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平成 24 年度第 2 回 宗像地区事務組合 議会定例会 会議録

期日：平成 24年 9月 27 日（木） 10：00～12：15

場所：宗像地区事務組合 大会議室

田中議長

田中議長

谷井組合長

只今の出席議員は全員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のは、組合長及び

副組合長、事務局長、消防長、監査委員、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、お手元に配布をしているとおりであります。

これより日程に入ります。

日程第 1 「会議録署名議員の指名」を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により 4番 江上議員、

5 番 小田議員 を指名いたします。

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、異

議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

よって、会期は、本日１日限りと決定いたしました。

日程第 3 「諸報告」に入ります。

谷井組合長から、諸報告をお願いします。

みなさんおはようございます。

本日、平成24年第 2回定例会が開かれるに当たりましてごあいさつと、概要説明

を申しあげます。

議員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席をいただき誠にありがとうござ

います。

このたびの定例会は、報告1件と14件の議案について、ご審議をお願いするもので

あります。

報告第 1 号ですが、内容は、県の工事等に伴い不測の日数を要し、年度内に工

事が完了しなかったため、「水道事業会計予算繰越計算書」を報告するものでありま
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谷井組合長

田中議長

石松事務局長

す。

第 15 号議案については、現在、宗像市の下水道使用料徴収等の事務を、事務

組合が受託しておりますが、そのうちの排水設備の受付に関する事務を返還するた

め、規約を改正するものであります。

第16号議案は、債権の督促、強制執行、徴収停止等の基準を定める必要があるた

め、債権管理条例の制定を提案しております。

第 17 号議案は、水道事業の債権の適正な管理を進めるため、水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正するものです。

第 18 号議案は、近年の電気自動車の普及に伴い、急速充電設備が火気設備対

象として追加されたことに伴い、火災予防条例の一部を改正するものであります。

第 19 号議案から第 23 号議案までは、一般会計、急患センター事業特別会計、

大島簡易水道、本木簡易水道事業特別会計、水道事業会計、合わせて 5 会計の

平成 23 年度決算について監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するもので

あります。

第 24 号議案から第 28 号議案までは、一般会計、急患センター事業特別会計、

大島簡易水道、本木簡易水道事業特別会計、水道事業会計、合わせて 5 会計の

平成 24 年度補正予算を提出しております。

以上、いずれも重要な案件でありますので、何卒よろしくご審議くださいまして、議

決及び認定を賜りますようお願いを申しあげます。よろしくお願いいたします。

それでは報告第１号から入っていきたいと思います。

提案理由の説明を求めます。石松事務局長。

はい、議案書の 1－1 を開いてください。

報告第1号「平成23年度宗像地区事務組合水道事業会計予算繰越計算書につ

いて」平成23年度水道事業に係る繰越計算書を、地方公営企業法(昭和27年法律

第 292 号) 第 26 条第 3項の規定により報告する。

平成 24年 9 月 27 日提出 宗像地区事務組合 組合長 谷井博美

それでは議案の１-2 頁、水道事業会計予算繰越計算書を説明させていただきま

す。

水道事業の資本的支出、いわゆる建設事業の一般改良および拡張事業につき

まして、繰り越しが発生しております。

一般改良につきましては、右端の説明欄に記述しておりますとおり、福津市の津

屋崎地区でおこないました橋に水道管を仮設する工事ですが、これによります配水

管布設替工事で、福津市の道路改良の橋梁工事が遅延したために、年度内に工

事が完了いたしませんでしたので、このため 878 万 8500 円を繰り越しております。

また拡張事業につきましては、宗像市の河東地区でおこないました配水管布設

工事で、県の道路改良と同時施工をおこなっておりましたＮＴＴのケーブル移設工
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石松事務局長

田中議長

田中議長

石松事務局長

事が遅延したために、年度内に工事が完了いたしませんでした。

このため 313 万 9500 円を繰り越しております。この 2 件の繰り越しを予算繰越計算

書として報告いたします。以上です。

はい、ありがとうございました。

事務組合水道事業会計予算の繰越計算書についての報告がございましたが、何

か質疑ございますか。

（異議なしの声）

よろしいですか。

それでは次に行きたいと思います。

質疑を終結して次に行きます。

日程第 5 第 15 号議案 「宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使

用料徴収等事務の委託に関する規約の変更について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。石松事務局長。

はい、議案の 2 ページ 1 をご覧ください。

第15号議案 「宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等

事務の委託に関する規約の変更について」地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 252 条の 14 第 2 項の規定により、宗像市との協議により下水道使用料徴収等事

務の委託に関する規約を次のとおり変更する。

平成 24年 9 月 27 日提出 宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美

それでは議案の 2－2 頁の新旧対照表をお開きください。

第１条第１項第2号「排水設備の申請受付に関する事務」を削除するものでござい

ます。

下水道の排水設備の届出及び検査につきましては、福津地区では福津市下水

道課で、宗像地区では受付は事務組合で、完了検査は宗像市下水道課でおこなっ

ております。完成検査は個人資産に関わります指導、いわゆる行政処分を一部に含

んでおりまして、現状では事務組合では出来ない定めとなっております。

ただ、宗像市では水道事業の企業団を含みます合併までは上下水道部で個人

宅内の水道の給水装置と同じく下水道の配水設備をひとつの窓口で受け付け、ま

た検査も同じ職員がおこなっておりました。

このようなため、この体制の一部を引き継いでおりました。しかし、受付と検査を異

なる行政がおこなうことには、ときには不便、不都合がございまして、今回、福津市と

事務組合の関係に方式を統一するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

はい、これから議案 15 号について質疑に入りたいと思います。質疑ございません

か。

（異議なしの声）

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。

これから討論に入ります。討論ございますか。

（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 15 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 15 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 16 号議案 「宗像地区事務組合債権管理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。石松事務局長。

はい、議案の 3－1ページをお開きください。

第 16 号議案「宗像地区事務組合債権管理条例の制定について」

上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 24年 9 月 27 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美

それでは債権管理条例につきまして、概要を説明いたします。

現在多くの地方公共団体で条例が制定されつつございます。

水道債権につきましては平成 15 年に裁判所の判例が出まして、行政債権といえど

も一部には、電気やガス料金などと同様に民事債権としての取扱いが必要になって

おります。

また、急患センターの未収金につきましても同様の学説が多くなっておりまして、

これに適用させる必要がございます。

このため本条例の制定するものでございまして、なお、水道債権につきましては、

管理条例を既に持っておりましたが、今回、組合の全ての債権に適用拡張いたすこ

とにしております。

条文でございますけれども、第 1条から 5条につきましては一般的なことでござい

ますので、説明は省略いたします。
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石松事務局長 第6条の督促及び第7条の延滞金につきましては、税金以外で差し押さえができ

