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平成２１年第１回宗像地区事務組合議会定例会

日時：平成 21 年 2 月 17 日(火) 10：20～14：00

場所：多礼浄水場 会議室

阿部議長

阿部議長

神谷議員

井上議員

西山議員

皆さん、おはようございます。

定刻になりましたので、ただ今から平成 21 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。

7 番吉田議員から午前中欠席、10 番田原議員から欠席の連絡を受けております。

ただいまの出席議員は 14 名で、定足数に達しています。

よって、平成 21 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。こ

こに開会をいたします。

なお、お諮りをいたします。傍聴の申し出があっておりますが、許可をしたい

と思いますがよろしいですか。

（異議なしの声）

それではそのように取り計らいます。

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、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。

これより日程に入ります。

日程第 1「議席の指定について」を議題といたします。

宗像地区事務組合議員として 2 月 12 日付で、福津市議会選出の議員の皆様は、

現在、ご着席の席を議席といたします。事務局より名簿並びに名札等を配ります。

ここで、議員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。１番の議員からお

願いします。

宗像市議会の神谷建一です。よろしくお願いします。

おはようございます。福津市議会の井上 聡です。事務組合は今回が初めてで

す。よろしくお願いします。

おはようございます。宗像市議会の西山 隆と申します。よろしくお願いいた

します。
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渡辺議員

小田議員

米山議員

永山議員

大 久 保 議

員

迫 議員

末吉議員

村上議員

三浦議員

田中議員

阿部議長

池 浦 組 合

長

おはようございます。福津市議会から来ました渡辺由美と言います。２期目な

んですが、事務組合は初めてになりますので、どうぞよろしくお願いします。

おはようございます。宗像市議会の小田 英俊と言います。よろしくお願いしま

す。

おはようございます。福津市議会の米山 信でございます。前回に引き続きまし

て組合議員に選出させて頂きました。どうぞよろしくお願いいたします。

おはようございます。福津市議会の永山 麗子です。よろしくお願いいたします。

おはようございます。福津市議会の大久保 三喜男と言います。よろしくお願い

します。

おはようございます。福津市議会の迫 静吾と申します。久しぶりにカムバック

して、知った顔の方もたくさんおられるようで頑張っていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

宗像市議会の末吉 隆です。市内の日の里に住んでいます。よろしくお願いしま

す。

福津市議会の村上です。よろしくお願いします。

おはようございます。宗像市議会から出ております三浦でございます。よろし

くお願いします。

おはようございます。宗像市議会からの田中でございます。どうぞよろしくお

願いします。

大役をしており阿部 巌でございます。どうぞよろしくお願いします。

それでは続きまして執行部の紹介をお願いいたします。

組合長の池浦です。よろしくお願いします。
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谷 井 副 組

合長

井 手 事 務

局長

消防長

阿部議長

阿部議長

副組合長の谷井です。よろしくお願いします。

おはようございます。事務局長の井手でございます。よろしくお願いします。

事務局職員につきましては、私の方から紹介させて頂きますので、よろしくお

願いをいたします。次長の森です。会計管理者の堤です。総務課長の矢冨です。

施設課長の瀧口です。浄水課長の安部です。経営企画係長の的野です。総務係長

の永尾です。経営企画係長の中野です。総務係長の井上です。

おはようございます。宗像地区消防本部の消防長の木村でございます。

次長の乙藤です。よろしくお願いします。

消防総務課長の中村です。よろしくお願いします。

警防課長の門脇です。よろしくお願いします。

救急課長の松永です。よろしくお願いします。

予防課長の松尾です。よろしくお願いします。

日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

11 番 迫議員、12 番 末吉議員を会議録署名議員として指名をいたします。

日程第３ 「会期の決定について」を議題とします。

お諮りいたします。会期は、お手元に配布をしている日程で、本日、明日の 2

日間と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）

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。

日程第４ 「諸報告」に入ります。

池浦組合長。



4

池 浦 組 合

長

おはようございます。本日は、平成 21 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、一昨年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２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した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努力を続けてきたとこ

ろであります。

平成２１年度におきましても、統合の目的と組合の役割というものを再認識し、

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、総合経営シ

ステムの構築や行財政集中改革プランの実践等、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

化に努める必要があると考えております。

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。

まず、第１号議案は、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてのご審議をお

願いするものであります。

次に、第２号議案及び第３号議案については、平成 20 年度の一般会計及び急

患センター事業特別会計の補正予算のご審議をお願い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、職員人件費等の決算見込みによる補正や

構成市負担金の増額に伴う補正等をお願いするものであります。

第４号議案から第６号議案については、平成２１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3年目となる21年度の予算編成では、昨年度と同様、大きくは「行財

政改革の断行」と「経常的経費の節減合理化」に主眼をおく予算編成に努めたと

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、本年度
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池 浦 組 合

長

阿部議長

西山議員

に策定した集中改革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、昨年度に引き続き、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の主なものでございます。

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

億2,765万1千円、急患センター事業特別会計が2億3,386万2千円、水道事業会計

の収益的支出と資本的支出の合計が19億3,345万3千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。

最後に、私事ではございますが、皆さまもご存じのとおり、この 3 月 5 日をも

ちまして福津市長の職を退くことに伴い、組合長を退職させていただくこととな

りました。組合長として今日まで大過なく勤務できましたことは、議員各位を初

めとする市民の皆さまのご支援によるものであり、この場をお借りしまして、心

より感謝申し上げる次第であります。

今後は一市民として、組合の益々の発展を陰ながら応援してまいりたいと思っ

ております。今後ともよろしくお願いを申し上げます。

池浦組合長におかれましては、たいへん難しい時期の組合長、大変お疲れ様で

ございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

日程第５ 「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、１名であります。

なお、一般質問の制限時間は、答弁時間を含まず、1 人当たり、20 分間となっ

ております。質問回数は 1 件につき 3 回を原則といたしております。

3 番、西山議員の質問を受けます。

皆さん、あらためましておはようございます。今日大変寒くて今の時期は三寒

四温で体調をこわす時期でもあります。先程自己紹介いたしました宗像市議会議

員、社民党の 3 番西山 隆です。本日は消防職員の働く環境と諸制度について質

問させていただきます。

消防年報の平成 19 年度の統計によると、一昨年管内の火災件数は 77 件、救急

の出動件数が 4891 件の業務に対して消防職員 133 名、消防団員 916 人のスタッフ
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西山議員

阿部議長

池 浦 組 合

長

阿部議長

消防長

で宗像、福津の私ども市民の生命、財産を守っておられることに対して、大変な

御苦労に私は敬意をもっております。火災、救急の現場は我々が想像する以上に

過酷で危険なものであります。

幸い、この 10 年間は管内では大きな災害は起きていませんが、いつ起きても対

応できる対処を常にもっておられる消防職員の方々、つまりは 1 年間 365 日この

体制であると思います。そのためには職場が働きやすい環境が必要です。

以下 4 項目について質問いたしますので、回答の方よろしくお願いします。

１、消防職員委員会制度についての考え方を問う。

２、消防行政研究会についての考え方を問う。

３、休日勤務手当支給の取り扱いについて

４、定年退職者等の再任用職員の採用選考について

以上で１回目の質問を終わらせて頂きます。

組合長

西山議員の一般質問に対しましては消防長の方から答弁をさせて頂きます。

消防長

ただいま、消防本部の業務につきまして 4 点質問がございました件につきまし

て答弁をさせて頂きます。まず１点目消防職員委員会制度についてですが、

消防職員委員会につきましては、消防職員が階級制度のもとに、厳格な服務規律

と、統制のとれた部隊活動を要求される中で、消防職員間の意思疎通を図ると共

に、職員の意見を消防事務に、反映し易くすることにより、職員の士気を高め、

円滑な消防業務の運営に資することを、目的としているものと考えております。

具体的には、平成 7 年の消防組織法の改正により、全国の消防本部に設けなけ

ればならない組織として制度化されたもので、現在の消防組織法第 17 条に定め

られております。

その組織、運営の基準は、平成 8 年 7 月総務省消防庁告示第 5 号をもって、示

されており、当消防本部においても、平成 8 年 9 月に、内部規則第 6 号で職員委

員会の運営について必要な事項を定めております。

委員会の審議事項、意見の提出ですが、3 つに区分されております。

① 「勤務条件及び厚生福利に関すること」
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消防長 ② 「職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること」

