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平成 19 年度第 1 回 宗像地区事務組合議会定例議会会議録

期日：平成 19年 10 月 9日（火） 9：50～11：47

場所：宗像地区事務組合 会議室

平川議長

平川議長

池浦組合長

それでは、ただ今から、平成 19年第 1回宗像地区事務組合定例会を開会いたしま
す。

ただいまの出席議員は 16 名で全員出席であります。
よって平成 19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者は、組合長及び副

組合長、事務局長、消防長以下、関係職員です。
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。3番

日隈議員、4 番 渡辺議員を会議録署名議員として指名をいたします。
次に入ります。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。会期はお手元に配布している日程で、本日 1 日限りとしたいと思いますが、
これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

御異議なしと認めます。
よって会期は本日 1日限りと決定しました。
次に入ります。日程第 3 「諸報告」に入ります。池浦組合長、日程第 3 の諸報告

をお願いいたします。

議長。
おはようございます。

本日は、宗像地区事務組合議会定例会を開催しましたところ、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。

また 7月・8 月に行いました、事務組合の施設見学につきましては、猛暑の中、ご
熱心に見学されたとの報告を受けております。大変お疲れ様でございました。

私の方からは、本日の議案を簡単にご説明申し上げます。
第 17 号議案として、専決処分です。これは、退職手当組合の議会の議員の選挙区

及び定数に関する規定を変更する必要が生じたため、専決処分を行いました。これ
を報告し、承認をお願いするものであります。

第 18 号議案は、事務組合職員定数条例の一部改正を行うものであります。消防職
の職員数については、消防力の整備を図るため、1 人の増員を行い、また事務部局及
び公営企業職の職員数は、職務の実態に合わせ、計 3 人の減員とし、合計 151 人を
149 人に改正するものであります。

第 19 号議案ですが、建築基準法の改正に伴い、火災予防条例の一部改正を行うも
のであります。

第 20 号議案から第 24 号議案については、統合前の消防組合、清掃施設組合、自
治振興組合、水道企業団、それぞれの組合の平成 18 年度決算について、監査意見を
付して、認定をお願いするものであります。

第 25 号議案から第 27号議案については、平成 19 年度事務組合一般会計、水道事
業会計、急患センター事業特別会計のそれぞれの補正予算のご審議をお願いするも
のであります。

また、補正の主な点といたしまして、職員人件費の組替えを行っております。
一般会計では、人件費の組替えで 1,600 万円ほど減額しております。
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また自治会館のガラスブロック修繕工事 100 万円、消防職員の旅費を 420 万円増
額をお願いしております。

企業会計では、人件費の組替えで、給料及び手当を 104 万 4,000 円減額し、負担
金として、1,100 万円の増額、また、企業会計システムの導入で 40 万円の増額をお
願いし、差引で約 1,035 万円の増額補正をお願いしております。

急患センター事業特別会計については、18 年度分の 2 月・3 月診療報酬の未収金
の処理、および急患センター内部の修繕工事のため補正をお願いしております。

以上、11 議案を提案させていただいております。
現在、消防については、福岡県市町村消防広域化推進計画検討委員会の中で広域

化の検討に入っております。
浄化センターは、使用延長に向けて、地元と鋭意協議を進めているところでござ

います。また、水道事業については、8 月に宗像地区水道事業広域化検討会を立ち上
げまして、現在基本計画の作成に入っているところであります。

今後とも、市民の安全・安心で快適な暮らしを支えることを第一に、それぞれの
事業を効率的に運営していく所存でございます。よろしくご審議を賜りお願い申し
あげまして、諸報告とさせていただきます。

はい、ありがとうございました。
次に入ります。日程第 4 第 17 号議案 「専決処分の承認について」を議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。

議長。

はい、井手事務局長。

それでは、私の方から説明をさせていただきます。1ページをご覧いただきたいと
思います。

第 17 号議案 「専決処分の承認について（福岡県市町村職員退職手当組合規約の
変更について）」 提案理由及び規約の変更内容について説明をさせていただきま
す。

まず提案理由でございますが、福岡県市町村職員退職手当組合の円滑な運営を図
るため、組合の議会の議員の選挙区及び定数に関する規定を変更することに伴い、
福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第 290
条の規定により、議会の議決を求める必要が生じたが、組合議会を招集する暇がな
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、承認を求めるものでございます。

次ページをご覧いただきたいと思います。
専決処分ということですが、専決第 5 号 「専決処分書」 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、下記事項を専決処分する。平成 19
年 9 月 12 日 宗像地区事務組合組合長池浦順文

以上が専決処分でございます。続きまして、規約の変更について新旧対照表を基
に説明させていただきます。4ページをご覧いただきたいと思います。福岡県市町村
職員退職手当組合規約新旧対照表の現行でございますが、（組合議会議員の定数及び
選挙の方法）第 5 条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は、18人と
し、別表第 2 に掲げる区域ごとにそれぞれ 1 人を当該区域内の組合市町村の長が互
選した者 9 人及び別表第 2 に掲げる区域ごとにそれぞれ 1 人を当該区域内の組合市
町村の議会議長（以下「市町村議会議長」という。）が互選した者 9 人とする。現行
の規定を、改正案でございますが、（議会の組織及び議員の選挙の方法）第 5 条 組
合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は、18人とする。第 2 号でございま
す。 議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第 2 のとお
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りとする。3 とおりございます。議員は、各選挙区において、組合市町村の長又は議
会の議長のうちから、それぞれの選挙すべき議員の数を互選する。条例の改正につ
きましては以上のとおりでございます。続きまして、別表第 2の改正内容、5 ページ
をご覧いただきたいと思います。字が小さくて見えにくいかと思いますが、よろし
くお願いいたします。別表第 2 の改正につきましては、別表の標題「組合議会議員
選挙区」を「議員の選挙区及び定数」に改め、現行の部分でございますが、9 つの選
挙区を、改正案 5 つの選挙区に改め、また定数についても市町村の長のうちからと、
市町村の議会の議長のうちからの議員の数を選挙区ごとに確定したものでございま
す。以上で第 17号議案の説明を終わります。

ただ今の説明に対し、質疑を許します。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。第 17 号議案について討論を許
します。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 17 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）

全員挙手であります。よって、第 17 号議案は、原案のとおり可決されました。
次に入ります。日程第 5 第 18 号議案 「宗像地区事務組合職員定数条例の一部

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。

議長。

はい、井手局長。

それでは 6 ページをご覧いただきたいと思います。
第 18 号議案 「宗像地区事務組合職員定数条例の一部を改正する条例について」提
案理由及び改正内容について説明をさせていただきます。まず、提案理由でござい
ますが、宗像地区事務組合に常時勤務する一般の職員（地方公務員法第 28 条の 5 第
1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）数を変更する必要が生じたた
め、宗像地区事務組合職員定数条例の一部を改正するものでございます。

今回、定数条例の改正等ございますけれども、組合の実態に即した定数というこ
とで、改正を行うものでございます。続きまして、改正内容につきまして、新旧対
照表を基に説明させていただきます。7 ページをご覧ください。宗像地区事務組合職
員定数条例新旧対照表でございます。現行第 2 条の部分でございますが、職員定数
の 151 人を改正案 149 人、第 1 号の事務部局の職員 5 人を改正案でございますが、
事務部局の職員 4 人、それから、第 2 号消防機関の職員 133 人を改正案消防機関の
職員 134 人、第 3号公営企業の職員 13 人、改正案といたしまして、公営企業の職員
11 人に改めるものでございます。以上で第 18号議案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。質疑ありませんか。
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（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。
これから討論に入ります。御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。

（全員挙手）

全員挙手であります。よって、第 18 号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第 6 第 19 号議案 「宗像地区事務組合火災予防条例の一部を改正する条例に
ついて」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