る債権、市町村の例といたしましては、保育料や下水道使用料などが身近なもので

ございますけども、これらにつきましては利率や端数計算につきまして、税金とほぼ

同じような取り扱いでおこなうようにしております。

第8条、遅延損害金、これにつきましては、行政では直接に差し押さえができない

債権、いわゆる私債権につきまして、利率を民法の 5 パーセントを準用いたしまし

て、また、端数の整理につきましては地方税法を準用しております。

第 9 条、強制執行につきましては、当然に未納者に対しまして、担保権の実行や

強制執行など、裁判所への手続きをおこなう規定でございまして、中の条文には強

制徴収債権など、専門用語が羅列されておりますが、実務的には裁判所への訴訟

をおこなう規定でございます。

第 10 条 11 条につきましては事務的な処理規定でございますので、説明は省略

いたします。

第 12 条、徴収停止につきましては、未納者につきまして財産がなかったり、住所

が不明だったり、また費用対効果が極端に低い場合には、税法では皆さんご存知

かと思いますが、執行停止という制度がございますけれども、これと同様に取り立て

につきまして棚上げをする規程でございます。

第 13 条 14 条につきましては、分割納付などの細かい事務手続きでございます。

それから第 15 条、債権の放棄でございます。税金につきましてはご存知のとおり

時効が成立いたしますと当然に徴収することができませんし、また、納められたら還

付、お返しする必要がございます。

専門的には時効の援用を要しないと申している規定でございます。

しかし、私債権ですが、民事の私債権で組合では水道料金や急患センターの診

療費でございますが、これにつきましては時効がきましたら、こちらから取り立てるこ

とはできませんけれども、未納者は支払うことができる定めになっており、いつまでた

っても行政的な整理がつかない規定でございます。

このような債権につきましては当然に財産や所得の調査をおこないまして、取り立

て不能な債権の放棄をおこなう必要がございます。もちろん時効にならないようにと

いうことで、事務組合といたしましては初めての試みではございますが、水道料金に

つきましては裁判所への手続きを始める準備をしておりますし、診察費も未納者に

つきましては、管理職を含む職員で夜間徴収訪問なども始めたところでございま

す。

それから15条の第2項に定めておりますように、債権を放棄いたしましたら、議会

に報告する義務規定によりまして、債権管理の現状、どのように債権管理しているか

ということを、議会にも理解していただきやすいように設定しております。

また、条例全般に通じることですが、組合では近い将来には税金を取り扱う予定

にはしておりませんので、税金と私債権との情報交換などに関する規程を今回は定

めておりません。

以上、大変稚拙な説明ではございますけれども、ご審議のほどよろしくお願いい
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石松事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

石松事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

石松事務局長

たします。

第 16 号議案について質疑に入りたいと思います。質疑ございますか。

石橋議員、どうぞ。

現在の延滞の状況ですね、先程の説明の中で、裁判所に提訴する準備があると

いう言い方をされたと思いますけれども、この条例ができるまでの間、今までは延滞

したら 2 ヶ月ですかね、停止をしてまた入ったらすぐ入れるということを繰り返してや

っていたというふうに思うんですけれども、これがいわゆる悪質といわれるような状況

がどの程度、現在までに発生をしていて、そして今回こういうかたちになった時に、

どのような改善に繋がるのかということを説明していただけますか。

事務局長、よろしいですか。

はい。

まず、現状というようなことでございまして、停水ということで、上下水道一緒に合

わせて徴収させていただいておりますので、基本的には非常に高い収納率を誇っ

ております。打ち切り決算でございますので、決算書で見えます収納率はそう高くな

いんですけれども、決算のところでも説明する予定にはしておりましたけれども、累

積収納率、いわゆる民間ベースで見ましたところの債権回収という概念でいきます

と、99.7 とか.8 とか非常に高い収納率を誇っている、という前提でお話をさせていた

だきますけれども、それでもやはり取れない、あるいは転出する、そういう方もござい

ますので、そういうような方につきましては、やはり裁判所の手続きを経て、やらなき

ゃいけない、というふうに考えておりまして現在準備を進めておるところでございま

す。

また、債権管理条例がなくても、裁判の手続き、これは万人誰でも裁判に訴えるこ

とができますので、組合としては当然できますけれども、この債権管理条例を定める

ことによりまして、行政内部の基準をより細かくやっていきたいというふうに考えており

まして、裁判所への手続きそのものにつきましては、いつでもできる、今でもできる、

ということになろうかと思います。以上です。

石橋議員。

それでは今現在において、取り立てて悪質といわれるような、そういう現状はほと

んど無いという認識でよろしいでしょうか。

事務局長。

どのようなものが悪質というのか、なかなか定義が難しいですが、まず停水という
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石松事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

石松事務局長

田中議長

田中議長

武器をもっておりますので、非常に高い収納率を誇っておる、というようなことにつき

ましては先程申し上げましたけども、いわゆる転出だとか、あるいは分割納付を履行

しないとか、そういう方につきましては、やはり停水という武器だけでは不十分だとい

うふうな時につきましては、裁判所でやっていきたいと、まあ、それを悪質というなら

悪質というと思いますけれども、そういうふうなことで考えております。

石橋議員。

すみません、悪質ってなんか変な言い方かもしれませんが、いわゆる保育料のこ

とだとか、給食とか、税以外のですね、徴収に関しても、かなり大変な状況がいろい

ろ出てきている現状の中で、そういうやり方を行政としてもやっているっていうこともあ

ってですね、ちょっとお伺いしました。

それともう一点、急患センターの滞納について、どのような現状があるのでしょう

か。

事務局長、よろしいですか。

はい、急患センターにつきましては、業務をご存知のとおり医師会に委託しており

まして、収納業務も全て委託しておりましたので、その中で完結する、というような委

託契約でやっておりましたけれども、やはり、保険証を忘れたとか、急患でございま

すので、現金を持って来るのを忘れたとか、そういうような方がおられます。

当然に医療サービスはするわけでございます。 その後に、大半の方は払ってお

られるわけでございますけれども、そのまま忘れておられる、というような方につきま

しては、やはり滞納できっちり整理させていただいて、急患センターの事務に任せる

のではなくて、うちの方の職員で実際に家まで訪ねていって、払っていただく、という

ようなことで現在、夜間徴収なども含めてですね、ただ一件の滞納額が、急患センタ

ーご存知のとおりに入院もございませんし、手術もほとんどございませんので、保険

証を提示しなかった場合で、10 割負担で１万ちょっとぐらい、あとは数千円、2、3 千

円とかそのくらいの滞納額が多ございますので、これを裁判所に訴えるとなると費用

の方がかかりますので、まず職員の足で、というようなことで現在考えておりますし、

そのようになっております。以上です。

また具体的にそれぞれ決算がございますから、そのなかでまた質問していただき

たいと思います。

他にございますか。

（異議なしの声）

よろしいですか。
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田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございますか。

（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 16 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）

全員賛成です。

よって、第 16 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 7 第 17 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。石松事務局長。

議案の 4 の 1ページをお開きください。

第 17 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」

上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 24年 9 月 27 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美

それでは、4 の 2 ページの新旧対照表により説明を致します。

さきほど可決していただきました債権管理条例の制定に伴いまして、既存条例の

整理を行うものでありまして、地方公営企業の経営及び執行権に関する、議会の関

与、議決金額を規定するものです。

第 12 条の体裁につきましては、福岡市・北九州市の条例を踏襲いたしまして、解

りやすくするため3号に分割し、第2号が実質的な追加でございます。また金額につ

きましては構成市でございます宗像市・福津市の一般会計で制定しております、市

長に対する専決委任の金額 100 万円を基準とさせていただいております。

未収金の訴訟、訴えの提起につきまして、100 万円以上は、議会の議決を受けて

訴訟などを行いまして、これ未満に関しましては組合長の判断により執行を申し立て

るものですが、地方公営企業法の趣旨により、少額訴訟につきましては迅速に、企

業経営的見地から、行う規定でございます。

参考にまで申しますと、宗像市・福津市の下水道関連に関しましては、このような

詳細な規定はございませんけども、強制徴収、いわゆる、行政による差し押さえがで

きる使用料金債権が大半でございます。下水道料金というのは差し押さえができま

すので、実務的にはほぼ、宗像市・福津市には問題無いということになっておりま
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石松事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

す。

以上、簡単ではございますけれども、説明終わりまして、ご審議のほど宜しくお願

い致します。

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。討論ございませんか。

（異議なしの声）

よろしいですか。

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 17 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 17 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 8 第 18 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。石松事務局長。

それでは議案の 5 の 1ページをお開き願います。

第 18 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 9 月 27 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美

