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平成 20 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 20年 2月 13 日（火） 9：30～11：35

場所：宗像地区事務組合 会議室

平川議長

井手事務局長

おはようございます。

本日、阿部副議長、山本議員から欠席の届出が出ています。

ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。

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、再開いたします。

これより、本日の会議を開きます。日程に入ります。

日程第１１、第７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３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

おはようございます。補正予算第３号別紙に配布させて頂いておりますが、

それをもとに説明させていただきます。

平成１９年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第３号）についてご説

明いたします。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,806 万 5 千円を増額し、総額を

16 億 4,023 万 4千円とするものであります。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明申し上げます。３ページをお開きください。

４款 繰入金につきまして、財政調整基金繰入金 1,806 万 5 千円を増額する

ものです。財政調整基金の繰入れにつきましては、主に歳出側の財源として

繰り入れるものですので、その内容につきましては歳出の方で説明させてい

ただきます。

それでは、歳出でございますが、４ページをご覧いただきたいと思います。

まず２款 総務費では、１項 総務管理費の１目 一般管理費において、制度

改正に伴う職員人件費の増額、また３目 財産管理費においては、自治会館２

階大会議室の空調設備の修繕費として 462 万円を計上させていただくもので

す。

次の４款 衛生費では、１項 保健衛生費、１目 保健衛生総務費において、

急患センター事業特別会計における地方債の繰上償還のための財源として、

特別会計への繰出金1,681万 3千円を増額するものであります。また、２項 清

掃費の１目 し尿処理場費では、制度改正に伴う職員人件費の増額を行うもの

でございます。

最後に、５ページの５款 消防費では、決算見込みによる職員人件費 336 万

8 千円の減額を行うものでございます。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わります。
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平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

平川議長

平川議長

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、質疑を終結いたします。

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７号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって、第７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１２、第８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３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。 井手事務局長

それでは平成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３号別紙にあげさせていただいておりますがそれ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 1,681 万 3 千円を増額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 億 8,989 万 7 千円とするものです。

内容につきましては、今回、総務省及び財務省への申請の結果、公的資金補償

金免除繰上償還が認められることになりましたので、繰上償還基準に該当いたし

ます。昭和５５年度の急患センター建設事業債の残債を償還するための補正でご

ざいます。3 ページ、4 ページの歳入歳出に補正額の 1,681 万 3 千円を計上いた

しております。全額一括繰上償還に伴う額となっております。

以上で第８号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、討論を行います。討論は、ありませんか。
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平川議長

平川議長

井手事務局長

（異義なしの声）

討論なしと認めます。

これから 第８号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって、第８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９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３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

平成１９年度水道用水供給事業会計補正予算第 3 号について、ご説明させ

ていただきます。

内容としましては、給与改定等による人件費及び公的資金補償金免除繰上

償還に伴う企業債償還金と、その財源としての企業債を補正したものでござ

います。

まず、１ペ－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 34 万 4 千円補正いたしまして、事業費用を 10 億

5,366 万 1 千円としております。

第 3 条は、同じく予算第 4 条に定めた資本的収入の第 3 項企業債を、繰上

償還の借換債として新たに 16 億 5,490 円を補正し、第１款資本的収入を 19

億 9,637 万 2 千円といたしております。また、支出の第１項企業債償還金に

つきましても、繰上償還額といたしまして、16 億 5,490 円を補正し、第１款

資本的支出 24 億 6,231 万 3 千円としております。

第４条は、繰上償還の財源といたしまして、上水道借換債 16 億 5,490 万円

を利率 4.0％以内で借り入れるもので、新に企業債について定めております。

次に２ページをお開きいただきたいと思います。

第５条は、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出

来ない経費」で職員給与費を 34 万 4 千円補正いたしまして、1 億 3,594 万 1

千円といたしております。

次に 3 ペ－ジの予算実施計画でございますが、1 ペ－ジの第 2・第３条の内訳

を掲載いたしたものでございます。詳細につきましては、最後の 8 ペ－ジの

事項別明細書に記載いたしておりますので、ここでは、省略させていただき

ます。

次に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もので
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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

ございます。

４・５ページの給与明細書でございますが、昇給及び給与改定等により増

額となっております。

6・7 ページをお開きください。平成１9 年度末(平成 20 年 3 月 31 日)の予

定貸借対照表を掲載しております。 資産合計、負債資本合計それぞれ 180

億2806万7千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 千円を予定しております。

最後に 8 ページの事項別明細書でございますが。収益的収入及び支出の目 2

浄水及び送水費につきましては、人事院勧告に伴う給与改定等に伴う人件費

27 万 2 千円増額いたしまして 3 億 5,936 万 1 千円を計上いたしております。

３の総係費につきましては、同じく給与改定によりまして、人件費を 7 万 2

千円を増額いたしまして、5,967 万 1 千円を計上いたしております。

資本的収支につきましては、公的資金補償金免除繰上償還に伴い、収入の

企業債、支出の企業債償還金をそれぞれ 16 億 5,490 万円増額の補正予算とな

っております。

以上、簡単ではございますが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、質疑を終結いたします。

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９号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第９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１０号議案 「平成２０年度宗像地区事務組合一般会計予

算について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。井手事務局長

第１０号議案 平成２０年度宗像地区事務組合一般会計予算についてご説

明させていただきます。
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井手事務局長 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15億 4,728 万 8 千円とするもの

で、１９年度当初予算額に比べまして 889 万円の増となっております。ただ

し、１９年度の当初予算は、政策的・投資的経費を除いた骨格予算で編成し

ておりましたので、それらを含めた通年ベースでの予算額と比較しますと、

5,436 万 1 千円の減となっております。

予算の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明させていただきます。

歳入からご説明申し上げます。５ページをお開きください。

１款 分担金及び負担金は、対前年度比 2,636 万 9 千円減の 13 億 2,000 万

６千円を計上しております。前年度比で総務費負担金以外はすべて減額とな

っており、構成市ごとに見ましても、宗像市の負担金合計額が対前年度比

1,625 万 3 千円の減、福津市におきましては 1,011 万 6 千円の減となっており

ます。

３款 県支出金は、精神障害者共同作業所運営費補助金として 269 万 5千円

を計上しております。前年度当初の骨格予算では計上されておりませんでし

たので、前年度欄の表示は０となっております。

６ページをお願いします。

５款 繰入金は、消防費に係る不足財源分として財政調整基金繰入金１億

９，８１９万２千円を計上いたしております。

６款 繰越金、７款 諸収入につきましては、１８年度の打ち切り決算の影

響により、繰越金については新たに計上し、諸収入の決算剰余金については

廃目としております。

次に歳出のご説明を申し上げます。８ページをご覧いただきたいと思いま

す。

１款 議会費につきましては、議員報酬等が主な内容で、ほぼ前年度並みの

144 万円を計上しております。

２款 総務費、１項１目 一般管理費は、職員人件費と需用費等事務局経費

が主な内容で、対前年度比で 628 万円増の 3,154 万 3 千円を計上しておりま

す。増額の主な要因は、前年度予算で旧組合ごとの費目で計上していた総務

関係経費を本科目に集約したことによるものでございます。

１１ページをご覧いただきたいと思います。

３款 民生費ですが、精神障害者共同作業所の運営費として 563 万 5 千円を

計上しております。前年度当初の骨格予算では計上されておりませんでした

ので、前年度欄の表示は０となっております。

４款 衛生費、１項 保健衛生費では、宗像地域保健医療福祉情報システム

（通称：ほーしす）の使用料として、149 万 7 千円を計上しております。前年

度と比較しますと半分の額となっております。理由としまして、各関係団体

で協議がなされた結果、平成２０年９月をもちまして「ほーしす」の運営を

停止することとなりましたので、９月までの６ヶ月分を予算化したものでご

ざいます。

４款１目 し尿処理場費は、清掃関係職員２名分の人件費と浄化センターに
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井手事務局長