議長。

はい、事務局長。

8 ページをご覧いただきたいと思います。
第 19 号議案 「宗像地区事務組合火災予防条例の一部を改正する条例について」提
案理由及び改正内容について説明させていただきます。まず、提案理由でございま
すが、建築基準法施行令の改正に伴い、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条
例の制定に関する基準を定める省令（平成 16 年総務省令第 138 号）の一部が改正さ
れたことにより、条例の一部を改正するものである。改正内容につきましては、新
旧対照表を基に説明させていただきます。9 ページをご覧いただきたいと思います。
宗像地区事務組合火災予防条例新旧対照表、現行第29条の 3第 1項第 2号の規定中、
第 13 条の 3 第 1 号を、改正案でございますが、第 13 条第 1 号に改めるものでござ
います。以上で第 19 号議案の説明を終わります。

これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

はい。

はい、石橋議員。

第 13 条第 1 号というのは、具体的に火災予防条例が手元にないのでわからないの
ですが、具体的な内容を教えていただけませんでしょうか。

議長。

はい、井手事務局長。

今回提案しております火災予防条例の第 13 号第 1 号の具体的な内容ということ
で、本来ならば資料を添付しておけば良かったのですが、本当に申し訳ございませ
ん。第13条第1号の内容については消防長の方から説明をさせていただきますので、
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よろしくお願いいたします。

議長。

はい、木村消防長。

現行基準の第 29 条 3 の第 1 項第 2 号の建築基準法施行令第 13 条の 3 第 1 号とい
うのは、避難階、避難することができる階の規定が建築基準法で定められている訳
でございますが、火災予防条例の中で避難階を規定するというのを建築基準法の条
文から引用してきておるわけでございます。

元の建築基準法施行令の条文の定め方が、内容そのものは変わりませんけれども、
第 13 条の 3 第 1号という部分が、建築基準法の改正で条文が移行しただけでござい
まして、現行の第 13 条の 3 第 1 号という規定の中身が第 13 条の 3 第 1 号に基準法
上条文が移行したところでございます。ですから、内容そのものは変わりませんけ
れども、引用している部分が変わったということでその部分の条項の整備というこ
とでございます。内容そのものには変化はございません。以上でございます。

他にありませんか。

はい、議長。

末吉議員。

基本的なことだけをお伺いしますが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条
例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたとありますが、この省令が改
正されたのはいつなのかということですが、施行日が繰り下がって平成 19 年 6 月 20
日から適用するというふうになっておりますけれども、これとの関係で省令そのも
のの一部改正がいつの時点でされたのかをお伺いしたいと思います。

議長。

はい、消防長。

予防課長の方からの説明でいいでしょうか。

はい、予防課長。

附則のところに書いておりますが、19 年 6 月 20 日に適用したのは、公布日が 6
月 20 日になっておりましたので、適用を 6 月 20 日にしております。よろしいでし
ょうか。

省令の一部が改正されたそのものはいつですか。6 月 20 日ですか。

はい、そうです。

わかりました。

他にありませんか。これをもちまして質疑を終了いたします。
これから討論に入ります。御意見ございませんか。
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議長。

はい、末吉議員。

質問したんですけども、6 月 20 日に省令そのものが改正されて、実際、本庁で提
案されているわけですけども、先ほど専決処分でありましたけれど、その間、議会
を開く暇がなければ特にいわゆる省令、市民の安全に係ることですから、基本的に
は専決処分でも可能ではないかなと、こういうふうに施行日そのものを立ち返って
施行日をするというのはやっぱり正常ではありませんので、基本的には議会を開く
暇がないということで、専決処分の形で実施された方かいいのかなということを付
して賛成したいと思います。

他にありませんか。

（異議なしの声）

ただ今をもちまして、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）

全員挙手であります。よって、第 19 号議案は原案のとおり可決いたしました。
次にいきます。

日程第 7 第 20 号議案 「平成 18 年度宗像地区消防組合一般会計歳入歳出決算認
定について」から、日程第 11 第 24 号議案 「平成 18 年度宗像地区水道企業団水
道用水供給事業会計決算認定について」までを一括議題といたします。執行部の説
明を求めます。

議長。

はい、井手事務局長。

ただ今一括上程されました第 20 号議案から第 24 号議案につきまして、まず事務
局の方から第 21 号議案から第 24 号議案まで説明させていただきまして、その後で
消防部局の方から第 20号議案の説明をさせていただきますので、よろしくお願いい
たします。

第 21 号議案「平成 18 年度宗像清掃施設組合一般会計歳入歳出決算の認定につい
て」の説明を決算書で行いたいと思います。別紙、第 21 号議案関係をご覧いただき
たいと思います。1 ページをお開き願います。歳入決算は 2 億 941 万 5,083 円、歳出
決算 2 億 66 万 4,226 円となっております。歳入歳出予算が 2 億 1,203 万円、歳入歳
出差引残 875 万 857 円となっております。

歳入から説明をさせていただきます。事項別明細書で説明いたします。4 ページを
お開き願います。1款 分担金及び負担金ですが、予算額 1 億 9,185 万 7,000 円に対
し、調定額及び収入済額は、同額となっています。両市の負担額につきましては、
宗像市 5,382 万 9,000 円、福津市 1 億 3,802 万 8,000 円となっております。2 款 財
産収入は、予算額 7万 1,000 円に対し、調定済額及び収入済額は、7万 543 円ですべ
て財政調整基金の利息の収入でございます。4 款 繰越金でございますが、予算額
2,000 万円に対しまして調定額及び収入済額は 1,734 万 2,115 円です。平成 17 年度
の決算剰余金をそのまま繰越したものであります。5 ページをお開き願います。5款
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諸収入でございますが、予算額 10 万 1,000 円に対し、調定額及び収入済額は、14
万 5,425 円で預金利子と雑入の収入でございます。

続きまして、歳出に入ります。6ページをお開き願います。1 款 議会費でござい
ますが、予算額 116 万 7,000 円に対し、支出済額 70 万 9,215 円で、45万 7,785 円の
不用額となっています。2 款 総務費は、予算額 4,315 万 1,000 円に対しまして、支
出済額 4,179 万 9,950 円で、不用額が 135 万 1,050 円となっています。支出済額の
主なものは、職員 4 名分の人件費でございます。8 ページをお開き願います。3 款 し
尿処理場費ですが、予算額1億6,571万 2,000円に対しまして、支出済額が1億5,815
万 5,061 円、不用額が 755 万 6,939 円となっております。支出済額の主なものは、
備考に掲載しております。電気代、薬品代、修繕費、維持管理費、保守点検費、精
密機能検査代、脱水汚泥処分量、地元協力費等となっております。

次に 11ページをお開き願います。歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差
引額の 875 万 857 円は、全額平成 19 年度の宗像地区事務組合予算へ決算剰余金とし
て収入をいたしております。

12 ページの財産に関する調書でございますが、土地および建物と物品は、前年度
と変更がなく記載のとおりでございます。基金は 7,016 万 3,000 円となっておりま
す。以上で第 21号議案の説明を終わります。

続きまして、第 22 号議案「平成 18 年度宗像自治振興組合一般会計歳入歳出決算
の認定について」説明を決算書で行いたいと思います。別紙、第 22 号議案関係をご
覧いただきたいと思います。

1 ページをお開き願います。歳入決算は 5,530 万 859 円、歳出決算 5,396 万 9,395
円、歳入歳出予算 7,328 万 4,000 円、歳入歳出差引残 133 万 1,464 円となっており
ます。