それでは、1 枚開いていただいて、5 の 3 ページ、新旧対照表を見てください。

第 11 条の 2 を新規に加えまして、急速充電装置の位置、構造及び管理につきま

して、規程を設けるものでございます。

1 項、1 号につきましては筐体（きょうたい）の物性について。

2 号につきましては装置の設置の状況。

3 号につきましては、雨水の侵入防止。

4 号につきましては、絶縁状況の確認。
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石松事務局長

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

以下、14 号までありますけれども、火災の原因となります漏電や、異常高温を予

防するために、詳細な技術的基準を定めて、火災予防条例を時代の潮流に適用さ

せるようにしております。

また、第 12 条につきましては、今回の制定にかかわりまして、字句、条文の整理

を致しております。

以上、はなはだ簡単な説明ではございますけれども、ご審議のほど宜しくお願い

致します。

はい、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

石橋議員、どうぞ。

電気自動車の普及に伴い、ということです。私の周りにも、二人の方が電気自動

車に乗っていますけれど、すみません分からないので教えていただきたいんです。

さきほど（1）から（14）まで、設備も今読みましたけれども、そもそも電気自動車を

購入する時には、そのことが条件といいますか、今のところご自宅で充電をされてい

るというふうに思います。場所によっては公のところが充電場所があるいうところもあ

るようですけれども、宗像地域では今は無いのではないかと思っておりますが、現実

には自宅で充電をされているというふうに私は思っているんですけども、購入をする

時に条件としてあるのでしょうか。

それともうひとつはリストアップといいますか、どの程度の普及が宗像地域ではあ

るかというか、リストアップはされているというか、そういうことはされている現状はある

んでしょうか。

消防長、どうぞ。

はい。消防長の門脇です。お答えさせていただきます。

まず、宗像地区におきまして今回の条例の対象となるものは１件だけございます。

今回のポイントは急速充電ということで、だいたいその機器は30分で全体容量の80

パーセント充電できるというような機械でございます。１件だけございます。

先程お話ございましたようにご自宅での充電ですので、急速充電とかいう内容では

ございませんので今回の火災予防条例の対象とはなりません。

既に電気自動車に対する充電設備はですね、火災予防条例の中では、変電設

備ということで １１条でとらえておりました。ただ、普及に伴ってですね、変電設備プ

ラスまた専門の規制が必要になるということで社会情勢に追いかけて今回条例の整

備が必要となったものでございます。以上です。

よろしいですか。石橋議員どうぞ。

急速充電をするところが一箇所あるとおっしゃいましたけども、現実にはどこでしょ
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石橋議員

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

うか。それで、今後ですね、電気自動車に乗っている方からの要望があるのですけ

れども、公のところでどこかちゃんと充電できるところが欲しいみたいな事を言ってあ

るのですが、そういう考え方は今後ありますか。

消防長。

はい、今現在はですね、福津市の宮司にございます。太郎丸交差点の日産の自

動車の営業所が１件ございます。あと、消防的に考えますと通常車というのはガソリ

ンスタンドなのですが、今から先は給油取扱所の一部に電気設備というかたちで、

今後その辺も含めた、基準の改正を含めて、そういう普及も出てくるんじゃないか

な、と思います。

あとは、今現在ですと、自動車販売会社のサービス工場等にこういう設備があると

いうことでお出かけの際はそういうこともご確認して、普及に今追いついていくんじゃ

ないかな、と思っております。以上です。

はい。ありがとうございました。他に質疑ございますか。

（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。討論ございますか。

（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 18 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お願いします。

（全員挙手）

はい。ありがとうございます。全員賛成でございます。

よって第 18 号議案は議案のとおり可決されました。

これから決算の方に入っていきます。

決算の進め方についてですが、はじめにですね、決算の 5 つの議案について、

一括議題として提案を受けます。これは、詳しい内容ということではなしに、お題目と

いう部分で提案をしていただきます。 その後に、監査委員の報告を受けまして監査

委員の報告書に対する監査意見書に対する質疑を受けます。

その後に、項目ごとに詳しい説明と質疑、討論、採決と、会計毎にしていきます。

会計は 5 つございますから、事務組合一般会計と急患センター、大島、本木と水道
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田中議長

石松事務局長

田中議長

青栁監査委員

田中議長

青栁監査委員

ですか、この 5 つについてそれぞれで説明をしていただいて、質疑、討論、採決、と

ういうことでいきたいと思いますが、そういう進め方でよろしいでしょうか。

そういうことでよろしくお願いいたします。

それでは日程第 9 第 19 号議案 「平成 23年度宗像地区事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」 から 日程第 13 第 23 号議案 「平成 23 年度宗像

地区事務組合水道会計、決算の認定について」 までの 5 議案を一括議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。石松事務局長。

はい。

第 19 号議案 平成 23 年度一般会計歳入歳出決算

第 20 号議案 平成 23 年度急患センター事業特別会計歳入歳出決算

第 21 号議案 平成 23 年度大島簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

第 22 号議案 平成 23 年度本木簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

第 23 号議案 平成 23 年度水道事業会計決算

以上 5 会計の決算の認定について、地方自治法第 233 条第 3 項および地方公

営企業法第 30 条第 4 項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付

する。

平成 24年 9 月 27 日提出 宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美

以上、提案いたします。

ここで監査委員の決算報告書をお願いいたします。

青栁監査委員、どうぞ。

それではお手元に平成23年度 宗像地区事務組合 決算審査意見書というのが

ございますので、それをご覧いただきたいと思います。

これでいいですか。決算書。

まず第１ページに監査委員2名で監査いたしましたその結果を、組合長宛てに報

告しておりますので、朗読することによって報告とさせていただきます。

宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美 様

宗像地区事務組合 監査委員 青栁 喬彦

宗像地区事務組合 監査委員 岩城 俊郎

平成23年度 宗像地区事務組合一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見に

ついて

地方自治法第 292 条において準用する同法第 233 条第 2 項の規定に基づき審

査に付された平成23年度宗像地区事務組合一般会計、特別会計の歳入歳出決算

を審査したので、次のとおり意見を提出する。
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青栁監査委員 1 枚めくっていただきまして、2 ページを読み上げます。

平成 23 年度宗像地区事務組合歳入歳出決算審査意見

第１ 審査の対象

(1) 平成 23 年度一般会計歳入歳出決算

(2) 平成 23 年度急患センター事業特別会計歳入歳出決算

(3) 平成 23 年度大島簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

(4) 平成 23 年度本木簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

(5) 平成 23 年度一般会計・特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(6) 平成 23 年度一般会計・特別会計実質収支に関する調書

(7) 平成 23 年度財産に関する調書

以上でございます。

第 2 審査の方法

審査は、各会計歳入歳出決算書及び付属書類について、関係法令に準拠して

作成されているか否かを確認するとともに、これらの計数の正確性を検証するため、

関係諸帳簿とその他の証拠書類を照合したほか、関係職員から事情聴取等を行い

実施しました。

第 3 審査の期間

平成 24年 8 月７日から平成 24 年 8月 31 日まで

第 4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び付属書類は、いずれも関係法令

に規定された様式に従って調製され、かつ、決算計数は関係諸帳簿と符合して正

確であり、誤りのないものと認められた。

審査の結果の詳細は以下のとおりでございます。

以下の方につきましては、決算書からの抜粋でございますので、ご覧いただきた

いというふうに思っております。

それでは最終の 9 ページをお願いいたします。

むすび

以上が、平成 23 年度宗像地区事務組合一般会計、急患センター事業特別会計

及び大島簡易水道事業特別会計並びに本木簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の概要であり、概ね適正に執行され、財政運営されていると認める。

