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平成 23 年度第 1 回 宗像地区事務組合 議会定例会 会議録

期日：平成 23年 2月 17 日（木） 13：30～15：45

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

ただ今から、平成 23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。

お諮りいたします。傍聴の希望が 2 名あります。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）

傍聴を許可したいと思います。どうぞ入ってもらって下さい。

ただ今の出席議員は、15 名で定足数に達しています。

よって、平成23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。

ただちに、本日の会議を開きます。

地方自治法第 121 条の規定により、説明のため出席を求めたものは、組合長及び副

組合長、事務局長、消防長、会計管理者、以下関係職員です。

森次長につきましては、本日研修のため欠席となっています。

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。

本日は、一般質問はないということでございます。

これより、日程に入ります。

日程第 1 「議席の指定について」 を議題といたします。

宗像地区事務組合議員として、2 月 1 日付けで福津市議会選出の議員の皆さまは、

現在ご着席の席を議席といたします。

2 番 原﨑 智仁議員、 4 番 江上 隆行議員、 6 番 岩城 俊郎議員、 8 番 椛村

公彦議員、 9 番 大久保 三喜男議員、 11 番 迫 静吾議員、 13 番 永山 麗子議

員、15 番 村上 修一議員 でございます。

ここで、執行部の紹介をお願いします。

（組合長、副組合長、事務部門、消防部門紹介）

（議員自己紹介）

それでは、日程第 2に入ります。

「会議録署名議員の指名」を行います。

5 番 小田議員、 6番 岩城議員 を会議録署名議員として指名をいたします。
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田中議長

田中議長

小山組合長

日程第 3 「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、明日の2日間とし

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、明日の 2日間と決定いたしました。

日程第 4 「諸報告」に入ります。 小山組合長、どうぞ。

本日は、平成 23 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。

本組合は、平成 19 年 4 月 1 日に宗像地区の 4 つの一部事務組合を統合し、さらに

昨年 4 月 1 日に宗像地区の水道事業を統合し、水道事業経営を行っているところでご

ざいます。

2 回にわたる事業統合により、関係市の一層の負担軽減と住民福祉の向上に努める

べく、より効率的、効果的な財政運営と経営改革を推進し、更なる財政基盤の強化に努

めているところです。

さらに、水道事業経営の基本方針を定めるべく、昨年７月に設置した水道事業運営

審議会において宗像地区事務組合水道ビジョン、水道事業計画等の策定にかかる審

議を重ねていただいています。これにつきましては、今議会後の全員協議会において、

中間報告をさせていただきます。

それでは、本日の議案を簡単にご説明申し上げます。

まず、前阿部副議長の辞職に伴い、副議長の選挙をお願いします。

次に、第 1 号議案 監査委員の選任ですが、前三浦監査委員の辞職に伴うものでご

ざいます。

第 2 号議案については、簡易水道設置条例の一部改正でございます。

第 3 号議案から第 6 号議案につきましては、平成 22 年度補正予算を 4 件提出して

おります。

第 7 号議案から第 11 号議案については、平成 23年度予算を提出しております。

それではここで、平成 23 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 項目の基本方針を掲げております。

1 項目、「行財政改革の断行」として、持続可能な行財政基盤の構築に向け、着実か

つ不断の行財政改革を推進し、取組みの成果を反映させることとしています。

2 項目ですが、「経常的経費の節減合理化」として、主に、事務的経費・臨時的経費・



3

小山組合長

田中議長

田中議長

花田議員

田中議長

花田議員

田中議長

田中議長

村上副議長

新規重点政策に係る経費を除いた総額を、平成 22 年度当初予算に比べ、一般会計、

急患センター事業特別会計については 96％、企業会計については、92％の範囲内で

計上しております。

3 項目、「投資的経費の重点化と計画的実施」として、費用対効果、必要性、緊急性

等の面からも十分な検討を加え、効果的な事業実施に努めます。

4 項目、「民間活力の積極的な導入」として、民間活力を活用した住民サービスの向

上と経費削減を図るため、事業委託の拡充を図ることとしています。

最後に、「関係市負担金」として、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、適切な負担金のあり方を追求するものとしております。

以上の基本方針に基づいて、平成23年度の予算編成を行っております。

詳細につきましては、議案の中で、事務局長に説明させます。

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。

ありがとうございました。 それでは、日程第 5 「副議長の選挙について」を議題とい

たします。前阿部副議長の辞職に伴い、副議長の選挙を行います。

選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選で行うことに決しました。

どなたかご推選いただけないでしょうか。

はい。

花田議員、どうぞ。

副議長に、福津市議会 議長の村上議員を指名いたします。

それでは、ただいま指名されました 村上議員を副議長の当選人として定めることにご

異議ありませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

ただ今、指名されました、村上議員が副議長に当選されました。

ここで、村上副議長にごあいさつを自席からお願いします。

ご推選いただきましてありがとうございます。微力ではありますが、当組合の発展に精
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村上副議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

一杯邁進いたしたいと思いますので、皆さま、今後ともよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 それでは次にいきます。

日程第 6 第１号議案 「監査委員の選任について」を議題といたします。

迫議員は、本人の身分に関係しておりますので地方自治法第 117 条の規定により、本

議案の審議が終了するまで退席をお願いいたします。

（迫議員 退席）

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 1 号議案 「監査委員の選任について」

宗像地区事務組合監査委員に次の者を選任することについて、同意を求める。

平成 23年 2 月 17 日提出

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

住所 福津市福間南 5丁目 23番 10 号

氏名 迫 静吾 生年月日 昭和 17年 2 月 5日

提案理由でございます。

宗像地区事務組合監査委員として選任することについて、地方自治法第 196 条

第 1 項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。参考資料について、

略歴等を記載をしております。ご参照ください。

これより質疑に入ります。

ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

これをもちまして、質疑を終結いたします。

本案は人事案件ですので、討論は省略いたします。

これより第 1号議案の採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することに、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 1号議案は、原案のとおり同意することに決しました。

迫議員の入室をお願いします。
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田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

（迫議員、着席）

ただ今、原案のとおり同意をいただき、迫議員が監査委員に選任されました。

日程第7 第2号議案 「宗像地区事務組合簡易水道事業設置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。青谷事務局長。

第 2 号議案 「宗像地区事務組合簡易水道事業設置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 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

提案理由でございます。

津和瀬地区及び岩瀬地区への給水区域拡大及び新規水源登録のため、大島簡易

水道の変更認可申請を行うにあたり、計画給水人口及び一日最大給水量を変更する

必要が生じたので、宗像地区事務組合簡易水道事業設置条例の一部を改正するもの

でございます。

内容につきましては、2-2 の次のページでございます。新旧対照表をご覧ください。

アンダーラインをしておりますが、計画給水人口 1,100 人を 790 人に、1 日最大給水量

の 440 ㎥ を 470 ㎥ に改めるものです。

これにつきましては、大島簡易水道は昭和44年に計画給水人口1,500人、1日最大

給水量 240 ㎥ /日で創設認可を取得し、その後、昭和 63 年に深井戸水源を加えて、計

画給水人口 1,100 人、1日最大給水量 440 ㎥ /日に経営変更認可を受けて現在に至っ

ております。

今回、大島簡易水道事業の新規水源及び水道施設更新の変更認可にあたり、同計

画給水人口、それから、1日最大給水量について、現実的な数字を基に推計いたしまし

た。

結果、人口については790人、1日最大給水量につきましては、本年4月オープンの

大島海洋体験施設だけではなく、同様の施設が他にオープンした場合にも対応できる

よう、余裕を持たせ 470 ㎥ /日ということにしております。

以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

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

青谷事務局長

（意見なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 2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 2号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 8 第 3号議案 「平成 22年度一般会計補正予算（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。 青谷事務局長。

第 3 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第 4 号）につい

て」

平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第 4 号）を別紙のとおり提出す

る。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

内容については、第 3号議案資料を用意しておりますので、参照いただきたいと思い

ます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 122万 4千円を増額し、総額を 15億 89

万円とするものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細書にそって説明をいたします。

まず、歳入ですけれども、

7 ページ、8 ページをご覧ください。

5 款 繰入金 1 項 基繰入金 1 目 1 節 財政調整基金繰入金ですけれども、

122 万 4 千円を増額し、8,433 万 6 千円とするものです。

増額の理由ですけれども、宗像自治会館の境界擁壁改修工事の財源に充てるた

め、財政調整基金を取り崩すものでございます。

次に歳出の説明に入ります。

9 ページ、10 ページをお開きください。

2款 総務費 1項 総務管理費 3目 財産管理費 15節 工事請負費ですけど

も、本組合が管理をおこなっております宗像自治会館の境界ブロック擁壁が破損、亀裂

が生じておりましたため、隣地への迷惑を及ぼす恐れがあることから緊急に修理をした

いということで、122 万 4 千円を計上しております。
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

5 款 消防費 1 項 1 目 常備消防費 19 節 負担金補助及び交付金ですけれ

ども、246 万 8 千円を減額し、330 万 9 千円とするものでございます。

減額の理由ですが、平成22年7月に3市7町による宗像粕屋地域消防広域化協議

会の発足に伴い、当組合から負担金を拠出しておりました。平成 22 年 10 月 31 日をも

って当協議会が解散しましたために、清算金を戻入いたしましたので、減額するもので

ございます。 以上で簡単ですが、一般会計補正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。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。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。

日程第 9 第 4 号議案 「平成 22 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 2 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。青谷事務局長。

第 4号議案 「平成22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 2号）について」

平成 22 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 2 号）を別

紙のとおり提出する。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

同じく4号議案の資料も参照いただきながら、説明をお聞きいただきたいと思います。

今回の補正につきましては、歳出予算だけを補正するものでございます。

補正の内容について、事項別明細書に沿ってご説明をいたします。
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青谷事務局長

田中議長

迫議員

田中議長

青谷事務局長

迫議員

田中議長

迫議員

5 ページ、6 ページをお開きください。

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 15 節 工

事請負費でございますけれども、142万 1千円を減額し、218万 2千円とするものでござ

います。

減額の理由につきましては、トイレ等改修工事及び電話設備更新工事の入札などの

執行残がありますために減額し、予備費で調整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（第 2 号）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。質疑ございませんか。

迫議員、どうぞ。

急患センターの歳出関係の補正ですが、22 年度における歳入、それはなぜかと言い

ますと、患者の保険等々においても、かなりの、なんと言いますか、お金が入っていない

というケースがありますよね。

急患センターもおそらく、国保、あるいは社会保険等々で、受診をされていると思うの

ですが、未納が全くない。あれば当然補正をかけなくてはいけないわけですよね、歳入

で。

歳出だけしか補正にかかっていないのは、100％完納されていると理解して良いので

しょうね。

事務局長。

実は、22 年度もそうでありますけれど、それ以前につきましても診療報酬、それから患

者さんからいただきます負担金につきまして、歳入そのものにつきましては、いただいた

お金を歳入という形でやっております。従いまして 100％ということになります。

このやり方については、見直すべきであろうという監査委員の指摘も受けていますの

で、次年度以降それについては改めるべく、それはしているところでございますけれど、

現在のところ 100％の納入ということで、ご理解をいただきたいと思っております。以上で

す。

質問いいですか。

迫議員。

それ本当、全部歳入、100％完納ですか。

それぞれ急患で来られた方がね、実は未納があるのではないかと思うのですが、監査

委員の指摘があるということですから、当然そのあたりの取扱いについても、今後のこと

も含めて、ないというはないはずですが、現実的に。
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田中議長

