組合として加入して

いるわけですが、そこの負担金の率が変わりましたのでそれに合わせての増額並び

に減額という形をとっています。以上です。

石橋議員。

その理由が分からないから聞いているのですが。率が変わったのだろうということは

分かるのですが、変わった理由ですね、率が変わった理由、これはなぜですか。

ちょっと待ってくれということです。

他に、この議案について質問はありますか。

永島議員。

10 ページの管理職手当 5,205 千円と書いてあるのですが、給料が下がったのにも

かかわらず、管理職手当は全然マイナスではいないのですが、これはどういうことでし

ょうか。

何ページですか。

10 ページです。

管理職手当ですか。

はい。給与が下がっているのに管理職手当は下がっていない。千円でも 2 千円で

も下がるべきでないかなと思いますが。どういうことか教えてください。

総務課長の遠藤でございます。永島議員ご指摘の通り、給与に手当の率をかけま

すので、給料が下がれば当然管理職手当も減額となりますが、額的にそんなに大き

い金額ではございませんでしたので、今回は補正としては減額をいたしておりませ

ん。
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田中議長

永島議員

遠藤総務課長

田中議長

永尾総務課主幹

田中議長

石橋議員

永尾総務課主幹

田中議長

石橋議員

田中議長

永尾総務課主幹

田中議長

末吉議員

永島議員。

額的に大きくないということならば金額が分かると思うのですが、千円ですか2千円

ですか。そこら辺が分かれば教えていただきたいのですが。

申し訳ありません。詳細な金額は分かりませんので、承知いたしておりません。

最初の率が変わった理由ですね、どうぞ。

平成 23 年の 4 月から 12 月分までの共済組合の基礎年金拠出金というのがありま

すが、それの公的負担金の金額が上がりまして、改正前は 36.25％です。改正後が

48.15％となっております。それで消防職員の人数が多いですので補正を行ったとこ

ろでございます。

石橋議員。

年金の関係で負担金の率が上がったという説明のようですけれども、これは長期、

短期両方ですか。

基礎年金の拠出金ですから、長期の方に入ります。通知が来たのが24年の1月で

ございますので、その後に補正を行っております。

石橋議員、どうぞ。

年金だったら長期ですよね、年金だったら。短期も上がっているのですよね。

理由は。

すみません。担当者から長期の資料しかもらっていませんでしたので、すぐに確認

してお伝えしたいと思いますが、よろしいですか。

はい、調べてください。

末吉議員、どうぞ。

歳出の第 5 款で、高機能消防指令センター整備事業借入金の繰上償還 8,404 万

円の計上で、今回は繰上償還をされているわけですよね。繰上償還をする理由ある

いはその利率も含めて、一言も説明されなかったのですが、なぜ繰上償還するのか

ということも、新規事業との関係があればそう説明していただきたいし、繰上償還の理

由を説明いただきたい。
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田中議長

早川消防総務課長

田中議長

末吉議員

田中議長

早川消防総務課長

田中議長

門脇消防長

早川総務課長。

総務課長の早川です。この繰上償還につきましては、この後審議していただきます

24 年度予算の中で、中間整備を考えております。

この高機能指令センターを整備する時に起債をおこなっているわけですが、10 年

償還ということで借りております。次の中間整備をする時の財源として、改めて起債を

現在考えております。そのためには最初に借りましたこの起債を返済する必要がござ

いますので、今回これを返済して、新たに次の起債をさせていただきたいと考えてお

ります。

末吉議員。

前回の借入れですね、高機能消防指令センター総合整備事業、この整備事業とし

て起債を起こしたわけですから、その起債に対する償還については、国の補助が付

いているのですね、当然。繰上償還するという場合は、後々の国からの補助分を見て

も、特に利率が高いので借換えしてでも償還しようと。ただ、起債そのものに対する国

からの補助では、引き続き受け入れることができるのですよね。起債事業の場合はで

すね。今回、これをあえて償還の期限は残っているのだけれども繰上償還してしまお

うと、次の事業のために、という説明に受けとれるのですよ。ということは起債の今まで

やってきた事業が、残している分については国からの補助金が当然入ってこないで

すよね。言っていることは分かりますか。

答弁できますか。早川総務課長。

先程の質問に対してお答えいたします。補助はですね、当初整備したときには、国

庫補助として 3 分の 1 の国庫補助がございました。中間整備の場合は、現在補助の

対象となるのは、緊急消防援助隊の消防車両等を整備する場合に国庫補助がでま

すが、それ以外のものについては、国の補助は現在無くなっております。

消防長。

今、末吉議員さんのお尋ねは、当初整備の時に起債をさせていただいた時に国の

方から、その起債に対しても補助を受けられたはずではないか。途中あと 5 年残って

いる場合に、繰り上げ返済すると国からの補助はない段階で、新たに別の自分達で

縁故債といいますか、そういうものを借りるということになると、恩恵を受けられないの

ではないかということだと思います。 そのことについては、総務課長の説明では内容

的に不十分だったのでお答えさせていただきますが、高機能消防指令センターの導

入についての補助は、起債という形の後年度の交付税措置ではなくて、補助事業と

して一括でいただいたもので、残りのものについて起債をさせていただいたということ



16

門脇消防長

田中議長

門脇消防長

田中議長

永尾総務課主幹

田中議長

石橋議員

田中議長

永尾総務課主幹

田中議長

田中議長

でございますので、国庫補助は、当初、整備の時にいただいただけでございます。

何もないということでしょう。

ですから、起債に対しての国からの後年度地方交付税等の負担はございませんの

で、その辺については、途中で繰上償還をした場合にも、国の恩恵が途切れることは

ございません。3億かかった指令センターについては、3分の 1の 1億円の補助金が

出て、残り 2 億円を自主財源の起債等で賄いなさいという事業で、私どもは整備させ

ていただいたものでございます。以上です。

答弁できますか。できなければここで休憩をしますが。

永尾主幹。

短期掛金の率が 1,000 分の 4.025 上がっております。例年なのですが、共済組合

が予算措置する際の周知が遅れ気味で、いつも 1 月末とか 2 月初めにくるものです

から、前年度の例で率をかけておりますので、今回、補正の提案をする際にあたって

一緒に補正をさせていただいたということです。

いいですか。石橋議員、どうぞ。

長期と短期の内容ですよね。 長期が年金であれば短期は何に該当するのかとい

うところとか内容の説明をしていただきたいと思ったのですが。

どうぞ。

健康保険にかかる部分が短期、長期の部分が年金です。

いいですかね。

永島さんよろしいですか。先程ああいう回答で、決算の時に少し数字が変わって出

てくるのかなと思います。

他に、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）
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田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 7 号議案について、採決を行います。

本案を、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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 7 号議案は、原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩といたします。再開を 11 時 10 分からといたします。

休 憩

それでは会議の再開をいたします。

日程第 9 第 8 号議案 「平成 23 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」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

8 号議案について、ご説明申し上げます。

第 8 号議案

「平成 23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 23 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 24年 2 月 16 日宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

主な内容といたしましては、水道利用加入金の減額、企業債の借入金の減額、国

庫補助金決定に伴う減額、県道事業の遅れにより、着手できなかった一般改良事業

費等の減額、拡張工事の不用額の減額、並びに、その影響による消費税の補正をし

たものであります。

1ページの第2条につきましては、予算第3条に定めた収益的収入の第1款水道

事業収益 第2項営業外収益を1,200万円減額補正し、水道事業収益合計で28億

3,538 万 5 千円といたしております。また、収益的支出の第 1 款水道事業費用 第 2

項営業外費用を 113 万 4 千円減額補正し、水道事業費用合計で 23 億 9,300 万千

円といたしております。

次に 2 ぺージをお開きください。

第3条は、同じく予算第4条に定めた資本的収入の第1款資本的収入第１項企業

債を 6,790 万円減額補正、第 3 項補助金を 520 万円減額補正し、資本的収入合計
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森事務局長

田中議長

で 8 億 545 万 7 千円といたしております。資本的支出の第１款資本的支出第１項一

般改良費は 2,900 万円の減額補正、第 2 項拡張事業費を 1,200 万円減額補正し、

資本的支出合計で 21億 8,588 万 7千円といたしております。

次に 3 ページをお願いたします。

予算実施計画でございます。7 ページからの事項別明細書に記載いたしておりま

すので、内容については省略させていただきます。

次の 4ページの資金計画でございますが、この表は、資金の動きを表したものでご

ざいます。

次に 5 ページをお願いいたします。

平成 23 年度末(平成 24 年 3 月 31 日)の予定貸借対照表を掲載しております。資

産合計、負債資本合計それぞれ394億8,969万円余を見込んでおり、当年度未処分

利益剰余金として 13 億 616 万 8 千円余を予定しております。

補正の内容につきましては、事項別明細により説明をさせていただきます。

7 ページをお願いいたします。

まず、収益的収入及び支出ですが、収入の部1款2項営業外収益3目加入金は、

水道利用加入が予定より少なかったため 1,200 万円減額補正し、1 億 1,396 万 1 千

円としております。

支出の部 1 款 2 項営業外費用 3 目消費税は、収入支出構成の変動に伴い、113

万 4 千円増額し、3,531 万 6 千円といたしております。

8 ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出でございますが、収入の部 １款１項企業債１目企業債は、

起債対象事業が当初見込みより減少したため、6,790 万円を減額補正し、2 億 4,830

万円としております。

3 項補助金 1 目国庫補助金は、補助金の決定により 520 万円減額補正し、1 億

2,480 万円としております。

支出の部 １款１項一般改良費 6 目配水施設費ですが、県道事業の遅れにより年

度内着手が出来なくなった配水管敷設替え事業費等で 2,900 万円を減額補正し、2

億 7,510 万円としております。2 項拡張事業費 1 目配水施設費は、工事請負費の不

用額 1,200 万円を減額補正し、5億 1,473 万 4千円とするものです。

以上、説明を終わらせていただきます。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。

永島議員、どうぞ。
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永島議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

永島議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

県道の 2 千 9 百万ですか、減額になっておりますけれども、どこの工事でしょうか。

施設課長、どうぞ。

現在、県道改良工事が行なわれていますのは東福間の入り口付近でございます。

県道の方は法面掘削と歩道設置工事をしております。 そこの歩道部分に水道管を

布設する予定にしておりましたが、歩道整備の工事に着手しておりませんので、今回

減額補正しております。

永島議員、よろしいですか。

はい。

他に、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、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 8 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 10 第 9 号議案 「平成２４年度宗像地区事務組合一般会計予算につい

て」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。森事務局長。

第9号議案 平成24年度宗像地区事務組合予算を編成するにあたりまして、先程

組合長の方からもありましたが、5 項目を基本方針として予算編成を行いました。

行財政改革の断行、経常的経費の節減合理化、投資的経費の重点化と計画的実
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森事務局長 施、民間活力の積極的な導入、適正な関係市負担金、以上基本方針といたしまして

予算編成をしております。

それでは、第 9 号議案をご説明します。

第 9 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計予算について」

平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計予算を別紙のとおり提出する。

平成 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16 億 1,030 万 3 千円とするもので、

平成 23 年度当初予算額に比べ、1 億 750 万 8 千円の増額としております。

事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明いたします。8 ページ及び 9ページをお願いいたします。

１款 分担金及び負担金は、対前年度比 101 万 7 千円を増額し、13 億 5,876 万 9

千円を計上しております。

１目「議会費負担金」は、244万 2千円を計上し、対前年度比103万 8千円の増額

としております。

2 目「総務費負担金」は、2,521 万円を計上し、対前年度比 374 万 1 千円の減額と

しております。

3目「衛生費負担金」は、1億4,755万 1千円で対前年度比1,218万 7千円増額し

ております。この負担金は、し尿処理場の管理及び運営に要する経費に充てるもの

です。

4目「消防費負担金」は、11億 8,356万 6千円で対前年度比846万 7千円の減額

としております。

10 ページ及び 11ページをお願いいたします。

4款 繰入金ですが、財政調整基金繰入金5,873万1千円とするもので、対前年度

比 6,180 万 7 千円を減額しております。内訳は、消防費に係る不足財源として 4,003

万 1 千円、急患センター運営費に係る不足財源 1,870 万円としております。

5款 繰越金は、600万円を見込んでおり、対前年度比1,400万円の減額としており

ます。

6 款 諸収入 2 項 雑入、1 目 雑入は、994 万 1 千円で、対前年度比 783 万 7 千

円の増額をしています。県の消防学校に派遣している職員の人件費の負担金、800

万円を新規に計上しております。

7 款 消防債は、1 億 7,500 万円を計上しております。消防債については、高機能

消防指令センター中間整備、高規格救急自動車、人員搬送車、無線デジタル化実

施設計の整備に関する財源として、組合債を借り入れることにしております。

次に歳出をご説明申し上げます。12 ページ、13 ページをお願いたします。
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森事務局長 1款 議会費は、対前年度比 103万 8千円を増額し、244万 2千円を計上しており

ます。2 年に 1 度、県外の研修を実施していますが、平成 24 年度は、実施する年度

になりますので、主にそれに係る経費を増額しています。

2 款 総務費、1 項 1 目 一般管理費は、16 ページまでの掲載となりますが、派遣

職員負担金等を含む事務局経費が主な内容で、対前年度比 2 千円を増額し、2,018

万 5 千円を計上しております。

16 ぺージから 17 ページをお願いたします。

2款 総務費、1項 3目 財産管理費は、対前年度比 459 万 2千円を減額し、640

万 3 千円を計上しております。23 年度は、自治会館の漏水補修工事、550 万円を計

上していたものがなくなったことにより、減額となったものです。

20 ページ、21 ページをお願いいたします。

真ん中の 3 款 衛生費、1 項 1 目 保健衛生総務費、28 節 繰出金として、1,870

万円を計上しています。これは、財政調整基金を取崩し、急患センター事業特別会

計へ繰出すものです。

3 款 2 項 １目 し尿処理場費は、職員 2 名分の人件費と、し尿処理場の管理運営

に係る経費でございます。対前年度比 752 万 2 千円を増額し、1 億 4,726 万円を計

上しています。

23 ページをお願いたします。

増額の主な内容ですが、「生し尿貯留槽補修工事費として 1,130 万円を計上して

おります。包括委託をしている「し尿処理施設管理委託料」については、9,941万4千

円を計上しております。包括委託の内容は、維持管理運転委託料に加え、ユーティリ

ティ費（消耗品費、薬品代、電気代、ガス代、燃料費、印刷製本費）、保守点検費（法

的に委託できないし尿処理施設保守点検費を除く。）修繕費等を含めて委託してお

ります。前年度より 423 万 6 千円減額となっております。

4 款 消防費は、24 ページから 37 ページまでの計上となっております。

消防職員134人と再任用職員3人の人件費を含む消防業務全般にかかる経費で

あり、対前年度比１億 2,891 万 5千円の増額で 13億 9,083 万 3千円を計上しており

ます。

経費の主な内容ですが、まず、職員人件費については、25 ページの説明欄になり

ますが、対前年度比 1,423 万 7千円を減額し、10億 9,186 万 7千円としております。

減額の主な内容につきましては、平成 23年度にあった、退職勧奨等による退職手

当組合負担金がなくなったことによります。

次に、主な事業といたしましては、33 ページ「説明欄」をご覧ください。

「18」の救急車更新事業として、2,556 万 5 千円計上しています。高規格救急自動

車の更新をおこなうものです。
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

江上議員

37 ページ 説明欄をお願いいたします。

「12」通信機器整備事業として、1億 8,590 万 1千円計上しています。

主な事業としては、デジタル無線化実施設計料として、600万円、高機能消防指令

センターの中間整備として、1 億 5,773 万円計上しています。このシステムは、コンピ

ュータや通信機器の最先端技術を駆使した施設で、119 番通報受付から現場活動ま

で、より迅速・的確かつ効率的に支援し、対応するもので、平成18年の導入から6年

が経過しますので、その中間整備を行うものです。

38 ページ、39 ページをお願いたします。

5 款 公債費は、消防部門における施設整備や消防車両等の購入のために借入

れた組合債の償還元金と利子でございますが、平成 24 年 3 月に繰上償還を実施し

ますので、対前年度比 2,136 万円を減額となり 1,447 万１千円を計上しております。

なお、40ページから 51ページまで給与費明細書を、また、52ページ及び53ペー

ジに地方債の現在高調書を掲載しておりますので、ご参照ください。

以上で、第 9 号議案の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。

これから質疑を受けたいと思います。

質疑の方法は、ページ数で少し分けてしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。1 ページから 11 ページの歳入でひとつ区切りたいと思います。それから 12 ペー