一般会計における主な事業は、宗像自治会館の漏水補修工事、はしご付消防ポ

ンプ自動車の分解整備、消防・救急無線デジタル化基本設計、車両情報表示シス

テム改修、指令システム地図検索データ改修の 5 点であった。

急患センター事業特別会計においては、宗像地区急患センターが開設30周年を

迎えたことから記念式典が行われた。また、医療器具では一般Ｘ線撮影システムの

更新がされた。なお、消費税の取扱いについて、負担していないことが発覚し過去

に遡って負担することになったが、法令に従って適正に事務処理を行うべき立場に

ありながら事務処理に遺漏があったことは、残念である。適正な事務処理に努めら

れたい。
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青栁監査委員

田中議長

青栁監査委員

簡易水道事業特別会計（大島・本木でございますが）は、関係市からの繰入金に

委ねられており厳しい経営状況にある。大島簡易水道については、平成 24 年度か

ら 5 カ年計画で浄水場の改修工事が行われる事などから、更なる効率的な事業経

営により、徹底した経費の削減を図るよう努められたい。

組合では、総合経営システムの導入、あるいは行財政改革の推進など効率的な

行財政基盤の確立に向けた取組みが進められている。しかしながら、社会経済情勢

の悪化、収入の確保等で非常に厳しい情勢下にある関係市に対しては、引き続き、

組合に対する負担の軽減を図る必要がある。

全職員が組合のあるべき姿を再確認し、効率・効果的な事務運営により、徹底し

た経費の節減はもとより、地域住民が安全で、安心して快適に生活できる環境づくり

に努められたい。

以上が一般会計、特別会計の分でございます。

続きまして、宗像地区事務組合水道事業会計 決算審査意見書についてをご報

告申し上げます。資料は別途ございますので、よろしいでしょうか。

資料いいですか。

（確認の声）

まず、表紙を 1枚めくっていただきまして、組合長宛ての審査意見でございます。

宗像地区事務組合 組合長 谷井 博美 様

監査委員 青栁と岩城でございます。

平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算に係る審査意見について

地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成23年度宗像地

区事務組合水道事業会計決算について審査したので、その結果について次のとお

り意見を申し述べる。

それでは 1ページをお願いいたします。

平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算

第 2 審査の方法

審査にあたっては、提出された決算書類その他関係書類が、地方公営企業法及

び関係法令に基づいて作成され、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示し

ているか否かを検証するため、関係帳簿及び諸証拠書類により審査を実施した。

また、事業の経営内容を把握するため計数の分析を行い、予算執行が正しく運

営されているかについて審査した。

第 3 審査の期間

平成 24 年 8 月 7 日から平成 24 年 8 月 31 日まで

第 4 審査の結果
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青栁監査委員 審査に付された各決算書類の計数は、いずれも関係法令に準じて作成され、計

数も正確であり、経営成績及び財政状況も適正に表示しているものと認められた。

なお、審査結果の概要及び意見は、以下のとおりである。

以下の方につきましては、決算書からの抜粋でございますので、ご覧いただきた

いと思います。

それでは 8ページをお願いいたします。

むすび

当年度の収益的収支決算は、総収益27億4,506万円に対し、総費用22億2,895

万 8,000 円で、5 億 1,610 万 2,000 円の純利益が生じております。

総収益は、営業収益が 26億 633万 3,000 円、営業外収益は 1億 3,872 万 3,000

円、特別利益で 4,000 円となり、総費用では、営業費用が 20億 9,579 万 6,000 円、

営業外費用は 1億 2,935 万 8,000 円、特別損失が 380 万 4,000 円となった。

水道事業統合 2 年目の平成 23 年度は、北九州市からの受水開始に伴い、受水

費が対前年比で 2 億 6,953 万円の増となっているが、それ以外の収益的支出で

9,387 万 8,000 円のコスト縮減が図られたことなどから事業統合による効率的な経営

の効果が高いと考えられる。

今後も事業統合のメリットを最大限に活かし、国庫補助事業（広域化促進事業）の

有効活用や企業債の適正運用など健全な経営が維持できるよう図られたい。

収益の根幹をなす水道料金については、平成 24 年 4 月使用分からの料金値下

げによる影響や節水機器の普及などにより増収は期待できないと予想される。

水道使用料の収納率については、現年度分は 97.6％で前年度より 0.4％低下し

ている。これは、平成 23年度から開始したコンビニ収納、クレジットカードを利用した

支払方法により、手続き上、3 月末に入金ができなかったのが原因であり、実質の収

納率については昨年度と変わらない。収納については、市民の利便性も考慮しなが

ら、収納率が向上することを期待したい。

また、水道料金の不納欠損額については、300 万円を超えており、納付者の公平

性を保つ観点からこれまで以上に力を注ぎ、徴収に向けて努力されたい。

これらを踏まえ、今後の事業経営にあたっては、収納対策による水道料金の確保

を図るとともに効率的な事務事業の執行、民間委託の活用などによる費用の縮減を

行い財政基盤の強化に努められたい。

「宗像地区事務組合水道ビジョン 2020」に基づき、計画的な施設の更新や耐震化

の推進、災害に強いインフラ整備を行い、安心・安全な水を安定供給できるよう努め

られたい。

以上が水道会計でございます。

もうひとつ、宗像地区事務組合水道事業会計の経営健全化に関するものにつき

ましても審査させていただきましたので、その報告も合わせてさせていただきます。

資料としましては報告書、平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計経営健

全化審査意見についてでございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第22条 第1項の規定により審査
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青栁監査委員

田中議長

田中議長

石松事務局長

に付された平成23年度宗像地区事務組合水道事業会計決算における資金不足比

率を審査した結果、下記のとおり意見を提出します。

1 審査の概要

この経営健全化審査は組合長から提出された資金不足比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類が一斉に作成されているかどうかを主眼として実施し

た。

2 審査の結果

審査に付された資金の、次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類はいずれも適正されているものと認められます。

以上でございます。ありがとうございました。

それでは、只今の決算審査報告書につきまして、ご質疑がございましたらお受け

をしたいと思います。決算審査報告について質疑ございませんか。

（異議なしの声）

それでは質疑を終結いたします。

これより議案ごとに説明、質疑、討論、採決を行っていきたいと思います。

まず 第19号議案「平成23年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算の認

定について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。石松事務局長。

まず最初に決算認定議案全体についてご説明の仕方を申し上げます。

事務組合の構成市でございます宗像市におきましては、決算の付属図書でござ

います決算成果報告書を中心に説明をしております。また福津市におきましては、

主に決算書そのものを説明しておりまして、スタイルが異なっております。

これにつきましてはそれぞれに一長一短ございまして、この事務組合ではその両

方の中庸といいますか、両方の特徴をとってミックスいたしまして、決算書の概要と

施策の成果報告書及び水道事業付属図書類の一部について説明いたしますので

よろしくお願いいたします。

それでは 第 19 号議案 「平成 23 年度 一般会計決算」を説明させていただきま

す。お手元の決算書に基づき、ご説明させていただきます。一般会計の 2 ページ、

3 ページをお開きください。

平成 23 年度の歳入歳出決算は、歳入合計では、予算現額 15 億 5,662 万 1 千

円に対しまして、調定額及び収入済額は、同額で 15 億 5,048 万 4,371 円となって

おります。

予算現額と収入済額との比較では、613 万 6,629 円の減となっております。

4 ページ、5 ページをお開きください。

歳出合計では、予算現額 15 億 5,662 万 1 千円に対しまして、支出済額が 15 億
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石松事務局長 3,182 万 9,346 円で、不用額が 2,479 万 1,654 円生じております。予算現額と支出

済額との比較につきましては、不用額と同額となっております。

歳入歳出差算引額は、1,865 万 5,025 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたし

ます。

続きまして、6 ページ以降の事項別明細書によりまして主な決算内容につきまし

て、ご説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、１款の分担金及び負担金の収入額は 13億 4,417 万

