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平成 23 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 23年 10 月 17 日（木） 13：30～16：10

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

田中議長

田中議長

田中議長

小山組合長

ただ今の出席議員は 16名で全員出席でございます。

よって、平成 23 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、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 9番 井上議員、

10 番 石橋議員 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）

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。

小山組合長にごあいさつと議案の概要説明をお願いします。小山組合長。

本日は、平成 23 年第 2 回定例会が開催さ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、11 議案について、ご審議をお願いするものであります。

第17号議案、「公平委員の選任について」ですが、3名の公平委員のうち、1名の
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小山組合長

田中議長

森事務局長

委員について 10 月末をもって任期満了になることに伴い、委員の選任をお願いす

るものです。

第 18 号議案は、宗像地域と福津地域の水道料金体系を統一し、さらに料金を改

定するにあたり、「水道給水条例の一部を改正」するものです。

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、

大島簡易水道事業特別会計、本木簡易水道事業特別会計、水道事業会計、合せ

て5会計の平成22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 27 号議案までは、一般会計、急患センター事業特別会計、

大島簡易水道事業特別会計、水道事業会計、合せて 4会計の平成23年度補正予

算を提出しております。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

なお、議会終了後は、全員協議会を予定しており「北九州市水道局と宗像地区

事務組合との技術協力に関する協定書について」「宗像地区急患センター管理運

営委託契約にかかる消費税について」、「宗像市域の排水設備工事申請の遅延処

理について」、ご報告申し上げる予定でございますので、よろしくお願いいたしま

す。

今後とも、議員の皆様方におかれましては、一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。

日程第 4 第 17 号議案 「公平委員の選任について」を議題とします。提案理由

の説明を求めます。森事務局長。

第 17 号議案をご説明いたします。議案の 1 ページをお開きください。

『第 17 号議案』公平委員の選任について。

宗像地区事務組合公平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 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

住所 宗像市土穴一丁目 1 番 3 号。

氏名 天 野 一 ニ（あまの いちじ）。

生年月日 昭和 7年 4 月 5 日。

提案理由。

宗像地区事務組合公平委員会委員として選任することについて、地方公務員法

（昭和 25 年法律第 261 号）第 9条の 2第 2 項の規定に基づき、議会の同意を求め

るものである。

参考資料としまして、略歴を掲載しています。
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森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

(略歴)

平成 7年 9月13日 宗像市公平委員会委員就任。

平成 8年12月24日 宗像市公平委員会委員就任。

平成12年 8月17日 宗像市公平委員会委員長就任。

平成15年 5月23日 宗像市公平委員会委員長就任。

平成17年 5月22日 宗像市公平委員会委員長任期満了。

平成19年11月 1日 宗像地区事務組合公平委員会委員長就任。

10 月末で任期満了となります。以上説明を終わります。

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。

本案は、人事案件でありますので、討論は省略いたします。

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 17 号議案は、原案のとおり同意されました。

日程第5 第 18号議案 「宗像地区事務組合水道給水条例の一部を改正する条

例について」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 18 号議案をご説明いたします。議案の 2-1 ページをお開きください。

『第 18 号議案』宗像地区事務組合水道給水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 10 月 17 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由。

宗像地区事務組合水道料金について、宗像地域と福津地域の水道料金体系を

統一し、平成 24 年 4 月 1 日から改正することに伴い、宗像地区事務組合水道給水

条例の一部を改正する必要が生じたので、条例案を提出するものである。

本日2枚の料金改定資料を配布していると思います。1枚は料金改定前後の水道

使用料ごとの料金改定の前後の比較表でございます。もう1枚は、福岡県現在の水
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森事務局長

田中議長

吉田議員

田中議長

矢冨課長

田中議長

道事業体との比較表でございます。よろしくお願いいたします。

新旧対照表で、ご説明いたします。2-3ページをお開き下さい。

第28条の改正につきましては、「宗像市及び福津市料金」の「水道使用料及び水

道メータ使用料」を統一するための改正となっており、28条第1項第1号及び第2号を

削除するものでございます。

第30条第1項2号については、用途を一般用、臨時用になるため、実質的な用途

別がなくなることから削除するものでございます。

第31条の第2項についても同様でございます。

続きまして、2-4ページから2-9ページについては、水道使用料と水道メータ使用

料の宗像市分及び福津市分の料金の新旧対照表となっております。

料金体系については、より安価で水量段階が少ない、福津市の水道料金体系を

基本とし、引き続き基本水量付の二部料金制（基本料金、超過料金）としました。

超過料金については、現行どおり、使用した水の量が多くなるほど料金が段階的

に高くなる、逓増従量料金制を採用しております。

用途を一般用、臨時用に統一して、簡便な料金設定としたため、実質的には用

途別がなくなることとなりました。

メータ使用料についても、より安価な福津市の水道料金体系を基本に設定するこ

ととしました。その結果、料金改定率は、7.66％の値下げとなりました。

2-2ページに戻っていただいて、附則の欄でございます。

附則の「施行期日」ですが、「平成24年4月1日」からとしていますが、第2項に、経

過措置として、平成24年5月分として徴収する水道料金から適用することとし、同年4

月分として徴収する水道料金までは、改正前の料金で徴収することになります。以

上でございます。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

吉田議員、どうぞ。

改訂することによって、どれくらいの料金が下がって、全体収入にどれくらい影響

があるのですか。

矢冨課長、どうぞ。

前回、9 月の全協の時にもご説明させていただいたと思うのですが、実質、約

195,000,000 円程度の減額収入という形にはなります。

吉田議員、よろしいですか。
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吉田議員

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

田中議長

田中議長

はい。

他にございませんか。

石橋議員、どうぞ。

先程、水道メータ使用料が書いてあるのですが、平均的な一般家庭で具体的に

は 1 ヶ月どの程度現状でなっていて、そして変更することでどの程度になるのか。福

津市基準ということですが、両市の状況を教えてください。

森事務局長。

先程、資料の説明をしましたけれども、料金改定資料の 1 枚目開けてもらえます

か。平均的な家庭といいますか、使用水量 20 ㎥ としまして、宗像市 4,200 円、福津

市では家事用で 4,150 円。これが改訂後には、右の一番端に書いています 3,900

円ですね。宗像市で言えば 300 円、福津市で言えば 250 円下がります。

石橋議員。

市民の皆さんに、ご紹介するのに聞いているのですが、使用水量というのは平均

的な家庭では、一般家庭で 20 ㎥ なのですか。

森事務局長。

先程説明いたしましたように、平均的な使用量という数字を持っておりません。だ

いたいうちの使用水量を見た場合、20 ㎥ から 30 ㎥ の間ではないかといったところで

20 ㎥ で説明をいたしました。

よろしいですか。他にありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 18 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

森事務局長

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 18 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 6 第 19号議案 「平成 22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。森事務局長。

第 19 号議案をご説明いたします。議案の 3 ページをお開きください。

『第19号議案』平成22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

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3項の規定により、平成 22年

度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。

平成 23年 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

お手元の決算書の 2ページ、3 ページをお開きください。

22年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額1,500,890,000円に対しまして、

収入済額が 1,465,744,163 円で、予算現額と収入済額との比較で 35,145,837 円の

減となっております。

4ページ、5ページの歳出では、予算現額1,500,890,000円に対しまして、支出済

額が 1,438,264,050、円で、不用額が 62,625,950 円となっております。

歳入歳出差引額は 27,480,113 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 款の分担金及び負担金は、当初予算に 35,290,000

円を増額補正し、予算額と同額の 1,353,896,000 円の収入となっております。

内容といたしましては、総務費負担金が 24,829,000 円、衛生費負担金が

137,034,000 円、消防費負担金が 1,192,033,000 円となっております。

衛生費負担金の減額補正額については、平成21年度決算剰余金の予算増を調

整したものでございます。消防費負担金の増は、地方交付税の確定に伴うものでご

ざいます。

総務費等目的別負担金ごとの両市の負担額については、備考欄に記載のとおり

でございます。

4 款 財産収入は、全額、財政調整基金利子収入となっています。
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森事務局長 5 款 繰入金は、財政調整基金から 50,845,139 円の繰入れをしております。