歳入から説明させていただきます。事項別明細書で説明をいたします。4 ページを
お開き願います。1 款 負担金でございますが、予算額 1,936 万 3,000 円に対し、調
定額及び収入済額は、同額となっています。両市の負担額については、宗像市 1,162
万 6,000 円、福津市 773 万 7,000 円となっております。2 款 交付金についてでござ
いますが、予算額 294 万円に対し、調定額及び収入済額は、同額でございます。内
容は備考に掲載しているところでございます。3款 使用料及び手数料でございます
が、予算額 104 万円に対しまして調定額及び収入済額は、104 万 3,850 円でございま
す。内容は備考に掲載しているとおりでございます。4款 財産収入でございますが、
予算額 3,002 万円に対し、調定額及び収入済額は 3,000 万円でございます。組合所
有地売払い代金の収入でございます。5ページをお開き願います。5 款 繰入金でご
ざいますが、予算額 1,797 万 9,000 円で調定額及び収入済額はゼロとなっています。
これは、急患センター特別会計からの繰入を予定しておりましたが、宗像地区の組
合統合に伴う打切り決算のため、急患センター特別会計の収入不足により、同会計
から繰出が出来なかったためでございます。詳細については、次の第 23号議案の中
でご説明をさせていただきます。6 款の繰越金でございますが、予算額 181 万 1,000
円に対し、調定額及び収入済額は、181 万 1,459 円でございます。

続きまして、歳出に入ります。7ページをお開き願います。1 款の議会費でござい
ますが、予算額 12 万 9,000 円に対し、支出済額 3 万 7,400 円で、9 万 1,600 円の不
用額となっています。2款 総務費は、予算額 6,417 万 7,000 円に対しまして、支出
済額 4,505 万 9,495 円で、不用額が 1,911 万 7,505 円となっています。支出済額の
主なものは9ページの積立金3,181万 1,000円となっています。同ページの3款 民
生費でございますが、予算額 887 万 3,000 円に対しまして、支出済額が 887 万 2,500
円、不用額が 500 円となっています。支出済額の内容は、精神障害者共同作業運営
費 588 万円と医療センター情報システム料 299 万 2,500 円でございます。

次に 11ページをお開き願います。歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出差
引額の 133 万 1,464 円は、全額、平成 19年度の宗像地区事務組合一般会計予算へ決
算剰余金として収入しております。

12 ページをご覧ください。財産に関する調書でございますが、土地及び建物は、



8/24

井手事務
局長

前年度と変更がなく記載のとおりでございます。なお、組合所有地の売り払いに伴
う登記については、平成 19 年度末に土地代の収入が完了しますので、その時に行う
ことになっています。

13 ページの基金でございますが、18年度の積立額が 3,181 万 1,000 円で当該年度
末現在高は、2 億 8,705 万 6,555 円となっています。以上で第 22 号議案の説明を終
わらせていただきます。

続きまして、第 23 号議案「平成 18 年度宗像知事振興組合特別会計歳入歳出決算
の認定について」説明を決算書で行います。別紙、第 23 号議案関係をご覧いただき
たいと思います。

1 ページをお開き願います。歳入決算額は 2 億 3,444 万 8,911 円、歳出決算 2 億
2,339 万 467 円、歳入歳出予算 2億 4,331 万 2,000 円、歳入歳出差引残1,105 万 8,444
円となっています。

歳入から説明をさせていただきますが、事項別明細書で説明します。4ページをお
開き願います。1 款 診療収入ですが、予算額 1億 3,500 万円に対し、調定額及び収
入済額は、1億 2,625 万 1,513 円となっています。この診療収入につきましては、平
成19年 2月分と3月分の国保連合会及び社会保険基金からの診療収入給付金が2カ
月遅れで入ったことで組合統合による打切り決算により、平成 18年度では収入でき
ていません。予算額との差がこれで大きく出てきている状況でございます。このこ
とが先ほどの第22号議案 自治振興組合一般会計歳入歳出決算の繰入金に影響を及
ぼしています。なお、この 2 カ月遅れの収入については、平成 19年 4 月及び 5 月に
宗像地区事務組合急患センター事業特別会計予算へ収入しており、この関係につい
ては、第 25 号議案及び第 27 号議案の宗像地区事務組合一般会計及び特別会計補正
予算へ計上しているところでございます。 2 款 負担金でございますが、予算額
7,721 万 8,000 円に対し、調定額及び収入済額は、同額となっています。両市の負担
額についてでございますが、宗像市 5,050 万 8,000 円、福津市 2,671 万円となって
います。 4款 繰越金は、予算額 3,097 万 9,000 円に対し、調定額及び収入済額は
3,097 万 9,398 円となっています。平成 17 年度の決算剰余金を繰り越したものでご
ざいます。

続きまして、歳出に入ります。6ページをお開き願います。1 款 急患センター運
営費でございますが、予算額2億 2,106万 2,000円に対し、支出済額2億 257万 4,789
円で、1,848 万 7,211 円の不用額となっております。歳出済額の主なものは、急患セ
ンター委託料の 1 億 9,856 万 2,000 円となっております。また、この不用額のうち、
1,797 万 9,000 円につきましては、一般会計へ繰出しをする予定でございましたが、
収入不足によりできませんでした。理由といたしましては、組合統合による打切り
決算のためで、歳入でご説明させていただきましたが、診療収入を満額収入できな
かったことによるものでございます。2 款 公債費は、予算が 2,091 万 7,000 円に対
し、支出済額 2,081 万 5,678 円で、10 万 1,322 円の不用額となっております。支出
済額は、全額地方債の元利償還に支出しております。

次に 8 ページをお開き願います。歳入総額から歳出総額を差引いた歳入歳出差引
額の 1,105 万 8,444 円は、全額、平成 19年度の宗像地区事務組合急患センター事業
特別会計予算へ決算剰余金として収入いたしております。

9 ページをお開き願います。地方債に関する調書ですが、平成 18 年度末現在高は
2 億 7,216 万 9,898 円となっております。以上で第 23 号議案の説明を終わります。

続きまして、第 24 号議案 平成 18 年度宗像地区水道企業団水道用水供給事業会
計決算の認定についての説明を決算書で行います。別紙、第 24 号議案関係をご覧い
ただきたいと思います。
まず 1・2 ページをお開き下さい。収益的収入および支出の収入でございますが、平
成 18 年度の事業収益は、当初予算額 13 億 4,519 万 4,000 円に対しまして、決算額
13 億 4,676 万 4,775 円で、157 万 775 円の増となっております。次に、支出でござ
いますが、18年度の事業費用につきましては、当初予算額 10 億 1,810 万円に対しま
して、決算額 9 億 8,139 万 8,413 円で、3,670 万 1,587 円の不用額が生じております。
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次に 3・4ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございますが、収入に
つきましては、平成 18年度の資本的収入は、予算額、合計欄でございますけれど、
9 億 4,287 万 6,000 円に対しまして、決算額 8億 9,207 万 6,000 円で、5,080 万円の
減となっております。

次に支出でございます。資本的支出につきましては、予算額 合計欄でございます
が 14 億 3,300 万 2,000 円に対しまして、決算額 13 億 7,867 万 7,698 円で、5,432
万 4,302 円の不用額を生じております。これは、監視制御設備更新事業の減による
ものでございます。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4 億 8,660 万 1,698 円は、当年度消費
税及び地方消費税資本的収支調整額 2,609 万 6,578 円及び、過年度分損益勘定留保
資金 4 億 6,050 万 5,120 円にて補てんをいたしております。

次に 5・6 ページをお開き願います。平成 18 年度の損益計算書でございますが、
ここの数字は、消費税抜きの数字を表示いたしております。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 5 億 4,279 万 5,901 円、次
に営業外収益と営業外費用の対比といたしましては、△2億 352 万 6,278 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、3 億 3,926
万 9,623 円となります。特別利益損出はございませんので、そのまま当年度純利益
としてあがってきますが、前年度からの繰越欠損金が 11億 5,967 万 2,073 円ござい
ますので、それに充当いたしまして、平成 18 年度末未処理欠損金は 8 億 2,040 万
2,450 円ということになります。