8 千円となっております。

内訳につきましては、議会費負担金 140 万 4 千円、総務費負担金 2,895 万 1 千

円、衛生費負担金 1 億 3,025 万 7 千円、消防費負担金 11 億 8,356 万 6 千円の収

入となっております。

また、補正予算の内容につきましては、衛生費負担金は、平成 22 年度の決算剰

余金の増により相殺したもの、消防費負担金は、地方交付税基準財政需要額の確

定に伴うものとなっております。

負担金の目的別の関係市の負担額、福津、宗像でございますけども、それにつき

ましては備考欄へ記載をしております。

では、4款 繰入金の収入済額は、1億 6,369 万 876 円となっております。

内容といたしましては、全額財政調整基金を取り崩し、繰り入れております。

内訳につきましては、消防基金を 1億 4,341 万 4,876 円、自治基金を 2,027 万 6千

円取崩しております。

続きまして、8、9 ページをお開きいただきたいと思います。

6 款 諸収入につきましては、収入済額は、1,314 万 632 円となっております。

これは、福岡県消防学校へ消防職員を１年間派遣したことによる、派遣職員負担

金収入が911万 6,376円、それから東日本大震災の際の緊急消防援助活動に伴う

国庫負担金過年度分収入が 155 万 2,679 円などとなっております。

次に、歳出についてご説明を申し上げます。10 ページ、11 ページをお開きくださ

い。

１款 議会費、予算額 140 万 4 千円に対しまして、支出済額 127 万 4,172 円とな

っています。支出内容は、備考欄のとおりでございます。

2 款 総務費は、支出済額 3,074 万 954 円となっております。特徴的なものといた

しましては、12、13 ページをお開き願いたいと思います。

3 目 財産管理費 15 節 工事請負費 支出済額 541 万 6,950 円となっておりま

す。内容は、宗像自治会館の漏水に伴う補修工事を行っております。

それから続きまして 3 款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費は、

支出済額が、2,027万6千円となっております。これは急患センターの事業特別会計

の繰り出しでございます。

それから、14 ページ、15 ページをお開き願います。

3款 衛生費 2項 清掃費 １目 し尿処理場費は、支出済額1億3,883万8,186

円となっております。主な内容といたしまして備考の中段下に記載しております、し
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石松事務局長 尿処理施設管理委託料1億 290万円で、し尿処理場の管理運営委託料となってお

ります。平成 23年度から包括委託を実施しておりまして、平成 22年度までのし尿処

理場の管理運転委託に加えまして、光熱水費や消耗品等の管理及びこの支払い、

修繕の発注及び実施など、法的に委託できないものを除きまして、いわゆる法的に

委託できるものにつきましては全て、包括的な委託を実施しておるところでございま

す。

続きまして、4 款 消防費 1 項 1 目 常備消防費の支出済額は、12 億 2,093 万

9,185 円となっております。備考欄に記載しておりますが、職員人件費 10 億 7,270

万 3,960 円ですが、これは再任用職員を含みます 138 名の人件費相当額となって

おります。

次に、17 ページをご覧いただきたいと思います。

１１節 需用費の支出済額は 4,099 万 6,991 円となっております。主な支出内訳

は、光熱水費、消耗品費、燃料費などとなっております。不用額の主な内容は、光

熱水費 123 万 558 円が不用となったもので、節電などによる効果もあるようでござい

ます。

12 節 役務費の支出済額は 999 万 8,208 円となっております。主な支出は、通信

運搬費の 723 万 1,779 円などでございます。

13 節の委託料の支出済額は 6,960 万 8,564 円。

主な支出は、21 ページ備考の中段に記載しております、梯子車保守点検料

3,150 万円、高機能消防指令センター保守料、1,386 万 2,036 円、消防救急無線デ

ジタル化設計委託料294万円、通信システム改修委託料1,255万1,700円などでご

ざいます。

続きまして、決算に係ります主要な施策の成果報告書の説明をしたいと思います

ので議案の方に綴っております監査意見書の次にあります施策の報告書をお開き

願いたいと思います。平成 23 年度、決算に係る主要な施策の成果報告書、4 ペー

ジ、5 ページをお開き願います。

議会費関係からでございますけども、組合議会の開催状況は、定例会 2 回、臨時

会 3 回を開催させていただいております。ご協力ありがとうございました。

それから総務関係では、広報紙の作成と発行を定例3回、臨時１回、行っておりま

す。宗像自治会館の漏水補修工事を行いまして、また、情報公開・個人情報保護制

度審議会、公平委員会をそれぞれ１回開催しております。

それから監査関係では、出納検査、定期監査、決算審査を行っております。

次に、衛生関係では、し尿処理場への搬入量は、増減量で申しまして対前年度

1,807 キロリットルの減となっておりまして、汚泥処分量につきましても、対前年度

38.5 トンの減となっております。環境測定値の放流水の水質検査結果につきまして

は、うちの基準と比べますと全ての項目で値が大きく下回っております。安全な運転

管理が行われていると思っております。

6、7 ページをお開き願います。

消防費関係ですが、主な事業といたしまして、心の健康づくり相談事業、はしご付
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石松事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

花田課長

田中議長

石橋議員

田中議長

石松事務局長

消防ポンプ自動車分解整備、消防・救急無線デジタル化基本設計、車両情報表示

システム改修などを行っております。

警防・救急関係では、活動や訓練の実施状況、火災の発生件数 73件などでござ

います。また、予防関係では、査察や講習会などの状況を示しております。

以上、平成 23 年度宗像地区事務組合一般会計の主要な施策の成果報告を含

む歳入歳出決算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。質疑は一括でお受けしましょうか。

歳入も歳出も一括でお受けをしたいというふうに思いますが。

ご意見ございませんか。石橋議員どうぞ。

衛生費のところで追加報告書の 5 ページにですね、汚泥の処分の量が出ている

んですけども、今これをどのように処分をされているんでしょうか。焼却場に持ってい

っているのではないかと思うのですが。

どう処分しているか、ということですか。

はい。

課長いいですか。

はい。

汚泥の処分につきましては、その汚泥を使いまして、近くにあります堆肥センター

の方で堆肥になっております。 し渣、いわゆるカス等につきましてはごみ焼却場の

方に持って行っております。

石橋議員。

堆肥処分をされているということですが、その割合がどの程度のものかわかりませ

んが今後の考え方として、バイオマスの考え方も検討されているのかどうかということ

ですね。燃やすとかということではなくて。そういう関係も今後組合としてはどう考えて

あるのかを教えて下さい。

事務局長。

はい。 まず浄化センターを今後どのように使っていくのかというようなことで、現

在いろいろ地元と調整中でございまして、その方向が見えてまいりましたら次のステ

ップも考えたいというようなことで、現在のところまだバイオマスにつきましては白紙の

状態でございます。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

よろしいですか。はい。他に質疑ございますか。

（異議なしの声）

それでは質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

（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 19 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 19 号議案は、原案のとおり可決をされました。

ここで暫時休憩といたします。再開を、20 分からにします。

休憩

休憩に引き続き会議を再開いたします。次に入ります。

日程第20号議案 「平成23年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。事務局長どうぞ。

はい。

第20号議案 宗像地区事務組合急患センター事業特別会計歳入歳出決算の認

定につきまして、お手元の決算書に基づき、ご説明をいたします。

急患センター事業特別会計の 2 ページ、3 ページ目をお開きください。

平成 23 年度の歳入歳出決算は、歳入合計で、予算現額 2 億 8,246 万 2 千円に

対しまして、調定額 3 億 2,343 万 5,412 円、収入済額 3 億 2,339 万 4,282 円、収入

未済額 4万 1,130 円、となっております。

4 ページ、5 ページをお開きください。

歳出合計では、予算現額 2 億 8,246 万 2 千円に対しまして、支出済額が 2 億

7,353 万 1,250 円で、不用額 893 万 750 円を生じております。

歳入歳出差引残額は、4,986 万 3,032 円で、これを全額翌年度へ繰り越しをいた

します。

続きまして、6 ページ以降の事項別明細書により、主な決算内容について、ご説
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石松事務局長