③ 「消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること」

以上の 3 項目であり、

委員会開催状況としては、平成 8 年から、毎年１回開催し、職員から提出され

た意見を委員長 1 名、委員 10 名で審議しましております。

（１）実施することが適当である。（２）諸課題を検討する必要がある。

（３）実施は困難と考える。 （４）現行どおりでよい。

以上の４区分で審議結果を答申しまして、消防長は予算措置や職務遂行上の必

要性、近隣消防等の状況などを検討して、実施するかどうかを決定しているもの

であります。

近年の状況でございますが、平成 18 年度は、16 件の意見が提出されまして、

３件を意見に沿うような形で実施、8 件は今後の検討事項、5 件を現状のままと

しております。

平成 19 年度は、9 件の意見が提出されまして、3 件を実施、3 件は検討事項と

し、3 件を現状のままとする、と言うところであります。

平成 20 年度につきましては、8 件の意見が提出されまして、実施することとし

たものが 2 件、現状のままとしたのが 6 件でございます。

そのような状況でありますが、職員が消防活動、救急活動、救助活動を行う上

で安全管理上必要な、また、市民の生命財産を保護する観点から、必要性の高い

ものについては、努めて実施して行く方向で、それから、庁舎設備等については、

24 時間勤務と言う特殊性からも快適な環境が望まれるところであり、比較的容易

に改修できるものは、予算執行状況を見ながら行い、大規模な改修を要するもの

は、経過年数やタイミングを見ながら実施すべきものと考えております。

賃金、その他の給与、労働時間、休日休暇等に関する意見もございますが、こ

れらについては、関連する規則、規程に則って、執行しているものであり、県下、

あるいは近隣消防等の状況も勘案しながら、過不足のないように措置しなければ

ならないものと考えております。

次に 2 番目の消防行政研究会についてですが、

当該研究会につきましては、消防業務に関する研究、勉強する消防職員の任意

の団体であると思っております。

消防業務に関することを、任意に調査勉強することは、特段の制限を受けると

言うものではないと思いますが、我々が、地方公務員である消防職員として勤務

する上においては、地方公務員法で定める「服務の根本基準」をはじめとする義

務、あるいは制限事項、禁止事項、また、消防組織法や消防法の目的に沿ったも
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消防長

阿部議長

西山議員

のであると言うことは、当然でありますし、それぞれの消防本部で定める､規則や

服務規程にも沿った形で、業務に関する研鑽を行うということは、自由と思いま

すし、そのような方針で、行動されているものと思っております。

次に３番目の休日勤務手当支給の取り扱いについてですが、これにつきまして

は宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例第 17 条に定めるところに

より、祝日法による休日、及び、年末年始の休日において勤務を命じられた職員

には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時間当たりの給与額

に 100 分の 125～100 分の 150 を乗じた額を、休日勤務手当として、支給する取

扱いとなっており、そのように実施しております。ちなみに平成 19 年度決算で

の休日勤務手当の支給総額は 4,325 万円です。

４点目の定年退職者等の再任用職員の採用選考についてですが、定年退職者の

再任用については、本部内の一般通達をもって、該当者に通知し、希望者は所定

の手続きで、申し込むことになっております。

採用の選考の基準につきましては、通達にも定めておりますが、退職前の在職

期間における勤務実績、及び健康状態、並びに、協調性、堅実性、積極性、職務

意欲、規律意識、等々の消防職員、公務員としての要素を総合的に考慮して、判

断しております。以上です。

それでは、再質問は 1 項目ずついいですか。 西山議員。

1 番目の消防職員委員会制度につきましては、消防長が今経過等述べられまし

た中には十分認知されているという風に思うわけですが、ここ 3 年は、職員の方

といろいろ話してみますと要望に対して消防長の判断に改善の趣旨がみられない

というようなお話を多々伺っておるところであります。

今回、救急車出動の際に酸素ボンベを積むというお話があった時に予算上は計

上されているが実際はされてないということを職員の方から聞きまして、この職

場は、先ほども申しましたようにいつ災害が起きるかわからない。

職員委員会の制度そのものは経過なり歴史を見ていくということで認めてあり

ますけれども、この委員会の在り方について今後、私の資料から見てみますと言

い方は悪いですが、ちょっと冷たいかなというような感じがありましたので再度

お聞きしますが、この委員会制度について今後ですね、やはり今委員を構成され

ているメンバーがおられますが、是非それにもお聞きするのはあらためてかもし

れませんが委員会制度のあり方を是非もう一回検討するという事があれば回答願

いたいし、なければそれでようございますが、どうでしょうか。
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阿部議長

消防長

阿部議長

西山議員

消防長

消防自動車に酸素ボンベを積むという意見は平成 20 年度の委員会で確かに提

案提出されております。その理由としましては、救急車が全部出払っている、あ

るいは行くのに 10 分以上かかるとかいろんな消防隊が先行して出動する必要が

ある場合には、消防隊のみで最初出動していくわけですけど、その時に先に着い

た時に傷病者に対して酸素投入する必要があるケースが多いという事で、そうい

った意見が出されまして、その件につきましては、予算も伴う事でございますが

すでに 20 年度から前倒しできる分は前倒しをして積載をする方向、20 年度に間

に合わない部分については 21 年度から資材等を購入して配備をする方向で考え

ております。

委員会制度を全体的にどうかということでございますが、予算を伴う事がかな

りございますし、最初の答弁で申しましたとおりいろんな規程の改正が必要なも

のもございますし、勤務時間あるいは給与等につきましてはそういったこともご

ざいますし、そういったものにつきましても全国的あるいは福岡県、近隣消防そ

ういったものを参考にしながら厳しく劣っておるのでは環境対応では私もまずい

と思いますので、そこら辺は全体的に宗像消防が劣っておるという事があれば改

良しなければならないと思いますし、そういったものにつきましては今後の職員

委員会の中で提出意見を慎重に検討しながら、予算の必要につきましては事務局

あるいは組合長等にも相談をしながら対応していきたいと思っています。ありが

とうございます。

西山議員

1 項目は、制度を十分活用して、これからも職場改善に向けていっていただき

たいとお願いしたいと思います。

2 番目の消防行政研究会についてであります。ここは任意団体ということで全

国的にかなり仲間が行政研究会という組織を立ち上げております。

そのような問題でここアメリカ発の 100 年に一度の経済の危機に対して公務員

も労働者であります。

そこで事務局の方にお聞きをしたいのですが、今年の 1 月に仲間といろんな形

で人事考課制度について話があっているようですが、かなり前の地域手当につき

ましても福津市と宗像市で若干協議があったと思います。人事考課制度について

今後、消防職員の中にどのように発展するのかお尋ねしたいと思います。
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阿部議長

