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平成 20 年度第 1回宗像地区事務組合議会定例会会議録

日時：平成 20年 2月 12 日 （月） 13：30～15：28

会場：宗像地区事務組合大会議室

平川議長

平川議長

事務局長

平川議長

皆さん、こんにちは。

それでは、定刻になりましたので、ただ今から、平成 20 年第 1 回宗像地区

事務組合議会定例会を開会いたします。

本日、山本議員から欠席の届出が出ています。ただ今の出席議員は、15 名

で、定足数に達しています。

よって、平成 20 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。

傍聴人規則により田中議員さんと中島議員さんが傍聴しますので、これを

認めたいと思いますがご異議ありませんか。

（異議なしの声）

事務局の方から報告したいことがあります。事務局長

あらためて本日皆様のお席に配布させていただいておりますが議案に一部

訂正がありました。誠に申し訳ございません。

内容ですが、第 9 号議案 宗像地区事務組合水道用水供給事業会計補正予

算（第 3 号）の 2 ページです。誤りの方ですが、本来であれば第 5 条と表記

しなければいけないところを第 4 条と表記しております。あらためて第 5 条

に訂正いただきますようによろしくお願いします。申し訳ございませんでし

た。

ただちに本日の会議を開きます。

地方自治法第 121 号の規定により、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。

５番 石橋議員、６番 椛村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」を議題といたします。

お諮りいたします。

会期は、お手元に配付をしている日程で、本日、明日の 2 日間といたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。
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平川議長

組合長

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日、明日の 2 日間と決定しました。

次に入ります。

日程第３ 諸報告に入ります。 池浦組合長。

皆さん、こんにちは。本日は、平成 20 年宗像地区事務組合議会第１回定例

会を開催しましたところ、お忙しい中、議員の皆様方にはご出席をいただき、

誠にありがとうございます。

定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

さて、本組合は、昨年４月に宗像地区事務組合として新たなスタートを切っ

て、まもなく１年が経過いたします。この間、議員の皆様をはじめ構成市のご

支援、ご協力を頂きながら、組合統合の目的であります、総合経営システムの

構築や事務事業の見直し等の行財政改革の推進に積極的に取り組み、またその

一方で、浄化センターの使用延長や水道事業の広域化など、旧組合から引き継

ぎました設立当初からの課題解決に向けて、努力を続けてきたところでありま

す。

平成２０年度におきましても統合の目的を認識し、引き続き、構成市の一層

の負担軽減と住民福祉の向上に努めるべく、水道事業の広域化をはじめ、総合

経営システムや行財政改革アクションプラン等、組合が行う全ての事業におき

まして、より効率的・効果的な財政運営と経営改革を推進し、更なる財政基盤

の強化に努めてまいる所存でございます。

今後とも、議員の皆様方におかれましては一層のご理解ご協力をお願い申し

上げます。

次に、本日の議案を簡単にご説明申し上げます。

条例制定の議案として、「宗像地区事務組合職員の自己啓発等休業に関する

条例の制定について」が１件、それから条例の一部改正が、「宗像地区事務組

合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について」、「宗像地区

事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」、

「宗像地区事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について」、「宗像地区事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について」、「宗像地区事務組合水道用水供給条例の一部を改正

する条例について」、以上５議案を上程いたしております。

次に、第７号議案から第９号議案については、平成１９年度一般会計、急患

センター事業特別会計、水道事業会計のそれぞれの補正予算のご審議をお願い
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組合長

平川議長

渡辺議員

するものであります。

補正内容の主なものといたしまして、制度改正に伴う職員人件費の補正や地

方債の繰上償還による補正等をお願いするものであります。

第１０号議案から第１２号議案については、平成２０年度一般会計、急患セ

ンター事業特別会計、水道事業会計のそれぞれの当初予算のご審議をお願いす

るものであります。

それではここで、新年度の予算編成に当たりましての基本方針について申し

上げます。

組合統合２年目となる２０年度の予算編成では、大きくは「行財政改革の断

行」と「経常的経費の節減合理化」に主眼をおく「改革推進予算」の編成に努

めたところでございます。「行財政改革の断行」としては、持続可能な行財政

制度の構築に向け、現在、策定中の行財政改革アクションプランに則った改革

を確実に推進し、取組みの成果を予算に反映させ、構成市の一層の負担軽減と

市民福祉の向上に努めるものでございます。

また「経常的経費の節減合理化」では、各事業の義務的経費・投資的経費を

除いた経常的経費の総額を、前年度予算額の９５％の範囲内とし、職員一人ひ

とりが常に経費節減を念頭においた事務事業の簡素化・効率化に努めることと

いたしました。

以上が、新年度予算編成における基本方針でございます。

続きまして、予算の総額でありますが、一般会計の歳入歳出予算の総額

は１５億４，７２８万８千円、急患センター事業特別会計が２億３，５４

８万７千円、水道事業会計の収益的支出と資本的支出の合計が２３億３，５

９５万８千円となっております。

詳細につきましては、事務局長から議案の中で説明させますので、よろしく

ご審議の程お願い申し上げまして、諸報告とさせていただきます。

次に入ります。

日程第４ 一般質問を行います。

本議会における一般質問の通告議員は２名であります。なお、一般質問の制

限時間は１人あたり、２０分間となっております。

質問回数は、１件につき３回を原則といたします。

４番、渡辺議員の質問を許します。

４番 渡辺理恵です。一般質問をさせていただきます。

通告しておりました２点について質問いたします。今回は水源地の保全とい

うことで質問いたしました。
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渡辺議員

平川議長

組合長

森林は、地球環境を維持していくために、国土の保全、水源の涵養、大気の

浄化、地球温暖化の防止、また多くの生物を育む場となるなど、大きな役割を

もっています。しかし、近年、里山の宅地化、森林を維持してきた人々の高齢

化など様々な理由から森林の荒廃が急激に進んでいます。そして、身近な森林

のほとんどが、生長の著しい竹林に浸食されています。森林は様々な要因によ

り、森林荒廃の一途をたどっています。

しかし森林は水源地でもあり、森から多くの恩恵を受ける人みんなで守ると

いう考え方に立つ必要があります。そうしたことから地権者、行政、そして市

民全体で守る施策を進める必要があると考えます。

１点目です。市民が森を守るボランティア活動など、森を楽しみ、森で遊ぶ

活動を通して、森の役割や、大切さを理解する活動を始める必要はないでしょ

うか。

2 点目です。今後、水源地である森林を守るための新たな財源を考える必要

があります。基金や市民カンパ、水源税、水道料金に水源保全のための料金を

課すなど、新たな財源の確保をしていくことについてはどのように考えられて

いるのでしょうか。以上 2 点について質問いたします。

ただ今の渡辺議員の質問に対し、執行部の答弁を求めます。

組合長。

渡辺議員の一般質問に対して回答申し上げます。

宗像地区事務組合議会において初めての一般質問者であります。

大きくは水源地の保全、特に森林の保全についてのご質問ですが、議員ご

指摘のとおり、森林は地球環境を維持していくため重要な役割を担っている

ことはもとより、生物多様性の保全、洪水や渇水の緩和、水質の浄化、土砂

の流出や崩壊の防止など様々な機能を発揮していることは充分認識している

ところであります。

そこで、1 番目の「市民が森を守るボランティア活動など、森を楽しみ、

森で遊ぶ活動を通して、森の役割や、大切さを理解する活動を始める必要は」

とのご質問です。

現在、事務組合が主体で取り組んでいるものはございませんが、福岡県、

当組合を含む、県内の水道企業団で構成している「福岡県水源の森基金 水

源地域事業振興委員会」では、事業一つとして、水資源環境に係る教育への

助成を行っております。平成 18 年度は、県内 18 の小学校に対し助成が行わ

れていますが、ちなみに、福津市におきましても津屋崎小学校の海岸線の環

境学習及び清掃活動等の取組みに対し助成が行われたとのことを聞いていま
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組合長

