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平成 20 年第 2 回宗像地区事務組合議会定例会会議録

日時：平成２０年９月３０日(火) 9：30～11：32

場所：宗像自治会館会議室

井手事務局長

平川議長

おはようございます。

開会前に事務局の方から一言お詫び申し上げます。今回すでに配布させて頂きまし

た議案に誤りがありまして、訂正箇所の部分につきまして改めて配布させて頂いてお

ります。

事前にチェックが十分に出来ていなかった事に対しまして事務局より心からお詫

びを申し上げたいと思います。

内容の部分についてでございますけど、第 15 号議案の平成 19 年度宗像地区事務組

合一般会計歳入歳出決算についての正誤表を１枚資料としてお配りさせて頂いてい

ます。

誤りの部分でございますけど、下に赤い字で書いておりますが、し尿処理施設保守点

検料の 66,079,923 円。それからし尿処理管理委託料の 28,586,250 円。これが正しく

は、し尿処理施設保守点検料と致しまして、37,493,673 円に、それからし尿処理施

設管理委託料の分につきましては、57,172,500 円に訂正方よろしくお願いしたいと

思います。

それから、第 19 号議案についてでございますけど、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補正予算（第１号）の正誤表でございますが、３頁でござ

います。歳入の方でございますけど、歳入用創設費負担金の合計でございます。

誤りの方が 14,402,000 になっていますが、正しくは 52,460,000 という金額でござい

ますので、訂正方よろしくお願いをいたします。

それから今回の補正予算の第 10 号の資料と致しまして、新たに 5 頁の資料を別紙

お配りしているかと思いますけど、地方債の現在高並びに現在高の見込みに関する調

書を新たに追加して頂きますように、よろしくお願いしたいと思います。

以後、間違いのないように十分配慮していきたいと思いますので、ご理解頂きます

ように、よろしくお願いを致します

時間になりましたけど、日隈議員が場所を間違えて向こうの方に行って今こちらに

駆け付けているということですのでしばらく待ちたいと思います。

それでは、ただ今から、平成 20 年第 2 回宗像地区事務組合議会定例会を開会いた

します。

ただいまの出席議員は 16 名であります。定足数に達しておりますのでよって、平

成 20 年第 2 回宗像地区事務組合議会定例会は成立いたしましたので、ここに開会を

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

出席を求めたものは、組合長及び副組合長、監査委員、事務局長、消防長以下、関係

職員であります。

本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりであります。
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平川議長

平川議長

池浦組合長

平川議長

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。７番 末吉議員、８番 永山議員を

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１日限りとした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

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。

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。

私の方から、本日の議案を簡単に、ご説明申し上げます。

第 13 号議案として、「事務組合個人情報保護条例」の一部改正をするものですが、

これは、国の統計法の全面改正に伴い、組合個人情報保護条例を改正するものであり

ます。

第 14 号議案ですが、「事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」の

一部改正ですが、これは、「地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴い、改正

するものであります。

第 15 号議案から第 17 号議案については、一般会計、急患センター事業特別会計、

水道事業会計の平成 19 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。

続きまして、第 18 号議案から第 20 号議案については、平成 20 年度事務組合一般

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（第 1 号）の

以上、８議案を提案させていただいております。よろしくご審議賜りますようにお願

いいたします。

水道事業統合についてでありますが、関係部署との協議をすすめ、明日 10 月 1 日

から両市の派遣職員を受け入れ、統合に向けて、3 団体の調整や創設事業認可の申請

等本格的に事務を進めていきたいと思っております。統合に向けての経過等につきま

しては必要あるごとに全員協議会を開催させていただき、報告していきたいと思って

おります。

以上で、私のあいさつ並びに諸報告とさせていただきます。

次に入ります。

日程第４ 第１３号議案 宗像地区事務組合個人情報保護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。
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井手事務局長

平川議長

井手事務局長

平川議長

平川議長

議長

はい、事務局長

それでは第 13 号議案につきまして、私の方から説明をさせていただきます。

第 13 号議案 宗像地区事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例について

上記の条例案を次のとおり提出する｡

平成 20 年 9 月 30 日宗像地区事務組合 組合長池浦順文 提案理由でございます。

統計法（昭和 22 年法律第 18 号）が全面改正され、新たな統計法（平成 19 年法律

第 53 号）が施行されること及び統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）が廃止さ

れることに伴い、宗像地区事務組合個人情報保護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。

宗像地区事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例ということで次ページ

の新旧対象表をご覧頂きたいと思います。

宗像地区事務組合個人情報保護条例の新旧対象表でございますが、ここにございま

す、

第 32 条の規定につきましては、他の法令との調整ということで次に掲げる個人情報

については、宗像地区事務組合個人情報保護条例から適用しないというふうな除外の

規定でございます。

現行の法律第 2 号の内容の部分について、改正案といたしまして（2）の部分にあ

たりますけど、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 2 条第 6 項に規定する基幹統計調

査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報そ

の他の同法第 52条第１項に規定する個人情報並びに同法第 24条第 1項の規定により

総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報ということ

で、こういうふうな個人情報の部分については、私どもの個人情報条例から適用が除

外されますよというふうな内容でございます。

今回の改正の概要でございますけれど、これは従前から国の行政機関では統計を作

成するために集められた情報または保有することになった情報に含まれる個人情報

については個人情報保護に関する法律から適用除外し、統計法によって処理すること

としていましたが、全面改正になりました新しい統計法においても同じことが定めて

いるためでございます。

この条例の施行は平成 20 年 4 月 1 日から施行することになります。

以上で第１３号議案の説明を終わらせて頂きます。

これより、質疑に入ります。質疑ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終了いたします。
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平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

平川議長

井手事務局長

これから、討論に入ります。ご意見ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして討論を終結いたします。これより第１３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。

（挙 手）

全員賛成であります。

よって、第１３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１４号議案 宗像地区事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に

関する条例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

それでは第１４号議案について説明させていただきます。

第 14 号議案 宗像地区事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について上記の条例案を次のとおり提出する｡

平成２０年９月３０日宗像地区事務組合 組合長 池浦順文

提案理由でございます。 地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６

９号）の施行に伴い、宗像地区事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

例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。

今回の地方自治法の一部を改正する法律の概要について でございますけど、議員

の報酬に関する規定の整備といたしまして議員の報酬の支給方法等が他の行政委員

会委員等の報酬の支給方法と異なっていることを明確にするために、現行の同一条項

から議員の報酬に係るものを分離いたしまして明確にするとともに名称を議員報酬

に改めるものでございます。

それでは宗像地区事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例ということで新旧対象表をご覧頂きたいと思います。

現行と改正案をこちらの方に提示をさせて頂いておりますが先ほども申し上げま

したとおり現行の報酬的な名称の部分について「議員報酬、報酬」に変更すると共に

他の部分につきましても「報酬」を「議員報酬及び報酬」との部分に改めるものでご

ざいます。

この条例の施行は公布の日から施行となります。
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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

平川議長

井手事務局長

以上で第１４号議案の説明を終わらせて頂きます。

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）

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。ご意見ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして討論を終結いたします。これより第１４号議案について採決を行