青谷事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

吉田議員

田中議長

青谷事務局長

事務局長。

実際の未納額については、立替払いとかも含めてですけれども、年間、私の記憶で

は10万足らずの金額だという風に理解しております。年度当初は10万代の金額でござ

いましたけれども、フラッグを立てておきまして、その方が再来された場合については、

前回もいただくといった作業をやっております。従いまして年度末には、大きい金額の未

納枠というのは、現状のところ生じておりません。

末吉議員どうぞ。

ちょっと、今の説明で気になるのですけれども、急患センターとしてのいわゆる税務処

理上の、どういう処理になるのかなと、ちょっと疑問が生じるのですけれども。

医療行為を実際した後、入金が、原理主義だと、入金ができてない分については、い

わゆる債権としてあるけれども、その表に出てきてないわけですよね。ただ、そういう金額

も含めて税務処理上はきちんと、カルテも当然作られているでしょうし、患者さんに対し

て、料金の請求というのは当然起こすわけですから、その辺が税務処理上、今の会計の

方式だとですね、透明性に欠けるというか、その辺が会計士さん等から指摘されている

ところじゃないかなと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか。

事務局長いいですか。

末吉議員のご指摘のところもあわせて、実は改善点として挙げられているところです

が、そういったところも含めまして次年度以降、その会計処理のやり方等については、改

善していくべく、その方策を取りたいと思います。

ただ、今年度までの急患センター事業のそれにつきましては、このような会計処理の

取扱いをしておりましたので、それに倣って、今年度まではいかせていただきたいと思っ

ております。

吉田議員、どうぞ。

歳出のところですが、戻入を入札残ということですがね。金額的に360万の内、6割の

仕事をして 4 割が戻入されたということですが、修理をする予定がやらなかったのか、そ

れとも、入札の見積もりが高かったのか、どっちでしょうか。

事務局長。

工事請負費の入札残ということで、調整させていただいております。

実は、2 件の修繕工事と工事請負を予定しておりまして、予定通り作らせていただい
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青谷事務局長

吉田議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

ております。トイレ等の改修工事につきまして、45 万円程度の入札残が出ています。

それから、電話設備の更新工事、これについては96万3千円程度の減額があってい

ます。

吉田議員のいわれるとおり、見積りが甘かったというところなのかもしれませんが、かな

り、電話設備工事については、私どももびっくりするような、減額しての応札がされたと理

解しています。

残ったということはいいことなのですが、しかし、それを裏返せば、過大な見積りであっ

たとは認識しますが、これからそういう工事を出す時は、しっかり査定をして入札をお願

いしたいと思いますが、いかがですか。

事務局長。

予測がつきかねる部分も確かにございますが、今後の予算計上をするにあたっても、

出来る範囲のところで厳しく予算査定することは、肝に銘じてやりたいと思います。

他に、質疑ありますか。

（質疑なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

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。

日程第10 第5号議案 「平成22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。

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 5 号議案 「平成 22 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」
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

平成 22 年度大島簡易水道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 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

これにつきましても、5 号議案資料を参照いただきたいと思います。

歳入歳出予算総額は、歳入歳出それぞれ 163 万 9 千円減額し、2,773 万円とする。

補正予算書の内容については、事項別明細に沿って説明します。

歳入について 7 ページ、8ページをご覧ください。

分担金及び負担金について、大島海洋体験施設の加入金（φ40ｍｍ）分、141 万 7

千円を増額し、152 万 2 千円とする。

3款 繰入金は、収支額調整のため、305万 6千円を減額し、1,110万 8千円としてお

ります。

次に、歳出の説明に入ります。

9 ページ、10 ページをご覧ください。

3 款 公債費について、元金 98 万 7 千円、利子 65 万 2 千円、あわせて 163 万 9 千

円を減額し、372 万 9千円としております。

これにつきましては、過疎債及び辺地債で借り入れました分について、地方交付税

措置の関係から宗像地区事務組合、これについては、引き継がず、宗像市において償

還することとしましたため、その分の元利償還金を減額するものでございます。

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。

（質疑なしの声）

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 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。

次に入ります。
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田中議長

青谷事務局長

日程第 11 第 6 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算

（第 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。青谷事務局長。

第 6 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 4 号）に

ついて」

平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 4 号）を別紙のとおり提出

する。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 4 号）について」です

が、主な内容としては、借換債の借入利率確定に伴う関係市からの繰入額の確定、福

岡地区水道企業団への繰出金関連費の変更、修繕費、委託料等の不用額の減額、並

びに、その影響による消費税の補正をしたものでございます。

それでは、まず、2 ページをお開きください。補正予算の 2ページでございます。

重要な資産の取得について、第 11条として起債をしております。

畦町配水池用地について、買収の目途がたったので、当該地について記載をしており

ます。

土地について、福津市畦町地内 15,559 ㎡を取得するものでございます。取得に係る

予算については、先の 10 月 組合議会定例会にて可決いただいているものでございま

す。

1 につきましては、別の議案の仕様になっておりますが、第 11 号議案の資料②の福

津の 2 ページをご覧いただきたいと思います。

補正の内容につきましては、事項別明細により説明させていただきます。

7 ページをお願いします。

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 2 目 他

会計補助金は、借換債の借入利率確定に伴い、関係市からの繰出金を 21万 8千円減

額補正し、914 万円としております。

支出の部では 1款 1項 営業費用 1目 原水及び浄水費は修繕費について不

用額が生じておりますので、1,900 万円を減額しております。

受水費につきましては平成22年 10月から北九州市からの受水を予定しておりました

が、工事が遅延しましたために、大井浄水場操業延長に係る経費を差し引き、不用額 1

億 5,600 万円を減額補正し 5 億 8,950 万 2千円としております。

4 目 総係費ですが、水道事業計画等作成業務委託として、委託費で不用額が生じ

ましたので、委託料を 500 万円減額補正し、2億 8,659 万 5千円としています。

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、1,000万6千円増

額し、5,637 万 1 千円としています。

8 ページをご覧ください。
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

資本的収入及び支出ですが、収入の部 1 款 3 項 補助金 2 目 他会計補助金

は、先程申しましたように、借換債の借入利率確定に伴う関係市からの繰入額の確定に

より、2 万 8千円を増額補正し、299 万 4 千円としております。

4 項出資金 1目 出資金は、関係市からの出資金として12万 9千円増額補正し、2

億 1,414 万 9千円としている。

支出の部では、1 款 1 項 一般改良費 4 目 浄水施設費ですが、多礼浄水場本館

空調工事の執行残 613 万 4 千円を減額補正し、2,286 万 6 千円としております。

8目事務費ですが、福津市での下水道工事が遅延し、これと併せて行う予定であった

配水管移設工事に係る経費、委託料 1,810 万円、負担金 590 万円を減額補正し、1 億

9,514 万円とするものでございます。

5 項 出資金 １目 出資金は、福岡地区水道企業団への出資金の金額変更に伴

い、3 万 6 千円を増額補正し、1,381 万 3千円としております。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議よろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。一括で質疑したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（意見なしの声）

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 6号議案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩に入りたいと思います。

再開を、25 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。
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田中議長

青谷事務局長

日程第 12 第 7 号議案 「平成 23 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。青谷事務局長。

第 7 号議案 「平成 23年度宗像地区事務組合一般会計予算について」

平成 23 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 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

一般会計についてご説明いたします。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15 億 279 万 5 千円とするもので、平成 22

年度当初予算額に比べ 1,310 万 1 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。

歳入からですが、7 ページ、8 ページをご覧ください。

1 款 分担金及び負担金は、対前年度比 3,914 万 6 千円を増額し、13 億 5,775 万 2

千円を計上しております。

1 目 議会費負担金を新設しております。140 万 4 千円を計上しております。

この議会費負担金は、平成23年度から新設し、平成22年度までは総務費負担金に

含んでいたものでございます。負担割合については、均等割を 10割としている。

2 目 総務費負担金は、2,895 万 1 千円とし、対前年度比 412 万 2 千円の増額をし

ております。

3 目 衛生費負担金は、1 億 3,536 万 4 千円で、対前年度比 1,557 万円の減額して

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ためのものでござ

いますが、関係市の負担金は、組合規約の変更により平成23年度から宗像市が2千万

円、福津市においては、宗像市からの負担総額から 2 千万円を差引いた残りの全額に

なっております。

4目 消防費負担金は、11億 9,203 万 3千円で、対前年度比 4,919 万円の増額とし

ております。

4 款 繰入金ですが、財政調整基金繰入金 1 億 2,053 万 8 千円とするもので、対前

年度比 686 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分として 9,753 万 8 千円、急患センター運営費に係

る不足財源分 2,300 万円としております。

9 ページ、10 ページをお願いいたします。

5 款 繰越金は、2 千万円を見込んでおり、対前年度比 550 万円の増額としておりま

す。

次に歳出を説明いたします。

11 ページ、12 ページをお開きください。

1款 議会費は、対前年度比92万6千円を減額し、140万4千円を計上しております。



15

青谷事務局長 2 年に 1 度、県外の議員研修を実施しておりますが、平成 23 年度は実施しない年度

でありますので、主にそれに係る経費が減額になるものでございます。

2 款 総務費 1 項 1目 一般管理費は、15 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 23 万 5 千円を増額し、

2,018 万 3千円を計上しております。

増額の主な要因ですけれども、14ページ 13節に記載しております弁護士委託料を、

清掃費から移節したことによる 36 万円の増。

それから、新規事業としての組合事業概要作成、いわゆる組合要覧を作成する経費

として、45 万円を計上している。それによるものでございます。

15 ページ、16 ページをお開きください。

2 款 総務費 １項 3 目 財産管理費は、対前年度比 411 万 3 千円を増額し、

1,099 万 5千円を計上しております。

増額の主な内容ですが、16 ページに掲載しております。

15 節 工事請負費の自治会館漏水補修工事 550 万円の計上によるものでございま

す。

19 ページ、20 ページをお願いいたします。

3 款 1 項 １目 保健衛生総務費 28 節 繰出金は、2,300 万円を計上しており

ます。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ございま

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1,456万 2千円を減額し、1億 3,973万 8千円を

計上しております。

減額の主な内容は、平成 23 年度から地元協力費の 725 万 2 千円を支出しないよう

になったこと。また、し尿処理場の包括委託の実施、民間委託の拡充による減額、約

440 万円などとなっています。

このし尿処理場の包括委託の実施について、22 ページをお開きください。

説明欄の 7 行目に記載しておりますが、し尿処理施設管理委託料として 1 億 374 万

円を計上しております。

この包括委託の内容は、前年度までの維持管理運転委託料に加え、ユーティリティ

経費、内容につきましては、消耗品費、薬品費、電気代、ガス代、燃料費、印刷製本費

等でございますが、これらを含み委託したいと考えております。

4 款 消防費は、21 ページから 34 ページまでの記載となっております。

消防費については、消防職員 133 人と再任用職員 5 人の人件費を含む消防業務全

般にかかる経費でございます。対前年度比 265 万 8 千円減額の 12 億 6,191 万 8 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、24 ページの説明欄、1 行目

になりますが、対前年度比 477 万円を増額し、11 億 610 万 4千円としております。

増額の主な内容は、給与改定による減、あるいは退職者と新規採用者との差額等によ

る減、子ども手当及び退職勧奨等による退職手当組合負担金の増額分の差額というこ
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

