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平成 24 年 第 2 回 宗像地区事務組合 議会臨時会 会議録

期日：平成 24 年 5 月 9日（水） 10：00～10：22

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

本日、傍聴の申し出が出ておりますので、これを許可したいと思いますがよろしいで
しょうか。

（異議なしの声）

許可をしたいと思います。

只今の出席議員は15名で定足数に達しています。よって、平成 24年第2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者は、組合長及び副組
合長、事務局長、消防長、会計管理者、以下、関係職員等でございます。

本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりでございます。
これより議事日程に入ります。

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。
２番 原﨑議員、 ３番 日隈議員、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。
小山組合長から、諸報告をお願いします。

本日は、平成２４年第２回議会臨時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。
本日の議案につきまして、簡単にご説明申し上げます。

第１４号議案として、一般会計補正予算について専決処分を行いましたので、報告し、
承認をお願いするものです。

内容は、消防本部が東日本大震災 緊急消防援助活動に参加したことによる活動
負担金について、負担金の交付決定に伴い、交付金を受け入れるため、一般会計補
正予算を編成する必要が生じましたので、これを専決処分いたしました。

次に、発議第 1 号、発議第２号は、議員発議で「議会委員会条例の制定」及び「議
会会議規則の制定」の２件提出されています。
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小山組合長

田中議長

石松事務局長

以上、議案は、３件でございます。
よろしくご審議の程、お願い申し上げます。

ありがとうございました。

それから議案の審議が終わった後については、全員協議会を予定していますので、
よろしくお願いいたします。

日程第４ 第１４号議案「専決処分の承認について（平成２３年度宗像地区事務組合一
般会計補正予算（第４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。石松事務局長。

議案説明の前に、ひとこと報告をいたします。
現在、当組合におきましては省エネを推進しておりまして、5 月 1 日より職員はエコス

タイルで勤務しております、ご理解をお願いいたします。

それでは日程第４の第１４号議案、専決処分の承認について を説明いたします。

宗像地区消防本部が東日本大震災緊急消防援助活動に参加しましたことによります
活動負担金が交付されることが決定されましたので、平成 23 年度宗像地区事務組合
一般会計補正予算（第４号）を編成しております。

これに基づきまして、地方自治法 179 条の規定によりまして、これを報告し、承認を
求めるものでございます。

それでは平成 24年 3月 1日付けで、専決処分をいたしました、平成 23年度宗像地
区事務組合、一般会計補正予算につきまして、ご説明をいたします。
歳入歳出予算、それぞれ 155 万 2 千円を増額いたしまして、総額を 15 億 5662 万 1

千円としたものでございます。
補正の内容につきまして、事項別明細に沿って説明いたします。
補正予算書の 6 ページ、7 ページをお開き下さい。

6 款 諸収入 2 項 雑入 2 目 過年度収入でございます。
155 万 2千円としたものでございます。
増額の理由につきましては、平成 22 年度に宗像地区消防本部が行った東日本大震
災緊急消防援助活動に対しまして、その活動諸費用が平成 23 年度国庫からの過年
度負担金として福岡県をとおして交付されることとなったため、増額計上をしたものでご
ざいます。
次に歳出の説明に入ります。次のページをお願いいたします。

6 款 1 項 1 目 予備費 でございます。
155 万 2 千円を増額し、1026 万 2 千円にしたものでございます。これは調整のために
行なっております。
続きまして、派遣の概要を説明したいと思いますので、配布しております添付資料を

ご覧ください。
派遣期間は平成 23 年 3月 14 日から 21 日までの 8 日間でございます。
派遣先といたしましては、宮城県亘理郡山元町でございます。
派遣隊及び隊員は、宗像からは消防隊と救急隊の 7名で、福岡県内25消防本部か

ら 51 隊 168 人の消防職員が出動しております。
派遣地の現勢状況でございますけれども、宮城県亘理郡山元町は宮城県南部、福

島県との境にございまして、福島原発からは北へ約 50 ㎞に位置しておりまして、人口
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石松事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

門脇消防長

田中議長

田中議長

は約1万 7千人程度ということでございます。今回の地震によりまして、10mを超える津
波で海岸線から約 6 ㎞まで被害が及んでおります。500 名程度の方が行方不明となっ
ています。
派遣の活動内容でございますけども、3 月 14 日、早速出発いたしまして、出発から 8

日間、野営も行いながらの出動ですけども、宮城県に到着いたしまして、同月の 18 日
から 20 日までの 3 日間、被害を受けた家屋の瓦礫や樹木を手作業で排除しながら人
命の探索を実施いたしております。この間、生存者の発見にはいたりませんでしたが、
福岡県の緊急消防援助隊としましては 12 体の遺体を発見しております。以上が内容
でございます。

続きまして、費用の内容を若干説明させていただきます。
費用につきましては、ほとんどが実費でございます。職員の時間外手当、あるいは宿

泊、あるいは燃料費、これが155万 2千円程かかりまして、10割負担で国から県を通じ
ていただいたと、いうようなことでございます。
よろしく、ご審議の程お願いたします。

ありがとうございました。詳しく説明をしていただきましたが、質疑ございますか。
よろしいですか。これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。ご意見ございませんか。
末吉議員ありますか。どうぞ。

たいしたことではないんですが、こういうかたちで緊急的に消防隊が派遣されてです
ね、大変なご苦労をされたと思うんですけれども、活動の例えば記録みたいなもの、福
津、宗像両市の市民に知らしていくというんですか、ＰＲの場が是非あっていいんじゃ
ないかな、と思うんです。