平川議長

硴野議員

おけるし尿処理にかかる経費でございます。前年度に比べまして 1,424 万 8

千円減の 1 億 8,756 万 2千円を計上しております。

経費の主な内容でありますが、人件費については、職員１名の水道事業会

計への組替えにより、前年度より 887 万 6 千円の減、需用費は機械設備修繕

費の増加により、前年度比 697 万 8 千円の増、委託料につきましては、庁舎

設備の保守点検委託における委託内容の見直し等により、前年度比 888 万円

の減となっております。

１３ページをご覧いただきたいと思います。

５款 消防費でございますが、職員人件費を含む消防全般にかかる経費であ

り、12 億 7,019 万 3 千円を計上いたしております。対前年度比で 990 万 8 千

円の増となっておりますが、これも通年予算で比較しますと、746 万 3 千円の

減となっております。

経費の主な内容でございますが、人件費については退職者や特殊勤務手当

の見直し等により前年度から 1,917 万 6 千円の減、また、新規事業として消

防救急無線デジタル化に伴う電波伝搬調査のための委託料といたしまして

716 万円や本署空調設備更新事業における設計監理委託料 150 万円と工事請

負費 2,150 万円等を計上いたしております。

１５ページ・１６ページをご覧いただきたいと思います。

６款 公債費は、消防部門における施設整備等のために借入れた起債の元金

と利子で、前年度比３９1 万４千円増の 3,188 万 8 千円を計上いたしておりま

す。増額となった理由は、１８年度借入分の元金の償還が開始となるためで

ございます。

以上で、平成２０年度一般会計当初予算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。

硴野議員

１３番硴野でございます。歳出の１２ページ委託料し尿処理施設保守点検

の 3,９04 万 4 千円とし尿処理施設管理委託料の 5,285 万 4 千円、特にこの中

のし尿施設管理委託のついては民間を含めてやっておられると思いますが、

曲区の地元の方何名くらい、雇用として採用されているのかどうか、これが 1

つです。

2 つ目が 1 月 30 日全員協議会で浄化センターの使用延長について勉強いた

しました。組合長である福津市長はお休みでございましたので、その時に宗

像市の議員さんの方からご心配の質問が出ておりましたが、それは今福津市

としての浄化センターの進捗状況ということと合わせて、再延長もありうる

ようなそういう状況ではないのかというご質問が出ておりましたので、組合

長である福津市長の方から今の福津市の浄化センターの状況とこれから再延

長ないような状況にあるのかどうかということの決意も含めて一つここでご

披露していただくことについてご質問をさせていただきます。以上です。
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平川議長

井手事務局長

平川議長

組合長

平川議長

石橋議員

平川議長

井手事務局長

硴野議員の現在、し尿処理場の施設管理の部分については民間に委託をし

ているような状況でございますが、曲区の区民の方々の雇用はということで

ございますが曲区区民の方々の雇用的なものはそこのなかにはありません。

委託を受けました会社の方に曲区出身の方が雇用されている現実はございま

す。ちなみに人数は 1 名でございます。

組合長

再延長という意味が私取り違えていたようで、今曲区との協議で整いまし

たもの以上の延長ということはまったく考えておりませんし、福津市におい

て用地の取得等ご存知のように提案しているところです。その中で十分に処

理できるというふうに思っております。従いまして今の曲区との協議で以上

のものについてはまったく考えておりません。以上でございます。

福津市の浄化センターについては、多分 3 月 20 日ぐらいからか試験運転に

はいるのじゃないかというふうに思っております。以上でございます。

他にございませんか。

石橋議員

11 ページの衛生費ですけども、「ほーしす」を 9 月で終了するということで

したけれども私も何度か「ほーしす」があれば宗像の市議会の一般質問でも

非常に内容があまりにも充実してないそしてタイミングが悪いというかほん

とに保健衛生に関してもっと敏感に反応、状況に反応しないただ急患の時の

病院をずらっと並べたり、そういうお知らせのようなことばっかりが書いて

あって、何度か私も一般質問で指摘したことがあるのですが現実にはこれ私

もよくわからなかったのですけれども何処がつくって更新とかをしていたの

か、そして話し合いの結果終了するということですけれどもどういう理由で

そういうふうになったのか、作成をした時の理由とそして廃止をする理由両

方をお願いしたいと思います。

それからもう一つは消防費にところですけれども先ほど事務局長の方から

いろいろと説明あったんですが、よくわからなかったので、14 ページの委託

料のところが非常に増えているようであるのですけれども特に通信設備の保

守点検料が昨年よりも 800 万ほどアップしているように思うのですけれども

どういう内容なのかですね､先ほど言われたいろいろ中で入っていたのかも

しれませんけれども、わからないので、もう一度説明お願いします。

森次長
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森次長

平川議長

消防長

「ほーしす」の創設当時の理由というのは、詳しくは掌握しておりません

けれども基本的に保健医療についての情報をホームページで出そうというこ

とで、医師会と当時の構成市町で立ち上げました。それで事務局は医師会館

の 4 階に置いて開発をかけたということです。古いホームページでリニュア

ルを重ねるということがお金の面もありましてなかなかできないということ

で、最終的には今言われたように、不便といいますか、開設当初は非常に人

気があったのです。アクセス件数も非常に多くて、他の自治体からも資料要

求だとか、研修に来られたりとかいろいろありましたけれども、だんだん年

を重ねるごとに人気がなくなりまして情報もだんだん少なくなっていったと

いうことでアクセス件数もなくなったということです。それとなぜ廃止にな

ったのかということですけれども今度構成市といいますか福津市、宗像市担

当者から私どもの方に話がありまして、なぜかということで私の方も問い合

わせしたのですけれど基本的に両市のホームページで情報が補完できると補

うことができるということが一つ。それから医師の情報については福岡県の

医師会がホームページを立ち上げているその中で医師の情報も取れるという

こと等がありましたのでそれでは今ほーしすに多額のお金を投入しているの

ですけれどもそれを今度削減したいんだというお話がありましたのできちっ

と両市の意見の最終調整終わりまして今回９月で終わるという形での予算計

上をさせていただいたということです。以上です。

消防長。

５款の消防費の 13 節委託料の通信設備保守点検の委託料 2,197 万 5 千円に

つきまして前年比 823 万２千円のアップとういうことでのご質問ですが、先

ほど事務局長の説明の中にありましたように新規事業としまして消防救急無

線デジタル化に伴う電波伝搬調査の委託料これが 716 万円でございます。

この消防救急無線のデジタル化につきましては現在、いろんな分野でデジ

タル化が進んでおりますが、電波の有効利用の観点ということで、総務省総

合通信基盤局から、現在消防が使っておりますアナログ周波数の消防救急無

線、当然これは免許を受けて使っておるわけですけれどもこれの使用期限が

平成 28 年 5 月 31 日までとされているところであります。従いましてそれま

でにこれに代わる新たなデジタル方式の無線設備が必要となるわけですが、

そのデジタル無線設備の構築をするために必要となるのが電波伝搬調査いわ

ゆるフィールドテストと言われるものでありますが、具体的には、現在のア

ナログ方式の 150MＨｚ帯で消防が使っておりますけれどこれを 260MＨｚ

帯のデジタル方式に移行しなければいけないというのが現在消防に課せられ

ている課題でございます。

この移行に伴いまして、周波数が高くなることにより、電波の到達距離が

短くなるという電波特性がございます。また、地形や建物等による反射、屈

折、散乱により、受診側で到来電波が互いに干渉し、信号の歪みが生じるな
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消防長