森次長

阿部議長

西山議員

阿部次長

森次長

阿部議長

森次長

人事考課制度につきましては平成 18 年給与構造改革が人事院の勧告があった

んですが、その中で人事評価制度導入ということが示されました。

それを受けまして各自治体で今人事評価制度導入というのを進めております。

当組合におきましても一昨年から人事考課制度導入について今試行の段階です。

2 年後を目途に導入する形で動いています。

西山議員

消防職員の方は現場に行くとそれぞれ連携で火事の場合あっち行け、こっち行

けということで、評価が難しいと思うんですよ。言い方が難しいんですが、制度

そのものが消防職員の現場にあてはめるのが、事務局はどう考えられますか。

森次長

人事考課制度の大きな目的は人物を評価という事ではなくて、業務に対する意

欲を喚起するのが大きな目的で、それによりまして一つの手法として目標管理制

度というのがあるのですけど、これは当組合が目指す目標をきちっと掲げて業務

を遂行するという事を行うがために目標を管理していくということです。

目標管理制度で目標設定シートというのをだすのですけれどもこのシートを利

用しまして人物評価をするという形になります。

目標はさっき西山議員が言われましたみな同じ行動を起こす、同じ業務をこな

すということでみんな同じ評価になるのではないかということで今言われたと思

うのですが、実際は若手職員であったり、年配の職員であったり経験年数が全く

違います。職階も当然違います。個々に目的が全部違ってくるのです。

同じ様にやっているようですけども職員個人個人の目標が全く違ったものにな

りますので、その目標に向かってどれだけの業務をやったか、どれだけの意欲を

持って仕事をこなしたかというのを評価をするというのが人事考課です。

そういう意味で評価はいろいろあるでしょうけど金太郎飴のような見方になる

のではないかとよく言われるのですけれどそういう事はありません。

西山議員
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西山議員

阿部議長

消防長

消防職員の方が夜中に出動するということは、我々の生命なり財産が脅かされ

ているということで、出てもらわない方が一番いいのですよね。

私も消防本所の近くに住んでいますので、かなり体力的にも鍛えてあります。

やはり現場に出られることは少ない方がいいのだけれど、人事評価がほんとにあ

るのかと疑義に思っているので、要望として今後研究をして頂きたいと思ってお

ります。

続きまして３項目目です。聞くところによると私ども平成１７年３月の末に大

島と合併致しまして、大島渡船職員が、消防職員の勤務体系と一緒ということで、

祝日の賃金の支払いについて、今日は谷井副組合長もお見えですが、話によると

幅を持って支払われるべきではないかというようなお話を聞いて、今担当課の方

に 2 月に調査するという話まで確認をしております。

執行部に今日質問ですが、消防職員の質問になりますので消防職員についても

若干意見が違うと思うことがあるんですね。いろいろ調べさせて頂くと、祝日が

休みじゃない時に出てきたら仕方ない、ある人に聞くと正月三箇日にでるからし

っかり頑張ってくるよという話もあります。そういう面で行政職は宗像市の正職

員には支払っている実態この辺の中身を消防長ご存じですか。

消防長

先ほど答弁しましたように給与条例の中で祝日に勤務したものは、祝日法に定

める休日は２４時間勤務ですから土日が必ず休みということはございませんで、

祝日の日が週休日に当たった場合は次の勤務日に勤務した場合には本来週休じゃ

なかったらそこに勤務した休日勤務手当は支給されるという状況をたまたまそこ

が週休にあたれば次の勤務日に勤務した場合は、そこの休日勤務手当を支給する

ということが制度になっております。

これは直接質問の事とは違うかもしれませんけれども年末年始の休日が 29 日

から 1 月 3 日までございまして、その内祝日は元旦だけでございますが、29 日 30

日 31 日 2 日 3 日は我々は勤務を要しない日になっておりますけれども、これにつ

きましては勤務をされた職員につきましては先ほど言ったように休日勤務手当が

支給されますが、そこが週休に当たった場合にはこれにつきましてはカレンダー

の旗日といいますかあれとは違いますので直近の勤務日に休日勤務手当が出ると

いう制度にはなっておりません。

ちなみにこの体制につきましては去年その前等からいろんな他の団体等で支給

をしておった事についての再調査があって逆にそれは不適正な支給であったとい



12

消防長

阿部議長

西山議員

阿部議長

消防長

西山議員

阿部議長

消防長

うような事で今すぐ中止というようなことも新聞等にも出ておりましたし、その

辺について宗像消防本部は消防組合時代から年末年始についてはそのような取扱

いをしておりましたし、それについては制度上不適正ではないというふうに考え

ております。

西山議員

支給はしないという結論のようですが、法律では支払わなくていいということ

ですが、宗像市条例では支払わなければならないという事が如実になったんです

ね。今執行部の方で調査をやるという事を聞きましたので、やはり消防職員の方

も少し調査をしてみるというようなことができないのですか。

消防長

消防職員が勤務した場合には、休日であって勤務した場合にはこれこれいろん

な理由をつけて休日勤務手当が出ないということはまったくございません。

勤務した場合には必ず休日勤務手当が申しましたように全時間に対して支給さ

れております。

4 番にいきます。今年度退職者が消防長をはじめ３名と聞いております。

希望されたのは１名ということを聞いております。先程いろいろ消防長が採用選

考について４項目ぐらい申されましたが、その中でなぜ彼が不適当であったか、

不採用であったという要因がわかれば伝えてください。

消防長

再任用につきましては希望する職員はできる限り採用するよう努めるというこ

とが求められていると思っておりますけれども、１回目の答弁で申しましたよう

に能力の実証が改めて必要となる再任用ということで改めて必要になるというこ

とから希望者が当然に再任用されることが保証されているものではないというふ

うに考えております。

またここで個人的な個別のケースにつきましての内容については個人情報等の観

点から答弁は差し控えたいと思います。
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阿部議長

西山議員

阿部議長

西山議員

まだ 10 分近くありますので。採用の制度についていろいろ勉強させて頂きまし

た。平成 13 年度から自治省が通達を出し、人事院も規則を変えました。

それについて若干伺いますので、お聞き願いたいと思います。人事院規則定年

退職者の再任用について、総則第２条再任用を行うにあたっては、地方公務員法

第 27 条に定める平等取扱の原則及び法第 33 条に定める任免の根本基準並びに法

第 55 条第 3 項及び法第 108 条の 7 の規定に違反して職員の任免を行つてはなら

ない。定年退職者が同法の 182 条第 1 項に規定する職員団体の構成員であったこ

とその他同法 18 条の中に規定することを理由として再任用に関して不利益な取

扱いをしてはならない。というような人事院規則が改正をされています。また更

には自治省がこの超高齢化社会に向かって平成 12 年度にこう言いうことを改定

として謳っております。

本格的な高齢社会に対応し高齢者の知恵、経験を社会において活用すると共に

年金制度の改正に合わせて 60 才代前半の生活を雇用と年金の全権により支える

ことが官民共通の課題となっている。こういった背景を踏まえ地方公務員法及び

関係法令の改正により地方公務員についても 60 歳定年制を維持する。高齢職員の

雇用を促進するため 60 歳前半に本来働く意欲と労力のあるものを新たに再任す

ることを再任制度を国家公務員の制度との均衡をとりつつ導入することにしま

す。

また制度の内容といたしまして、①定年退職時にとうにより退職したものを任

期を定めて改めて採用できることとすること。②任用されるものの年齢の上限は

国の職員につき定めを基準として条例で定める。③常勤勤務の他、短時間勤務の

勤務形態を新たに設ける。となっています。こういう事で人事院、自治省平成 13

年度に再任用をやりなさい。と今回も消防長以下３名のなか１人しか要望がなく、

不採用になっている。

今までも聞くところによると昭和 49 年から 40 年くらい採用されて団塊世代今

からかなり多く出てこられる。改めてまた消防職員を退職されて働く大変厳しい

環境である。というようなことについて、先ほど消防長が申されましたいろんな

事の中で今私が申しました人事院と自治省の通達についてのどういう見解をお聞

きしたいと思います。

消防長
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消防長

阿部議長

西山議員

阿部議長

池 浦 組 合

長

今西山議員がおっしゃいました人事院規則その他もろもろ再任用制度のできた

