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宗像地区事務組合第 1回議会臨時会会議録

日時：平成 19年 5月 14 日(月) 10：00～13：16

場所：宗像自治会館 会議室

山本議長

井手事務局長

山本議長

私は水道企業団の議長をしておりました宗像市出身の山本でございま

す。水道企業団の議会というものは、基本的にはこの議会を引き継で行く

ということで、水道企業団の議長、副議長、及び監査委員は 3 月いっぱい

で辞職しようということで、3 月 22 日で前監査委員の迫議員は企業団議員

に出られていないので、自動的に失職、議長、副議長も 3 月 31 日に辞表を

提出しておりましたが、副議長の辞職は認められるが、議長の辞職は議会

にかけなければいけないということで、私の辞職の承認を受けるまで、議

長を努めさせていただいて、辞職したいと思います。

まずは、副議長の選出後、私の議長の辞任を認めていただいて、それか

ら議長の選出をお願いします。副議長の選挙後休憩をとります。議長、副

議長、監査委員の選出のため、選考委員さんをつくっていただき、休憩中

に選考委員会を開き、3 名の方の選出をしていただくようお願いいたしま

す。提出者のない議会提出の議案が２つほど、出ておりますのでその方々

に提出者になっていただきますようお願いいたします。事務局のほうから

ありませんか？

おはようございます。事務局長の井手でございます。今後ともよろしく

お願いいたします。

まず、会議規則の制定についてですが、両市の 2 月の全員協議会の席で

専決処分とするように説明しておりましたが、専決するべき規則ではなか

ったため、本日第 1 号議案として提出されます。また、発議第 1 号「組合

長の専決処分事項の指定について」は前回ご説明のとおり「議員発議」と

して今回提出されます。

次に、委員会条例の制定についてですが、これも前回の説明では、事務

組合の初議会で条例の制定を行うよう説明していましたが、条例改正等の

議案が年間数議案と少ないことから今回は、委員会条例は提案しておりま

せん。今後、必要に応じて対応していきたいと、考えております。ぜひご

理解いただきたいと思っております。

本日の臨時議会は、組合条例及び平成 19 年度予算の専決処分の承認をい

ただいた後、補正予算を提案していくような日程を予定いたしていますの

でよろしくご審議いただきますようお願いいたします。

ただいまから会議をはじめます。

ただいまの出席議員は 16 名で全員出席です。

よって、平成 19年第 1回宗像地区事務組合臨時会は成立いたしましたので、
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山本議長

山本議長

福田議員

米山議員

日隈議員

渡辺議員

石橋議員

椛村議員

末吉議員

永山議員

竜口議員

花田議員

村上議員

硴野議員

ここに開会いたします。ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりであります。

これより日程にはいります。

日程第１ 「議席の指定について」を議題といたします。

それでは、現在ご着席の席を議席といたします。

（議席に名札を置く）

初めての議会ですので、ここで議員の皆様に自己紹介をお願いいたしま

す。議席順に１番福田議員からお願いします。

宗像市議会議員福田昭彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

福津市の米山でございます。建設環境委員長で建設環境委員会を代表し

て議員として出席させていただいております。どうぞよろしくお願いいた

します。

宗像市の日隈一憲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

お早うございます。福津市の渡辺理恵でございます。よろしくお願いい

たします。

宗像市議会副議長の石橋でございます。よろしくお願いいたします。

福津市議会の椛村です。よろしくお願いいたします。

宗像市議会の末吉孝です。どうぞよろしくお願いします。

市民福祉の委員長をしております永山でございます。

よろしくお願いします。

福津市議会の竜口雅博でございます。どうかよろしくお願いします。

宗像市議会の花田利和です。よろしくお願いします。

福津市議会副議長の村上です。よろしくお願いします。

福津市の総務文教委員長の硴野九州男でございます。どうぞよろしくお
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河東議員

阿部議員

山本議員

山本議長

池浦組合長

谷井副組合

長

井手局長

山本議長

山本議長

願いします。

宗像市議会の河東でございます。よろしくお願いします。

みなさん、お早うございます。福津市議会 阿部巌と申します。どうぞ

よろしくお願いします。

宗像市の平川ですよろしくお願いします。

最後になりましたが、12 番に山本が入っています。宗像市議会の山本で

す。よろしくお願いします。

続きまして、執行部の紹介をお願いします。

福津市長の池浦でございます。よろしくお願いします。

宗像市長の谷井でございます。よろしくお願いします。

宗像地区事務組合の事務局長の井手でございます。よろしくお願いしま

す。私の方から職員の紹介をさせていただきます。次長の森です。浄水課

長の安部です。施設課長の瀧口です。会計管理者の堤です。主幹兼総務係

長の矢冨です。木村消防長です。乙藤次長です。消防総務課長の門脇です。

出席予定になっておりましたが公務のために出席することができませんで

した警防課長の中村というものが職員でおりますので紹介しておきます。

救急課長の松永です。予防課長の松尾です。企画主査の中野です。主任主

査の永尾です。経営企画係長の的野です。以上でございますが、今後とも

よろしくお願いいたします。

日程第２ 「会議録署名議員の指名」を行います。

1番 福田議員、2番 米山議員を会議録署名議員として指名をいたします。

日程第３ 「会期の決定について」を議題といたします。

お諮りいたします。会期は、お手元に配布をしている日程で、本日 1 日限

りとしたいと思いますがこれに異議ございませんか。

(異議なしの声)

ご異議なしと認めます。よって会期は本日 1 日限りと決定いたしました。

ここで池浦組合長のごあいさつをお願いします。
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池浦組合長 おはようございます。