平川議長

渡辺議員

す。

また、宗像市では、市民団体と市の環境保全課が協力して、小学生を対象

とした環境教育として、山や森林と水の関係、源流から河口までを調査する

「水辺の教室」が実施されています。その他、両市におきましても、竹害防

止事業、荒廃森林再生事業、松くい虫防除等の実施や市森林組合への補助な

どが行われています。

先ほども申し上げましたが、事務組合として独自に取り組んでいる活動は

ありませんが、水源地の保全について両市と連携しながら、今後の取組みを

検討していきたいと考えております。

次に 2 番目の「森林を守るための新たな財源確保をしていくことについて

は」とのご質問ですが、現在のところ、事務組合も構成市も具体的な計画は

ありませんが、福岡県では、平成 20 年 4 月 1 日から、「森林環境税」をスタ

ートさせ、社会全体で森林を守り育てる事業を推進することになっています。

事務組合といたしましても森林を守るためには、今後、基金等について両市

と協議、検討していきたいと思っています。ちなみにもうご存知だと思いま

すが個人は 500 円、法人は資本金の額に応じて徴収させることになっており

ます。以上でございます。

はい、渡辺議員

組合長の方からお話がありましたように、森林というのは大きな役割があり

ます。私たちの命をささえている淡水というのは地球全体からみて、水の循環

というところで維持をされています。たとえば森の木から水分ができてそれが

雨雲になりそして雨が降る。そして木が育つというように大きく水は地球を回

っているのです。なおかつ降ってきた雨を森林が山でダムとしての役目を果た

して雨が降ってもいっぺんに川に流れずに山が一旦水を涵養するダムになる。

そしてそれは緑のダムというようにいわれているのですが、森林が緑のダムと

なって、水を蓄えていくという大きな流れがあります。

又、水はですね、山は海の恋人ということを聞いたことあると思うんですけ

れども、山の斜面の内側を通ってきた、たくさんの栄養を含んだ水が川を流れ

ることにより、それが海に流れそして魚たちが育つという流れでもあります。

今から 10 年ほど前なんですが生協の活動で釣川の水源地を観察しました。

水源地からずうっと河口まで行くという活動を行ったことがあるのですが、水

源地となるとなんとなくイメージとして、少しでも湧き水みたいなものがあっ

て、そこからだんだん大きくなるようなイメージがあって行ったのですが実は

山を登っていくとそういう水はまったく見えずにここら辺が水源地というふ
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渡辺議員 うに言われた。そこはあまり日が差さない山だったのですが、足元はたくさん

の腐葉土があるのです。水はまったく見えません。だけどもそういう山の斜面

と斜面の間から水が伝わってきて、斜面と斜面の間から水が流れて行く。本当

に水源という湧き水があるわけではなく、山に降った水がどんどん集められて

一つの川になる。そしてその山の麓には田んぼがありました。そこの用水路に

入って行くというような形で、そこだけが現状ではないのでしょうが、山とい

うのはとても大きな役割があるということを十年以上前なのですが実感した

ことがあります。釣川自体、水が沢山あり、そういう小さな流れから小さな川

になって、そういう支流というか小さな川がいっぱい釣川に注ぎ込んで、今私

たちの飲み水になっています。

これから考える機会というお話だったのですが私も県をいろいろ調べると

たくさんの補助事業といいますか支援の補助金の交付とかいっぱい、いろんな

形がありました。確かに小学校とかでやっている所も私も見せていただきまし

たけれども、特に福津市は釣川の水を飲んでいるのですが、釣川についてまっ

たく知らないのですね。釣川は知っているのでしょうけれども別に釣川にこだ

わるわけではありませんけれども、やはり私たちが飲んでいる水が何処からく

るのかということも是非、ここの事務組合として活動する意味がとても大きい

のではないかというふうに感じております。 先ほど言った補助事業もたくさ

んありますので、事務組合としても紹介したり、ここの事務組合として県もす

るけれども、事務組合でもするというふうに、県とタイアップして、実行する

というふうに是非、今後前向きに検討していただきたいと思います。

2 番目の基金の件ですが私もいろいろ調べましたけれども、ちょっと古いん

ですが平成 13 年に国が調べた中で、水源地の森林保全事業のためにそのよう

な基金を考えられているところが平成 13 年のことなのですが全国で 47 件あ

りました。やっぱり増えてきているという傾向にあるそうです。全国ではじめ

てその基金を創設したのが愛知県豊田市なのですけれども使用料 1 トンあた

り、1 立方メートルあたり 1 円を市民の方から徴収している。上乗せしている。

我が家は 3 人家族なのでだいたい 18～20 くらい使ったりするのですが 18 立

方メートルだったとして 18 円我が家が払う形になってきます。それは金額が

大きいか少ないかはあるのですが、特にこの宗像地区は水がやっぱり高いとい

うのがありましておおよそ福岡市の２倍の金額と取っているので、もしそうい

うふうな上乗せの取り方をすると、市民に説明が一方では必要なのかなという

気がします。

しかし、財源がなければ、ボランティアでするという一方ではあるのですけ

れどもどっちも考えてもらいたい。前向きに検討するということなのですが、

水道事業の広域化も計画をされていますがだからといって水源地の保全が必
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渡辺議員

平川議長

井手事務局長

平川議長

渡辺議員

要なくなったわけではありませんので今後もやっぱりこの財源について是非、

そういう基金等いろいろやっているところは増えてきておりますので研究を

していただきたいというふうに思います。

先ほどの答弁以上の答弁はいただけないと思いますが、是非どちらか１番の

方が是非実行していただきたいと思うのですけれども、特に１番について今す

ぐ答弁をいただければと思うんですがよろしくお願いします。

事務局長

今、渡辺議員の方から山、森林の大切さが述べられたところでございます。

その中で特に福津の市民の皆さんにおかれましては、釣川の情報と言うのが一

切周知されていないという状況にあるとご指摘いただきました。ちなみに１９

年度４月から４つの組合が統合したわけですが、この新しい組合で広報を発行

いたしております。年に３回の広報になりますがその中では現在取り組んでお

ります水の関係、消防の関係、急患センターの状況、一組の状況的なものとい

うのを広報に掲載させていただきながら周知を図っているというところでご

ざいます。

釣川の部分につきましても１９年度２回発行しておりますがある程度釣川

の状況はここにありますような内容まで報告はさせていただいておると思っ

ております。今後の部分につきましても広報はもちろんのこと、事務組合のホ

ームページ等もございますのでそちらの方でもっと周知できるような体制作

りを組合としても考えていきたいと思っておりますので是非ご理解いただき

ますようによろしくお願いいたします。

それから基金の関係でございます。先ほど愛知県の豊田市の部分について１

トン当たり 1 円というところで基金を取っておるということでご紹介いただ

きました。今回の基金の部分については、あくまで企業の場合組合が単独で考

えることではございません。あくまで両市の部分についていろいろ意見を聞か

せていただきながら組合の方針的なものは出していかなくてはいけないので

はなかろうかと思っておりますので豊田市を含めたところの自治体、47 件と

いいますかね、そのようなところもあると言うご報告をいただきましたので、

その辺をあらためてわが組合も調べさせていただきながら、両市との協議は行

っていきたいというふうに思っております。

渡辺議員

私もホームページは見せていただいているのですが、事務組合が両市のホー
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渡辺議員