主旨については私もそのように思っております。

しかし前も申しましたように希望者が何名だからとか予算があるからとかそう

いうことも必要な条件、クリアする条件だと思いますけども、それと合わせ持っ

て個々のケースを判断いたしまして、先ほど申しましたような必要な選考基準、

これに合っているかどうか、それを厳正に判断、対応しておるつもりでございま

して、制度の主旨が間違っているとか、これはうちでは考えていないとか言う事

はございませんけども、あくまでも個々のケースを選考基準に厳正にあてはめて

それぞれの判断を行っているということでございます。

西山議員

最後になりますが、私も彼をよく知っております。そしてまた今まで消防本部

においても大島とか神湊の消防大会の全国でも三位に入るような指導をされた方

であり、また２月２日、消防長の採用取り消しの決定から聞くところによると消

防署内で同士の方々は消防長にどうにか採用できないかという動きもありまし

た。

そういう意味で今日池浦組合長がおいでですが再任用制度についてですね、こ

ういう前例といいますかこういうことがあっていいのか、それと任用制度につい

て組合長の考えをお聞きしたいという事で私の質問を終わりたいと思います。

池浦組合長

私どもでも再任用をしておりますし、希望する者も希望しない者もおります。

希望して途中で辞めることもありますけれども、特に任用につきまして、私情は

挟むべきではないと思いますので先に消防長が申しましたような、そういうもの

であると判断したものについて、それを私は重んじるべきではないかと思ってお

ります。

これは職員採用のときでもそうでございましょうし、そういう私情を挟んで私的

なものをするべきではないという考えを持っているところでございます。従いま

して私どもの現在の福津市におきましても当初からの市長の裁量権というものは

一切考慮いたしておりませんし、担当する者があげてきたものでそれを判断させ

て頂いている状況でございます。以上です。
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阿部議長

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

井 手 事 務

局長

以上で西山議員の一般質問は終了いたします。

ここで休憩といたします。再開は 10 時 35 分といたします。

（15 分休憩）

それでは再開をいたします。休憩前に引き続き会議を始めます。

日程第６ 第 1 号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の増減及び福岡県市長職員退職手当組合規約の変更について、を議題とい

たします。提案理由の説明を求めます。

議長

井手事務局長

それでは、第 1 号議案について説明させていただきます。

第１号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増

減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由を申しあげ

ます。

提案理由 平成 21年 3月 31日限り、福岡県南広域消防組合及び老人ホーム八媛
や ひ め

苑
えん

組合が解散されることにより、大野城太宰府環境施設組合が退職手当に関する

事務を共同処理する必要がなくなったことにより、福岡県市町村職員退職手当組

合を脱退し、また、平成 21 年 4 月 1 日から、久留米広域市町村圏事務組合が福

岡県市町村職員退職手当組合に加入することに伴い、福岡県市町村職員退職手当

組合を組織する地方公共団体の数を増減し、福岡県市町村職員退職手当組合規約

を変更する必要が生じたため、地方自治法第 290 条の規定により議会の議決を求

めるものであります。

２頁をご覧ください。

福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 福岡県市町村職員

退職手当組合規約（昭和 36 年県指令 36 地第 903 号許可）の一部を次のように改

正する。

別表第１糟屋郡の項中「北筑
ほ く ち く

衛生施設組合」を「北筑
ほ く ち く

昇華
し ょ う か

苑
えん

組合」に改め、三井郡

の項中「、福岡県南広域消防組合」を削り、八女郡の項中「、老人ホーム八媛
や ひ め

苑
えん

組合

を削り、その他の項中「、大野城太宰府環境施設組合」を削り、「筑紫野・春日・

筑前筑慈
ち く ぜ ん ち く じ

苑
えん

施設組合」を「筑慈
ち く じ

苑
えん

施設組合」に改め、「有明広域葬斎施設組合」の
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井 手 事 務

局長

阿部議長

永山議員

永尾係長

井 手 事 務

局長

阿部議長

次に「、久留米広域市町村圏事務組合」を加える。

別表第２第１区の項中「大野城太宰府環境施設組合」を削り、「筑紫野・春日・

筑前筑慈
ち く ぜ ん ち く じ

苑
えん

施設組合」を「筑慈苑施設組合」に改め、第３区の項中「北筑
ほくちく

衛生施設組

合」を「北筑
ほ く ち く

昇華
し ょ う か

苑
えん

組合」に改め、第４区の項中「福岡県南広域消防組合 老人ホー

ム八媛
や ひ め

苑
えん

組合｣を削り、「八女地区消防組合」の次に「久留米広域市町村圏事務組合

を加える。

附 則といたしまして、

この規約は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。ただし，別表第１（「北筑
ほくちく

衛生施

設組合」を「北筑
ほ く ち く

昇華
し ょ う か

苑
えん

組合」に改める部分に限る。）及び別表第２（「北筑衛生施設

組合」を「北筑昇華苑組合」に改める部分に限る。）の改正規定は，平成 21 年 1 月

１日から適用する。

「ほくちく」と読んでいましたが「きたちく」です。申し訳ありません。

2 頁以降の部分につきましては福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正

る規約の新旧対象表ですので、今説明しました内容等についてこちらの方をご覧

いただければ整理ができるようになっておりますのでご理解いただきますように

よろしくお願いいたします。以上で第 1 号議案についての説明を終わらせて頂き

ます。

これから、質疑を受けます。質疑ございませんか。

永山議員

今の「ほくちく」か「きたちく」かをはっきりしてください。

退職手当組合の方に確認を取ったところ「ほくちく」と聞きましたのでそのよ

うに伝えていたのですけれど。

永山議員より「ほくちく」の読み方の問い合わせがあっておりますが、我々も

はっきり確定したことがわかりませんでしたので、退職手当組合の方に読み方を

問い合わせをさせて頂いたところですが、今一度この北筑の組合の方に確認をさ

せて頂いて、読み間違えがあれば訂正させていただきますのでよろしいでしょう

か。

他に質疑ございますか。

ないようです。質疑を終結いたします。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

井 手 事 務

局長

これより、討論を行います。討論ありますか。

（異議なしの声）

討論ないようです。討論を終結いたします。

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。

（挙手）

全員賛成であります。

よって、第１号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第７ 第２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

２号）について、を議題といたします。執行部の説明を求めます。

議長

井手事務局長

それでは、第２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

２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 1,023 万 9 千円を減額し、総額を 15

億 5,426 万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 ページをお開きください。

３款 県支出金では、民生費県補助金を 24 万 5 千円を増額するものでございま

す。これは、精神障害者共同作業所運営費に係る県補助金の追加交付分でござい

ます。

４款 財産収入につきましては、医師会病院下の県道用地約 79 平方メートルの

売却収入 162 万円を新たに計上するものでございます。

５款 繰入金、１項 基金繰入金では、歳出側消防費の減額に伴い消防費に係る

財政調整基金の繰入金を 1,592 万 2 千円減額するものでございます。

同じく 5 款 繰入金、2 項 特別会計繰入金につきましては、急患センター事業
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井 手 事 務