います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成であります。

よって、第 1４号議案は、原案のとおり可決されました。

次に入ります。

日程第６ 第１５号議案 平成１９年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算

認定 についてから、日程第８、第１７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

私の方から決算の概要について説明させて頂きたいと思いますが、ちょっと量が多

いので着席して説明させて頂きます。

第１５号議案 平成 19 年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 平成 19 年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり提出する。

平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 池浦順文

お手元の決算書に基づきましてご説明をしたいと思います。１ページをお開き願い

ます。

１９年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 16 億 4,023 万 4 千円に対しまし

て、収入済額が 16 億 2,419 万 5,903 円で、予算現額と収入済額との比較で 1,603 万

8,097 円の減となっております。

２ページをご覧頂きたいと思います。2 ページの歳出では、予算現額 16 億 4,023
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井手事務局長 万 4 千円に対しまして、支出済額が 16 億 210 万 8,939 円で、不用額が 3,812 万 5,061

円、予算現額と支出済額との比較も同額となっております。

歳入歳出差引残額は 2,208 万 6,964 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたします。

なお、１９年度の決算につきましては、前年度の打ち切り決算に伴う未収金・未払金

の執行を含んだ決算となっております。

続きまして、３ページ以降の事項別明細により、主な決算内容についてご説明申し

上げます。

まず歳入でございますが、１款の分担金及び負担金は、ほぼ前年度並みの 13 億

2,407 万 9 千円となっております。総務費等目的別負担金ごとの両市の負担額につい

ては、備考欄記載のとおりでございます。

４ページの３款 財産収入では、医療センターの駐車場用地の売却収入分 3,000 万

円を受け入れております。

４款 繰入金では、財政調整基金から 2 億 981 万 3 千円、急患センター事業特別会

計から 3,176 万 2 千円、計 2 億 4,157 万 5 千円の繰入れを行っております。

５ページをお願いします。５ページの５款 諸収入では、前年度打ち切り決算によ

る決算剰余金といたして 2,136 万 4,405 円を受け入れております。

次に歳出につきましてご説明申し上げます。６ページをご覧頂きたいと思います。

１款 議会費では、予算現額 155 万 6 千円に対しまして、支出済額は 125 万 4,400

円でございます。

２款 総務費は、予算現額 1 億 99 万 7 千円に対しまして、支出済額は 9,932 万 7,660

円でございます。主な内容といたしまして、１項１目の一般管理費では、７ページに

なりますけど１９節 負担金補助及び交付金で、派遣職員の人件費相当である総務関

係負担金 1,086 万 6,947 円を執行いたしております。

不用額の約 113 万 1 千円につきましては、派遣職員の給料の確定によるものでござ

います。また、２５節の 積立金では、急患センター事業特別会計における１８年度

未収金 3,176 万 2 千円を財政調整基金へ積立てております。

３目 財産管理費では、８ページの２５節 積立金で、医療センター駐車場用地の売

却収入 3,000 万円を財政調整基金へ積立てております。

次に、９ページの３款 民生費でございますけど精神障害者共同作業所運営費で、

予算現額 588 万円に対しまして、支出済額も同額の 588 万円となっております。

４款 衛生費は、予算現額 2 億 2,267 万 5 千円に対しまして、支出済額は 2 億 1,154

万 9,401 円でございまして、主な内容といたしましては、１項 保健衛生費では、急

患センターの医療器具の購入と繰上償還の財源として、2,681 万 3 千円を特別会計へ

繰り出しております。２項 清掃費では、浄化センターの管理運営費として職員２名

分の人件費を含む約 1 億 8,174 万 4 千円を執行しております。

不用額約 1,112 万 5 千円の主な理由といたしましては、１０ページの１１節 需用

費で、し尿等搬入量の減少に伴う薬品代の減少と、施設等の修繕について突発的な修

繕費用が少なくて済んだこと、また、１３節 委託料で、し尿槽の清掃費と清掃によ

ります汚泥処分料が少なくて済んだことや、搬入量の減少に伴い、し尿処理後の汚泥

処分料が減少したことなどによるものでございます。
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井手事務局長 次に１１ページの５款 消防費でございますけど、予算現額 12 億 7,072 万 7 千円に

対しまして、支出済額は 12 億 5,628 万 8,615 円でございます。

主な内容といたしましては、まず、職員１３３名の人件費相当が約 11 億 2,391 万

円で、３節 職員手当の不用額約 413 万 2 千円の主な理由といたしましては、時間外

勤務手当及び休日勤務手当が予定より減少したことによるものでございます。

また、１２ページ９節でございますが、 旅費の不用額約 152 万 3 千円は、予定し

ておりました全国救助技術大会に係る旅費が不用となったことや、管内外の出張につ

きまして極力公用車の使用に努めたことなどによるものでございます。

１１節の 需用費の不用額約 104 万 7 千円につきましては、主に印刷製本費、光熱

水費等の執行残によるものでございます。

１２節 役務費の不用額約 251 万円につきましては、主にＮＴＴ使用料に係る指令

関係通信費が予定より減少したことによるものでございます。

１３節 委託料の主な執行内容としては、本年度新たなものとして、通信設備保守

点検料に含まれる発信地表示システムの保守点検委託 136万 5千円や高機能消防指令

センターの保守点検委託 1,134 万円などで、不用額の約 195 万 8 千円につきましては、

税制改正等システム改修に係るパソコン保守等委託料が不要となったことや患者監

視モニターの保守点検を点検のみ実施したことなどによるものです。

１４節 使用料及び賃借料の不用額約 193 万 2 千円については、事務機器リース料

に含まれる財務会計システムの導入費用の減少や発信地表示システム回線使用料の

減少などによるものでございます。１３ページでございますけど、１８節 備品購入

費では、本年度の新規事業として、通信資機材に含まれるＩＰ携帯電話からの発信地

表示システムの導入費９９７万５千円を執行いたしております。

６款 公債費でございますけど、予算現額 2,797 万 4 千円に対しまして、支出済額

は 2,780 万 8,863 円でございまして、１４ページの償還元金でございますが、

１７年度に借り入れた消防施設債の元金償還が開始されたために、前年度比で 2,090

万円の増となっております。

最後でございますけど、１６ページの財産に関する調書でございますが、公有財産

のうち、本年度中に減となった土地約 6,569 平方メートルにつきましては、宗像地域

医療センター駐車場用地を宗像医師会に売却し、３年間の均等分割支払いが完了した

ことによるものでございます。

それから１７ページの財政調整基金の現在高でございますが、１９年度中の増減と

して、土地売却収入、特別会計からの繰入金、積立利息などの積立額の合計が 6,241

万 5,921 円、特別会計への繰出金と消防費の財源補てんのための取崩額の合計が 2 億

981 万 3,000 円であり、差引き 1 億 4,739 万 7,079 円の減となりまして、

平成１９年度末残高は 8 億 7,437 万 9,821 円となっております。

以上で一般会計決算の説明を終わります。なお、別に提出しております決算に係る

主要な施策の成果報告書の内容につきましては、説明を省略させていただきますが、

決算書と併せてご参照いただきまして、ご審議の程よろしくお願いいたします。

続きまして第 16号議案 平成 19年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 平成 19 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別
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井手事務局長 会計歳入歳出決算を別紙のとおり提出する。平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組