石橋議員

とになっております。

次に新規事業としましては、28 ページに記載しておりますが、13 節 委託料に 2 件を

計上しております。

1 件は、梯子車保守点検料として 3,150 万円を計上しております。

これは、消防車両等更新計画に基づき、計画的に実施するものでございまして、平成

5 年に 1 億 4 千万円で購入した梯子車の保守点検、オーバーホールを実施するもので

ございます。

説明資料としまして、第 7 号議案資料②を配布させていただいておりますので、ご参

照いただきたいと思います。

もう 1件は、通信システム改修委託料及び設計委託料 合計 1,690 万円でございま

す。

平成 17 年度に設置した高機能指令センター内の地図システムデータ更新、車両情

報表示システムの回線変更及び消防・救急無線のデジタル化に伴います基本設計を

行うものでございます。

33 ページ、34 ページをお願いいたします。

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、対前年度比 444 万 3 千円を増額し、3,583

万１千円を計上しております。

なお、35 ページから 45 ページまで給与費明細書、47 ページ及び 48 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 7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。

これより質疑を受けます。

質疑の方法ですが、歳入一括、歳出一括に分けて質疑を受けたいと思いますが、そ

ういう方法でよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

では、そういうことでよろしくお願いいたします。

歳入歳出に分けて質疑を受けたいと思います。

初めに、歳入について質疑ございませんか。

石橋議員。

10 ページに諸収入のところの雑入で、210 万入っているのですけれども、その説明の

ところが分からないので、説明をお願いしたいと思います。

そもそも自治会館共益費という風になっていますが、自治会館事体は、今どのように

利用されているのか、そして、共益費というのがどういうことなのかと、ついでに生命保険

事務取扱手数料はどういう内容なのか。
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田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

はい、事務局長。

まず、生命保険事務取扱手数料につきましては、職員が加入しております生命保険

の掛金等について給与から天引きしておりますけれども、それに伴います生命保険会

社等からの手数料といいましょうか、それが入ってきております。

自治会館共益費につきましては、今、自治会館の会議室の貸館の部分と、それから

宗像児童相談所、それから筑前農業共済が入っております。この 2 カ所が入っておりま

す。

これにつきましては、使用料については無償で対応しております。しかしながら自治

会館を管理・運営しますための経費がかかっておりますので、それにかかる分について

は面積按分については徴収をいたしておるところでございます。

宗像児童相談所につきましては、120 万 3 千円、それから、筑前農業共済につきまし

ては、40万1千円、併せまして、160万4千円の共益費をいただいているところでござい

ます。

以上です。

石橋議員。

自治会館が貸館業務になっているということで、児童相談所と筑前農業共済に貸して

いるということですが、これが無償で貸している理由はなぜでしょうか。

やはり歳出のところにもありますように、漏水の補修工事とかにですね、歳出をする庁

舎改修をするわけですけれども、その管理を当組合がやってですね、無償で貸している

理由は何でしょうか。

事務局長。

詳しく承知していることではありませんが、自治会館を建設します折に、農業共済に

つきましては、出資をいただいているところのものがありまして、その絡みがあって、これ

まで無償で貸与していたということがあろうかと思います。

それから、宗像児童相談所につきましては、宗像地区に是非、必要な施設であるとい

うことから、宗像地区にとって重要な施設であるという理解のもとに、むしろ、統合等の作

業がありました折に、どこに設置するかという検討が県でもされたもようですけれども、是

非、宗像市、こういう施設があるので、利用しないかと、むしろこちらが誘致した傾向があ

るというところから、無償という形をとっております。

従いまして、共益費についてはいただいていますが、使用料としては、いただいてな

いというのが、現実のところでございます。

はい、石橋議員。
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石橋議員

田中議長

小山組合長

田中議長

青谷事務局長

はじめて聞くことなので、ちょっと驚いているところなのですけれども、これまでも筑前

農業共済というのは、あそこを使用していたという部分について、その時から無償で貸し

ていたということですか。

そして児童相談所につきましては、重要な施設であるということで、どこで協議をされ

て、何らかの規約なり、そういうものというのがあるのでしょうか。

はじめて聞くことで、少し経緯なりをですね。

そして、その今後ともですね、この施設はこういう形で、ずっと管理はこの組合がやっ

ていって、管理費等も、これからの補修も出てくることではないかと思うのですが、その時

の費用もこの組合がやって、今後も無料で貸していくということなのでしょうか。

費用対効果ということとかですね、この予算の審議のところでも説明があったように、

そういう基本方針にかえしましたら、これから先ですね、売却も含めてですね、考えてい

く必要ではないかという風に思いますが、考え方も含めてご答弁をお願いします。

組合長。

まず、農協との関係はですね、あの土地を購入いたします時に、実は一部、農協の土

地でもありまして、農協と当時の宗像市町村協議会財産組合、それが一緒に建てよう

や、というところからはじまったのです。農協も市町村の財産組合でされるのであれば、

一緒に建てましょうということで、その時以来、実は宗像地域の市町村組合と農協との間

の、まあ、一緒に作ったという経緯から、お互いに家賃というのは払っておりません。そ

れで今日まで来ているという経緯があります。

お互いの信頼関係、今、農協から農協共済、農協のまた別組織のところがあそこに入

っていますけれど、ずっと関係としては続いたままになっております。

当時の経緯上から、そういう風になっていると承知をいたしています。

児童相談所につきましては、これを誘致する、誘致しないという時に、隋分と議論がご

ざいまして、児童の虐待問題とか、丁度そんな時期と重なったものですから、是非、これ

は宗像地域に行政として児童虐待との問題に、即対応できるがためには、そういう相談

所が、前の場所が老朽化したということで宗像地域に、この組合自体が玄海の方に来よ

うということがございましたので、じゃ、行政の一環として是非お見えいただけませんかと

いうことで、誘致をしたという言葉が、事務局長からございましたが、そういう形でです

ね、児童問題にこの東部管内で対応できる拠点であるということで来ていただいたという

事情を伺っておりました。以上でございます。

事務局長。

宗像地区事務組合として、組合の財産管理をどうしているかとのご指摘をいただいて

いるのだろうと思っております。

この在り方につきましては、宗像地区事務組合で今後も継続して持つ必要があるの

かどうかということも含めて、今後の検討課題とさせていただきたいと思っております。
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青谷事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

乙藤消防長

田中議長

末吉議員

田中議長

永山議員

実はまだ正副組合長には、お話、報告もしていませんけれども、前回の監査でもっ

て、一部指摘をうけているところもございます。

それらも含めまして、これらの在り方については、宗像市、福津市含めまして協議して

いきたいという風に思っております。

石橋議員、よろしいですね。

はい、他にございますか。質疑。 歳入ですが、良いですか。

次に歳出について、質疑を受けます。

末吉議員どうぞ。

32ページの梯子車保守点検で3,150万計上されているのですが、資料が添付されて

おりますので、その必要性等は分かっているのですが、2 点お聞きしたいのですが。

オーバーホールの工程が資料の中に書いてあるのですけれど、実際オーバーホー

ルに必要な期間ですね、これだけの、一旦解体して塗装をし直しして組み立てるわけで

すから、一定の期間は必要になるだろうと思うのですが、その期間はどのくらいなのかと

いう点と、梯子車を点検で出している間、梯子車はいないわけですよね。その間の担保

とかは、どうなるのだろうかという 2点をお聞きしたい。

消防長、良いですか。

まず、1点目でございますが、オーバーホールの期間でございますが、4～5カ月間程

かかります。

これは大阪の方のモリタテクノスという工場の方に出しております。

その間、万一、梯子車が必要な火災、災害等があればどういう風にするかというお尋

ねですが、これにつきましては、私ども 1 台しか持っていません。従いまして、隣、粕屋

北部消防本部、北の方に隣接しております遠賀消防本部、それから反対側の宮若の方

には直方・鞍手消防本部がございます。この 3本部に対しまして文書をもちまして、梯子

車がない間につきまして、何かありましたら、是非出動願いますということで依頼文を出

しておりますので、何かありましたら 3本部から来てもらう。

大きな被害になれば、福岡とか応援協定を結んでおりますから、そういうところから来

てもらう体制をとっておるところです。以上でございます。

末吉議員、よろしいですか。

この件は、良いです。

永山議員、どうぞ。

その梯子車の件ですが、平成 5 年に購入して、今まで出動回数はどのくらいですか。
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田中議長

中村警防課長

田中議長

末吉議員

田中議長

乙藤消防長

出動回数のお尋ねですか。

具体的にお答えできますか。中村警防課長どうぞ。

具体的に数値を出してくれというと、今ありませんが、通常の場合、3 階以上の高層の

建物については出動するようになっております。実際、一番近いところでは、3 年程前に

は、福津市の東福間の公共の団地での出動がございます。

他の分につきましても、建物火災につきましても、それぞれ指定基準を設けておりま

すので、それに基づきまして出動をしているところです。

具体的に数字は分からないということです、良いですか。

末吉議員どうぞ。

30 ページ、消防の予防関係予算でお聞きしたいのですが、実はこの中に啓発事業と

して、ママさんバレー大会会場費と、金額は少ないのですけれども、宗像市でも事業仕

分けが今年実施されまして、多分こういうのがかかると、なぜ消防署でママさんバレーが

必要かと、それと予防啓発とどういう関係なのかと、多分質問されるのではないかなと思

うのですね。それで、今まで長年○○杯という形でされているとすれば、これはもうママさ

んバレーはおおいに続けていってほしいわけですけれども、必ず消防の予算でする必

要があるのかと、この事業を引き継いで、例えば福津、宗像の市長杯にするとか、何らか

の形で継続した方が本当は良いのではないかという質問が 1 点。

もう 1 点は、消防の防火対策、予防についてですが、最近ストーブ火災だけではなく

て、炬燵による火災だとか、様々なパターンの出火原因によるニュースがありますよね。

そういう意味で規模の大きな自治体については、防災センターみたいなところで子ども

会とか、町内会、老人会の方がまとまって、そういう講習を受けると。

実際に火災が起こる様子をね、講習を受けるのを良くニュースでもあるのですが、そう

いう防火対策になるような講習をね、もっと力点をおいてすべきじゃないかと思うので

す。消防署として、町内会とか地域ごとに出掛けられてよくされていますよね。それはそ

れで十分な効果があると思うのですが、消防署の中で、拠点としてね、事前に申し込め

ば、そういう講習が受けられるような予防対策を強化すべきではないかと思うのです。

そのことが、火災を未然に防ぐ大きな力になってくると思うのですよ。

救急の方では、本市の場合は、色々なところへ出掛けていかれて、講習をされている

ことが、実質救命率の向上に寄与していると思うのですね。そういった考えをお聞きした

いと思うのですが。

消防長、いいですか、2点。

まず、ママさんバレーボールの事で、体育館の使用料とか、これに伴いますところの

経費を、何で消防本部がわざわざお金を出しているのか、というご質問ですが、ママさ
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乙藤消防長