財政調整基金繰入金の減額補正額については、消防負担金（交付税確定によ

る）の増により、財政調整基金の取り崩しを減額したものでございます。

続いて 8 ページ、9 ページをお開きください。

8 款 組合債は、水槽付消防ポンプ自動車の更新に伴う財源として、22,800,000

円を借入しております。

続きまして 10 ページ、11 ページをお開きください。

歳出につきまして、ご説明申し上げます。

1 款 議会費では、予算現額 2,331,000 円に対しまして、支出済額は、2,094,903

円でございます。

主な支出内容といたしまして、2 年毎に実施している議員視察研修費 945,900 円

を支出しております。

1 款 総務費は、予算現額 30,664,000 円に対しまして、支出済額は、28,323,533

円でございます。

主な支出内容といたしまして、1項1目の一般管理費では、11ページの19節 負

担金補助及び交付金で、派遣職員（事務局長分）の人件費相当である総務関係負

担金 10,621,176 円を支出しております。

続きまして 14 ページ、15 ページをお開きください

4款 衛生費 2項 清掃費 1目し尿処理場費は、予算現額155,265,000円に対

しまして、144,093,538 円を支出しております。

主な支出内容といたしまして、職員2名分の人件費が20,375,673円、し尿処理施

設管理委託料 47,775,000 千円を支出しております。

不要額の11,171,462円の主なものといたしましては、需用費及び委託料が約500

万円の不用となっております。需用費では、薬品代の不用額が約250万円と電気代

の不用額が約 300 万円 委託料では、し尿処理施設保守点検料の不用額が約 400

万円となっております。

次に、16 ページ、17 ページをお開きください。

5 款 消防費 1 項 1 目 常備消防費は、予算現額 1,273,331,000 円に対しまし

て、支出済額は、1、232,580,094 円でございます。

主な支出内容としましては、まず、19 ページ備考欄になりますが、職員 134 名及

び再任用職員等 5 名分の人件費相当が 1、072,811,417 円の支出となっておりま

す。

それから、25 ページの備考欄になりますが、消防車両（水槽付消防ポンプ車）の

更新費用が 29,409,555 円、通信設備保守点検料のうち、高機能消防指令センター

保守代が 13,314,000 円、通信システム改修工事のうち、位置情報通知装置改修工
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森事務局長

田中議長

事 5,932,500 円などを支出しております。

戻っていただきまして 17 ページをお開きください。

次に、主な不用額の説明をいたします。

2節 給料の10,863,443円は、人事院勧告による減、休職者1名、中途退職者1

名分の減などによるものです。

3節 職員手当の16,928,352円は、給料と同じく、人事院勧告による減、休職者1

名、中途退職者 1名分の減などが主な原因によるものです。

4 節 共済費 1,786,788 円は、給料月額の減によるものなどによるものです。

11節 需用費3,063,233円につきましては、主に光熱水費1,911,851円の執行残

によるもので、これは節電対策等省エネ効果によるものです。

12節 役務費1,041,382円は、電話使用節約などによる執行残631,967円が主な

ものです。

13 節 委託料 1,242,532 円は、特質するものはなく、細節の合計での執行残とな

っています。

15 節 工事請負費 1,692,539 円は、庁舎改修工事の入札執行残 1,223,739 円が

主なものとなっております。

続きまして 26 ページ、27 ページをお開きください。

6款 公債費は、地方債の元利償還金として、3,117 万 1,982 円を支出しておりま

す。

29 ページ、30 ページをお開きください。

財産に関する調書ですが、土地及び建物については、決算年度中の増減は、あ

っておりません。

次に 31 ページをお開きください。

物品ですが、水槽付消防ポンプ自動車の増 1、減 1 につきましては、消防ポンプ

車の更新によるものです。

基金につきましては、財政調整基金の平成 21 年度末現在額、22 年度の増減

額、22 年度末現在額を消防、自治、清掃ごとに掲載しております。ご参照ください。

以上で一般会計決算の説明を終わります。なお、別に提出いたしております決算

に係る主要な施策の成果報告書の内容につきましては、説明を省略させていただき

ますが、決算書と併せてご参照いただきまして、ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。

ここで、監査委員の決算審査報告を一括でお願いします。

青栁監査委員。
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青柳監査委員 それでは宗像地区事務組合の決算審査についてご報告申し上げます。

資料に基づきまして一枚目をお繰りいただきたいと思います。

平成 23 年 9 月１日付をもちまして、組合長の方に私と岩城監査委員とで決算審

査をしました。その結果報告を提出しておりますのでそれの朗読により、報告とさせ

ていただきます。

平成 22 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 233 条第 2 項の規定に基づき審査

に付された平成 22 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。

1 ページをお願いいたします。

平成 22 年度宗像地区事務組合歳入歳出決算審査意見。

Ⅰ審査の対象。

（１）平成 22 年度一般会計歳入歳出決算。

（２）平成 22 年度急患センター事業特別会計歳入歳出決算。

（３）平成 22 年度大島簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。

（４）平成 22 年度本木簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。

（５）平成 22 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 22 年度一般会計・特別会計実質収支に関する調書。

（７）平成 22 年度財産に関する調書。

以上を審査の対象としております。

Ⅱ審査年月日。

平成 23年 7 月 27 日から平成 23年 8 月 25 日までさせていただきました。

Ⅲ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を行い実施

いたしました。

Ⅳ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ております。

審査の結果の詳細は以下のとおりでございます。

なお、総括以下につきましては決算書から抜粋された数字であり、また平成 21 年

度決算と比較しました表を添付いたしておりますので、後でご覧いただきたいという
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青柳監査委員 ふうに思っております。説明は省かせていただきます。

続きまして 8ページをお願いいたします。

むすびといたしまして、以上が、平成 22 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る。

一般会計における主な事業は、消防本部庁舎及び福間分署庁舎の耐震補強・

改修工事、水槽付消防ポンプ自動車の更新事業の 2 点であった。更新した水槽付

消防ポンプ自動車は、平成 3 年度に配置し、18 年経過したものであった。

急患センター事業特別会計においては、急患センター受診者数が前年度に比べ

16.4％の減であり、前年度は新型インフルエンザが流行したためであった。

簡易水道事業特別会計（大島・本木）については、平成 22 年度に上水道事業の

統合と併せて、関係市から引継いだが、財源の多くを関係市からの繰入金に委ねて

おり経営的に厳しい状態である。今後は、効率・効果的な事務運営により、徹底した

経費削減はもとより、地域内住民が安全で安心して給水サービスを享受できる環境

づくりに努められたい。

平成19年度の一部事務組合の統合から4年が経過し、平成22年 4月には水道

事業が統合されました。

組合では、総合経営システムの導入、あるいは行財改革の推進など効率的な行

財政基盤の確立に向けた取り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。

組合の業務は、より多岐にわたることとなったが、今後においても、全職員が組合

のあるべき姿、水道事業の統合目的を再確認し、効率・効果的な事務運営により、

徹底した経費の削減はもとより、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。

続きまして一括ということでございますので次の水道事業会計に係る意見を併せ

てご報告申し上げたいと思います。

まず 1 ページをお開きいただきたいと思います。

平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算審査意見。

審査の対象。

平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算。

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。
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青柳監査委員 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。

審査の期間。

平成 23年 7 月 27 日から平成 23年 8 月 25 日まで。

審査の結果。

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。

概要以下につきましては決算書からの抜粋でございますので、後でご覧いただき

たいと思います。

それでは 9ページをお願いいたします。むすびでございます。

当年度の収益的収支決算は、総収益 2,644,955,000 円に対し総費用

2,053,306,000 円で、591,649,000 円の純利益が生じた。

総収益は、営業収益が 2,519,368,000 円、営業外収益は 125,587,000 円となり、

総費用では、営業費用が1,906,485,000円、営業外費用は142,399,000円、特別損

失が 4,422,000 円となった。

この結果は平成22年4月1日から宗像市と福津市が行っていた末端給水事業を

統合し、新たな事業体としてスタートしているため、単純に旧3団体の前年度決算額

合計との対比は出来ないが、職員数の適正化、コスト縮減化が図られたことにより、

経営的に大きな成果をあげたものと考えられる。

今後は、事業統合により得られた国庫補助事業を最大限に活用し、水源などの

効率的運用や施設の統廃合を促進し、質の高い給水サービスを提供し続けるため

の経営基盤を確立させることを望むものである。

水道料金については、平成 24 年 4 月使用分より改定する予定とのことであるが、

現在は複数の料金体系が存在していることから、早期改定は大変望ましいことだと

考える。ただし、改定にあたっては低廉化を図りつつ、経営の安定化と健全な財政

の維持が確保された内容となるよう充分に検証されることを望む。

なお、収納率については、期限内納付者との公平性を考慮して、今後も効率・効

果的な方法により徴収に力を注ぎ、より一層の向上に努められたい。

続きまして最後から 2 枚目のところに経営健全化につきましての審査意見をつけ

ておりますのでその分についても朗読させていただきます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条

第 1 項の規定により、審査に付された平成 22 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について、下記のとおり意見を提出

します。
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青柳監査委員

田中議長

田中議長

永島議員

田中議長

永島議員

田中議長

森事務局長

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、適正に作成されているかどうかを主眼として実施し

た。

審査の結果。

審査に付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

は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

以上で決算審査に対する意見の報告を終わらせていただきます。

はい、ありがとうございました。

それでは、ただ今の決算審査報告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。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから先程説明がありました宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算につい

ての第 19 号議案の質疑に入ります。19 号議案の質疑ございませんか。

はい。

永島議員、どうぞ。

16 ページの消防費でございますけど、不用額が先程森事務局長の方から説明を

受けましたけれども、補正予算が6,855,000円、それから予備費流用費が1,900,000

円ということで約 9,000,000 円ほど補正流用されておりますけども、それにもかかわら

ず40,000,000円ほどの不用額が生じたということで、経費節減に努力されたことがあ

ると思うのですけども、安易に補正されて予備費を流用されたのではないのかなとい

うふうに思われるのですが、これはここだけじゃなくて全体的にですね、補正があっ

て流用があって不用額が生じておるということで、当初予算のままだったらこの不用

額がいらなかったのではないだろうかと思うのですが、その点についてお伺いしたい

と思いますが。

はい、森事務局長。

ただ今のご質問に対してお答えいたします。

基本的には人事院勧告が事前にわかっておりましたので、2 月の議会で本来は

補正予算で計上すべきところではございますが、はっきり申しまして今回、いわゆる
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