平川議長

石橋議員

平川議長

組合長

ど、安定した通信品質の確保が困難になることが考えられます。これらの状

況につきましては机上のシミュレーションでは判明しないために現地の、実

測のフィールドテストが必要になるものでございます。

ちなみに現在使っております無線の消防本部に基地局がございます。福間

分署に中継のアンテナが入っております。これでも若干神湊周辺は、一部

不感地帯等ございますがアナログ移行に際しましてはそういった不感地帯を

解消し消防業務、救急業務が円滑に行われるように構築しなければならない

のでございまして新たなデジタル方式の無線設備を構築するためにこれはど

うしても必要なもので電波の何処に中継局、基地局を立てたらいいかといっ

た現地の調査のための費用でございます。

それとその他にそれが 716 万でございまして残りにつきまして現在つかっ

ております消防指令センターの保守管理それから発信地表示装置、固定電話

から電話しますと通信指令室に発信地がでる分 NTT の基地局、それから今年

度導入させていただきました携帯電話、IP 電話からの発信地表示装置こうい

ったものの保守点検の分も若干増額となっております。以上でございます。

石橋議員

先ほどのほーしすの件ですけども創設当時は相当人気があったけどもとい

うことで件数が減ってきたことは本当に中身を見てもわかることでした。と

いうことは目的を達してないまま終わるということになるんですね。今、い

ろんな病気でやっぱり医療費も高騰してるし、国民のみなさんも本当に高齢

化が進むにつれて、今年からはじまります特定健診、特定保健指導、そうい

うことはメタボリックの人たちを早く予防しようということ、あるいは癌が

すごく多くなってきている現状、Ｃ型肝炎の問題とかほんとに次々と、今日

の新聞なんかは、はしかが非常に福岡県で多くなってきているとか、ほんと

に医療、生命の危機をともなうものがこれだけどんどん、どんどん、出てき

ている現状の中で、当初目的としてすごく良い目的で始められたことが半ば

もう誰が管理をしていたのか知りませんけれども、こういう状態で終わるこ

とということがどうなんでしょうかね。私はちょっとそういうやり方という

のがほんとにどうなのかなと思うんですね。構成市でそれをやるからもう組

合としてはいっさいやらないその方が有効なんですかね？もう一度その辺思

いを。どうでしょうか組合長、それでいいのでしょうか。組合長お願いしま

す。

組合長

今言われましたように、データが古いということと初期の目的は達したと

いう説明を受けておりますので、私の方の議会の方でもほーしすいわゆる委

託料のわりには非常に情報提供が少ないのではないかという一般質問も出て
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組合長

平川議長

石橋議員

平川議長

森次長

平川議長

渡辺議員

平川議長

消防長

平川議長

おりまして、そういうものをもって事務組合統括時点で検討に入ったんだと

いうふうに思いますし、担当の方も今現存のほーしすでは市民の方の満足は

得られないということで今回 9 月をもって廃止ということになったのだと思

います。

それ以上どうしても医療情報等々の再構築が必要ということになりますれ

ば、また新たな視点でそれをするべきではないか。一応このほーしすはこの 9

月の時点をもって閉鎖をさせていただきたいということです。

石橋議員

納得がいかなのですが、それであればどうして 9 月まで延ばすのですか。

即刻やめたらいいじゃないですか

森次長

今ほーしすのほうでデータ保有しているものがあります。これをそれぞれ

構成市の方にデータを移管します。基本的に著作物としては今宗像地区事務

組合が保有している。技術的にはオックスという会社が管理をしているので

すけれどもそちらから今度それぞれ別の業者にデータを渡さなければいけな

い。それの期間が必要になるのが一つ。それとそれぞれの市のほうで保有し

ているホームページでほーしすにあってそれぞれのホームページにないもの

があると思うんです。それもできれば解消したいということでその期間が必

要である。利用者の方にご迷惑はかけられませんので、スムーズに移行する

ための期間として 9 月までということです。以上です。

他にありませんか。渡辺議員

消防費のところですがドクターヘリを要請された時の負担、そういう時の

費用はどういうふうな形で予算になっているのか、この中に入っているのか

よくわからないので、ぜんぜん関係なければそうおっしゃっていただければ

いいので・・

消防長

ドクターヘリにつきましては福岡、元は国の金ですけど、福岡県の費用と

しまして現在は組合代表病院がそれを委託して運営しておりまして消防側か

らの支出というのはいっさいございません。

末吉議員
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末吉議員

平川議長

松永課長

消防費のところで救急車両の体制はおそらく19年度とほぼ同じ体制だろう

と思うんですけれどもお伺いしたいのは、本年 4 月から後期高齢者の医療制

度がスタートすると同時に医療制度のなかの診療報酬改定がなされまして、

医療の現場で大きな特徴が 2 つあるんですけれども１つは終末医療に対する

診療報酬の改定、もう一つは高度な医療が必要な患者さん、例えば、脳梗塞

で倒れた重篤な患者さんでも一定程度の治療した後、安定期にはいった場合

に診療報酬がガクンと減額されるんですね。ということは医療機関としては

退院をしてもらわざるを得ないという状況が生まれてくるだろうというふう

に言われています。

こういう方が、完全に回復した訳じゃなくて一定の疾患を持ちながら安定

いわゆる人間病気になるとガクッと病院に搬送されて治療を受けて一定程度

の安定期にはいりますけども、その時点で在宅にもどらざるをえない。質問

したいのは、そういう高齢者、患者さんが地域の中におそらく今年度から増

えてくるだろう。必ずしもその患者さんは回復したわけじゃありませんから

在宅で治療をしてても急激に加齢による疾患が再び現れる、急病になる可能

性が大きくなると思うんですね。

これまでは一定期間そういう患者さんでも病院の中に収容してた部分が地

域に戻って来られるんですよ。ということはそういう市民が高齢者が一旦再

度再発、新たな病気をされる場合には救急車やはり出動要請があるだろうと

思います。ということは昨年度に比べてますます救急車両の出動機会という

のがおそらく増えてくるだろう。というふうに思うんですが、その辺の医療

制度のですね、今年度大きく変えられるという観点から消防の救急体制をど

のように考えておられるのか新年度、年度途中でも昨年度比べて救急の出動

回数が非常に頻発するという状況であれば、年度内でも救急車両の増車とい

ったようなことも考えられるのではないかなというふうに思うんですがその

点はいかがでしょう。

松永課長

今、末吉議員の方からご指摘ありましたように医療法の改正とともに在宅

医療の患者さんが約30パーセントほど増えるというようなことが福岡県の医

療計画、私の手元にありますけども、案として出て、記入されております。

事実ですね、高齢者の方が救急搬送される人員を申しますと、救急搬送人員

の半数を超えております。今高齢化率福津市、宗像市で平均いたしますと 21.5

パーセントというふうになっておりますけどもそういう方が救急の半分以上

を搬送されている。

私ども各種会議におきましても療養病床が38万床 最終的には減ると

言われておりますけれども私ども救急としては今後この救急件数が増えてい

くのではないかとは考えております。いろんな医療部会等それから会議のな

かでは、消防の立場といたしましてそういう懸念があるということは申し上
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松永課長