ジから 24ページと 25ページの消防費の上まで、3款の衛生費までで区切りたいと思

います。それから、あと最後全部、25ページ下段の消防費からの3つに分けてしたい

と思います。そして最後に、全体的に何かあればですね、質疑をお受けしたいと思い

ます。そういう分割して質疑をお受けしますが、よろしいですかね。

（異議なしの声）

そういうことで、よろしくお願いいたします。

それではですね、歳入について 11 ページまでについて質疑のある方は挙手願い

ます。

（異議なしの声）

それでは歳出の12ページから 24ページと 25ページの上段まで、3款の衛生費ま

でについての質疑をお受けします。

江上議員、どうぞ。

23 ページの 3 款衛生費 13 節委託料細節の 3 です。庁舎設備保守点検料内のし

尿処理施設管理委託料が、先程ご説明がありました 9,941 万 4 千円となっておりま

す。前年度の1億 374万円に比べて 432万 5千円減少していますが、その理由をお
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江上議員

田中議長

花田課長

田中議長

江上議員

田中議長

花田議員

田中議長

花田議員

田中議長

森事務局長

田中議長

末吉議員

尋ねしたいことと、その前にお訪ねしようと思ったら森事務局長が内訳をおっしゃった

のですが、管理委託料の別紙でも結構なのですが、要望でございますが、1 億近い

管理委託料ですから、その内訳概要の資料をお願いしたい。そういうところを提案し

ながら、減少の理由をまずお聞かせいただきたいと思います。

はい、花田課長。

包括委託しています管理委託料につきましては、予算の見積もりを行う際に、前年

度と当該年度の投入推計量で算定して参りました。その際に前年度よりも 10％以上

の減量が見込める場合には、例えば人件費等を 5％削減して算定するとか、あるい

は投入予定数量に応じたところで、薬品あるいは動力そういったものはそれなりの算

定を行っております。したがって前年度より若干の減額になっておりますのは、少しず

つ下水道整備が進んでおりますので、投入予定数量が減っておると、ただし 10％ま

ではちょっと減っておりませんので、減額幅が何百万円というところに収まっておりま

すが。一応そういうことでしております。なお内訳等につきましては、今後資料として

次年度以降でもきちんと揃えて出すことについては考えていきたいと思います。

はい、江上議員よろしいですか。

はい。

他に質疑ございませんか。

花田議員どうぞ。

17 ページの公用車購入費はどこにどういう車を購入するのですか。

公用車 100 万円の件ですか。

はい。

内容を含めて、はい、どうぞ。

現在カローラを総務の方で使っておりますが、その代わりといたしまして、軽自動

車を 1台計上しております。

よろしいですか。

はい、末吉議員どうぞ。

し尿処理について、し尿処理汚泥の処理の仕方、あるいは今後の見通し等につい
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末吉議員

田中議長

森事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

森事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

てもちょっとお聞きしたいと思うのですが、し尿処理した後の汚泥を有効活用とか、そ

ういう方向というのは今バイオを含めて、各地で、福岡県内では大木町が中心となっ

てやっておりますが、地域の農業あるいはエコ事業として、推進されているのですが、

本市のし尿処理について例えばし尿廃棄物がどういう形で処理されているのか、そ

れが有料なのか、逆にこちらが手数料を払って処理しているのか、そういったものも

含めて説明と今後の考え方そういったものをちょっとお聞きしたいのですが。

はい、森事務局長よろしいですか。

現在曲地区にございます、宗像有機堆肥協同組合にほとんど全量、引き取っても

らっております。費用といたしましてです、1 トン当たり 6,500 円です。

この金額は、例えばごみ処理場で処分する場合は 14,000 円ということになります。

非常に安くそういう有効活用というところで、今のところこのまま継続していけたらと思

っております。

末吉議員。

それで地元の曲区に処理を委託されたとして、そこで処理されたいわゆるし尿処理

物を堆肥化されているのだろうと思うのですが、畜産廃棄物と一緒に、その後どういう

使われ方しているということは、組合として把握されているのでしょうか。

森事務局長。

農業用の肥料に使われているということは聞いておりますが、それ以外の使途につ

いては詳しくは承知しておりません。

末吉議員。

例えばし尿処理汚泥を活用して堆肥を作るとしますね。その飼料を例えば販売さ

れているとすると、トータルの経費としてどれだけの効果があっているのか、あるいは1

トン当たり 6500円の委託費が、高いのか、安いのかそういったものも先程の組合長の

方から、今後の事務組合としての経費の削減ということをおっしゃいましたが、そうい

ったところまでも再度精査して、し尿処理汚泥の処理経費のあり方についても、今後

やっぱり検討していく余地はあるということですね。 ただ地元あそこに継続的に使用

してもらっているという背景もありますから、一概にはちょっと言えないかもしれないで

すが、いわゆる一般論としてそこのどのように処理されて、最後どの様になっていくか

ということは、組合としても把握しておくべきじゃないかというふうには思います。

森事務局長
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森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

堆肥センターと言っておりますが、そこでどういうふうに処理されているかということ

についてはですね、今後組合としても十分把握してですね、経費が下がるかというの

はちょっとわかりませんが、電力の高騰で上がることも考えられることもございますの

で、そこも含めまして検討していきたいと思います。

よろしいですか。 石橋議員どうぞ。

財産管理費になると思うのですが、これはここの建物だけではなくて。

ページ数を言ってください。

17 ページの庁舎設備保守点検料としては、金額的には随分低い金額ですが、そ

もそもこの庁舎、事務組合の庁舎は、あるいは消防、自治会館ですか、急患センター

含めて耐震関係はどのようになっているのでしょうか。

はい、耐震関係は森事務局長。

ここの事務所につきましては、24 年度実績を含めまして、25 年度に耐震化の工事

を行います。ただ消防の方については確かもう完了済みということを聞いております。

ただ残りますその他の自治会館などについては、まだちゃんと把握をしておりませ

ん。

石橋議員。

ここの事務組合の庁舎が 24 年度実施設計。その具体的な内容というのは今出て

いるのでしょうか。この予算の中で。実施設計の予算としては。

森事務局長。

24 年度の水道会計に実施設計を計上しております。

水道会計の方でいいですかその方は。

そこで内容等も含めて。

水道会計の方でご説明よろしいですか。

他に質疑ございますか。

よろしいですか。
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田中議長

永島議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

永島議員

田中議長

門脇消防長

（異議なしの声）

それでは先にいきたいと思います。

それでは 24、25 頁から消防費から先の方で、質疑をお受けしたいと思います。

永島議員どうぞ。

29ページの13節委託料ですが、内訳は37ページに書いておりますが、毎年計上

していると思うのですが、初めてですので教えていただきたいのですが。

自動車免許取得、船舶免許取得委託料これは、37 ページでは大型免許取得委

託料と中型自動車免許、船舶免許取得委託料これがどんなものかですねちょっと教

えていただきたいのですが。職員の方は毎年何人かされるのでしょうか。そこら辺をち

ょっとお伺いしたいのですが。

消防長。

今の質問にお答えさせていただきます。これは職員のためのものでございます。

まず大型免許につきましては、消防車の中で特殊車両の大型 11ｔ以上になってい

る分でございます。それとあと中型は免許の種類が変わりまして、従来の普通車、大

型というものがありましたが、その内容が 2007 年の 6 月から区分が変わりまして中型

車、これは総重量が 11ｔ未満というものが新たに設けられまして、消防車両につきまし

ては、梯子車のような大型車あるいは、普通の消防車両で水を積んだものが中型車

にあたります。そのために職員を派遣して年間 1 名から 2 名を配置、免許を取得させ

ております。以上です。

永島議員

毎年、1名か2名取るのですか。 職員全員が大型免許を取られているということで

すか。 消防車に乗っていて、例えば梯子車とかに乗ってある方が運転席に1人しか

免許を持っていなかった場合、けがをしたとして、その時は大変だと思うのですが、全

員免許を取るようにしてあるのですか。

消防長。

現在全職員134名中82名大型免許取得しています。中型車につきましては、新し

い免許ですので 8 名。これは大型車は運転できません。あと小型船舶は 50 人という

ことですが。これにつきましては職員が新たに入って配置されます。その時にすでに

機関員という者が卒業して参ります。常に新しい職員を配置、供用する必要がござい

ますので、例えば私達も大型はすべて持っているのですが、業務の内容によっては

外れていきますので、結果的には新しい者をどんどんという形になっていっているの
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門脇消防長

田中議長

永島議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

吉田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

が状況でございます。したがって全職員を取らせるという意味ではございませんです

ので、配置された部隊によって必要なもの、又はそれの予定のある者を免許取得さ

せていただいている状況でございます。以上です。

永島議員

この費用については全部公費で、個人の負担はあるのですか。例えば 1 割とか 2

割個人負担があるのかどうかを教えてください。

消防長。

これは業務に必要があるという判断で、現在のところ個人負担なしで、全て公費で

す。 以上です。

はい、他に質疑ございますか。

吉田議員。

33 ページです。

啓発事業の中にママさんバレーがあるのですが、家庭の夫人に啓発することは非

常にいいことですが、だいたいどのくらいの参加チームがあって、どの様な啓発をさ

れているのか。

消防長。

宗像市、福津市のバレーボール協会の方々の協力のもと、20 チーム前後で推移

しております。 選手はだいたい15人登録の20チームになります。 選手だけで300

名の動員、あと選手以外のチームメイトそれを加えるとだいたい 1 日に 500 名、応援

者含めると 500 名から 600 名を動員できている状況です。

あとは普及啓発事業につきましては、まず地域における防火思想の高揚ということ

で、まずクラブ員自らが応急手当の普及のための実技講習を各チーム2名から3名、

年間必ず出ていただいて講習を、3 時間講習を受けていただいています。

それを基本に、今年は防火教室、救急講習は 1 時間であとは初期消火の仕方を、

午前中3時間程度メニューを組んでいます。また住宅用火災警報器の普及啓発につ

いて、各チームを中心としてそこからまた家庭に広めていただく、そういうことを行って

本当に戦力になっていただいている状況でございます。以上です。

よろしいですか。

永島議員。
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永島議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

森事務局長

江上議員

田中議長

末吉議員

すみません、船舶は何級、どれくらいの船を予定されておるのかですね、どういう

ふうに使うのか、船舶についてちょっとお伺いしたいのですが。

船舶もよろしいですか。 消防長。

船舶につきましては私どもが使うのは小型船舶と言いまして、救助用のボートがご

ざいます。それに船外機をつけられる物が、神湊と本署に配置しております。

そのために救助隊を中心として免許取得をさせています。以上です。

よろしいですか、永島議員。

江上議員どうぞ。

50 ページです。ちょっと教えていただきたい。地域手当について質問いたします。

地域手当の原則としての国の指定基準にも基づいた支給地域、支給割合とすること

になっていると思っておりますが、福津市は指定地域であり、宗像市は指定地域では

ないと、私は認識しておりましたが、本組合では 2.5％という支給率になっております

がこの根拠について教えていただきたいと思います。

はい、どうなさいますか。

事務局長。

宗像市が支給しているものに準じて 2.5％ということで支給しております。

江上議員どうぞ。

宗像市は市長がおられるから言いにくいのですが、指定地域じゃないというふうに

認識はしているんですが、2.5 ということで倣ってやっているとそういうことでよろしいで

しょうか。

森事務局長。

議員さんのおっしゃるとおりでございます。

それ以上申し上げません。

よろしいですか。

他に、末吉議員どうぞ。

先日の全員協議会で消防の通信システム改修工事で、高機能消防指令センター
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末吉議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

末吉議員

の中間整備事業として、1億5,773万円計上されているのですが、前回全協の時に説

明を受けたのですが、事前審査になっちゃいかんということで、大半の議員さんが質

問を控えたのですが、前回全協で主に説明がありましたのは、耐用年数、コンピュー

タの耐用年数が主に6年経過しているので更新したいということで、その説明によると

コンピュータ、ハードな機器を更新するのかなというふうに受け止めたのですが、いく

つかのスタイルのコンピュータがあるにしても、コンピュータ本体ハード設備を更新す

る割には1億5,000万円も費用がかかるのかなというふうに思うので、なんらかの資料

なりあるいは、例えばハードのコンピュータを更新すると同時に、今回ソフト開発、そ

れを運用していく上でのソフトの更新開発が必要なのかという説明なのか、例えば今

新しいパーソナルコンピュータでも 32 ビットから 64 ビットに変更されていますよね。

そうなりますとコンピュータのＯＳそのものも変更になってくるから、今まで汎用で使

っていたこの通信システムのソフトが、変更せざるを得ないのかというふうに類推する

のですが、その辺を若干説明お願いしたいなと思いますので。

よろしいですか。

消防長。

今の末吉議員さんのご質問にお答えさせていただきます。先日の全員協議会の中

では概要だけ説明させていただきましたが、今のご質問の内容につきましては、つま

りコンピュータの耐用年数、これはメーカー側の問題と財務省令等の面とございます

けど、やはり性能がどんどん上がってきています。コンピュータそのものの。その時に

5年間、6年間たった時に、5年、6年の前のいわゆる修理、故障に対しての対応がな

かなか難しくなるというのが、コンピュータ独自の大きな特徴でもございます。

ですから必然的に今回更新させていただく内容につきましては、取替になりますの

で5年前のソフト的なものから、バージョンアップしたものがそこについてくるというもの

も中にはございます。主にですね今回の更新は15項目程大きく分けて行われる訳で

すけど、例えば指令装置。指令装置と申しますのは指令台、自動出動指定装置、地

図検索装置その他ございますが、本体を取り替えるもの、コンピュータ本体を取り替

えるものそれと、設備そのものの一部をオーバーホールするという大きく 2 つの取り組

み方で中間更新という位置づけをしております。

ですから内容的には、ほとんどのコンピュータ部分が取り替えられるということで、

今回は 1億 5,000 万円という計上になるということでございます。以上です。

末吉議員。

ちょっと苦言を呈すようですけど、実はここの水道企業団がですね、集中制御施設

の更新の時に当初 8 億円の予算案が出たのです。

その時にどういうものを作るのか、あるいは中身についてですね全く分からない中

で、8 億円もの予算が審議どうするという岐路に実はなったのです。それで私できれ
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末吉議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