本年 4 月から新たに発足いたしました宗像地区事務組合 組合長の池浦で

ございます。 平成 19 年第 1 回宗像地区事務組合議会臨時会の開催にあた

り一事ごあいさつ申し上げます。

はじめに宗像地区事務組合の発足までの経緯を簡単にご報告申し上げま

す。平成 11 年 3 月に福岡都市圏宗像地域協議会広域行政研究会で「一部事

務組合の統合・複合化に関する報告書」をとりまとめ、その後検討を重ね、

平成 15 年 3 月に、その結果を宗像市町村長協議会に報告し、市町村長の了

解を得ました。 平成 15 年 3 月、両市長及両市議会全員協議会に対し、調

査・研究の結果を報告し、同年 7 月に、「宗像地区一部事務組合統合協議会」

を発足し、具体的な事務レベルの協議に入りました。

そして、同年 12 月、両市の議会で、「水道企業団の共同する事務」の規

約の変更及び、3 組合の解散の議決をいただいたあと、統合に向けての福岡

県知事の許可を得るに至りました。

その後、両市の議会全員協議会で新組合の例規案及び平成 19 年度予算案

をご説明いたしまして、平成 19 年 4 月 1 日に宗像地区事務組合としてスタ

ートをいたしました。 以上が経緯でございます。

統合の本来の目的は議員の皆様もご存知のとおり近年の地方分権、財政

危機の時代を迎えるにあたり、組合を構成しています宗像市、福津市の両

市にあっては、行財政改革はもとよりあらゆる改革を進めているところで

あります。 このような状況の中、広域行政のあり方も問われており、地

域の綜合的な整備や。統合による経営効率を高めることを目的に、先ほど

ご説明申し上げたような経過を踏まえまして、宗像地区事務組合として発

足をいたしました。 今、新たな組合の誕生にあたり、組合長としての責

任の重さを感じているところであります。

現在し尿処理場の操業に関しては、平成 20 年度以降の使用について、地

元との基本的な合意を得まして、詳細についての調整を図っているところ

であります。

また、これからの組合の課題といたしましては、水道事業の末端給水の

一元化、消防の広域化、急患センターの医師の確保などがございますが、

新しい議会の構成を機に、議員の皆様のご協力の元に、さまざまなご意見

やご提言をいただきながら、統合の効果を最大限発揮し、事務組合発展の

ため努力してまいる所存であります。

それでは、本日の臨時議会に提案しています議案について、ご審議の上、

議決賜りますようよろしくお願いいたします。

終わりになりますが、議員皆様方のますますのご健勝ご活躍を願いまし

て開会の挨拶とさせていただきます。
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山本議長

山本議長

山本議長

山本議長

山本議長

日程第４ 「宗像地区事務組合議会副議長の選挙について」を議題とい

たします。

報告いたします.。副議長の竜口議員から議長あてに辞職願が出ておりま

したので、これを受理いたしました。竜口副議長の辞職に伴い副議長の選

挙を行います。

日程第４及び日程第６の選挙の方法につきましては、地方自治法第 118

条第 2 項の規定によって指名推薦にしたいと思います。ご異議ありません

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薦で行うことに決定いたしま

した。指名の方法につきましては、先ほどご説明しましたように選考委員

会で選出していただきます。選考委員につきましては、私の方からお願い

してよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

各自治体の議長さん、副議長さん、前水道企業団の議長、副議長でお願

いしたいと思います。

ここで暫時休憩といたします。

（休 憩 10：20～10：28 ）

（休憩中に、第 1 号議案、発議第 1 号、第 9 号議案を配付）

今お配りしました、第 1 号議案、発議第 1 号、の提出者を今の選考委員

の方々にお願いしました。最後のページの議案として議会の監査委員を提

出しております。

選考委員会の結果 議長の方から指名してよろしいでしょうか

（異議なしの声）

選考委員会で話し合った結果、福津市の阿部巌議員を副議長に指名した

いと思います。異議ありませんか。

（異議なしの声）
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山本議長

阿部議員

山本議長

的野係長

阿部副議長

阿部副議長

阿部副議長

阿部副議長

山本議員

それでは阿部議員を当選人と定めることにします。阿部議員あいさつを

お願いします。

ただいま、ご指名を賜りました阿部でございます。宗像地区事務組合の

副議長という大役でございますが、私なりに一生懸命努めさせていただき

たいと思っております。またその責務に十二分に駆使し議長の手助けにな

るよう努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

次に入ります。日程第５ 「宗像地区事務組合議会議長の辞職の承認に

ついて」を議題といたします。

統合により議長の職を辞任したいと思いますので、皆様のご承認をお願い

したいと思います。それでは副議長と議長を交代したいと思います。

議長が決定するまで、副議長により議事の進行をお願いしたいと思いま

す。

それでは、早速進めたいと思います。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山本議長に退席をお願いいたします。

（山本議長退席）

山本議長より平成１9 年 3 月 31 日付けで、議長を辞職したい旨の報告を

受けております。地方自治法 108 条の規定により、山本議長の辞職を許可

すること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、辞職を許可することに決定しました。

山本議員に入室をお願いします。

（山本議員復席）

議長辞職の承認をいただきました。

ここで、山本議員にごあいさつをお願いします。

水道企業団の議員の皆様においては、約 4 年間議長を努めさせていただ

きました。なにもできませんでしたが、今後は、一議員として皆様と一緒

に宗像地区事務組合の発展に尽くしたいと思いますのでよろしくお願いい
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山本議員

阿部副議長

山本選考委

員長

阿部副議長

山本選考委

員長

阿部副議長

阿部副議長

平川議長

阿部副議長

平川議長

阿部副議長

たします。

それでは次に入ります。日程第６ 宗像地区事務組合の議会議長の選挙

についてを議題といたします。

選考委員会の結果を委員長さんから、ご報告お願い申し上げます。

はい。

山本議員。

宗像市の平川議長にお願いしたいと思います。

選考委員会の結果、平川議員が議長に指名されました。

ただいま、指名されました平川議員を議長の当選人と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。

議長に当選されました、平川議員に本席から告知いたします。

議長に当選承認承諾及びあいさつをお願い申し上げます。

ただいま議長におきまして指名推薦を受けました、宗像市議会の平川で

ございます。新組合の初代議長という大役をおうせつかりました。宗像地

区事務組合の新しい船出に際し、様々な課題がありますが多岐のご協力を

得て職務をまっとうしたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたし

ます。

それでは私は退席させていただきます。後は平川議長にお願いいたしま

す。ありがとうございました。

日程第７、第 1 号議案 「宗像地区事務組合の議会会議規則の制定につ

いて」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

提案理由の説明をいたします。地方自治法第 120 条の規定により宗像地
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阿部副議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

阿部副議長

平川議長

平川議長

区事務組合議会の会議規則を制定するものであります。よろしくお願い申

し上げます。

ただいま提案をうけました。これより質疑に入ります。質疑ございませ

んか。

（異議なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これ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 1 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。

よって原案のとおり決しました。

次に入ります。日程第８ 発議第 1 号 「組合長の専決処分の指定につ

いて」を議題とします。提出者の説明を求めます。

発議第 1 号の提案理由の説明を行います。地方自治法第 180 条第 1 項の

規定により議会の権限に属する事項について組合長において専決処分をす

ることができる事項を定めるものでございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

ただいまの説明に対し、質疑を許します。

質疑ありませんか。

（異議なしの声）

質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。
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平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

平川議長

発議第 1 号について討論を許します。

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。

これより発議第 1 号について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって発議第 1 号は原案のとおり可決いたしました。

日程９ 第２号議案 「宗像地区事務組合公平委員会設置条例の制定に

ついて」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。事務局長

第 2 号議案についての提案理由の説明をさせていただきます。地方公務

員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 7 条第 3 項の規定により宗像地区事務組

合公平委員会を設置するものであります。

提案理由については以上です。次ページをお開きいただきたいと思いま

す。条例の内容等についてご説明させていただきます。宗像地区事務組合

公平委員会設置条例第 1 条設置規定でございます。地方公務員法（昭和 25

年法律第 261 号）第 7 条第 3 項の規定に基づき宗像地区事務組合公平委員

会（以下公平委員会という）を設置する。第 2 条この条例の施行に関し必

要な事項は公平委員会が別に定める。附則としまして、本条例は公布の日

から施行する。以上で説明を終わります。

これから、質疑に入ります。

ただいまの説明に対し質疑を許します。質疑ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。ご意見ありませんか。

（異議なしの声）
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平川議長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

平川議長

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）

全員賛成であります。 よって、原案のとおり決しました。

次に入ります。

日程第１０ 第 3 号議案 「宗像地区事務組合公平委員会の委員の服務

の宣誓に関する条例の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。事務局長

それでは第 3 号議案について、提案理由をご説明をいたします。

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 9 条第 12 項において準用する

同法第 31 条の規定により、宗像地区事務組合公平委員会の委員の服務の宣

誓について、必要な事項を定めるものである。以上です。

次ページをご覧いただきたいと思います。続きまして条例の内容等につ

いて説明させていただきます。宗像地区事務組合公平委員会の委員の服務

の宣誓に関する条例。第 1 条 趣旨 この条例は、地方公務員法（昭和 25

年法律第 261 号）第 9 条の２第 12 項において準用する同法第 31 条の規定

の基づき、宗像地区事務組合公平委員会の委員（以下公平委員という。）の

服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。

第 2 条 宣誓の規定でございます。新たに委員となった者は、組合長の

面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を

行ってはならない。

第 3 条 委任の規定でございます。この条例に定めるものを除くほか、

委員の服務の宣誓について必要な事項は、組合長が定める。附則としてこ

の条例は、公布の日から施行する。様式については、条例第 2 条に規定さ

れる宣誓書の内容であります。以上で説明を終わります。

これより、質疑に入ります。ただいまの説明に対し質疑を許します。質

疑ありませんか。

（異義なしの声）

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。ご意見ありませんか。
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平川議長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

平川議長

平川議長

（異議なしの声）

他にないようでありますので、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）

全員賛成であります。

よって原案のとおり決しました。

次に入ります。日程第１１ 第 4 号議案 「宗像地区事務組合職員団体

の登録に関する条例の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。井手事務局長

第 4 号議案について提案理由を説明します。

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 53 条第 1 項、第 5 項、第 6

項、第 9 項及び第 10 項の規定により、職員団体の登録に関し、必要な事項

を定めるため、宗像地区事務組合職員団体の登録に関する条例を制定する

ものである。以上です。条例の内容等でございます。

第 1 条 趣旨 第 2 条 登録の申請 第 3 条 登録の通知 第 4 条規約

等の変更又は解散の届出 第 5 条 登録の効力停止及び取消しの通知 第

6 条 委任の規定です。附則この条例はは公布の日から施行する。以上で説

明を終わります。

これより、質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑を許します。

質疑ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。ご意見ありませんか。

（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。
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平川議長

井手事務局

長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

（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決しました。

次に入ります。日程第１２ 第５議案 「宗像地区事務組合職員団体の

ための職員の行為の制限の特例に関する条例の制定について」を議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。井手事務局長

第 5 号議案について提案理由を説明いたします。地方公務員法（昭和 25

年法律第 261 号）第 55 条の 2 第 6 項の規定により、職員が給与を受けなが

ら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定

めるため、宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に

関する条例を制定するものである。以上です。

条例の内容です。宗像地区事務組合職員団体のための職員の行為の制限

の特例に関する条例ということで第 1 条 趣旨 第 2 条 職員団体のため

の職員の行為の制限の特例 附則として、この条例は公布の日から施行す

る。以上でございます。

これより、質疑に入ります。ただいまの説明に対し質疑を許します。質

疑ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。ご意見ありませんか。

（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）

全員賛成であります。

よって、第 5 号議案は原案のとおり決しました。
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平川議長