平川議長

末吉議員

平川議長

消防長

平川議長

末吉議員

げております。

末吉議員

そういう実態、救急出動があきらかに今年度たとえば上半期だけでも増加

していると、昨日の質問でも救急の搬送先の距離が長くなってるんですね。

九大ですとか地域外の搬送せざるをえない患者さんが多いというふうにご説

明あったのですけれども一方で距離は長くなる数は増えてくるとですね当然

必要な救急車がようするに足らなくなる。域内で例えば倒れられて蜂須賀に

運べば助かった方が救急車が外に出ていなかったという状況で、蘇生できな

かったというケースもあるかもしれないわけですね。それが上半期の動向を

みて救急車両のいわゆる増車というのが年度途中でも考えられるのかどうか

という点だけ聞きたいと思うのですが。

消防長

現在救急車につきましては 4 台、常時稼動する車両が 4 台ございます。そ

れから非常時のための予備救急車が 1 台ございます。現在でも救急件数重な

った場合には消防隊の先行出動システムということで、10 分以上あるいは 15

分以上救急車の到着が遅れる場合には消防隊の中にも救急隊の資格をもった

ものがたくさんおりますので、ある程度の応急処置機材を積載しまして、ま

ず、消防隊が行って現地の応急処置をする、それから 1 番先に帰ってくる救

急車が到着するという消防隊先行システムというのを整えております。

もう一点は予備救急車ですけれども、これを今の時間帯でございますと毎

日勤務の救急救命士もおりますので、そのものを予備救急車で編成して

出るという形で対応しております。

今ご質問の「年度途中でも状況をみながら救急車の増車とかいうことが可

能か」とうことでございますけれども、救急車は予備車があるにしましても

救急隊 1 隊 3 名で編成しますので 24 時間勤務体制の中でおきますと、9 名の

職員が、新たな救急隊に率るということになります。当然現在の消防隊、救

急隊に入っているなかでは、そのように満たすということは不可能というふ

うには思います。ただ、今おっしゃいましたような救急の増加、非常に爆発

的な増加ということになれば、これは窮余の策として救急車 1 台あるならば、

消防隊或いは、毎日勤務の者も暫定的に救急隊に走れるとうことにつきまし

て検討が可能ではなかろうかといふうには考えております。

末吉議員

まず、要望としてはそれを十分ご検討していただきたいのと、もう一つは

医師会を通じて宗像地域内のある医療機関、医療機関との連携といいますか
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末吉議員