田中議長

んバレーボールは、日頃家庭に直接携わります主婦を対象に、何とか火災を未然に防

止するための予防効果を狙った、そういう方たちが一同にかいして何か出来ないだろう

かということで、これは現在まで消防本部発足してすぐ開催いたしまして、34 回ほど、34

年間、秋の火災予防週間の日曜日に、福津・宗像のバレーボール協会の協力を得まし

て開催をしてきました。

バレーボールをすることで、我々消防が主催するということで、どのような効果がある

のかと申しますのは、先程申しましたように、家庭の主婦の方に防火思想を普及すること

が、主なものでございますが、それ以外に、救急講習とかを必ずバレーボールに参加さ

れた方、もしくは応援に来られた方を対象に、必ず防火教室、又は救急講習を必ず開

いております。

ですから、ママさんバレーボールだけではなく、それ以外にそういう方たちに対して、

火災予防の啓発活動を必ずやっております。

以前は、一般家庭の防火査察というのをやっておりました。消防職員とママさんバレ

ーボールの選手の方とペアを組みまして、各家庭を 1 件ずつ回りまして、火災予防の

「お宅の防火診断」こう言ったことをやっておった時期もございます。

ですから、ママさんバレーボールをすることによって、その波及効果として、参加され

る方そして応援に来られている方、そういう方たちを活用して、一般家庭への防火査察

をやっているということで、経費につきましては、出来るだけかからないように抑えに抑え

てやっておるところでございます。以上がママさんバレーボール関係でございます。

次の第 2 点目でございますが、出火原因のことで、もう少し一般住民の方に対しまし

て、出火防止のための、予防のための実地体験なり、そういう広報をしてはどうかというこ

とでございます。

救急については、定期的に定例的に講習をやっております。防火教室と言います

か、それは積極的にこちらもやって、市民の方たちに少しでも火災予防に努めていただ

きたいという方向性で取り組んでおります。

現在、中々そういう申し込みが少なくなっておりますが、現在、宗像市が自主防災組

織というものを、各コミュニティごとに立ち上げております。

そういうところでも、火災予防はもちろん、救急関係もですが、防災全般にわたりまし

て、普及啓発活動を現在やっております。当然、福津市につきましても、自主防災という

ものがぼつぼつ出てきておりますので、そういうところにつきましても救急と併せまして、

火災予防についても今後とも取り組んでまいりたいと思います。

ただ、定期的に消防署の方に来て、防火講習とか防火教室等やりたいとは思います

が、中々人が集まらないとかいうこともございますので、今後とも火災予防の普及啓発に

出来るだけ努めて参りたいと思います。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

末吉議員、どうぞ。

後半の部分ですが、そこは予算を体制と目標と予算をきちんと掲げてやっていかない
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末吉議員

田中議長

末吉議員

田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

乙藤消防長

と、中々進まないと思います。全体的には。

各、町内ごとに、地域防災組織の組織化というのを、先程、言われましたように進んで

おります。そういう意味では、消防署と地域とが一体となる防火の研修体制を両市とも連

携して、予算をきちんと付けた上でやっていくということが大事ではないかと思います。

確かに、バレーボールも良いのですが、一つの防災センター的な機能を、宗像・福津

両市が拠点として、消防署に設けていくという方向で是非検討していただきたい。

以上です。

答弁はいいですか。

はい。

他に。

石橋議員。

職員のところもいいですか。

歳出のところですから、いいですよ。

38 ページ。説明のところで、退職者 7 人、新規採用 6人、再任用職員 5人とあります

が、これで定数の 133 人になるのかどうか。

それから、もし再任用職員の定数は別なのか。それはどの定数に入って、その方々は

どこにどういう場所で仕事をされるのかということ。

それと、41 ページに級別職員数というところがあるのですが、ここで例えば、新規採用

の方6人もというのがどこに入るのでしょうか。一番下の方かなと思っておりましたら、8級

が 1 しかないのですよね。7 級が 1 しかないのですよね。職員数は載っておりませんの

で、どのようにこれを見たらいいのか、教えていただきたい。

はい、どうぞ。

石橋議員のお尋ねでございますが、まず 1 点目でございますが、38 ページでござい

ますが、退職者 7 名といいますのは、まず、今年定年退職を迎えますのが 4 名と勧奨で

辞めるものが 2名、それから去年1名欠員が出ておりましたので、合わせまして7名とい

うのが退職者内訳でございます。

新規採用の 6 名は、今年 22 年度採用試験をおこないまして、7 名合格し、1 名辞退

者がでましたので、やむなく 6名採用ということでございます。

再任用職員 5 名の配置先ですが、それから定数内に入るかということですが、この再

任用職員につきましては、通常の職員の 1/2 しか働きませんので、定数内には入りませ

ん。
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乙藤消防長

早川消防総務

課長

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

青谷事務局長

石橋議員

田中議長

石橋議員

私ども 134名の定数をもっておりますが、その中には入りません。5名は、普通の職員

の 1/2 しか働きません。

勤務先は今のところ、大島分遺所に 4名配置と本署に 1名と考えております。最終的

に今年の 4月 1日には 133 名、1名欠員ということになります。

それから、42 ページでございますが、これは消防総務課長が説明いたします。

消防総務課長の早川です。石橋議員のご質問にお答えします。来年 4月 1日採用し

ます 6 名につきましては、次の 43ページをご覧いただきたいと思います。

43 ページの級別の標準的な職務内容を掲載いたしておりますので、消防職の欄をご

覧いただきたいと思います。

1 級が係員ということで、採用した職員は、この 1 級の格付けになります。それぞれ消

防長が 8 級までということで、この欄に掲載いたしておりますので、参考いただければと

思います。

補足説明ですか、局長。

給与費明細の37ページのところでございますが、本年度職員数、135で掲げておりま

す。定数上、消防の定数が 134 でございます。

一般事務、水道を含めての定数が 35 です。合わせまして 169 の定数を組合としては

持っております。事務部門の 35 の内 25 は両市からの派遣職員でなっております。残り

ます 10名の内 2 名が、この一般会計から支出する職員になります。

従いまして、消防部門の 134 と事務部門の 2を足しました 136が定数となります。しか

し、実際の職員数、来年度の職員数については 135 人の体制でやりますよ、という内容

のものになっています。

以上でございます。

石橋議員。

定数は、職員数としては、消防が 135 名、水道も含めた行政職が 35 名、その中で一

般会計の中にあるのは、行政職の 2名ということですね。しかし。

すみません、私が間違っています。

間違っている部分を先にいって頂けますか、数がおかしい。

2 名の部分を説明したらいい。

見えない部分が出てきているので。もう一回そこら辺お願いします。
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石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

迫議員

水道部分は、水道企業会計の中に含まれているからということなのでしょう。だから、こ

の一般会計の中では、行政職 2 名だけということですか。

2 名の職場その他説明を。

事務局長。

もう一度確実に言いたいと思います。

本年度の職員数135になっています。これは実数でございます。定数については136

人の定数をもっております内、実数としましては 135 あるということです。

136 の定数の内訳でございますが、消防が 134、事務部門が 2であります。

134の消防職員の定数の内、実数としては 133 ということでご理解をいただきたいと思

います。

石橋議員。

そうしますと、事務部門の 2 人とは、先程の配置のとこで、3 人の方が市からの派遣の

方ではないのではないかと思いますが、分かりますか。先程の紹介があった行政職の 2

名の方というのはどの方ですか。

事務局長。

予算書の 19 ページ、20 ページをご覧いただきたいのですが、し尿処理場費の中で

給与等人件費を載せております。

ここが事務部門の 2 人分の人件費となります。今日座席表の中で書いておりますの

は、関係する係長以上のものしかおりませんので、他にまだ係員等もおりますので、加

えますと事務組合の事務部門としては35人と。35人の内2人分について一般会計から

支出し、残る 33 人分については水道事業会計から支出しているとご理解をいただきた

いと思います。

他にありませんか。 迫議員。

一般的なことを消防の関係でお伺いしたいのですが、通常、事業規模によって防火

訓練等の指導をされますよね。当然その事業所、色んな段階、ランク層に分かれて、或

いは事業の内容に分かれて、消防は指導を年間、必ずやっていると思うんですよね。

そこには防火管理者がきちんとおって、年間そういった体制もそろっておって、万が

一の時にはそういう系統をもって防火を未然に防いでいく。

そういう事業所が地区内にいくつあるのか。とりわけ福津市宗像市、市役所がある訳

ですから、当然市役所にも防火管理者がおって、年間の防火訓練があって、市民の皆

さんに周知徹底をされておると思うのですが、中々その経験した覚えがないのですが、
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迫議員

田中議長

乙藤消防長

田中議長

松尾消防予防

課長

田中議長

小山組合長

役所の関係での防火訓練は不特定多数ですから、何千人という方が来るわけですよ。

そういった指導はどうされているのですか。

実際過去において、そういった防火訓練をやられたのかどうなのか、そういう実績があ

るのかどうか。やってなければ違反になりますから。当然やってとかないといけない問題

なのですが、これをお聞きしたい。

消防長。

ただいまの迫議員のご質問でございますが、消防法という法律の中で防火管理者を

置かなければならない事業所というのは決まっておりまして、収容人員が30名と50名あ

りますが、そういうものの管内の総数とか、今言われましたどれくらいの防火訓練の実施

をしているかということについて、予防課長から説明させます。

消防予防課長。

消防予防課長の松尾でございます。

防火管理者を選任する必要がある対象物は、収容人員によって異なります。

特定用途防火対象物というのがありまして、今迫議員が言われたのは特定対象が入

ります。二つのランクに分かれております。特定と非特定。

非特定というのは、日頃従業員さんが使う施設ですね。

特定でいきますと、300㎡以上の収容人員が30人以上を超えた場合は、甲種防火管

理というのがかかるのですが、それと乙という対象物があります。

だいたいこの防火管理がかかる施設には、消防計画というのを立てる必要がありま

す。その中で年2回以上の避難訓練を実施しなさいという規定を設けていただくようにし

ております。

その対象物が、宗像市は約 700 弱、福津市が 350 弱の施設がございます。

一応、消防法の中で報告義務がありまして、避難訓練、避難・消火と通報、この三つ

を併せ持って総合訓練ということなのですが、この総合訓練を年 2回。

今、報告された件数というのは、今、持ちません。ただ、実際うちの方から、その避難

訓練に対しては、独自で実施していただいて結構なのですが、消防側に年間 100 件

程、避難訓練の実施に対して要請がある。

約 100 件、職員が出向いて指導等を行っているという状況でございます。

以上です。

組合長。

たまたま津屋崎庁舎に用件があって、津屋崎庁舎にいる時にですね、今日は消防の

訓練やりますからと、いきなり言われまして、後 1時間後にありますと言われて、私この格

好でした、真冬です。この格好でカメリアホールの真ん前で待機してくださいと言われ
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小山組合長

田中議長

迫議員

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

て、慌てて行ってこの格好でしたので、ガタガタ震えたのを覚えています。

職員の人が持っているコートを貸してくれまして、寒さを凌いだという体験があります

から、これはちゃんとやっているなという体験をその時に持ちました。

私もどれくらい、言われた通りにやっているのかは私もまだ答えるだけの自信がありま

せんが、やっていることは間違いないと思っています。

そういうことでよろしいですか。

はい。

他に、質疑ございますか。

（異議なしの声）

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。

これよりの討論を行います。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７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７号議案は、原案のとおり可決されました。

大方 1時間経ちましたが、先にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

日程第１3 第 8 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。青谷事務局長。

第 8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予算につ

いて」

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予算を別紙のとおり提出す

る。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山達生

ご説明をいたします。
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青谷事務局長

田中議長

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 億 4,046 万 7 千円と定めるもので、前

年度当初予算に比べまして 271 万 2千円の増額としております。

予算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。

歳入からですが、7 ページ、8 ページをお開きください。

1 款 診療収入は、対前年度比 600 万円を増額し、1 億 6,500 万円を計上しておりま

す。

これは、平成22年度に行われた診療報酬改定分を見込みましたもので、小児科で一

人当たり 500 円、内科で一人当たり 1千円増額されたことによるものでございます。

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。

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

年度と同額でございます。

3款 繰入金は、対前年度比2,299万9千円を増額し、2,300万円を計上しています。

財政調整基金を取崩し、一般会計から繰り入れるものでございます。

4 款 繰越金は、対前年度比 2,620 万 7千円を減額し、1 千円を計上するものです。

次に、歳出ですが、11 ページ、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289万 3千円を増額し、2億 2,414万 6千