吉田議員

田中議長

中野係長

田中議長

吉田議員

田中議長

中野係長

田中議長

吉田議員

失念しておりました。

永島議員、よろしいですか。

はい、いいです。

他に質疑ございませんか。

吉田議員、どうぞ。

7 ページの歳入のところですが、総務使用料のところですが、予算と決算で差が

出ております。会議室の使用料と自動販売機の手数料ということでしょうが、どちらの

方にどれだけの差、会議室でしょうか、それとも自動販売機の方が売れなかったの

かということとどちらでしょうか。

どなたかいいですか。

経営係長の中野と申します。

会議室の当初予算に対しまして、会議室の収入の方が少なかったということであり

ます。

吉田議員。

はい、わかりました。

じゃあ、自動販売機は、私は宗像市の方にも提案したのですが、自動販売機の

設置の仕方はどのような収入方法をとられていますか。

はい、いいですか。

自動販売機につきましては、行政財産使用料条例を制定いたしまして、設置面

積に対する使用料と電気代に通常料金をもらうようにして収入にしております。以上

であります。

はい、吉田議員。

条例は、今ですね固有財産は条例どおりでなくてですね、公募でもできるわけで

すよ、自動販売機。場所によってはですね自動販売機を 1 台置くのに 1 年で、宗像

市の場合でも 1 年で何百円しかかからない、もらえないところもあるんですよ。

その条例どうりでいけばですね、㎡数でそれで、やはり公募をしてですね、業者を

選定されて、1 円でも多く収入を得るようにしていただきたいが、いかがでしょうか。
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田中議長

森事務局長

田中議長

吉田議員

田中議長

門脇消防長

これは、森事務局長。

宗像市が現在取り組んでおります、いわゆる料金は基本的に高めを設定しまし

て、いわゆる市の収入ということでたしかに取り組んでおると思います。

今ここでやっているのは、利用者中心ということで、ある程度職員中心という、あま

り多くの人が来られませんので、職員中心ということで料金そのもの、料金といいま

すか、販売価格を下げるという方法でやっております。

今議員から指摘のありました件については、市民の方からもそういうご要望があっ

ておりますので、現在検討しております。ただ市民の多くの利用がないということがご

ざいまして、宗像市が現在行っているような方法ができるかは、よく検討してみないと

わからないところでございます。以上でございます。

吉田議員。

福祉の観点でいうことで職員の福利厚生であろうと思いますので、そこは検討され

てお願いしたいと思います。

続いてですね、23 ページこれは消防の方におたずねしたいのですが。

下の方から 11 番目 0202 という数字のところがあるのですが、住宅用の火災報知

器、これが今どれくらい設置されてですね、そして設置をされたところ、例えば火事

が起こった時に、設置をしたために未然に防げたとか、ボヤですんだとかそういうこと

はわかりましたか。お願いします。

いいですか、門脇消防長。

消防本部消防長門脇でございます。今の質問にお答えしたいと思います。

まず設置率につきましては、今年度をもちまして第 3 回目の設置率普及調査をし

ております。これはあくまでも宗像地区内の 700 世帯にランダムに調査しまして、そ

の回収率がだいたい 40％です。その中で最新ですけど、今年の場合で 70.4％、

70％ちょっと越したくらいで少しずつ上がってきております。設置率は。

ただあくまでも抽出ですので、例えばコミュニティ単位で3件の所にすると、100世

帯あってそのうちの 3 件をピックアップしてもらって、3 件がたまたまついとったら

100％になります。ただそういうことがありますけども、統計上は、だいたいそういうよう

な形で役70％を越すと。あと奏功事例でございますけども、実は23年度中にすでに

2 件ほどございまして 1 件は料理中ということで、もう 1 件は長電話中ということで、1

件は家の中の方が気づいて、もう 1 件は外の方が気づいて、音にですね、そういうこ

とで奏功事例も出ております。それにつきましては 11月頭のですね、各地区の回覧

版の方に、今行政の方にお願いしてチラシを配って、その中にも奏功事例を入れさ

せていただいて普及啓発に努めるところでございます。以上です。
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田中議長

吉田議員

田中議長

石橋議員

田中議長

森事務局長

田中議長

門脇消防長

吉田議員。

2 件が未然に防げたということでありがたいということですが、岬地区もですねコミ

ュニティを単位にやはり設置をしたんですよ。コミュニティが一括して購入したら安く

なるということで。そういうことで今後もしっかり啓発をしていただきたいと思います。

石橋議員。

まず、この決算書なんですけれども、備考欄が非常に見にくいですね、この一般

会計の決算書だけがですね。備考欄が説明のところと、その下のトータルしていると

ころとすぐ下に説明があるんですけど、同じ金額が書いてあるのでその内容かなと

思うんですが、もう少し分かりやすくですね、この説明の欄がもうひとつ、もう 1 字下

げるとかですね、なんか工夫をしていただきたいなと思うのが1点あります。その件が

いかがでしょうか。

それから消防費のところ、さきほど永島議員もやりましたけれども、すごく流用が多

いですよね。これはちょっと当初予算からは想定できないことでこういう風になるので

しょうか。この内容についてお願いします。

森事務局長。

1点目について私の方から。これは議会がはじまる前に、ちょっと職員と話をしたこ

となんですけど、備考欄が非常に見にくいと、今議員がおっしゃられましたように１行

下げるということも含めまして、消防も各課ごとになっております。

例えば節が報酬から原材料費という風にございますけれども、この内容も十分に

分からないような感じになっております。これは十分検討いたしまして改正したいと

考えております。以上です。

流用関係は。

はい、門脇消防長。

はい、今お尋ねの分については、まずたぶん 17 ページの流用の分だと思いま

す。それでよろしかったですか。

特にこれは、当初予定されていないものの分も、ある意味かき集めてそちらに回し

たということになりますが、その案件につきましては、まず 1 点は広域化嘱託職員の

報酬の関係です。消防の広域化がございます。その関係が一つ。それとすでにご承

知のように 3 月 11 日の緊急消防援助隊として、想定されていない職員の派遣を福

岡県隊として消防車、救急車、2台7名派遣しております。それが約4日間の分がご

ざいまして、その総トータルを含めましてそのような形で、細かいところから想定して

いませんでしたので、やむを得ず流用させていただいたものでございます。以上で
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門脇消防長

田中議長

石橋議員

田中議長

石橋議員

田中議長

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

す。

石橋議員、よろしいですか。

はい、わかりました。

他に質疑ございますか。

もう一つよろしいですか。

石橋議員どうぞ。

21 ページですけれども和解金の 2,000,000 円ですかね、和解金と下にありますよ

ね。この内容はどういうことでしょうか。

門脇消防長。

はい、お答えさせていただきます。これにつきましては、21 年度末をもって退職し

た職員の方から再任用の申し出がございました。その件につきまして民事訴訟提訴

されまして、それが双方の社会情勢等を含めて和解という形で処理させていただい

た分の和解金としての 2,000,000 円でございます。以上でございます。

よろしいですかね、これ説明が前にあったと思いますが。

よろしいですか。

他に質疑ございますか。

（異議なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 19 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）



17

田中議長

田中議長

森事務局長

全員賛成でございます。

よって、第 19 号議案は、原案のとおり認定されました。

日程第 7 第 20 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。森事務局長。

第 20 号議案をご説明いたします。議案の 4 ページをお開きください。

『第 20 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歳入

歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 57 号）第 233 条第 3項の規定により、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歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。

平成 23年 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。

2 ページ、3 ページをお開きください。

22 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 248,581，000 円に対しまして、

収入済額が 274,582,266 円で、予算現額と収入済額との比較で、26,001,266 円の

増となっております。

4 ページ、5 ページをお開きください。

歳出では、予算現額 248,581,000 円に対しまして、支出済額が 229,862,288 円

で、不用額が 18,718,712 円となっております。

歳入歳出差引額は 44,719,978 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 款の診療収入は、当初予算に、診療報酬額の改定

により、11,100,000 円を増額補正し、170,100,000 円の予算額に対し、196,182,425

円の収入となっております。

2 款 分担金及び負担金は、52,460,000 円で前年度と同額の収入となっておりま

す。両市の負担額につきましては、備考欄に記載のとおりでございます。

4 款 繰越金は、25,934,372 円の収入となっております。

8 ページ、9 ページをお開きください。

歳出につきまして、ご説明申し上げます。

主な支出内容といたしまして、1款 急患センター運営費、1項、1目、13節 委託
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

中野係長

田中議長

石橋議員

料ですが、支出済額の 210,656,838 円は、全額急患センター運営業務委託料とな

っております。不用額の 5,621,162 円につきましては、委託料の精算を行い、主に

医師及び看護師等の人件費並びに薬品代が不用となったものです。

2 款 公債費の支出済額 14,401,060 円は、地方債の元利償還金でございます。

以上で、急患センター事業特別会計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。 質疑ございませんか。