平川議長

河東議員

平川議長

消防長

ね、これは NHK でも放送していたのですけれども、長野の佐久総合病院と

いうのが地域医療で有名な病院なんですけども地域に訪問ドクターいわゆる

在宅をささえてるんですね、でも在宅に訪問して「じいちゃん入院した方が

いいよね」という場合に、やはりドクターが救急車呼ぶんですよ地域の南部

地区消防署の救急車が来て搬送してるんですね病院に。そういう意味での地

域内のいわゆる搬送という場合といわゆる救急、なんと言いますかね急激に

病気が悪化しての救急搬送とどちらが救急車呼ばれるケースといくつかケー

スがあるだろうと思うんですけども、そういう場合にやはり地域診療と合わ

せた医療機関の搬送方法というですかね、そういったものも医師会、消防そ

して自治振興組合ですかこういったところが地域での、医療制度が変わった

ことによる、いかに合理的にあるいは予算を出来るだけ少なくしてやれるの

かということを十分検討していただきたいと思います。これは要望です。

他にありませんか。河東議員

一点お伺いします。５款の消防費についてでございますけども、15 節の

工事請負費の、工事の内容について伺いたい。

消防長

工事費についてでございますが、当初事務局長の説明の中にありましたよ

うに本署空調設備更新事業にかかる設計管理委託料が 150 万と工事請負費

2,150 万ということでございますので、工事請負費の 2,150 万でございますが

これは空調設備の全面改修ということでございます。現在の消防本部の庁舎

の空調設備は、昭和 63 年に大々的な増改築がなされたわけですがその時に設

置されたものでございまして、その空調設備の方式が水蓄熱式セントラル方

式と言う形式のものでございまして、地下の貯水槽に大量の水を貯めまして

これ電力で温めてまして、建物内に張り巡らしております管を通じてファン

で温風を出している形式のものでございますが、経年劣化によりまして、給

水ポンプ、循環ポンプそれから建物内の配管につきましても相当の老朽化が

見受けられておるところでございます。そこで今後数年あるいは十年以上継

続使用していくためには、相当な経費を掛けて、大規模な補修をしなければ

ならない状態というのが業者等々に聞きまして判明をいたしました。それで

今回新たにビルマルチ用個別分散システム方式 最近の個別の空調といいま

すか、そちらの方に替えさせていただきたいということであげておるもので

ございます。改修する場合につきましては今回あげております予算あるいは

それ以上の相当な経費がかかるということで将来のこと考えて新しいシステ

ムに替えさせていただきたいということで計上しております。以上でござい

ます。
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平川議長

永山議員

平川議長

松尾課長

平川議長

永山議員

平川議長

松尾課長

平川議長

永山議員

金額は小さいので、金額ということではないんですけど、13 ページの常備

消防費の報償費のところにママさんバレー大会賞品代が載っております。

以前は大会に、全国大会に女性消防団出ましたときにママさんバレーから

出たということもチラッと聞いたりなんかしてるわけですけども消防とママ

さんバレーとの繋がりといいまかね。ママさんバレー、野球でもないサッカ

ーでもないママさんバレーということですがその関係性とそしてあと、これ

はずっと以前から出てたのか、また今後もずっとこれに関しては続けていく

のか。わたくし、福津市ですけれどもママさんといいますか女性消防団を市

長絶対作りたいと思ってずっとずっと思って、女性消防団をママさんバレー

が一緒にやってるとかそういうような事聞きまして、心強い面もあるんです

けれども、消防との関連というものをお答えいただけたらと思います。

松尾課長

消防とバレーとの関係についてですが、開催日に伴う参加人員としては開

催に伴って、福津市及び宗像市の各バレーボール協会に所属してあるチーム

今現在 22 チームあるんですが、そちらの方に参加を呼びかけているというこ

とで去年の秋の火災予防週間で第 31 回実施しております。だいたい全体で選

手や家族の方を含めますと約 500 人から 600 人の市民が一同に集まられてお

る。大会日に参加していただいた選手の方々の活用についてですが開催名簿

に参加したチームのその年度の宗像地区婦人防火クラブ員として位置付けて

おります。救命講習の普及、それから防火教室などですね、それから各地域

の自主防災訓練を積極的に参加を呼びかけております。それから平成 21 年 5

月 31 日までに住宅用火災警報器の設置をする必要がございますが、それに向

けて各協会に対し共同購入の働きかけや積極的な設置推進を行っておる状況

でございます。

永山議員

バレーボール大会というのを消防署とか、そちらが主催でやっているとい

うことですか？

松尾課長

主催を消防本部でやっております。

渡辺議員
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渡辺議員

平川議長

井手事務局長

平川議長

花田議員

平川議長

消防長

平川議長

花田議員

平川議長

森次長

平川議長

事務局に要望なんですけども、特に消防費に関してはそういうふうにバレ

ーボール大会とか独自事業されていると思うんですけれども、何しろここし

かわからないので同じような規模の消防関係の予算をその実際で結構なので

比較するような、何かないと、どういう独自事業されているかというのがよ

く私たちにはわからないので、もちろん必要な経費というのはいろいろある

と思うんですけど、そういうことは是非資料として、同じような規模の消防

のことも参考にさせていただくというので事務局が資料を出すことは無理で

しょうか？

井手事務局長

渡辺議員の方から消防の予算の関係について他市の消防本部のですねそち

らの方も予算を比較する資料として出せないかということでございますが、

消防自体というのは規模的にも違う。同じような規模というのはほとんど確

認する、想定することができないのではなかろうかと思っておりますので、

単純に他の消防本部の予算比較するのはちょっと難しいのかなというふうな

思いはしておりますので、比較の資料を出せということはこちらの方ではで

きないということでご理解頂きたいと思います。

花田議員

10 番花田です。参考までに。12 ページの入校委託料と 14 ページの委託料

の入校委託料の 377 万 7 千円と平成 20 年度の採用試験委託料は 20 年度は何

名採用されるのか？大型免許取得委託料は何人か、船舶免許は 1 級でしょう

か、2 級でしょうか？それも何名か・・

消防長

入校委託料につきましては、20 年度 4 月 1 日採用者が 7 名ございます。こ

れを消防学校に入れる 20 年度に入校させる委託料でございます。

もう一度花田議員質問をお願いします。

採用試験委託料は 21 年度の採用は何名ですか？

森次長

12 ページの入校委託料は職員を市町村研修所に研修として 1 名です。

消防長
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消防長

平川議長

石橋議員

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

大型免許取得委託については 20 年度 3 名を予定しております。それから船

舶免許取得でございますこれは 2 級免許でございます。これも 3 名を予定し

ております。それから採用試験委託料でございますが全国自治試験センター

で共通の問題を購入しておりますのでそっち方に採用試験の問題の提供をい

たすというところでございますので受験者の数にもよりますけれども過去の

例からこのような金額で採用試験の費用を計上いたしております。採用人数

ということではございませんで採用試験にかかるものです。

ないようでしたら、これをもちまして、質疑を終結いたします。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。石橋議員

要望をしたいと思います。先ほど質疑をいたしました件ですけども「ほー

しす」という何処にもないような医療情報を提供しようという良い発想で立

ち上がったにもかかわらず内容的にとてもさみしいものがあったわけですけ

れどもやはりこの時点タイムリーな医療情報というのがとても大事な物だと

いうふうに思っております。それをやはり両市それぞれのホームページに移

行するということですけれど、それで責任は終わったということではなくて、

やはりちゃんと移行ができるように最後の仕事をしていただきたいというふ

うに思っております。

他にありませんか。ないようでありますのでこれで討論を終了します。

これから 第１０号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第１０号議案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩をいたします。再開は 10 時 45 分といたします。

（休憩）

休憩前に続き会議をいたします。

次に入ります。

日程第１５、第１１号議案「平成２０年度宗像地区事務組合急患センター

事業特別会計予算について」を議題といたします。執行部の説明を求めます。

井手事務局長

第 11 号議案 平成 20 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計予

算について説明させていただきます。
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井手事務局長 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３,５４８万７千円と定めるもの

であります。

平成１９年度当初予算に比べまして６７４万３千円の増額となっております。

ただし、１９年度の当初予算については、一般会計予算と同様に骨格予算で編成

しておりましたので、通年ベースの予算額と比較しますと３２５万７千円の減額

となっております。

それでは、予算書の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明いたします。

歳入からご説明申し上げます。５ページをお開き願います。

１款 診療収入は、対前年度２，１５１万円を増額し、１億５，６５１万円を

計上いたしております。

２款 分担金及び負担金は、対前年度２，１７６万４千円を減額し、５，８８

７万５千円を計上しております。内訳としまして、経常費分担金が３，８０５万

８千円、創設費負担金が２，０８１万７千円となっております。

ここで、１款及び２款の増減の理由について関連しますので併せて、ご説明い

たします。

１款 診療収入については、構成市との協議の結果、以前の予算編成時の積算

方法で、過去１０年間のうち、低い実績値を採用することとなっておりましたが、

今年度から前々年度の実績値を基に積算することになりましたことから、１８年

度の決算を基に積算し、平成１９年度に比べ２，１５１万円の増額となったもの

であります。

次に、２款 経常費負担金の減額の理由については、診療収入の増額に伴い減

額となったもので、診療収入が増えた分、負担金が減る結果となったものであり

ます。

なお、減額の内訳は、宗像市におきましては１，３７２万３千円、福津市にお

きましては８０４万１千円となっております。

４款の繰越金は、２千万円を計上しおります。平成１９年度は、平成１８年度

の打ち切り決算の影響で計上いたしておりませんでした。

次に歳出の説明に入らせて頂きます。７ページをお開き願います。

１款 急患センター運営費は、対前年度６６５万９千円を増額し、２億１，２

５７万円を計上いたしております。

主な支出としては、１３節の急患センター管理委託料でございますが、対前年

度７２８万１千円を増額し、２億１，１５９万７千円を計上いたしております。

増額の理由といたしましては、医師の賃金等の見直しに伴うものであります。医

師の賃金につきましては、平成１４年度に他地区における急患センターの医師の

賃金に比べ低いということから段階的に５年間で見直しを行ってきましたが、平

成１９年度は、組合統合の関係から据え置きとなり、平成２０年度を最終年度と

することになったものでございます。

２款 公債費は、対前年度と同額の２，０９１万７千円を計上しております。

これは、急患センター建設に伴う地方債の元利償還金でございます。

以上で平成２０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
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井手事務局長