議長

井手事務局長

ムページからは飛ばないんですよね。あのべっこにひかないと、環境組合もそ

うなんですが、べっこにひかないと飛んでいかないんですよ。宗像地区事務組

合そのもの自体がまだそんなに周知されてないのでやっぱり市民とかはまず

各自分が住んでる市のホームページをまず、見ると思いますので、そこからこ

この事務組合のホームページにいけるように工夫していただきたいのが 1 点

と、あとはそんなに環境教育と言っても大変なことを考えずに先ほど私がお話

しましたように釣川の水源といわれる山のほうから下っていくみたいなです

ね釣川を探索するようなですねそういう企画でもいいと思うんですよ。両市で

ですね、川を降りていき、そこそこで水生生物を見るとかですね、私もそうだ

ったのですが吉武のところで水生生物を見ながら降りて行ったんですけれど

も、本当に川自体がですね短いので、水が少ないというのもあるのですがそれ

は観察がし易いようなことになりますので、そういうふうなことをできるなら

市民のそういう活動をしている方と一緒でももっといいと思うんですけども

それで両市で募集して見てもらうということも一つだと思います。

それから基金の件なのですが、どこもですね基金を創設してもだいたい３年

間ある程度貯まるまで使えなのですね基金だから。皆さんからもらうものなの

で、それを何に使うのかということもそこそこ条例で定めたりとか使い方もい

ろいろみたいなのでそういうことも研究していただきたいというふうに思い

ます。あの情報のところのホームページの件、それから環境教育についてもう

一度お願いします。

事務局長

申し訳ございません。確かに宗像地区事務組合のホームページは今一応みら

れるような対応はとっておりますが、両市から直接リンクできるような方法は

現在ございません。その部分につきましてはリンクできて検索できるような方

法は事務局としても考えていきたいというふうに思っております。

それからもう一点でございますが釣川の関係でございます。先ほど組合長が

回答いたしましたが宗像の方では環境教育の一環として水辺の教室が実施さ

れておると聞いております。福津におきましても西郷川の部分について、いか

にきれいにしていくかという取り組みもなされておる状況もございますから

組合といたしましてもそのような関係団体と連携をさせていただきながらな

んらかの対策あくまで水源というところを考えながらその対応を十分組合と

しても取らせていただきたいということです。

これをもちまして、渡辺議員の質問を終了いたします。
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平川議長

福田議員

次に１番 福田議員の質問を許します。福田議員

議席番号１番福田昭彦です。本日は２点についてご質問をさせていただきま

す。

１番目組合統合のメリットについて

平成 19 年 2 月に一部事務組合の内、消防組合、清掃施設組合、自治振興組

合、水道企業団の 4 組合が宗像地区事務組合として統合され約 1 年が経過し

ようとしています。そこで組合統合のメリットをどう評価しているかお尋ねい

たします。

また、組合の事務所も 2 箇所に分かれているため、事務の効率化が図りに

くい面もあると聞いております。2 つの事務所を 1 つにまとめられないか。も

し、事務所の旧水道企業団の建物にすいませんこれまちがっております。もし、

事務所を旧水道企業団の建物統一すれば、現在事務所がある旧自治振興組合の

建物を売却。または賃貸にして経営の効率化がより図れるのではないかと思い

ますがいかがですか。

次に大きな２問目にいきます。水道末端給水一元化についてのお尋ねでありま

す。

水道末端給水一元化に向けての組合長のお考えと課題をお聞きいたします。

宗像市は大井ダムの老朽化に伴い施設更新を行った場合、その費用を水道料

金に転換しなければならないと考えています。市民に負担をかけないためにも

大井ダムの施設更新は行わず、その代替水源を「福北緊急導水」に転換する施

策を検討しているところであります。福津市さんも久末ダムが老朽化し施設更

新が必要と聞いておりますけれども、以下に小さく 7 項目についてお聞きい

たします。

１点目福津市さんは久末ダムの施設更新を行うのでしょうか。

２点目行うとすれば施設更新にはどのくらいの予算がかかるのでしょうか。

３点目その予算は水道末端給水一元化後に水道料金に反映されるのでしょう

か。

４点目宗像市と福津市の老朽管の敷設替えはあと何％位残っているのでしょう

か。

５点目費用対効果を考えた時に久末ダムを使用したほうが有利なのか、福北

緊急導水を使用したほうが有利なのか、その試算はなされているのでしょう

か。

６点目その試算はなされているのであれば、それぞれいくらくらいの水道料

金になるのでしょうか。

７点目水道末端給水一元化のスケジュール表では、平成 20 年 10 月～平成
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福田議員

平川議長

組合長

平川議長

福田議員

22 年 4 月までとなっているが平成 20 年 9 月までの予定がわかりませんがど

うなっているのでしょうか。

以上の大きく二点についてお尋ねをいたします。

福田議員の質問に対し答弁を求めますが、答弁を求めて 2 回目 3 回目１項

づつ聞きたいと思いますが、まず１項目の答弁、１項目の１番目だけを

組合統合後のメリットについてでございます。

統合のメリットにつきましては、効果測定を未だ行っておりませんので数値

的なものを正確に申し上げることについてはできませんが、一つは定員の削減

効果があったと考えております。

平成２０年１月１日現在で、正規職員が３名、嘱託職員が２名の減員とな

っております。

その他、総務部門が統合されたことにより、議会・総務関係に係わる事務量

の削減と事務経費の節減があったと考えます。また、構成市との事務連絡等に

おきましても、構成市側の事務量の削減にも繋がったと考えられます。

今後も、統合を契機とした行財政改革を積極的に推進し、更なる行財政基盤

の強化に努めてまいりたいと考えております。

また、「組合事務所を一つにまとめられないか」とのご質問でございますが、

事務組合の業務の課題として、水道事業の広域化いわゆる末端給水の一元化

や消防組織の広域化がございますが、これらのことを受け、必然的に組合組

織の改編が必要となることから、今後、水道事業の広域化に向けての協議を

行っていく中で、事務所のあり方について検討することとしております。以

上でございます。

福田議員

評価についてはですねちょうど１年経ちますけれども、行っていないという

ふうな回答ございました。それから数値的なものもないとういうことでござい

ました。定員が若干削減されたということが効果としてあがっておられます。

それから先ほど総務の事務削減 構成市の事務の削減ということもあげられ

ておられましたけれども、もう少し具体的な総務の事務の何が削減されたの

か、構成市の事務の何が削減されたのかといったところをもう少し具体的に教

えていただきたいと思います。

それから２点目の事務所の移転の件でございますけれども、消防の広域化、

水道の末端給水一元化について今後検討していくということでございますが、
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福田議員

議長

森次長

これは逆に早くやったほうが効果があると考えます。なぜならば、場所が別れ

るより一つの方が良い。で将来末端給水一元化が始まってからそういう事務所

の統合というところももなされるでしょう。どうせやるのだったら早くした方

がいいし、それからだんだん作業を進めていくとばたばたしてですね、事務所

を一緒にするとかいうこともなかなか、これは実際問題一元化のプロジェクト

が始まってくるとですね、なかなかやりにくい。また場所が離れるとコミュニ

ケーションが取りづらい、そういう意味からも早くやった方がいいと思います

がなぜ今できないのか。もしくは百歩譲って平成 21 年の４月くらいからこれ

はいいのじゃないのかというふうに思うのですけれど、なぜこれが前倒しでで

きないのかその理由を次の答弁でお答えいただきたいと思います。

それから消防の広域化についてはですね今やっと、消防の基金約５億円ほど

あるというふうに思います。これ広域化された時にこれ組合に置いていくので

すか？置いていかないのですか？そこのところを聞きたいです。次の答弁でお

願いします。

以上です。

森次長

総務部門の統合で具体的にどのようなものが効率化が図れたのかというご

質問ですけども、基本的にはですね総務事務全般特に給与、人事、共済関係で

すねそういうものにつきましてはそれぞれ各組合でやっておってものが一つ

の団体できるということで効率化が図れたということで考えております。それ

からですねそれぞれの構成市との調整といいますかそういうところで構成市

の方の軽減に繋がったのではないかというところなのですが、特に予算関係は

それぞれが予算担当部署と協議調整をやっておりました。これはひとつでです

ね、今回ですね１月に行いましたけれども１日で調整が終わったということが

あります。今までは数日かかっておりました。こういうことが節減できたので

はないかということで考えております。

それとですね、施設なんですけれども前倒しでできないのかというご質問な

んですけども、建物一つ考えますと、まずですね今の多礼浄水場の建物に三十

数名が入るということになった場合ですね、まずはまだ整備されておりません

バリアフリーに対応できる施設にする必要があるのではないかとか、後はネッ

トワーク環境を整える、こういうことも必要になるのじゃあないかと考えてお

ります。それからあの建物も２５年程度経っておりますので、修繕といいます

かそういうものも必要になるだろうし、耐震強化これの必要性も出てくるだろ

うということで考えております。それをそれぞれ検討、対応していく期間も必
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森次長