井手事務局

長

平川議長

次に入ります。

日程第１３ 第 6 号議案 「公平委員の選任について」から、日程第１

５、第８号議案 「公平委員会選任について」までの 3 件を一括議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。事務局長

それでは一括議題として提案されました議案の内容等につきまして説明

させていただきます。

第 6 号議案について、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。ということで、委員として住所 宗像市土穴 1

丁目 1-3 氏名 天野一二（あまの いちじ） 生年月日 昭和７年 4 月 5

日。すみません提案理由から先に申し上げなければいけないところを内容

から言ってしまいました。失礼しました。

提案理由ですが、宗像地区事務組合公平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。先ほどご説明いたしました委員とい

たしまして、天野一二さん略歴等の部分については以下のとおりでありま

すが、平成８年から平成 19 年 3 月 31 日まで旧宗像地区消防組合、旧宗像

自治振興組合及び旧宗像清掃施設組合の公平委員さんとして選任いたして

おりました。

続きまして第 7 号議案ですが提案理由は先ほども説明したとおり、宗像

地区事務組合公平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 項の規定も基づき、議会の同意を求め

るもある。委員といたしまして、住所 宗像市田熊二丁目 9 番８号 氏名

綱脇和久（つなわきかずひさ）生年月日 昭和７年 12 月 13 日 略暦につ

いては以下のとおりでありますが、平成 12 年４月から平成 19 年 3 月 31

日まで旧宗像地区消防組合、旧宗像自治振興組合及び旧宗像清掃施設組合

の公平委員さんとして選任いたしておりました。

第 8 号議案でございますが、提案理由は同じであります。委員として住

所 福津市福間南 3 丁目 25 番 50 号 氏名 山田宏子（やまだひろこ）生

年月日昭和 26 年 11 月 20 日略歴につきましては以下のとおりであります。

平成 18 年 4 月から平成 19 年 3 月 31 日まで旧宗像地区消防組合、旧宗

像自治振興組合及び旧宗像清掃施設組合の公平委員さんとして選任いたし

ておりました。以上で一括提案されました 3 議案の説明を終わらせていた

だきます。

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑を許します。質

疑ございませんか。
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平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

（異議なしの声）

質疑ないようでしたら、これをもちまして質疑を終了いたします。

本案は人事案件ですので、討論は省略いたしたいと思います。

これより第 6 号議案から第 8 号議案の採決を行います。

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）

全員賛成であります。

よって、第 6 号議案、天野一二さんに同意することに決しました。第７号

議案、綱脇和久さんに同意することに決しました。第 8 号議案、山田宏子

さんに同意することに決しました。

次に入ります。

日程第１６ 第 9 号議案 「監査委員の選任について」を議題といたし

ます。竜口議員は、本人の身分に関係いたしますので、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。

（竜口議員退席）

提案理由の説明を求めます。事務局長

先ほど事務局のほうから配布させていただきました第 9 号議案について

説明いたします。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。

提案理由といたしまして、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（昭和 22 年法律第 67 号）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る。議会からの監査委員として住

所 福津市福間南 1-27-3 氏名竜口雅博（たつぐちまさひろ） 生年月日

昭和 10 年 11 月 4 日略歴につきましては以下のとおりであります。以上で

説明を終わります。

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑を許します。

質疑ありませんか。

（異議なしの声）
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平川議長

平川議長

平川議長

監査委員

（竜口議員）

平川議長

井手事務局

長

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

は省略したします。

これより、第 9 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）

全員賛成であります。

よって、第 9 号議案は原案のとおり、同意することに決しました。竜口議

員の入室をお願いします。

（竜口議員復席）

ここで、同意を受け、監査委員に選任されました竜口議員にあいさつを

お願いします。

ただいま監査委員に選任いただきました、福津市議会の竜口雅博であり

ます。この重要な責務をまっとうするために、これから先、一生懸命努力

してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

次に入ります。日程第１７ 第 10 号議案 「専決処分の承認ついて」か

ら、日程第２０ 第 13 号議案、「専決処分の承認について」までの 4 議案

を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。事務局長

それでは一括議題として提案されましたまず第10号議案についての提案

理由を説明します。

提案理由でございますけど、宗像地区事務組合公告式条例ほか４５件の

条例を制定することに当たり、地方自治法（昭和 25 年法律第 67 号）第 96

条第 1 項第 1 号の規定に基づき、組合議会の議決を求める必要が生じたが、

組合議会を召集する暇がなかったため、地方自治法第 179 条第 1 項の規定

により専決処分したので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認

をもとめるものであります。

条例の内容等の部分について説明していきたいと思いますが、参考資料

として各議員さんに配布しておりますこの資料をご覧いただきたいと思い

ます。それでは専決処分したしました条例等の部分について説明いたしま

す。今回制定した条例につきましては組合例規集、各議員さんにはお手元

に配布しておりますが条例については付箋番号の２から４７まででありま

す。それでは、条例の本数があまりにも多くございますので先ほど資料の
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井手事務局

長

照会をさせていただきましたけど、参考資料をもとに説明させていただき

ます。参考資料をご覧ください。

参考資料のうち改正区分 ABC と区分を分けていますが、A は統合に伴い

名称を変更するものの条例でございます、B は統合に伴い内容を整備する

もの、C は統合に伴い新しく制定するものであります。

まず A の部分でございますが、通し番号 2 の宗像地区事務組合公告式条

例から番号 4 宗像地区事務組合議会定例会の回数を定める条例、番号６の

宗像地区事務組合情報公開条例、番号 13 の宗像地区事務組合一般職の任期

付職員の採用等に関する条例から番号15宗像地区事務組合職員の定年等に

関する条例、番号 17 の宗像地区事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例から番号 23 宗像地区事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例、

番号 28 の宗像地区事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例から番号 30

宗像地区事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例、番号 32 の宗像地区事務組合手数料条例から番号 47 宗像地区事

務組合火災予防条例までの条例につきましては、組合の名称が変わったこ

とにより変更したものであります。

続きまして B の部分でございますが、これは統合に伴い内容を少し整備

するものであります。まず 5 番の宗像地区事務組合事務局設置条例につい

てですが、この条例は、組合長の権限に属する事務を分掌させるための内

部組織として事務局を設置し当該事務局に事務局長ほか必要な職員と総務

課および施設課を置くことと、課の分掌事務を規定しています。番号 11 の

宗像地区事務組合監査委員条例これは統合前、水道企業団は監査規程、消

防組合は監査委員条例、自治振興組合は監査規則、清掃施設組合は監査規

則等で同様の内容を規定していましたが統合に伴い内容を条例で整備した

ものです。この条例につきましては例月出納検査の実施日、監査を行うと

きの通知、公表の方法等について定めています。

続きまして番号12の宗像地区事務組合職員定数条例この条例につきまし

ては組合の職員定数を 151 人と定めたものです。番号 16 の宗像地区事務組

合職員の再任用に関する条例、番号 24 の宗像地区事務組合職員表彰条例、

番号25の宗像地区事務組合議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例、番号 26 の宗像地区事務組合特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例については組合が統合したことにより企業長を組合長

に変更したことから内容の整備をはかったものです。

番号27の宗像地区事務組合一般職員の職員の給与に関する条例この条例

は、地方公務員法第 24 条第 6 項の規定により職員の給与に関する事項を定

めるものです。ちなみに企業職の職員の給与にあっては、地方公営企業法

に基づき宗像地区事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、

これは番号 37、名称変更だけの A として定めています。続きまして C の部
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井手事務局

長

分ですが、これは統合に伴い条例を制定するものであります。番号７の宗

像地区事務組合個人情報保護条例、この条例は、4 組合のいずれにおいても

制定されていなかった条例ですが、個人情報の適正な取扱いの確保に関し

必要な事項を定めることと、あわせて個人情報の開示、訂正及び利用停止

の手続き等を定めています。

また、この条例の制定にあわせて不服申立て等を処理する審査会に関す

る条例として番号 8 宗像地区事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

をそれから個人情報の取扱い等を審議する番号 9 宗像地区事務組合情報公

開・個人情報保護制度運営審議会条例を制定、それから、番号 10 宗像地区

事務組合行政手続条例、この条例も 4 組合のいずれにおいても制定されて

いなかった条例ですが、これは行政手続法の趣旨にのっとりまして、市民

の利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続き基準

等の共通事項を定めています。この 4 本条例については、福津市、宗像市

の例を参考として制定している所であります。

最後に番号31宗像地区事務組合急患センター事業特別会計条例について

ですが、これは統合前の自治振興組合においては急患センター特別会計と

して設置されていたが条例も制定されていない状態であったため、今回、

地方自治法の規定に基づき組合に急患センター事業特別会計の条例を制定

するものです。以上で「第 10 号議案 専決処分の承認について（宗像地区

事務組合公告式条例ほか 45 件の条例について）」の説明を終わらせていた

だきます。

続きまして、第 11 号議案についての提案理由のご説明をさせていただき

ます。提案理由平成 19 年度宗像地区事務組合一般会計予算ほか２件の予算

を定めるに当たり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第

2 号の規定に基づき、組合議会の議決を求める必要が生じたが、組合議会を

召集する暇がなかったため、地方自治法第 179 条第 1 項の規定により専決

処分したもので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求める

ものである。それではお手元にご配布させていただいております平成 19 年

度宗像地区事務組合一般会計の部分についてご覧ください。

平成 19 年度宗像地区事務組合一般会計予算の説明をいたします。

平成 19 年 4 月 1 日付で専決処分した平成 19 年度宗像地区事務組合一般会

計予算は、歳入歳出それぞれ 15 億 3,839 万 8 千円でございます。

この予算については、基本的に組合統合前の宗像地区自治振興組合、宗

像地区消防組合、宗像清掃施設組合の 3 組合予算の合計を計上するもので

す。

まず、歳入からご説明をさせていただきます。事項別明細書、5 ページを

お開き願います。

1 款 分担金及び負担金、１項、１目 総務費負担金 3,423 万円、2 目 衛
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生費負担金１億 8,963 万 8 千円、3 目 民生費負担金 299 万 3 千円、4 目