はい、永島議員どうぞ。

ちょっと教えていただきたいのですが、6 ページのですね当初の補正予算に

11,100,000 円を補正して、収入済額が 196,182,425 円ということで、予算減額

170,100,000 円といったら 26,000,000 円ほど増えているわけですね。補正でなぜそ

の26,000,000円ぐらい20,000,000円ぐらいが増額ができなかったのか、あまりちょっ

と太すぎるのではないか。11,000,000 円しか補正してないのに収入済額が

196,182,425 円予算減額よりも 26,000,000 円増えていますよね。これの理由を教え

てください。

どなたが答弁されますか。

経営係長の中野と申します。

ご説明いたします。当初の補正予算につきましては、22年の4月1日で診療報酬

の改定があっておるんですが、その時の試算では1,500円掛ける7,400人の受診者

を予定しておりまして、それで11,100,000円の増額補正を行っています。ただ、いい

訳みたいになるんですけど 2 月、3 月にインフルエンザが流行りまして、受診者数が

増えた関係もありましてそれで少し増額になったような訳であります。

永島議員、よろしいですか。

他に、質疑ございますか。石橋議員どうぞ。

決算審査意見書の 4 ページにですね、負担金収入の状況が増減額、前年度の

負担金の増減額が丁度同じ金額でプラスマイナスになっているのですけども、この

理由というか内容を教えていただきたいのが 1 点と、それから決算に係る主要な施

策の追加報告書の 11 ページに市町村別の患者数があります。これを見ますと一番

多いのは宗像市の51.4％の利用率ですね、福津市が18.5％、古賀市が12.9％とい

うことで 3 番目にきている古賀市が 12.9％ということは非常に高い率になっているの

ですけども、このことに関して古賀市にはこの状況をどのように知らせているのでしょ

うか。そしてそれに対して古賀市の対応はどのようになっているのでしょうか。
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田中議長

小山組合長

田中議長

中野係長

田中議長

石橋議員

中野係長

田中議長

末吉議員

後の方は小山組合長の方からどうぞ。

古賀市に対しましてはですね、再三申し上げております。ただちょっとタイミングが

悪かったのは、市長選挙で市長さんが交代しましてですね、新しい市長さんに申し

上げていることは申し上げている訳ではありますが、もうしばらく検討する時間をいた

だきたいということでございまして、谷井副組合長と一緒に古賀の前市長さんの時代

から1割を超しているじゃないかと、もう少し経常費負担金を若干考えてもらいたいと

いうことを、申し上げてきたところでございます。以上です。

負担金の関係は。中野係長、どうぞ。

負担金につきましては、再前年度上げていないということなんですけど、20 年度く

らいから負担金は上げないと財政当局との話で、負担金はなるべく軽減する様な形

で、余った分についてはちょっと基金の方に積んだりしております。以上です。

石橋議員。

小山組合長からいただきましたけど、この頃の話ではないですね。ずっとこの状態

は何年も続いている現状ではないかと思うんですよね。市長さんが変わられたという

こともありますけど、いつまでにこうしていただきたいとの返答もしっかりとお願いした

いと思います。それから今の答弁は、私そういうことは言ってないですけど、ちょうど

ですね福津市と宗像市が増減が同じ金額なんですよ。だからこれはどういう内容で

しょうかと言ったんですよ。4ページにこの決算審査意見書の4ページの表-5です。

増減額の105,000 円と増が 105,000 円と減の 105,000 円の理由だと思うのですけ

ど、負担金の歳出根拠というのは、2・4・4となっておりまして、均等割が2割、人口割

が 4 割、4 割が受診者数となっておりますので、その前年の受診者数の変更によっ

て、総額は変わらないのですけど宗像が増えたり、福津が増えたりしますので同額と

なっております。

よろしいですかね。

他に質疑ございますか。末吉議員、どうぞ。

1点は9ページで、急患センターの委託料がですね、当初予算で216,278,000円

に対して、支出済額が210,656，000円ですね。不用額が5,621,100円生まれている

のですよ。これはおそらく管理委託料だろうと思いますが、こういう委託契約というの

は、年度当初、契約等を結ばれて、掲載されると思うのですが、金額が5,600,000円

も不用額が出ている理由についてお伺いしたい。

それと、今年度ですか、急患センター記念式典が開催されまして、久留米大学及
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末吉議員

田中議長

小山組合長

田中議長

末吉議員

田中議長

中野経営係長

田中議長

田中議長

び九州大学のそれぞれ研究室の先生方の長いご人力とかご協力のもとに、急患セ

ンターが維持してこれたということをつくづく感じたのですが、そういう意味では事務

組合で急患センターを維持しているのですけれども、これから先の急患センターに

おけるドクターの質の確保という意味で、何等かの当該大学病院あるいは研究室に

対する協力といいますか、例えば、子どもさんの新たな疾病に対する研究費の一部

を自治体でさせていただくとかですね、そういう結びつきの中でドクターの質を将来

においても確保していく必要があるのではないかとは思うのですが、その辺はどうい

うふうに考えておられますか。その 2点。

組合長よろしいですか。組合長。

委託料が、これは医師会の大変なご努力によって 5,000,000 円を超す不用額が

出たのだというふうに思っています。医師会としましては、急患センターで働いてい

ただける医師の方に、他の公的な病院と同等の賃金といいますか、それを将来払い

たいということは、既に私どもの方には言われていることでありまして、各大学への協

力金とは別個に、今当面そうしたことを早急に検討しないといけないということでござ

いますので、出来るだけいい医師を宗像の急患センターに採るためには、他の病院

等との賃金の格差というものを少なくしたいと、今考えているところでございます。

よろしいですか。

委託料の減額については。不用額。

どちらが、どうぞ。

別紙に、急患センターの決算についての 4 枚目の 8ページ 9 ページの一番下に

記載しております。不用額 5,621,162 円は、医師及び看護師の人件費及び薬品代

が不要になったものということで掲載しております。こちらにつきましては、急患セン

ターの方で医師と看護師の算出をやってありますが、22 年度につきましてはこれほ

どいらなかったので、精算いたしまして急患センターの方から返金していただいてお

ります。以上です。

他に質疑ございますか。よろしいですか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 20 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 20 号議案は、原案のとおり認定されました。

ここで暫時休憩とします。再開を 14 時 50 分からといたします。

日程第8 第21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。森事務局長。

第 21 号議案をご説明いたします。議案の 5 ページをお願いいたします。

『第21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歳入

歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3項の規定により、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歳入歳出決算を別紙監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 23年 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。2 ページ、3 ページをお開きくださ

い。

22 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 27,730,000 円に対しまして、収

入済額が25,917,948円で、予算現額と収入済額との比較で1,812,052円の減となっ

ております。

4 ページ、5 ページの歳出では、予算現額 27,730,000 円に対しまして、支出済額

が 25,880,308 円で、不用額が 1,849,692 円となっております。歳入歳出差引額は

37,640 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、15,984,635 円の調定に対して、

収入は現年度分が14,020,220円で、過年度分が474,723円、計14,494,943円でご
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森事務局長

田中議長

永島議員

田中議長

矢冨営業課長

ざいました。

ただし、この収入済額には 1,410 円の還付未済額が含まれておりますので、収入

未済額については、現年度分、199,940 円、過年度分 1,291,162 円、合計で

1,491,102 円となっています。

2 款 分担金及び負担金は、収入済額が 1,522,000 円となっております。内容は

水道利用加入金でございます。

3 款 繰入金 8,569,624 円は、赤字補填として、宗像市から繰入したものです。

5 款 諸収入 1,331,381 円は、大島簡易水道事業を宗像市から引継いだ際の剰

余金を雑入として受け入れたものでございます。

次に、歳出につきまして、ご説明申し上げます。

8 ページ、9 ページをお開きください。

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、3,679,291

円で、内訳は通信運搬費 870,316 円、水質検査等の手数料で 2,801,775 円、賠償

保険料として 7,200 円でございます。

13節 委託料は、支出済額が9,515,790円で、主な内訳は、施設管理委託料とし

て 8,190,000 円、配給水管等の修理業務委託料 1,034,250 円でございます。

次に、2 款 1 項 1 目、簡易水道事業費、13 節 委託料は、支出済額が 5,899,950

円で、内訳は、変更認可申請書作成業務等で 5,355,000 円、配管図整備業務とし

て 544,950 円でございます。

3 款 公債費の支出済額 3,727,987 円は、企業債にかかる償還金及び利子でご

ざいます。以上で大島簡易水道事業特別会計決算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。

これより一括で質疑をお受けいたします。質疑ございませんか。

永島議員、どうぞ。

歳入の件で、収入済額が 14,494,900 円。収入未済額が 1,490,102 円。これは現

年度分、過年度分含めてでしょうが、約 1 割が収入未済額ですよね。徴収方法はど

ういうふうにされておられるのか、現年度分、過年度分について教えてください。

どなたか答弁できますか。矢冨課長。

調定で収入の内容説明ということでございますが、この分につきましては、滞納分

につきましては、2 ヶ月滞納した分について停水をかけて、調定を行っています。

実質、決算参考資料の方になるのですが、これが 13 ページの方に、大島簡易水道

事業の料金収納状況というところを見てください。現年度、過年度分の収入状況と

収納率について記載させていただいています。

現年分につきましては 98.6％、過年度分につきましては 26.9％となっております
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矢冨営業課長