平川議長

消防長

平川議長

福田議員

要だろうと考えます。そういうことからですね、一つは広域化の中で検討しな

がら進めさせていただきたいということで考えております。

消防長

旧消防組合の基金ですけども 4 億９千万ほどございますけども、先日の全

員協議会でもお話申し上げましたように福岡県下の消防の広域化の枠組みが

示されていませんし、決定もされていません。

最終的にどういった自治体との枠組みなるのか、それぞれの枠組みの首長さ

んの合意の下にどういった形で消防だけで出来るのかが、明確になった段階

で、それぞれの自治体のその後の新しい枠組みでのそれぞれの負担金の額など

いろんなことが審議されようかと思います。

その中で財調があるところないところ様々な自治体があるかと思いますの

でその中での、新しい枠組みのなかでの負担金の負担割合、負担方法そういっ

た中で検討されていくものだというふうに今のところ、理解しております。以

上でございます。

福田議員

難しいですね。今の答弁をお聞きしてて､やっぱり非常に具体的な数値とか

ですねなかなか公務員のみなさまのお仕事は数値化されないのが特徴である

というふうに思います。ですから先ほどの事務所の移転もですね。バリアフリ

ー、ネットワークは結構なんですよ。やってもらって、予算上げてもらって議

会で承認してもらえばそれでいいんですよ。なぜ前倒しできないのかというこ

とに対する答弁、さっきの森次長のですね答弁は納得できないのですね。

なぜかというと 30 数名とおっしゃったのは一元化後の話でしょ。今現在は

15 名だから一組の方がまとまればいいなという話ですね。あれだけのスペー

スがある。でとりあえずは建物って、今入れないことはないと思いますね。将

来そういう 30 数名が一緒になったときにそういう耐震の工事をやるんだ、バ

リアフリーがいるんだ、ネットワークがいるんだ、それじゃ 2 年後に向かっ

てもう計画があってもいいのじゃないか。今の時点で。2 年後にスタートする

のだから、2 年後に移って、2 年後にあの事務所を使うんだと。だからじゃあ

前倒して工事はいつから始めるんだそれでいつなんだ、とまだぜんぜん具体化

されてないでしょ。

だから結局今答弁としてはそういうふうな前向きなご答弁になっておりま

すけれど具体的な数値や具体的な期日が本当に回答できてないですよ。だから
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福田議員

平川議長

森次長

平川議長

組合長

期日のない、われわれ議員間では期日がない仕事は仕事じゃないと言いますか

らねそのへんは具体的なイメージをわれわれがもてるようなそういう具体的

な回答を是非今後お願いしたいなというふうに思います。

消防の広域化につきましても今後かなり流動的で不透明な現段階ではです

ね、いうところでさっきの基金のお話もなかなかまだ見えないというところが

あろうかと思います。従いまして今のご回答で結構でございます。3 回目です

ので、もう一度森次長にお聞きしますけれども先ほどの具体的なですねもう少

し、ないならないで結構なんですけれど

森次長。

この建物を一つにできないかというご質問に対してはですね、今回の議会で

一応回答させていただいておるんですけれども、現段階では、構成市でありま

す宗像市との距離なり 4 つの組合の中心的な位置それと指定銀行といいます

か福銀との距離等も考慮に入れて、この施設を今は使っているという答弁で

す。このままでいいのかというお話になるということで、我々としてはですね

更に効率化を進めるために、統合する必要があるということでまさに処理はつ

いております。ただ、言いましたように先ほど数項目言いましたけれど、それ

ぞれ具体的に検討していく必要があるんですね。 それも含めてですねしかも

スケジュールといいますかロードマップ等を作ってですね進めていく必要が

あるかと思います。そういうことで、しばらく時間がいるというお話です。

それからですねもう一点の効果の部分、数値化というお話がありましたけれ

どもまだ 1 年経っておりません。基本的に 1 年経った後に効果測定をやろう

ということで考えておったんですけども､今回質問がありましたので担当方と

調整は図りましたけれども具体的な数値が 9 ヶ月ではでませんので、今回は

効果数値は正確には出ませんという答弁になったということございます。ご理

解いただきたいと思います。

では、3 つ目の答弁を願います。

組合長

それでは二点目の答弁でございます。１）、２）、３）及び、５）、６）につ

きましては、関連がございますので一括してご答弁申し上げます。

久末ダムは、昭和３０年１２月に創設後、昭和３２年７月に供給開始してお

ります。給水能力は、１２，８００トンで、全体の６０％となっております。

しかしながら、施設も旧ダムついては、５０年、新ダムについては、２０年
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組合長

平川議長

福田議員

経過し、施設設備等も老朽化が進んでおります。

現在、福津市におきまして、久末ダム及び浄水施設等の更新について、北部

福岡緊急連絡管事業を視野に入れ、担当部署で、まさに検討しているところで

あります。

４）「宗像市と福津市の老朽管の敷設替えはあと何％位残っているのか」との

ご質問ですが、ここで言われている老朽管とは、石綿セメント管と普通鋳鉄管

のことではないかと思われますので、平成１７年度末現在での数値を述べさせ

ていただきます。

導水管、送水管、配水管の総延長は、宗像市は、約５１６㎞で、福津市は約

２９１㎞となっております。

そのうち、宗像市は、石綿セメント管、約２㎞、普通鋳鉄管、約２.４㎞で

計４.４㎞。残存率としては、０.９％。

福津市は、石綿セメント管、約９.８㎞、普通鋳鉄管、約８.８㎞、計１８.

６㎞。残存率としては、６.４％ が残っております。

事務組合の総延長は、２６㎞ございますが、石綿セメント管、普通鋳鉄管は、

ありません。

３団体とも、今後、更新計画をたて、敷設替え等を計画的に実施する予定で

ございます。

７）「平成２０年９月までのスケジュールについて」でございます

末端給水一元化に向けて、統合準備室や統合協議会を設立する必要がござい

ます。このことから、事前に、一番目に構成市の総務、人事、財政、水道担当

部署との調整 2番目に国、県、先進地からの情報収集等の作業 3番目に事務組

合及び構成市の議会及び、関係機関への説明等が必要となってまいります。よ

って、２０年４月から９月末までをこの期間に充てたいと考えております。以

上でございます。

福田議員

水道末端給水一元化につきましては、この組合統合の最大の目的であろうか

というふうに思います。今組合長からご答弁ありましたようになぜ私が他市の

ダムのお話をここで聞くのかと、誰かに聞けと言われたのかということではな

いんですけれども、新人の議員ですから何もわかりませんので質問させていた

だいているのですけれども、久末ダムだけではなくてやっぱり宗像市も大井ダ

ムがあります。それで私が素朴に今思うのは末端給水一元化の最大の目的とい

うのは、やはりおいしい水を安くいつでも市民に提供できるという最終目標が

あってそれに向かってこの末端給水一元化ということを一つの目的を達成す
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福田議員 るための手段としてこういう形態を取っているんだということなんでしょう