平川議長

石橋議員

平川議長

森次長

平川議長

組合長

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

まず、歳入ですけれども診療報酬収入が前々年度の 18 年度の実績値を元に

積算をしたということですけれども、これは前々年度の実績というのはその

年の傾向性とかいうことで患者さんが多かったりとかすることがありますよ

ね。そういうのは全然関係なく、2 年前のをするということですか？どういう

意味があるのかということとそれと歳出のところで 7 ページですけれども先

ほど委託料のところで医師の賃金の見直しということで、実は心配をしてい

るのは、急患センターですから特に小児科関係の医師が不足をしている全国

的にそういう状況なんかでやはり賃金を上げようかなというふうに思ってい

るんですけれども医師不足への対応というのはしっかりしていただけるとい

うふうに今後とも大丈夫なんでしょうか？

森次長

前々年度の医療ベースといいますか参考にという話で説明しておりますけ

れども、先ほど石橋議員が言われました年度によっては、例えばインフルエ

ンザ大流行とかいうことで医療費が大きく上がることと言うのは想定され

る。これを加味しないのかということなんですが、これは当然加味します。

しないと予算計上の折りに負担金が急激に増えたり減ったりということが出

て来ますので、これは今まで医療費を低めにみていたんですね。みていたの

で、むしろ負担金を構成市の方から多く出す結果となっていた。

それを財政課長協議の中である程度安定といいますか医療費ベースも大きく

変動はしなくなりましたので、前々年度を参考に計上してくれないかという

話になりましたので、それで積算したものです。最初言いましたように大き

な変動等がありましたら、それは加味した上で再計上すると言うことになる

と思います。今全国的に医師不足の話がでております。そこで小児科医が今

度の医療制度が大きく改正等がありまして人気もはいっているのが一つある

んですけれども医局の方に多く医師の方がとどまれる傾向もありまして、な

かなか急患センターの医師の確保に苦慮しております。後ほど組合長の方か

ら現状の報告があろうかと思うんですけれども、私どもの組合においても非

常に厳しい状況にあるということだけ私の方から報告しておきます。

組合長

概況は今申しましたけれども、今現況は、九大の方から 1 人、久留米大か

ら 1 人、の小児科医を派遣していただいております。なおかつ、医師会病院
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組合長

平川議長

末吉議員

の方に小児科の先生がいらっしゃいます。

そういうふうなことで、対応させていただいているわけですけれども、九

大からの医師の派遣が今のところ断りが参っております。と申しますのは、

福岡東病院にいわゆる急患､小児科を全部この地区は集合する、集めるという

九大の方針のようでございます。やっぱり終息かなと思っておりますし、医

師会病院にいらっしゃる先生についても 5 月をもって開業をなさるというこ

とでございます。

そういうふうなことで医師会そのものも小児科の診療が非常に厳しい状況

でございます。したがってそれはもちろん急患センターのほうにも波及をし

てまいります。今鴨川先生、あるいは久留米大出身の小児科医の先生で交渉

に行ってお願いをしておりますけれども、現実は非常に厳しい状況でござい

ます。素直なところを申しますと朝までのいわゆる小児科の診療というのが

もう 5 月以降 6 月からはできない。それほど逼迫した状況でございます。

従いまして、今医師会の鴨川会長を中心に我々も九大病院もお願いにまい

りましたけれどもやはりそのへんのところが厳しい状況でございます。

ただ、この宗像地区は特に救急医療に、急患センターにつきましては他地

区とちがいまして伝統もございますし、それを一つの売りとして多分若いご

夫婦の方、子供さんをお持ちの方が移り住んで来られているのではないかと

いう他の所とそういう面では非常に差別化された地域ではないかと思ってお

りますし、小児科が休診というようなことになりますと我々行政を預かりま

す者としては、市民の皆様に申し訳が立たないという状況でございます。

今そういうふうな状況であるということをご報告させていただき、谷井市

長共々医師会と協力を取りながらどうにかして医師の確保に今努めている状

況でございます。

以上でございます。

末吉議員

これ急患センターに関して今池浦組合長がおっしゃったことは、極めて深

刻な問題なんですね。急患センターだけじゃなくて医師会の存続そのものに

も実は大きな危惧が想定されるんですね。

今医師不足のなかで全国的におきているのは地域、いわゆる中核医療機関

の診療科の閉鎖あるいは医療機関そのものが閉鎖されるという危機的な状況

なんですけどもだからといってそれに有効な手立てといいますか地域の側か

らはなかなか医療制度を変えるわけにはいかない。

そこでこれは是非、今日ご答弁いただけないかもしれませんけれど医師会

も含めて、両市長おられるんで本市にやはり救急救命センター的な機能を医

師会と合わせて協議できないかと。と申しますのは本市からほんとに一番、

三次救急といわれる医療機関には主にだいたい３０分、北九州、あるいは九

大、一番近いところで和白ですか。そういう意味で今後救急救命機能という
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末吉議員

平川議長

組合長

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

のがどれだけ充足するかいうのが自治体にとってですね、もう一つ言われて

いるのは、前はインターンの先生が大学病院を中心にインターンを養成して

たわけですけども、今実態といのは短期間にいろんな臨床経験が出来るです

ねそういったところに研修医の先生が集まっているという傾向があるみたい

で全国的にもこういった救急救命的な医療機関の存在が地域の医療を逆にあ

る意味医師不足という状況からちがう側面で支えてるという状況もありま

す。何処まで今日は、今後の検討課題として医師会の今後の存続、医師不足

こういったテーマとあわせてこの宗像地域にどういう課題を検討すべきなの

かという一つの私これヒントになるんじゃないかなというふうに思いますの

で、是非ご検討いただければと思います。

組合長

まさしく宗像地域の救急救命の根幹を揺るがしてるという。ただ今行政と

して出来る面が限られてるというふうに思いますので、そのへんのところは

医師会、鴨川会長 医師会の先生たちとの話合いを続けていきたいと思いま

す。今の場合で私のほうで確たる回答は出せません。従いまして、医師会の

先生、この問題で私は小児救急をどうするかということを主体としてまず話

し合いをさせていただきたいと思っております。

これをもちまして、質疑を終結いたします。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。

討論なしと認めます。

（異議なしの声）

これで討論を終わります。

これから 第１１号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第１１号議案は原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第１６、第１２号議案「平成２０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」を議題といたします。執行部の説明を求めます。

井手事務局長

議案第 12 号 平成 20 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計予算に
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井手事務局長 ついてご説明申し上げます。1 ページをお開きください。