田中議長

永島議員

田中議長

矢冨課長

田中議長

永島議員

矢冨課長

永島議員

田中議長

谷井副組合長

田中議長

けれども、こちらの方で収入未済額が過年度分で、1,290,000円という収入未済額が

計上されています。それの大きなものといたしましては、大島にございましたさざなみ

館、こちらの分の未済額が 1,100,000 円ほどございます。ほとんどがこの部分という

形になっております。この分につきましては、現在、さざなみ館は閉鎖されている状

況でございますので、収入については今後出来ない形にはなってくると考えており

ます。

永島議員。

1,100,000 円ほどのさざなみ館に滞納があるということですが、来年度不納欠損で

あげられる予定なのですか。この 1,100,000 円を。取れないということになればどうい

うことでしょう。

矢冨課長。

本年度、さざなみ館分については、不納欠損という形であげざるをえないのかなと

考えています。

いいですか。

もう少し詳しく説明をお願いします。

金額につきましては、先程言いましたように 1,100,000 円でございます。この分に

つきましては今、清算をしてみないと金額的なもの、どれくらいの不納欠損になるか

分からない状況でありますので、今、議員さんから詳しい説明をと言われましたが、

そこら辺の事につきましては、債務者が清算をしていただかないと、金額的なものが

どの位の不納欠損になるか、今の現段階ではお答えできないと思っています。

谷井市長にでも詳しく説明していただかないと。

谷井市長。

さざなみ館の件につきましては、指定管理をかけた中で経営が行き詰まりました。

破産したということで現在清算の整理をやってきたところです。それによって水道料

金、漁業組合も売掛金があります。弁護士を通しましてやっております中で、一定整

理が付きましたので、そうなりますと、先程からの水道料金がいくら帰ってくるのかと

いうことによりまして不納欠損額が決まります。

他に質疑ございませんか。
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田中議長

石橋議員

田中議長

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

田中議長

田中議長

森事務局長

石橋議員、どうぞ。

6 ページ 7 ページの所ですが、歳入の負担金で、水道利用加入金が 1,522,000

円ということで、これは新たに加入された件数はどのくらいなのでしょうか。1件に対し

ていくらでどの程度新たな加入が増えているのか。

施設課長。

この 1,522,000 円の内訳は、一つは「うみんぐ」が 40 ミリを引いておりまして、40 ミ

リの水道加入金が 1,417,000 円、それともうひとつは、13 ㎜が 1 件出ておりまして、

それが 105,000 円で足したら 1,522,000 円になります。

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）

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 21 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 21 号議案は、原案のとおり認定されました。

日程第9 第22号議案「平成22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。森事務局長。

第 22 号議案をご説明いたします。議案の 6 ページをお願いします。
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森事務局長 『第22号議案』平成22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

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3項の規定により、平成 22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を別紙監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 23年 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。2 ページ 3 ページをお開きくださ

い。

22年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額5,761,000円に対しまして、収入

済額が 5,108,327 円で、予算現額と収入済額との比較で 652,673 円の減となってお

ります。

4 ページ 5 ページをお願いします。

歳出では、予算現額 5,761,000 円に対しまして、支出済額が 5,107,657 円で、不

用額が 653,343 円生じております。

歳入歳出差引額は 670 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、1,72,090 円の調定に対して、収

入は現年度分が1,612,440円で、過年度分が103,310円、計1,715,750円でござい

ました。収入未済額については、現年度分、3,840 円、過年度分 500 円、合計で

4,340 円となっています。

2 款 分担金及び負担金は、収入済額が 105,000 円となっております。

3 款 繰入金 2,569,810 円は、赤字補填として、福津市から繰入したものです。

5 款 諸収入 717,767 円は、本木簡易水道事業を福津市から引継いだ際の剰余

金を雑入として受け入れたものでございます。

次に歳出につきまして、ご説明申し上げます。8 ページ 9 ページをお開き願いま

す。

1 款 1 項 1 目、簡易水道管理費、11 節 需要費ですが、支出済額は、1,481,522

円で、主な内訳は配給水管等の修繕費 1,338,001 円でございます。

12 節 役務費は支出済額が 1,205,945 円で、水質検査等の手数料 1,199,645 円

が主なものでございます。

3 款 公債費の支出済額 2,235,590 円は、企業債にかかる償還金及び利子でご

ざいます。以上で、本木簡易水道事業特別会計決算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。
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田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

森事務局長

これより一括で質疑をお受けいたします。

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 22 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 22 号議案は、原案のとおり認定されました。

日程第10 第23号議案 「平成22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。森事務局長。

第 23 号議案をご説明いたします。議案の 7 ページをお開きください。

『第23号議案』平成22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

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成

22 年度宗像地区事務組合水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。

平成 23年 10 月 17 日提出。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

それでは、水道事業会計決算書の 2ページ 3 ページをお願いたします。

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。2,719,290,000 円に対しまして決算

額 2,775,839,410 円で、56,549,410 円の増となっております。

次に、事業費用につきましては、予算額、合計欄ですが、2,205,229,000円に対し

まして決算額 2,157,331,739 円で、47,897,261 円の不用額が生じております。

支出の内訳は、以下のとおりでございます。
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森事務局長 次に、4 ページ、5 ページをお開きください。

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

ますが、568,159,000円に対しまして、決算額565,688,083円で、2,470,917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は、予算額、合計欄をご覧ください、

1,867,890,000 円に対しまして、決算額 1,779,359,418 円で、翌年度繰越額が

38,921,925 円ございますので、不用額は 49,608,657 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 1,213,671,335 円

は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,451,308 円及び、過年度

分損益勘定留保資金 1,188,220,027 円にて、補てんいたしております。

次に、6 ページ、7 ページをお開きください。

平成 22 年度の損益計算書でございます。

まず、営業収益と営業費用との対比ということで、営業利益といたしましては、

612,883,684 円となっております。

次に営業外収益と営業外費用の対比といたしましては、マイナス 16,811,965 円と

いうことで、営業利益から差し引きいたしますと、経常利益といたしまして

596,071,719 円となります。

特別利益、損失は過年度損益修正損で 4,422,699 円の損失がございましたの

で、経常利益から差し引いた591,649,020円が当年度純利益としてあがってきます。

また、前年度からの繰越利益剰余金が 496,000,085 円でございますので、それを

合せて、平成 22年度未処分利益剰余金は 1,087,649,105 円ということになります。

次は 8 ページ、9 ページをお開きください。

ここは、平成 22 年度におきます剰余金の処理の計算書ということで、利益剰余金

の部では、「1.減債積立金」で前年度繰入額が 7,000,000 円でございましたので、当

年度末残高は 156,381,000 円となりました。

「2.未処分利益剰余金」は、前年度利益剰余金を 7,000,000 円減債積立金へ処

分し、当年度純利益が591,649,020円でございましたので、当年度未処分利益剰余

金は、先程報告したように 1,087,649,105 円となりました。

次の資本剰余金の部でございますが、「1.国庫補助金」で当年度発生額として、

25,250,000 円を上げております。

また、当年度処分として、平成 21 年度補助金清算に伴い、消費税及び地方消費

税相当額 499,999 円の返還を行ったものでございます。

次に「2.県補助金」のところで当年度発生額として 127,206,000 円を上げておりま

すのは、建設利息債の償還元金の 2分の 1を水道広域化事業費補助金として受け
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森事務局長 入れたものでございます。

次の剰余金処分計算書でございます。

剰余金 1,087,649,105 円は減債積立金として 30,000,000 円、また、150,000,000

円を建設改良積立金に処分いたします。

なお、建設改良積立金は、事業統合に関する協定第 8 条に規定する財政調整と

して積立を行うものでございます。従いまして処分額計 180,000,000 円を差引いた

907,649,105 円が翌年度繰越利益剰余金となっております。

10 ページ、11 ページの貸借対照表をお開きください。

まず、資産の部の固定資産の項目でございますが、有形固定資産と無形固定資

産の合計額 35,352,570,644 円に、流動資産の合計額 4,595,639,168 円、繰延勘定

の合計額 1,600,000 円を加えた、39,949,809,812 円が資産合計でございます。

負債の部でございますが、固定負債合計が 303,169,903 円、流動負債合計が

752,790,607 円で、負債合計といたしましては 1,055,960,510 円でございます。

次に資本の部でございますが、資本金合計といたしまして 16,306,292,200 円、剰

余金合計につきましては 22,587,557,102 円ということで、資本合計額は、

38,893,849,302 円であり、負債資本合計額 39,949,809,812 円となり、資産合計額と

同額となっております。

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。

「決算付属書類」総括事項につきましては、省略させていただきます。

15 ページをお開きください。

議会議決事項でございますが、これは 22 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しております。

次の行政官庁許認可事項でございますが、22 年度内において厚生労働大臣又

は福岡県知事等に対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、職員に関する事項につきましては、平成22年度末で正職員が8