合 組合長 池浦順文

それでは決算書の１ページをお開き願いたいと思います。

19 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 2 億 8,989 万 7 千円に対しまして、

収入済額が 3 億 1,673 万 5,379 円で、予算現額と収入済額との比較で 2,683 万 8,379

円の増となっております。

次ページの歳出でございますけど、予算現額 2 億 8,989 万 7 千円に対しまして、支

出済額が 2 億 8,436 万 6,349 円で、不用額が 553 万 651 円、予算現額と支出済額と

の比較も同額となっております。

歳入歳出差引残額は 3,236 万 9,030 円で、これを全額翌年度に繰り越をいたします。

続きまして、決算書３ページ以降の事項別明細により、主な決算内容についてご説

明させて頂きます。

まず歳入でございますが、１款の診療収入は、1 億 9,625 万 2,872 円で前年度に比

べ 7 千万円の増額となっています。

これは、平成１８年度打切り決算に伴う未収金として、２か月遅れで入ってきた平成

１９年２月・３月期の診療報酬収入 3,628 万 3 千円を平成１９年度で収入した為でご

ざいます。ちなみに１４ヶ月分を収入したことになります。

２款 負担金は、8,091 万 1 千円で前年度に比べ 369 万 3 千円の増となっておりま

す。原因といたしましては、急患センター運営業務委託料の増額これは医師の賃金の

増のためが主なものでございますが、これに充当したものでございます。両市の負担

額につきましては、備考欄記載のとおりでございます。

それから３款 繰入金でございますけど、2,681 万 3 千円で財政調整基金を取崩し

ての繰入れでございます。これは、歳出の備品購入と地方債の繰上償還のための財源

となっております。

５款の諸収入でございますが、1,275 万 8,507 円で、主なものとして、前年度打切

り決算に伴う決算剰余金約 1,105 万 8 千円、急患センター運営業務委託料の清算金約

159 万 5 千円などを収入いたしております。

次に歳出の方でございますけど、決算書５ページをお開き願います。

主なものといたしまして、１款 急患センター運営費、１項、１目、１２節 役務

費ですが、不用額の 61 万 4,737 円の理由といたしましては、当初予算で急患センタ

ー従事者の保険料を計上いたしておりましたが、急患センター運営業務委託料に含ん

で支出しておりますのでここでは、不用となったものでございます。

それから１３節 委託料でございますが、支出済額の 2 億 609 万 4 千円は全額、

急患センター運営業務委託料となっております。

これには、平成１８年度打切り決算に伴う未払金の 177 万 8 千円を含んでおります。

それから１８節 備品購入費についてでございます。支出済額 733 万 9,395 円で、

急患センターの医療器具等の購入費です。主なものとしまして、デジタルＸ線画像診

断システムの導入費として約 553 万 4 千円となっております。

不用額が 266 万 605 円出ておりますが、理由といたしましては、デジタルＸ線画

像診断システム他１０点を購入いたしておりますけど、医療器具の見積額につきまし
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井手事務局長 ては、一般の品物と比較すると定価が非常に高価になることから把握しにくい部分が

あったもので、予算編成時における見積額と入札などによります実際の購入額との差

額が出たためでございます。

２８節 繰出金の支出済額 3,176 万 2 千円は、歳入で受け入れた平成１８年度打切

り決算に伴う未収金を一般会計へ繰り出して、財政調整基金へ積立てたものでござい

ます。

２款 公債費の支出済額 3,762 万 8,830 円は、地方債の元利償還金でございます。

このうち、1,681 万 3,152 円が繰上償還額となっております。

以上で第１６号議案の説明を終わらせていただきます。

続きまして第 17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決算

の認定について 平成 19 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算を別紙の

とおり提出する。平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 池浦順文

それでは 17 号議案につきまして、詳細を説明させていただきます

まず、1・2 ページをお開き頂きたいと思います。

(1)収益的収入及び支出についてでございます。収入の事業収益は、予算額 12 億 8,867

万 1,000 円に対しまして、決算額 12 億 9,135 万 992 円で、267 万 9,992 円の増とな

っております。内訳は以下のとおりでございます。

次に、支出の事業費用につきましては、予算額 10 億 5,366 万 1,000 円に対しまし

て決算額 10 億 1,875 万 3,963 円で、3,490 万 7,037 円の不用額となっております。

支出の内訳は以下のとおりでございます。

次に、3・4 ページをお開きください。資本的収入及び支出でございますが、資本

的収入は、予算額（合計欄でございますけど）19 億 9,637 万 2,000 円に対しまして、

決算額 19 億 9,627 万 2,000 円で、10 万円の減となっております。内訳は、以下のと

おりでございます。

次に、資本的支出につきましては、予算額（合計欄）24 億 6,231 万 3,000 円に対

しまして、決算額 24 億 6,187 万 263 円で、44 万 2,737 円の不用額となっております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4 億 6,559 万 8,263 円は、当年度消費税

及び地方消費税資本的収支調整額 20 万 1,200 円及び、過年度分損益勘定留保資金 4

億 6,539 万 7,063 円にて、補てんいたしております。

次に 5・6 ページをお開き願います。平成 19 年度の損益計算書でございます。

まず、営業収益と営業費用との対比ということで、営業利益といたしましては 4 億

5,953万 7,622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、△1億 8,714

万 1,793 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 2 億 7,239 万 5,829 円となります。

特別利益、損失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 8 億 2,040 万 2,450 円ございますので、それに充当い

たしまして、平成 19 年度末未処理欠損金は 5 億 4,800 万 6,621 円ということになり

ます。

次は 7・8 ページをお開き願います。

ここは、剰余金、欠損金の 19 年度におきます処理の計算書ということで、利益剰
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井手事務局長 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 5 億

4,800 万 6,621 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、県補助金のところで当年度発生額として 1 億

1,440 万 4,000 円をあげておりますのは、建設利息債の償還元金の二分の一を水道広

域化事業費補助金として受け入れたものでございます。

次の欠損金処理計算書でございますけど、欠損金 5 億 4,800 万 6,621 円は欠損金処

理いたしておりませんので、これを平成 20 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頂きたいと思います。

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 164 億 9,455 万 6,169 円を、流動資産の合計額 15 億 8,483 万 7,858 円に加え