第 2 条で 20 年度の業務の予定量を掲げさせていただいております。それぞ

れの構成団体における年間総供給予定量でございます。宗像市が 508 万トン、

福津市が 201 万 6 千トン、合わせまして 709 万 6 千トンと予定しております。

第 3 条で収益的収入及び支出の予定額を掲げさせていただいております。

事業収益につきましては、12 億 2828 万 8 千円、事業費用につきましては、9

億 4484 万 5 千円を予定しております。

第４条の資本的収入及び支出について、収入 9 億 1726 万 8 千円に対しまし

て、2 ページをお開きください。支出 13 億 9111 万 3 千円で、収入額が支出

額に対し不足する額につきましては、当年度分損益勘定留保資金、当年度消

費税及び地方消費税収支調整額から補てんすることになります。

第 5 条で起債の目的、限度額等を定めさせていただいております。起債の

目的につきましては、酸注入設備費、上水道借換債。限度額につきましては

合計 5 億 8090 万円。起債の方法につきましては、証書借入。利率は 4.0％以

内としております。

第 6 条 議会議決を経なければ流用することのできない経費については、

(1)職員給与費、(2)交際費について、議会の議決を経なければ流用できない旨

定めております。

第 7 条 他会計からの補助金については、それぞれの構成団体から当水道

会計に補助を受ける金額について掲げさせていただいております。金額は

4422 万 1 千円でございます。

第 8 条 たな卸資産購入限度額については、緊急に必要とする水道施設の

修理機材や機械設備の部品等について、備蓄のための購入限度額を定める旨

の条項でございます。限度額は 1000 万円とさせていただいております。

次に、予算に関する説明書３ページをお開きください。このページは 20 年

度予算の実施計画について記載したものでございますが、20 ページ以降、事

項別明細書によりご説明申し上げますので、内容については省略させていた

だきます。4 ページをお開きください。このページにつきましても後ほど事項

別明細書にてご説明申し上げますので省略させていただきます。

次に、5 ページの資金計画でございますが、この表は実際の現金の動きを一

覧にしたものでございまして、最下段「差引」の金額は 14 ページ及び 18 ペ

ージの貸借対照表の資産の部、流動資産の現金預金の額と一致しております

次に、6・7 ページをお開きください。給与費の明細を掲げさせていただい

ております。まず、総括にて 20 年度(本年度)と 19 年度(前年度)の職員数と給

与費等について比較しております。前年と比べて大幅に減額となっておりま

すが、これは、組合統合時に必要であった退職手当組合加入負担金の 3500 万

円が、不要となったことによるものです。

次のページをお開きください。まず 8 ページでございますが、給料及び手

当の増減額の明細を掲載しております。

次のページをお開きください。(3)級別職員数ほか(4)昇給について、(5)期末
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井手事務局長 勤勉手当について、(6)定年及び勧奨に係る退職手当について掲載させていた

だいております。

12・13 ページをお開きください。その他の手当について掲載させていただ

いております。

14・15 ページをお開きください。１9 年度決算見込(19 年 3 月 31 日)によ

る貸借対照表を掲載しております。資産合計、負債・資本合計それぞれ 180

億 2806 万 7 千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

8456 万 3 千円で予定しております。

16・17 ページをお開きください。19 年度決算見込による損益計算書を掲載

しております。欠損金について前年度 8 億 2040 万 2 千円であったものが、

19 年度の決算予定では 5 億 8456 万 3 千円に減少できると試算しております。

18・19 ページをお開きください。20 年度当初予算ベースにより決算を見込

んだ貸借対照表を掲載しております。資産合計、負債・資本合計それぞれ 179

億 1883 万円を見込んでいます。未処理欠損金につきましては、更に減少し 2

億 9375 万 5 千円ということで、平成 21 年度までには累積欠損金の解消が図

れる見通しとなっております。

以上が予算に対する説明書の内容でございました。

最後に事項別明細書の説明に入らせていただきます。

20 ページをお開きください。収益的収支の収入の部でございますが、1 款、

事業収益につきましては、12 億 2828 万 8 千円を予定しております。対前年

度比は 4.69％の減となっております。

1 項、営業収益、1 目、給水収益につきましては、11 億 7910 万 4 千円を見

込んでおり、対前年度比は 4.15％ 5099 万 9 千円の減となっております。こ

れは、費用において一般会計と同様 5％のマイナスシーリングを引き、特に修

繕費においては優先順位など内容を精査し、経費の削減を図り、また、前年

度より公的資金補償金免除繰上償還が可能となりましてので、基本料金を１

トン当たり 126 円から 120 円に引下げたことによるものでございます。内訳

は、右掲載のとおりです。

2 項、営業外収益につきましては、4918 万 4 千円を見込んでおります。対

前年度比は 10.35％の減となっております。1 目、他会計補助金につきまして

は、4422 万 1 千円を計上させていただいております。内容は構成市からの利

息相当分の繰入金でございまして、対前年度比は 19.46％の減となっておりま

す。各構成団体の内訳は右掲載のとおりです。2 目、受取利息につきましては、

資金運用により、310 万円の預金利息を見込んでおります。雑収益につきま

しては海淡受入管理費として 186 万 3 千円、を計上いたしております。

支出の部でございますが、1 款、事業費用総額につきましては、9 億 4484

万 5 千円と経費の圧縮を図り、対前年度比 8.95％の減にて計上させていただ

いております。1 項、営業費用につきましては、6 億 8990 万 2 千円、対前年

度比は 7.15％の減でございます。1 目、原水費でございますが、予定額とし

まして 5249 万 9 千円、対前年度比は 14.00％の減にて計上いたしております。
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井手事務局長 新規計上分につきましてご説明申し上げます。

まず、2 節、委託料におきまして、取水場の耐震診断調査に必要な経費とし

て 200 万円を計上いたしております。

次に、3 節、修繕費におきまして、2763 万円を計上しておりますが、稼動

して 24 年経過した取水ポンプの逆支弁・吐出弁の補修、ダム空気揚水筒のポ

ンプ、ホース等の修理、また、取水場の外壁塗装改修に係る経費を新に措置

いたしております。

21・22 ページに移ります。2 目、浄水及び送水費につきましては、予定額

といたしまして 3 億 2476 万円、対前年度比 6.92％の減にて計上させていた

だいております。減額の主な原因につきましては、まず、4 節、法定福利費に

ついて退職手当組合新規加入追加負担が減額したこと、11 節、修繕費におき

まして、優先順位等内容を精査し、経費の削減により減額したことによるも

のです。

また、新規分といたしまして、8 節、委託料として、浄水場の管理本館、導・

送水ポンプ棟の耐震診断調査 900 万円、さらに修繕費として送水補機ポンプ

及びﾌﾛｯｸ形成地グレーチングの取替え費用 1910 万円を計上いたしておりま

す。

次に、3 目、総係費について 4447 万 6 千円(対前年度比 25.16％の減)を計

上しております。総係費における減額の主な要因につきましては、職務内容

に合わせた職員の組替えによる 2・3 節、給料・手当の減少、また、退職手当

組合新規加入追加負担が減額したことによります。新規分といたしまして、1

節、報酬として非常勤嘱託職員に要する費用を新に計上させていただいてお

ります。

次 23 ページをお願いします。

2 項、営業外費用につきましては、予定額といたしまして２億 5394 万 3 千

円、対前年度比 14.66％の減にて計上させていただいております。減額の主な

ものといたしまして起債償還によります支払利息の減額によるものでござい

ます。

24 ページ、資本的収支に移ります。4 条予算につきましては、原水ペーハ

ー調整に係る酸注入設備及び、公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債に

係る予算が主な内容でございますが、資本的収入では、項 1、企業債について

5 億 8090 万円を計上しております。これは酸注入設備事業と公営企業金融公

庫資金の繰上償還の借換えの財源でございます。

項 2、県補助金につきましては、創設事業時に借入れた建設利息債の元金償

還の２分の１を、福岡県から水道広域化事業補助金として交付される補助金

でございます。予定額は 1 億 1829 万 5 千円でございます。

項 3、他会計出資金につきましては、企業債元金相当分について各構成団体

からの繰入金であります。予定額は 2 億 1807 万 3 千円、内訳は右掲載のとお

りです。

次に資本的支出では、項 1、建設改良費、目 1、浄水施設費として 7500 万
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井手事務局長