次の 7・8 ページをお開き願います。ここは剰余金、欠損金の 18 年度におきます
処理の計算書ということで、利益剰余金の部では、先ほど申し上げましたように、
欠損金の当年度未処理欠損金は、8 億 2,040 万 2,450 円となっております。次の資本
剰余金の部でございますが、国庫補助金のところで当年度処分額として 1 億 9,988
万 7,472 円を差引いております。これは監視制御設備更新等に伴い固定資産から除
却したことによるものでございます。次の県補助金のところで当年度発生額として 1
億 1,445 万 5,000 円をあげておりますのは、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入れたものであります。次に他会計補助金のとこ
ろで当年度発生額として 2 億 4,842 万 1,000 円をあげておりますのは、各構成団体
の一般会計から繰り入れしていただきました起債の償還元金相当分の金額でござい
ます。また、全額を当年度処分額として当年度末残高はゼロとなっておりますが、
これは、構成市と調整を図りまして、出資扱いといたしまして、貸借対照表の資本
金（組入資本金）に振り替え計上いたしております。また、受贈財産評価額として、
宗像市より多礼浄水場の用地を無償譲受いたしまして 223 万 2,000 円を計上いたし
ております。

次の欠損金処理計算書でございますが、欠損金 8 億 2,040 万 2,450 円は欠損金処
理いたしておりませんので、これを平成 19 年度にそのまま繰り越しております。

9・10 ページの貸借対照表をお開き願います。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 167 億 5,612 万 6,442 円を、
流動資産の合計額 15億 5,959 万 5,516 円に加えた、資産の合計額は 183 億 1,572 万
1,958 円でございます。

負債の部でございますが、固定負債が 3 億 4,958 万 3,293 円、流動負債が 5,032
万 9,227 円で、負債合計といたしましては、3億 9,991 万 2,520 円でございます。

次に資本の部でございますが、資本金合計額といたしまして 100 億 3,499 万 1,973
円、剰余金合計額につきましては 78 億 8,081 万 7,465 円ということで、資本合計額
は 179 億 1,580 万 9,438 円であり、負債資本合計額 183 億 1,572 万 1,958 円と資産
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
てご説明を申し上げます。

総括事項につきましては、先ほど若干ふれさせていただきましたので、ここでは
省略させていただきます。
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12 ページの議会議決事項でございますが、これは 18 年度に議会におきまして議案
なり同意案として提出させていただきました、件名と議決年月日を掲載させていた
だいております。

次の行政官庁、次の認可事項でございますが、これは平成 18年 10 月 18 日中央監
視制御装置設備更新事業として上水道事業債の同意、それから平成 19年 3 月 1 日に
水道広域化事業費補助金 県補助金でございますが、の許可を得ております。

次の職員に関する事項につきましては、工務課・水道課から組合が統合いたしま
して、施設課・浄水課に機構を改正しております。定年退職により、1 名の減となっ
ております。

料金その他供給条件の設定、変更に関する事項につきましては、平成 19 年 1 月 19
日の臨時議会におきまして、基本料金を 131 円から 126 円の議決をいただき、同年 4
月 1 日より施行いたしております。

次に 13ページをお開き願います。工事の概況につきましては、工事費 100 万円以
上のものについて掲載させていただいておりますが、中身についての説明は省略さ
せていただきます。

次に業務量についてでございますが、ここでは各構成団体への日平均、日最大及
び年間の供給量を記載し、前年度対比をいたしております。ちなみに、日最大供給
量だけで申しますと、宗像市は持分の 72.81％、福津市につきましては 85.15％にな
ります。全体的に申し上げますと、合計のところでございますが、供給能力 2 万 9,600
㎥ に対しました、日最大供給量 2 万 2,478 ㎥ ということで、宗像地区全体では、
75.94％という結果になっております。

次に事業収入に関する事項でございますが、前年度に比べて減となっております。
営業外収益の減につきましては、構成団体からの繰入金の減が大きな原因となって
おります。

15 ページにつきましては、事業費用と事業費用の内訳について前年度との対比を
掲載したもので、支払利息等の減により、減額となっております。次に 15 ページに
つきましては、事業費用と事業費用の内訳について前年度との対比を掲載したもの
で、支払利息等の減により、減額となっております。

次に 16ページの会計についてでございますが、まず重要契約の要旨について、こ
れも先ほどの工事の概況と重複する部分もございますが、18 年度における 100 万円
以上の契約件数を掲載させていただいております。

次に企業債の概況について、財務省財政投融資と公営企業金融公庫から借り入れ
た起債が合計 57億 7,126 万 3,042 円、18 年度末において残っているということでご
ざいます。

17・18 ページにつきましては、収益的費用の明細について款・項・目・節まで計
上させていただいております。内容については省略させていただきたいと思います。

次に、19・20 ページをお開きいただきたいと思います。このページは固定資産の
明細書でございますが、有形固定資産と無形固定資産について 18年度中に発生しま
した資産の増減並びに減価償却の増減についての一覧でございます。有形固定資産
の中で、当年度増加した土地につきましては、先ほどご説明いたしました無償譲受
したことによる増加でございます。次に機械及び装置の増減につきましては、中央
監視制御装置設備更新によるものでございます。それから車両運搬具の増減につき
ましては、軽車両 2 台の買い替えによるものでございます。18 年度末償却未済額（残
額）は 165 億 9,311 万 1,442 円となっております。次に無形固定資産につきまして
は資産の増減はございません。18 年度末の現在高は 1 億 6,301 万 5,000 円となって
おります。

最後に 21 から 24 ページまででございますが、企業債の明細でございまして、発
行年度別に掲げさせていただいております。18 年度に借り入れを行ったものは、23・
24 ページの 36番でございますが、政府債の 5億 2,920 万円でございます。

以上で第 24 号議案の説明を終わります。
続きまして、第 20 号議案の説明を消防長の方から説明させていただきますが、今
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井手事務
局長

木村消防長

平川議長

木村消防長

平川議長

平川議長

回提案させていただいています一部事務組合の決算に関する議案につきましては、
地方自治法第 284 条の規定に基づく一部事務組合でございます宗像地区消防組合及
び宗像清掃施設組合並びに宗像自治振興組合が平成19年 4月 1日に宗像地区事務組
合に統合されたことに伴いまして、その前日をもって解散された当該各組合の平成
18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの期間における決算でございます。統合
によります打切り決算となったことにつきまして事務組合議員の皆様のご理解を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。以上です。

議長。

はい、消防長。

それでは消防の方から平成18年度の宗像地区消防組合の一般会計の決算について
説明をさせていただきます。資料は 14 ページの次に綴ってあります。

第 20 号議案 平成 18 年度宗像地区消防組合一般会計歳入歳出決算書でございま
す。平成 18 年度の消防組合としての主な事業としましては、水槽付き消防ポンプ自
動車の 1台の更新整備となっております。それから災害活動用エアーテントの購入、
空気ボンベの更新整備、庁舎の一部改修工事、その他救急救命士の養成等を行なっ
たところです。

歳入の収入金額につきましては 12 億 9,681 万 3,513 円に対しまして、歳出の支出
済額は 12億 8,553 万 1,429 円であり、歳入歳出差引残高は 1,128 万 2,084 円となっ
ております。

歳入の主なものとしましては、1 款の構成市からの消防組合負担金でございます
が、これが 11 億 1,951 万 4,000 円でございます。内容につきましては、宗像市から
が 6 億 6,207 万 4,000 円、福津市からが 4 億 5,744 万円でございます。

3 款の国庫補助金でございますが、先ほどの水槽付消防ポンプ自動車の購入に際し
まして、897 万 1,000 円を緊急消防援助隊に関する整備費として補助金を受けており
ます。

5 款の財政調整基金からの繰入金でございますが、1 億 3,400 万円であります。
それから 8 款の組合債でございますが、先ほどのポンプ車の購入に当りまして、

国庫補助金で足りない部分の内の 1,780 万円を、消防債として借入れをしておりま
す。借入先は福岡県市町村共済組合からでございます。

次に歳出でございますが、主なものとしまして、1 款の議会費が 56万 9,144 円、2
款の総務費が 4,481 万 1,696 円、3 款消防費でございますが 12 億 3,330 万 7,284 円
でございます。