消防費負担金 11 億 1,951 万 4 千円、合計 13 億 4,637 万 5 千円です。両市

の負担額は、説明欄のとおりです。6 ページをおひらきください。

4 款 繰入金、1 項、1 目 財政調整基金繰入金ですが 1 億 6,503 万 9 千円

です。財政調整基金を取崩して、歳出、5 款消防費の財源の一部にします。

以上、歳入の説明を終わります。

続きまして、歳出の説明に入ります。7 ページをご覧いただきたいと思いま

す。

2 款 総務費、1 項、1 目 一般管理費 2,526 万 3 千円です。主なものは、

8 ページ、19 節 負担金補助及び交付金の派遣職員負担金これは 2,300 万

円となっています。

4 款 衛生費ですが、10 ページをご覧ください。

2 項、1 目 し尿処理場費 2 億 181 万円、主なものとしては、給料、職員手

当、共済費の合計で人件費が 3 名分で 2,841 万 8 千円、し尿処理場の修繕

費等が 2,305 万 9 千円、11 ページ、し尿処理施設管理委託料といたしまし

て、5,717 万 3 千円、汚泥処分料が 3,124 万 6 千円、地元協力費が 718 万 8

千円となっております。

次に、5 款 消防費、を説明させていただきます。12 ページになります。

1 項、1 目 常備消防費 12 億 6,028 万 5 千円です。主なものといたしまし

ては、給料、職員手当、共済費の合計で人件費として、134 名分で 11 億 3,918

万 2 千円となっております。

以上で平成19年度宗像地区事務組合一般会計予算の説明を終わらせてい

ただきます。

続きまして、平成 19 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計予算に

ついて説明いたします。まず予算書をご覧いただきたいと思います。平成

19 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計予算 1 ページをご覧いただ

きたいと思います。宗像地区事務組合水道用水事業会計予算について 1 条

から 2 ページになりますが 7 条のたな卸資産購入限度額を規定しています。

それから 3 ページをご覧いただきたいと思いますが、平成 19 年度宗像地区

事務組合水道用水供給事業会計予算の実施計画で歳入関係で収益的収入及

び支出を定めております。

それから 4 ページの部分ですが 4 条の関係で資本的収入及び支出の項目

を定めております。5 ページですが平成 19 年度宗像地区事務組合水道用水

供給事業会計報告資金計画ということでございますけど前年度と当年度の

予定額のみについて差し引きの部分だけご説明させていただきますが、前

年度決算見込み額といたしまて 14 億 5,144 万 7 千円、当年度予定額といた

しまして 14 億 1,863 万 3 千円増減といたしまして、3,281 万 4 千円の減と

なっております。飛びまして１４ページをお開きください、平成 18 年度宗
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像地区水道企業団水道用水供給事業予定貸借対照表は以下のとおりでござ

います。16 ページの部分ですが平成 18 年度宗像地区水道企業団水道用水

供給事業予定損益計算書でございまして17ページをご覧いただきたいと思

いますが当年度に純利益といたしまして 3 億 535 万 7 千円それから前年度

繰越金欠損金 11 億 5967 万 2 千円それから当年度未処理欠損金として 8 億

5431 万 5 千円を計上いたしております。

18 ページでございますが、平成 19 年度の予定貸借対照表でございます。

予算の内容について事項別明細書を使いながらご説明させていただきま

す。3 条予算についてですが、平成 19 年度の主なものは、多礼ダム導水管

路トンネル壁面に、経年劣化による細かいひび割れが生じ、そこからの漏

水が数ヶ所見受けられており、そのための修繕費を措置したこと。次に、

取水ポンプ関連(逆止弁、吐出弁、分解整備)の修繕に要する経費及び、吉田・

多礼ダムそれぞれ 1 ヶ所に設置している間隙水圧観測設備の更新に要する

経費を措置したこと。最後に一部事務組合統合に係る企業団職員の退職手

当組合加入に要する負担金を措置したこと等が事業の主なものでございま

す。

まずは事業収益の部分でございますけど営業収益については

1,230,103,000 円(対前年度比 3.18％の減)となっています。減額の理由につ

いては、基本料金を１立米あたり５円引き下げたことによります。営業外

収益については、58,568,000 円(対前年度比 21.53％の減)で、一般会計繰入

金の減額によるものです。

事業費用の部分ですが、原水費については、61,045,000 円(対前年度比

8.00％の増)となっています。主な理由として、委託料において、宗像地区

水道企業団の名称変更に係る土地等変更登記業務等の計上によるものであ

ります。次に、修繕費においては、老朽化による取水ポンプ修理等を計上

しております。２１ページをご覧いただきたいと思います。

浄水及び送水費については 348,906,000 円(対前年度比 10.99％の増)を計

上しています。増額の主な要因としては、法定福利費において、新に退職

手当組合加入による負担、並びに昨今の原油高等による活性炭、水処理用

薬品の単価上昇に伴う費用が増額したことによります。22 ページの総係費

については 59,426,000 円(対前年度比 18.33％の減)を計上しています。主

な要因は、専任企業長等の人件費の減少したことによります。

24 ページをご覧ください。4 条予算については、中央監視制御設備更新

が昨年度に完了いたしましたので減額予算となっております。資本的収入

の部分でございますけど特筆すべき事項はありません。資本的支出の部分

でございますが、総額 799,113,000 円（対前年度比 44.24％の減）で企業

債の元金償還金のみを計上しております。以上で平成 19 年度宗像地区事務

組合用水供給事業会計の説明を終わります。
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続きまして平成19年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計の予