円を計上しております。

主な支出内容について説明いたします。

宗像地区急患センターですが、昭和56年に設置されまして、本年で30周年を迎えま

す。20 周年につきましても記念事業がおこなわれていたようでございますが、簡素化を

図りながらも 30 周年の記念事業を行う計画を立てております。

これに係る経費として、式典経費 68 万円、記念誌印刷 30 万円、計 98 万円を計上し

ております。

次に、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おりますけれど

も、委託料として 2億 1,613 万 2 千円を計上しております。

18 節 備品購入費 612 万 8 千円を計上しておりますが、医療機器の計画的更新とし

て来年度、平成 23年度は、Ｘ線撮影装置購入、前回は平成 6年に購入したものでござ

います。これを購入する計画をしております。

合わせまして、待合室のソファー等についても痛み等が見られることから更新を図るも

のでございます。

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が、前年度と同額の 1,450 万 2 千円を計上しておりま

す。

以上で 8号議案の説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

これから質疑を受けます。

歳入歳出一括で、質疑を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。

質疑ございませんか。 石橋議員。
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石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

小山組合長

歳入のところですが、先程の事務局長の説明では、診療報酬が改定をされたので増

額になったということでしたが、この範囲はですね、小児科で一人当たり 500 円というの

は、1 回が 500 円でしょうか。そこの単位がよく分からないのが 1 点と、他に診療報酬改

定を見込むだけではなくて、例えば、患者数の増とかいうことは見込まれていないのか。

その傾向を教えていただきたいのと、それと患者の割合ですけれども、患者は必ずしも

宗像・福津のみではなくて、他の近隣市町から来られているのではないかと思いますけ

れども、その割合が分かりましたら教えてください。

青谷事務局長。

診療報酬の改定よるものは、1 件当たりということでございます。見込みにつきまして

は、平成 21 年度につきましては新型インフルエンザによるパンデミックがありましたため

に、21 年度を参考にしておりません。20 年度の実績に基づきまして、この歳入について

は推計をしているところでございます。

それから、患者・住民の割合は、ここに詳しい資料をもっておりませんが、宗像が場所

柄一番多い。2 番目に関係市である福津市ということになります。

数字が参りました。市町村別の利用割合でいきますと、21 年度の数字では、宗像市

51％、福津市が20.3％、古賀市が12.1％、その他にも新宮、岡垣、北九州、福岡市から

もお見えになっています。

古賀市については、10％以上を超えている傾向がありますし、22 年度につきましても

12.8％くらいの受診があったというように記憶しております。

石橋議員。

確認ですが、実績に関しましては 20 年度実績に基づき、23 年度もそれなりの実績を

見込んで計上しているということでよろしいでしょうか。

それと、近隣市町村に関してのことなのですが、2 市で負担割合を計上されておりま

すけれども、特に古賀市におきましては、福津市の半分以上占めていることになってお

りますが、そういう点では何らかの負担をお願いするとか、そういうことを調整していただ

いた方が、この組合の財政から考えますと何かそういうことも考えてはいけないのか、お

互い様ということなのか、どういう認識でいればいいのか、教えてください。

組合長。

おっしゃる通りでございます。私が昨年から古賀市に谷井市長が言いにくい時は、私

が申し上げまして、こんなに来ているのだからと、実数を見せたこともございます。

谷井市長からもその旨、古賀市の方に説明をしていただきまして、そうですね、という

状況に昨年の10月ごろやっとなったのですよ。そしたら選挙がありまして市長さんが替り

まして、また、これは年度が変わったら、23 年度になったら改めて古賀市の方に申し入
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小山組合長

田中議長

石橋議員

田中議長

吉田議員

田中議長

谷井副組合長

田中議長

吉田議員

田中議長

末吉議員

れをしないといけないと考えております。

石橋議員、よろしいですか。

はい。

吉田議員、どうぞ。

急患センターのお医者さんの事で、以前から来る人が少ない、いないということで、え

らい心配をしておるのですが、現状は、今、どうなっていましょうか。

それというのは、私も急患センターに行ったことがあるのですが、医学部を卒業された

ばかりの方、経験がないような人がおられたのですよ。急患センターですから本当に困

った人が行くから、経験がないお医者さんはどうかなということで、私は心配しまして、何

かそういう社協の保険審議会か、何かの時にそういう話をしましたら、歯科医師会の会長

さんでしたか、うんと怒られたのですが。そんなに、来てくれるだけでもありがたいのに、

経験しとう者を連れてこいなんて出来んと言われたのですが、現状は、そういうお医者さ

んをこちらにお呼びするのに心配はいらないかとか、お尋ねしたいのですが。

谷井市長いいですか。 副組合長。

この医師の問題は、まさに医師会長がおっしゃる通りでして、実は先年、小児科医の

問題がありまして、シフトということで急患センターが危ないということで、池浦市長、医師

会長等々、九大まわりをしたのですが、研修医が大学から引き上げる、いなくなるという

ことになりまして、危機に落ちたことがあるのですが、しかしながら、ご覧のとおり、東福岡

医療センターが 2 次医療をやる。1 次医療をやっていたのですが、2次医療を中心にや

って、1 次医療はうちがやっている。このようなすみわけをしまして、それなら出来るという

ことで、九大の医局の方から今来ていただいているという事態です。それならいいと、二

つも三つも出せんと。

ですから、今の段階は、そういう面で非常にありがたいと、ただ、そういう熟練の医者を

出してくれというような贅沢な状況ではない。とりあえずは来ていただくということです。

よろしいですか。

はい。心配しておりました。

他に。末吉議員。

歳入のところで確認したいと思うのですが、外来収入で、診療報酬の収入が増加を見

込まれているのですが、一部負担金収入ですね。これについてお伺いしたいのです
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末吉議員

田中議長

中野経営係長

田中議長

青谷事務局長

田中議長

末吉議員

田中議長

田中議長

が、福津市については、昨年 12 月議会ですか、新年度から小学校 3 年生までは、子ど

もの医療費は無料にしたいという風に、方向性が出されていると聞きおよんでいますけ

れども、宗像市においても宗像市の市長の市制方針の中で小学校6年生までは無料に

するという方向が打ち出されているのですね。

そうすると、昨年までといわゆる一部負担金というのは、ここでの収入というのは、品目

が変わってくるはずですね。両市の、いままで一部負担金としていただいた分を、両市

のいわゆる負担金として受け入れないと、収入の項目中に、足らない分が出てきますか

ら、当然。

子ども達の急患が多いわけですよね。そうなると一部負担金収入は、当然小学校6年

生まで無料にすると窓口では減りますよね。その辺の情報が一部事務組合にきちんと連

絡がされて当初予算が計上されているかどうか、それについては今後、年度内、6 月議

会、臨時議会等を開いて補正でされるものなのか、お聞きしたい。

経営係長。

急患センターの担当をしております、経営係の中野と申します。

今回の予算につきましては、質問された分につきましては、予算には入れておりませ

ん。ただ聞いておりますのは、急患センターでかかった分で、無料の分は一回、社保と

か、国保とかの方にいって、それから急患センターに入るというようなことは聞いておりま

す。

今回、入っていないことが分かった。

事務局長どうぞ。

今、ご指摘がありましたところの情報収集不足のところは、ご容赦いただきたいと思い

ますが、判明しました段階でどのような予算措置が必要なのかということを改めまして、

提案させていただきたいと思います。

末吉議員、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）

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。ご意見ございませんか。
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田中議長

田中議長

田中議長

青谷事務局長

（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 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１4 第9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。青谷事務局長。

第 9 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予算に

ついて」

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予算を別紙のとおり提

出する。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山 達生

内容についてご説明をいたします。

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 3,258 万 7 千円と定めるものでございま

す。

平成 22 年度当初予算に比べ、321 万 8千円増額をしております。

予算の内容につきましては、事項別明細書にそって説明いたします。

歳入からですが、7 ページ、8 ページをご覧ください。

1 款 事業収入は前年度より、28 万 2 千円を増額し、1,412 万 7 千円を計上しており

ます。

平成 22 年度の途中実績から推定しますと共に、大島海洋体験施設の予想使用料を

加えたものでございます。

2 款 分担金及び負担金は前年と同額、13 ㎜の関係の加入金 1 件分、10 万 5 千円

を計上しております。

3 款 繰入金は前年度より、418 万円を増額し、1,834 万 4 千円を計上しております。

4 款 繰越金ですけれども、前年度同額、1 千円を計上しております。

5 款 諸収入ですけれども、前年度より、124 万 4 千円減額し、1 万円を計上しており

ます。

これは前年度事業に係る消費税還付金が、平成 23 年度は発生しないことによるもの
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青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

でございます。前年度に多額の事業を行い、支出が多かった場合は差し引きで消費税

が還付となりますけれども、平成 23 年度は事業を行っていないので還付金は発生しな

いことで計上しております。

次に歳出の説明に入らせていただきます。

9 ページ、10 ページをご覧ください。

1 款 総務費は前年度より、1,015 万円増額し 2,615 万 1 千円を計上しております。

主な支出としましては、12 節の役務費、水質検査の手数料等で、397 万円。

13 節の委託料、大島簡易水道施設管理委託料等で 1,034 万 7 千円を計上しており

ます。

その他、配水地清掃で30万、漏水等修理対応で115万、料金の徴収事務委託で70

万 7 千円などがございます。

15 節の工事請負費では 910 万円を計上しております。

内訳でございますけれども、高精度濁度計取替工事で 400 万円、大島行政センター

内に監視盤がございますけれども、これの移設工事で 60 万円、それから 3 年に一度行

ないます、ろ過砂の補充工事で 450 万円を計上しているところです。

続いて、11 ページ、12 ページをご覧ください。

2款 事業費は前年度より、534万6千円を減額し、215万4千円を計上しております。

主な支出としまして、13 節の委託料、配管図作成・修正委託で 100 万円。

15節の工事請負費については、大島郵便局横の配水管敷設替えで100万円を計上

しておるところです。以上で簡単ですが、説明を終わります。ご審議よろしくお願いしま

す。

これから質疑に入ります。一括で歳入歳出の質疑を受けたいと思います。

質疑ございませんか。

（異議なしの声）

良いですか。これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（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。
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田中議長

青谷事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

よって、第 9号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 15 第 10 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。青谷事務局長。

第 10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予算に

ついて」

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予算を別紙のとおり提

出する。

平成 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山 達生

内容の説明に入ります。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 533 万円と定め

るものでございます。平成 22年度当初予算に比べ 28万 3千円の増額をしております。

内容につきまして、項目別明細書で説明します。

歳入からですけれども、7ページ、8 ページをお願いします。

1 款 事業収入は前年度より、1 万 7千円減額し、152 万 7 千円を計上しております。

平成 22 年度途中までの実績から推定し、若干の減額としたものでございます。

2 款 分担金及び負担金は、前年と同額 1 千円を計上しております。

3款 繰入金でございますけれど、前年度より30万円増額し、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 千円を計上しておるところで