ね。各市町村が水道法に基づいて水道を市民に提供してきたそれがやっぱり広

域化しないともうこれからはやれないよという時代になってきた。そういう時

代的な背景があるわけですよ。では、なぜ広域化が必要なのかと言えば単独で

はこれだけの財政負担がまかなえないということですよね。だって受水する人

が減っているわけですから少子高齢化で。人が減って水はあんまり売らなく

て、余ってるし、施設は更新していかなければいけないみんなでやっぱり効率

化を図らなければいけないということがそもそもの目的であるということで

す。

それで 2 年後にこの組合でやりましょうと統合しましょうと広域化をしま

しょうと末端給水一元化をやりましょうという話になってその 2 年後にこの

前いただいたこの資料で宗像地区水道事業広域化ダイジェスト版、このなかで

冒頭真っ先に書いてます。

今後更新が必要な施設をたくさん抱えてこれは問題、それから水需要の伸び

が期待できない、それから事業収益も大幅に増加することはもう考えにくい状

況だとこの将来、こういうあるべき姿を考えた時にやっぱり組合としては出来

るだけ過去､将来の負担をさせない、しないということが大きな課題なんです。

ということはやはりできるだけ自分で負債を抱えないでやっていこうという

ことです。

つまりは、これは宗像市だってそうです、福津市さんだってそうですし、そ

ういう老朽化した施設の更新こういったものを出来るだけしないにしようと

それが将来の宗像市さん福津市さんの市民のためになるんだということなん

ですね。なぜならば、その更新したが故にその更新料は誰が払うのか最終的に

は末端で水を飲んでいる市民の方が払うようになるでしょう。だからこそこう

いうことはしないほうがいいというのが明らかだと私は思うわけですね。なぜ

ならば、今の宗像の水というのは一日当たり平均約 3 万３千トン使ってる。

でも給水能力は５万 5 千トンあるのです。稼働率約 56 パーセントです。

つまり、今この宗像、福津合わせたこのエリアの水の供給能力というのは非

常に高い、言い換えれば水がジャブジャブ余っている状況なんです、これにま

た福北緊急導水が来ます。宗像市は一日当たり維持用水として 1 万トンもら

います。福津市さんも 3 千トンもらいます。合わせて 1 万 3 千トンが維持用

水としてくるんです。他の市長村も合わせますから、維持用水としては 1 日

当たり 2 万トンもしものとき、渇水のときには一日 5 万トン送る能力がある

んです。ということは宗像市として将来渇水に備えてやはり大きな給水能力を

持つべきだという考え方もあるでしょう。ただ、じゃなんのための福北導水緊

急導水なのかという、緊急で取れて対応する、じゃあ普通の状況のときにはや
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福田議員 はり稼働率を上げるこれが事業にとっての一番効率化なんですよ。固定費がか

からない。

つまりは久末ダムが約 6 万 5 千トン今使っているですね 1 日当たり大井ダ

ムも約 6 千 5 百トンそれから大井ダムもだいたい 6 千トン、5 千トンですか 2

つ合わせて約１万３千トン弱なんです。この２つがなくなってそれから福北導

水が来たら維持用水だけで１万３千トンあるプラスマイナスゼロなんです。そ

れでも稼働率は５６パーセントなんです。ということは施設の更新をしないで

も十分やっていけるし、そして緊急の時にも福北導水で対応できるし、そうい

う無駄な、無駄といっては失礼ですけれども、将来負担を抱えるような投資は

しなくてもいいということが考えられるのではないかと私はいろいろひとり

で思っているわけであります。

それでそのことをこの場でご質問させていただき、その考えが果たしてそう

なのかどうかということを今日はここで確認をさせていただきたいというこ

とであります。ちなみに宗像市が大井ダムが供給量が 1 万 3 千 8 百トン、1

日ですね久末ダムは 1 万 2 千 8 百トンですほぼ同規模のダムなんです、そし

て施設もほぼ同じ老朽化をしてるわけですね、ということは宗像市でこの施設

の更新をしたら約 51 億円です。

51 億円かかった後の更新後の水道料金がどのくらいになるかというと宗像

市に新水道料金 47 円の値上げになります。約 51 億円の投資で 47 億円かかる。

福津市さんもその辺はきちんと試算されていると思うんですけれど、いずれに

しても両市がその施設更新をやってしまったら、その施設更新の費用というの

は末端の水道料金に跳ね返ってくる。これは確実に言えるのではないかなと思

います。そういったことを考えた時に出来るだけ両市に将来の宗像市の住民に

なる方にとってもメリットのあることをご決断また、そういう方向で検討して

いただきたいというふうに考えるわけであります。

それから老朽管の敷設替えについてでございますけれども、これは水道をや

っている以上老朽化していくそれは宿命的なものでございます。これはしょう

がないです。しょうがないですけれども、こういったいろんな施設の更新これ

は事業をやっていく上で宿命的なものですから、こういったものもやっぱり最

終的に市民の水道料金にはねかってくるそこのところをしっかりと年頭にお

いて、この事業なるべく経費を使わないように、使わないようにという心がが

けでやっていただかなければいけないのではないか、そういう考え方がこの組

合、そして 2 年後の末端給水一元化になった時の必要な考え方ではないのか

というように考えるわけであります。

それから 7 点目の質問ですけれども、いろんな事前の準備が必要だという

ことでこれもよくわかりました。でただですねこのダイジェスト版を見させて
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福田議員

議長

森次長

いただいて、今後末端給水一元化の広域化のダイジェスト版見た時にもう少し

もう一歩踏み込んで検討していただければ、というふうに思ったんです。なぜ

ならば、広域化だけでは対応できないですなぜならば総務省がこれ水道事業に

おける年間的経営資本の導入に関する調査研究報告書というのをこれ財団法

人日本水道協会が調べているんですね。

単なる広域化だけではなかなか効率化できない、なぜならばやはり民間的手

法が取り入れられなければ、なかなか合理化は難しい。経営の安定は難しい。

先日次長おっしゃいましたね。何の為にあらためて一元化するんですか。財務

体質の強化ですと。財務体質の強化イコール末端水道料金、最終的な水道料金

あがらないようにするためじゃないですか。結局は。そのために何をするか、

やっぱり広域化プラス民間の経営手法が必要なんだと。これを総務省がレポー

トでだしてます。でもうすでに民間的経営手法の導入をしたところというのは

都道府県でいろんな市町村ありますけれども、PFI 方式 7 団体、第三者委託

制度 22 団体、それから指定管理者制度 3 団体 こういった実績がもうあるん

ですよ。宗像もですね広域化進めてますけどさらに 1 歩突っ込んでもっとそ

この後の経営手法の部分をですね、もっとこうダイジェストの中でもっと具体

的にそこまで、ぼくは踏み込んでいただきたいなと思います。海外の例をあげ

ますと、スペイン、オランダ、イギリス、フランス、ドイツみんなもう民間に

委託しています。そういう時代なんです。で、そういったことを踏まえながら、

いわゆる周りの環境をですね、広域化、それから民間的手法の導入そういった

ことに向いてます。 ですからこの組合も 2 年後の末端給水の一元化に向け

ての取り組み、それをもう一つ民間的手法の導入もされないのかどうかそれか

ら先日視察に伺っています。そこのところの末端給水一元化の視察をされてま

すよね。栃木県ですか。そこの報告も兼ねて、課題とメリットそういったとこ

ろも合わせて、お答えいただきます。

森次長

PFI とかですね指定管理等々民間導入も視野に入れて検討していくという

お話だったですね。今回まずは、大きな目的は広域化、これは非常にエネルギ

ーが必要になります。まずはこれを先にやる必要があるのではないでしょう

か。その中でアウトソーシング、民間が出来るもの、行政でなくてはならない

もの、これをきちっと分けて検討していくそして近い将来に出来るだけ民間活

力を導入していく形で効率化を図るということで今回、基本計画を作成してお

ります。なにも民間活力を導入しないとは言っていないです。まずは、広域化
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森次長