算書をご覧いただきたいと思います。

平成 19 年４月１日付で専決処分しました平成 19 年度宗像地区事務組合

急患センター事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 億 2,874 万 4

千円を計上いたしております。

歳入から説明させていただきます。事項別明細書、5 ページをご覧ください。

2 款 負担金、１項、１目 負担金ですが、8,063 万９9 円です。

経常費負担金が 5,982 万 2 千円、創設費負担金が 2,081 万 7 千円、うち、

宗像市分が 5,268 万 2 千円、福津市分が 2,795 万 7 千円となっています。

続きまして、歳出の説明に入ります。が 8 ページをご覧ください。

１款 急患センター運営費、１項、１目 管理及び運営費が 2 億 591 万

1 千円です。主なものとして、13 節の委託料の急患センター管理委託費と

して 2 億 431 万 6 千円を計上いたしております。

9 ページをお開き願います。2 款 公債費 2,091 万 7 千円です。

以上、平成 19 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計予算の説明

を終わらせていただきます。

続きまして第 12 号議案の提案理由を説明させていただきます。専決処分

の承認についてということで福岡県市町村職員退職手当組合の加入につい

てですが提案理由でございます。福岡県市町村職員退職手当組合に加入す

るため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 15 号の規

定に基づき、組合議会の議決を求める必要が生じたが、組合議会を召集す

る暇がなかったため、地方自治法第 179 条第 1 項の規定により専決処分し

たもので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求めるもので

ある。

続きまして第 13 号議案ですが、第 13 号議案専決処分の承認について宗

像地区事務組合指定金融機関の指定についての提案理由でございますけ

ど、宗像地区事務組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機

関を指定するに当たり地方自治法施行令 168 条第 2 項の規定に基づき、組

合議会の議決を求める必要が生じたが、組合議会を召集する暇がなかった

ため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により

専決処分したもので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求

めるものである。先ほど落としていたのですが議案の中に地方自治法施行

令（昭和 22 年政令第 16 号）第 168 条第 2 項の規定に基づく本組合の公金

の収納及び支払の事務を取り扱わせる金融機関に平成 19 年 4月 1 日から株

式会社福岡銀行を指定した。以上の内容です。以上で一括提案されました

議案についての説明を終わらせていただきます。

提案理由の説明が終わりましたので、これから一括質疑に入ります。

一括質疑を許します。
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硴野議員

平川議長

池浦組合長

13 番硴野議員

硴野でございます。 質疑は一括ということでございますので日程 18 の

11 号議案の一般会計予算、これは専決でございますけれども、これからの

課題を含めてでありますので、質問させていただきます。この自治会館で

すが先ほど組合長が福津市はもちろん宗像市も行財政改革についてこと細

かいことについて、今それぞれの分野で検討されております。

したがって私どもこれからこの議会で今後審議をすることになると思い

ますけど、宗像地区事務組合もそれに同行するようにさきほど組合長の方

から経営効率化を計るということで一体化してきたということで説明ござ

いましたが、これからの問題として例えば執行部の方で行財政改革になる

かわかりませんけれどもそういうプロジェクトをもってチームを持ちなが

ら今後例えば具体的に申し上ますと、この自治会館、非常に職員の数も見

てみますと手狭、あるいは水企業団見ますとある意味では余裕がある。

そういうことを考えたときに、自治会館を全面的に貸与するとかあるい

は売却するとかそういうことも踏まえて検討する必要があろうかと思いま

す。例えばこれを具体的に中身をみてみますと事務室の使用料が 84 万、収

入がですね会議が 20 万、104 万に対して委託料が 420 万具体的に申します

とやはりそういう維持管理が非常にいるわけでございますので将来的には

合併したばっかりですが、いろいろ言うわけではございませんがこの 1 年

間、半年間のなかでいろんな議論をしてそうような対応をされる機会があ

るのかどうか、あるいは検討されているのかどうかその関係についてお尋

ねしたいと思います。以上です。

はい、組合長

この事務所をここにした理由でございますけれども第 1 番目の理由とし

ましては、消防本部、多礼浄水場、曲のし尿処理場の位置の中心にあると

いうことが一つでございます。それから構成をしております宗像市の庁舎

とも距離が非常に近いということからここに決定をいたしました。2 番目に

自治会館の管理運営でございますが、これはいずれにしましても売却等と

いうことは今のところ考えておりませんのでじかに行った方が効率的であ

ると判断したものです。

3 番目に統合時の総務の人数の規模から自治会館内の事務室の十分に対

応できるというふうに決めましたのでここにおいた訳であります。今後の

移転等につきましては、今のところまだ具体的には考えておりませんけれ

ども、将来的には水企業の末端給水等がでてきますならば必然的に組織の

改変あるいは消防の広域化になりますと組織の改変が当然でてくるのでは
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平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

ないかと思いますと、組織のその時点で事務所等についても検討するべき

であろうと思っております。今、硴野議員のご指摘ですけれどもここ半年、

一年の間にどうこうということは正直考えておりません。

以上でございます。

それでは、ほかにございませんか。ほかにないようですので、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。第 10 号議

案について討論を許します。

ご意見ございませんか。

（異義なしの声）

これをもちまして討論を終結いたしました。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありません

か。

(異議なしの声)

ご異議なしと認めます。したがって第 10 号議案専決処分につき承認を求

める件は承認することに決しました。

次に第 11 号議案について討論を許します。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。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありません

か。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

したがって、第 11 号議案専決処分につき承認を求める件は承認することに

決しました。

次に第 12 号議案について討論を許します。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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平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局
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お諮りいたします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。

（異議なしの声）

次に第 12 号議案について討論を許します。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了いたします。

お諮りいたします。本案のとおり承認すること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。

したがって、第 12 号議案専決処分につき承認を求める件は、承認すること

に決しました。

次に第 13 号議案について討論を許します。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。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり承認すること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。したがって、第 13 号議案専決処分につき承認を

求める件は承認することに決しました

次に入ります。日程第２１ 第 14 号議案 「平成 19 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。

それでは第14号議案平成 19年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第

1 号）について提案理由といたしまして、当初予算につきましては骨格予算

ということでありましたので、今回政策的なものとして補正予算を計上し

たところでございます。予算の内容でご説明させていただきます。

歳入歳出それぞれ 6,325 万 1 千円を増額して、歳入歳出それぞれ 16 億 164
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平川議長

平川議長

渡辺議員

万 9 千円とするものです。

この補正については、先ほども言いますとおり、当初、平成 19 年度予算

が骨格予算であった為、その予算に計上できなかったものを計上するもの

です。

歳入から説明します。事項別明細書、5 ページをお開き願います。1 款 分

担金及び負担金、1 項、3 目、1 節民生費負担金ですが、この補正は、精神

障害者共同作業所運営費として支出する為の財源とするもので、両市の負

担金と６款の県支出金とを併せた 588 万円となります。

次に 3 款 財産収入、2 項、1 目、1 節 土地売却代金の 3 千万円ですが、

これは、医師会病院の駐車場用地として売却したもので、3 年間で受入する

ものです。今回最後の 3 千万円となっています。

続きまして、4 款 繰入金、1 項、1 目、1 節 財政調整基金繰入金です

が、補正額が 2,737 万 1 千円です。これは、宗像地区事務組合財政調整基

金を取崩すもので、内容は，歳出の方改めて説明します。

6 款 県支出金、1 項、1 目、1 節 民生費県補助金ですが、これは、1

款での説明のとおりです。続きまして

歳出の説明に入ります。6 ページをお開き願います。2 款 総務費、1 項、

3 目、25 節の積立金の補正額が 3 千万円、これは，歳入での説明のとおり

土地売却代金を財政調整基金に積み立てようとするものです。

3 款 民生費、1 項、1 目、19 節 負担金補助及び交付金の 588 万円は、

精神障害者共同作業所運営費として支出しようとするもので歳入での説明

いたしましたとおりです。

4 款 衛生費、1 項、1 目、28 節の繰出金の補正額が 1 千万円、これは、

宗像地区事務組合急患センター事業特別会計への繰出しを行うものです。

5款 消防費について説明します。1項、1目 常備消防費、補正額が 1,737

万 1 千円、となります。詳細については、各節のとおりです。

以上で平成19年度宗像地区事務組合一般会計補正予算の説明を終わらせ

ていただきます。

ここで暫時休憩をいたします。再開を 11 時 30 分といたします。

（休 憩 11：20～11：30）

休憩前に続き会議をいたします。

これより第 14 号議案について質疑を許します。質疑ありませんか。

はい、渡辺議員。

はい消防費のところの 1 目の一番下の備品購入費の上に、使用料 IP・携
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平川議長

井手事務局

長

平川議長

木村消防長

平川議長

山本議員

帯発信地システムのことが、予算化されているのですが、内容はさっきお

聞きしました。携帯電話の出力で地域がわかるというふうなお話だったの

ですが、だいたいこれは導入して、今年度いつぐらいから実際に動くよう

になりますでしょうか。

はい、事務局長。

消防の関係でございますので、消防のほうから答弁をさせていただきま

す。

はい消防長。

IP 電話と携帯電話の 119 番受信地発信地の表示システムにつきましては

今議会で補正予算が承認可決されました以後に作業進めまして今年度中に

は整備する予定でございます。

いいですか。はいほかに はい山本議員。

ちょっと長くなるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。

今回は、補正予算が出ているわけですが、前、専決処分は認めたのですが、

各自治体で専決処分について説明がありました。その時に福津市議会はち

ょっと私わかりませんが、宗像市議会では、人件費の中で、特に 3 名が総

務費の中で増えるということは、合併して人間が増えるのはおかしいでは

ないかという議論がかなり出たわけです。

それに対していろいろ検討していただいたと思うのですが、その他にも

ありますが、今回新たに補正を出された中で、人件費が減額がされていい。

このことがなぜ減額されてないのか、今後される予定があるのかどうかを

お尋ねしたいのですが。

まず、ひとつ目は 3 人総務に派遣職員をやるというのが 2 名で行うとな

ってるわけですね、ここで一人は確実に違うんです。

それから清掃施設組合で部長級の方が当時の説明された予算では 1 名入

っていたんです、それが今回はそこが引き上げられて 1 名減になっていま

す。これは非常に難しい問題なんですが、水道企業団で今年の 1 月 20 日ご

ろわざわざ臨時議会を開いてちょっと説明がありましたけど、㎥ あたり、5

円の値下げをしたんです。

このときに当時の水道企業団では現状で、しかも補充を考えて財政計画

は十分できるという話が出ていました、そういう説明があったんです。だ

から水道企業団は、今回は影響してるかたがいて微妙な問題なのでしょう
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山本議員