人、再任用職員が2人、計10人が従事しております。なお、この人数に派遣職員数

は含まれておりません。

料金その他、供給条件の設定、変更に関する事項については、福津市域の水道

使用料のうち臨時用について料金改定を行っております。

次に、17 ページをお開きください。

建設工事、保存工事の概況ですが、工事費 10,000,000 円以上のものについて
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森事務局長 掲載しております。

18 ページの（１）業務量について、でございます。

ここでは、給水人口、配水量等について記載しておりますが、平成 22 年度は統

合初年度に当たりますので、単純に前年度対比が出来ないため、前年度欄は空欄

としております。

また、これ以降の項目につきましても同様に前年度欄は空欄といたしておりま

す。

次に、19 ページの給水収益収納状況でございますが、平成 22 年度に発生した

給水収益の状況を記載したもので、これには過年度分の状況は含まれておりませ

ん。

内容としては、2,599,122,520円の調定に対して、2,546,467,620円の収入があり、

差引きの52,654,900円が未収となりました。なお、この未収金については平成23年

9 月末現在で 7,495,660 円となっております。

20 ページにつきましては、事業費用と事業費用の構成比率を掲載したものです。

次に、21 ページの会計についてでございますが、まず、（1）の重要契約の要旨に

ついては、工事関係以外の 10,000,000 円以上の契約のもの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いて、でございますが、企業債に

ついては財務省財政融資資金等からの借入残高が平成 22 年度末において、

6,251,468,202 円ございます。一時借入については本年度中の借入は行っておりま

せん。

次に 25 ページから、収益費用の明細に、30 ページから資本的収支の明細につ

いて、節単位で計上させていただいております。内容説明については省略させて

いただきます。

34 ページ 35 ページをお開きください。

固定資産の明細書でございますが、先程、10 ページの貸借対照表で 22 年度末

の固定資産の状況は報告しましたが、この明細書は年度中に発生しました固定資

産、並びに減価償却の増減についての一覧でございます。

最後に、36 ページから、企業債の明細でございまして、借入時点の団体別、借入

先別に掲げさせていただいております。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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田中議長

永島議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

永島議員

田中議長

矢冨営業課長

田中議長

永島議員

田中議長

森事務局長

これより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。

永島議員、どうぞ。

お願いなんですけれども、できることかわかりませんけど、17 ページのですね、

10,000、000 円以上の工事の概況がございますけども、どこどこの工事がいくらという

ふうに書いてありますけども、これは業者名が書けないとですかね。地元の業者がど

ういうふうな仕事をしているのかちょっと知りたいと思うのですが、それができるかどう

か、もしできるようであれば次年度以降お願いしたいと思いますが。

矢冨営業課長。

今の永島議員さんからのご質問ですけども、17 ページの、要するに工事の概況

の欄の項目に業者さんの名前まで記載できないかというようなことですけど。これが

地方公営企業法の中で、様式こういうような形で決まっておりますので、ここに新た

な追加項目を入れる形はできないようになっておりますので、別添仕様という形にな

ればあれなんでしょうけど。この決算報告の様式上では記載は不可能だという形で

ございます。

はい、永島議員。

我々ですね、地元の業者が、どういう業者がしてあるか知りたいんですよ。で、別

添でですね、出来れば付けていただきたいと思いますが。いかがでしょうか。

矢冨営業課長。

うちの方の組合のホームページがございます。そちらの方で全部工事関係の部

分については業者名からすべて掲載しておりますので、そちらの方で確認していた

だければというふうに思いますが。

どうぞ、永島議員。

資料として提出をお願いしているのですが、できるのかできないのかですね。ホー

ムページを見なさいじゃなくて、資料で提出していいんじゃないですか。どうでしょう

か。

森事務局長。

資料として提出いたします。
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田中議長

末吉議員

田中議長

森事務局長

田中議長

石橋議員

田中議長

矢冨営業課長

末吉議員どうぞ。

17 ページの様々な工事なんですけども、入札のあり方で今、本市でも宗像市の

総務委員会で入札制度の改革について、社会状況調査を行ってるんですけど、今

全国的な自治体発注の公共工事の中で、いわゆる最低制限価格を設けてない自

治体等については非常に低価格でたたきあい、あるいはくじ引きで落札業者が決ま

ってしまうという中で、業界全体の疲弊、あるいは国土交通省自身がですね、これが

続けば業界全体の労働賃金の水準悪化を招くという指摘もしていると思うんです

が、それの福津市、宗像市の事業発注のあり方とも合わせる必要があると思うんで

すけど、その辺はどのようなご検討されているのか、お伺いしたいと思います。

どなたか答弁できますか。森事務局長。

今のところうちの方では工事関係のみ最低制限価格を設けております。委託関係

は設けておりません。情報として宗像市の方では設けているというような情報を聞い

ております。福津・宗像と、情報交換しながら、福津・宗像に準じたような形で今後検

討していきたいと思います。

よろしいですかね。他に質疑ございますか。

石橋議員、どうぞ。

19 ページに給水収益収納状況が記載してありました。未収入額が 52,597,780 円

のうち9月末までに7,495,646円これを未収金額が少なくなっているということで頑張

られた経緯の説明があったんですが、決算審査意見書の 5 ページを見てですね、

付表で水道料金不納欠損状況というのが書かれていまして、この不納欠損は

3,960,469 円とこのようになっているわけですけども、7,495,646 円の未収入額、これ

がどのように来年度に不納欠損の方にまわっていくのかなというふうに心配をするわ

けですけども、具体的にはどのような状況に今、なっているのかを、未収入に対して

ですね。それから不納欠損になるまでの経緯を教えていただきたいと思います。

どなたが答弁されますか。

矢冨営業課長。

今石橋議員さんからのご質問ですけど、現在こちらの方で示していますとおり

52,000,000 円が 9 月末までには 7,000,000 円ほど未収入額を収入可能というところ

までさせていただいております。それと不納欠損の部分につきましてこちらの方に監

査意見書の資料の中に約 3,900,000 円の欠損を行っておるというところまで示させ

ていただいておりますけれども。これは不納欠損した部分については、2 年間納付

がなされなかったものについて、不納欠損をしたというような形でございますので今



32

矢冨営業課長

田中議長

石橋議員

田中議長

矢冨営業課長

後もその形で法的に進めていかざるを得ないのかなというふうには思っております。

例年ここに示していますとおり約 4,000,000 円、昨年につきましても宗像・福津それ

ぞれの決算状況を見てみますと、約 4,000,000 円前後位の不納欠損というような形

できておりますので、これが今まで続いてきている形になろうかというふうに予測され

ます。

現在私の方でやっております滞納整理につきましては、先程もちょっとふれました

けど、2 ヶ月未納の件につきまして停水をかけまして収納に努めておるというような状

況でございます。これも各職員の方に指示を出しまして、出来るだけ厳しい態度で

所見に臨んでくれというところで進めております。

現在の状況ですけど昨年の収入滞納金額それから件数、その分につきましても

現在昨年に比べまして、若干収納金額が増えている、それから件数が減っていると

いう状況にきております。最終的には決算の段階においてまたご報告させていただ

きたいというふうに思っておりますけれども、金額にしまして、約 1,000,000 程度毎月

去年に比べますと収入金額が増えてきております。件数でいきますと、約 50、60 件

ほどやはり件数が少なくなってきているというような状況でございます。

石橋議員。

毎年不納欠損が 4,000,000 円前後あるということ、それはやっぱりまともに払って

いる人との不公平感も非常にあるというわけですよね。2 ヶ月滞納すれば停水をする

ということだけで済まない部分もあると思いますが、この不納欠損状況の表を見てい

ますと市外の転出が300件近くあるということで、これは後追いをしないのですかね。

もう停水どころではないですよね。

要するに滞納に対しての処分というか、滞納に対してのただ不納欠損で落として

いくだけ、それでいいのかどうかですね、そうじゃなくてやはり収入を毎年 3,000,000

円、4,000,000 円なくなっていくわけですから、どうやってやっぱり不公平感を取り戻

し、収入をあげていくかという観点からもですね、どのようにされているのですか、特

に転出に対しての方もお願いします。

矢冨営業課長。

この市外転出、これが 296 件、金額にして 3,300,000 円という形であがってきてお

ります。この分につきましては、転出先まで追ってそこまで判明すればそこまで調

定、納付書を送ったりとかいう調停努力はやっております。転出先が不明だとか行

方がわからないというところのものについては、中々そこまでの事務手続きができな

い分がございます。その部分についてこちらの方では不納欠損という形のもので、

対応としてはわかる範囲のところまでできるだけうちの方としても努力してやっておる

ところでございます。

今後につきましても収納率をあげる滞納整理を厳しくやっていくというところのもの
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田中議長