組合長

福田議員

を先にしましょうその後でできるものがあれば、より多く導入していきましょ

うという考えのもと、研究していくということです。

もう一点芳賀の課題とメリットですけれども、メリットといいますか、すべ

てメリットでデメリットはほとんどなかったです。あそこはトップダウンで広

域化という話がでて、短期間の内に進めています。まったく宗像と違うのがど

こかといいますと芳賀の場合は水を作る必要がない。深さ 7 メートル掘りま

すと水が湧いてくる。というような環境の中で後は配水といいますが給水の部

分ですね、そちらに力を入れるというところで話をきいております。ただ中で

も今後の組織のあり方については苦慮されているようです。将来プロパーで行

くのか、職員交流で行くのかというところで、話をされていましてけれども、

基本的には十数年、年齢構成を配慮しながら、プロパー化をすべてして、関係

町に職員を返していくという話があっておりましたけれども、そういうところ

が課題なのかなということで、その他は良いことずくめだったということで

す。以上です。

いろいろご指摘ございましたけれども、おそらく宗像市もそうでございまし

ょうし、福津市もすべてを直営でやってるわけではありません。水道の運転に

つきましては一応民間に委託をいたしております。たぶん宗像市さんもそうだ

ろうと思います。それから施設の更新につきましても、いわゆる福北の緊急導

水 1 万 3 千のからみがございますが、それまでは浄水量等を扱うという、部

分的な補修はしなければいけないでしょうけども全面的なものについては、今

のところストップを全部かけております。これは福津市だけですけども、宗像

市は宗像市であるんでしょうけど。そういうことでできるだけ二重の投資とい

うものは避けている。

ただ福津市の特徴として下からポンプアップして水をあげておりますので、

それにつきましては、駅東の今開発にはいっておりますがこれは補償工事とし

て新しく作り変えております。若干の市の繰出しはございますけれども、それ

で一日２万トン最大では上げられようなものにはしております。

その他の管の布設等については、年次計画で石綿にかえております。今遅れ

ておりますのは、うちの下水道の工事に合わせて一度にしようということにし

ておりますので遅れている状況でございます。

制限時間は 20 分でいいと思うんですけれども、質問は一問一答方式の方が

やりやすいのかなと思います。次の全員協議会でご検討いただければと思いま

す。

それから将来我々が水道一元化に向けての手段だけを目の前で討論するの
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福田議員

平川議長

平川議長

井手事務局長

ではなくて、最終的な目的は何なのか、そのために一番最善の方法を尽くそう

よということで前向きに議論していくべきではないのかなというふうに思い

ます。

従いまして、広域化になりますと違う両市が自治体が、みんな集まってやっ

ているわけですからその辺非常になかなか難しい面もあろうかと思いますけ

れども、最終的には市民方がどういうメリットがあるのかといったところを忘

れないでしっかりとこの組合で今後とも、議論をさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。

これをもちまして、福田議員の質問を終了いたします。

ここで暫時休憩いたします。再開を 14 時 50 分にいたします。

（休 憩）

次に入ります。

日程第５ 第１号議案 「宗像地区事務組合職員の自己啓発等休業に関す条

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

1 ページをご覧いただきたいと思います。第 1 号議案 宗像地区事務組合職

員の自己啓発等休業に関する条例の制定について提案理由並びに条例の内容

確認についてご説明をいたします。

まず提案理由でございます。地方公務員法の一部を改正する法律（平成１９年

法律第４６号）の施行に伴い、大学等における課程の履修又は国際貢献活動のた

めの休業制度が設けられたため、この休業に関する条例を制定する必要が生じた

ので、条例案を提出するものである。

続きまして、条例の内容についてご説明をいたします。まず、制定の趣旨につ

いてございますが、職員の自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的

として、職員の自発的な大学等の課程の履修または、国際貢献活動を行うこと

を希望する職員に対し、その身分を保有したまま職務に従事せず、これらの活

動を行うことを認める制度です。各条文についての説明の部分については省略

させていただきます。

主なものといたしまして、在職２年以上の職員が対象で、休業期間としては、

大学が２年以内、国際貢献が３年以内となっております。それから給与等につ

いては、身分は保有しますが、職務には従事しないことから、無給とします。

施行日につきましては、公布の日から公布となります。提案理由で申しました
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井手事務局長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

が、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴います条例の制定でありま

す。以上で第 1 号議案について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。質疑ありませんか。

（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了いたします。

これから、討論を行います。討論、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わります。

これから 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、第１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２号議案 「宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。提案理由の説明を 求

めます。

事務局長

4 ページをご覧いただきたいと思います。

第 2 号議案 宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について、提案理由並びに改正の概要についてご説明をいたしま

す。

提案理由でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正す

る法律（平成１９年法律第４４号）が施行されたこと等に伴い、職員の育児休業、

部分休業及び育児短時間勤務制度に関し、宗像地区事務組合職員の育児休業等に

関する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ござい

ます。続きまして、改正条例の概要について説明させていただきます。

今回の資料の部分につきまして 4 ページから２６ページまでになっております
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井手事務局長

平川議長

平川議長

が、今回の改正の趣旨についてでございますが、少子化対策が求められる中、公

務においても、長時間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、育児のた

めの短時間勤務制度などを導入するものですございます。ちなみに対象となる職

員は、小学校就学の始期に達するまでの子（満６歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの子）を養育する常勤職員で、１月以上１年以下の期間を請求で

きるものの内容等でございます。

ちなみに、一般の職員の勤務の形態としては、選択できるような形になってお

ります。

まず１点目が週２０時間勤務。これは月曜日から金曜日まででございますが、

１日４時間の勤務をすること。それから２つ目といたしまして、週２５時間勤

務。これは月曜日から金曜日までの１日 5 時間の勤務。それから３つ目とい

たしまして、週３日のフルタイムの勤務。それから４つ目といたしまして、週

2日のフルタイムの勤務及び週１日のフルタイムの勤務２分の1の勤務となっ

ている状況でございます。今回のこの制度の規定を使います職員の部分につい

てちなみに給料でございますが、一部を除き、原則、勤務時間に応じて支給さ

れるようになります。また、期末勤勉手当の部分でございますが、こちらの方

は在職期間等の特例措置をこの改正内容の中に設けております。それから退職

手当は 1/3 の期間を在職期間から除算することになります。今回この改正の中

で附則第３条から第５条として、８ページからになりますが、「宗像地区事務組合

職員の勤務時間、休暇等に関する条例」、「宗像地区事務組合一般職の職員の給与

に関する条例」、「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」

などの関係条例の一部、改正もおこなっております。第２号議案の一部改正条例、

関連する条例の改正も非常に多く先ほども申し上げましたとおり非常にページ数

おおございます。新旧対照表につきまいても１２ページから２６ページまでの膨

大な量になっております。詳細の部分につきましては、説明は省略させていただ

きます。よろしくお願いいたします。以上で第２号議案についての説明、概略あ

りましたが終わらせていただきます。

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（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了いたします。

これから、討論を行います。討論は、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

討論なしと認めます。

これで討論を終わります

これから 第２号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第２号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第７ 第３号議案 宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。

事務局長

２７ページをご覧いただきたいと思います。

第３号議案宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例に一部を改

正する条例について提案理由並びに改正の概要についてご説明させていただ

きます。提案理由でございます。

平成１９年の人事院の給与改定に関する勧告により、一般職の職員の給与に関

する法律（昭和２５年法律第９５号）及びこれに基づく人事院規則の一部が改正

されたことに伴い、職員の給料、扶養手当及び勤勉手当について、宗像地区事務

組合一般職の職員の給与に関する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。

続きまして条例の概要につきましてご説明をさせていただきます。

まず給料についてでございますが、行政職給料表１級～３級まで、それから

消防職給料表１級～４級までを改正事項としたします。ちなみに０.３５パー

セントアップということで、金額的なものにつきましては１，３５２円ほどの

アップということになります。

それから条例第１２条扶養手当については、民間の支給状況等を考慮するとと

もに、少子化対策の推進にも配慮し、子等に係る支給月額を５００円引き上げ

まして６，０００円を６，５００円に改正します。

条例第２３条の勤勉手当については、民間の支給割合に見合うよう ４.４５

月分を４.５月に改正

尚、１９年度については、既に勤勉手当を支給済みのため、１２月期のみを０.