井手事務局

長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

山本議員

が一人分ぐらいは総務費でおそらく水道企業団に振り替えしていいんじゃ

ないかという気がしておるんです。

3 名新しい人を持ってくるというのが 3 名ともまったくいらなくなった

んです。この辺はいろいろ解釈の仕方があるでしょうが十分検討していた

だければこの補正予算で入りというものが増えているのに、それは専決処

分ですからかまわないと思うんですね、当時は説明があった。

それから実際に発令されたのが 3 月の末ですから 4 月 1 日までの間には

わずかな時間しかなかった、だから 4 月 1 日から新しい組合がスタートす

るためには前のやつで専決するのは仕方なかったんですが、それから 1 ヶ

月半、たっています。それでは新しく掲げてあるが少なくなった 2 人ない

し 3 名の人件費で減額分がぜんぜんあがっていない、このへんの理由をお

聞きしたい、もし今後される予定があるんだったらその辺の考え方を示し

ていただきたいですが

議長。

はい事務局長。

山本議員の方から当初骨格予算の関係等今回の補正予算等について人件

費等の計上についていかがなものかという具体的な質問でございますが、

今回の補正予算につきましては、4 月 1 日組合統合に伴います人事異動等に

よりまして予算の組替えは当然必要であると考えておりますけど、今回の

予算の組替え部分につきましては、関係両市と細部にわたりまして調整が

必要なこともございました。

今回臨時会先ほど山本議員の方から 1 ヶ月ちょっと経ったような、発足

してから 1 ヶ月ちょっと経ったような状況であるのにというようなところ

のお話がございましたけど、なにせいろいろ準備等都合ございましてなか

なかそこのところ調整する暇がございませんでした。

そこで今回の補正予算の部分についてはその計上部分については行って

おりません。今後両市負担額といいますかそういうふうな見直し等も含め

まして、これから先調整を関係両市と行いながら内容等の有無については

次回10月の定例会の部分におきまして具体的な内容を整理しながら補正予

算として計上をさせていただきというふうに考えておりますのでぜひご理

解をいただきたいというふうに思います。以上です。

はい山本議員。

今説明がありましたのは、10 月の補正予算では検討したいというお話で
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山本議員

平川議長

石橋議員

平川議長

森次長

石橋議員

森次長

したと思います。宗像の 3 月議会の分担金の件でもこの問題は財政課がそ

ういう発言してるんですね。といいますのが、今まで一部事務組合の負担

金というのはあがったらそのまま最終的に清算というのはなかったですね

ところが、今回は初めてのスタートであり、特に事前に各議会に説明され

たときに合併して人間が多くなるのはおかしいじゃないかそれに基づいて

私は検討していただいたことが二つ三つあると思うんです。

その辺十分踏まえていただいきまして宗像の市議会についても財政課の

方はここで補正が出てくれば負担金の減額も当然補正いたしますという約

束もしています。ぜひそのへんも考えたうえで合併したために予算が膨ら

んだじゃあなく、ある程度その他もべつとして人件費についてはこれだけ

辛抱したんですよということを示していただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。

はい、石橋議員。

はい歳出のところで今回の補正につきましては政策的な予算を計上した

いということですが、もう少し具体的に教えていただきたいのですけれど

も、一つは民生費につきまして、精神障害者の共同作業所運営費というこ

とですがこれは新たに、なにかどこかに作るということなのでしょうか。

それともう一点は急患センターの特別会計の繰出金これもなにか具体的

な目的があってのことなのかどうかということをお尋ねいたします。

もうひとつ土地売り払いの積立金を財調にということですが、専決で行

ったときの繰出金の財調のところの消防費というわざわざ括弧書きをされ

ている点と財調に関してはこれまでとそれぞれの会計を統合したところで

消防費とわざわざ書いてあるのとは違ってこれからは統合されるというふ

うにとっていいんでしょうか。

はい次長。

次長の森でございます。一番最初の質問ですけれども、精神障害者共同

作業所の運営費につきまして、これは県の補助にあわせて市補助金等を受

け入れてトンネルといいますか、運営費として支出すると次の急患センタ

ーの繰出金の部分につきましては、これは急患センターの補正予算のとこ

ろで・・

もう少しはっきり言ってください。何ですか。

急患センターの事業特別会計繰出金につきましては、急患センターの補
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森次長

石橋議員

森次長

平川議長

石橋議員

森次長

平川議長

石橋議員

井手事務局

長

議長

井手事務局

長

正予算のほうで説明をさせていただきます。

説明をするということですね。最後の所が聞こえないんです。

はい。基金がですね、基本的に宗像市の全員協議会の方で説明してきま

したけれども、統合はしますけれども支出については目的別に支出をし、

別々に管理をします。当面ですね。そういうふうに考えております。

ですので消防という形で記載をしております。ということでご理解をい

ただきたいと思います。

はい、石橋議員。

ということは今回のこの土地売り払い、これは一般会計の方になるんで

すかね。歳入として入ってくるのですか。今回のは、医師会の関係ですか。

はい、医師会の分です。

やり取りしないでください。

もう一点ですね、すみません。私よくわからなくて初めてで申し訳ない

のですけれども精神障害者の共同作業所に関しましては、これまでもこう

いう共同作業所というのはあるのか、トンネルだと言われるのですけれど

も、だからどこにあってそれがどういう所なのかということがちょっと理

解できなかったものですからお尋ねしたのですけれどもよかったら教えて

ください。

議長。

はい、井手事務局長。

まず、精神障害者の関係でございますが、宗像の大井だったと、いやす

みません田熊の方に宗像コスモス会という障害者の会がございますのでそ

ちらの方に一応補助金としてこの金額を支出するものでございます。

合わせて先ほどトンネルというふうな表現ございますが、あくまで通り

予算的なものでその対応をあの県の補助金についてですねその対応をはか

って行きたいというふうに思っております。

急患センターの部分の件につきましては特別会計で後で補正予算の対応

をいたしておりますのでその中で詳細については説明をさせていただきま
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井手事務局

長

平川議長

平川議長

山本議員

平川議員

山本議員

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

す。それと 3 千万の土地売却代の件についてでございますがこれは一応売

ったお金が入ってきますのでその分ついては財政調整基金の方に積み立て

をいたしますというふうなことでございますのでご理解賜りますようによ

ろしくお願いをいたします。

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。これより討論に入ります。第

14 号議案について討論を許します。ご意見ありませんか。

はい。

山本議員。

先ほどお願いしましたけど、人件費についての補正をこれは必ず 10 月に

検討していただいてどれできるかは別なんですが、きちっとしていただき

たいというのを添えて賛成いたします。

他にございませんか。

(異議なしの声)

これをもちまして討論を終結いたします。

これより、第 14 号議案について採決を行います。

本案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）

全員賛成であります。

よって第 14 号議案は原案のとおり決しました.