矢冨営業課長

田中議長

石橋議員

田中議長

花田営業課主

幹

で、これからもやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

石橋議員。

滞納はですね、水道料金に限らないケースもあるかと思うんですね。水道料金だ

けが滞納しているのではなくて、税の事も含めて滞納している場合も。そういうことか

ら宗像市では滞納処分をする前の相談の内容の時に多重債務があるとか、その過

払いもあったりしてそのようなケースもあったりして、そこら辺との連携ですね、それぞ

れの市との滞納者の状況の把握を組合だけで行なうのではなくて、各市の滞納状

況、その方に対して別の滞納がもしかしたら発生していることがあって、そういう背景

があるケースもあると思うのですけれども、そういう状況は連携をとっていらっしゃるん

でしょうか。

矢冨課長。

統合しまして、事務組合としまして水道事業をやっている訳ですが、それまではそ

れぞれの同じ部署の中でやっておりましたので、そこら辺の連携といいますのはうま

く取れていたかとは思うのですが、事務組合に水道事業がこちらに来たというもの

で、最初はそこら辺のやり取りがスムーズにいかない部分がございましたけれども、

今、石橋議員さんが言われるように、そこら辺は連携を密にしながらやっていくべき

だろうということで、現在も市民課あたりとも連携をとりながら、情報のやり取りをしな

がらやっている部分もあるのですが、やはり中々今までどおりの同じ福津・宗像市と

同じ事業体の中にあった時と別の団体となっておりますので、中々そこら辺が難しい

ところもあろうかと思いますが、今後も今まで通りの形で出来るだけ連携をとりながら

やってきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

他に。吉田議員、どうぞ。

貸借対照表税抜きと書いてある、23 年 3 月 31 日現在の貸借対照表の一番下の

方に繰延資産があるのですが、開発費、今年度初めて第1回の1,600,000円、繰延

資産ですから今から何年間わたって繰延されていくのではなかと思います。その資

産の総合計の金額と開発はどんな開発をされているのかということをおたずねしたい

と思います。

どうぞ。

営業課の花田でございます。よろしくお願いします。

ただ今のご質問の繰延勘定の 1,600,000 円につきましては、福津市の時、さかの

ぼれば前の津屋崎町の時代でございますが、海淡事業の調査検討を行った経緯が
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田中議長

田中議長

田中議長

ございます。その部分が 8,000,000 円ほど調査経費がございまして、その部分につ

いての事業を行わないということになりましたので、5 年間で繰延勘定によりまして経

費を落としていっておりますので、今年度平成 22 年度末が 1,600,000 円でございま

すので、今年度あと 1,600,000 円繰延勘定を開発経費として計上しまして、その部

分の償却が終わるということになります。以上でございます。

吉田議員。

費用ではない、これは資産ですから、経費ではないんですよね。今 1,600,000 円

を経費にしますというのは、資産ですから。いつかそれを減価償却するんでしょうけ

れども今の説明ではこの記述とは合わないのですが、資産計上されているのですか

ら。

経費であれば、支出の方に上がるんですよね。繰延資産ですから、今合計が

8,000,000 円と聞きましたけれども、1,600,000 円が本来ならここに 8,000,000 円ここ

にあげておかなければならない。それから経費におとすならおとすで計上すべきで

はないですか。

本来なら調査費をした後に、実際工事なり事業を行って工事費を含めたところ

で、8,000,000 円の調査費を工事を行った年度において固定資産の振替を行うのが

通常の経費のやり方だと思うのですが、今回のこのことにつきましては、8,000,000円

の調査を行いましたが、実際の工事や事業をやらないということになりましたので、

8,000,000 円が宙に浮いた形で減価償却出来ない状況でございましたので、事業を

やらないと分かった平成 19 年度から 1,600,000 円ずつ毎年 5 ヵ年にわたって開発

費ということで計上して、8,000,000 円が経費としてあった時点でこの繰延勘定から

残高がなくなるということになります。

経理上、そういう説明はおかしいんですが、言わんとすることは分かりました。

いいですか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 23 号議案について、採決を行います。
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田中議長

田中議長

森事務局長

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、原案のとおり認定されました。

日程第 11 第 24 議案 「平成 23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。森事務局長

第 24 号議案をご説明いたします。

議案の 8 ページをお開きください。

『第24号議案』平成23年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第1号）につ

いて

平成 23 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出

する。

平成 23年 10 月 17 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 21,814,000 円を減額し、総額を

1,480,981,000 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。

歳入からいたします。

6 ページ、7 ページをお開きください。

分担金及び負担金、1 項 負担金、2 目 衛生費負担金、1 節 清掃費負担金で

すが、5,107、000 円を減額し、130,257,000 円とするものです。

減額の理由は、平成 22年度決算の確定により剰余金を両市へ返還するため、平

成 23 年度の負担金で調整するものです。補正後の両市の負担金内訳を説明欄に

掲載しております。

次の 4 目 1 節 消防費負担金は、関係市における地方交付税の確定に伴い

8,467、000 円を減額し、1,183,566,000 円とするものでございます。こちらも、補正後

の両市の負担金内訳を説明欄に掲載しております。併せてご参照ください。

続きまして、4 款 繰入金、１項 基金繰入金、１目 １節 財政調整基金繰入金

は、地方交付税の確定により消防負担金の減額及び決算剰余金が出たことなどに

伴い、消防関係の財政調整基金の取り崩しを 7,279、000 円増額しております。

また、急患センター事業特別会計の平成 22 年度決算による剰余金が出たことに
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田中議長

田中議長

田中議長

より、同会計へ繰り出しをしなくなったことにより、旧自治振興組合関係の財政調整

基金の取り崩しをしないことによる22,999,000円の減額と併せて、15,720,000円を減

額するものです。

5 款 繰越金、1 項、1 目、1 節 繰越金は、平成 22 年度決算の確定により

7,480,000 円を増額し、27,480,000 円とするものです。

次に、歳出の説明に入ります。８ページ、９ページをお願いします。

3款 衛生費、1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費 28節 繰出金は、歳入

の繰入金でも説明しましたが、急患センター事業特別会計へ繰出しを予定していま

したが、平成 22 年度急患センター事業特別会計の決算により剰余金が出たので、

繰出しをしないことになりましたので、22,999,000 円を減額するものです。

4款 消防費、１項、１目 常備消防費、11節 需用費は、修繕費を 1,176、000円

増額するものです。

内容は、消防本部指令室屋根補修及び非常用発電装置修繕並びに福間分署の

改修費などです。

7款 予備費、１項、１目 予備費は、9,000円を増額し、8,710,000円とするもので

す。

以上で一般会計補正予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。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 24 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 24 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 12 第 25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
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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。森事務局長。

第 25 号議案をご説明いたします。議案の 9 ページをお開きください。

『第 25 号議案』平成 23年度宗像地区事務組合急患センター特別事業会計補正

予算（第 1号）について

平成 23 年度宗像地区事務組合急患センター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 23年 10 月 17 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 21,719,000 円を増額し、総額を

262,186,000 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 ページをお開きください。

3 款 繰入金、1 項 1 目 1 節 一般会計繰入金は、22,999、000 円を減額し、

1,000 円とするものです。

減額の理由につきましては、平成 22 年度急患センター事業会計決算により、剰

余金が出たため、一般会計からの繰入れをしないこととしたためです。

4 款 繰越金 １項 １目 １節 繰越金は、平成 22 年度の決算の確定により、

44,718、000 円を増額し、44,719,000 円とするものです。

次に、歳出の説明に入ります。8 ページ、9 ページをお開きください。

3款 予備費 １項 １目 予備費は、21,719,000円を増額し、23,538,000円とする

ものです。決算剰余金を予備費へ調整するものです。

以上で、急患センター事業特別会計補正予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。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 25 号議案について、採決を行います。
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森事務局長

田中議長

田中議長

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 25 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 13 第 26 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。森事務局長。

第 26 号議案をご説明いたします。議案の 10 ページをお開きください。

『第26号議案』平成23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 23 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 23年 10 月 17 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

次をお開きください。補正予算書に基づき、ご説明いたします。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 36,000 円を増額し、総額を 32,623，

000 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。

歳入からいたします。ページをお開き願います。

4 款 繰越金、１項、１目、１節 繰越金ですが、1,000 円に対し、36,000 円を増額

し、37,000 円とするもので、平成 22年度大島簡易水道事業特別会計決算において

繰越金の確定により補正するものです。

次に、歳出の説明に入ります。

4款 予備費、1項、1目、29節 予備費ですが、500,000円に対し、36,000円を増

額し、536,000 円とするもので、予備費より調整をするものです。

以上で大島簡易水道事業特別会計補正予算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。
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森事務局長

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 26 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 26 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 14 第 27 号議案 「平成 23 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正

予算（第 2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。森事務局長。

第 27 号議案をご説明いたします。議案の 11 ページをお開きください。

『第27号議案』平成23年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第2号）

について

平成23年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第 2号）を別紙のとおり

提出する。

平成 23年 10 月 17 日。宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

次のページ、水道事業会計補正予算書をお開きください。

平成 23 年度水道事業会計補正予算第 2号について、ご説明申し上げます。

内容といたしましては、宗像市維持管理課分受託工事関連費、浄水場設備修繕

費、樽見川樋門修理費負担金、地島浄水場改築更新のための用地取得費、下水

道工事に伴う負担金及び委託料、企業債の借入利率確定に伴う、支払利息、並び

に光熱水費、減価償却費、消費税等の補正をしたものであります。

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 16,000,000 円増額補正し、水道事業収益合計

で 2,847,385,000 円といたします。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 30,711,000 円増額、第２項営業外費用を 3,925,000 円減額補正し、水