ば、この中間整備と言いながらどういうものをどういうふうにするかと、そしてソフトにつ

いては例えば汎用のソフトで使えるものなのか、全国の消防署で使っているシステム

の流用をするものなのか、あるいは今回色んなシステムが10何項目あるにしてもそれ

ぞれについて、メーカーに競争入札させてですね、その経費の軽減というのがどの程

度見とおせるのか、そういったものも実はこの議会の予算議会の中で検討を、本来は

するべきだというふうに思うのですね、そういう中で今回も事前に資料は全協の時に

いただきましたけども、全体像がやっぱり見られる検討資料といいますか、こういった

ものがやっぱり額が 1億 5,000 万円以上の更新であればそういう資料があってもいい

と正直ちょっと思うのですがその辺いかがでしょうか。

消防長。

ご指摘の件についてお答えさせていただきますが、例えばこの部分についてはあ

る業者、この部分についてはある業者というような形で、機器類によってはそのような

形でオーバーホール、中間更新もできるものもあるということに私も認識でおります

が、この指令センターにつきましては、この前もご説明させていただきましたけど、119

番が入って出す、その後の支援情報はシステムという意味では、同じ業者が同じ互

換性を持って機能を動かすような形で残念ながらなっているものでございます。

あまり具体的な業者名が出たらおかしいかも知れませんが、大手の話をちょっとさ

せていただきます。 ＮＥＣと例えば富士通ふたつがありまして、例えば今回は富士

通さんの方で更新してくださいと言うと、ＮＥＣ独自の互換性を持った分は富士通が

立ち上げることによって、やはりそこの不具合は想定できないものもあるそうです。

ですからどうしてもＮＥＣ絡みですとＮＥＣのシステムの精通したものにやらせてい

るのが、全国的なシステムの中での、消防関係ですけども、それは一般的な例でござ

います。 あとは具体的な内容と申しますのは、例えば指令台のハード部分、ＣＰＵ

を、指令台というのは 119 番を受け付けるために同時 3 台まで可能です。

その内の 3 台がこの部分がこういうふうに火事ですというような形であれば、後ほど

また仕様的なものは提出させていただきたいと思いますが、それが何で必要か、何で

どれだけいるのかということの全体的な関連については、先程メーカーの立ち上がり

のシステムの問題がございますので、その辺をご理解いただきたいと思います。

このシステムをこの数更新します、この数をオーバーホールします。それをしない

場合はどういう不具合が想定されます。

こういう資料につきましては、提出させていただければと思います。最初から提出し

ていればよかったのですが、後ほど提出させていただきたいと思います。以上です。

具体的な整備項目というか全体像の部分と、今回の中間でやる部分との具体的な

整備項目とか、そういうものは何か資料は出せるのですか。

消防長。
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門脇消防長

田中議長

門脇消防長

田中議長

田中議長

門脇消防長

田中議長

花田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

門脇消防長

田中議長

石橋議員

私が今申し上げましたのは、先日の全員協議会の中で全体のシステム概要図を示

させていただきました。指令装置の中には自動出動装置とか地図検索装置、発信地

表示装置、この部分のこれをこの数で買います。全体を見ながらこの部分も変えるの

か、この部分はオーバーホールなのか、という資料を出させていただければと思いま

すので、全協の資料プラス、今回は各項目の数字を出させて頂ければと思います。

今、資料を配ることはできないのですか。あとで、ということなのですか。

あとで用意する。この会場では間に合わないということですか。

もし、差し支えなければ、お昼の休みの後でも用意してまいりますが。

それでよろしいですか。

（異議なしの声）

では、そういうことで。

失礼します。

花田議員、どうぞ。

27 ページの表彰 2万円、市民の表彰でしょうか、職員の表彰でしょうか。

それと救急救命士研修に29万入校委託料ありますが、何名行かれるのか、それか

ら、その下の救急救命士免許登録税 18,000 円とありますが、何名分でしょうか。それ

をお知らせ願います。

消防長。

まず、表彰の 27 ページからでございますが、その他の表彰の人命協力表彰、これ

は一般的には住民の方を対象にさせていただいております。あとは、救命士でござい

ますが、1 名でございます。以上です。

登録税は。

1 名でございます。

石橋議員。

33 ページに住宅用の火災警報器設置推進事業というのがありますが、この今の進
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石橋議員

田中議長

門脇消防長

捗状況がどのようになっているのか、それからその下に予防一般活動費、これはとて

も少ない金額ですが、3.11 昨年、ほぼ 1年になりますが、本当に色んな事が起こった

時には 命がけで対応にあたっていただいているのですが、予防が本当に大事な状

況だということだと改めて、昨年から分かっていると思うのですが、その予防に対し

て、消防本部として積極的に住民の皆さんを誘導して何かされるという計画、あるい

は行政も通じて、市民協働で今、自主防災組織が各地域で立ち上がってきていると

思うのですね。

災害時の要援護者がたくさん増えてきているそういう状況の中で、予防に関して消

防本部としては、具体的な計画というか、住民と一緒になって積極的な方向性という

ものを何か考えられているのでしょうか。

消防長。

まず、住宅用火災警報器の普及啓発の関係ですが、宗像地区におきまして 23 年

度まで過去 3 年間の普及率の設置アンケートを行なっております。750 世帯を中心と

して 350 ほど回答がありますが、23 年度につきましては 70.8％。

過去2年間は63％とか65％を推移して参りましたので、少しずつではありますが増

えてきているという状況でございます。 100％が理想でございますので、それに向け

て更に実態的な活動を行なうために、モデルハウス材料費、これはコミュニティセンタ

ーの方に住宅用火災警報器、探知機と申しますが、実際につけたモデルハウスを職

員が作って、材料を購入して、探知機は本物そのものです。それをこいうところにつ

けるのですよと、各地区のコミュニティセンターの方に内諾を得られましたので、14 個

設置するための経費でございます。

次の予防活動費でございますが、今石橋議員さんがおっしゃっていただいた地域

全体の防災の担当につきましては、私ども消防本部で予防課という部署でなくて警

防課の方で業務を担当させていただいております。

それにつきましては自主防災の各地区からの避難訓練、あるいは防災教室につき

ましては、各行政の宗像市におきます生活安全課、福津市も同じ生活安全課と連携

を取りながら、積極的に職員には出て行って講習をしていただく時間をいただけるよ

うにということで取り組んでおります。

いわゆる経費的なものはほとんど上がってきませんが、マンパワーの方で消防車を

出したり職員を出したりという形で、相当今増えてきております。

あとは、昨日なのですが、宗像市の職員を対象に実際に災害対策本部を立ち上

げて、その中で幹部の方々、今回の取組としては各課、総務部から 60 名近くの動員

かけて対策本部のシミュレーション訓練を実施していくなど。これは地域の人たちの

連携をとるためにも行政が中心となって、また自分達は自分達でということで、消防本

部も一緒に検討させていただいた訓練をしております。

そういう形でより住民の方に見えるような訓練を、今からも呼びかけて一緒にしてさ

せていただくようなことについては考えていきます。
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門脇消防長

田中議長

石橋議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

岩城議員

そういう形ではこの部分には計上していただかなくても結構な数字でございます。

以上です。

よろしいですか。

石橋議員。

ということは、行政と一体になって通常の任務の時間を使っていただいて、地域に

出ていただいているというようですが、積極的な呼びかけですね、これをどこまでして

くださるか、そういう要請があれば出て行ってということではなくて、いわゆる住民の方

は消防の方は専門家と思っているので、専門家の方に来ていただけるのは親密感も

あって緊張感もあると思います。

計画的にやってくださるとか、市役所とかそういう所も避難訓練とかそういうのも定

期的にやっていくとか、具体的な計画スケジュールみたいのものをやっていかれると

か、何か受け身ではなくて、もっとそういうことの考え方というのは、行政の方向性と言

われたことに対応するということでしょうか。

消防長。

すみません、私の説明が不十分で誤解があったと思いますが、要望があればいく

というのはもちろんのことですが、防災訓練を大変と思ってある地域がたくさんありま

す。

ですから、まず一人でも二人でも参加していただだける、そういうお話は、防火教

室は小さな救急講習とかそういう段階で各コミュニティセンターとか役員の方とお話す

る機会にお声かけしております。

例えば、鐘崎地区の方でそういう訓練をしたら、自由ヶ丘とか南郷地区とか田島地

区とか、必ず普通の場合は役員の方が見に行っています。そしたら吉武地区の方で

もしたいと本当に広がってきておりますので、職員にはあらゆる機会を通じて、どうや

っていいかわからない、こういうことを本当に思っているから、もしお手伝いをさせてい

ただけることがあれば、なんでも結構ですから、1人でも避難訓練を始めませんかとい

うところから始めているのは事実でございます。

ですから、今お話いただいたことについては、その辺も含めてまだ見える、そういう

ふうな積極的な計画、あるいは行動に移りたいと思っています。

よろしいですか。他に、ございますか。

岩城議員。

一点だけお願いをいたします。ページ数でいうと 29 ページ、若しくは先程ありまし

た消防の関係で、コンピュータシステムの件なのですが、考え方についてお願いをい

たします。
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岩城議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

永島議員

基本的にこういったものを入れ替える、リースにかけるときには、ハードとソフトを基

本的には一体化して、先程の説明も消防の方でもそうであったかと思いますが、基本

的な考え方というのはハードとソフトは別問題で、どのハードであれソフトがあれば問

題ないわけですから、ただこういった考えをやっていくとですね、1 メーカーに絞られ

価格の方がコントロールされていくいうような傾向に、非常にあるんではないか。

ひいてはシステムの保守点検料、またはの配置等で、かなりの費用がかかってく

る。この明細関係は、明細関係というかコンピュータ関係でかなり大きな費用が投入さ

れる。さっきの議員からもおっしゃられましたように、8 億払ったという経緯もございま

す。ですからどうもＮＥＣだったらＮＥＣのハードとソフトがセットでないと駄目だという

考え方ではなくて、この辺はしっかりソフトが走ってくれれば問題ない。ですからそう

いった形で入札をかけるとか、こちらから 3,300 万円のＰＣの件もそうでしょうけども、リ

ースでしょうけども、こういった物も別に本体が変わるから中身が動かないっていうわ

けではないと思うんです。分かりやすく言えばトヨタの車であろうが、日産の車であろう

がＣＤを入れると音楽がしっかり鳴ってくれるというようなことではないかと思うので、そ

の辺の予算の考え方についてをちょっとお聞かせください。

消防長。

消防のまず指令センターについてになるかもしれませんが、今岩城議員さんがお

っしゃっていただいた通り、やはりどうしても私どもが導入する場合も、全国の各導入

事例を一番参考にさせていただきました。

それからすると、その後の保守これランニングコストになりますが、残念ながらＮＥＣ

ならＮＥＣ、それから富士通さんなら富士通、沖電気さんなら沖電気さんという形に、

まだ消防の機器全体が全国 798 消防本部ございます。

高機能はまだ 6 割にも満たない導入状況ですが、それからするといわゆる機器そ

のものの、需要の段階でそのシステム分の事例がなかなか少ない部分が現状にたく

さん要因としてありました。そういうわけで、他の本部の事例を参考に 1 機器の 1 メー

カー、そして補修もそういう形、現状にはなっております。

ただ、今後ご指摘いただきましたので、私どももその辺を含めて研究し、勉強し、出

来るだけ費用の軽減に向けて努力していくことは、十分念頭に置いておきたいと思い

ます。

他に。時間が過ぎているのですが、永島議員どうぞ。

27ページのですね、消防長の交際費ですが、3万円、議長交際費が4万円、組合

長交際費が 10 万円計上してあります。

消防長 3 万円です、議長も組合長もそれぞれ帰られたら市長交際費とか、議長交

際費持ってありますが、消防長交際費はここだけなんですよね。3万円で足りますか。

ちょっとお伺いしたのですが、少ないのではないかと思って心配しているのですが。
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永島議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