た、資産の合計額は 180 億 7,939 万 4,027 円でございます。

負債の部でございますが、固定負債合計が 2 億 7,350 万 2,290 円、流動負債合計が

7,540 万 3,533 円で、負債合計といたしましては 3 億 4,890 万 5,823 円でございます。

次に資本の部でございますが、資本金合計といたしまして 94 億 6,287 万 910 円、

剰余金合計につきましては 82 億 6,761 万 7,294 円ということで、資本合計額は 177

億 3,048 万 8,204 円であり、負債資本合計額 180 億 7,939 万 4,027 円と資産合計額と

同額となっております。

それでは次ページ 11 ページの方をご覧頂きたいと思いますが、平成 19 年度宗像地

区事務組合水道用水供給事業報告書といたしまして、総括事項の内容の部分について

若干でございますけど説明をさせて頂きたいと思います。

総括事項といたしまして本年度の主な事業としては宗像地区の水道事業を統合し、

効率的な運営と経営基盤の確立を図るため宗像地区水道事業広域化基本計画の策定

を行っております。それから企業債のうち 16 億 5487 万 7295 円の繰り上げ償還を行

うことによりまして支払利息の大幅な縮減を図っております。

また浄水処理の安定を図るために酸注入設備の設計委託を実施いたしたところで

ございます。業務の状況等の部分でございますが昨年に比べまして年間供給量は 1.47

パーセントの増となり最大稼働率は 72.63 パーセントとなっております。

財政の状況等の部分につきましてですが、今年度収益的収支については、事業収益

が 12 億 9135 万 992 円で前年度に比べて 4.29 パーセントの減収、事業においては

10 億 1875 万 3963 円と 3.81 パーセントの増額となっております。

また前年度繰り越し欠損金から当年度純利益 2 億 7239 万 5829 円を差し引いた未

処理欠損金は 5 億 4800 万 6621 円となっております。

基本的に収支ついては資本的収入 19 億 9627 万 2000 円に対し資本的支出 24 億

6187 万 263 円で差し引き 4 億 6559 万 8263 円の不足額については損益勘定留保資金

等にて補てんをいたしております。

以上が平成 19 年度の内容でございます。

引き続きまして概要等の部分についてご説明させて頂いておりますが、決算付属資

料についてご説明をさせて頂きます。

12 ページの方をご覧頂きたいと思います。議会議決事項でございますが、これは

19 年度議会におきまして、水道関係の提出議案の件名と議決年月日を掲載させてい
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井手事務局長 ただいております。

次の行政官庁の認可でございますが、公的資金補償金免除繰上償還として、上水道

事業債及び、水道事業広域化に伴う補助金として、いずれも平成 20 年 3 月に県知事

認可を得たものでございます。

次の職員に関する事項につきましては、退職による１名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 20 年 2 月 12

日の議会におきまして、基本料金を 126 円から 120 円に改正し、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 ページをお開き頂きたいと思います。工事の概況につきましては、工事費

200 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。

続きまして 14 ページでございます。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 69.93％、福津市につ

きましては 87.11％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 29,600 ㎥ に対

しまして、日最大供給量 21,498 ㎥ ということで、宗像地区全体では 72.63％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。

営業収益の減につきましては、料金改定による減額で、営業外利益の減につきまし

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、浄・送水費及び減価償却費等により、増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、19 年度における 200 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、財務省財政投融資等から借り入れた起債が、合計

49 億 7,207 万 3,979 円、19 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、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 ページをお開きください。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、19 年度中に発生しました資産、並

びに減価償却の増減についての一覧でございます。

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、多礼貯水池内の土地買

収による 368 万円の増加でございます。

建設仮勘定の当年度増加 400 万については、酸注入設備の設計業務委託によるもの

でございます。

19 年度末、償却未済額（残額）は 163 億 3,154 万 1,169 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。

19 年度末の現在高は 1 億 6,301 万 5,000 円となっております。
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井手事務局長

平川議長

平川議長

花田監査委員

最後に 21 から 24 ページまでは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。

19 年度の借り入れを行ったものは、23・24 ページでございますけど、46.47 番で、

金額 16 億 5,480 万円でございます。

いずれも借換えのために借り入れを行ったものです。

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。

お諮りいたします。ここで先に、代表監査委員から監査報告を受け、監査報告の質

疑のあとに、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、ご

異議ございませんか

（異議なしの声）

それでは、監査報告をお願いします。花田代表監査委員。

平成 19 年度一般会計及び特別会計決算審査意見の概要説明をいたします。

審査は本年 7 月 24 日、25 日に竜口監査委員と私花田が行いました。

審査の方法と致しましては組合長から提出があった決算書等が関係法令等に準じ

て作成され、また会計処理が関係法に従って正確に行われているかについて、関係諸

帳簿その他証拠書類等を照合したほか、関係職員から事情聴取を行い実施いたしまし

た。

その結果調整された決算書、その他の決算付属書類はいずれも関係法令に準じて調

整され、かつ計数も関係諸帳簿と符号し、正確で適正に処理されておりました。

総括といたしましては一般会計決算につきましては、歳入額 16 億 2419 万 5903 円、

歳出額 16 億 210 万 8939 円、実質収支額は 2208 万 6964 円となっております。

その中には前年度の打ち切り決算に伴う未収金等々の金額も含まれております。

次に特別会計の決算額は歳入額で 3 億 1673 万 5379 円、歳出額 2 億 8436 万 6349

円、実質収支額は 3236 万 9030 円となっております。

この決算額も前年度の打切決算に伴う未収金の等々額が含まれております。

公有財産につきましては、宗像医師会に売却した土地 6569 ㎡が減少しております。

以上で平成１９年度宗像地区事務組合一般会計及び特別会計の決算の概要であり

ますが、１９年度は宗像地区事務組合として最初の年度であり、事業運営等々御苦労

もあったようでございますが、事業並びに財政運営は良好と認めました。

今後においてもより一層の合理的効果的な行財政運営を推進し、地域住民が安全で

安心して生活できる環境作りに努めて頂きたく願うものであります。

次に１９年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算審査意見の概要説明を

いたします。水道事業決算審査を本年 7 月 24 日、25 日に竜口監査委員と私が行いま

した。審査にあたっては、提示されました決算書及び付属書類が、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

況を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
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花田監査委員

平川議長

福田議員

花田監査委員

かについて、関係書、帳簿その他証拠書類を照合したほか、関係職員から事情聴

取を行い、実施いたしました。

その結果、調整された決算書、損益計算書及び貸借対照表及び付属書類は、い

ずれも関係法令に準じて調整され、関係書類その他の証拠書類、照合・審査の結

果、計数も正確であり、経営成績及び財政状況も適正に表示され、会計処理も適

正に処理されておりました。

各項目別の審査概要につきましては、記述しているとおりでございますので、

内容の説明は割愛させて頂きます。

結びと致しまして、本年度の収益的収支決算で、純利益が生じ、繰越欠損金に

充当され、累積欠損金の減少が進んでおり、その事業運営、経営に敬意を表する

ものであります。

しかしながら、老朽化した施設の更新等も迎えておりますので、資金確保・財

政運営につきましては、今後十分に考慮をしていく必要があります。

また、末端給水一元化を行うため、宗像地区水道事業広域化業務計画が策定さ

れておりますが、これの実現に向け積極的に推進し、財政基盤や技術基盤の強化

を図り、将来に渡って安定的な経営・財政運営がなされるとともに、給水サービ

スのより一層の向上を願うものであります。以上で決算審査意見の概要の説明を

終わります。

ただいまの監査報告につきまして、ご質問ありませんか。

はい、福田議員

今の花田監査の報告で、しっかり監査されていると思いますが残念ながら、宗

像市では職員さんの現金横領事件というのが起こった。

この組合の中でですねこういった現金を扱う部署というのはないのか、それが

１点お聞きしたいのと、またそういった不正をですね、未然に防ぐためには、監

査委員の仕事はものすごく責任が重大だと思います。

ところが、今日の最初の議案の方で監査委員さんの減額報酬案、本当にボラン

ティアに近い報酬でやっていただいている。これは私だったら、あんまりなかな

かできないんじゃないかと思うんです。自分の性格として。そうすると、ここは

方法は、監査委員とはしっかりと外部の監査法人等にしっかりとそれなりの報酬

を払って、しっかりと今後、19 億円を超える予算が動いています。そういったと

ころにプロの外部の監査法人が入って、しっかり組合の決算を監査してもらう。

そういった方向に、今後変えていく必要があるのではないかという風に、個人

的には思っています。その辺いかがでしょうか。

第 1 点目の現金取扱いにつきましては、現金は扱わなくて全部振込で処理され

ております。

また色々質問がありましたけど、その点は今後も研究して事務局とどんな方法

がいいかということで対応していきたいと思います。
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平川議長