道事業費用合計で 2,391,867,000 円といたしております。

次に 2 ページをお開きください。

第 3 条は、同じく予算第 4 条に定めた資本的支出 第 1 款資本的支出、第 1 項
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森事務局長 一般改良費を 9,550,000 円増額、第 2 項拡張事業費を 23,334,000 円増額補正し、

資本的支出合計で 2,226,887,000 円といたしております。

次に 3 ページをお開きください。

予算実施計画でございますが、1ペ－ジの第2・第3条の内訳を掲載したものでご

ざいます。詳細につきましては、7 ペ－ジからの事項別明細書に記載いたしておりま

すので、ここでは、省略させていただきます。

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

ございます。

次に 5 ページをお開き下さい。

平成 22 年度末(平成 23年 3 月 31 日)の貸借対照表を掲載しております。

これは、当初予算では予定貸借対照表を計上しておりましたので、決算確定に伴

い掲載するものでございます。

次に 7 ページをお開き下さい。

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

資産合計、負債資本合計それぞれ 39,572,846,165 円を見込んでおり、当年度未

処分利益剰余金として 1,317,597,105 円を予定しております。

最後に 9 ページの事項別明細書でございますが。

収益的収入及び支出の 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16,000,000円の増額補正し、30,000,000円といた

しました。

支出の部では 1 款 1 項営業費用 1 目、原水及び浄水費は、多礼・東部浄水場

設備の修繕費として 15,950,000 円、宗像市への樽見川樋門修理費負担金の確定

に伴い負担金を 2,548,000 円、それぞれ増額補正し、788,033,000 円を計上いたし

ております。

また、2 目、配水及び給水費は、配水池等の電気代増のため、光熱水費を

132,000 円増額補正し、300,592,000 円を計上いたしております。

3 目、受託工事費は先ほど営業収益で説明したように、宗像市の受託工事増加

に伴い、費用も同額の 16,000,000 円を増額し、合計で 30,000,000 円といたしており

ます。

6 目、減価償却費は 22 年度決算値により確定した減価償却費に変更するもの

で、3,919,000 円の減額補正し 786,878,000 円といたしております。

2項営業外費用1目支払利息は、平成23年 3月企業債の借入利率低下により、

企業債利息を 1,498,000 円減額補正し、123,437,000 円計上いたしております。

3 目消費税は、収入支出構成の変動に伴い、2,427,000 円減額となり、34,182,000
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森事務局長

田中議長

吉田議員

田中議長

吉田議員

田中議長

花田営業課主

幹

吉田議員

円を予定いたしております。

10 ページをお開き下さい。

資本的収入及び支出、支出の部は、１款、１項、一般改良費、7 目、固定資産購

入費は、地島浄水場改築更新のための用地取得費として 550,000 円を増額補正

し、8,989,000 円計上いたしております。

8 目事務費は、宗像市分下水道工事に伴う水道管移設工事負担金にとして当初

予算計上漏れとなっておりましたので 9,000,000 円増額補正し、191,546,000 円とす

るものです。

2 項拡張事業費、1 目配水施設費は、福津市下水道工事の整備進捗に伴い、委

託料 23,334,000 円増額補正し、526,734,000 円といたしております。以上で説明を

終わらせていただきます。ご審議の程よろしくと願いたします。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

吉田議員。

先程の 1,600,000 円の件ですが、いいですか。24 年 3 月３１日の予定貸借対照

表、ここで資産が0になっていますね。その1,600,000円の相手の費用はどこに計上

されているのでしょうか。

8 ページの貸借対照表。

資産が 0になって、経費の方に回ったと思うのですが、複式簿記ですから、どこの

費用の方にその 1,600,000 円が入っているのですか。経費に。

どうぞ。

先程の 8,000,000 円ですが、平成 15 年度に旧津屋崎町の海淡調査をおこなっ

て、その時には建設仮勘定に 8,000,000 円残っていたものです。そこにそのまま残

っていましたので町村合併だとか事業統合だとかの関係で、海淡の事業を行わなか

ったのでその 8,000,000 円を処理したというところで、本来ならば分かった時点で当

該年度で 8,000,000 円をおとす方法もあるかと思いますが、その分について 5 年間

繰述して順次1,600,000円ずつ処分してきているということになりますので、相手方と

しては建設仮勘定のところに1,600,000円あったものとして振替をして処分したという

ことになります。

それで 23 年度末は 1,600,000 円の資産計上をされていますよね。今、開発費と

いう繰延勘定ですね。それが 24 年度の来年度末には 1,600,000 円が減額されて 0

になっていますよね。資産の計上をなくして経費の方に下ろされたということですよ
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吉田議員

花田営業課主

幹

吉田議員

田中議長

永島議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

石橋議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

ね。その経費はここには入りませんけれども、来年度の経費の中にはどういう科目で

経費の方に入るんですか。建設仮勘定は資産ですから、来年の予定は。

営業外費用の繰延勘定償却、その開発費の償却で 1,600,000 円です。

はい、分かりました。

永島議員、どうぞ。

少し教えていただきたいのですが、用地 550,000 円で購入されて、地島、どれくら

いの面積で山林なのか宅地なのか、お伺いしたい。

施設課長。

予定としましては500㎡の予定です。地目は畑、そういったところを予定しておりま

す。

他に質疑ございますか。

石橋議員、どうぞ。

一般改良費の事務費のところで 9,000,000 円ですが、これは当初の予算計上漏

れとなっていたということなのですが、下水道工事に伴う水道管移設、どの個所です

か。何軒分くらいが今予定されていて、これは終わっている分ですよね。いつ終わっ

たのですか。それともう 1 点は、拡張工事費ですが、これも福津市の下水道工事が

増えてきているということですが、これの金額に対応する場所と状況を教えてくださ

い。

施設課長。

まず、9,000,000 円の部分は、これは宗像市さんの算定ですが、だいたいの場所

が、吉田地区、上八、池野、今言った地区の下水の配水管布設工事に伴うものです

ね。福津市は、予算計上の時と場所は変わっていないのですが、内容としまして

は、本年度に入って実際に福津市の下水道課で設計を行って入札、今後の予定事

業については粗の設計をした時、そしてそれらを積み上げた結果、現時点で

23,000,000 円ほど増額が必要になってくるということで今回補正にあげさせてもらっ

ています。

石橋議員。



43

石橋議員

田中議長

花田施設課長

田中議長

末吉議員

田中議長

谷井副組合長

宗像市の方は下水道が配備されている、それに伴ってということでよろしいですか

ね。福津市の方の配水施設ということは、今イオンですとか駅の南側が開発されて

いるようなのですが、これは年度当初に計画されているのが、予定よりも増えてきた、

年度当初の計画では間に合わなかったということでしょうか。

施設課長。

福津市の方は駅東地区とかではありませんで、福津市も現在、下水道工事が伸

びていっておりまして、それに伴って水道管が入ってなかった地域に新たに入れて

いくとか、そういった関係。それとか下水道工事に伴って布設替えを行っている。布

設替えの場合はうちから負担金、新設を行なう場合はうちの方から委託料という形で

出させていただいています。

他に質疑ございますか。末吉議員、どうぞ。

先程の決算の時に聞いておけばよかったのですが、宗像地区事務組合の事業と

して水道事業が統合して福津市・宗像市の職員が出向で事務を担っておりますが、

そういう中でプロパー職員の定年退職というものも、去年・一昨年あたりからありまし

て、今後の事務組合の職員体制はどういう見通しをもってやっていくのか。

これは事務の継続と同時に技術的なこともあると思うんですね。水道事業の場合

は。今日全協の中で、北九州市水道局との技術協力等提案されているのは、私に

はそういう情報は入っていませんが、例えば北九州の水道局の OB を受け入れるこ

とによって技術的なことをカバーしようとしているのか、あるいは、今後のプロパー職

員としてのきちんとした雇用計画を立てていくのか、いわゆる技術職員の育成です

ね。これについての見通しについてのご検討というのはどの程度考えておられるの

か。水道ビジョンは先日報告を受けましたが、事務組合として全体としてどうしていく

のか。両市から出向になると 2 年交代となり職員の交代というのは、責任感とか短期

間の継続性ということでも問題が出てくるでしょうが、その辺のお考えはどうですか。

谷井副組合長。

この点につきましては、今後の水道関係の管理体制をどうするのかというのは検

討しております。一つは今議員がおっしゃるように、プロパーの職員が辞めていくの

をどうするのか、もう一つは市の職員がずっとおる訳にいかないですね。そうすると

技術職員の問題、末吉議員が言われたとおりなんです。そこで、我々としてはそうい

う考慮的にそういう能力、技術を持ったところにですね、一定の部署管理について

はもっていきたい、そして残るこの本体の管理的なものですね、一番大事なところ

等々につきましてはやっぱりですね、市の職員といいますかそういったところが管理

して、これ実は余談ですけれども宗像市の清掃工場、これはどこもそうだと思います



44

谷井副組合長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

田中議長

けど、業務委託につきましても委託しているわけですね。管理部門だけという形をと

っていますので、そういう形態がいいんじゃないかなというふうに思っております。現

在検討しております。

はい、よろしいですかね。

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。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 27 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 27 号議案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終結いたしました。

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に委

任いただきたいと思いますが、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 2 回宗像地区事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。
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