田中議長

門脇消防長

手銭を切っているのではと思いまして。そこら辺がちょっとお伺いしたいです。

消防長ご自分でお答えなりますか。

少ないとは思いませんが、現状はほとんど支出の例はございませんが、現職の消

防関係者の範囲内で、弔意的なものが主になると思います。

その程度でございますので、今のところはその額で運用させていただければという

ことで、予算を計上させていただきました。

ちなみに交際費で出すべきものの手出しということは、おかげさまで今のところあっ

ておりません。以上です。

12時を随分過ぎていますが、先程の資料の提出の関係もありますから、ここで休憩

をとりまして 1 時から再開したいと思いますが、その段階で資料を提示していただい

て、消防長の方から説明していただいて議論に入ると、そういうことでよろしいです

か。消防長準備できますか。

それでは時間にしたいと思いますので、一応ここで暫時休憩といたします。

再開を 1 時からでよろしいですか。

よろしくお願いいたします。

休 憩

よろしいですか。

それでは会議を再開いたします。

末吉議員の方から質問があった分について、資料、消防関係の新しい今度の中

間整備といいますか、その分の資料についてお手元に配布はされていますか。

まずその説明を聞いたうえで、質疑に入っていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。

消防長よろしいですか。

また説明をさせていただきます。ただ今配布させていただいています、資料につい

てまず説明させていただきます。

Ａ3 判のですねその広い分につきましては、私どもの指令システムの専門的になる

部分もございますが、機器系統図という形でございます。順番に並べればいいと思い

ましたが、なかなかこういうものしかございませんでしたので、新規導入の時の資料を

コピーしてきたものでございます。

これとですね、Ａ4 の横のちょっと赤い色とか、青い色とかにしました。これが今回

中間整備をお願いしている内容の概要、主なものでございます。

主要システム機器一覧のＡ3 との関係が、まず必要になると思いますが、この機器

一覧のＡ3 判の中に表示しております数字番号、①、②、③と、中間整備内訳のＡ4



36

門脇消防長 判の分の左側の番号とは一致しておりませんのでご了承願いたいと思います。

それぞれ作る時期が違いましたので、取り急ぎ持ってきましたので、最初にそれを

説明させて。 まず、整備内訳の部分の指令装置という部分ですが、この指令装置の

中には、大分類指令装置として中分類指令台のオーバーホール、例えばこれを見て

みますと数量 3 台ございます。

整備区分はオーバーホール、これは整備しない場合の影響としては 119番の受付

出動指令が不能になるという見方をしていただければよろしいかと思います。

あと指令装置には指令台オーバーホールの下に自動出動指定装置、地図等検索

装置等が含めて指令装置という形で、捉えていただければと思います。

この中でＡ3 判の分でございますが、本部というところの図の、楕円形の本部の左

部分がございますが、この下にですね指令台①②③というのがございます。

この形としては指令台という形になっていますが、こういうものを外観として中には

先程申しました自動出動指定装置等々が組み込まれているということでございます

が、真中程を見ていただきますと、自動出動指定装置につきましては番号でいいま

すと、⑩のところですね。 こういうものがぶら下がっていると、大きい部分の⑩です

ね。 それから地図検索等装置につきましてはその下の⑩のずっと下の、下から 5cm

くらいのところですね、地図検索装置、それから音声合成装置は⑩のすぐ右手の上、

という形で A3 判の中心部分にだいたい指令装置の中心機能が組み込まれていると

いうようなものでございます。

そしてこの指令台装置との関連で、今度右肩の方にいきますが、市内と書かれて

いる部分がございます。

これは無線サイレン等ですね、これは防災無線の関係は福津市と宗像市はサイレ

ンの吹鳴方法違いますが、そういうものも今回は指令台の中間更新にあげられませ

んが、こういうものも指令システムの中には一応用意されているものでございます。

あと署所 4 箇所というのがございます。これは本署以外の各署所でございますが、

これについては指令台から指令伝送装置、これはA3判の部分でいきますと、中央部

分のやや下側⑨ですかね。指令伝送送信装置、この装置を使って各署所に回線接

続を行なって、119 番からの出動指令をこの装置で行なっているものでございます。

各署所と本署がこの装置で結ばれているというものでございます。

あと一番下の車両ですが、これは災害現場に向かうとき、あるいは災害現場での活

動状況等のやり取りは NTT ドコモ DoPa 回線、FOMA。今は全部 FOMA に切り替え

られておりますが、この携帯電話のシステムを用いて画像伝送装置、これを車両から

本部の指令センターの方にモニターできるように、災害情報を伝達するものでござい

ます。

このように機器一覧というかたちですが、なかなかわかりにくい物しか用意できませ

んでしたが、このようなものの中で主に 14 項目を挙げさせていただいておりますが、

指令センターの中間整備内訳の中で 1 番の指令装置、今 A4 の説明をさせていただ

きますが、2番の表示盤、3番のEメール119受付け設備等について、その主な設備

の概要、それから数量、整備区分オーバーホールか更新か、更新が取替ということで
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門脇消防長

田中議長

末吉議員

田中議長

門脇消防長

田中議員

花田議員

田中議長

花田議員

ご理解いただければと思います。

もし、これを整備しない場合の影響として考えられるものを、そこに赤文字で記入さ

せていただいておるものでございます。

本当に簡単で申し訳ございませんが、システム全体の概要、機器一覧と今回整備

させていただく中間整備の内訳ということで説明を簡単でございますが終わらせてい

ただきたいと思います。

なかなか難しい事もありますが、質疑に入っていきたいと思います。

質疑をお受けいたします。 末吉議員。

専門的には中身は分かりませんので、質問し難いのですが、このA3の図面でいた

だいている一番右端の分、市内支所４箇所、車両、要するに消防本部とネットワーク

の中で、右端の部分については、先日報告されました消防無線のデジタル化のとオ

ーバーラップしているところですよね、ここについては。

要は、現在時点においては、右端の部分についてはアナログでやっているけれど

も、デジタル化によってここの部分についてはデジタル化と併せて機器の変更といい

ますかね。 当然デジタルで送る場合とアナログで送る場合と機器が変わってきます

から、そこの関係はどうなっていますか。

消防長。

ただ今のご質問なのですが、今回の各署所、市内、車両等の関係につきまして

は、消防車両との関係の無線のやり取り、これはデジタル化の問題がございますが、

その他については、この指令センターとデジタル化の、アナログからデジタル化周波

数への切り替えとは関係ございません。

従って 25 年度以降に予定されていますデジタル化については、今回の中には説

明させていただいておりませんが、直接は関係ないシステムでございます。以上で

す。

花田議員、どうぞ。

質問します。これで CPU のところがよく分からないのですが、バックアップシステム

はどういうふうになっていますか。

バックアップ機能。

CPU とか本体が壊れたときに、それの代替手段。普通こういう緊急のは 24 時間ダ

ウンさせたらいけないとか、バックアップシステム、待機システムであるとか専門的に

は言うのですが、そういうバックアップのシステムとかいうのは。もし非常時で本体がお



38

花田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

花田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

花田議員

門脇消防長

田中議長

永山議員

田中議長

門脇消防長

ちたとき、どういうふうにするのか教えてください。

消防長。

まず、CPU の問題なのですが、119 番受付は同時に 3 台までできる機器でござい

ます。それの場合同時 3台ダウンするということは稀なことであるかと思います。

しかし、もしなった場合は、補助システム、緊急時に手動操作できる、そういうものも

バックアップとして捉えておりますので、その辺については 119 番の対応は十分でき

ると思います。

それとすぐに 24時間のサポートシステムも機器については連携をとっておりますの

で問題ないかと思います。

花田鷹人議員。

細かい事聞いていいでしょうか。ＣＶCF でリカバリーすると思うのですが寸断したと

きに、これは 5 分、10 分くらいもちますか。

消防長。

瞬時停電の場合は、バッテリーを持っていますので、停電落ちてもそのバッテリー

で。 それと、これ専用の自家発を持っていますので、これが 2 時間以上もちますの

で大丈夫です。

はい、花田議員、どうぞ。

これ専用線は、どことどこを繋いでいるのですか。

専用線は、今のところ各署所との専用線です。

永山議員、どうぞ。

確認ですが今、デジタルの整備化とかそういうことの中間整備、これが 6 年経過し

て中間整備ということでこれだけの金額がかっているわけですが、今後また 6 年した

ら、やはり交換機の取替とかが発生するということになるのですかね。毎回 6 年毎にこ

ういう感じの形でいくということですかね。

消防長。

私どもの本部については、18年に導入して今回初めての中間整備なのですが、耐
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門脇消防長

田中議長

門脇消防長

田中議長

門脇消防長

田中議長

末吉議員

田中議長

永尾総務課主幹

石橋議員

田中議長

永尾総務課主幹

田中議長

用年数が 9 年から 10 年ということで言われております機器については、他の本部の

事例なのですが、その時期にきますと全部取り換えということで、最初の分の投資額

を必要として更新をしておるのが、他の本部の現状であります。

その間途中にコンピュータシステムを中心とした中間年に当たる年に、中間更新と

いう形でしておるのが、他の本部の例でありますので、この機器についてはそういうも

のが今後必要になろうかと思います。以上です。

他にありますか。私の方からいいですか。

このオーバーホールというのは当然ハード的なものと思うのですが、更新というの

はソフトウエアを入れ替えるという理解でよろしいですか。更新というものの中身は。

まるごとの方です。

機器を含めて、ハード部分を含めてですか。

はい。

では、消防以外の関係について質疑がございましたら。

石橋議員、どうぞ。

消防費のところですけども、27 ページに共済組合追加費用、これは何ですか。

27 ページの上から 3 番目の分ですか。

永尾さん、どうぞ。

やはりこれも、年金に係る費用でございます。

新年度予算の追加費用ということなので、毎年の何かのいわゆる年金でしたら、長

期負担金になると思いますが、それとは別の何かがあるということなのですか。

永尾さん。

共済組合から長期に係る追加費用なのですが、共済組合の方から追加費用という

形で、予算化の率を言ってくるのでございます。全て追加費用そのものが長期負担

金ということで、年金に係る費用です。

いつもこのように計上されているということですか。

消防長。
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門脇消防長

田中議長

花田議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

花田議員

田中議長

石橋議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

石橋議員

消防のページで上なのですが、追加費用は昔で言いますと、軍人恩給、これにつ

いて法律で追加費用という形で、各自治体に要求されているものでございます。

ですから、項目では追加費用という形であげているのが通例でございます。

花田議員、どうぞ。

先ほど聞けばよかったのですが、これ結構補正でも保守契約高いですよね。

年間1,000万円もあるのですが、この中で、今、補修対象となっているものは、本部の

分全てと考えていいのですか。ちょっと教えてください。

消防長。

本部、各署所、それから車両の AVM全てでございます。

よろしいですか。

はい。

他に、質疑ございますか。

石橋議員、どうぞ。

42 ページの職員数のところですが、職員数が前年度と比較してカッコ内の再任用

短時間勤務職員についてが、5 から 3 になっていて、前年度から職員数が 1 人増え

ているということになっているのですが、これの説明をお願いします。

はい、消防長。

まず、再任用の（3）の本年度と前年度の（5）につきましては、消防職員の 23 年度

の 5 名と 24 年度の 3 名です。これは年金受給の関係で再任用の年齢外になります

ので、3 名のものが対象になるということです。

あと、職員数の 135 と 136 につきましては、これについては 4 月 1 日現在になりま

すが、23 年度採用予定で採用試験をしましたが、途中で辞退されました。従って 23

年度は欠員のまま動きましたので、135 ということで、136 はその分 1 名、次の 134 名

体制ということで消防の方はなっております。その関係で1名の差が出ております。以

上です。

石橋議員。

ということは、定数内の増ということなのですか。
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田中議長

門脇消防長

田中議長

石橋議員

田中議長

江上議員

江上議員

森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

消防長。

はい、その通りです。

よろしいですか。

はい。

他に、質疑ありますか。

全体的に質疑がありましたら、お受けしますが。

江上議員、どうぞ。

まず、組合長に確認をさせてください。組合長も事務局長もご説明されました別紙

の第 9 号議案の一般会計予算についての下に、予算編成方針を作成し基本方針の

5 つの柱、確認というのは、これに力点を置いて予算編成をされたという解釈でよろし

いでしょうか。

この 5 項目を目標方針として、これを考慮して予算編成をしております。

江上議員、どうぞ。

そういうことでありますなら、この 5 つの柱を反映させた部分、この予算編成に具体

的に、全部ではなくても結構ですが、こういう所に反映させましたという具体的な事例

をいくつか挙げていただければありがたい。

事務局長。

まず、派遣職員を2名ほど減らしております。 それから営業課を中心になると思い

ますが、水道会計のところで出てきますが、これが水道全体の予算と言いますか、営

業課関係でアウトソーシングいたしまして、民間委託したものもあります。

こうした経費につきましては、水道広域事業を中心に計画的な主要計画を立てて

やっております。以上でございます。

江上議員。

これは 24年度に新たに 5つの柱を設けられたのですか。

事務局長。
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森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

石橋議員

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議員

森事務局長

田中議員

石橋議員

森事務局長

田中議長

昨年も5本の柱でやったとは思いますが、基本的、内容的には昨年度もやっており

ました。1 つはですね、特に民間活用化あたりは 24 年度予算に重点的に反映してお

ります。

いいですか。

はい。

全体的に他にございますか。

石橋議員、どうぞ。

職員の関係で、事務組合の職員の変動、変化がありましたら教えてください。

事務局長。

プロパー職員ということでよろしいですか。

全体で。

派遣も含めてですかね。24年度はプロパー職員が6名でそのままで、派遣職員が

2 名減ります。 事務組合といたしましては 2 名減でございます。

石橋議員。

派遣というのは各自治体からの派遣ということですか。

事務局長。

説明が悪くて申し訳ありません。 両市からの派遣職員でございます。

いいですか。他に、質疑ございますか。

石橋議員。

任期付き職員の関係は、昨年職員の方がいらっしゃったと思いますが、そこは変わ

らないという感じですか。

水道事業のところの会計ですね。その説明はいたしたいと思います。

水道の方でということですね。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

他に、質疑よろしいですか。

（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。

これより討論を行います。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 9 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 9 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 11 第 10 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合急患センター事業特

別会計予算について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。森事務局長。

第 10 号議案をご説明いたします。

「平成 24年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計予算について」

平成 24 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計予算を別紙のとおり提

出する。

平成 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2億 4,916 万 2千円と定めるもので、

前年度当初予算に比べ、869 万 5 千円の増額としております。

予算の内容について、事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明申し上げます。

7 ページ及び 8 ページをお開きください。

1款 診療収入は、対前年度比1,200万円を増額し、1億 7,700万円を計上してお

ります。これは、平成 22年度の診療報酬の実績を参考にして計上しています。

2 款 分担金及び負担金は、対前年度と同額の 5,246 万円を計上しています。
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

内訳は、経常費負担金 3,805 万 8 千円、 創設費負担金 1,440 万 2 千円で、とも

に前年度と同額としております。

3 款 繰入金は、対前年度比 430 万円を減額し、1,870 万円を計上しております。

財政調整基金を取崩し、一般会計から繰り入れるものです。

4款 繰越金は、対前年度比99万9千円を増額し、100万円を計上するものです。

次に歳出をご説明申し上げます。11 ページ及び 12ページをお開きください。

1款 急患センター運営費は、対前年度比875万 6千円を増額し、2億 3,290万 2

千円を計上しております。

主な支出内容について説明します。

急患センターの管理運営については、宗像医師会に委託しています。

委託料として、医師報酬の値上げと消費税により前年度に比べ、1,586万7千円増

額し、2億 3,199 万 9千円を計上しております。

2 款 公債費は、急患センターの移転事業に伴う平成 9 年度及び 10 年度の起債

に対する償還元金と利子でございます。

前年度に比べ、9 万円減額し、1,441 万 2 千円を計上しております。

以上で、第 10 号議案の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。一括で質疑をお受けします。質疑ございませんか。

急患センターよろしいですかね。

（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いたします。

これより第 10 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 10 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。
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田中議長

森事務局長

日程第 12 第 11号議案 「平成 24年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特

別会計予算について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。森事務局長。

第 11 号議案について、ご説明いたします。

第11号議案 「平成24年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計予算

について」平成 24 年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計予算を別紙

のとおり提出する。

平成 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億 7,607万 5千円と定めるものです。

平成 23 年度当初予算に比べ、1 億 4,348 万 8 千円の増額としております。

それでは、予算書の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明申し上げます。7 ページから 8 ページをご覧ください。

１款 事業収入は、前年度より 18万 2千円を減額し、1,394 万 5千円を計上してお

ります。

2 款 分担金及び負担金は、前年度と同額、（φ13ｍｍの加入金１件分）10 万 5千

円を計上しています。

3 款 国庫支出金は、国庫補助金で 7,055 万を計上しています。津和瀬地区水道

施設工事に係るものでございます。

4 款 繰入金は、前年度より 3,792 万円を増額し、5,626 万 4 千円を計上していま

す。

5 款 繰越金は、前年度と同額、１千円を計上しております。

6 款 諸収入は、前年度と同額、１万円を計上しております。

続きまして 9ページ、及び 10 ページをお願いいたします。

6 款 組合債は、簡易水道事業債 3,520 万円を計上しております。

次に歳出の説明に入らせて頂きます。11 ページ、12 ページをお願いいたします。

1 款 総務費は、前年度より 565 万 6 千円減額し、2,049 万 5 千円を計上していま

す。

主な支出としては、11 節の需用費、修繕費などで 537 万 1千円、12 節の役務費、

水質検査の手数料などで 397 万円。

13節の委託料、大島簡易水道施設管理委託料などで、1,039万2千円を計上して

います。

19 節の負担金補助及び交付金は、福岡県水道協会負担金で 5７万円を計上して

います。

続きまして 13 ページ、14 ページをお願いいたします。
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森事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