次に入ります。日程第２２ 第 15 号議案 「平成 19 年度宗像地区事務

組合水道用水供給事業会計補正予算（第 1 号）について」を議題といたし

ます。

執行部の説明を求めます。
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井手事務局

長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

議長。

はい、事務局長。

第 15 議案 平成 19 年宗像地区事務組合水道用水供給事業会計補正予算

（第 1 号）について他の項目も含めたところで内容等について説明をさせ

ていただきます。

補正予算（1 号）こちらの方の内容をご覧いただきと思います。第 1 条平

成 19 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計の補正予算（第 1 号）は、

次に定めるところによる。

第 2条として平成 19年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計予算第

3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するということで、第 1

款支出の予算をこちらのほうに規定しております。第 3 条予算第 4 条本文

括弧書中「過年度分損益勘定保留資金 4 億 5,764 万 1 千円を 4 億 6,594 万

1 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。ということで

第１款資本的支出を整備しております。

予算書の 2 ページをご覧ください、平成 19 年度宗像地区事務組合水道用

供給事業会計予算実施計画を掲げております。上段のほうにつきましては 3

条関係でございますが収益的収入及び支出、下段につきましては、4 条関係、

資本的収入及び支出でございます。

それから平成19年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計資金計画の

部分については以下のとおりです。3 ページのほうで平成 19 年度宗像地区

事務組合水道用水供給事業予定貸借対照表を定めております。

それでは予算の内容につきまして事項別明細からご説明をさせていただ

きます。5 ページをご覧いただきたいと思います。平成 19 年度の補正予算

は、骨格予算から外しておりました経費を計上したもので、多礼区からの

要望事項である一本松溜池排水溝の整備、四十里川逆流防止整備として原

水費の修繕費に 150 万円及び、末端給水一元化の検討に向けた基本調査費

用を営業外費用の調査費として 400 万円、さらに資本的支出として原水の

ペーハー調整のための、新たな酸注入設備の設計に要する費用を調査費と

して 450 万円、また、多礼区要望事項の多礼ダム敷地内の飛び地の用地買

収費として 380 万円、そして、補正に伴う消費税の減額を計上したもので

あります。以上で宗像地区事務組合用水水道供給事業会計補正予算の内容

の説明を終わらせていただきます。

これより質疑にいります。ただいまの説明に対し質疑を許します。

はい山本議員。
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山本議員

平川議長

井手事務局

長

平川議長

矢冨主幹兼

総務係長

山本議員

平川議長

山本議員

6 ページですかね、末端給水一元化を調査費ということで 400 万あがっ

ています。この 400 万についてどういう調査されるのか、調査費は計画を

コンサルに出されるのか具体的にどうするのかということをお尋ねしたい

と思います。基本的には調査するよりやるんだという組合長、副組合長の

決意だけで、ほんとはできることだと思うんですね。だからどういう調査

をされるのかなと私は不思議な気がするんですが、400 万かけて具体的な

ものをもう少し教えていただきたいんですが。

はい、事務局長。

末端給水の一元化の部分についての調査費の概要については矢冨の方か

ら回答させますのでよろしくお願いいたします。

はい、矢冨係長。

矢冨でございます。よろしくお願いいたします。今の山本議員からのご

質問ですけれど、調査費につきましては、現況及び現状の調査を含めまし

て調査分析いたすということでコンサルの方に一応調査委託をしたいと考

えております。

内容としましては基本計画、基本構想案の作成それに基づきまして今後

随時今まで研究会をやっておりましたけれどもそれに基づいた形でコンサ

ルの方に委託して随時やって行きたいと考えております。その経費として

一応 400 万円計上させていただいております。

はい。

はい、山本議員。

答弁されたとおりにしか言われないと思うんですけど、実際に 400 万か

けて何ができるかなという気がするんですよ。それより組合長、副組合長

がやろうと、いつまでにやろうという決意をすればね具体的にどこにどう

しなくちゃいけないか、何処にどう働きかけなくちゃいけないか、上級官

庁にどう働きかけなくちゃいけないというのが一番大事で、それからどう

いうことを調査せねばいけないかということがねもうちょっと、ほんとは

あると思うんですね。400 万コンサルに出してあれじゃない、これじゃな

いと表向きのことをしても、私はあんまり意味がないという気がするので

すが、そのへんは具体的にするにはどうすればいいかというのがまず先だ

ろうという気がしますが、そのへんはどうお考えですか。矢冨さん実際に
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山本議員

平川議長

森次長

平川議長

末吉議員

平川議長

井手事務局

長

担当されるのはおたくか、瀧口さんか。

はい 森次長。

末端給水につきましては、昨年度研究会立ち上げまして実施の方向で研

究を重ねております。今回先ほど矢冨の方が申しましたように構想、ある

いは計画を実施計画レベルでですね、作っていくという必要がある。

当然専門のノウハウが当然必要になるということでコンサルをと、委託

するということを考えております。

この全国的に例が少ないです。今、私が聞いているところでは、全国で

２例ほどあるそうなんですけれども、この例を参考にしながら宗像に合っ

た末端給水の一元化をはかる必要があるだろうと、しかもロスのない一元

化をはかっていく必要があるということで、コンサル料として 400 万計上

したということです。理解をお願いしたいと思います。

ほかにありませんか。

はい、末吉議員。

5 ページのですね、多礼ダムの用地買収費について先ほど説明ありました

けれども、確かに説明の中身でいいますと旧水道企業団議会に出られてい

る議員はそれで理解するかもしれませんけれども、本議会、統合初めての

議会でこういう用地買収にあたっては最低限図面を添付してですね、先ほ

ど飛び地と言われましたけれども多礼ダムの中にそういうのが現時点で存

在しているというのが多礼の地元からこういう形で要望書があがったん

で、組合として今回買収に応じました、というやはり説明がですね、十分

な説明が私は必要なんじゃないかなと思います。

そういう意味で旧水道企業団の時に中央制御電算システムを経費として

10 億の予算が出たときに資料ひとつも当時なかったということで、議会で

大問題になりまして、休憩におとした後かなりその問題だけで議論になっ

た経緯があるんですけれども、やはり一部事務組合の予算については、そ

れぞれの構成自治体の議会で本議会の議員が戻ってきちんと説明をする義

務を負ってるわけで、そういう意味で資料の添付をもう少し丁寧にすべき

ではないかなと思うわけですがいかがでしょうか。

今の質問で、資料等提出できますか。

議長。
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平川議長

井手事務局

長

平川議長

井手事務局

長

平川議長

平川議長

安部浄水課

長

はい、事務局長。

すみません。末吉議員からご指摘を受けたわけですが、今回の予算の部

分についても資料等の添付について、事務局の不手際で具体的な内容がわ

からなかったということをあらためてここでお詫び申し上げます。

ちょっと資料等の部分についてこちらの方でコピーをさせていただきな

がら議員さんの方に配布させていただきたいと思っておりますがいかがで

しょうか。

そうするとこの 15 号議案は一応保留ですね。

資料を先に配布させていただきたい。

ここで暫時休憩いたします。

（休憩：11：52～13：00）

先ほど末吉議員からの指摘がありました資料を配布いたしましたので、

執行部の説明を求めます。安部浄水課長。

それでは、お配りしました資料についてご説明いたします。昨年の 8 月

22 日に多礼区の方から要望書をいただいております。4 件ございます。

一番目が排水溝設置の件、井堰取替えの件、それから多礼ダム管理地内

の飛び地買収の件、それから 4 番目が耕作地への逆流防止で 4 件の要望が

出ております。私どもでいろいろ協議いたしまして、昨年の 10 月 31 日に

地元に回答いたしております。先ほど末吉議員さんからのご質問でござい

ますが多礼ダム管理地内の区有地の買収ですけど、別紙に図面をつけてお

ります。左側が多礼ダムの図面です。

それでここの赤く指し示したところが買収地でございます。わかりにく

いかと思いますが右側に道路が走っております。これは付け替え道路とい

うことで通常車が通っている道でございます。右側の方に小さい道路がず

っとついておるわけなんですけど、これは一応管理道路ということでござ

います。

ダム地内の大体真中のあたりに用地が残っておるということでございま

す。これにつきましては当初は関係ない土地、無用の土地は買収しないと

いう方針がございまして、一応ここの土地が残ったままになっておったと

いうことでございます。

右側のこれを大きくした図面なんですけれどピンク色のところに多礼の
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安部浄水課

長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局

長

区有地がこれは山林でございます。これが 1,188 平米ございます。そして

個人の私有地として 640 平米この 2 つが残ったままになっております。な

かなかこの土地の管理をするためにダムに入るための鍵をあけて入った

り、なかなか管理に苦慮しておられるということと、それから私どもが考

えましたところによると、ダムの中にこういう土地があるのは不自然では

なかろうかということを考えまして、このような今回要望が出ていました

ので一応買収ということで考えてまいりたいと思います。そういうことで

今回お願いしておるわけでございます。以上でございます。

他にありませんか。

ないようでございますのでこれよりまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。第 15 号議案について討論を許します。ご意見

ありませんか。

（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 15 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）

全員賛成であります。

よって、第 15 号議案は原案のとおり決しました。

次に入ります。日程２３、第 16 議案 「平成 19 年度 宗像地区事務組

合急患センター事業特別会計補正予算（第 1 号）について」を議題といた

します。執行部の説明を求めます。事務局長。

それでは第 16 号議案 平成 19 年度宗像地区事務組合急患センター事業

特別会計補正予算第１号についてご説明申し上げます

平成 19 年 4 月 1 日付で専決処分をいたしました平成 19 年度宗像地区事

務組合急患センター事業特別会計骨格予算額に政策的決定を伴うものとし

て、歳入歳出それぞれ１千万円を増額して、歳入歳出それぞれ 2 億 3,874

万 4 千円とするものです。

歳入の方から説明したします。

3 ページをお開き願います。財源は、一般会計の財政調整基金を取崩しいた

しまして、繰入金として処理するものです。

歳出の説明にはいります。4 ページをご覧いただきたいと思います。
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井手事務局

長

平川議長

石橋議員

平川議長

井手事務局

長

１款 急患センター運営費、1 項、1 目、18 節 備品購入として 1 千万

円計上するものです。

購入しようとするものは、主なものとして、レントゲン撮影機が 564 万 9

千円、これは、現在、使用してある機械が古くなったことと、合わせてデ

ジタル化をして効率化を図ろうとするものでございます。自動小型分包機

は、小児用の薬を分包する機械です。

以上で簡単ではございますが、平成 19 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の説明を終わります。