７２５月から０.７７５月に改めて、２０年度以降については、６月期及び１
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井手事務局長

平川議長

末吉議員

平川議長

森次長

末吉議員

平川議長

森次長

平川議長

平川議長

２月期をそれぞれ０.７５月に改めるものでございます。

なお、この条例の施行日は勤勉手当の２０年度以降に係るものにつきましは

平成２０年４月１日から、それ以外のものにつきましては、平成１９年４月１

日からの適用になるものでございます。以上で説明を終わらせていただきま

す。

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。

末吉議員

両市についても１２月議会で条例が可決されているわけですけれど、給与の

改正に関して、１２月の期末手当の支給に合わせて精算している部分があるか

と思いますがこの当事務組合の処理については、この条例がまだ今儀会ではじ

めて提案されているわけですから１２月はどういう処理をされているのでし

ょうか。その点お聞きします。

森次長

１２月期については従来改正前の支給という形でなっています。

第２３項中の第 2 項第１号の部分を微調整されてますよね。この取扱はど

ういう、事務的にはどういう取り扱いですか

森次長

これはですね。12 月には 0.725 の支給を行っております。今回この条例改

正が可決されまして、その後補正予算で可決されました後にその差額分として

２月に支給するということにしております。

他にありませんか

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。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。

（異議なしの声）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
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平川議長

平川議長

井手事務局長

平川議長

福田議員

これから 第３号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第３号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第８ 第４号議案 「宗像地区事務組合職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例について」を議題といたします。提案理由の説明を求

めます。 井手事務局長

それでは４３ページをご覧いただきたいと思います。

第４号議案 宗像地区事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例について提案理由並びに改正の内容についてご説明をさせてい

ただきます。

まず提案理由でございます。宗像地区事務組合消防職員の勤務実態に合わ

せた特殊勤務手当を支給するため、宗像地区事務組合特殊勤務手当に関する

条例（平成１９年宗像地区事務組合条例第２７号）の一部を改正するもので

ある。

続きまして、条例改正の内容につきましてご説明させていただきます。

現在は、消防手当、救急救命士手当として消防職員これは管理職を除きます

が、に対しまして１月６，０００円を支給していますが、これをそれぞれの業

務であります災害出動、救急出場、潜水作業及び夜間特殊勤務等の手当として、

出動回数に応じ１回当たり、別表の金額になりますが、災害出動手当１回につ

き３００円、それから救急出動手当１回につき５１０円、この場合は救急救命

士の有資格者ということになります。それから潜水作業手当といたしまして１

回につき２００円、それから夜間特殊勤務手当といたしまして１当務につき３

００円、の改正を行うものです。この条例は平成２０年４月１日からの施行と

なります。以上で第４号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。質疑ありませんか。

福田議員

現在の手当はわかりますけれども、実際の出動回数、一月に大体どのくらい

平均出動回数があるのか実績をおわかりになれば教えていただきたい。一人当
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福田議員

平川議長

消防長

平川議長

硴野議員

平川議長

消防長

平川議長

たり。

消防長

一人当たり、今手元にございませんけれども、今回の改正後の条例での比較

のシミュレーションをしておりますので、これで説明させていただきたいと思

います。平成１９年度の出動実績でいいますと災害出動というのは、今申し上

げましたように、各種手当平成１９年度中の実績で試算しますと８６６万９千

円ということで月額支給に比べまして１９１万５千円の削減になることにな

ります。 よろしいですか？

硴野議員

１３番硴野でございますが、実はこういう特殊勤務というのはある意味では

非常に重要視される部分ございますね、これは宗像地区事務職員のかかわりで

ありましょうけれども近隣のですね、いまからの広域消防含めてが検討される

さ中において、近隣の状況というのは宗像と比較した場合どのようになるの

か。ある意味では削減ということで説明うけましたけれども、どういう状況に

なっているのか、もしわかっておれば説明いただきたいと思います。以上です。

消防長

隣の粕屋北部消防本部それから粕屋南部消防本部ございますけれど、

今回の条例改正につきましては両消防本部の事例も参考にさせていただきな

がら、この額を決定したのでございましてこれの元といいますのは地方交付税

の中の消防費の基準財政需要額のなかの算定の中における常備消防費と救急

業務費と非常備消防費が消防費の中にはいるわけでございますが、その中で消

防吏員の出動が１回いくらというのが算定されて、国の基準の中で示されてお

ります。それを参考に更に近隣の消防本部の例を参考にしてほぼ同額という形

で算定しております。以上です。

他にございませんか。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。

これから、討論を行います。討論は、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

石橋議員

討論なしと認めます。

これから 第４号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第４号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第９ 第５号議案 「宗像地区事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。提案理由の説

明を求めます。

事務局長

４７ページをご覧いただきたいと思います。

第５号議案 宗像地区事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について提案理由ならびに改正の内容についてご説明をさ