森事務局長

2款 事業費は、前年度より 1億 4,914 万 3千円増額し、1億 5,129 万 7千円を計

上しています。

主な支出としては、13 節の委託料は、大島浄水場更新設計業務、津和瀬地区送

配水管設計業務委託等で5,738万 7千円、15節の工事請負費は、津和瀬地区の加

圧ポンプ場、送水管布設、及び配水池築造等で 9,371 万 3 千円を計上しておりま

す。

3 款 公債費は、償還元金及び利子に係るもので、前年度より１千円増額し、378

万 3 千円を計上しています。

以上で説明を終わります。ご審議の程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。

末吉議員、どうぞ。

大島の簡易水道については、前も一度話したことがあるのですが、今回浄水場の

更新だとかですね、実質設計委託料に約5,600万円、配水管の布設工事に9,300万

円等ですね、投資していくとですね、そうした時にもう地ノ島経由して大島の方に海

水の導水管を布設して、そうした方が先々経費の削減になるのではないかということ

は、随分私も話をしてきましたけれども、やはり簡易水道に単年度でこれだけのお金

がかかっていくというのが、本当に今後の負担について、検討していくべきではない

かと思うのですが。冒頭の組合長の方からも、事務組合の経費削減について、十分

な精査していくんだというお話だったと思うんですよ。

そういう意味で、後々の本木の簡易水道もありますけれども、出来るだけショートで

狭い圏域でですね、簡易水道に費用がかかるということよりも、しかも安定して安全な

水質を保証した水を供給していくという伝統を、私はすべきではないかと思います。

その辺は正副組合長はどのように考えられていますか。

組合長というお話ですが、事務局どうしますか。

事務局長。

今回、大島、地ノ島も一緒でございますが、事業計画の前段としまして、全協あた

で両市に説明し、宗像市にも説明しております。

末吉議員がおっしゃる通り、本土といいますか、陸の方からですね、海底送水管と

いって地ノ島、大島直接一周回るようなですね、コースで検討も行ないました。

またその中で、やはり事業費がかなりかかってしまうということが一番大きなネックに

なります。

それと水量でございますが、今のところ水量については基本的には足りているとい

う状況です。それともうひとつは水質でございますが、今回大島、地島につきましても

膜処理という方法で、水質でも心配ないというところで、今回計画したものでございま

すけど、将来、この水量が永遠に続くと言うことは私達も考えておりませんけど。
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森事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

谷井副組合長

田中議長

末吉議員

田中議長

田中議長

今の時点においては検討もしましたけど、この方法が一番良いということで、今回こう

いうふうに追加をいたしております。

末吉議員。

海底送水管の事業の費用がかかり過ぎるということですけども、試算された結果は

いくらの事業費がかかると試算されたのでしょうか。

谷井副組合長。

海底送水管等につきましてですけども、組合に移管する前に宗像市の方で精査を

いたしました。 現在のところ資料等を持ち合わせておりませんけども、今、事務局長

が申しましたように、やはり安定的に水を送水するには海底送水管の方がいいんじゃ

ないかという想定のもとに精査をした結果、しかしながらやはり大変な費用がかかると

いうこと等々で、こういうやり方の方が比較考慮した場合安いという形の中で、組合の

方に引き継いだということでございます。

末吉議員。

あまり長くは言いませんけども北九州市にしてもですね、離島の部分をかなり海底

送水で事業を実際やっていますね。やっていく中で国としての補助金を一定見込め

るわけですけども、やはり例えば大島の場合でも夏場のシーズンは、水質が劣化する

こともありますけども、観光客だとか海水浴客が増えて実際水需要が格段大きくなりま

すよね。

そういった時に、観光で売り出そうとしている時に、水がどこに行っても不安定だ

と、今回浄水場をやり変えますけども、水源そのものがやっぱり乏しいですよね。

大島の場合もですね。私はやっぱり先々海底送水管事業そのものを、もっと検討

していく価値はあるのじゃないかというふうに。

要するにメンテナンスのことも本当に考えた中でもですね、そっちの方のメリットが

私は大きいと思いますのでぜひ、ご回答はいりませんから検討をお願いしたいと思い

ます。

他に、ご意見ございませんか。

よろしいですか。

（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。ご意見ございませんか。
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田中議長

田中議長

森事務局長

（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 11 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 11 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 13 第 12 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特

別会計予算について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。森事務局長。

第 12 号議案 について、ご説明いたします。

第12号議案 「平成24年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計予算

について」 平成 24 年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計予算を別

紙のとおり提出する。

平成 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 535 万円と定めるものです。平成 23 年

度当初予算に比べ、2 万円の増額としております。

それでは、予算書の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明申し上げます。7 ページ及び 8 ページをご覧ください。

1款 事業収入は、前年度より 2万円増額し、154万 7千円を計上しています。2款

分担金及び負担金は、前年度と同額、1千円を計上しています。

3 款 繰入金は、前年度と同額で、380 万円を計上しております。

4 款 繰越金、5 款 諸収入は、それぞれ前年度と同額、1 千円を計上しています。

次に歳出の説明に入らせて頂きます。

9 ページ及び 10ページをお願いします。

1 款 総務費は、前年度より 1 万 4千円増額し、265 万 9 千円を計上しています。

主な支出としては、11 節の需用費、修繕費などで 110 万円 4千円。12 節の役務費、

水質検査の手数料などで 123 万円を計上しています。

2款 公債費は、償還元金及び利子に係るもので、前年度と同額の223万7千円を

計上しています。
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

以上、簡単ではございますが、説明を終わります。

ご審議の程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）

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 12 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。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 12 号議案は、原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩といたします。再開を 2 時からといたします。

休 憩

会議を再開いたします。

最後の議案でございます

日程第 14 第 13 号議案 「平成 24年度宗像地区事務組合水道事業会計予算に

ついて」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。森事務局長。

第 13 号議案についてご説明申し上げます。

第 13 号議案 「平成 24年度宗像地区事務組合水道事業会計予算について」

平成 24 年度宗像地区事務組合水道事業会計予算を別紙のとおり提出する。

平成 24年 2 月 16 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

本年度は、国庫補助事業である水道事業広域化促進事業を活用し、畦町配水池

造成工事、畦町系配水管敷設工事、及び多礼浄水場監視機能増設工事等を予定
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森事務局長 し、老朽管の更新事業も継続して実施することとしております。

また、徴収事務を中心としたアウトソーシングを予定しており、さらなる業務の効率

化とお客様サービスの向上を図ることとしております。

それでは、1 ページをお願いいたします。

第 2 条で平成 24 年度の業務の予定量をあげております。年間総給水量は、宗像

市が770万 4,100 トン、福津市が464万 8千トン、合わせまして 1,235万 2,100 トンを

予定しております。

主な事業として、老朽化した水道管の敷設替を行う一般改良事業として 3億 3,027

万 5 千円、新規の水道管敷設等を行う拡張事業費として 6 億 7,693 万円をあげてお

ります。

第 3 条では、収益的収入及び支出の予定額をあげております。

水道事業収益は、26 億 7,022 万円、水道事業費用は、23 億 8,444 万 2 千円を予

定しております。

第 4 条の資本的収入及び支出ですが、2 ページをお願いいたします。

収入8億 6,658万 9千円に対し、支出 31億 36万 7千円で、不足する額について

は、過年度分損益勘定留保資金、当年度消費税及び地方消費税収支調整額で補

てんするものであります。

第 5 条では企業債について定めています。

起債の目的は、水道事業。限度額は、580 万円。起債の方法は、証書借入。利率

は 4.0％以内としています。

第 6 条 一時借入金の限度額については、起債と同額の 580 万円としています。

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる項目については、

営業外費用の消費税としています。

次に、3 ページお願いいたします。

第 8 条 議会議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給

与費としています。

第9条 他会計からの補助金については、それぞれ関係市から水道会計に補助を

受ける金額についてあげており、金額は 1,243 万 9千円でございます。

第 10 条 たな卸資産購入限度額については、緊急に必要とする水道施設の修理

機材や機械設備の部品等について、備蓄のための購入限度額を定める旨の条項

で、限度額は、2,839 万 2千円としています。

次に、予算に関する説明書について、4 ページをお開きください。

このページから 7 ページまでは平成 24 年度予算の実施計画について記載したも

のですが、21 ページ以降の、事項別明細書によりご説明申し上げますので、内容に

ついては省略させていただきます。
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森事務局長 次に、8 ページの資金計画ですが、この表は実際の現金の動きを一覧にしたもの

で、最下段「差引」の金額は 15 ページ及び 19 ページの予定貸借対照表の資産の

部、2 流動資産、(1)現金預金の額と一致しております。

次に、9・10 ページをお開きください。 給与費の明細を掲げています。

まず、1 総括ですが、平成 24 年度本年度と平成 23 年度前年度の職員数と給与

費等について比較しております。

次の11ページから14ページにかけては、給料及び手当の増減額の明細、給料及

び手当の状況を掲載しています。

ここで職員の増減について説明いたします。

特別職・一般職が各1名増となっています。特別職については24年度派遣職員２

名減に伴う内容として、嘱託職員 1名の増員を予定しております。

次に一般職については、任期付き短時間勤務職員 1 名の増員を予定しておりま

す。これについては 24 年度から 23 年 10 月に締結いたしました、北九州市水道局と

の技術協力に関する協定に基づき、システムの共有化、業務委託、第三者委託等、

多様な広域連携の検討や、受水量の増量、単価等についての協議を本格的に進め

るために、北九州市水道局との、交渉の担当者として水道事業に精通し、北九州市

水道局と交渉経験豊かな職員の雇用を予定しております。

対外的な交渉を行い相当な責任もあるというところから、主幹という位置づけを予

定しております。

戻りまして、15・16 ページをお開きください。

平成 24 年度当初予算ベースにより決算を見込んだ予定貸借対照表を掲載してい

ます。

資産合計、負債・資本合計それぞれ 395 億 5,586 万 7千円余を見込んでいます。

当年度未処分利益剰余金については、13 億 5,934 万 8 千円余を予定しています。

17・18 ページをお願します。

平成 23 年度決算見込による予定損益計算書を掲載しています。

当年度純利益として 3 億 9,851 万 9 千円を予定し、当年度未処分利益剰余金を

13 億 616 万 8 千円と試算しています。

19.20ページをお願いたします。平成23年度決算見込（24年 3月 31日）による予

定貸借対照表を掲載しています。

資産合計、負債・資本合計それぞれ 394 億 8,969 万 8千円余を見込んでいます。

以上が予算に対する説明書の内容です。

最後に事項別明細書の説明に入らせていただきます。
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森事務局長 21 ページをお開きください。

収益的収支の収入の部ですが、1款 水道事業収益については、26億 7,022万円

を予定しています。

1項 営業収益、1目、給水収益については、24億 3,855万 1千円を見込んでいま

す。 これは、料金改定に伴い、前年度当初予算に比べて 1 億 4,700 万円余の減収

を見込んでいます。

2 目 受託工事収益は、宗像市が負担する道路舗装工事代金として 1,400 万円を

見込んでいます。

3 目 その他営業収益は、手数料等で 1億,321 万 7千円を見込んでいます。

2節 手数料は、下水道使用料等徴収事務手数料等9,665万4千円を見込んでい

ます。

2 項 営業外収益、1 目 受取利息及び配当金は、資金運用により、852 万円の預

金利息を見込んでいます。

2目 他会計補助金は、関係市からの起債利息相当分の繰入金等384万3千円を

計上しています。

3 目 加入金は、水道利用加入金として 1 億 88 万 7千円を見込んでいます。

4目 雑収益は、不用品売却収益、行政財産使用料等で 120 万円を見込んでいま

す。

23 ページをお願いたします。

収益的収支の支出の部ですが、1款 水道事業費用は、23億 8,444万 2千円を予

定しています。

1項 営業費用の1目 原水及び浄水費は、8億1,150万5千円を計上しています。

16 節 委託料は、浄水施設の運転管理業務等で 2 億 2,287 万 9 千円を計上して

います。

31 節 受水費として北九州市及び福岡地区水道企業団分で 3 億 6,997 万 9 千円

を計上しています。受水量は、前年度と同量で、北九州市から一日 1 万トン、福岡地

区水道企業団から一日 1,800 トン受水する予定です。

2 目 配水及び給水費は、3 億 1,766 万 1 千円を計上しています。

次に 24 ページをお開きください。

16節 委託料として、漏水修理業務等で5,465万円、20節 修繕費として配水管及

び付帯設備等で 2 億 50 万 5 千円を計上しています。

3 目 受託工事費は、宗像市が負担する道路舗装工事費として、収入の部の受託

工事収益と同額の 1,400 万円を計上しています。

4 目 総係費は、2億 7,495 万 9 千円 を予定しています。

25 ページをお願いたします。

16 節 委託料として検針業務、料金システムの関連経費、及び徴収事務を中心と

した外部委託等で 8,190 万 4 千円を計上しています。
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森事務局長 5 目 簡易水道事業費は、地島簡易水道経費 1,303 万 3 千円を計上しています。

26 ページをお願いたします。

2項 営業外費用、１目 支払利息は、起債の支払利息等1億 1,225万 4千円を計

上しています。

4目 他会計補助金は、福岡地区水道企業団への補助金1,252万4千円を計上し

ています。

27 ページをお願いたします。

資本的収支の収入の部ですが、1 項 1 目 企業債は、地島簡易水道整備に係る

財源として 580 万円を計上しています。

2 項 1 目 負担金及び寄附金については、水道管の新規敷設にかかる地元負担

金等で 960 万円を計上しています。

3 項 補助金は、4億 1,899 万円を計上しています。

1目 国庫補助金は、広域化促進事業等で3億165万円、2目 他会計補助金は、

企業債の元金、及び簡易水道事業経費（辺地債分）にかかる宗像市からの補助金

859 万 6千円を計上しています。

3目 県補助金は、企業団創設事業時に借入れた、建設利息債の元金償還の2分

の 1 が交付される福岡県の水道広域化事業補助金で 1 億 874 万 4 千円を計上して

います。

4 項 1 目 出資金は、企業債の元金及び広域化促進事業の建設改良費にかかる

関係市からの出資金と福岡地区水道企業団への関係市からの出資金で 4 億 3,219

万 7 千円を計上しています。

28 ページをお願いたします。

資本的支出では、1 項 一般改良費で 5億 8,528 万 4 千円を予定しております。

6 目 配水施設費として、老朽化した配水管の敷設替事業等で 3 億 3,027 万 5 千

円、8 目 事務費として、配水管敷設替測量設計委託料、及び派遣職員負担金等で

2 億 3,115 万 4 千円を計上しています。

2項 拡張事業費は、8億 793万円を予定しており、1目 配水施設費として畦町配

水池系等の新規の配水管敷設、畦町配水池造成工事、及び多礼浄水場中央監視

機能増設工事等で 6億 7,693 万円を計上しています。

次に、3項 1目 企業債償還金については9億8,983万3千円を計上しています。

4項 1目 国庫補助金返還は、平成23年度の国庫補助金にかかる消費税及び地

方消費税相当分として 594 万 3 千円を計上しています。

5項 1目 出資金は、福岡地区水道企業団への出資金のため、関係市から受け入

れた額をそのまま計上しています。

6 項、1 目、投資は、資金運用として、有価証券取得費 7 億円を計上しています。

それでは先程、石橋議員の定員の案件の説明をいたします。職員の定数。23 年
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森事務局長