それから 4 款借入償還の公債費でございますが、684 万 3,305 円でございます。
次に、財政調整基金の運用状況について説明をさせていただきます。資料につき

ましては、消防組合決算書の 23 ページの次に縦書きの様式第 3号として一枚ものを
付けております。

18 年度、年度当初の基金残高は、7 億 9,746 万 4,630 円でございます。運用状況
としては、積立利息が 109 万 2,958 円ございます。また、一般会計の財源補填のた
めに1億3,400万円を繰出しておりますので、平成18年度末の基金残高は6億6,455
万 7,588 円となっております。以上でございます。

お諮りいたします。ここで先に監査委員さんから監査報告を受け、監査報告の質
疑の後にそれぞれの決算について、議案ごとに質疑を受けたいと思いますが、御異
議ございませんか。

（異議なしの声）

御異議なしと認めます。それでは、監査報告をお願いいたします。花田純一監査
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花田監査委員

平川議長

平川議長

委員。

監査意見書の概要説明をいたします。審査は、本年 7 月 24 日、25、26 日に竜口監
査委員と私、花田が、宗像地区事務組合会議室において行いました。平成 18 年度決
算につきましては、一部事務組合である宗像地区消防組合、宗像清掃施設組合、宗
像自治振興組合が平成 19 年 4 月 1 日に宗像地区事務組合に統合されたことに伴い、
前日の 3 月 31 日に解散し、当該各組合の平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31
日までの期間における決算をその事務を継承した宗像地区事務組合組合長から提出
のあった決算書等を関係法令等に準じて作成され、又、会計処理が関係法令に従っ
て正確に行われていることについて、審査を実施いたしました。その審査の総括意
見といたしまして、調整された決算書、その他の決算付属書類はいずれも関係法令
に準じて作成され、歳入歳出簿その他の諸書類と照合審査の結果、計数も正確であ
り、事業並びに財政運営状況も良好と認められました。また、会計処理も適正に処
理されていました。各組合の決算審査概要につきましては、組合ごとに記述してお
ります。内容説明につきましては、先ほどの決算説明と重複いたしますので、割愛
させていただきます。

結びといたしましては、宗像消防本部につきましては、財政状況の厳しい中、消
防の広域化、消防救急無線のデジタル化など、今後取りまとめなければない重要課
題の解決に向けて、更に効率・効果的な行財政経営を推進し、経営の健全化に努め
ると共に、住民の負託に応じることのできる質の高い消防行政の実現のため、より
一層努められたい。宗像浄化センターにつきましては、経営の健全化を図ることは
もとより、施設設備の有効活用を推進し、生活排水を適正に処理し、快適な生活環
境や豊かな水環境を維持できるよう努められたい。また、宗像自治会館及び宗像地
区急患センターにつきましては、経営健全化に留意し、宗像市、福津市の市民が安
心してゆとりある生活を送るため、より一層努められたい。

次に、宗像地区水道企業団の決算審査意見書の説明をいたします。宗像地区水道
企業団の決算審査も本年 7 月 24 日 25、26 日に竜口監査委員と私、花田で宗像地区
事務組合会議室において行いました。審査に当たっては、提出されました決算書及
び付属書類は、地方公営企業法、その他の関係法令に準じて作成されているか、財
務諸表は経営成績及び財政状況は適正に表示されているか、会計処理が関係法令に
従って正確に行われているかについて、審査を実施いたしました。その結果、調整
された決算書、損益計算書、貸借対照表及び付属書類はいずれも関係法令に準じて
作成され、元帳と関係書類、その他の諸書類と総合審査の結果、係数も正確であり、
経営成績及び財政状況も適正に表示され、会計処理も適正に処理されていると認め
られました。各事項別の審査概要につきましては、記述しているとおりであります。
内容につきましては、先ほどの説明と重複いたしますので、割愛させていただきま
す。

結びといたしましては、本年度、中央監視制御設備更新事業が完了し、施設の整
備が図られましたが、更に老朽化した設備の更新等が考えられます。経営基盤の強
化や、末端給水一元化の推進を図るなど、水道事業の効率・効果的な財政運営を推
進し、良質な水道水を安定的に供給するよう、より一層努められたい。以上、決算
審査意見の説明を終わります。

ただ今の決算審査の説明につきまして、御質問ございませんか。

（異議なしの声）

ないようでございますので、これをもちまして質疑を終了いたします。ここで暫
時休憩をいたします。再開を 11 時とします。

（休 憩）
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平川議長

河東議員

平川議長

河東議員

平川議長

木村消防長

河東議員

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

休憩前に引き続き、会議を開きます。
続きまして、第 20 号議案 「平成 18 年度宗像地区消防組合一般会計歳入歳出決算
認定について」これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

議長。

はい。

ちょっとわからないことがあります。歳出の方で11ページでございますけれども、
消防本部改修工事、増築工事ですが、第 2期とありますが、第 3 期もあるのですか。
新年度予算を見てみましたら、増築工事という項目はありませんでしたけれども、2
期があれば、3期があるのかどうかをお伺いいたします。

はい、消防長。

1 期工事が、17 年度に通信施設を整備しました時に、新しい指令センターを整備
する部分を新しく増築いたしました。それを 1 期工事として位置付けまして、17 年
度にやったところでございます。古い通信施設があった部分は、新しい指令室が移
転しましたので、その部分を指令室要員の休憩室あるいは仮眠室あるいは将来的な
女性消防吏員用として、改築工事をいたしました。それを 2 期工事という位置付け
でやったところであります。3 期工事はございません。

ありがとうございました。

他にございませんか。ないようでございますので、これをもちまして質疑を終了
いたします。

これから討論に入ります。御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 20号議案について、採決を行います。本案は、原案の通り認定するこ

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、原案の通り認定されました。
次に、第 21 号議案 「平成 18 年度宗像清掃施設組合一般会計歳入歳出決算認定

について」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）

ないようでございますので、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。御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、原案のとおり認定すること
に賛成の皆さんの挙手を求めます。
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平川議長

福田議員

平川議長

福田議員

平川議長

井手事務
局長

平川議長

石橋議員

平川議長

石橋議員

井手事務
局長

平川議長

井手事務
局長

平川議長

（全員挙手）

全員賛成であります。よって、第 21 号議案は原案のとおり認定されました。
次に、第 22 号議案 「平成 18 年度宗像自治振興組合一般会計歳入歳出決算認定に
ついて」これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

はい。

はい、福田議員。

歳入歳出決算書の 8 ページなんですけれども、自治振興組合の委託料 420 万円と
ありますが、組合が統一した直後に硴野議員からも御質問がありましたけれど、自
治振興組合そのものの使われ方をこれからどう考えて行くかということなのです
が、これだけ委託料がかかっている、そして水道企業団の方の建物も空いているし、
自治振興組合もスペース的にまだ余裕があるので、ここを貸すとか、また、財産を
処分するとか、そういったことも今後検討がなされているのかお伺いします。

はい、事務局長。

ただいまの福田議員からの御質問ですが、臨時議会でも回答をさせていただいて
おります。今回この事務所を使う過程におきましては、総合的に各組合事務所とい
うものが散らばっているような状況にございまして、自治会館がその中心になると
いうことを事務局から話をさせていただいた経緯がございます。今後の分につきま
しては、前回の臨時議会のときにもお話しさせていただいておりましたけれど、水
道事業の広域化、消防の広域化などいろいろ課題的なものが沢山ございます。ある
程度こういうところの整理がつきますれば、事務所の部分についても検討しながら、
その対策を図っていきたいと事務局としては考えております。

他にありませんか。

はい。

はい、石橋議員。

この決算書に、宗像市の負担分と福津市の負担分についての記載がないのですが、
先ほどの消防組合の方は入っているのですけれど、それから、清掃施設も入ってお
りました。自治振興組合と次の急患センターの方も、各市の構成団体の負担額の記
載がないです。備考欄にでも記載していただくということはできないのか。