田中議長

明申し上げます。

まず、歳入でございますが、１款 診療収入 １項 １目 外来収入の収入済額は

2 億 593 万 5,653 円、収入未済額が 4 万 1,130 円となっております。

内訳につきましては、１節 診療収入の収入済額は、1億 8,181 万 4,773 円となっ

ております。この内容は、社会保険診療報酬 1億 2,647 万 4,820 円、国民健康保険

団体連合会診療報酬 5,533 万 9,953 円となっております。

続きまして 2款でございます。 分担金負担金、1項 負担金、1目 1節 経常費

負担金の収入済額は、3,805 万 8 千円となっております。

2 目 １節 創設費負担金の収入済額は、1,440 万 2千円となっております。

関係市の負担金の額は、備考欄へ記載しております

３款 繰入金でございます。 １項 １目 １節 一般会計繰入金の収入済額は、

2,027 万 6千円となっております。全額一般会計から繰り入れたもので、財政調整基

金を取り崩し、繰り入れております。

4款 １項 １目 １節 繰越金の収入済額は、4,471万 9,978円となっております。

続きまして、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。

8 ページ、9 ページをお願いいたします。

１款 急患センター運営費 １項 管理運営費 １目 管理及び運営費の支出済

額は 2 億 5,913 万 190 円となっております。

主な支出内容としましては、急患センター管理委託料 2億 5,318 万 384 円、備品

購入費につきましてはＸ線撮影システム更新費用 402 万 2 千円などとなっておりま

す。

2 款 １項 公債費の支出済額は、1,440 万 1,060 円となっております。

支出内容につきましては、地方債の元利償還金となっております。

続きまして、決算に係わります主要な施策の成果報告書の説明をいたします。

成果報告書の 10 ページ、11 ページを見ていただきたいと思います。

5 の（1）につきまして、急患センターの運営費関係では、宗像地区急患センター

30周年記念式典を開催いたしておりまして、議員の皆様方にもご出席を賜りまして、

盛況ななか終了させていただいております。それから、Ｘ線撮影システム及び待合

室のロビーチェアーを更新しております。

それから（2）の急患センターの利用状況につきましては、受診者数は合計で、１

万 8,809 人でございまして、前年度に比べまして 652 人、約 3.5％増加となっており

ます。

11 ページ④の市町村別患者数は、利用率では、宗像市が 49.1％、福津市が

19.4%で組合関係市以外では、古賀市の受診率が 13.1%と多くなっております。

以上で、平成 23年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計の主要な施

策の成果報告書を含みます歳入歳出決算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。

これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。末吉議員どうぞ。
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末吉議員

田中議長

谷井組合長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

最後の方の説明で、市町村別患者数で古賀市の受診率が 13.1％と、前回も出た

と思うんですけれども、予想外に多いんですよね。

確かに医療センターが二次で、急患センターということであれば、市町村の患者

数じゃありませんので、こういう率を示してですね、経営的な率を示して、古賀市のな

んらかの、その分担金ていうんですかね、それは要求されてもいいんじゃないかな

と、思うんですけど、その辺のお考えは。

谷井組合長。

おっしゃるとおりでございまして、先の中村市長の時には、それについて話し合う

という事になっていましたが、市長選の結果、首長が変わったということがありまし

て、この話もしてきましたが、副市長も不在というようなこと等々で、事務的な話として

は進みませんでしたよ。現在も、もちろんこれは継続しておりまして、10 月 1 日に副

市長も来られると聞いておりますので、再度ですね、強くこの負担金っていうのは申

し上げていきたいおっしゃるとおりでございます。

はい、よろしいですかね。

ほかに質疑ございますか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

（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 20 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 20 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

第21号議案 「平成23年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。事務局長。

第 21号議案 平成23年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計歳入
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石松事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

歳出決算の認定につきまして、お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。

決算書の 2ページ、3 ページ目をお開きください

平成 23年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 3,262 万 3,000 円に対しま

して、収入済額が2,884万6,440円で、予算現額と収入済額との比較で377万6,560

円の減となっております。

4 ページ、5 ページの歳出をお願いいたします。ここでは支出済額が 2,882 万

9,939 円で、不用額が 379 万 3,061 円生じております。

歳入歳出差引額は 1 万 6,501 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたします。

続きまして、6 ページ以降の事項別明細書により、主な決算内容につきまして、ご

説明を申し上げます。

まず、歳入でございますが、１款の事業収入は、現年度分が 1,356 万 150 円で、

過年度分が 15万 4,650円、計 1,371万 4,800 円でございました。また、不納欠損額

で 9 万 8,270 円を計上させていただいております。

収入未済額につきましては、現年度分17万8,750円、過年度分123万8,182円、

合計で 141 万 6,932 円となっております。

3 款 繰入金が 1,509 万 4,000 円は、宗像市から繰り入れたものでございます。

繰越金の 3万 7,640 円は、前年度からの繰越金でございます。

次に、歳出につきまして、ご説明を申し上げます。

8、9 ページ。

１款、１項、１目、簡易水道管理費、12 節 役務費ですが、支出済額は、282 万

8,214 円で、主な内訳といたしましては、通信運搬費 83 万 4,734 円、水質検査等の

手数料で 198 万 6,600 円でございます。

それから 15 節といたしまして、工事請負費は、支出済額が 837 万 5,850 円となっ

ております。

3 款の公債費の支出済額は 378 万 1,464 円、企業債にかかわります償還元金及

び利子でございます。

以上が大島簡易水道事業特別会計決算の概要でございます。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。

（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。討論ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。
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田中議長

田中議長

石松事務局長

これより第 21 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）

はい、ありがとうございます。全員賛成でございます。よって、第 21 号議案は、原

案のとおり可決されました。

次に入ります。

第22号議案 「平成23年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。事務局長。

第 22号議案 平成23年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定につきまして、お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。

決算書 2、3 ページをお開きください。

平成 23 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 533 万円に対しまして、収

入済額が 450 万 810 円で、予算現額 と収入済額 との比較で 82 万 9,190 円の減

となっております。4 ページ、5 ページの歳出では、支出済額が 449 万 9,244 円で、

不用額が 83万 756 円生じております。

歳入歳出差引額は 1,566 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたします。

続きまして、6 ページ以降の事項別明細書により、主な決算内容につきまして、ご

説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、１款の事業収入は、153万 7,430円の調定に対しまし

て、収入は現年度分が 152 万 9,890 円で、過年度分が 2,250 円、計 153 万 2,140

円でございます。また、不納欠損額で 500 円を計上いたしております。

収入未済額につきましては、現年度分 3,200 円、過年度分 1,590 円、合計で

4,790 円となっております。

3款の繰入金296万8,000円は、これは福津市から繰り入れたものでございます。

4 款の繰越金 670 円は、前年度からの繰越金でございます。

次に 8 ページ、9 ページ、歳出につきまして、ご説明申し上げます。

１款、１項、１目、簡易水道管理費、１１節の需用費でございますが、支出済額は、

97 万 7,964 円で、主な内訳は配給水管等の修繕費 87 万 520 円でございます。

12節 役務費は支出済額が87万7,520円で、水質検査等の手数料の87万1,500

円が主なものでございます。

2款 公債費の支出済額223万5,590円は、企業債にかかわります償還元金及び

利子でございます。

以上が、本木簡易水道事業特別会計決算の概要でございます。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。
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田中議長

吉田議員

田中議長

矢冨課長

吉田議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。

はい、吉田議員どうぞ。

小さいことですけど、前ページにもあったんですが、手数料という、備考のところで

すね、ここに説明に必ず水質検査料と言われますので、このとおりに書いたらどうで

しょうか。手数料という書き方はやめて。

はい。課長。

科目上ですね。これ、水質検査というものではなく、使用料手数料というふうに科

目が設定されておりますので、これ以上水質検査という科目では書けない状態にな

っておりますので。申し訳ございません。

はい。

よろしいですかね。他にございますか。

（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。討論ございますか。

（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 22 号議案は、原案のとおり可決をされました。

次に入ります。

23 号議案 「平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算の認定につい

て」を議題といたします。執行部の説明を求めます。事務局長。

はい。

第 23 号議案 平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算の認定につき

まして、水道事業会計決算書の 2 ページ、3ページをお開きください。
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石松事務局長 まず、収益的収入及び支出について、でございます。