す。

次に歳出の説明ですけれども、9 ページ、10 ページをお願いいたします。

1 款 総務費は前年度より、39 万 9 千円増額し、264 万 5 千円を計上しております。

主な支出としましては、11 節の需要費、修繕費等で 110 万 4 千円、12 節の役務費、

水道水質検査の手数料等で 123 万円を計上しておるところです。以上簡単ですが、説

明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。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。
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田中議長

田中議長

議員さん

田中議長

田中議長

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。

ここで暫時休憩といたします。ここで皆さんにご相談しますが、後 11 号議案が 1 つ、

水道事業会計が残っています。それとその後に配布していますように、全員協議会が予

定されています。議題につきましては、お手元に配布していますが、大島の簡易水道の

ことと、宗像地区水道ビジョンのということで、意見の出方にもよりますが、40 分程かかる

かなと思います。

お諮りしたいのですが、今日最後まで、全員協議会と残された 1 つの議案の水道事

業会計予算まで含めて、今日中に全部終わってしまいますか。ここで止めて明日、また

集まるかをご相談したいと思っておりますが、いかがでしょうか。

明日にしましょう。

明日やるということでよろしいですか。

お諮りをいたします。

本日の議会はこれにて終了したいと思いますが、よろしいですか。

（異議なしの声）

次の議会は明日、18 日午後 1時 30 分から行います。

これをもちまして閉会とします。お疲れ様でした。
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平成 23 年度第 1回 宗像地区事務組合 議会定例会 会議録
期日：平成 23年 2月 18 日（金） 13：30～14：32

場所：宗像地区事務組合 大会議室

田中議長

青谷事務局長

現在の出席議員は 16 名で、全員でございます。

定例議会は成立しておりますので、昨日に引き続き会議を開きます。

日程第16 第 11号議案 「平成 23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。青谷事務局長。

第 11号議案 「平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計予算について」

平成 23 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 23 年 2 月 17 日

宗像地区事務組合 組合長 小山 達生

内容についてご説明申し上げます。

平成 23 年度ですけれども、実質的に事務組合として水道事業会計の予算を実質的

な編成をやった初年度になるかと思います。

23 年度は北部福岡緊急連絡管事業による北九州市からの受水を開始いたします。

また、それに伴いまして大井浄水場、大井ダムの廃止を予定しているところです。

また、水道事業を統合したことにより、受けられることになった国庫補助事業である水

道事業広域化促進事業を活用した事業実施、それから漏水修理や給水装置申請補助

等の業務について民間にお願いする民間委託の拡充。

平成 22年度、今年度は宗像、福津の両市の 2つの料金システムで運用しておりまし

たけれど、これを平成 23 年度から一本化するなど、更なる業務の効率化とお客様のサ

ービスの向上を図ることにしております。

1 ページ目をご覧ください。第 2 条で平成 23 年度業務予定量を挙げております。

年間総水量は 1,199 万 8 千㎥ を予定しております。平成 22 年度比べまして、6 万 6

千㎥ の増量を予定しているところです。

主要な建設改良事業として、一般改良事業 2億 4,410 万円、拡長事業費 5億 7,340

万円を挙げております。

第 3 条では、収益的収入及び支出の予定額を掲載しており、水道事業収益 28 億

3,138 万 5千円、水道事業費用 23 億 6,019 万 7 千円を予定しております。

第 4 条、資本的収入及び支出ですけれども、2 ページをご覧ください。

収入 8 億 7,855 万 7 千円に対し、支出 21 億 9,400 万 3 千円で不足する額につきま

しては、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

で補填するものとしております。

第 5 条では、企業債について定めており、限度額を 3 億 1,620 万円、利率は 4％以

内としております。

第 6 条、一時借入金の限度額は企債と同額の 3 億 1,620 万円としております。
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青谷事務局長 次に 3 ページですけれども、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掲げておりまして、金額は 932 万 1 千

円としております。

第 11 条、重要な資産の処分については、大井浄水場の廃止に伴い、水道事業の用

に供しなくなる大井ダム、及び関連施設を逐次宗像市へ譲渡することとしております。

次の 9 ページ、10 ページをお開きください。給与費明細書を掲げております。

昨日、一般会計を審議いただいた折に質問がありましたので、水道事業会計におけ

る職員数について説明をいたします。

特別職を10人としております。これは水道事業運営審議会議員8人と非常勤嘱託職

員2人の10人でございます。平成22年度当初においては、非常勤嘱託職員を特別職

としてカウントしておりませんでしたけれども、23年度において報酬として支払をすること

から特別職の職員としてこれを加えております。平成 22 年度において、補正で 8 人は

10人に変更はさせていただいております。実質的には、平成22年度当初と同数である

とご理解をいただきたいと思います。

一般職については 6人で、平成 22 年度と比べ 2 人減としております。

事務部門の職員定数は 35人で、その内 10 人がプロパー職員でございます。

今年度末で 2 人が退職し、2 人は一般会計から支弁しておりますので、水道事業会

計では 6 人ということになります。2 人減の対応につきましては、後に説明をいたします

けれども、民間委託の拡充等で対応したいと考えておるところです。

15ページ、16ページをお開きください。ここでは平成23年度当初予算にベースによ

り、決算を見込みました予定貸借対照表を掲載しております。

17ページ、18ページをお願します。平成22年度決算見込みによる予定損益計算書

を掲載しております。当年度、純利益として 4 億 8,419 万 9 千円を想定し、当年度未処

分利益剰余金 9億 8,019 万 9 千円と試算しております。

19ページ、20ページをお願いします。平成 22年度決算見込みによる予定貸借対照

表を掲載しております。

次に、事項別明細の説明に入らせていただきます。21 ページをお願いします。

収益的収支の収入の部ですけれども、1 款 水道事業収益については、28 億 3,138

万 5 千円を予定しております。

1項 営業収益 1目 給水収益につきましては、25億 8,601万 1千円で、平成 22年

度より 1,300 万円程度の増を見込んでおります。

3 目 その他営業収益は 9,338 万 3 千円を見込んでいます。

2 節 手数料は、主に下水道使用料と徴収事務手数料ですけれども、これにつきまし

ては関係市と協議の上、平成22年度は調定件数あたり60円としておりましたけれども、

平成 23 年度は算定基礎に人件費等を加えまして 145 円に改定し、5,000 万円程度の

増額計上をしております。

1 目 受取利息及び配当金は資金運用による預金利息として、平成 22 年度より、229

万 4 千円増の 564 万 4千円を見込んでいます。

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628万3千円を計
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青谷事務局長 上しております。

3目 加入金ですけれども、水道利用加入金として1億2,596万 1千円を見込んでお

ります。平成 22 年度より、3,500 万円程度の増を見込んでおりますけれども、主に福間

駅東土地区画整理事業にかかる増を見込んでおるところでございます。

4 目 雑収益は、行政財産使用料等で 10万円を見込んでおります。

23 ページをお願いいたします。

収益的収支の支出の部ですけれども、1 款 水道事業費用は 23 億 6,019 万 7 千円

を予定しております。

1 項 営業費用 1目 原水及び浄水費は 7億 6,953 万 5 千円を計上しております。

16 節 委託料は浄水施設の運転管理業務等で 1 億 7,073 万 8 千円を計上していま

す。

浄水施設の運転管理業務につきましては、平成 23 年度は更新の年度でございまし

て、予算成立後、長期継続契約の実質的な作業に入るようにしております。

31節 受水費として北九州市及び福岡地区水道企業団から受水するものとして、3億

7,101 万 5千円を計上しています。北九州市から 1 日１万トン、福岡地区水道企業団か

ら１日 1,800 トンを受水する予定にしております。

2 目 配水及び給水費は、3億 46 万円を計上している。

24 ページをお願いします。

16 節 委託料として、漏水修理業務等で 5,684 万 9 千円を計上しております。これに

ついて、漏水初期対応業務として、平成 22 年度、今年度は宗像市域を対象に時間外

の対応について委託をしておりました。23 年度からは地域としては福津市を加えまし

て、時間帯についても、平日・昼間・昼間を含め 24 時間対応の委託内容にしたいと計

画しております。

その他、給水装置受付検査業務についても民間への委託へ移行させたいと考えて

いるところでございます。

20 節 修繕費として配水管及び付帯設備等で 1 億 7,500 万 9 千円を計上していま

す。

3 目 受託工事費については、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 総係費については、2億 7,625 万 6千円を予定しています。

25 ページをお願いします。

16 節 委託料として約 69 万件の検針業務、新料金システムの関連経費等で 7,585

万 8 千円を計上しています。

5目 簡易水道事業費については、地島簡易水道の経費 1,351 万 9千円を計上して

います。

26 ページをお願いします。

2 項 営業外費用は、起債の支払利息等 1億 6,481 万 1 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。
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青谷事務局長

田中議長

花田施設課長

田中議長

花田施設課長

田中議長

花田施設課長

28 ページをお願いします。

資本的収支の収入の部ですが、1 項 1 目 企業債は、広域化促進事業等の財源と

しまして 3億 1,620 万円を計上しています。

3 項 補助金として 2 億 5,221 万 8千円を計上しています。

1 目 国庫補助金ですが、新規国庫補助の広域化促進事業で 1 億 3,000 万円。

3 目 県補助金は、企業団創設事業時に借入れました、建設利息債の元金償還の

1/2 が交付される福岡県の水道広域化事業補助金で 1 億 1,918 万円を計上していま

す。

4 項 1 目 出資金は、企業債の元金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 2億 9,773 万 7千円を計上しています。

29 ページをお願いします。

資本的支出では、1 項 一般改良費では 4 億 2,509 万円を予定しており、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2億4,410万円を計上しています。

30 ページをお願いします。

2 項 拡張事業費は、6 億 6,869 万 4千円を予定しており、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等 5億 7,340 万円を計上しています。

一般改良事業、拡張事業費等につきましては、別紙 11号議案資料②に事業の概要

と工事の位置図を添付しております。

後ほど、施設課長から説明を加えさせていただきます。

次に、3 項 1目 企業債償還金は、10 億 8,828 万 9 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として、関係市から受け入れ

た額をそのまま計上しているところです。

以上で平成 23年度宗像地区事務組合水道事業会計予算の説明を終わります。

よろしくご審議お願いいたします。

続きまして、花田施設課長。

施設課の花田でございます。

私の方から 11号議案の資料②につきまして、平成23年度の一般改良、拡張事業の

工事予定ケ所の説明をさせていただきます。

資料の確認をしますので、いただいた資料ですが、この後ろの方にあります資料でい

いですか。よろしいですか。

はい。

では、どうぞ。

カラーコピーで付けておりますが、1 枚捲っていただきますと各事業の概要説明をさ
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花田施設課長