議長。

はい、事務局長。

決算の概要の部分につきまして、両市の負担金の分ですが、ご説明をさせていた
だいております。宗像市の方で 1,162 万 6,000 円、福津市の方で 773 万 7,000 円と
いうことでお話をさせていただいておりますから、決算書の内容の部分について記
載がないということで、今後の分についてはそういうことのないように適切に記載
をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。

他にありませんか。
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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

山本議員

平川議長

山本議員

（異議なしの声）

他にないようでございますので、質疑を終了いたします。
これから討論に入ります。御意見ございませんか。

（異議なしの声）

ないようでございますので、これをもちまして討論を終結いたします。
これより第 22号議案について採決を行います。本案は原案のとおり認定すること

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 22 号議案は原案のとおり認定されました。
次に、第 23 号議案 平成 18 年度宗像自治振興組合特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。御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。本案は、原案のとおり認定するこ

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 23 号議案は原案のとおり認定されました。
次に、第 24 号議案 「平成 18 年度宗像地区水道企業団水道用水供給事業会計決算
認定について」これから質疑に入ります。質疑ございませんか。

はい。

はい、山本議員。

まず、1ページ、2ページに関して営業外費用ということで、約 3 億のお金が上が
っています。これが、18 ページに上がっている営業外費用とちょっと数字が違うの
ですが、こちらは約 2 億 7,890 万ですが、これが良いのかどうか、それについて、
そのうちの支払利息に当たっての 2 億 7,400 万、その辺が一つ質問があるのですが。
その次のページには、企業債返還金というのが、この辺と 7 ページの当年度利益金
と、当年度末欠損金というのが上がっているわけですが、実は私は、合併する前に
水道企業団に 4 年間居りまして、その前からずっと水道企業団のお金が高いんだと
いうのは、非常に債務があると、それがだんだん下がってきているような状況でも
あるし、また、それに対して、なかなか下げるのは難しいという話がある中で、そ
れについては、累積欠損があるので、それを早く解消しなくてはならないというこ
とで、できましたら、水道企業団の単独の組合として終わりでございますので、よ
うするに起債の状況を過去の例とか今後の見通し、それから累積欠損に対する過去
の減り方、それから今後の見通し、個人的には教えてほしいとお願いしていたので
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山本議員

平川議長

山本議員

平川議長

山本議員

平川議長

山本議員

平川議長

井手事務
局長

矢冨主幹

平川議長

矢冨主幹

平川議長

山本議員

平川議長

山本議員

平川議長

すが、もし良ければ今日皆さんに提出してもらえれば分かりやすいのではないかと
思って、お願いいたします。

はい、事務局長。

山本議員の方から、先日こちらの方にご連絡がございまして、累積欠損金の関係
で起債の償還等について、何か資料の提出ができないかという申し出がございまし
て、その部分につきまして、組合として資料の準備はさせていただいておりますが、
今から資料を配布させていただいてよろしいですか。

山本議員。

できれば後でも良いのですが、皆さんにも出していただいた方がいいのではない
かと思いまして。

ちょっと、質問がもう一つ。

はい。

先ほど、最初に申しました 2 ページの営業外費用というのと、18 ページの営業外
費用というのは違うのですか。この辺の説明をお願いしたいのですが。

はい、事務局長。

山本議員さんからの質問につきましては、矢冨主幹の方から回答させていただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

はい。

はい、矢冨主幹兼総務係長。

山本議員の方から御質問がございました、2 ページの営業外収益と、それから 17
ページの営業外収益の金額が違うのではないかという御質問についてでございます
が、営業外収益の中には他会計補助金と受取利息、それから雑収益という 3 項の科
目がございます。この内の雑収益の中に消費税、この分を含んでおります。つまり、
2 ページの営業外収益の数字、この分は消費税込みの数字です。それから 17 ページ
の営業外収益の分につきましては、消費税抜きということで、数字をお伝えしてお
りますので、その差額がそこに出てきているということでございます。以上でござ
います。

いいですか。

はい、それはいいです。

それでは、資料を。

（資料の配布）

簡単に説明してもらったら分かり易いと思うのですが。

資料について、矢冨係長。
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矢冨主幹

米山議員

平川議長

米山議員

森次長

主幹の矢冨でございます。ただ今お手元にお配りいたしました参考資料というこ
とで、累積欠損金の状況と、その下の企業債借入金償還予定明細書（元利均等償還）
ということで表に記載させていただきました。中身についてご説明申し上げます。

まず、累積欠損金の状況でございますけれども、これは 18 年度から過去に遡りま
して 10 年間 平成 9 年までの数字を記載させていただいております。それから 19
年度から 22 年度、先に 4 年度分を一応予定ということで掲載させていただいており
ます。下のグラフの方を見ていただきたいと思います。まず、左側の表なのですが、
数値は当年度未処理欠損金の数値の部分でございます。いわゆる棒グラフの水色の
部分でございます。それから、右側の赤い数字が書いてございますが、これは当年
度の純利益の数値をこちらの方に記載させていただいております。こちらの当年度
純利益と申しますのは、損益計算上の18年度の期間外の総収益と総費用との差引額、
これがプラスの場合であれば利益が生じたということで、マイナスになりますと損
失が生じたということで、この表を見ていただきますと、平成 10年からずっと利益
が生じておるということでございます。そして、当年度未処理欠損金ということで、
欠損金がそれぞれグラフを見ていただきますと、右下がりに下がってきています。
それから当年度純利益は、逆に右肩上がりに上がってきております。ということで、
前年度繰越欠損金のこの部分から当年度の純利益、利益が生じましたら、それを欠
損金の処理のためにこちらの方を埋めて行くという形のグラフでございます。この
グラフを見ていただきますと、平成 19 年、20 年、そして 21 年にはゼロということ
で、予定では平成 21 年度には累積欠損金、要するに当年度未処理欠損金は解消でき
るという見通しでございます。

次に、企業債借入金償還予定明細書でございますが、これも同じく平成 9 年から
の過去 10 年間を年度ごとに記載しておりますが、いちばん左の昭和 53 年から企業
団は借り入れまして、償還を始めております。53 年度から平成 8 年度までは合計額
を記載させていただいております。19 年度以降については、18 年度末現在の借り入
れた起債の部分の償還予定ということで、平成 37 年度まで償還が続くという表でご
ざいます。下のグラフにまいりまして、左側の同じく水色の数字でございますが、
これは下に記載しておりますとおり未償還元金の数値を記載しております。水色の
棒グラフの数値が記載されているということでございます。次に右側の赤い数字で
ございますが、こちらの方は線グラフの元金と利息分これに合う数値をこちらの方
に記載しております。これは起債の償還ということで、どちらにしても元金部分、
利息部分、未償還元金部分についても随時右肩下がりに下がってきておるという状
況でございます。こちらの方で、平成 21年について見ていただくと分かるのですが、
元金償還が 21 年度をピークに 23 年以降については各借り入れた償還が完了してい
くということで、平成 28 年、平成 29 年以降につきましては、ほとんど償還が完了
していくというふうな状況になっております。簡単でございますが、説明を終わら
せていただきます。

議長。

はい、米山議員。

関連になるのか分かりませんけれど、償還金の返済計画とか、欠損金の処理計画
は分かるのですか。平成 21 年度以降に水企業団において大きな設備投資とかいうこ
とは発生しないのでしょうか。それがまず第一点と、もう一つは、先ほど山本議員
も言われましたけれど、一部事務組合を統廃合することによって、基金というもの
が浮いてくる部分があると思います。これによって繰り上げ償還をもっと早くでき
るような方法はとられないのか、その辺二点ご審議願います。