平川議長

石橋議員

平川議長

矢冨主幹

平川議長

渡辺議員

円を計上しておりますのは、酸注入設備にかかる事業費であります。

次に、項 2、企業債償還金として、繰上償還分を含めまして 13 億 1611 万 3

千円を計上させていただいております。内訳は右掲載のとおりです。 以上、

簡単ではございますが、平成 20 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

24 ページですけども企業債の償還金の件ですけれども、先ほどご説明あり

ました公的資金補償金免除繰上償還分ということで、5 億 593 万円が予算に

あります。先日、全協で頂いたこれの紫色の部分で 20 年 9 月繰り上げ償還予

定額 5 億 592 万 9 千円がこの部分と思います。その上に黄色がありますよね

6 パーセント以上 7 パーセント未満これは 21 年 3 月の予定ということで、

4604 万 4 千円も、やはり 20 年度ではないかと思うんですけれども。

先ほどの 24ページの 2項目の政府債と公庫債の分はこれは計画的な償還分

と思いますけれどもその説明とそれともう一つですね最後の所に地方債の現

在高の見込みとかいうのを一覧が以前あったですよね。そういうのを付けら

れないのかなとこれ一般会計とか急患センターのところでは付いているんで

すよ。そこらへんどうなっているんでしょうか。

矢冨主幹

総務課主幹矢冨です。石橋議員さんの方からご質問ございました繰上償還

についての金額のところですけれども、ご指摘いただきましたように紫色の

部分の5億5929万この部分がこちらの方に予算計上させていただい他部分で

上の方の黄色の部分につきましてはこれは平成 21年 3月ということで現在ま

だ借入利率また額についての数値等がまだはっきりと確定しておりませんの

で、その部分につきましては当初予算の方には計上させてはいただいており

ません。これは額、利率がある程度判明した段階で補正という形のものでお

願いしたいというふうに考えております。

それと明細書を予算書に付けられないかという話なんですが、決算書の方で

付けるように、様式の方で決まっておりますので、当初予算書の方には付け

ないという形になっています。決算書の方で確定した段階で載せるという形

になっておりますので、予算書の方には付けないということです。

渡辺議員

20 ページの事業収益の雑収益の海淡受入管理費用というのは海水の淡水化

事業の維持経費として膜の交換があるが、何年かに一回全部ごそっと替えな
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渡辺議員

平川議長

堤会計管理者

平川議長

末吉議員

平川議長

森次長

平川議長

末吉議員

平川議長

いといけないと、なんかそろそろその時期にあたってると聞いてるんですが、

なぜ借換をしてしかもその入れ替える事業かかってる分を上乗せをしていく

か、そういう大きな事業と地区組合との関係がよくわからないんですけれど、

そこを教えてください。

堤会計管理者

皆さんご承知のように福岡地区水道企業団が、今海水淡水化事業を行って

おります。ご指摘の逆浸透膜の件でありますが、これにつきまして、たしか

に 3 年に 1 回、5 年に１回のスパンで交換していかなければいけない。それ

に関しましては水道料金で回収しておりますので、その時に急に負担金とか

料金の値上げとかございませんのでご安心下さい。

他にございませんか。末吉議員

23 ページの 3 目総係費の 26 節会議費で 107 万 7 千円議会関係というふう

に計上されていますがなぜ水道企業団の中に項目はいっているのか、先ほど

事務組合の会計予算の中で議会費 144 万計上されてますよね。この中で水道

用水供給事業これ間違えなのか水道議会も統合されてるはずなんですけれど

もこれはどういうことなんでしょうか。

森次長

これにつきましては、議会の議員の皆様方の研修として、この前芳賀の方

に末端給水の一元化ということで行きしたけれど、今回は水質についてせい

し団体等の視察を予定しているということです。

末吉議員

それぞれ、事務組合を統合したわけで、本来そういう議会関係のやつにつ

いてはこの事務組合の一般会計の中で一緒にすべきではないかと思います。

あくまでもこの水道用水供給事業については、用水の供給事業に限定すべき

ではないかなというふうに思いますが。

そのへん組合長、やはり費目を含めて統合したわけですから予算については

きちっと、もし今次長が言われたように水道関係の視察に議会に行って、欲

しいというのであれば、用水供給事業この特別会計の中から分担、こういう

会計の種類をしないとおかしくなるんじゃないかなと思いますが。

組合長
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組合長

平川議長

堤会計管理者

平川議長

末吉議員

平川議長

組合長

平川議長

福田議員

もし、私の見解が間違っていたらまた。水道事業はあくまでも企業供給事

業ですけども別会計と言いますかいわゆる負担金との兼ね合いがございます

ので水道を利用するものについては、水道事業に要するものはこの中でして

福津市と宗像市からの負担金を明確にするということでこういうふうに組ん

だと思っております。もし私が間違っておれば、

堤会計管理者

ご指摘のように一部事務組合統合したわけでございますけれどもまず第一

点といたしましては、自治振興関係の負担金それから清掃の負担金、急患セ

ンター、消防もそれぞれ負担金が違っています。水道会計におきましては水

道料金で回収する。それぞれ宗像市、福津市持分がございましてそれで基本

料金で取っておりますので、水道会計だけで申しますと、ある程度のやつは

水道料金に還元させて、一般会計に負担金をあげないということでそれぞれ

そういうふうに理解はしてあるわけでございますけれども会計としてはそれ

ぞれ負担金が違ったり、料金で回収するということでこういうふうな会計を

作らせて頂いているということです。

末吉議員

気持ちはわかるんですけれども例えば、ある議会で視察に行って消防関係

と水道関係を見て来ましたとじゃあその出張先、次長が言われたようにそれ

ぞれが消防費の中の費用をこれして、年々それぞれがややこしくなるでしょ。

だから基本的な経費として一部事務組合の運営、議会費として固定的な分担

をすればいいわけで、こういうやり方かは、私は、事務をややこしくすると

思いますので改善をお願いします。

組合長

ご指摘でございますので、何千万と言うようなものについては別でしょう

けれども、そのへんのところは検討させていただきたいと思います。

他にありませんか。福田議員

すでにもうご説明があったら、ご容赦いただきたいんですが、5 ページの退

職給与引当金これが前年度 90,924 千円、それから 21 ページ 22 ページこの

へんで例えば 21 ページの浄水及び送水費の 4 法定福利費の退職手当組合、22

ページの総経費の４法定福利費の中で退職手当組合だと言うことと、退職金

で引当金が退職手当組合に加入になったんですか。このご事情をご説明いた
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平川議長

森次長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

だきたい。

森次長

組合の統合時に元水道企業団の方は市町村の退職手当組合に入っておりま

せんでしたので新に加入するということで、追加金といいますか追加負担分

が発生しました。それを 3500 万 19 年度発生しました。20 年度につきまして

はその分がなくなりました。差額がということで。

ないようでしたら、これをもちまして、質疑を終結いたします。

これから、討論を行います。討論は、ありませんか。

（異議なしの声）

これで討論を終わります。

これから 第１２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１２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。

この会議で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。これをもちまして、平成 20 年第 1 回議会定例会を閉

会いたします。ご苦労様でした。