田中議長

花田施設課長

せてもらっています。

一般改良事業につきましては、所謂、今既に敷設してあります既設配水管の内、老

朽化が激しく、また道路の舗装の痛みも激しい地域とか、路線について、道路管理主

幹課と協議しまして、配水管の布設替えを実施すると共に、道路の舗装も行いながら一

気に改良を図っていくという工事でありまして、水道配水管布設替えと道路の舗装工事

を効率よくして行くように考えています。

また、下水道工事に伴う配水管の移設ですとか、ＪＲが施行します線路に架かってお

ります水管橋の布設替えについては、負担金として支払うものもございます。

カラーコピーの地図が付いていますものです。

大丈夫ですか。この資料です。

では、続けさせていただきます。

2 番目、拡張事業と申しますのは、水道が未普及の地域の解消、或いは配水管をル

ープによる片送り配水になっているところを解消する。水道配水管の新規の布設を行っ

ております。そうすることによって、給水区域を拡大し、断水の被害、或いは赤水の被害

の発生範囲を抑えるような効果が期待できます。また、下水道工事に伴う新規の配水管

布設が発生しますが、そういった場合には委託料として支払います。

それから、局長も申しましたように、水道広域化促進事業という補助事業、平成 22 年

度から全国で 1 番目か 2 番目か、事務組合で採択されていたのですが、これについて

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統合、又は水道用水供給事

業と水道事業による統合、まさに私ども事務組合の統合を対象にしたもので、経年施設

の更新事業、いわゆる耐用年数を超過した水道施設の更新または改修、それからもう 1

つ統合関連事業というものがございまして、これは統合を有効に誘導していくために新

しい事業体、今の事務組合が行っていく水道施設の整備とか更新に1/3の国庫補助を

充てていくという事業です。

平成 23年度に宗像市、福津市で予定しております大まかな個所をここに以後示させ

ていただいております。

それぞれの地図の右下の方に、宗像 1 とか福津１とか番号がふってあると思います。

赤の丸で囲んだところがだいたいの箇所です。一般改良とか書いておりますが、こう

いったエリアの中の路線の痛みの激しいところを道路管理主幹課と協議して、優先度の

高い路線か布設替えをしていくということです。

宗像が 1 ページから 7 ページまで、福津が 3 ページに渡っております。福津市の地

図になりますと、福津の 1 というところで、青い面で描かれている部分でございます。

ここでいう 5番から 8番、⑤から⑧、四角で囲んだ工事個所を見ていただければおわ

かりと思いますが、いわゆる下水工事の方で下水道課がうちに変わって、年間を通して

施行していく箇所ということになります。

その中で、新規の布設があるところは拡張、布設替え移設があるところは一般改良と

いう、両方書いているのは両方存在するということです。
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花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

事務局

田中議長

それから、福津の 2 の方を見ていただきますと、こちらの方に畦町配水地(予定地)、

そこが畦町配水地を予定している場所です。

ここに掲げております赤の円で囲んだ部分、これが平成 23 年度に広域化促進事業

の補助事業を使って、工事 1/3 補助をもらいながら工事を進めていく箇所です。

それから、福津の最後3の方で掲げています、国道 495号線の神湊から勝浦浜の区

間、ここについても拡張ということで、広域化促進事業ということで、今までは宗像市と福

津市の管の接続がなく、宗像市の方の神湊は吉田配水地系の配水ブロック、勝浦浜の

方は津屋崎の正規の津屋崎配水地ブロックだったのですが、今回統合を行いまして、

配水ブロックを効率的に運用していくという考えから、吉田配水ブロックの方に勝浦を含

めて、津屋崎の一部を取り込んでいくために、個々の管の整備を行い、宗像市の吉田

配水地から逆に水を送っていくことを検討しておりまして、今回工事を行っていこうかと

思っております。

簡単ではございますが、23 年度一般改良と拡張の資料箇所の説明を終わらせてい

ただきます。

ありがとうございました。これから質疑に入りますが、たくさんありますので、いくつかに

分けたいと思っております。

ページ数の上に鉛筆か何かで印をつけていただきたいのですが、最初に1ページか

ら 3 ページで一区切りをしたいと思います。ページの上に丸をしてください。

その次が4ページから、ちょっと長くなりますが20ページまで。貸借対照表のところま

でですね。

後は最後までの 3 つに分けてですね、21 ページから最後 30 ページまで質疑を受け

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

それではよろしいですかね、3 つに区切りましたが。よろしくお願いいたします。

まずは1ページから3ページについて質疑を受けたいと思います。質疑ございません

か。

石橋議員。

業務の予定量の事でお尋ねします。

給水業務の増が 66,000 トンですが、給水戸数としてはどの程度増えるのでしょうか。

議員がしゃべる時は、マイクを使ってもらった方がいいでしょうか。

はい、出来れば。

今後はマイクを使って言ってください。

給水戸数がどれだけ増えるかということ分かりますか、予定としては。大丈夫ですか。

事務局長。
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青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

年間給水量だけ申し上げましたが、給水戸数につきましては、22 年度と比べまして

1,580 戸の増を見込んでいます。

石橋議員。

それはですね、先程ページが飛ぶのですが、21ページの水道料加入金として、昨年

よりも 3,500 円増ということで、福間駅の東側ですか、この開発の事を言われましたが、

そこの戸数が繋がるという風になるのでしょうか。それとも、別の団地が出てくるということ

なのでしょうか。

加入金の話いいですか。事務局長。

主にということですが、連動しております。給水戸数の増ということと加入金と、主にそ

ういったところの要因がございます。ただ、ご指摘いただきました加入金のところで、大き

いのは、駅東地区に大型スーパーが予定されております。そこにつきましては、150 ミリ

の管を敷設するということで、そこだけで1,400万弱の加入金が生じます。そういったとこ

ろの増が見込めるということでございます。

石橋議員。

加入金のことではそうだと思いますが、そうすると 1,400 万の加入金とは別に、1,580

戸ということは、福間駅の東側が 1,580 戸位はりつくということを見込んでしているという

ことですか。

事務局長。

そこだけということでは限っておりません。主にということでご理解いただきたいと思い

ます。私、数字捕まえておりますので、利用加入金で見ていただきたいのは、宗像市域

で1,000万程度の利用加入金の増を見込んでいます。福津市域で2,500万程度の増を

見込んでいます。

これに連動する形で、給水戸数そのものにつきましても増ということ、大型のものもあ

りますけれども、実質的にはそういうことで推し量っていただけたらと思います。

石橋議員、どうそ。

ちょっと良く見えないのですが、加入金のところは別に加入金のところで聞きたいの

ですが、実際に福間駅東のところが大きいということですよね。

1,580 戸というから結構まとまったところが開発をされてするのかなと思って、良くそこ

ら辺が見えないので、どの程度のところが 1,580 という数に、アバウトでいいのですが、
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石橋議員

田中議長

青谷事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

吉田議員

田中議長

青谷事務局長

そこら辺かお聞きしたいなと思ったのですが。

福間駅のあちらの方がどの位はりつくかということが分かりますか。まだ推測のレベル

かもしれませんが。

少し福津市の当初予算との連動までは、十分なものは出来ておりません。ただ、少し

厳しめに見ておりますので、そこの連動というのは持っておりませんけれども、新たに増

える戸数としては、宗像・福津共に 400 戸程度を見込んでいます。その他のものについ

ては、すでに権利を有しているものについての増ということになろうかと思います。

戸数としては、400 戸程度を見込んでいますが、福津市の 400 戸につきましては、主

に駅東のはりつき分だと理解していただいていいかと思います。

いいですか。

何かありますか。どうぞ。

数が合わないのですよね。1,580 戸と言われましたので、それぞれが 400 戸ずつとな

りますと、後 600 位ありますよね。それは、大きな団地ではなくて、600 というのは大きい

のではないですか。

花田課長。

今、局長が申しましたのは、新しく加入金が発生する戸数として宗像約 400 戸と福津

約 400 戸合計 800 戸を予定していると、そして福津の 400 戸の内半分以上位は駅東と

認識している。

では残りの700戸はどこなのかと申しますと、例えば古い開発団地等でありますと、す

でに開発負担の段階でその権利のお金を支払ってありますので、そういったところにあ

いた分譲地に家を建てるような場合は、新たに水道負担の権利が発生しませんので、

そういったものは古い団地を中心にしたもので、そこに家を建てる場合の分が、だいた

い 700 戸くらいあるという風に理解していただければいいと思います。

いいですか。吉田議員。

3 ページの大井ダムを、逐次、宗像市に売却ということがありますが、スケジュール内

容などが分かりましたら教えてください。

スケジュールですか。事務局長。

ご説明の中では、逐次ということで申し上げました。大井ダムにつきましては平成 23

年度に行いたいと思っております。譲渡につきましては、統合時の協定でございました
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青谷事務局長

田中議長

迫議員

が、無償で譲渡するということで計画をしております。

あと、大井の浄水場につきましては、実際にそこで 23 年度から水を作らなくなります

が、中に配水池等の監視盤をまだ持っております。監視を続けて行く必要がありますの

で、大井浄水場につきましては、大井監視場という名称を変えまして、その機能を持た

せるということを数年間維持させなければいけないのかと思っております。

ゆくゆくはその監視盤につきましても、この多礼浄水場内の中央監視盤の方に移設

をさせていただこうということが叶いましたら、そこも不用になりますので、2、3 年内では

ないかと推測しておりますが、そうなりましたら完全に宗像市に無償譲渡するということ

になろうかと思います。

以上でよろしいですか。

他に。迫議員、どうぞ。

確認をしておきたいのですが、今の関連の執行部の説明では、イオンモールから

150 ㎜の管とは、再来年しか寄与しないのですよね。今年いっぱいかけて建てる訳でし

ょう。来年の 4 月オープンですよね、営業は。それは予算に反映すること自体が如何な

ものかなと思います。それと、今トータルで1,580戸ですか、その分で今年売り出す分は

大方わかっていますよね、駅東の関係については。すでに 10 戸足らずですが、売りに

出ていますけれども、おいおいそこら辺が増えて行くのだろうと思いますが、そこら辺ど

うですか。イオンの関係で実際に予算に反映するというのは、1年後、再来年のことです

よ。来年しかオープンしないのですよ。今年の予算にこれが反映されるということ自体が

ね、非現実的ではないかなと、予算として計上するのが。1,400 万というのは大きいです

よ。それは実際23年度には入ってこないのですよ。再来年しか寄与しないのですから。

それが 1 つですね。

それと、大井ダムの関連の施設を無償で譲渡するということですが、ゆくゆくは水の事

情が、水源がどういった形で将来の水源が確保されているのですか。だいたいほぼ分

かりますよね。安ければ北福を取る。保険的には福岡水道企業団のそれもいただいて

おく。

この 80 円/㎥ が、未来永劫 80 円/㎥ ではないですよね。緊急連絡管の㎥ あたりの値

段が、だいたいほぼ 80 円くらいだろうということですから、それは、おいおいおそらく値

上げしてくるのだろうと思いますけれども、それにしても、既存の今のうちの水からしたら

安いわけですよね。

将来、この 1 万トンが 2 万トンになり、或いは 3 万トンになるということになれば、当然

既存の設備、施設はそういう形になっていかざるを得ない、と言うのですが、将来的なこ

とも含めて、久末のダムも同じような形で、処分をして行く。

これは当然、契約書等あるでしょう。そういう無償で当然既存のところにお返しします

よというやつはあるはず。当然なかったらおかしいわけで、議会にも資料として出してい

ただきたいし、将来的なことも含めてそこら辺、是非お伺いをしておきたいなと思いま

す。
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迫議員

田中議長

花田施設課長

田中議員

青谷事務局長

田中議長

迫議員

田中議長

福田議員

それと、字句の問題ですが、処分の様態と書いていますが、「様態」日本語でこういう

のがあるのですかね。「処分の様態」それもご説明お願いいたします。

真ん中の分は、水道ビジョンのことで出てくるだろうと思っていますが、ここで一緒に

話をしてもらっていいですか、事務局長。花田課長。

イオンの加入金の事だけ私から説明させていただきます。確かにイオンは平成 24 年

の 4 月がオープン予定だと聞いておりますが、水道加入金につきましては、メーターの

申請が出まして、そのメーターを設置した時に納めていただくようになっておりますの

で、メーター申請設置は平成 23 年度中に行われますので、23 年度予算の方で計上さ

せていただいております。

では、2点目を事務局長、どうぞ。

今後の水の確保というものですが、実際に平成23年度から北九州市から 10,000 トン

いただくということになっておりますし、28 年度からは福津市が受水する計画でした

3,000 トンが加わります。北九州市から 13,000 トンということになります。

それから、福岡地区水道企業団が今1,800トンでございますが、平成25年度から600

トン増えまして 2,400 トンになります。

北九州市それから福岡地区水道企業団から受水する受水量、それから、多礼浄水

場、東部浄水場で作れる量、これから先の人口動態等による水需要予測、そういったと

ころを勘案し、不用となると見込まれるものになればその段階で、久末なり或いは東部

なりを存続させるかどうかという議論になってこようかと思っております。

今それらを含めまして、水道事業運営審議会で熱心に審議をいただいているところ

です。

後の全員協議会でもって中間報告という形で、迫議員がご質問いただいているその

域は、まだ達しておりませんけれども、それらを含めて審議をされている状況であること

でご理解をいただきたいと思います。

それから、第 11 条の処分の「様態」という表現ですが、これは予算に係る様式上の文

言で、このまま使われておりますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。

迫議員、よろしいですかね。

はい。

あと、水道ビジョンの方で議論されたらいいと思います。

福田議員、どうぞ。

その水道ビジョンに関連すると思うのですが、今は水道事業が宗像市・福津市合併し
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福田議員