それで、やっぱり消防隊委員の日常的な活動についての理解をより深めるという立
場から今回いかれた写真なりですね、そういったものを市民に公開するということを考
えられたらどうかな、ということを付して賛成とさせていただきます。

ありがとうございました。今度機会あるごとにそういう対応を相談し、お願いしたいと思
います。よろしいですかね。

消防の門脇です。今の言葉ありがとうございます。
実績といたしましては宗像事務組合の広報紙で概要等、あと、本当にありがたい事な

んですけれども、市民の、行政を含めた（福津市、宗像市）派遣隊の言葉を生で自治
防災のために何か活かされたらということで、お声をお掛けいただきまして、実際は何
件かございます。

そういう実績もまとめまして、こちらのほうから機会があるごとに、積極的に防災を啓
発する意味で、経験を市民の皆様に発信させていただきたいと思いますので、今後と
もよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。

他にございませんか。

（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１４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。
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田中議長

大久保議員

（全員挙手）

全員賛成でございます。よって、第１４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 発議第 1号 「宗像地区事務組合議会委員会条例の制定について」を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。提出者の説明をお願いいたします。
大久保議員、よろしくお願いいたします。

発議第１号をご説明いたします。
発議第 1号 「宗像地区事務組合議会委員会条例の制定について」であります。
上記の議案をつぎのとおり、地方自治法第 112条及び宗像地区事務組合議会会議

規則第 13条の規定により提出をいたします。
宗像地区事務組合議会議長様

平成２４年５月９日

提出者 宗像地区事務組合議会議員 大久保三喜男

賛成者 同じく 永山麗子

賛成者 同じく 花田利和

提案理由

地方自治法第１１０条（特別委員会）の規定により、宗像地区事務組合事業運営に

伴う特定の付議事件の審査等のため、特別委員会を設置する事が出来るよう宗像地

区事務組合議会委員会条例を制定するものであります。

なお、宗像地区事務組合委員会条例については、2 月 7 日の全員協議会において

説明をし、その後、議員の皆さんのご意見をいただき、4 月 18 日の全員協議会に再度

提案をしてきたところであります。委員会条例について、主な項目のみ説明をいたしま

す。

2-1 ページをご覧ください。

第１章 総則第１条で、特別委員会の設置ということで、特別委員会（以下「委員会」

という）は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。という内容です

が、本委員会条例は特別委員会の設置に限っての条例となっています。

常任委員会等は設置しませんので、第１条で特別委員会の設置ということで明記をし

ております。

2-3 ページをご覧ください。

第 30 条に、傍聴の取扱として、委員会は議員のほか、委員長の許可を得た者が傍

聴することができる。としています。

2-4 ページをご覧ください。

第４章 表決、ですが、第 41 条で、挙手による表決としています。

第５章 秘密会、ということで、第 44 条 委員会は、その議決により秘密会とすること

ができる。としています。
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大久保議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

大久保議員

なお、委員会条例の基本となる部分は関係市の委員会条例を参考にしています。

以上で説明を終わります。

ありがとうございました。
この件につきましては先程提案者からもありましたように、2月７日の全協と4月18日の
全協で皆さんの意見を踏まえてですね、再提案をされてあるものでございます。
質疑ありましたら、挙手をお願いします。ないですか。よろしいですか。

（異議なしの声）

ありがとうございます。討論はございますか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。
これより発議第 1号について、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お願いします。

（挙 手）

全員賛成でございます。
よって、発議第 1号は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。
日程第６ 発議第 2 号 「宗像地区事務組合議会会議規則の制定について」を議題と
いたします。

提案理由の説明を求めます。提出者の説明を求めます。大久保議員。どうぞ。

発議第 2号をご説明いたします。
発議第 2号「 宗像地区事務組合議会会議規則の制定について」
上記の議案を次のとおり宗像地区事務組合議会会議規則第 13 条の規定により提出

をいたします。
宗像地区事務組合議会議長 様
平成 24年 5 月 9 日
提出者 宗像地区事務組合議会議員 大久保三喜男
賛成者 同じく永山麗子
賛成者 同じく花田利和
提案理由

宗像地区事務組合議会委員会条例の制定に伴い、議会会議規則の改正並びに規定

の整備を行うため、宗像地区事務組合議会会議規則（平成１９年宗像地区事務組合

議会規則第２号）の全部改正を行うものであります。

なお、改正ルールとして、「全部改正」の場合は「会議規則の制定」となりますので、

新たに規則番号をとることになります。

全部改正の提案理由のとおり、先程、承認を頂いた委員会条例の制定に伴い、

３－４頁、第３６条「議案等の説明、質疑及び委員会付託」から、３－５頁にかけて、委
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大久保議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

員会条例に係る条文を挿入しております。

３－９頁ですが、第８２条から第８６条を挿入し、請願審査のための関係条文の整備を

行っています。

関係市の会議規則を参考に、章、節の順番を変えましたので、全部改正を行うこと

にしています。以上であります。

これより、質疑に入ります。 質疑ございますか。

（異議なしの声）

よろしいですか。質疑を終結いたします。
討論に入りたいとおもいますが。討論ございますか。

（異議なしの声）

よろしいですか。討論を終結いたします。
これより発議第２号について、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、発議第２号は、原案のとおり可決されました。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終結いたしました。
本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に委任

いただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきま
しては、議長に一任いただくことで決しました。

これをもちまして、平成２４年第２回議会臨時会を閉会いたします。