福田議員

平川議長

組合長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

はい

この今の質問はですね、監査法人と使う云々の検討は、ぜひ組合長からお願い

します。

組合長

今、監査意見に対する質問のような感じですけど、それはどこの市町村でもそ

うでしょうけど、確たる監査委員の方にお願いをしているということではないか

という風に思います。従いまして、監査法人がベターなのかどうなのかは、今後

の検討材料にはなるでしょうけれども、組合あるいは自治体として、お願いする

ときには一番適した方にお願いしておりますので、今のところはそういう方向で

進めていきたいという風に思っております。

他にありませんか。他にないようでございますので、これを持ちまして、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 30 分ごろといたします。

第 15 議案 平成 19 年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算認定について

から、質疑に入ります。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

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。

これから討論に入ります。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 15 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。

（挙手）

全員賛成であります。

よって、第 15 号議案は、原案のとおり認定されました。

次に、第 16 号議案 平成 19 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別会計

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。
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平川議長

渡辺議員

平川議長

森次長

平川議長

福田議員

はい、渡辺議員

主要な施策の成果報告書についてお聞きしたのですが、よろしいですか。

これは急患センターの事について、この中に主要なる施策の成果ということで資

料がついていますので、そのことについてお聞きします。

１０頁の④市町村別患者数のところなんですが、宗像市だけすごく利用者の方

が多いのですが、近年、使い方というか、お仕事をされる保護者がとても多くて、

休み取らずに、仕事を休んで子供を病院に連れて行かずに、休日急患センターを

利用して、そんなに緊急ではないんだけど、そこで風邪とか、普通の病院のよう

に使うという傾向がとても強くなってきているという風に聞いておりますが、こ

の数から言えば、かなり宗像市、地域にあるということで、利用する方も多いの

でしょうけども、この数字のことについて、分析をされているのか、そういう傾

向にあるのか、そのことについてお伺いいたします。

事務局次長

次長の森でございます。今のご質問ですけど、不要不急といいますか、先ほど

言われましたように、本当に急患センターの利用が必要な方はいいんですけども、

そうでない方が多いという苦情も聞いております。

我々の方も、非常に医師が大変忙しくなりますので、医師の確保の面からも、

PR 等を重ねていきたいということで、パンフレットを作ったり、いろいろやって

いるんですけれどもなかなか都合がいいといいますか、仕事終わって子供さんを

連れてった方がいいとか、そういう考えの方がおられて、非常に困っております。

話はそれますけど、今、医師の確保も含めまして、新宮・古賀・宗像・福津、

それと東医療センター、急患センターがいっしょになって、連絡協議会を立ち上

げております。

その中で急患センターの位置づけといいますか、これを広く関係の市町村市民

の方に、住民の方に PR していこうとで、最終的に２次医療としては、東医療セン

ターを使って頂くという形の取扱を検討していこうとしています。

内科医、小児科医が今非常に不足しているそういう面からもいっしょに協議し

ていきましょうということでその中で今の不要不急といいますかそういうのをな

くしていこうということを検討するようにしております。以上です。

はい、福田議員

急患センターの関連ということで聞きたいのですけれど、先ほど一般会計のと

ころでも絡んでいたと思いますが、先日あるコミュニティーセンターに行きまし

て、タクシー代わりに使わないで下さいと救急車のポスターがありました。

これは、以前にお話を伺っておりましたけれども、今現在、救急車をタクシー

代わりに使う方が、増加の傾向にありますね。



16

福田議員

平川議長

消防長

平川議長

福田議員

平川議長

消防長

そして今後、ポスターも一つの対策だろうとは思いますが、その他の不適切な

用途の防止ということに関して、今後の対応策というものがもしございましたら、

消防長お願いします。

はい、消防長

先ほどの施策の成果報告書の中に、19 年度の救急件数書いておりますけれど

も、出動件数の 4891 件ということでございますが、出動回数については急病、交

通事故、一般負傷、労働災害、その他となっておりますけれども、ここに分類し

ていませんけど重症・中等症・軽傷、といった分類をしているわけですけれども

その中で軽傷、いわゆる診療機関に行きまして、手当してもらって、入院せずに

帰宅できるというのが、約３０％近くございます。そういったものについては、

適切かどうか疑問が残っておるわけです。

そういった点につきましては先ほどいわれましたけど総務省、消防庁あげて救

急車必要ですかといったようなポスターなどで啓発をしておりますし、また消防

本部におきましては救命講習を年間６０回、７０回開催しておりますけども、そ

ういった中でも応急手当の普及と合わせて救急体制の対応を説明して、適正利用

ということで本当に急病の方が困るんだということ内容を説明して、できる限り

市民の方にそういったところを広報しておるところでございます。

それから、先日宗像市のユリックスの方で、チルドレンミュージアムというこ

とで小さなお子様と父兄を対象にしたイベントがございましたけれども、そうい

った中でも消防本部一つ、ブースを設けさせていただきまして、応急手当の普及

ですとか小さいお子さんの応急処置とかそういったことの中でもピーアールして

おりますし、今後もそういった形で広報していきたいというふうに考えておりま

す。

はい、福田議員

今後、よく言われる有料化ですね、これも歯止めになるんではないかというこ

となんですけど、これはお年寄りや所得の少ない方の負担になって救急車使えな

いじゃないかという議論もあろうかと思いますので、その辺は所得に応じた方法

もあろうかと思いますが、ひとつその救急車の有料化ということについて、今後、

どうお考えなのかということについて、教えて頂きたいです。

はい、消防長

その辺は、一消防本部で対応できるものではない大きな問題だと思うんですけ

れども、国の総務省、消防庁の考え方としましては、有料化の前に、119 番通報

があった場合の通報段階での、出動すべきか出動すべきでないのか、トリアージ

といったことで、通報内容の選定書を通信指令室の方で、通報内容から指導して、
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消防長