議長。
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平川議長

森次長

米山議員

平川議長

米山議員

平川議長

森次長

米山議員

平川議長

末吉議員

平川議長

末吉議員

平川議長

池浦組 合
長

はい、森次長。

次長の森です。第一点の整備計画といいますか、設備投資はないのかということ
ですが、当年度から来年度に向けまして、施設設備の更新計画を今策定中です。こ
れによりまして、将来的に平準化した施設整備、例えば、耐震に向けての整備が必
要になってきますので、これも併せまして、今計画を策定しているところです。そ
れともう一点の起債の償還についてですけれども、今ですね、国の方が政府債の借
り換えの調査に入っております。今月末に県のヒアリングを受けることになってお
りますけれども、いままさに調査中の段階ですので、例えば事務組合の方がいくら
一括償還できるのか、そこのところは今年度中に明らかになると考えております。
以上です。

議長。

はい、米山議員。

ということは、償還計画に基づいて、また新たに起債も発生するというふうに理
解しておいてよろしいでしょうか。

はい、次長。

はい、当然借り換えですので、新たな起債に変わるということでございます。

はい。

他にございませんか。

議長。

はい、末吉議員。

関連しますけれど、今の森次長の方から答弁があったと思いますが、もし 9 月議
会でも宗像市の財政課の方からの説明によりますと、政府債の繰上償還が認められ
るということで、水道企業団におきましても公庫債の繰上償還をすることによって、
過年度の財政的に大きな軽減がされたわけです。そのことは、給水原価そのものの
単価を 5 円引き下げる形になったわけで、ただ単に水道企業団の財政問題に関わら
ず、両市の水道供給に関しても大きな貢献ができるという意味において、資料の 21
ページ、22ページで、たとえば政府債の番号で言いますと、7 番から 10番はいずれ
も 7％を超える利率の政府債が、最高で平成 26年、27 年まで残っています。この分
の、金利が非常に高い分を繰上償還できるのか、できないのかというのは、非常に
財政的にも大きな軽減になるというふうに思いますので、先ほど、今年度中はっき
りどれだけできるかと言われましたけれど、これは極力ですね、組合長、副組合長
も頑張っていただいてですね、これは両市の水道事業にも大きな影響を与える施策
だという位置付けで、ぜひ頑張ってほしいと思うのですが。その辺の決意のほどを
お伺いしたいと思いますが。

はい、組合長。

今、末吉議員がおっしゃられまして、これは企業団だけでは無しに、他に各市の
一般のものもそうですが、企業債関係につきましては、今のところ、割りと動きや
すい感じがしますが、その辺のところは市長会あるいは諸々の会議を通じながら要
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池浦組合
長
平川議長

福田議員

平川議長

福田議員

平川議長

森次長

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

井手事務
局長

望していきたいと思います。

他にありませんか。他に無いようでしたら。

質問ですか、議長。質疑でしょう、いいですか。

はい、福田議員。

先程、花田監査委員からのご指摘がありましたように、水道企業団の経営基盤の
強化ということと、末端一元化の推進を図り、構成団体とより一層協力し、水道事
業の効率的な運営を推進し、安定的に水源の確保し、良質な水道水を安定的に供給
することが重要であるというご指摘があっております。本来、水道企業団を含めた
この 4 つの一部事務組合が宗像地区事務組合に統合したということも、もともとそ
の辺の目的があった訳でありますけれども、この一元化についての取り組みという
のは現在どうなっているのかをお聞きします。

はい、森次長。

今年度予算で、統合のためのコンサルを選定するということで予算を計上してお
りましたけれども、8月にコンサルが決まりました。それから今、既に 2回コンサル
を含めて、宗像市、福津市の水道担当係長以上と私どもで検討会を立ち上げており
ます。その中で、現状から計画に進むようにしているのですが、今は、現状の分析
の段階です。それが終わりましたら、今度は将来に向けての計画を作るということ
で、3 月までには基本計画を策定する予定です。以上です。

他にありませんか。

（異議なしの声）

ないようでございますので、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。御意見ありませんか。

（異議なしの声）

ないようでございますので、これで討論を終結いたします。
これより第 24 号議案について採決を行います。本案は、原案のとおり認定すること
に賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員賛成）

全員賛成であります。よって、原案のとおり認定されました。
次に入ります。日程第 12 第 25 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 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。

議長。

はい、事務局長。

それでは、第 25 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 2
号について」ご説明させていただきます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,052 万円を増額し、総額を 16 億 2,216
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平川議長

山本議員

平川議長

山本議員

山本議員

万 9,000 円とするものでございます。
補正の内容につきましては、事項別明細に沿ってご説明させていただきたいと思

います。
歳入から説明いたしますが、6 ページをご覧いただきたいと思います。まず第 1

款 分担金及び負担金 1 項 負担金でございますけれど、2 目 衛生費負担金につ
きまして歳出側の減に伴いまして 575 万 8,000 円を減額し、4 目 消防費負担金につ
いて、構成市におけます地方交付税の確定に伴い 1,947 万 8,000 円を減額するもの
であります。次に、4 款 繰入金でございますけれど、消防費負担金の減額により財
政調整基金繰入金 1,551 万 1,000 円を増額し、急患センター事業特別会計からの繰
り入れとして 2項 特別会計繰入金 3,176 万 2,000 円を増額するものであります。5
款の諸収入は、前年度決算の確定によります決算剰余金を 151 万 7,000 円減額する
ものであります。

続きまして、歳出でございますが、7 ページをご覧いただきたいと思います。2 款
総務費では主なものといたしまして、当初予算において水道事業会計で計上されて
いた会計管理者の人件費を一般会計へ組み替え、反対に一般会計で計上されていた
企業出納員である派遣職員 1 名分の人件費としての負担金を水道事業会計へ組み替
えるもので、会計管理者の人件費 1,136 万 2,000 円を新規に計上し、1 名分の負担金
1,100 万円を減額いたしております。また、特別会計からの繰入金を財政調整基金へ
積み立てるために、積立金 3,176 万 2,000 円を増額するものであります。4 款 衛生
費につきましても、実態に即した人件費の予算措置を行うため、1 名分を水道事業会
計へ組み替えるもので、職員人件費 900 万 7,000 円を減額しております。最後に、8
ページの 5 款 消防費でございますが、職員 1 名の退職に伴いまして、職員人件費
776 万 1,000 円を減額し、旅費につきまして、主に組合統合に伴います旅費規定の見
直しで救急旅費が増減したことにより、420 万円を増額するものであります。以上で
一般会計補正予算第 2 号についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほど
可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

これから質疑を入ります。質疑ございませんか。

議長。

はい、山本議員。

直接これに関係ないのですが、実は、5月の臨時議会の時に暫定予算を議会として
は承認して、しかも補正予算まで可決したのですが、その時に私とすれば、一般的
に皆さんご存じのように、当初は 3 人の派遣職員を入れるということが 2 人で終わ
っているじゃないか。それからもう 1 人は清掃施設組合の所長さんがいるという予
算を組んであるのにいないじゃないかと、それを補正、何故しないのかという質問
をしたところ、当時事務局長さんは、それは 10月の議会で追加しますということを
明言されています。これは議事録に載っていると思います。ところが今度予算が来
ましてよく見てみると、どうも分かり難いと。具体的に調べると、多少私も勘違い
していたところがございますし、執行部の皆さんも明確に話がされてなかったので
はないかという気がいたします。ちょっと長くなりますが、申しますのが、2 月の中
旬に宗像市・福津市で専決処分をする説明がございました。その予算には、派遣職
員 3 名、それから伊藤局長の給与も入っていました。これで専決しますよという話
だったのですが、実は 4 月 1 日の専決された予算案について、そこまで直している
ではないかという気がします。各自治体の負担金というのは、前の、人間が 3 人と 1
人の実際には 4 人が 2 人減った分で各自治体の負担金予算分は未だに変更されてい
ないのに、この組合では 4 月 1 日の専決予算が変えられていたと思います。その辺
を執行部にはきちんとした説明を最後にお願いしたいと思います。
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森次長