せていただきます。

まず、提案理由でございます。

宗像地区事務組合消防職員の勤務実態に合わせた日当の支給を行う

ため、宗像地区事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例（平成

１９年宗像地区事務組合条例第２８号）の一部を改正するものであります。

続きまして条例改正の内容についてご説明をさせていただきます。

先ほども提案理由で述べましたように職員の勤務実態に合わせまして、

災害出動の目的のための出張については、日当は支給しないものとする

ことに改正をさせていただくことでございます。この条例は平成２０年４月 4

月１日から施行いたします。以上で第５号議案についての説明を終わらせてい

ただきます。

これから、質疑に入ります。質疑ございませんか。

石橋議員

現行は日当を定めてあるということは伺っていますが、勤務の実態に合わせ

てという言い方ではちょっと様子がわかりませんので具体的にどういう場合

に例えば適用になるのか教えてください。
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平川議長

消防長

平川議長

石橋議員

平川議長

消防長

今事務局長より説明がありましたように今回旅費及び費用弁償に関する条

例の一部改正につきましては主に救急業務における管轄区域外での医療機関

に傷病者を搬送する場合ですね管外出動と言っていますけれども、それからま

れではございますけれども管轄区域外で消防隊が消火活動を行うといった場

合の出張に関しての取扱いということでございます。

一般的に通常の会議ですとか研修といったいわゆる出張といった場合には

日時、場所あるいは内容等が示されまして計画に則って公共交通機関等を利用

して業務を行うわけでありますけれども救急業務に伴います管轄区域外での

搬送といいますのは救急患者の状態ですとか緊急度それから医療機関の都合

そういったものによって、突発的に発生するものでございます。ちなみに平成

19 年度中の管轄区域外への救急搬送の件数は 1009 回ございます。

これは平成 19 年中の搬送件数は 4533 件ございましたので、22.2 パーセン

トが管轄区域外の医療機関に搬送しておるという状況でございます。主な搬送

先といたしましては、古賀市の福岡国立東医療センター、九州大学病院、福岡

和白病院、福岡水巻病院、産業医科大学病院、北九州市立八幡病院、その他で

ございますけれども現在は通常の出張と同額の日当2200円が支給されておる

わけでございますけれどもこの管外搬送業務につきましては所要時間ですと

か、回数、移動距離につきましも福津市から古賀市に行った場合、そういうケ

ースの場合は宗像地区内の移動距離より、距離が短いというふうな状況もござ

います。そういったことを考慮しまして、また経営改革の観点からも救急業務

に関する管外搬送等につきましては日当を廃止しようという趣旨ものです。

石橋議員

ありがとうございました。ちょっと気になるのですけれども日当の件はそう

いうことで、わかったんですが、4533 件中 1009 回が管轄区域外、2 割を超え

る管轄区域外の搬送ということでなんですが、今よく病院のたらい回しとかで

すね、そういうことが課題になっておりますけれどもそういうこともあるとい

うふうに内容的には考えられるのでしょうか。

それか、もしくはそういう病気の関係で宗像地域の病院では診れないという

ような状況なのでしょうか。

消防長
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消防長

平川議長

末吉議員

近年、他府県でそのようなことが報道されておりますけれども、幸い宗像市

におきましては医療事情といいますかそう悪いことでございませんで、管内に

も 2 次救急病院としまして、医師会病院、蜂須賀病院、水光会病院 3 件ござ

いますので収容されております。

それから現在非常に救急医療の高度化ということで救急救命士もかなり高

度な医療行為をやるんですけれども、そういった中で救命率の向上ということ

で福岡県のメディカルコントロール協議会、地域の中でのメディカルコントロ

ール協議会の中で救命センターの医師主要機関、県等で構成された機関でござ

いますけれども、その中に事後検証という形である程度受入機関の重症の特に

心肺停止状態の患者さんの搬送した場合にはですね救命センターの医師らの

手順､救急隊の行った処置を書類上で検証する検証システムというのが出来上

がっておりましてその中でやはり搬送医療機関のこととかいろんな搬送機関

の問題とかみんなここで指摘をされる場合がございます。

いずれにしても、患者さんの救命率の向上の為ということで行っておるわけ

でございますけれども、そういった形で救命士の判断或いは、ドクターヘリと

いうのもございます。救命士の判断ということで最初から管外病院に行くとい

ったこともございますし、それと管内の病院からも一旦収容したけれども 1

次的なもので収容オーケーということであって、収容の段階でさらに高次医療

が必要だということで今申し上げましたような医療機関に病院から救急車を

要請されて、いわゆる転院搬送という形についても約 500 件近くほどこなし

ております。今、正直、たらいまわしという状況ではありません。そういった

関係で管外への搬送をしなければいけない状況でございます。

末吉議員

この規約、今お聞きしましてですね、先ほどの 4 号議案との関係が私はね

初歩的に考える必要があったのかなぁと今の部分ですけれども、4 号議案の場

合今までやっている特殊勤務手当出動する回数にかまわずにいわゆる定額、月

額の勤務手当が支給されてたのが、今回出動回数に応じて支給されるようにな

ったですね。総額的にはいわゆる削減されてるわけですね。

5 号議案については管外に出動、いわゆる同じ出動でも管外にどれだけ長時

間勤務が長くなっても､出動時間が長くなっても出張とみなさないという議案

ですね。そうすると実態として先々福岡県救急医療機関が全国で 2 番目に数

が今減少しておりますね。これは医療制度改革の中で医師不足もあるのですが

緊急いわゆる地域と２次救急、３次救急とランクがありますけども、救急医療

機関が減少している。
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末吉議員

平川議長

消防長

平川議長

末吉議員

そういう中で、救急車の搬送距離が当然ここ数年来やはり延びてると思うん

ですね。実態としては、そういう出動の傾向がある中で手当は１回につきに変

更される、そして管外にいくら行こうともいわゆる勤務の手当というのが固定

されてるそれでは実際業務に従事する隊員の立場になって考えてみたときに、

これは勤務意欲とか或いは、今の救急搬送の実態とそぐわないものになってし

まうんじゃないかというふうに思うんです。

その辺を同時に改正してしまうとますます実態にそぐわなくなってしまう

のじゃないかなという危惧を持っているんですが。その点はいかがでしょう。

消防長

４号議案と５号議案をリンクさせて改正したということではございません。

４号議案の回数での支給ということにつきましては、消防組合の時代から 30

数年間月額一律いくらということでやってきましたけれども、いろんな県、国

の考えもこの月額一律支給は好ましくないとういう観点といいますかそうい

った考え方のように私は理解しておりましたし、また近隣の県内の２６消防本

部ございますけれども月額支給で行っておったのは当宗像だけです。最終的に

はですね。数年前には何本部かございましたけれども、月額支給の差という点

をそれぞれ出動実績に基づいて改正したという消防本部がございまして、宗像

もそうしないといけないという考におりまして今回このような形になったわ

けです。

５号議案の方につきまして管外搬送の、管外に出ることの趣旨と一般の出張

の趣旨は申しあげましけれども同じ救急車の中で、そのもろもろの状況の中で

結果的に福岡市に行く、北九州市に行くということになるわけで、それと通常

の出張とは区別する必要があるのではないかということと、又これにつきまし

ても県内の消防本部についてもほとんどが災害出動の管外への搬送について

は支給がなされていないという状況もございますのでそういったこともろも

ろ含めまして、説明した内容で今回改正したところでございます。

末吉議員

救急隊員のこのように改正される方向に対してですね、どういう感想をもつ

のかなぁとちょっと疑問が、正直聞いてみたいなと思うところですね。たとえ

ば、先ほど言いましたように今から搬送距離が長引く傾向、多分あるだろうと

いう、実態としても思うんですけれども、そういう実態に対して手当は減る方

向にいってるんじゃないかなと思うのですからその辺のいわゆるやる場に従
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末吉議員

平川議長

警防課長

平川議長

平川議長

事されておる隊員の反応というのはどういったものでありますか。

警防課長

警防課長の門脇と申します。今、お話いただいたようにやはり隊員としては

先ほど消防長の方からお話ございましたように救急医療そのものが、まず管内

という捕らえ方をしております。管内の医療機関それから１次、２次、３次、

高次医療ということで福岡県下、福岡地域の救急医療協議会の中で福岡県下の

中でもいくつかブロックに分けた、その中での救急医療を患者さんのためにと

らえていこうじゃないかということで、グローバル化した感じで、今までの十

数年前の救命士ができる段階での救急医療からもう少し大きなスパンで、隊員

の方としても遠くに行くということよりもより患者さんのために九大とか遠

いところでは久留米にいったりするんですけれども固定化された救急医療病

院そこにいればある意味通常化して来た段階でというのが形の方にもありま

す。

そういうことで、従来ですと遠くまで行ったという感覚が患者さんために必

要な救急医療を救急体制としてとるこれが必要だという答えになっていくと

思いますので、そういう意味では負担というよりも必要に応じてそちらの方に

搬送せざるをえなかったということからすれば、隊員の意識も変わっていって

管外搬送そのものが特別じゃない医療体制、救急医療体制ということに認識さ

れていくように、隊員もそういう形で研修も含めて単なる単独の救急から地域

の救急、県の救急にということに研修自体もなっておりますので、本当にあり

がたいことなんですけど隊員の方もそういった形で意識の改革は進んでいる

ように思っています。それが現場の方の状況です。

他にございませんか。

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。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。

（異議なしの声）

討論なしと認めます。

これから 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）
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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

全員賛成でございます。

よって、第５号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第１０ 第６号議案 「宗像地区事務組合水道用水供給条例の一部を改

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。

事務局長

４９ページをご覧いただきたいと思います。第６号議案 宗像地区事務組合水

道用水供給条例の一部を改正する条例について提案理由並びに改正の内容につい

てご説明させていただきます。提案理由でございます。経費の削減が可能になっ

たことから、構成市の受水費の負担軽減を図るため、宗像地区事務組合水道用水

供給条例（平成１９年宗像地区事務組合条例第３７号）の一部を改正するもので

ある。

続きまして、条例改正についてでございますが先日の全員協議会でも詳しくご

説明をさせていただきましたが、公的資金補償金免除繰上償還及び、経費の見

直しを行い、縮減が可能となったことから、供給料金の基本料金を下げるもの

でございます。

基本料金が 120 円になりますと、前年度対比として、宗像市が 3,870 万円程、

福津市が 1,310 万円程の減額になります。

詳しくは、平成 20 年度予算の中であらためてご説明をさせていただきたい

と思います。以上で議案の説明を終わらせていただきます。

これから、質疑に入ります。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終了いたします。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。

（異議なしの声）

討論なしと認めます。

これから 第６号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）
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平川議長

平川議長

全員賛成でございます。

よって、第６号議案は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。本日の議会はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決定いたしま

した。次の議会は、明日午前９時３０分から行います。

これをもちまして、延会いたします。ご苦労様でした。