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し質疑を許します。

はい石橋議員。

先ほど一般会計の補正予算のところで質問をしたのですけれど、なかな

か全体像が見えてこないんですが、いわゆる合併にそれぞれの組合が規定

したわけですが、それぞれの財調がどの程度あって、それが今後はどのよ

うになっていくのか、歳出に関しては先ほど目的別に使うという話でした

が、それぞれあった財調を全体をまとめるのか、今までどおり別々のやり

方でやるのか、そこのところが一般会計からの繰入金ということで、財調

の取り崩しという説明がましたが、全体像がよくわからないので説明をい

ただきたいと思います。

はい、事務局長。

今、石橋議員の方から財政調整基金の関係の部分についてのご質問であ

りますが、統合前の財政調整基金の金額等の部分でございますけども、急

患センターにつきましては、287,056,555 円となっております。

それから清掃組合のほうでございますが、70,162,757 円、それから消防

のほうでございますが、664,557,588 円、合計の 1,021,776,900 円になって

おります。

統合前はおのおの財政調整基金として積み立てておったわけですが、今

後統合いたしましてこの 10 億の部分につきましては、１つの財政調整基金

としてこの先運用を図っていきたいと考えております。ちなみに一般会計

の折にも財政調整基金の部分について消防費に使いますとか、衛生費に使

いますというふうなところを指定しておりましたが、これはあくまで財政

調整基金大きな金額ございますがこちらは議員さん方にわかりやすいよう

に単純に、財政調整基金というのは、さきにいいますとおり組合ごととか

業種ごとの分けておるわけでございませんので、ちなみに 10 億の中からこ

っちのほうにあてます消防の方にあてます、衛生の方にあてますというふ
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井手事務局

長

平川議長

石橋議員

平川議長

池浦組合長

平川議長

石橋議員

平川議長

うなし詳細をわかりやすくしたような状況でありますのでその部分につい

ては是非ご理解をいただきと思います。以上です。

はい、石橋議員。

ということは確認を含めて、今までそれぞれ別々に積立てたのがあった

けれども、それはいったんは、今回一緒ににして、まとめて財調としてあ

りますよと。その中でそれぞれこの同じ財布の中からそれぞれのところで

使っていきますよということですね。プールした全体の中からそれぞれ使

っていくと今言われたのですか。

はい、組合長。

それぞれ消防は消防、清掃は清掃、負担金が違います。分担金が、だか

らその組合を解散するときがもしくれば、分担金の割合で財産も負担する

わけですので今プールして一括しての管理はしますけれどもやはり消防が

6 億数千万それ持っているのはそれは消防の方に使っていくというような

ことになるのではないかと思います。

従いまして、急患センターにつきましては、宗像地区の自治振興組合の

方でしたのでそちらのほうのお金でやっているというようなことになろう

かと思います。

だから素案決まっておりますのは、し尿が 10 年先ということですので、

その時にどういうふうな形になるかというと、やっぱり負担割合が違って

きておりましたので、そういうことでの清算になるのではないかと。だか

ら今あるお金につきましてはその中で消防は消防、急患センターはいわゆ

る自治振興組合分は自治振興組合、清掃は清掃という形になるのではない

かと思います。

はい、石橋議員。

組合長がおっしゃることと、事務局長がおっしゃることがちょっと違う

なあという感じがするのですけれど、ということは現実にはそれぞれ今ま

で持っていたものをそれぞれの目的別に使うという、今までと変わらない

ということですか。ただ全体が 10 億ありますよというそれだけの話になる

のですか。

ちょっとそこが違っていたんじゃないかと思うんのですが

はい、事務局長。
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井手事務局

長

平川議長

末吉議員

平川議長

消防長

松永救急課

長

すみません。不適切な答弁をいたしまして、申し訳ありませんでした。先

ほど、組合長が申し上げたとおり各々基金持っていた部分について、基金

各々が関係ある所で使うということで是非ご理解賜りますようによろしく

お願いいたします。

はい、末吉議員。

この管理及び運営費の中の備品購入費の中で自動体外式除細動機

452,000 円備品購入ですから、購入されるということで計上されているので

はないかと思うんですが、宗像市も福津市も AED の機器について、当初宗

像市が導入したときはリースで何機が入ってきたのですけれども、福岡県

で公共施設に対する無償貸与かなり小中学校公共施設に AED 機器を貸与

するような仕組みができまして、一機に普及した状況だと思うのですよ。

急患センターにあえて除細動機、AED を購入されるというのが、もとも

との本市、福津市は、買っていないと思います。

その中であえて購入されるのはどうしてかお聞きしたい。最低限、県の

それに該当しないとしても、リースで今こういう AED は設置するケースが

かなりありますから購入することは、後のメンテも含めて割高のなるので

はないかと思うのですが。

消防長。

公共機関という話も出ましたけれども、福岡県市町村振興協会から県内

の 2千何百校か小中学校には貸与じゃなくて支給された経緯がございます。

その他の公共機関につきましてはそれぞれの自治体の状況によりまして、

購入設置なり、リース設置なりがされておるというふうに理解をしており

ますけれど。たしかにリースがあるというのは理解しております。

急患についてもっと詳しい状況がわかりますか。救急課長のほうからリ

ースについてあれば。

救急課長の松永でございます。

ただいまの AED のことについてお尋ねでございますけれど、振興財団のほ

うから県下 1400 台が配布されております。

それで宗像市に 40 台、福津市に 24 台計 64 台の AED が公共機関、学校

等にございます。また公衆の出入りする場所等事業所さん独自で AED を購

入されているところがあるかと思いますが、今のところはっきりした数字

は私ども把握しておりません。ただ老健施設等におきましてレンタルで検

討しようかというお話は最近聞いております。
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松永救急課

長

末吉議員

平川議長

森次長

平川議長

末吉議員

平川議長

平川議長

現在レンタルをされているかは私のほうでは把握しておりません。メー

カーによって月々のレンタル料、あるいは、長期、短期によって値段がか

なりばらつきがあるようです。具体的な内容については把握しておりませ

ん。

予算ですから、あるものを設置する場合に、うちでもそうですがコンピ

ューターのマシンを買うときに買取で買ったほうがメンテナンスの費用も

含めてトータルで割安だからこういうふうにしますというと、予算の計上

の仕方をしますよね。そういう意味では、リースと買取、確かに普及すれ

ばするほど単価が安くなるというのはわかりますけれども、比較した結果、

買取の方が安いということでこういう備品の購入にいたしましたという提

案だったら、わかるのですよ。そこはどうなんですか。

はい、森次長。

先ほどお話がありました。AED のことですが IT 機器とは異なりまして、

バージョンが上がるレベルを途中で組みかえるという必要はございませ

ん。IT 機器の場合は途中でレベルを上げる必要があるということでリース

にしておいた方が手を加えることが可能になりますのでリース料率で利子

分がかさみますけれども、リースのほうが有利ということがよくいわれて

おりますけれども、AED の場合は、バージョンをあげるということがあり

ませんので基本的に買取の方が安価になるというふうに考えております。

ですので、今回の予算としては買取で計上させていただいております。以

上です。

はい、末吉議員。

ということは、実際リースと調べてみられて、買取の方が安いという結

論で予算計上されているということですね。わかりました。

他にありませんか。

（異議なしの声）

ないようですので、これをもちまして、質疑を終了いたします。

これより、討論に入ります。第 16 号議案について討論を許します。

（異議なしの声）
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平川議長

平川議長

平川議長

これをもちまして討論を終結いたします。

これより第 16 号議案について採決を行います。

本案は、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 16 号議案は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。

今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会議規

則第38号により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）

異議なしと認めます。よって字句、数字等の訂正は議長に委任すること

に決しました。以上で本会議に付議されました案件の審査はすべて終了い

たしました。これをもちまして平成１９年第１回臨時会を閉会いたします。

ご苦労様でした。
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次長

【事務連絡】

事務局から報告がございます。

今お手元に配っております。これは市民の方といいますか代表監査委員

ですね、現在水道企業団のほうで監査をしていただいております、花田純

一さんこちらに引き続き監査委員としてお願いをすることになっているの

で、こちらの紹介ということで書いております。

それと情報公開審査委員の 5 名の方を書いております。この 5 名の方は

情報公開制度審査委員会等も兼ねていただくということで考えておりま

す。

それから今回 4 組合統合して１つの組合になりましたけども非常に中身

が多岐にわたっております。できましたら、議員のみなさんを各施設の方

にご案内をしてそれぞれ事業の内容等をご説明する機会を考えておりま

す。暑いさなかになりますけれども今予定しておりますのは、7 月に国政選

挙がありますけども、これが終わった後 7 月末から 8 月の上旬に開催をし

たいと思っております。そういうことで、4 ヶ所の施設を施設見学していた

だいて、そこでいろいろ担当者のほうから説明等をおこないたいと考えて

おりますので、日程調整の折にはご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上です。
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議会議長

１番議員

２番議員