平川議長

山本議員

平川議長

森次長

平川議長

平川議長

平川議長

はい、森次長。

本年 2 月に両市の全員協議会がございまして、事務組合の骨格予算の説明を行い
ました。その時に、両市から新たに 3 名の職員を派遣する旨の説明をしておりまし
たけれども、その後、当初予定しておりました職員の配置に変更が生じました。そ
れを受けまして、人件費に係る部分の予算の一部を変更して、当初予算の専決を行
っております。具体的には、清掃施設組合の事務局長を含め、4 名の派遣職員を予定
しておりましたけれども、3 月の内示では 2名の職員をなっておりました。そのこと
を受けた骨格予算を専決でしております。5月の臨時議会の時に、その部分を説明す
べきところでありましたけれども、一部説明が不足しておりました。このことは改
めてお詫び申し上げます。

はい、山本議員。

ちょっと確認いたしますけれども、福津市もそうだったと思いますが、宗像市で
は 2 月に説明されたものが、いわゆる専決予算になりますというお話だったのです
が、組合の方では 4 月 1 日に専決したのが、辞令に従って、その予算から変えた分
を専決しておったと、だから質問した時には意見がかみ合ってなかっただろうと思
うのですが、10 月に補正しますよと局長が言われたのは、内容が違って、そのこと
を言われたのですね。ちょっと確認いたします。

はい、森次長。

山本議員のおっしゃるとおりです。5 月の臨時議会の時に説明しておりました部分
につきましては、先ほど 2 名で骨格予算を計上しましたという話を、私どもはそれ
を含んだところでお話しをしておりました。今回実態に即した形で、人件費を扱っ
ております。例えば、私が企業の出納員になっているのですが、一般会計から支出
しております。それと会計管理者が企業会計の方から支出しておりまして、これに
ついても、本来の会計管理者というのは企業会計ではなく一般会計から支出いたし
ますので、そういう調整だとか、そういう部分を 10 月の補正予算で、実態に即した
形で予算の再編を行いますという説明をしておったつもりなのですが、そのところ
が山本議員の方と私どもの方と少しボタンの掛け違えと言いますか、そういうのが
あったものですから、説明が不足していた部分につきましては、この席をお借りし
て、深くお詫び申し上げます。

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結いたします。
これから討論に入ります。第 25号議案について討論を許します。御意見ありませ

んか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終了いたします。
これより第 25号議案について採決を行います。本案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）
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平川議長
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全員賛成であります。よって第 25 号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。日程第 13 第 26 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 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。

議長。

はい、井手事務局長。

それでは、第 26 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 2 号について」説明をさせていただきます。

内容といたしましては、職員の職務内容に合わせた人員配置のための予算組み換
えによります人件費、負担金、また事務の共有並びに効率化を図るため企業会計シ
ステムの新たな導入に要する経費を補正したものでございます。

まず、1 ページの第 2条につきましては、当初予算第 3条に定めた収益的支出の第
1項 営業費用を1,035万6,000円補正いたしまして、事業費用を10億5,331万7,000
円といたしております。第 3 条は、同じく予算第 5 条に定めた「議会の議決を経な
ければ流用することのできない経費」で職員給与費を 104 万 4,000 円減額いたしま
して、1億 3,559 万 7,000 円といたしております。

次に、2 ページの予算実施計画でございますが、前ページの営業費用の内訳を掲載
したものでございます。詳細につきましては、最後の 9 ページの事項別明細書に記
載を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、営業費用につきましては、補正
額 1,035 万 6,000 円、それ以外につきましては、平成 18 年度決算におきまして予定
額が確定したために補正をしたものでございます。3・4 ページの給与費明細書でご
ざいますけれど、給料、法定福利費につきましては、職員の組み換えによる減額、
手当につきましては、手当の内訳に記載のとおり時間外手当が組合統合による事務
量増のために増額となっております。5・6 ページをお開きいただきたいと思います。
平成 19 年度末（平成 20年 3 月 31 日）の予定の賃借対照表を掲載いたしております。
資産合計、負債資本合計それぞれ 180 億 2,841 万 1,000 円を見込んでおります。未
処理欠損金につきましては 5 億 8,421 万 9,000 円を予定しております。7・8 ページ
をお開き下さい、これは平成18年度決算による貸借対照表を掲載いたしております。
最後に 9 ページの事項別明細書でございますが、浄水及び送水費につきましては、
職務の実態に合わせた職員 1 名の組み替えにより、給与等の人件費 1,018 万 3,000
円増額いたしまして、3億 5,908 万 9,000 円を計上いたしております。総係費につき
ましては、同じく職員の組み替えにより 1 名減らしまして、人件費を 1,122 万 7,000
円減額し、企業会計システムの導入によります賃借料が 40万円、並びに負担金とし
て派遣職員分 1,100 万円を増額いたしまして、差引 17 万 3,000 円増となりまして、
5,959 万 9,000 円の補正予算となっております。以上で、第 26 号議案の説明を終わ
ります。

それでは質疑に入ります。質疑ございませんか。

（異議なしの声）
ないようでございますので、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。第 26号議案について討論を許します。御意見ございま

せんか。
（異議なしの声）

ないようでございますので、討論を終了いたします。
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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

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）

全員賛成であります。よって、第 26 号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。日程第 14 第 27 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 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。

議長。

はい、井手事務局長。

それでは、第 27 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 2 号について」説明をさせていただきます。

今回の補正につきましては、歳入においては、組合統合に伴う打切り決算によっ
て、平成 18 年度中に収入できなかった診療収入の受入の補正と、平成 18 年度決算
剰余金の確定に伴う補正でございます。

歳出においては、一つは歳入と同様、組合統合に伴う打切り決算により、平成 18
年度 3 月分急患センター委託料の未払金の補正、一つは急患センター診療処置室の
ドア取付工事費の補正、一つは平成 18 年度の診療収入未収金を財政調整基金へ積み
立てるため、一般会計への繰出金の補正となっています。1 ページをお開きいただき
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 3,434 万円を増額し、歳
入歳出予算を歳入歳出それぞれ 2億 7,308 万 4,000 円とするものでございます。

歳入から説明をさせていただきますが、事項別明細書、4 ページをお開き願います。
1 款 診療収入 1 項 1 目 1 節 診療報酬収入ですが、組合統合に伴う打切り決算に
より、平成 18 年度未収金すなわち、平成 19 年 2 月分と 3 月分の国保連合会及び社
会保険基金からの診療報酬給付金が、平成 19年 4 月と 5月の 2カ月遅れで給付され
たことによります 3,602 万 3,000 円の増額補正をするものでございます。2 節 一部
負担金収入についても、平成 18 年度の未収金、平成 19 年 3 月 26 日から 31 日分の
受け入れによる増額補正となっております。5 款 諸収入でございます。2 項 1 目 1
節 決算剰余金は、平成 18 年度決算の確定によります剰余金の補正で既決額 1,300
万円に対し、1,105 万 8,000 円が確定いたしましたので、194 万 2,000 円を減額する
ものであります。

歳出の説明に入らせていただきます。5 ページをお開き願います。1款 急患セン
ター運営費 1 項 1 目 13 節 委託料でございますが、組合統合に伴う打切り決算に
よる平成18年 3月分急患センター委託料未払金177万 8,000円の増額補正でござい
ます。ちなみに、平成 18 年度の委託料総額は、この補正額を入れて 2 億 34 万円と
なります。15 節の工事請負費は、急患センター内の診療処置室にドアを取り付けよ
うとするものでございます。28 節 繰出金でございますが、歳入で受け入れた診療
収入のうち、3,176 万 2,000 円を財政調整基金へ積み立てるために一般会計へ繰出し
を行うものでございます。以上で第 27 号議案について説明を終わります。

ただ今の説明に対し、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）
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これから討論に入ります。第 27号議案について討論を許します。御意見ございま

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

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）

全員賛成であります。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了いたしました。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、これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

御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 19 年第 1 回議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でし
た。

議会議長

３番議員

４番議員