平川議長

末吉議員

平川議長

森次長

タクシーあるいは自家用車で行けるものか、救急車が出動しないといけないのか、

通報段階でまずトリアージをして、対策を講じると、有料化というのはそれのワ

ンステップ先のことじゃないかなというふうに感じております。

はい、末吉議員

２点あるんですけども、先ほど、今後の急患センター、小児科等の、医師会病

院の小児科病棟がなくなっていくと、医師の確保が非常に難しいという中で、古

賀・新宮とも含めた広域的な体制というのは、今後検討していくというご答弁だ

ったんですが、この統計表を見てみても、患者数で見ても、古賀市で 9.2％利用

されているわけです。

そうした時に、いろんな経費は宗像市と福津市で、持つけども、広域的に利用

可能ですよ、ということであれば、両市の市民にとって説明はつかないわけで、

考えてみますと、本市（宗像市）でも、福岡のこども病院に対する、いわゆる分

担金といいますかね、そういうものを計上しているという風に思うのですが、広

域的な急患センターの位置づけを今後取るとすれば、財政的な歳入の面からどの

ように考えておられるのかということが１点と、

もう１点は、急患センターというのは市民にとって非常に安心感を与える施設

だと思うのですが、一方で歯科救急を、私ども議会でも、設置してほしいという

要望もあっているのですが、その後、急患センターの中にはスペース的に、医師

の仮眠室等を潰さないといけないという答弁を昨年か一昨年にされていたと思う

のですが、歯科のいわゆる急患センターへの設置等については、どういう考えを

持っておられるのか、

歯科医師会の方でお聞きしますと、やる気は十分あると、また必要性もあるとニ

ーズもあるという風におっしゃっておられるので、その辺を事務組合としてどの

ように考えておられるのか、お聞きしたいです。その２点です。

はい、事務局次長

利用者を見て頂くとおわかりになるように、古賀の方でも 9.2％、そういう患

者の方が受診されていると、先ほど末吉議員言われたことについてもですね、先

ほど言いました連絡協議会の中で、一つのテーマとして協議をしていくと。

今のままの体制でいいのかどうなのか、医師の確保を、先ほどに言いましたけ

ども、九大の医局の考え方としましては、宗像医師会に常に多くの医師、先生を

送るというのは、難しいということで、１つの拠点として、東医療センターで、

ここで一般の受診を受け付けると、先生がそれこそ寝る間がない忙しさになりま

すので、一般の病院で受診して頂いて、一次救急については、急患センターを使

って頂くと、最終的には二次医療施設として、東医療センターを使って頂きたい

ということで、分散といいますかそういう扱いをして、効率的に受け入れをやり

たいということの協議をやることにしておりますけども、先ほどの負担金といい
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森次長

平川議長

石橋議員

平川議長

森次長

平川議長

石橋議員

平川議長

ますか分担金の事についても、３市１町の中で協議をさせて頂くということで考

えております。

それと歯科の休日急患のことについてのご質問ですけども、今回補正予算に計

上させて頂いております。そちらの方で詳しいことは後ほど局長の方から説明さ

せて頂きます。

はい、石橋議員

私も１点目は先ほど末吉議員の他市との負担金との関係のことだったんですけ

れども答弁がありましたので、もう１点は、歳入のところの説明で、４千万ほど

の増が 18 年度未収金の分が 19 年度で入っているというふうに言われたと思いま

すけれどもこの資料、成果報告書 5 ページの患者数のところを見てみますと、19

年度の方が少ないんですよね。18 年度の患者数の方が多いんですけれども、どう

いう事でしょうか。患者数が少なくて、収入が増というのは。

森次長

患者数につきましては、４月から３月ベースの実数でカウントしております。

診療報酬につきましては、連合会等から、お金が参りますのが、２ヶ月遅れにな

りますので、２月診療が４月に、３月診療が５月に入るということになりますの

で、受け入れ体制がないので打ち切りをさせていただいた。

その分を 19 年度で受け入れたということになります。先程、局長が説明しまし

た通り、本来なら 12 月の収入なんですけど、18 年度の 2 月分の収入を加えた 14

月分の収入を 19 年度で入れたということです。

石橋議員

ということは決算の収入額と資料の患者数とはリンクしてないということです

ね。ということは、患者数としては、減っている状況なんですけれども先ほどの、

平日の急患でない使用があっているのではないかということと、ちょっと違うの

かなと思ったりもするのですが、患者数は 18 年度、19 年度分だけしか書いてな

いのですけど、

傾向としては現実どうなのかということを、もう少し精査してもらった方がい

いのではないかと思うのですが、先ほど質疑があっている特に急患ではない人が、

行っているのではないかという、現実そういう状況にあるのかないのかどうかさ

れた上で次の対応をしなければいけないのではないかという風に思うのですけ

ど、現状と考え方を。

事務局次長



19

森次長

平川議長

渡辺議員

平川議長

森次長

平川議長

渡辺議員

平川議長

平川議長

急患センターの人数につきましては、大きく左右されるのがやはり、インフル

エンザです。インフルエンザが蔓延しますと、患者数が１日に 300 人とかそうい

うことになる時もありますので、一概に先ほど言いましたように不要不急の患者

さんが減ったから、19 年度少ないということではないです。以前、数字は持たな

いのですが、保健所の所長の方がそこのところを分析して頂いて、協議会の立ち

上げの時に報告はしてありましたけど、基本的には、不要不急の患者さんは増加

傾向にあるようです。

話が出ておりました。で、そういう物に対する対応を早急にやらないと、小児

科の先生倒れるよというような話でした。

そういう事で減りはしてないと認識しています。今後については、先ほど言い

ました連絡協議会の中で、いろんな PR、広報等も使いながら、住民の方に、本当

に必要な人だけが使うようにと、訴えていく必要があるという風に考えておりま

す。

はい、渡辺議員

それに関連してなんですが、今、核家族化で子供が熱を出したらどうしたらい

いかわからないとか、いう保護者がいっぱい増えてきている現実あって、もちろ

ん普通であれば急患センターに行けばいいのですが、ちょっと困った時に、夜間

でも電話相談できるような、急患センターに電話すれば処置の仕方だとか相談乗

って頂けるようなことが、今現在あるんですか。

はい。事務局次長

県の方にはあると聞いております。ダイヤルは忘れましたけれども、♯8000。

そちらの方に電話して、問い合わせできるようになっていると、聞いております。

はい、渡辺議員

必要な方には、診療をして頂くのが一番なんですが、そういう相談できるとこ

ろを皆さんにわかって頂けるような情勢もあるだろうし、そういう風なソフト部

門のところも、ぜひ一緒に検討して頂いて、不安のない子育てができるようにぜ

ひよろしくお願いします。

他にありませんか。これを持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。ご意見ありませんか。

（異議なしの声）

これを持ちまして討論を終結いたします。
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平川議長

平川議長

平川議長

福田議員

平川議長

矢冨総務課長

福田議員

矢冨総務課長

平川議長

福田議員

平川議長

矢冨総務課長

これより第 16 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり認定することに、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 16 号議案は、原案のとおり認定されました。