花田施設課長

度は正規の職員であります。 33 名でですね、任期付き職員が 1 名で 34 名となりま

す。 これは常勤の任期付き職員です。これは 23年度いっぱいで24年の3月 31日

で退職いたします。 24年度の職員数は31名ということになります。2名減と任期付き

職員 1 名の減となります。

お手元に資料をお配りしていると思います。平成 24 年度一般改良・拡張・広域化

促進事業工事予定箇所図ありますでしょうか。これについて今から説明をさせていた

だきます。

資料のカラーコピーの地図に○印をおこした 3枚ものの地図になります。表に平成

24 年度一般改良・拡張・広域化促進事業工事予定箇所図ということで書いてありま

す。今から説明いたしますのが、24 年度に予定しております両市域の主な水道工事

の箇所でございます。

まず 1 ページめくっていただきますと、事業の説明をさせてもらっています。

一般改良事業ですけれども、既設配水管のうち老朽化が激しく、主に道路の舗装の痛

みも激しいそういった地域や路線について、道路管理の主管課と協議のうえ行っていく

配水管の布設替え工事です。 あるいは水道管配水管布設替え工事と道路舗装を効率

よく一気に行うことで、両方の改良を図ることができるということになります。

さらに下水道工事に伴って配水管の移設を行なったり、あるいはＪＲの施工による水管

橋の布設替え工事など、負担金として支払う場合もございます。

それからもうひとつの事業ですけども、拡張事業というのがあります。これは水道がまだ

普及していない未普及地域の解消、あるいは配水管が片送りで行き止まりになっているよ

うなところをループ化することによって、片送り配水を解消する、そういったことによって、

水道配水管を新たに布設をしていきたいと。こういったことによって給水区域を拡大した

り、あるいは断水の被害や赤水の被害等の発生範囲を抑えるなどの効果が期待できると

思っております。

また下水道工事に伴う新規の配水管布設を行なう際には、これは委託料として支払っ

ております。

一番下ですけど、水道広域化促進事業の補助事業でございますが、これは複数の水

道事業による市町村の区域を越えて行われるような統合、まさにうちのような統合なんで

すけども、そういったところを対象に設けられました事業でございまして、経年施設更新事

業、耐用年数を超過した水道施設の更新または改修、または統合関連事業、統合を有

効に誘導するために、新しい事業体、私どもでいえば宗像地区事務組合が行う水道施設

の整備や更新に対して 3分の 1の国庫補助を受けるというものでございます。

それでは 2 ページの方はこれは、宗像市域の方の工事予定をあげております。

①から⑦まで記しておりますが、①の日の里地区、②の田熊・東郷地区、それから自由ヶ

丘地区③、④が鐘崎・岬地区、⑤が神湊地区、それから⑥が池田・田野地区、ここについ

ては広域化促進の補助事業を充てまして、この中で一般改良事業、いわゆる布設替えを

主にやってまいります。

それと⑦の河東地区については拡張事業で行なってまいります。
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田中議長

井上議員

それから裏のページになりますが、これが福津市域の方の工事予定箇所になっていま

す。①の星が丘地区、これは広域化促進事業の一般改良を行なってまいります。

それから②の畦町配水池系の配水管布設工事、それから③のまさに畦町配水地にか

かる工事、これは広域化補助の拡張事業の方で行なってまいります。

それから④東福間地区、⑤中央地区、⑥宮司地区、⑦の津屋崎地区、ここについては

一般改良事業ということで施工を行なってまいります。

それから 4 ページにつきましては、平成 24 年度に予定しております下水道管のこれは

福津市域の工事予定箇所になります。 1番から7番、宮司1、2丁目からはじまりまして、

上西郷の方までこれらを下水道工事の施行に伴って、配水管を移設、あるいは新設を行

なってまいります。

それから 1番最後のページですけれども、これが宗像市の方の下水道事業に伴う水道

の工事個所になります。①の上八地区、②の池田地区というふうになっております。

だいたいこの予定範囲のところの管について工事を行なっていくということで、ご理解

願いたいと思います。

それともう 1 点ですけれども、朝の中で石橋議員さんからありましたが、本館の耐震工

事を平成 24 年度、設計委託を掲げておりますが、ここの本館につきましても耐震化の簡

単な内容と、1階と 2 階部分の壁の補強を行ないます。

壁を厚くするという、1 階の部分になりますと、壁が川の方側とこちら側、谷側の方で

す。 それと中に倉庫がございまして、そこが壁がございますので、それの小さい壁も含

めて 8面くらいを補強して、窓があれば窓を小さくして補強していく。そして 2階部分につ

いてはやはり川側と谷側、それぞれの壁の厚みを増して、窓を小さくして、そういった内容

の耐震工事を行なうための設計として、平成 24 年度は 350 万円ほど計上させてもらって

います。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。

それでは質疑に入りますが、質疑をする場合 3 つくらいに分けてと考えてみたので

すが、収益的、資本的とか資金計画、いろんな事で考えてみたのですが、ページが

いろいろ入り混じってましてですね、そういったことから一括でどこでも構いませんの

で、一括でお受けをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

質疑、お受けします。

井上議員、どうぞ。 ページ数もおっしゃってくださいね。

25ページの委託料で8,190万 4千円ですが、今度アウトソーシングをやられるとい

うことでここにも書いてありましたが、どこの業者がやるかというのはまだ決まっていな

いんですか。 その辺のところと、今現在、検針業務されている方あたりはそのままス

ライドといいますか、採用されるのですか。

それが 1 点と、もう 1 点が 21 ページの不用品売却収益の不用品売却とはどんなも

のなのでしょうか。以上 2点です。
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田中議長

森事務局長

田中議長

花田施設課長

田中議長

井上議員

田中議長

永島議員

田中議長

森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

森事務局長。

1 点目についてお答えします。業者についてはまだ決まっておりません。

今から審査をどのようにするかとか、どういう仕様でやるかとかそういうことを含め

て、いわゆるプロポーザル方式というのを取り入れたいので、今から準備を進めていく

ことになります。

それと検針員さんのことですが、現在多くの水道事業ではアウトソーシングに取り

組んでいます。受託者である民間会社も検針員の確保に頭を悩ませているようです。

新しく検針員を採用しても、業務に慣れるまで時間を要しますので、慣れたベテラン

の検針員を継続して採用されることが多いと聞いていおります。

２番目については課長に説明させます。

はい、花田課長。

21 ページの不用品の件ですけれども、これは計量法の規定によりまして、8年経っ

た水道メーターを取替しております。 それの分で前年度取替した水道メーターの分

を競売によって、入札によってかけられるということです。

井上議員、よろしいですか。

はい。

永島議員、どうぞ。

慣例としてですが、25 ページの検針ですね、検針委託料これは、先日の全員協議

会の時に2ヶ月に1回という事を言われたと思うのですが、これは平成24年度から実

施されるのでしょうか。

森事務局長。

24年度は実施いたしません。 あの項につきましては今後検討するということで、な

かなかすぐということにはまいらないと思います。他所の実態とか、いろいろ検討いた

しまして、その後ですね。

永島議員、よろしいですか。

はい。

吉田議員、どうぞ。
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吉田議員

田中議長

矢冨課長

田中議長

江上議員

田中議長

花田施設課長

21 ページのですね、その他の営業外収益のところに手数料 9,600 万円ですか。

これは今の 25 ページの委託料等の絡みで収入はこちらで 9,600 万円で、支払は

8,100 万円ということで理解をしていいのでしょうか。

矢冨課長。

こちらにあがっています21ページの手数料、この分については下水道の徴収部分

の手数料ということで、うちの方が両市の方からいただいている分です。

先程申しました 25 ページの分の 8,100 万円、この部分の委託料の部分とはこれと

いってのつながりはございません。

よろしいですか。

他に質疑、江上議員、どうぞ。

ちょっと細かな質問をさせてもらいます。

24 ページのですね、2目 16 節委託料、修理当番 3、008 万 2千円計上されており

ます。前年度より236万6千円の増です。この理由と同じく下から3行目の申請受付・

検査業務 709 万 8 千円、これも同じく前年度より 236 万 6 千円くしくも同じ増加額に

なっておりますが、この両方の理由を教えてください。

花田課長。

これにつきましては平成 23 年度から宗像市の管工事協同組合の方に、漏水時の

初期対応ということで、22年度までは初期対応というのは職員が連絡を受けて現場に

行って、こういった修理を行なってくれというようなことを、工事屋さんに行って対応し

ていた訳ですが、それを平成23年度から初期対応業務を委託、追加したということに

なります。それから土曜とか日曜とか夜についても漏水があった場合は、職員が駆け

付けて行っていたいましたが、24 時間体制で漏水についても対応をしたい。

ただし断水等を行う場合は当然職員が出向いて行って、弁の操作等行ないますけ

れども、そういったことをお願いしています。

それから給水申請の受付、あるいは検査の業務におきましても、設備浄水係の職

員のみで平成 22 年度まで行なっておりましたが、現場対応、検査対応、窓口での申

請の対応、あるいは前面道路にどういった管が布設してあるかとかというような、そう

いった相談内容等も含めたところで管工事協同組合の方にお願いしていたわけです

けれども。 2 名こちらにだいたい来てもらっていたわけですけれども、それでもまだ

職員が現場の方にやはり件数の多い時には、行かざるを得ない状況があるというとこ

ろで、平成24年度からはもう 1名分その方達を増員してもらって、その分職員対応が

少なくなって本来業務にそこからいけるのではないかということで、予算をあげさせて

もらっております。このうちでそれぞれが 1名分の増額に伴う計上であげておりますの
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花田施設課長

田中議長

江上議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

江上議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

江上議員

田中議長

で。以上です。

江上議員。

それでは 25ページのですね、4目 16 節また委託料ですが、収納関連外 271万 5

千円が計上されていますが、前年度より155万1千円増加。その理由と、前年度はで

すね収納関連という費目になっていたのですが、24 年度の収納関連外と外が加えら

れております外に何か意味があるのかということもちょっと合わせてお尋ねします。

そして一番下にですね、徴収事務外というこれは前年度にはなかった費用のようで

すが、2,083万4千円とされています。新しく計上された理由は何でございましょうか。

矢冨課長。

収納関連外のところで 155 万 1 千円の前年度よりも増加となっておるというこの部

分でございますけども、この部分につきましては、先程局長の方からも説明がござい

ました徴収業務の委託、この部分の関連する部分、例えばパソコンの番号を設置す

るなどいろんな関連部分がございますので、その部分の委託分が 155 万円増加にな

ったというものが 1 点と、それと下にございます徴収事務外ということの部分、前年度

なかった部分につきましては、これは今年度の2月から本格的に委託を開始するとい

うものの 2 ヶ月分の委託料がここに計上されておるという部分でございます。

江上議員。

2 ヶ月分ですか。

矢冨課長。

はい、そうです。25 年から委託するようにはなっておりますけれども、25 年の 2月、

3 月この時期の分から委託を開始するという形になりますので、その部分の 2 ヶ月分

の委託料をここに計上させていただいているという形でございます。

江上議員。

それではですね、私なりに試算したのですけれど、ちょっと間違っていたらいけま

せんので。 有収率についてちょっとおたずねいたします。有収率は水道の経営で

非常に重要な私は指標であると思っておりますが、本組合水道事業の有収率につい

て教えてください。

森事務局長。
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森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

矢冨営業課長

江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

有収率でございますが、これは有収水量を給水量で割った値でございますけど、

料金徴収の対象となった数量ですね、全給水量で割った。

22 年度の実績といたしましては 91 でございます。

江上議員。

本組合の水道ビジョンをまだ熟読していないところで、ここに書かれてあったらご無

礼をいたします。平成16年6月に公表されました厚労省の水道ビジョンではですね、

大規模事業体は 98％、中小規模事業体では 95％が目標となっているようでございま

すけど、これは一般的になっているということでございますけれども、本組合の目標、

多分これは水道ビジョンの中に 32 年度まで入っていると思いますが、この目標はどう

なっているのですか。

矢冨課長。

料金改定の時点で一応試算した部分がございます。

こちらの分で表示している分が、平成 28 年度を一応 93％程度の有収率を目標に

あげて掲げておりますので。

先程、確か花田課長のご答弁の中で漏水対策というのがでたと思いますけど、や

はり有収率の低いのは、原因としては主なものは漏水とか、水が腐ったりいろいろあ

るのでしょうが、ちょっとその辺のところをもう一度、漏水対策について詳しくご答弁い

ただければと思います。

事務局長。

水道ビジョンの 28 ページに詳しくは触れておりませんが、水の有効活用ということ

でですね。配水管からの漏水によるこれは有効水量の反対の無効水量ということにな

りますが、それが約 1,900 から 2,000 トン発生しているということで、この改善が必要と

いうことで、老朽化の布設替え、これが非常に全長が長くてですね、なかなか簡単に

は進みません。今度 10 年間のいわゆる収支計画の中で、長期的な目標を掲げてで

すね、老朽化の更新にあたるようにしております。それともうひとつはですね、先程施

設課長が申しましたように、23 年度から漏水の 24 時間対応ということで、漏水があっ

た場合、ただちに修理を行なって漏水を減らすという、この 2 つで漏水防止をして水

の有効活用、有収率を上げるということを考えております。

江上議員。

これは組合の水道ビジョンに掲げているかどうかちょっと見つけていないんです
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江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