局長

阿部議長

）

三浦議員

特別会計からの繰入金を 381 万 8 千円増額するものでございますが、これは構成

市の地方交付税確定に伴う特別会計における構成市負担金の増額分でございま

す。

次に歳出でございます。6 ページをお願いします。

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、決算見込みに

よる職員人件費の減額と、今回歳入で計上した急患センター事業特別会計からの

繰入金 381 万 8 千円を財政調整基金に積み立てます。また、３目 財産管理費にお

いて、これも今回歳入で計上した土地売却収入 162 万円を財政調整基金に積み立

てるものでございます。

３款 民生費では、精神障害者共同作業所の運営費補助金につきまして、歳入の

県補助金追加交付に伴い、同額の 24 万 5 千円を増額するものでございます。

４款 衛生費では、２項 清掃費の１目 し尿処理場費で、決算見込みによる職員

人件費の減額と、汚泥処分先の変更により汚泥処分費用が大幅に減少しましたの

で、し尿処理施設保守点検料に含まれております処分委託料につきまして、1,378

万 5 千円を減額するものでございます。

最後に５款 消防費では、決算見込みによる職員人件費の減額として、給料 383

万 2 千円、職員手当 741 万円、（７ページ）共済費 108 万円の減額を行うものでご

ざいます。また、入札執行残等決算見込みによる減額として、通信設備保守点検

料で 170 万円、庁舎改修等工事で 190 万円を減額しております。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いし

ます。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

三浦議員

まず最初に歳入の分ですが、精神障害者共同作業所の運営費、県が補助金を増

額 24 万 5 千円して頂いたわけでございます。

非常に良いことでございますが、だいたいこれは県の補助金に対して、組合か

らまた同額のお金を出して、作業所に補助をしているという内容のものであろう

かと思います。

そこで当初予算に組合側は既に 294 万円の予算を立てている。しかし県の方は、

見込みとして 269 万 5 千円しかあげていない。市の方は、既に 290 万からの予算

を出しているということは、県の方もそれ位は出るだろうという見込みは持って

いたのではないか。にもかかわらずこういう形で補正でやってきたのには、何か
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三浦議員

阿部議長

井 手 事 務

局長

理由があったのではないか。つまり当初は 260 万程度しか出ないようになりまし

た。

しかし組合側は、県の補助金以上に 290 何万出しましょうと、考えていたんで

すよということなのかどうなのかをお尋ねします。

次に歳出の方ですが、し尿処理費、先ほど事務局長からご説明がありました。

だいたいのことはわかりましたが、今回当初予算 3,900 万あげていたのを、2,525

万 2 千円にしたと、1,378 万 5 千円減額した。

安くなったことですから私も、非常にいいと思っておりますし、喜んでおりま

す。これを調べてみますと、昨年度平成 19 年は、3,749 万かかっている。大幅に

削減されたわけですよね。おそらく事務局、組合長の努力の賜物だと思っており

ます。さっきの説明では、汚泥の処理費が安くなったということですが、間違い

かもわかりませんが、以前は焼却処分をしていたけれども、今は違うのだという

話を聞いたことがあります。ここの辺り、なぜ安くなったのか具体的にご説明を

お願いします。以上２点をよろしくお願いします。

事務局長

県の補助金に関しては調べておりますので、後でご説明いたします。

もう１点でございますが、し尿処理費の関係で、大幅に補正、要するに減額させ

て頂いた理由は、し尿処理の問題の部分につきましては、以前から曲の使用に関

して、処理の計画の部分ついては、津屋崎と宗像の議員には経過等いろいろご報

告をさせて頂いたところによるのですが、その中で、ちなみに汚泥の処分の部分

については、以前は焼却処分を全て致しておりました。

玄海環境組合の処理場が、古賀と宗像に分かれることから、汚泥の量も宗像に

何トン、古賀に何トンというのも考えながら、焼却処分をやってきた。

ちなみに焼却処分をすると、トン当たり 1 万 4 千円の処分料がかかります。そ

れで今回、汚泥について、曲の処理場の処理の方法について、曲区民の方々が、

以前農畜産業を営みながら、堆肥を作っておられたが、畜産業を辞められた関係

で、汚泥を使いながら堆肥を作る施設は残っているが、汚泥がなくなったので、

組合に発生している汚泥を堆肥として生産をさせて頂きたいという申し出書があ

ったので、実際汚泥を処分するにあたっては、産業廃棄物に該当するのか一般廃

棄物に該当するのかわからないという状況があったので、処理をする過程におい

ては、宗像市の環境の担当者、農業関係の担当者等々と協議をさせて頂きながら、

こちらの汚泥をその施設に持って行って、堆肥として作ることができるという判
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井 手 事 務

局長

森次長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

井 手 事 務

局長

断を頂いたので、現在汚泥はそちらに搬入をさせて頂いております。

ちなみに汚泥の単価比については、堆肥としての再利用するということで、ト

ンあたり 5 千円で堆肥生産組合の方に納入をさせて頂いている状況でございま

す。それに基づき、1 万 4 千円が 5 千円になったことで、9 千円の減額、量も減

ったことにより 1,378 万円相当位の減額になったということでございます。以上

でございます。

先ほどの 24 万 5 千の件ですが、制度そのものが県の制度で、３月に国の制度

に変わることを前提に、11 ヶ月分の当初予算を立てた。ところが国の制度が４月

１日に変更になりましたので、県側が残りの１ヶ月分を補助することになりまし

たので、同額になったということです。それともう１点の組合の方では、12 ヶ月

分予算を提示していたのかというご質問ですが、これについては両市の方からは

12 ヶ月分が通り予算で組合の方にきますので、それで調べております。資料に正

式な形では載せてないのですが、制度が県から国に変わるが、補助の内容そのも

のは変わらないということで、12 ヶ月分の補助金が両市の方から出ているのでは

ないかと思っております。

三浦議員

1 点目の方は、自立支援法との関係があるということで理解をしました。

2 点目のことですが、曲の方で処理をすることによって、減額ができたと、これ

を見て私はいいことだと思っております。ぜひこれからも進めて頂きたいと思う

と同時に、1 つ確認もしておきたいと思っています。

やはり処理場の汚泥ですから臭いがするのではないかということで、曲地区か

らのクレームはないのかと。それとも全く臭いはしないということであれば、立

派なことなのだが。そこのところの確認をさせて頂きたい。

今、みなさんの事務局に入ってくる情報では、そういった臭いの心配はないの

かという確認をします。

事務局長

今、処理をしているところでの臭いの有無ですが、今処理している汚泥の性質

上、職員が搬出先の方に行って処理状況の確認を取りながら、臭いに関してもど

うあるかという確認を行っている状況であります。それと同時に、現在堆肥を生
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井 手 事 務