続きまして、第 17 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

計決算認定について、これから質疑に入ります。質疑ありせんか。

はい、福田議員

決算書のいわゆる貸借対照表 9 ページ 10 ページのところですが、償還金の元利

合計が 50 億円近いお金があってですね、通常そういった償還金であれば、負債の

固定負債に入ってくるのが企業会計なんですけれどもこれがちょっと入ってない

ものですから、そのお金というのはバランスシートの中のどこに入ってきている

のか教えて下さい。

はい、総務課長

総務課長の矢冨でございます。今福田議員さんのご質問ですけれども企業会計

では、借入資本金の企業債、こちらの方に入るように法規上なっておりますので

こちらの方に入っております。

場所どこですか。

ページは 10 ページの貸借対照表の資本金、資本の部の 5 番資本金の(2)借入資

本金のイ,企業債こちらの方に入っております。

他にありませんか。

はい、福田議員

14 ページですが、4 行の中で宗像市、福津市の合計、最大供給量が出ています

けど、1 日の平均供給量では合計で何パーセントぐらいになりますか。いわゆる

稼働率で

はい、総務課長

宗像市でうちの方の稼働率、供給水量が 29,600 ですので、それに対しまして宗

像市の日平均が 46.3 パーセント、福津市におきまして、約 18.7 パーセントとい



21

矢冨総務課長

福田議員

矢冨総務課長

平川議長

平川議長

福田議員

平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

う形になります。

合計すると？

合計ですね。合計で 65 パーセントというかたちになります。

他にありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして質疑を終結いたします。

これから、討論に入ります。ご意見ありませんか。

はい、福田議員

賛成の討論としたいと思いますが、今計算をして頂いた、業務量合計が 65 パー

セント台というところが今後水道事業における課題だろうと思います。

平成 22 年度 4 月からの水道末端給水一元化に伴って、この辺統合されるわけな

んですけど、今後旧水道企業団のもつ水源をいかに効率よく使っていくのか、こ

れが今後の事務組合の会計の大きな課題だと思います。それには今後のやっぱり

新たなる負債をできるだけかかえない、そして今ある資源を有効に使っていく。

そういった方向でですねしっかりと今後末端給水一元化に取組を組合としてやっ

て頂きたいという要望を添えまして賛成いたします。

他のご意見ありませんか。

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１７号議案は、原案のとおり認定されました。

次に入ります

日程第９、第１８号議案 平成２０年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。執行部の説明を求めます。

はい、事務局長

それでは私の方から第 18号議案 平成 20年度宗像地区事務組合一般会計補正予算

（第１号）について平成 20 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算（第１号）を別
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井手事務局長

平川議長

平川議長

米山議員

平川議長

森次長

紙のとおり提出する。平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 池浦順文

内容等について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１，７２１万１千円を増額し、総額を１５

億６，４４９万９千円とするものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明させて頂きます。

歳入から説明させていただきます。５ページをお開き願います。

まず、１款 分担金及び負担金 １項 負担金では、４目 消防費負担金について、構

成市における地方交付税の確定に伴い６３５万３千円を増額するものでございます。

次に、５款 繰入金では、１項 基金繰入金、１目 財政調整基金繰入金について、

消防費負担金の増額に伴い３５９万７千円を減額し、急患センター事業特別会計の前

年度決算の確定による剰余金分の繰入れとして２項でございますが 特別会計繰入金

１，２３６万９千円を新たに計上するものでございます。

６款 繰越金についてでございますけど、前年度決算の確定により２０８万６千円

を増額するものでございます。

続きまして、歳出でございますが、６ページをお願いします。

４款 衛生費では、歯科休日急患センターの開設費用といたしまして、工事請負費

を７６７万６千円、備品購入費を５６３万２千円、合計の１，３３０万８千円を新た

に計上させていただくものでございます。

先程も末吉議員の方からご質問があっておりましたが、歯科医師会の方から要望等

ございまして平成 21 年度から歯科の休日急患センターを設けるようにいたしており

ます。場所等の部分につきましては旧急患センターの一角に空いた部屋等ございまし

たのでそちらの方を先ほど言いましたように開設費用といたしまして公費を計上さ

せて頂きながら急患センターの診療を始める予定にいたしております。

それから５款 消防費では、人事システムの導入費用につきまして、当初予定して

おりました契約方法を見直したことに伴い、導入作業委託料２５７万３千円を増額

し、システムリース料を２４万円減額するものでございます。

以上で一般会計補正予算の説明を終わらせて頂きます。ご審議の程よろしくお願い

をいたします。

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

はい、米山議員

ただいまご説明ありました 5 ページの保健衛生総務費、歯科急患センターの設

置に伴う数字ですけれども、診療機械器具の内訳といたしまして治療台は何機設

置する予定でしょうか。

はい、事務局次長

診療台は 1 台です。
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平川議長

米山議員

平川議長

森次長

平川議長

石橋議員

平川議長

森次長

平川議長

平川議長

はい、米山議員

歯科医師会の要望等に関して 1 台で十分当面の間、間に合うということで理解

しといてよろしいですか。

はい、事務局次長

これはですね、歯科医師会と十分協議した上での決定になっております。

はい、石橋議員

歯科急患の件でお尋ねをいたします。もう少し内容をですね、どういうふうな

開業をするときに、開業する場合の内容ですけれども今の急患センターを同じ時

間帯とか体制はどういうふうな形になるのか。担当に当たられる先生は、宗像と

か福津にたくさんの歯科医師の方がいらっしゃると思うのですけれども、そうい

う方々が当たられるのかまたは、急患センターのように九大とかそういうところ

から来られるのか。もう少し内容を教えて頂けませんでしょうか。

はい、事務局次長

歯科医師会からの要望をいろいろ受けて協議をやってきたわけですけれども、

体制としては宗像の歯科医師会 60 診療所ぐらいあったと思いますが、そのメンバ

ーの方が交替でということで、今まで順番制で年間 14 日ほどやってあったんです

けれども今回の分についきましてはですね、日曜日 9 時から 4 時半の開業という

ことで、年間 74 日予定しております。

受診者につきましては近隣で休日開業しているところがあります。粕屋南部、

筑紫野の方とかあるんですけど、そちらの方で約 1 日 8 名程度の受診、だいたい

8 名ほど来られると採算が合うという話をされておりました。

それを下回ると人件費の方にひびくという話があっておりましたけれども、基

本的にピーアール等をしながら 8 名を確保したいという話があっておりました。

以上よろしいですか。

他にありませんか。

(異議なしの声)

ないようでありますので、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１８号議案について討論を許します。

ご意見ありませんか。
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平川議長

平川議長

平川議長

井手事務局長

（異議なしの声）

ないようですので、これをもちまして討論を終了いたします。

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）

全員賛成であります。

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１０、第１９号議案 「平成２０年度宗像地区事務組合急患センター事

業特別会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。執行部の説明を

求めます。

はい、事務局長

第 19 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補正予算

（第１号）について 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補正

予算（第 1 号）を別紙のとおり提出する。平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組合

組合長 池浦順文 内容等について説明をさせていただきます

まず、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 595 万 4 千円を増額し、総額を 2

億 4,144 万 1 千円とします。

補正の内容につきまして、事項別明細に沿ってご説明をさせて頂きます

歳入から説明させていただきます。３ページをお開き願います。

２款 分担金及び負担金、１項、２目、１節 創設費負担金ですが、2,081 万 7 千円

に対して、641 万 5 千円を減額し、1,440 万 2 千円とするものでございます。宗像市

が 378 万 7 千円、福津市が 262 万 8 千円の減額となります。

減額の理由についてでございますが、昭和５５年度起債、休日夜間急患センター建

設事業債を平成１９年度公的資金補償金免除繰上償還制度により繰上償還したこと

で、平成２０年度における償還費が不用となったことにより、その財源の負担金を減

額するものでございます。

４款 繰越金、１項、１目、１節 繰越金は、平成１９年度決算の確定による剰余金

を全額繰越すもので、2 千万円に対し、1,236 万 9 千円を増額し、3,236 万 9 千円と

するものでございます。

次に、歳出の説明に入らせて頂きます。４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、２８節 繰出金でございますが、新たに