江上議員

田中議長

森事務局長

田中議長

吉田議員

が、厚労省の水道ビジョンの中にですね、これは釈迦に説法の質問になろうかと思い

ますが、水道の現況と将来の見通しというところがございます。その 1 つめにですね、

完全な水、快適な水が供給されているか。

2 つめはいつでも使えるように供給されているか。

3 つめは将来も変わらず安定した供給ができるようになっているか。

最後に 4 つめですが水道は環境保全などの社会的責任を果たしているかというの

が、厚労省の平成16年 6月のビジョンに掲げております。このことについて本組合の

ご見解、これが果たされているかということについて、ご見解をお願いいたします。

事務局長。

水道ビジョンの 31 ページに基本方針ということでざっくり書いております。

例えば安心安全な水の提供、それから安定給水の確保、経営基盤の強化、お客様

サービスの向上、環境への配慮、地域の貢献ということでまとめ的に表現しておると

いうことです。 以上でございます。

江上議員。

策定はされているんですがこの方向を目指して、今確実に行けるということで解釈

してよろしいでしょうか。

事務局長。

水道ビジョンを策定する時に同時にいわゆる財政収支計画ということで、10 年の事

業計画ということで同時に作っておりますので、それも水道ビジョンに基づいて作った

ものでございます。 そういうことでご理解していただければと思います。

吉田議員。

15 ページと 16 ページのところを開いていただきたいと思います。1 番の有形資産

のところに建設仮勘定があります。これが 25 年の 3 月 31 日の予定の貸借対照表で

すが、今年度 23 年度も同じ同額の記述があります。

建設仮勘定ですから、今何かしかかりでされているのかどうか、1 年間何も動かな

いものか、そういうことで完成が、何でいつ完成するかということを 1つ。

それからですね、負債の方の部にですね、預かり金というのがあるんですが、この

未払い金が消費税ということですんで、預かり金がこれも 23 年度末と 25 年度末が同

額です。なぜ預かり金が同じ金額になるのか、これが 2 点目。

3 点目はですね説明がありました有価証券の 7 億円ですが、今こういう時世でです

ね、有価証券に投資してどんなものかと私は危惧しますが、内容をですね、どういうも
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吉田議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

吉田議員

のに投資をするのかということをおたずねしたいと思います。

矢冨課長。

まず1点目でございますけども、15ページの建設仮勘定、この部分につきましては

うちの方が現在行っております畦町配水地、この部分の用地測量、それから地質調

査、それから基本設計などはこれまで業務をやってきているわけですけど、その分に

つきましては一応投資完了、全て完了した時点で資産の方に計上すると、振り替えて

計上するという形になりますので、それまでの分につきましては建設仮勘定の方に計

上するという形のものになりますので、25年の3月、それから24年の3月は同額がか

かってくるという形に今のところなっております。

それともう 1点目が預かり金の 1億 5、800 万円が 25年の 3月と 24 年の 3月が同

額であがっているということですが、この預かり金についてはうちの方が両市から、下

水料の徴収の委託を受けておりますので、その分の2月調停分の3月収入の分が預

かり金という形で残ってまいります。

この 1 億 5、840 万円という数字がここにあがっているのは、これは 22 年度の決算

時の数字でございます。 というのは毎年数値が動いてまいりますけども、なかなか予

測しづらいという点がございますので、前年度の決算時の数字をそのまま引用させて

いただきまして、この貸借対照表上に計上させていただいているということで、同額が

あがってきているわけでございます。

それと 3 点目が投資の部分でございますけども、今、皆様ご承知だと思うんですけ

ども、なかなか資金繰りをするには、指定金融機関で預け入れるにしても 0.01 とか 2

とかという世界でございます。私どもには今内部留保資金というものがございますの

で、やっと水道ビジョン等もできまして、これから先の基本計画、実施計画等も策定さ

れましたので、それに基づきましてこれから資金的なものもできるだけ有効に活用し

たいというところがございます。

そこで国債的なものを見据えて長期、中期を含めてですね資金繰りを図っていっ

て、金利の高い部分で出来るだけ資金を確保していきたいので、その意味で今年度

から 7 億という投資を計上させていただいております。

実際今利回り的にどうだということで言いますと、例えば10年物の国債ですと0.8と

か、それから 20 年ものですと 1.7 とか言うような数字があがってまいりますので、それ

を含めて効率的に検討しながら活用させていただきたいということで、7億円計上させ

ていただいております。以上でございます。

吉田議員。

資金の方は良く分かりましたが、今年度だけでしょうか。例えば来年度も定期的に

少しずつ預金をしていくものかというのが 1 点とですね。あと畦町はよくわかりました。

これはだいたい最終年度がですね、何年になるのかということをお聞きしたいと思い
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吉田議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

椛村議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

椛村議員

ます。

矢冨課長。

投資につきましては、今後事業を見ながら、料金等も見ながら全体的な業務内容

も検討しながら、できれば毎年何らかの形で資金の運用を図っていきたいというふう

に考えております。

それと畦町配水地につきましては、一応27年度を完成目標としておりますので、そ

の時点で資産に計上をあげたいというふうに考えております。以上でございます。

いいですかね。他に質問はございますか。

はい、椛村議員。

24 ページの報償費の中で水質モニター謝礼外ということであげてありますが、この

水質モニターについてですね、どういった方々をモニターとして選ばれたのか、或い

は地域性もあると思うのですが、謝礼の内容とモニタリングされて、どういった不備と

いいますか、どういったものがでてきたのか、またそれに対してどのように対処された

のかということを聞きたいと思います。

花田課長。

水質モニターさんについては、月額 2,200 円をお支払いしておりまして、そして主

にどういった地域の方かと申しますと、各配水池がございます。

配水池から水を送っているわけですけれども、その水を送っているところの一番末

端に近い方を中心に選ばせてもらっております。 旧宗像市につきましては、そういっ

た方に個人にお願いをしております。 旧福津市につきましては、それぞれ末端の公

共施設的なところの蛇口から水を汲んでおります。モニターさんにつきましては、宗

像市の時代から当時の水道課の職員のお知り合いの方とか、或いは極端にいいます

と市役所の関係職員の奥さんや家族の方、そういった方にお願いしておりまして、毎

日蛇口をしばらく開けてもらってそして水をとっていただいて、それの濁度、色度或い

は塩素反応の量、そういったものを常につけていただいて、毎月水質報告をいただく

と。それで、塩素等或いは濁度等に異常がありましたら、いつでも言ってもらえばそこ

へ出向いてうちの方が更に詳しい水質検査をする訳ですけれども、特に今まで特定

地域或いは特定の方からいつも悪いというようなことを伺ったという話は聞いておりま

せん。

椛村議員。

すみません、決算の中でちょっとわからなかったものでですね、今後このモニタリン
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椛村議員

田中議長
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田中議長

花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

矢冨営業課長

グを今の話では、宗像福津と言われましたけれども、この月額 2,200 円ということは年

間にしまして 2万 4、5千円になりますかね。これで、報償費、モニタリング 40万近くと

いうことは、40 名、30 何名になりますかね。そういったその地域性をわけていくと、そ

の方が年間通してやるということでしょうかね。

そのお願いをする、或いはモニターを公募していくといった考え方ではなくて、直

接こちらの方からある特定の方にお願いするやり方をしていって、これからもいくとい

うことですか。

はい、花田課長。

議員がおっしゃいますように、一つが公募というかたちで、末端地域の方の中から

公募という方法がございます。 福津市域は先ほど申しましたように、末端の方の公

共施設等の給水栓からおこなっている。 或いは、管理委託会社の職員が毎日行っ

てあげているといった両地域違う方法になっていますので、今後のあり方について

は、宗像市域の方の個人モニターさんを、福津市域の方も公募していくという方法の

検討が一つ。 或いは、経費もかかりますので、管理委託しているところのものがとっ

て回るといった方法ももう一つですけれども、公募をする場合になかなか毎日とって

記録するという、例えば誰かが辞めたいという方がおられて、その補充を探そうといっ

た時になかなかいっても手を挙げてもらえないのが現実としてありまして、その辺の辛

さも天秤にかけながら、どちらかの方法には統一していかなければならないと思いま

す。

検討していくということですね。

はい。

よろしいですか。他には。

はい、石橋議員どうぞ。

水道料金の不能欠損が26ページに出ておりますけれども、この不能欠損に至るま

での状況、そして今度は 25 ページに委託料の中に徴収事務を委託するというふうに

なっておりますが、責任を持ってどこまで徴収にあたっていただけるのか、という計画

というか目標みたいなものを提示しながらこの委託業務として、委託の会社に委託を

されるのかどうか、その点をお尋ねします。

矢冨課長。

こちらの方にあげております不能欠損、この分につきましては一応二年間の期限を

切って一応不能欠損をするというかたちで、現状を進めております。
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田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

末吉議員

それと委託につきましては、このあたりの部分についてある程度の目標をもって委

託業者の方に示すといったものは、今のところ調整はまだ諮っておりませんけれど

も、何らかのかたちで目標的なものをもって、委託業者の方にはお願いしたいと考え

ております。 具体的には、これということは今のところちょっと考えてはおりませんけ

れども、そういう方向で収納率の向上を図る上でも、何か目標数値的なものを一応掲

げていきたいとは考えております。

石橋議員。

給水停止とかも図りながらされていると思うのですが、現在そういう手当をしながら

も不納欠損になるということですけれども、具体的に委託をするにあたってはどこが責

任をもってですね、徴収にあたるのか、しっかりとしていかないとですね、ただお願い

しますだけでは、どこまでの責任があるのかということになると思うのですが。

では、組合として現在はどういうふうに考えられているのでしょうか。委託をされる時

には、現在はこういう状況で、目標としてはここまでこうしてもらわないといけないという

ところも、目指すものというのがないと困ると思うのですが。

事務局長。

今度、プロポーザルを行ないまして、徴収業務を委託する形でございますが、他の

事業体の状況等も色々みまして、目標率を掲げて収納率を設定いたしまして、それ

を下がった場合例えば罰則とかですね、そういうところを今後委託に出すまでの間に

十分検討いたします。基本的には委託しても収納率が落ちないという大前提のもとに

やりたいと思います。

末吉議員、どうぞ。

何点かお聞きしたいのですが、21ページ水道利用加入金の1億 88万 7,000円計

上されているのですが、この内訳については、全く説明がなかったのですが、例え

ば、福間駅東整備事業の完成に伴ってどれくらいの加入金を見込んでいるのかとい

うこともご説明願えたらと思います。

それから24ページの修繕費として配水管及び付帯設備修繕費だけでも1億7,630

万円計上されている訳ですね。水道施設、今回の東日本大震災の中でも水道施設

の耐震化というのが大きな課題になっていますね。

特に、本市でも多礼の浄水場から河東橋の所の土砂崩れの中で配水ができない

という事態にもなったかと思うのですが、特に耐震構造、ジョイント部分の強度ですと

か、あるいは暴風雨時の急傾斜地が予想されるところのメインの配水管等について、

計画的な整備というのが求められて行くと思います。そういういものについて、どの程

度考えておられるのか、この点をお聞きしたいと思います。
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田中議長

矢冨営業課長

3 点目はですね、先ほど来お話になっている徴収事務外 2,083 万 4 千円というの

が、2 ヶ月分の費用だという先程説明がありましたが、一つは水道料金をコンビニ収

納を可能にしようということで、確かやっていると思うのですが、その費用が実際にこ

の 2,000 万円の内、どのくらいの費用になるのか、あるいは銀行等の振込み手数料

等も含めてだと思うのですが、先程の説明だと徴収事務そのものをアウトソーシング、

業者に委託するということを前提に話されているのですね。

ひとつは徴収率を上げていくためにはどうしていくかという、先程やり取りがありまし

たが、ところが、今両市でやってきた徴収事務というのは職員が実際に出掛けて、３ヶ

月以上の滞納については水道管理者の命を受けて職員が給水の栓を停止するわけ

ですよね。でも民間の業者に徴収の業務を委託した時に、民間の業者に水道栓を止

める権限というのはありませんよね、実際。徴収率を上げようとすれば、事務組合の職

員が水道管理者の命を受けた職員が、やっぱりそういう行動をしなくてはいけないと

いうのがあると思うのです。

そういったものを考えたときに、果たして徴収事務を民間に委託するということが、

どれだけの効果と費用の軽減になるのかということについて、極めて疑問だと思うの

ですね。むしろ今、両市で今宗像市もやられていますけれども、保育料にしても市の

収税課ですね、ここに一本化して保育料だけでも、税ではないですよ。保育料だけで

も、収納について一本化していこうという方向に進んでいますよね。

そういう中で事務組合だけが、水道料金についてはかなりの年間金額になると思う

のですが、これについては民間の業者に委託するというのは、どうも私は市民的に

も、そんなことやれるのかということも含めて、議論がまだ必要になる部分ではないか

と思うのです。先程の説明では、それをスタートするには十分な説得力がないのでは

という点があります。

もう１点、最後に有価証券の取得費、これも質問に出ましたが、７億円計上されて

いますね。私これ初めてなのですが、一方では、いまだに企業債の償還金が今年度

も9億8,900万円償還金計上しているわけですね。国債の利回りがいいかもしれない

けれども、企業債の償還金に課せられている利息、これを上回ることはまずないと思う

んですね。一方ではずっと償還をしていっていて、7 億もの有価証券を私は買うという

こと自体が、何で提案されるのかなと思うのです。まだ借金を抱えているわけですか

ら。

将来的な償還の計画から言っても、この 7 億が十分はじき出されますよと、差額も

事務組合としても損はしませんよ、という資料があるなら別ですが。単年度にいきなり

7 億有価証券を資産運用のため買えますという提案されても、私どもなんて言ってい

いか分かりません。以上 4点。

4 点ありましたが、ひとつずついきたいと思います。

矢冨課長、どうぞ。

まず、お話がございました委託業務についてでございますが、停水時への復水の
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森事務局長

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

末吉議員

権利が委託業者にないのではないかというお話でしたが、今現在職員がやっていま

す。料金業務全般をそのまま委託してしますという形になりますので、停水業務につ

いても民間の方で対応をするという形になります。他の団体についてもそれは同じ形

でやっております。

それとですね、先程申されました今償還が 9 億あるという話でしたが、これが企業

団だけの数字だけしか私の手元に資料を持ってないのですが、これでいきますと、24

年度中には企業団当時の負債部分は、元利金合わせて約 7億ございます。

25年からにつきましては、これが3億きるくらいの金額まで償還が完了してしまいま

すので、それから先の部分については、負債、要するに元利金合わせた金額という

のは約 5 億程下がってくるという形になりますので、そういうことも含めたところで、24

年度から資金運用をちょっと考えてみたいというところで計上させていただいたという

経緯がございます。

それと、利用加入金の内訳でございますが、宗像が343戸と、福津が429戸でござ

います。

事務局長。

2 点めの修繕費のところの耐震化ですが、現在、導水管、送水管、配水管というこ

とで大きく 3 つに分かれていますが、導水管については耐震化現在 16.2％、送水管

65.8％、配水管 0.8％、全体といたしますと配水管が非常に多いということから、3.8％

となります。 これを一応、なかなか配水管の工事と言いますのは、非常に延長が長

いので、今後 10 年の長期計画をしておりますが、その中でも 27 年度に 3.8 が 5％、

32 年度に 10％ということで水道ビジョンの中では目標を掲げています。

なお、この中でも特に大きな送水管、導水管についてはなるべく、事業費も高いの

で更新時期に合わせてということに基本的にはなるかと考えております。

加入金の話はしましたか。

しました。

末吉議員。

先程、徴収事務で委託した業者が、給水や停止できると、先程課長の方の説明

で、他の団体でやっていますよと。普通水道法の場合、水道管理者の命を受けて、

基本的には水道というのは、人間が、市民が生活していく上で極めて基本的なライフ

ラインですよね。それを一民間業者に権限を委ねることができないと思うのですよ。

それだけ水道事業というのは、非常に市民が生活していく上で根幹的な施設だか

らですね。

そのことがよく徴収事務を外部に委託することによって、徴収率が上がるなんて考
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森事務局長