局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

阿部議長

産しております生産組合の方も、畜産関係で堆肥を作っていた折には、臭いのし

ないような機械を設置しておられました。今のところ近隣の方からも、臭いに対

しての不満はあがっていません。今後も監視活動を続けるとともに、職員に逐一

見回りを行わせながら対応をしていく予定です。以上です。

迫議員

確認されて下さい。汚泥を通常、場外に運びだす時は、有価物として搬入して、

使用目的がはっきりしていれば、県の許可等々についての資格は持たれた上で、

堆肥製造をされている。その辺りはっきりしていかないと、一般の感覚で場外に

運びだして、堆肥にしておくからいいではないかということにはならないと思う。

そこで法律的な資格を含めて、確認をきちんとしておかないと、後々色々な問

題が発生する懸念があります。

事務局長

一般廃棄物が産廃的な捉え方をされるのではないかというご質問の件について

は、事前に生産組合が生産される折に、県の方に一般廃棄物はどういう処理すれ

ばよいか、事前に打合せはやって頂いております。

それと合わせて、宗像市の方で、汚泥を作っているので、宗像市の担当課に組

合の方から照会をかけ、指示を受けながら、結果といたしまして、５トン未満の

量しか現在のところ処理していませんので、その量であれば、一般廃棄物として

法の特別の規制はございません。それで現在のところ一般廃棄物の処理について

は、公的にはクリアしたという施設だと我々は判断しているし、県の方、保健所、

福岡県庁、宗像市もそのように判断していますので、ご理解を頂きますようよろ

しくお願いいたします。

他に質疑はございますか。

（異議なしの声）

ないようですので、質疑を終結致します。これより討論を受けます。討論ござ

いますか。
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阿部議長

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

三浦議員

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結致します。

これより 第２号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります

よって、第２号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第８ 第３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２号）について」を議題と致します。執行部の説明を求めます。

事務局長

それでは、第３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２号）」について説明をさせて頂きます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 381 万 8 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 4,525 万 9 千円とします。

それでは、補正予算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頁をお開き願います。

２款 分担金負担金、１目 経常費負担金ですが、381 万 8 千円を増額し、4,187

万 6 千円とするものです。

増額の理由は、地方交付税分の確定によるものです。両市の増額分は、説明欄の

とおりです。宗像市が 289 万 5 千円、福津市が 99 万 9 千円となっております。

次に、歳出に入らせて頂きます。同じ頁となります。歳入の負担金の増額分を一

般会計へ繰出し、財政調整基金に積み立てるものです。

以上で第３号議案の説明を終わります。質疑のほどよろしくお願いいたします。

これより質疑を受けます。 質疑ございませんか。

はい、三浦議員。

昨年度の予算と比べると、急患センターの運営費関係の合計が平成 19 年で

2,502 万円程度かかっています。今年度は、2,452 万円となるわけで、金額が下が
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三浦議員

阿部議長

森次長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

井 手 事 務

局長

っているのは、減額しているのだから、私からすれば良いことだと思っているが、

この急患センターの利用状況はどうなのでしょうか。

森次長

急患センターの利用状況につきましては、大きく影響するのはインフルエンザ

なんですが、受診者数が増えると診療報酬が増額になります。しかし、平成 19・

20 年についてはインフルエンザが蔓延したということにはなりませんでしたの

で、利用者数も減少しており、診療収入も減少しております。

他にございませんか。ないようです。質疑を終結致します。

（異議なしの声）

これより討論を行います。討論ございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結致します。

これより 第３号議案の採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第３号議案は原案のとおり可決されました。

日程第９ 第４号議案 「平成２１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。

事務局長

それでは、第４号議案「平成２１年度宗像地区事務組合一般会計予算について」

ご説明いたします。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15 億 2,765 万 1 千円とするもので、
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井 手 事 務

局長

前年度当初予算額に比べまして、1,963 万 7 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いたします。

歳入からご説明申し上げます。６頁をお開き下さい。

１款 分担金及び負担金は、対前年度比 2,198 万 8 千円減の 12 億 9,801 万 8 千円

を計上しております。前年度比で消防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 1,106 万 1 千円の

減、福津市は 1,092 万 7 千円の減となっております。

なお、３目 民生費負担金につきましては、精神障害者共同作業所の運営主体が

構成市へ移管したことにより、21 年度は廃止科目となっております。

３款 県支出金につきましても、同じく共同作業所の運営主体の移管により廃止科

目となっております。

７頁をお願いします。５款 繰入金では、財政調整基金繰入金として、消防費に

係る不足財源分と急患センター事業特別会計への繰出し財源分の合計額 1 億

8,317 万 8 千円を計上しております。

８款 組合債につきましては、救急車更新事業の財源として 2,120 万円を計上して

おります。

次に歳出をご説明申し上げます。８頁をお願いします。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 129 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、派遣職員負担金等を含む事務局経費が

主な内容で、対前年度比で 1,211 万円減の 1,943 万 3 千円を計上しております。

減額の主な要因は、会計管理者の退職不補充としたことによる職員人件費の減で

ございます。

１１頁をお願いします。３款 民生費ですが、これも歳入の方で申し上げました

ように、共同作業所の運営主体の移管により廃止科目となっております。

４款 衛星費、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）の運営費が事業廃止により減となりましたが、急患センター事業

特別会計への繰出金として 2,731 万 3 千円を新たに計上しております。

４款２項 清掃費は、清掃関係職員３名分の人件費としてし尿処理場の管理運営

に係る経費でございます。前年度に比べまして 1,193 万 6 千円減の 1 億 7,562 万

6 千円を計上しております。

し尿処理場管理運営事業費の主な内容ですが、１２頁、１３頁をお願いします。

需用費につきましては機械設備修繕費の減少により、前年度比 757 万 3 千円の減、

委託料につきましても、処分先編国に伴う汚泥処分費の減少等により前年度比

1,869 万 5 千円の減額となっております。
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井 手 事 務

局長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森次長

新規事業としましては、老朽化に伴う曝気ブロワーの取替えに係る工事請負費と

して 1,490 万 5 千円を新たに計上しております。

５款 消防費は、消防職員 134 名の人件費を含む消防業務全般にかかる経費で

あります。対前年度比 1,507 万 3 千円減の 12 億 5512 万円を計上しております。

経費の主な内容ですが、13 頁の職員人件費については、職員３名の退職等により

前年度から 958 万 7 千円の減となっております。

新規事業としましては、15 頁の庁舎施設維持管理費における庁舎耐震診断業務に

係る委託料が 370 万 8 千円、17 頁の救急資機材整備事業の備品購入費に含まれて

おります。高度シミュレーション訓練人形が 170 万円、また救急車更新事業とし

て高規格救急車の購入費用 2,610 万 9 千円を予算化しております。

20 頁をお願いします。６款 公債費は、消防部門における施設整備のために借

り入れた組合債の償還元金と利子でございますが、ほぼ前年度並みの 3,149 万 2

千円を計上しております。以上で、一般会計当初予算の説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いします。

これより質疑を受けます。質疑の方法は、歳入歳出に分けて質疑を受けたいと

思います。初めに、歳入について質疑ございませんか。

ないようですが、よろしゅうございますか。

三浦議員

予算書の表紙、第４条地方自治法第 220 条第２項のということが出ています。

そして（１）より（２）計上した給料、諸経費、及び交際費については、同一款

内での流用をするということであろうかと思います。

これについての説明をもっと詳しくお願いしたいと思います。つまり地方自治法

220 条第２項とは何だろう。そして款内流用ということについてどう理解してい

るのかということについてお尋ねを致します。

少々お待ち下さい。

森次長

今言われた 220 条の 2 項について基本的には，歳出予算の経費の金額は、各款

の間又は各項の間において、相互にこれを流用することができない。ただし歳出

予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定める

ところによりこれを流用することができるということになっております。
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森次長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森次長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