1,236 万 9 千円を計上し、決算剰余金の一部を一般会計へ繰出すものでございます。

２款 公債費、１項、１目 元金、２３節 償還金利子及び割引料は、1,462 万 8 千

円に対し、517 万 1 千円を減額し、945 万 7 千円とするものでございます。
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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

平川議長

井手事務局長

２目 利子、２３節 償還金利子及び割引料は、628 万 9 千円に対し、124 万 4 千円

を減額し、494 万 5 千円とするものでございます。

合計で 641 万 5 千円の減額となります。内容は、歳入の創設費負担金のところで説

明したとおり、昭和５５年度の起債を平成１９年度に繰上償還をしたことにより、こ

の分の２０年度償還費が不用となったためでございます。

以上で第１９号議案の説明を終わります。審議のほどよろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（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。第１９号議案について討論を許します。

ご意見ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして討論を終結いたします。

これより第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）

全員賛成でございます。

よって、第１９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１１、第２０号議案 「平成２０年度宗像地区事務組合水道用水供給事

業会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。執行部の説明を求め

ます。

はい、事務局長

第 20 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補正予算第 1

号について 平成 20 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計補正予算第 1 号を

別紙のとおり提出する。平成 20 年 9 月 30 日 宗像地区事務組合 組合長 池浦順

文

内容等の部分についてご説明をさせて頂きます。

内容といたしましては、人件費、水道統合に向けた両市からの 10 月 1 日付派遣職員

の負担金及び公的資金補償金免除繰上償還に伴う借り換えによる支払利息と、企業債

償還金の財源としての企業債並びに末端給水一元化に伴います事業認可申請業務委
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井手事務局長 託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 976 万 2 千円増額、第２項営業外費用を 1 億 426 万５千円減額補正

いたしまして、事業費用を 8 億 5034 万 2 千円といたしております。

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 4600 万円を補正し、第１款資本的収入を 9 億 6326 万 8 千円といたし

ております。

また、支出の第 2 項企業債償還金につきましても、繰上償還に伴う額としまして、

1 億 9314 万 4 千円を補正し、第１款資本的支出 15 億 8425 万 7 千円といたしており

ます。

第４条は、水道広域化に伴います認可申請業務を２ヵ年に渡り契約を結ぶため 2 ペー

ジになりますけど債務負担行為を、期間平成２１年度まで、限度額 970 万円と新に定

めております。

第５条は、企業債について、繰上償還の財源といたしまして、上水道借換債 4600

万円を利率 4.0％以内で借り入れるものでございます。

第 6 条は、予算第 6 条に定めた職員給与費を昇任に伴いまして 81 万 6 千円補正い

たしまして、1 億 425 万 2 千円といたしております。

次に 3 ペ－ジの補正予算実施計画でございますが、1 ペ－ジで説明いたしました第

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 9 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。

次の４ページの資金計画でございますが、この表は、資金の動きを表したものでも

のでございます。

５ページの給与明細書でございますが、昇格に伴う増額となっております。

次に 6 ページをお開き願いたいと思います。

債務負担行為に関する調書でございますが、支払期間、金額と財源を記載いたして

おります。

次に平成 20 年度末(平成 21 年 3 月 31 日)の予定貸借対照表を 7 から 8 ページに掲

載いたしております。

資産合計、負債資本合計それぞれ 179 億 1751 万 2 千円を見込んでおり、当年度

未処理欠損金につきましては 1 億 6269 万 6 千円を予定いたしております。

最後に 9 ページの事項別明細書でございますが。収益的収入及び支出の営業費用の

3 目総係費につきましては、職員給与費で手当、法定福利費を 81 万 6 千円、水道統

合準備に伴います派遣職員の負担金 894 万６千円を補正いたしまして 5423 万 8 千円

を計上いたしております。

営業外費用の 1 目支払利息につきましては、平成 20 年３月に借換を実施したこと

などにより 1 億 426 万 5 千円減額いたしております。

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う財源として、4600

万円の企業債、支出の企業債償還金につきましては、借換時に借入期間を短縮したこ

となどによりまして 1 億 9314 万 4 千円増額の補正予算となっております。
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井手事務局長

平川議長

末吉議員

矢冨総務課長

平川議長

石橋議員

以上で議案の説明を終わらせていただきます。審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

はい、末吉議員

資本的支出の企業債の償還金で 1 億 9314 万 4 千円、平成 19 年度の決算の中で

も総額約 16 億近い繰り上げ償還をして、かつその中で 3 億以上のですね軽減をし

てるわけですね。

そういう意味では水道事業にとってこの財政にとって繰り上げ償還がどれだけ認

定されるかという非常に原水費にも両市にわたる影響もあると思いますので、今

年度のここに掲げられてる金額が決算資料の企業債の明細書がありますが、この

中のどの部分を繰り上げ償還の計画にあるのか、それと平成 20 年以降の計画につ

いても聞きたいと思いますが。

はい、末吉議員さんのご質問ですけれど、まず第 1 点目のどの部分が企債の償

還にあたっているのかということで、まず、ページ開いていただきたいのですが、

決算書の 21 ページからの企業債明細書、この分の 20 年 3 月に借り換えたものは、

まず上からまいります。

6 番大蔵省の資金運用この部分と、それから 7 番、それから 10 番、それから 12

番、14 番、16 番、18 番この 7 件が平成 20 年 3 月に借り換えております。

それから次のご質問でございますけども、平成 20 年度に借り換えを予定してお

ります部分が 20 番、それと公営企業の 19 番、それと 22 番それと 24 番この 4 件

です。 それと 21 年度借り換えの予定が大蔵省の 21 番、それと 23 番の 2 件です。

以上が今後借り換えの予定で今申請等をして現在実施をいたしておるというとこ

でございます。

他に。はい、石橋議員

冒頭、組合長の方から、10 月 1 日から派遣職員を受け入れて、統合に向けて本

格的にスタートするという挨拶がありました。

これに伴って今回の補正で派遣職員の方を受け入れる負担金という事で、出て

るいんですけれども、894 万 6 千円ということですがこれは半年分だろうと思う

んですけれども、それぞれの市から両市から職員が派遣をされてくるのかなと思

うんですが、

それぞれの職員であればそれぞれの自治体の給料からとかそういうことからの

兼ね合いでどういうふうになるのですか。

両方から負担し、新たに誰かを連れてくるのですか。それともそれぞれ職員が

するのですか。
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森次長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

平川議長

はい、事務局次長

もうそれぞれ両市内示があっております。福津市の方から係長、宗像市の方か

ら主事主任が来るようになっておりますけれども、予定されておりますので、事

前に給与関係の積算すべてデータいただいてですね、こちらの方で負担金として

計上させてもらっています。基本的に宗像の方で支出している、福津の方支出し

ている、退職金、積み立て金等も全部含めて形での金額を負担金として我々の方

が支出をするという形にしています。

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。第２０号議案について討論を許します。

ご意見ありませんか。

（異議なしの声）

これをもちまして討論を終了いたします。

これより、第２０号議案について採決を行います。

本案は原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第２０号議案は原案のとおり可決されました。

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、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正に

つきましては、議長に一任いただくことで決しました。

これをもちまして平成２０年第２回議会定例会を閉会いたします。

ありがとうございました。
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