事業収益は、予算額、合計欄をご覧ください。28 億 3,538 万 5,000 円に対しまし

て決算額 28 億 7,676 万 5,879 円で、4,138 万 879 円の増になっております。

次に、事業費用につきましては、予算額、合計欄ですが、23 億 9,300 万 1,000 円

に対しまして決算額 23 億 1,988 万 904 円で、7,312 万 96 円の不用額が生じており

ます。支出の内訳につきましては、以下のとおりでございます。

次に、４ページ、５ページをお開き願いたいと思います。

資本的収入及び支出でございますが、資本的収入は、予算額、合計欄でござい

ますけども、8億545万 7,000円に対しまして、決算額7億9,665万 3,110円で、880

万 3,890 円の減となっております。内訳は、以下のとおりでございます。

次に、資本的支出につきまして、予算額、合計欄をご覧いただきたいと思います。

22 億 2,480 万 8,925 円に対しまして、決算額 21億 359 万 3,788 円で、翌年度繰

越額が 1,192万 8,000 円ございますので、不用額は 1億 928万 7,137 円となってお

ります。

その結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、13 億 694 万 678

円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,947 万 8,555 円及び、

過年度分損益勘定留保資金 12 億 6,746 万 2,123 円によって、補てんいたしており

ます。

それから続きまして、６、７ページを開いていただきたいと思います。

23 年度の損益計算書でございます。

1 と 2 まず、1 と 2 の営業収益と営業費用の対比ということで、営業利益といたしま

しては、5 億 1,053 万 6,625 円となっております。

次に、3 と 4 の営業外収益と営業外費用の対比で、936 万 5,075 円ということで、

営業利益と合わせて、経常利益といたしまして 5 億 1,990 万 1,700 円となります。

特別利益、5 と 6 ですけども、損失の対比で、過年度損益修正損で 379 万 9,780

円の損失がございましたので、経常利益から差し引いた 5億 1,610 万 1,920 円が当

年度純利益となります。

また、前年度からの繰越利益剰余金が9億764万 9,105円でございますので、平

成 23 年度未処分利益剰余金は 14億 2,375 万 1,025 円というふうになります。

続きまして、8、9 ページをお開き願いたいと思います。

下段の剰余金処分計算書についてご説明を申し上げます。

剰余金 14 億 2,375 万 1,025 円は減債積立金といたしまして 2,600 万円、また、1

億 6,255 万 2,000 円を建設改良積立いたしております。

また、建設改良積立金は、事業統合に関する財政調整として積立を行うものでご

ざいます。従いまして積立額計 1 億 8,855 万 2,000 円を差引いた 12 億 3,519 万

9,025 円が翌年度繰越利益剰余金となっております。

以上で決算書の説明を終わらせていただきまして、引き続き決算付属書類につ

いてご説明申し上げます。

15 ページになります。
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石松事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

まず、（２） 議会議決事項でございますが、これは平成 23 年度議会におきまし

て、水道関係の提出議案の件名と議決年月日を掲載させていただいております。

（３）の行政官庁許認可事項でございますが、平成 23 年度内において厚生労働

大臣又は福岡県知事に対してまして認可申請したもの及び認可を受けたものを記

載しております。

次の16ページ（４）職員に関する事項につきましては、平成23年度末で正職員が

7 人、再任用職員が 3 人、計 10 人が従事しております。なお、この人数に派遣職員

は含まれておりません。

それから、17 ページは工事関係、18 ページは業務量を記載しております。

次に、19 ページをお願いいたします。

平成 23 年度に発生いたしました、給水収益の状況と過年度分の給水収益の状

況を記載しております。現年度分の内容といたしましては、26 億 718 万 3,705 円の

調定に対しまして、25 億 4,537 万 295 円の収入があり、差引き 6,181 万 3,410 円が

未収となりました。これは、さきほど管理条例の時に申しましたように 3 月の打ち切り

決算となっておりますので、金融機関からここまで入ってくるタイムラグがございます

ので、見かけの収入率は悪いわけでございますけども先程説明いたしましたように、

実績の収入率は非常に高いものとなっております。

それから次に 21ページの会計についてでございます。

まず、（１）の重要契約の要旨については、工事関係以外に 1,000 万円以上の契

約を掲載しております。

次に、（２）企業債及び一時借入金の概況につきましてですが、企業債につきまし

ては財務省財政融資資金等からの借入残高が平成 23 年度末におきまして、総額

で 54億 1,148 万 1,681 円ございます。一時借入は行っておりません。

それから、23 ページ以降は財務諸表付属明細につきましては説明を省略させて

いただきます。

以上、簡単ではございますけども、付属図書を含みます水道事業会計の決算の

説明を終わらせていただきます。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たいと思います。 質疑については一括でお受けをしたいと思

います。質疑ございませんか。水道事業会計。よろしいですか。

（異議なしの声）

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。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論を終結いたします。
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田中議長

田中議長

石松事務局長

これより第２３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２３号議案は、原案のとおり可決をされました。

日程第 14 第 24 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。事務局長。

第 24 号議案 平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第１号）につ

いて 平成 24 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第１号）を別紙のとおり

提出する。 平成 24 年 9月 27 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井博美

では補正予算書に基づき、ご説明いたします。

予算書の 1 ページを開いていただきますと、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ 1,362万 2千円を減額いたしまして、総額を 15億 9,668万 1千円とするも

のでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

6 ページ、7 ページをお開き願いたいと思います。

１款 分担金及び負担金、１項 負担金、４目 消防費負担金、１節 消防費負担

金ですが、11 億 8,356 万 6 千円に対しまして、907 万 7 千円を増額し、11 億 9,264

万 3 千円とするものでございます。

増額の理由につきましては、関係市における地方交付税の需要額の確定に伴う

もので、補正後の両市の負担金については、説明欄のとおりでございます。

それから４款の繰入金、１節 財政調整繰入金は、5,873 万 1 千円に対しまして、

消防関係では、負担金の増額や決算剰余金が出たことなどによりまして、1,665 万 5

千円の減額、また、急患センターの事業特別会計関係では、決算剰余金が出たこと

によりまして、同会計へ繰出しをしないこととなる 1,869 万 9 千円の減額と併せまし

て、3,535 万 4 千円を減額いたしまして、2,337 万 7千円とするものでございます。

5 款 １項、１目、１節 繰越金は、600 万円に対しまして、決算におきまして繰越

金の確定によりまして、1,265 万 5 千円を増額いたしまして、1,865 万 5 千円とするも

のでございます。

次に、歳出の説明に入らせていただきます。８、９ページをお開きいただきたいと

思います。

3 款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 保健衛生総務費の繰出金、1,870 万円に

対しまして、1,869 万 9 千円を減額いたしまして、1千円とするものです。

減額の理由につきましては、繰出し先の急患センター事業特別会計におきまし

て、決算剰余金が出たために繰入をしないこととしたためでございます。

4款の消防費、１項、１目 常備消防費 11節 需用費は、庁舎維持管理費の庁舎



29

石松事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

修繕費 163 万 6 千円及び消防車両維持管理事業の警防関係修繕料 68 万 7 千

円、併せまして、232 万 3千円を増額するものでございます。

増額の理由につきましては、消防本署、赤間出張所、福間分署の修繕及び消防

車両の修繕が必要になりましたので、これを計上しております。

それから 6 款の予備費ですが、870 万円に対しまして、275 万 4 千円を精算調整

のために増額いたしまして、1,145 万 4 千円とするものでございます。

以上が一般会計補正予算の概要でございます。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。 一括で質疑をお受けしたいと思います。質疑ございま

すか。

（異議なしの声）

いいですか。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。討論ございますか。

（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 24 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 24 号議案は、原案のとおり可決されました。

それでは次に入ります。

日程第15 第 25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

別会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。事務局長。

はい。第25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

補正予算（第１号）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

別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する 平成24年 9月27日 宗像地区

事務組合 組合長 谷井博美

それでは補正予算書に基づきまして、ご説明いたします。

まず、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,016 万 4 千円を増額いたしま

して、総額 2億 7,932 万 6千円とするものでございます。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

石松事務局長

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明をいたします。

6 ページ、7 ページをお開き願います。

3 款 繰入金、１項 １目、１節 一般会計繰入金は、決算剰余金が出たことにより

まして、1,869 万 9 千円を減額いたしまして、1 千円とするものでございます。

4 款 １項、１目、１節 繰越金は、100 万円に対しまして、決算において繰越金の

確定によりまして 4,886万 3千円を増額し、4,986万 3千円とするものでございます。

次に、歳出の説明に入ります。8 ページ、9 ページをお願いたします。

3 款の１項、１目 予備費ですけども、184 万 8 千円に対しまして歳入の繰越金の

調整のために、これを 3,201 万 2 千円とするものでございます。

以上で急患センター事業特別会計補正予算の概要でございます。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。一括で質疑を受けます。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論を終結いたします。