人件費については、流用が可能で、どういうケースがあるのかというと、基本

的に職員人件費については、人事異動によって款が変わる可能性が発生する。不

測の事態により未払いが起こらないために、流用が起こるということが想定され

ますので、ここでお断りをさせて頂きます。

他にございますか。どうぞ、三浦議員。

220 条の 2 項、今次長が言われたとおり、基本的には流用しないということで

しょう。にもかかわらず、当初予算の時から流用しますという提案なんですね。

なぜ当初予算の時から流用しますなんですか、基本的には流用しないというの

が法律の精神ですよね。にもかかわらず当初予算の時から流用しますよ、という

ことだが、では聞きますが、第５款は何が抜けておりますかね。第５款は消防で

すよ、その中にはもちろん人件費が出ている。その他に庁舎の管理も出ている。

総務一般事務費。つまり消防に関する経費が全部第５款に出ている。ということ

は、款内流用するということは、消防に関しては、すべて人件費なども流用でき

るということになるのでしょうか。

消防の方にお聞きした方がいいかと思いますが、いかがでしょうか。

事務局と消防の方で、私がこの予算から見た感じでは、消防に関しては、すべて

どんぶり勘定でいいよというように読めるんですよね。その辺りの説明をお願い

します。

事務局の方で答えて下さい。森次長。

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用ということになるので、備品や消

耗品から人件費に回すということです。

よろしいですか。三浦議員。

款内の流用は何かということですが、人件費、給料、職員手当、共済費を他の

ところから流用していいとここに書いていると、その他のところとは何かという

ことになると、給料や職員手当、共済費以外のところからお金を持ってこないと、

お金がないわけですよね。もう少しわかりやすく説明して頂けませんか。

ここで休憩と致します。再開は 11 時 45 分に致します。
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阿部議長

池 浦 組 合

長

阿部議長

永山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

永山議員

阿部議長

消防長

消防長

引き続き会議を続けます。 池浦組合長。

今、三浦議員からご指摘がありました第４条につきましては予算を出しました

私どものミスということでございます。

従いましてここで該当する項目がないものについて、ここにあげたことについ

ては本当に申し訳ございません。できますれば、議員の皆さんのご了承が頂けれ

ばこれを削除したものと差し替えをさせていただければいうふうに思いますの

で、議長さんの方で取り計らいお願いしたいと思っております。

お諮りをいたします。

ただいま組合長より説明がございましたようにこの項を削除するということで

ございますが、いかがなものですか。

（異議なしの声）

それでは異議なしと認めそのように決定いたします。

どうもありがとうございました。

それでは続きまして、質疑ございましたらどうぞ。

永山議員

17 ページに救急車更新事業が 2,610 万 9 千円組んであります。救急車は非常に

重要なものだと思うのですが、救急車更新事業について詳しくお聞きしたいので

すが。

消防長

救急車更新事業として 17 頁 2,610 万 9 千円につきまして、これは現在宗像地

区消防本部５台の救急車を保有しております。１台につきましては非常用という

ことで連日稼働しているということではありません。

連日稼働は４台の救急車で稼働しておりまして非常用として１台保有しておる

ところでございまして、その中の１台の老朽化したものを買い替え更新するとい

うところでございます。詳細につきましては、担当課長の方から補足説明をさせ
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消防長

阿部議長

松永課長

阿部議長

迫議員

ていただきますのでよろしくお願いいたします。

救急課長

救急課長の松永でございます。先程ご質問ございましたけれども、高規格救急

車の更新計画ということで 21 年度１台上げさせて頂いておりますけれどもその

内訳等について私どもで検討した結果等についてご報告いたします。

私どもの救急車は一番古いのが平成９年 11 月登録です。これにつきましては、

予備車ということで置いております。それからこの救急車をいかにして更新する

かということで色々検討した結果、まず走行キロ、20 年の 12 月現在で一番走行

距離が長い車が 18 万 5 千キロだいたい月に 2,200 キロから 2,300 キロ走行して

おります。

年間にしますと 2 万 4,5 千キロぐらいです。そいう事を勘案いたしまして登録期

間の長いもの、それから走行距離の長いものというものを比較いたしました。

それから最近の修理履歴、この諸々を検討した結果、比較的新しい平成 14 年

１月に登録しました救急車、これが現在 18 万 5 千キロ走っておりますけども、

この車過去 2 年間の修理履歴等見ましたら、やはりどうしても他の救急車より修

理履歴が多いということで登録だけではなくて走行キロ、修理履歴こういうもの

を勘案しまして１台あげさせていただいております。

救急車の配置署によって、それぞれの救急車の走行距離に違いがございます。

件数が多い署、これは宗像の田熊にあります本署、赤間こちらの救急車について

は月づきの走行キロが、最も少ない神湊の救急車に比べますと約倍の走行距離あ

りますので、そういうことを勘案して老朽対処で１台をお願いしております。

次にご質問ありますか。

迫議員

先ほどの関連になりますけれども初年度登録が 14 年ということと走行距離、

修理履歴等勘案して買いたいという事ですが、管内の 19 年度の出動回数等々含

めてお伺いしたのですが、14 年となれば約 6 年、高規格ということですから通常

の救急車よりもハイレベルな機材を導入されるのだろうと思いますけど、そこら

辺の装備も含めて、私ども素人でわかりませんけれどもどういった内容の一台な

のか。

それと 14 年登録という事であれば当然減価償却等もされていると思うのです
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迫議員