田中議長

石橋議員

えるのは非常に危険だと一方では思うのです。やはりただ単に水道供給して水道料

金をもらうということではなくて、自治体の水道事業というのは、住民の生活の基盤を

しっかりと、安心安全なライフラインを支えるという役割をもっていると思うのです。

そういう意味で徴収事務を色んな意味で合理化するために、事務的な部分を委託

するというのは分かるのですが、そういう給水、停止も含めて全部を民間業者に委託

するというのは問題があるなと思うのですが。その辺はいかがでしょうか。

先程、2ヶ月に1度の検針も似たようなところがあると思うのですよ。私ども宗像市の

全協でも説明がありましたけれども、一斉にみんなが思ったのは滞納者が増えるので

はないかと。2 ヶ月に 1 回検針してね。という心配を皆さんしたのですよ。そのスタート

は検針に対して費用を削減しようというのが、大きなものだろうと思うのですが、今まで

どの様なことをされていたかというと、コツコツと毎月検針して、検針の量をきちっと収

納するという事務をやってきたと思うのです。

その辺の総合的なものを検討した後に、停止の問題と徴収事務を外部委託化とい

うのは、十分な検討がもっと必要なのではないかと思います。

去年、色んなデータを、実際に届出受けて、工事やっていて、徴収ミスというのが

あれだけ新聞にも出たではないですか。

ということは民間業者が徴収していませんでしたということだって起こりえるのでしょ

う。 ある意味。 そうなった時に本当に両市の水道事業がどうなのかと、また更に問

われるような気がするのですが、その辺はいかがでしょうか。

事務局長。

民間のアウトソーシング、料金徴収等につきましては、現在かなりの所で実施され

ておりまして、うちの方としても十分、多くの自治体での調査を行なっております。

そういうところで、徴収率が下がったというところもあまり聞いておりませんので、む

しろ徴収率がそう急に伸びるというものではありません。

同じか少し上がるかではございますが。そういうデータは今のところいただいており

ません。むしろですね、委託しますと年齢的にかなり若いということで、人数的には増

えるのですよね。 それで電話の対応等よくできるようになるし、行動力も人数が多い

ということであるなら出せるということで、むしろサービスが向上するかなと思います。

徴収事務について徴収率が上がるか下がるかということはなかなか申せませんが、そ

れはある一定の目標をもって、ペナルティとか先程説明いたしましたが、そういうことを

与えてですね、他の自治体では十分対応できているというふうに今のところ考えてお

ります。今回こういうことで計上させてもらったわけですが、説明になったかどうか分か

りませんが、今のところそういうことでございます。

石橋議員。

徴収の関係でもうひとつお願いします。よくですね、消費者の色んなトラブルの中
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森事務局長
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田中議長

石橋議員

花田施設課長

に、水道局から来ましたといって、トラぶって消費者被害に遭っているケースが色ん

なところであるのですよね。

そういう意味で言えば、民間の方がどう今後対応していかれるかということは、責任

ある水道供給の中で、そういう責任分野といいますかね、市に対応をお願いしていか

なければいけないし、市民の皆様にもしっかりとそういうことが分かるように周知してい

かなければいけないのではないかと、他に業者の被害に遭わせられるようなことがな

いように、そういう対策等もしっかりと考えていただけるということでよろしいでしょうか。

事務局長。

具体的にはどういう対策というのはありませんが、今議員さんがおっしゃったことに

ついては、そういうことは今までもあっておりますので十分配慮して、民間委託しても

マイナスにならないように、一生懸命対応していきたいと思います。

石橋議員。

よろしくお願いいたします。

他の件ですみません。先程庁舎の耐震のことについて、300 万円設計費を計上し

ているということでしたが、どこにそれが計上されているのか、29ページの委託料の測

量設計外のという文字しか見当たらないのですが、それでいいのかということと、それ

から総事業費ですね。 今年度は 300 万円の設計ということですが、計画として単年

度だけではなくて、設計から工事に至るまで総事業費と財源はどのようになりますか。

答弁どなたがされますか。

花田課長。

本館の耐震化の設計委託料は、29ページの拡張事業費の中の3目事務費、その

中の 16 節委託料、その中に 350 万円含まれています。 あと、事業費ですが、平成

25 年度翌々年度に 3,000 万円を予定しております。

よろしいですか。

どうぞ。

財源手当てをお聞きしたいのですが、3,000 万円ということは、耐震事業だけを行

なうということでしょうか。 ちょっと洩れてきたことによると、エレベータの設置とかいう

ことをするやに漏れ聞くのですが、そういう計画もあるのでしょうか。

まず、財源は広域化の補助の中の統合関連事業ということものを使えますので、先

程の 3,000 万円の工事費でしたら、1/3 が国庫補助、1/3 が出資債、残り 1/3が自己
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資金。 それからエレベータにつきましても平成 24 年度に同じように設計を先程と同

じところに、350 万円を設計委託料として予定しております。

それからエレベータにつきましても平成 25 年度に同様の補助事業を用いまして、

5,000 万円の工事費で予定しております。財源の内訳につきましても、1/3 が国庫補

助、1/3 が出資債、1/3 が自己資金ということであります。

石橋議員。

説明をしていただきたいと思うのですよね。やはり大事なことは。耐震だけかという

ふうに思うではないですか。

しっかりそこら辺は、5,000 万円もかけてエレベータが必要なのかということ、そうい

う説明も全然ありませんし、実際に財源は公費ということですけれども、国庫負担 1/3

ということですが、両市の負担金も入ってくるわけですから、それぞれの財政のところ

にも、計画ということも説明された上でされているのかどうかということ。やはり説明不

足があまりにもあるのではないかと感じたのですね。

このエレベータ設置に関しては、正式に初めて聞くと思うのですが、その背景という

か、設置が必要なのかどうかということも含めて、もう少し説明をいただけませんか。

事務局長。

エレベータの設置につきましては、統合前はこういう補助事業がなかったものです

から、単費で作るのはなかなか厳しいので。

それで私も 22 年 23 年とここにおるのですが、やはりお年寄りの方、松葉杖の方、

基本的には電話を置いておりますので、1 階に下りてきて対応するようになっておりま

すが、上に上がってこられる方もあります。駐車場からはスロープも付いております

が、本館の中にエレベータがないという状況でございます。 必要性については、多

くの方が来られるわけではございませんが、基本的な施設として設置した方がよかろ

うと思っております。

石橋議員。

こちらに市民の方が、水道料金を持っていらっしゃるということですね。玄関先に何

階には何課が合って何階には何課があると書いてあるのですが、実際にもう少し分か

りやすく、料金を支払いに来られた方は電話をおかけくださいとかということを、明確

に書いてないと分からないですよね。そういうサービスが全く悪いと思います。

それも年間何人くらいの方がいらっしゃるのでしょうか。財政に聞きましたが、事務

組合からそういう話は聞いていないということのようなのですが、やはり事務組合がこ

れだけの予算がいるからと、決まった段階で各市にこれだけの負担をしてくれというこ

とでいくのですよね。
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石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

末吉議員

そういう計画性というのは担当市に言うべきだと思うのですが、考え方として、私わ

からないんですが。

事務局長。

財政課には予算の一つずつ全部の説明はしておりませんが、エレベータの計画と

いうことで、エレベータの説明は項目として入っている表は渡していたはずでございま

す。 ひとつひとつの説明は全てしているわけではございません。 エレベータにつ

いて特出して説明はしておりません。

先程の窓口、1階の表示でございますが、これについては今ご指摘の通りに、住民

サービスとして分かりやすい表示にはしたいと思います。年間、何人くらいということに

ついては、調査をしておりません。

業者の方とか入ってくる方は書く物がございますが、必ずしも料金を納めに来られ

るというわけではございません。 加入とか脱退とか基本的には電話で済むのです

が、色々聞きたいということで、営業所もあるのですが、直接ここに来られる方もありま

す。

両市の関係は、両市の市長がされているわけですから理解をお願いしたいと思い

ます。

他に、石橋議員どうぞ。

5,000 万円もかかるのに、ちゃんとした報告も議会でもされないで、闇雲にこの中に

入れてしまうというそういう考え方自体が、私はちょっと考えられないのですけれども。

理解に苦しみますね。

それで、年間計画というか 24 年、25 年にエレベータの設置をやるということも、担

当市の方に財政の方には言っていたということですね。すると担当のとことずれがある

と私は思います。

事務局長。

先程話しましたように、個々の説明を全てしたわけではありません。確かに5,000万

円ということで説明するに越したことはないでしょうが、水道事業全般20何億かでいっ

ておりますから、中々ひとつひとつ説明すれば更によかったのでしょうが、色んな事

業がございますので、特出して説明しなかったと言うことは毛頭ございません。

末吉議員。

先程の徴収事務外で 2,083 万 4 千円、これは年間の徴収事務委託料が 2,083 万

4千円なのか、先程の課長の説明の時に、2 ヶ月分はどうのこうのとか、事務委託する
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末吉議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

末吉議員

田中議長

井上議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

井上議員

上で OA 機器がどうのこうのという説明がありましたので、これは年間委託費が 2,083

万 4 千円ですかね。

矢冨営業課長。

事務局長の方からも若干説明があったかと思うのですが、今年度の 24 年度にプロ

ポーザルをやって、業者選定して、年内に業者を決めまして、それから研修等入りま

して、実際に契約を結びまして、業務を行なってもらう、実際に契約を起こして委託を

してしますのが 2 月、3 月になります。25 年の 2 月、3 月になりますので、その 2 ヶ月

分だけを 24 年度の予算に計上させていただいたということになります。

末吉議員。

再度、確認しますが、実施が 25 年 2 月からというのは整理できました。その際に、

銀行振込みなのかコンビニ収納を奨励していますよね。

例えば水道料金、今回 24 億 3,500 万円の水道料金の内、自動的に振り込まれる

金額はこれで、委託するべき徴収の金額がこれだけだと、それに対して年間の民間

業者に対する委託料はこれだけになりますというような、具体的なものを出していかな

いとですね。 ただ単に予算だけがポンと出て、検討、OK してくださいと言われても、

私ども水道事業、下水道事業の収納をここで一手に引き受けるわけですから、安易

にはできないし、また失敗もできない訳ですね。それなりの資料が必要だと思いま

す。以上です。

井上議員。

ちょっと分からないから教えてください。 15 ページの無形固定資産の水利権とい

うので 1億 5,000 なんぼで、これは何の水利権ですか。

矢冨営業課長。

これは、企業団当時の釣川の水利権でございます。水利権は無形固定資産です

ので、減価償却という形のものでは償却していきませんので、これはその数字がずっ

と残っていく形になります。以上です。

井上議員。

釣川ということで分かりました。別件で申し訳ないのですが、大井ダムの水がなくな

っていますね、あれは今後どうなっていくのでしょうか。



72

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

-

田中議長

森事務局長

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

事務局長

現在農業用の利用ということで、宗像市の方で進めています。

他にございますか。

石橋議員、どうぞ。

12 ページに級別職員数の表がありますが、そこでカッコ内が先程局長の方が、再

任用と任期付職員方が 3名から 4名で 1名多くなっている、その 1名の方主幹という

職で 5 級ということですね。それで、昨年、井手さんという方が任期付きで採用されて

いらっしゃると思いますが、その方の採用目的とその成果を教えていただけますか。

その方も引き続き来年度も採用されるということでしょうか。

事務局長。

今年度雇用いたしました井手さんにつきましては、水道ビジョンとか事業計画言うこ

とに関して専門的な知識をもっていて精通してあるということで、24 年 3 月 31 日で退

職します。

それと新しく雇用して 5 級に格付けするということですが、先程説明はいたしました

が、北九州水道局との対外的な交渉、それなりの責任もあるということで、北九州水

道局から見てもそれなりのふさわしい職員ということで、管理職ではございませんが主

幹ということです。

月収はいくらになるのですか。

短期的でございますので、月収 17万 3,000 円程でございます。

石橋議員、どうぞ。

そうしましたら、井手さんという方は 3 級の中に入っていらっしゃるのではないので

すね。 3 級の（3）というのは別の方と考えていいのでしょうか。

事務局長。

井手さんは補正でお願いさせていただきましたので、この分は当初との比較で入

っておりません。（4）（3）とかの内訳は、（4）の方の内訳は再任用が 3 名、任期付きが

1 名で（4）です。前年度の（3）というのは再任用です。

石橋議員。
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石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

田中議長

そうしましたら、井手さんの採用目的としては、水道ビジョン等に精通されているか

らということのようでしたが、その井手さんの専門的な力をお借りするのはもうそれで、

1 年でいいということで、新たに採用されるかたも水道関係の方のようですけれども、

そういう1年交代にした方が、専門性が違うからいいのか、同じ水道に精通されている

方を引き続きされた方がよかったのかどうか。その辺がよく分からないのですが、別の

角度から前の方がいらっしゃるのかと思っていましたが、そうではないということです

ね。

事務局長。

水道事業に精通している部分については同じです。 ただ今回は、北九州市との

交渉を進めるということで、北九州水道局に実際に交渉に行った方というその部分が

大きいと思います。

他に、質疑ございますか。

（異議なしの声）

ここで暫時休憩をさせてください。採決に入る前に皆さんとお話したいことと思って

いることもございますので、すみませんが、ここで暫時休憩といたします。

議員で話しをしたいと思いますので、執行部等は外してください。

休 憩

執行部の皆さん、永らくお待たせして、申し訳ありませんでした。

早速、会議の再開をしたいと思います。

では、全般的に質疑はありませんか。よろしいですか。

（異議なしの声）

では、執行部の方、意見について答弁をどうぞ。事務局長。

25 ページの徴収事務外 2,083 万 4 千円。 それと 29 ページの投資の７億円です

が、これにつきましては、5 月 9 日に予定されております臨時議会の中におきまして、

資料を提出いたしまして再度十分な説明を行いたいと思っております。

質疑を締めきりますが、よろしいですか。

（異議なしの声）
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田中議長

石橋議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

これをもちまして、質疑の終結をいたします。

これから、討論にはいります。ご意見ございませんか。

石橋議員、どうぞ。

この議案に対して、賛成をいたしますが、執行部の説明がもう少し丁寧に資料等を

提出していただいて、あるいは関係市との関係で、やっぱり新たにその年度にやる事

業についてはですね、財政当局ともしっかりと話をしていただくということが、必要だと

私は思います。

何年か前に計画としてあるからとかいう体質がですね、何か負担金を出して当たり

前みたいな、そういう関係ではなくて、やっぱり一つ一つ丁寧に年度年度の予算をあ

げていただきたいと。 その件についてちゃんと資料をもとに説明をしていただきたい

し、場合によってはそれぞれの全協においてもですね、話を通すべきではないかと思

いますので、そういう要望をあげて賛成していきたいと思います。

他に、討論がございますか。

（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 13 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 13 号議案は、原案のとおり可決されました。

本定例会の会議に付されました案件の審査はすべて終了いたしました。

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24年第1回宗像地区事務組合議会定例会を閉会いたしま

す。