これより第 25 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 25 号議案は、原案のとおり可決しました。

次に入ります。

日程第 16 第 26 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。石松事務局長。

はい。第 26 号議案 平成 24 年度宗像地区事務組合大島簡易水道特別事業会

計補正予算 （第１号）について 平成２４年度宗像地区事務組合大島簡易水道特

別事業会計補正予算 （第１号）を別紙のとおり提出する 平成 24年 9 月 27 日 宗

像地区事務組合 組合長 谷井博美

それでは補正予算書に基づいて、ご説明させていただきます。また、この場でま
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田中議長

田中議長

田中議長

ず最初におわびをさせていただきます。

予算第 2 条（地方債）につきましては、当初予算で 3,520 万円を計上しておりまし

たが、2条、第2表の単純な計上もれがございましたので、今回、第2条 ３ページと

して 追加をさせていただいております。

なお、地方債の予算額そのものに対します歳入歳出額に対する変更は今回ござ

いません。申し訳ございませんでした。

それでは補正の内容につきまして、事項別明細に沿って説明をいたします。

歳入からいたします。７ページをお開き願いたいと思います。7ページ、8ページ。

5款 １項、１目、１節 繰越金ですが、1千円に対しまして、1万5千円を増額し、1

万 6千円とするもので、平成 23年度大島簡易水道事業特別会計の決算におきまし

て繰越金の確定により補正するものでございます。

次に、歳出の説明でございます。９、10 ページをお願いたします。

４款 、１項、１目 予備費ですが、50 万円に対しまして、1 万 5 千円を増額し、51

万 5 千円とするもので、収支の調整を図るために予備費を増額するものでございま

す。

以上が大島簡易水道事業特別会計補正予算の概要でございます。

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。

（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。討論ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 26 号議案について、採決を行います。

本案を、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 26 号議案は、原案のとおり可決をされました。

日程第 17 第 27 号議案 「平成 24 年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。石松事務局長。
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はい。第 27 号議案 平成 24 年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業会計補

正予算 （第１号）について 平成 24 年度宗像地区事務組合本木簡易水道特別事

業会計補正予算 （第１号）を別紙のとおり提出する 平成 24 年 9月 27 日 宗像地

区事務組合 組合長 谷井博美

補正予算書に基づき、ご説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 210 万円を増額いたしまして、総額を

745 万円とするものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

6、7 ページを開けて下さい。

3 款の１項、１目、 福津市からの繰入金でございますが、380 万円に対しまして、

210 万円を増額し、590 万円とするもので、後ほどご説明いたしますけども、需用費

（修繕費）の補正 210 万円に伴い、同額、福津市繰入金を増額補正するものです。

次に、歳出の説明に入ります。8、9 ページをお願いいたします。

１款 総務費、１項、１目、１１節 需用費の、修繕費ですが、95 万円に対しまして、

210 万円を増額し、305 万円とするものです。補正理由は、配水管の漏水修繕等対

応ため、増額するものでございます。

以上が本木簡易水道事業特別会計補正予算の概要でございます。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）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

（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 27 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 27 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 18 第 28 号議案 平成 24年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。
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はい。

第28号議案 「平成24年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第１号）

について」 平成 24 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第１号）を別

紙のとおり提出する。 平成 24 年 9月 27 日 宗像地区事務組合 組合長 谷井

博美

それでは、水道事業会計補正予算書をお開き願いたいと思います。

平成 24 年度水道事業会計補正予算第１号につきまして、説明を申し上げます。

内容といたしましては、宗像市維持管理課分からの受託工事関連費と企業債の

借入利息確定に伴う、支払利息、前年度決算確定によります減価償却費、それから

平成 25 年度から予定しております料金徴収業務委託に伴う債務負担行為の追加

補正を行うものでございます。

まず、１ペ－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１項営業収益を 1,400 万円増額補正いたしまして、水道事業収

益合計で 26億 8,422 万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 1項営業費用を 1,448 万円増額し、第 2 項営業外費用を 214 万 9,000 円

減額補正し、水道事業費用合計で 23億 9,677 万 3,000 円といたしております。

第3条は、平成25年度より予定しております料金徴収委託業務、期間につきまし

は、平成25年度から平成２７年度までの3年間で、3億4,700万円の債務負担行為

を計上いたしております。

次に４ページ、5 ページをお開き下さい。

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

次に６ページをお開き下さい。

これは 24年度末の予定貸借対照表を掲載させていただいております。

それでは、8 ページの事項別明細書でございますけども、収益的収入の支出、収

入の部、１款 １項 2目、受託工事収益は、宗像市維持管理課分の受託工事増加に

伴いまして1,400万円を増額補正いたしまして、2,800万円とするものでございます。

支出の部では、１款 １項営業費用 3 目、受託工事費は、先ほどの収入の部で説

明いたしました、宗像市の受託工事増加に伴い、費用も同額の 1,400 万円を増額

し、合計で 2,800 万円といたしております。

６目の減価償却費は 23 年度決算値により確定いたしました減価償却費に変更す

るもので、48 万円の増額補正をいたしまして、7億 7,587 万 3,000 円といたしており

ます。

2 項の営業外費用 １目、支払利息は、平成 24 年 3月企業債の借入利率の確定

によりまして、企業債利息を 214 万 9,000 円減額補正いたしまして、1億 1,010 万

5,000 円計上いたしております。

以上、簡単ではございますけども補正予算の説明を終わらせていただきます。

それでは審議の程、よろしくお願いいたします。

一括で質疑をお受けしたいと思います。 質疑ございませんか。
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井上議員

田中議長

矢冨課長

田中議長

井上議員

石橋議員どうぞ。

宗像市の維持管理課分の受託工事ということですが、場所を教えて下さい。

はい、課長どうぞ。

はい。場所については 3 ヶ所予定しております。三郎丸地区、それから田熊５丁

目地区、それから自由ヶ丘 7 丁目地区。以上の３ヶ所を予定しております。

石橋議員。

ということは、三郎丸地区、田熊、それから自由ヶ丘７町目ということは、あの、老

朽化したものを改修する、ということですよね。

課長。

はい。水道の配水管の老朽化したものの敷設替えに伴いまして、舗装の方も傷ん

でおるということでございますので、その舗装のほうも私共が全面にやり直すと、そう

いったことでございます。

よろしいですか。はい。他に質疑ございますか。井上議員どうぞ。

債務負担の25年度のですけど、これはもう、指定管理の方は決まっているんです

か。 おそらく業者さん決まれば、検針の方達もそっちのほうになるのかなという気が

するんですが、その件についてもお願いします。

債務負担行為について、よろしいですか。はい、課長どうぞ。

今、評価委員会のほうも終了いたしまして、業者のほうは、選定終わっておりま

す。それで、検針員の件でございますけども、基本的には、その決まった業者さんの

ほうが、業務に慣れた方をそのまま引き上げたいというようなかたちになっております

ので、まあ、それは業者と検針員さん個人との契約というかたちになってますので、

それが今後、その両方で協議がなされてそのまま契約されていくというようなかたち

になろうかと思います。

井上議員。

引き続き、地域別に配置されてあると思いますけども、慣れてある方がそのままと

いうかたちでいいんですか。それと、業者さんはどんな業者さんになるんでしょうか。
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矢冨課長。

検針員さんにつきましては、今、現在 42 名の方、検針をしていただいております

けども、その方全員をということで話は進めていくかたちになろうかとは思っておりま

す。

それと、業者につきましても決まっておりますけども、最終公表的なものはまだ、業

者の方には出しておりませんので、ちょっとこの場では控えさせていただきたいと思

います。

井上議員よろしいですか。

はい。

他に質疑ございますか。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。討論ございますか。

（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 28 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 28 号議案は、原案のとおり可決をされました。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終了をいたしました。

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

任を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 回宗像地区事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労様でした。
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