田中議長

事務局

田中議長

福田議員

田中議長

てこの事務組合に来たのだと思いますが、その前を考えた時に、水道企業団があって

この吉田多礼ダム、多礼浄水場で作った水を福津市と宗像市に売っていたというわけ

ですよね。

福津市さんはほぼ使い切っていた。宗像市は単価がいくらでしたかね、覚えていませ

んけれども、それを責任水量の半分くらいしか使わなかったから、結局、半分使わなくっ

ても、全部のお金を払っていたというところがありましたよね。非効率的な水の使い方を

宗像市はやっていた。

ところが今回統合した、そうすると宗像市・福津市の責任水量というものがなくなった。

そうすると今、今日の資料では、宗像市が今後 756 万トン、福津市が、442 万トンを使い

ますよ。そうしますと、統合した後はその辺の責任水量という枠が取っ払われる訳です

から、この水をきれいに作ってそれぞれの市に使ってもらう。そして、その予算は資本的

収支がだいたい 28億円くらい水道の収益があるだろう。原価でいけば営業費用ですか

ら、だいたい 22 億くらいだろう。6 億くらい、その辺が今後事務組合の粗利みたいなとこ

ろになるのかなと思いますが、そうすると、結局、今の統合した後の組合が作って、それ

ぞれの市に供給する時のだいたいのトン当たりの単価というのはいくらぐらいになるもの

なのでしょうか。

答弁は。

ちょっと待ってください。

他の質問があれば、福田議員。他の質問があれば他の質問聞きましょう。

後で計算していただくことにして、要は、迫議員の質疑に関連するのですが、福北導

水から1 トン当たり 80円、将来的に福岡水道企業団からの受水量がまた増えるという話

が先程ありましたが、これもまた、いうなれば福北導水の方で、1 トン当たり 80 円で来る

のだと、こう低コストの水が来るのであれば、いっそのこと福岡抜けさせてもらったらどう

なんだと、そういったことも当然考えなければいけない。

ビジョンの中でお話があるのかも知れませんが、水道を作っていく、浄水の製造コスト

からみて、将来宗像市・福津市の上水道の料金が少しでも安くなる方向という形で、水

というソースのですね、求めていかなければならない。

そうしたら、単価のところをしっかりと押さえながら比較して、その延長の中に将来の

水ビジョンがあるのかなと思うのですが、そういったところを今日お聞きしたかったので

すが。

今の質問については、後の全員協議会で水ビジョンの中で詳しい話が出てきますの

で、そこで質問をしていただきたいと思いますので、そういう取り計らいをさせてくださ

い。

先程のものは出ますか。トン単価出ますか。
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事務局

田中議長

田中議長

石橋議員

矢冨営業課長

田中議長

矢冨営業課長

田中議員

後で。

他の質問ある方。3 ページまでですが。

後で、計算が出来た段階で答弁します。3 ページまではよろしいですか。

（異議なしの声）

では次に行きます。

4 ページから 20 ページまでで質疑を受けます。

質疑ございませんか、石橋議員。マイクを使って下さい。

9 ページに給与費明細書がありますが、先程局長の方から説明があったのですが、

良く分からないのですが、前年度 8 名だったのが特別職の場合は 10 名になったと、こ

れは前々から 10 名いらっしゃったということですかね。そのことをただ書いてなかっただ

けですか。そんなことでいいのですか。なぜ書かなくて、今回書かなければならないの

かをお聞きしたいと思います。

それと、2 人減って減になっているということですが、その減の分がこの給料明細のと

ころで 300 万しか減っていないのですけれど、数字的にはこんなものになるんでしょう

か。ちょっと良く分からないのですが。

議長。

どうぞ。

営業課の矢冨と申します。よろしくお願いします。

今、石橋議員さんからご質問がございました特別職の本年度 10 名、前年度 8 名、今

回2名増えているけれどもというご質問ですが、これは前年度、当初予算との比較という

形になりますので、前年度につきましては当初 10 名在職しておりましたが、こちらの方

に計上漏れが 2 名分なったということで了解いただきたいと思います。補正予算の時点

でここを改めまして、補正には 10 名で計上させていただいております。あくまでもここ

は、当初予算同士の比較ということですので、前年度当初の方に 2名の漏れがあったと

いうことでご理解いただければと思います。

それと、給料のところで職員が 2 名減になっておるという部分で、給与のところが 300

万しか減額になっていないというご質問ですが、この分につきましては損益勘定支弁職

員が 1 名と資本勘定支弁職員が 1 名、合計 2 名は減額になっているという部分でござ

いますので、トータルで 2名分の減額分が 787万 8千円という形でお示しさせていただ

いています。よろしゅうございましょうか。

石橋議員、いいですか。
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石橋議員

田中議員

末吉議員

田中議員

青谷事務局長

田中議長

田中議長

石橋議員

田中議長

はい。

他に、ご質疑ございますか。

末吉議員、どうぞ。

7 ページの企業債、償還金なのですが、本年度まで 2 桁、10 億を超える償還をする

訳ですよね。これからの財政見通しの中で、おそらく今年或いは来年までがピークに近

い見通しであったと思うのですが、今後の 24年度以降の償還額の減少に伴う経営のゆ

とり、そういった見通しの中から水道料金等にどう連動していくのかと、詳しくは後々説

明して欲しいと思うのですが、そういう指摘でよろしいでしょうか。

本年度まで 1番厳しく 2 桁の償還をやるのだという理解でよろしいでしょうか。

事務局長。

色々前提条件を付した上で、収支計画を作成しております。これにつきましては、後

の全員協議会で詳しく説明はしたいと思っております。

今、ご指摘の償還については、23 年度、10 億 8 千万で 24 年度になりますと若干 10

億を切る、9 億 8千万程度。25 年度から 4億 8 千万程度ということで、25 年度からはか

なり減ってくるという風に推定をしているとこです。32年度では、2億 5千万まで落ちてく

るという推定をしております。以上です。

この件は、また後で詳しく説明があると思いますのでよろしくお願いいたします。

他に質疑ございますか。

（異議なしの声）

それでは、次にいきます。

21 ページから 30 ページまで、質疑を受けます。事項別明細書の分ですね。

質疑、ございませんか。

石橋議員、どうぞ。

先程の水道利用加入金のところと、それからもう一つ 28 ページの 2 款のところに負

担金とありますよね。工事負担金。これが、水道管の新規布設に係る地元負担金と書か

れているのですが、これは説明資料の中に書かれているのですが、これが、いわゆる先

程の 400 件の新規に加入をされる分に、新規に布設をされるところと連動しているので

しょうか。

花田課長。
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花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

はい、ご説明いたします。まず、先程の利用加入金。もう一度説明いたしますと、約

1,500 戸増えますよという説明と、利用加入金を伴う分、いわゆる本当にまっさらな土地

に新築というものが、福津・宗像合わせて約 800 件ございます。残り 700 件は、もうその

土地に水道利用の権利がついている、いわば新しい開発負担金で負担しておったよう

な、空き地になっているところとか、後は戸建てが建っておりましたが、家をといてメータ

ーを取っ払っていた。しかし、その土地には前に住んでいた方が水道加入金を払って

いたので、すでに権利があったとか、そういったものがだいたい 700 件くらいということで

す。

それから、28 ページの工事負担金というのは、水道が引いてないところに、住民の方

が新しく水道を引きたいという、或いは地域の要望とかもございます。

そういった時には、地元負担8割、事務組合の負担が2割ということで負担してまいり

ますので、その場合は収入として入っていきますのは、地元負担の 8 割の金額をここに

入れさせてもらっているということになります。

石橋議員。

そうしましたら、先程のイオンの話ですが、イオンも新しく新規布設になるのでしょう。

そうすると条例はどうなっていますかね。そこは口径が大きいでしょう。一般の家庭と違

いますね。そこら辺のところ説明していただいてよろしいでしょうか。

水道加入金の条例ですか。

水道加入金の条例と新規布設に係る分で、1,240 万というのは、先程の課長の説明

では、地元の新しいところに水道を引いてくださいといわれて、8 割を地元からいただい

てっていうことですよね。そうすると、イオンもそうではないのでしょうか。イオンの分も含

めて 1,280 万では。

花田課長。

まず、もう一度整理しますが、28 件の工事負担金、これはあくまでも工事の負担金で

すので、水道管が入っていないところの方が50メートル100 メートル延長すれば水道が

通るのだけれども、今までが何も申し込みされていなかった、既に、50 メートル 100 メー

トル前で水道管の配水管の布設が終わっている、そういた方が新しく水道を引きたいと

言われた時に、その 50 メートル 100 メートル引く工事に対して、お客様は 8 割負担して

ください。事務組合は 2 割の負担をしますという工事の負担金です。

それから、イオンの場合150㎜ですから、100㎜を超えますといくらという取り決めは、

150 ㎜なら 150 ㎜の流量が、だいたい 13 ㎜の何倍かということで計算をしてまいります

ので、だいたい 150㎜ですと、13㎜の 133倍くらいになります。ということは 13㎜でいき
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田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

田中議長

田中議長

ますと、10万 5千円になりますので、約 10万 5千円を掛けますと 1,397万、というような

流量に応じた金額が約 1,400 万という、そういった計算になります。

加入金は普通の住宅の場合は、1口 13㎜で 10万 5千円ということで、イオンの場合

147 ㎜とか言うので、13 ㎜かけたらという計算になるというお話です。

いいですか。

石橋議員。

今は、加入金の事を聞いているのではなくて、それは条例との関連で今おっしゃった

と思いますが、イオンの方は、新規布設に係る分というのは、特にこちらがする訳ではな

いから計上されていないということなのですかね。

花田課長。

イオンのところは、いわゆるＵＲさんが開発の中で施行しておられますので、前面道

路の配水管についてはＵＲが施行主として工事を行うということです。私どもの負担はご

ざいません。

いいですかね。

はい。

他にないですか。 よろしいですか。

全体的にもよろしいですか。全体的には後の全員協議会でお話していただけたらい

いですから。

それでは質疑を終結してよろしいですか。

（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。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 11 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。
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田中議長

田中議長

（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。

お諮りをいたします。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。従って会議規則第 6 条の規定により、本日で散会をしたいと思います。

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 23年第 1 回議会定例会を閉会いたします。