阿部議長

松永課長

阿部議長

が、ただ単に走行距離、修理事例そこら辺だけで買い替えを容認するのか。

通常一般の車に例えたら恐縮ですけれども 20 万キロ走った車はざらにあります。

タクシーなんか１年で 20 万キロ走るつわものもおりますので、そういったこと

を考えますと一般的に 18 万キロだから走行距離が長いということにはなかなか

理解し難いです、そこら辺はどうですか。

松永課長

先ほど説明しまして、若干説明不足でしたが、買替えを予定しております救急

車については、出動中に止まったりとかそういう事がございまして、メーカーに

も修理に出しました。これが数度起こっておりまして、なかなか根本的な解決に

ならないということで、このまま使い続けて１年走りますとさらに 2 万キロ、現

在では 18 万 5 千が 12 月ですから、すでに 4,5 千キロぐらいのキロ数がいってお

りますけれども、そういう修理履歴が一番多いということ、それから一番古い救

急車につきましては平成９年に登録されたものがありますけども、これにつきま

してはメーカーの方からエンジンの無償交換ということできております。それで

初年度登録は平成９年で確かに古いのですが平成 17 年時点でエンジン交換され

ています。もう一の車についても平成 10 年これはトヨタの方なのですけどもメ

ーカーによるエンジン交換をしておりまして、こういう車に対しては更新対象に

しておりません。

走行キロが現在一番長くて登録的には３番目に古いという事なんですけれども

非常に修理履歴が多くて、実際の救急現場で止まったケースもありましてこのま

ま使い続けるのはなかなか根本的解決にならないということで更新対象の車両と

しております。

出動件数についてお答えしたいと思います。出動件数につきましては平成 20

年中これは国の統計で年で統計をとっておりますけれども平成 20 年中の統計で

申しますと 4,716 件、前年より 177 件ほど減少しております。

これは全国的に減少しているということで当宗像地区消防本部でも件数的には

減少しております。減少につきましては 177 件ほとんど宗像市の方が減少し、福

津市の方は１件増えているというような状況です。原因につきましてはいろいろ

所思の事情がございまして、なぜ宗像市だけが減少したのか分析しきれておりま

せん。

迫議員
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迫議員

阿部議長

松永課長

一般的には平成 14 年に初年度登録した車がいつ頃からそういう救急現場に行

って止まったりするような事故があったのか、そこら辺の瑕疵を含めてメーカー

との協議等々はされたのですか。そこら辺、同じところが同じように故障すると

いうのはやはりなにか、瑕疵があるわけで、抜本的にそこら辺の部分を全部取り

換えれば正常に動くという事になるのですけれども、そこら辺がまったくメーカ

ーとの協議がなされてないのか、なぜかと言うと 2,600 万もの高価な救急車両。

我々一般の車を買うのとは訳がちがう。やっぱり完全なものを是非納品していた

だくというメーカーの責任もある。われわれ宗像地区おける生命財産を守るとい

う、そういったことも含めて考えていかないと、初年度登録 14 年でそういった

故障が続くというのはわれわれから言わせるとちょっと異常だという感じがする

ものですから質問します。

松永課長

今ご指摘がありましたように通常の一般的な車から申しますとこのような事は

ないわけですけれども、私どものこの車種に限っては非常に故障が多いなという

印象を持っております。

これはメーカー側ともリコールにあたるのではないかといういろんな申し入れも

しました。しかしエンジン本体の耐用年数、保障期間というのも各メーカーで決

まっておりまして、なかなかそれは受け入れてはいただけませんでした。

この車種の救急車については他の消防本部でも実際にこういう事が起こったとい

う事で話は聞いております。なかなか根本的な原因というのが申し入れはいまし

たけれどもわかっておりません。

平成 17 年から少し始まりましてこの年につきましては 3 件程度、19 年につきま

しては８件から９件、20 年に入りましても 3 件、半年で 3 件起きたということで

現在はその救急車は予備車と入れ替えております。

予備車につきましてはトヨタの方からエンジンリコールで平成 17 年に 12 万キ

ロ時点でエンジンを全て交換しておりますのでエンジンが新しいということで署

で現在は予備車で運用しております。ちなみにこの故障が多いのは日産の車で車

の違いはあります。

それから救急車につきましては走行キロ数だけではなく、エンジンの回転の時

間と言いますかこれについてはかなり多い状況です。

一般の車と比較しますと救急車のエンジン回転数アワー時間ですけれど、これ

は各いろんな消防署でいろんなトラブルが出ているのは、私どもも情報は入手し
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松永課長

阿部議長

阿部議長

大 久 保 議

員

阿部議長

森次長

阿部議長

阿部議長

末吉議員

ておりますけども特殊な使い方と、現場でずっとエンジン掛け患者さんを収容し

て、病院に行って長くなる時は消す時もあるのですが場合によってはそのまま患

者さんを運ぶのに先に行ってつけたままであるとかそういうことで、エンジンオ

イルも 3,000 キロに 1 回多送行車については短い期間でエンジンオイルを換える

ということでそういうメンテナンスもしております。それから法定点検、毎週１

回の職員による毎週整備という整備も行っております。

歳入につきましてまだご意見ありますか。若干正午を過ぎるかもしれませんが

歳入が終わるまで続けたいと思いますがよろしいですか。

（異議なしの声）

そのようにいたします。

大久保議員

7 頁の 7 款 諸収入について生命保険事務取扱手数料とありますが、市の予算書

には出てこなかったものですから、これは職員に対して事務組合が保険を掛けて

いるのか、そういったことの取扱いなのかその辺がわかりませんので説明お願い

します。

森次長

生命保険の取扱いを代理で対応するということで事務費として生命保険会社か

らもらっております。市の方も計上しております。

それでは歳入についての質疑を終わります。

ここで休憩といたします。再開は１３時です。

それでは再会いたします。

休憩前に引き続き会議を続けます。歳入についての質疑は終わっております。

次に歳出についての質疑を受けます。

末吉議員

11 頁の急患センター事業繰出金これについて。急患センターについては各宗
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末吉議員

阿部議長

森次長

阿部議長

消防長

像、福津それぞれの負担金がある中でこの急患センター事業に対する繰出金とい

うのが、先ほどの説明ではさらっと説明されたのでどういう内容のものなのかと

いうのが１点。もう１点は消防に関してなのですが、今地域防災計画を各自治体

で地域ごとに転送しているのですけども、考えられるのは地域中で完全に高齢化

が進んでいる。

そういった時に要保護者の情報が地域で共用しようという方向性があるのですけ

れど、消防署の司令室でその自治体から出された情報がどのように現実的に活用

可能なのか。例えば今携帯で１１９すれば位置確認ができるように新たなシステ

ムになっているのですが、それは通報があって位置確認がされるという場合とあ

らかじめ消防署として要支援者いわば要保護者のデータをシステムとしてきちん

と持ってて、当然他の一般の人に比べると確率高いわけですからそういったもの

が緊急出動あるいはそういう救急の場合に大いに活用できるのではないかと思う

んですが、地域の自治組織になりますとこれは個人情報との関係がありますから

そういう意味で災害時あるいは救急時の１つのバックデータとして消防署でそれ

が活用されるのが一番全体システムで考えた時にベターなのではないかと思うの

ですがその辺の考え方を是非聞きたい。その 2 点お願いします。

森次長

４款 衛生費の急患センター事業特別会計繰出金これにつきましては両市の財

政課長協議の中で例年一般会計にむしろ積み立てるようなことになっていました

ので、できるだけ積み立てない形で予算編成をしてくれという話がありまして、

まず予算編成方針としては、受診者数、診療報酬等を積算して予算を計上する。

それと分担金につきましてはそれに応じた形で規約に則って分担金の計算をする

のですけれど、基金が現在約３億２千万ほどあります。そちらの方からも繰り出

してくれという要望がありましたので今回 2 千万を繰り出して後残りの部分を分

担金という形で出して頂くという形での予算編成です。

消防長

地域防災計画に関連いたしまして、また高齢者、要保護者の情報をどのように

消防本部、司令室の方で活用しているか、できるかという趣旨のご質問ですが、

視覚障害、聴覚障害といった障害をお持ちの方、そういった災害弱者の方々から

の情報あるいは 119 番通報が通常の手段でできない場合もございますので、司令
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消防長

門脇課長

阿部議長

末吉議員

室の方でタイトルは正確ではないかもしれませんが、安心メールということでこ

ちらの方から申し込みをされた部分についてはメールでの確認といった処置そう

いった側面も活用しております。

その他細部につきましては担当の警防課長の方から説明をさせて頂きたいと思い

ます。

警防課長の門脇です。

先ほど末吉議員よりお尋ねございました、まさしく自主防災の中でここ 2・3

年のうちに両市におきましても声が挙がっております。

その中で災害弱者、今消防長の話がございましたけれども、現在のところ消防本

部の方で情報活用させて頂いていることにつきましては、まず先ほどお話ありま

した聴覚障害者あるいはお話ができない方についてはメール、FAX 事前登録をさ

せていただいている分がメール配信でございます。

それと後は災害ペンダントという形でボタンを押すことによって高齢者を中心と

した方々が両市の福祉からの情報で事前登録をして頂いています。その方々から

発信が出されれば 119 番モニターに表示されてその中で即対応できるような体制

をとっております。

あとは事前情報を把握するという事になりますと今のところは申し出があった

方についてのみの情報登録という形にはなっております。ただ災害が発生した場

合にやはり事前登録して頂けない方も実際災害弱者に当たるわけなのですが、今

後は個人情報等々の問題もございますけどもその辺も含めて消防としても市の関

係部局、あるいは当事者の方々と理解を求めながら登録して頂いた方がより綿密

な災害活動ができるのではないかということは思っております。以上が現状でご

ざいます。

末吉議員

一点目の急患センター事業についてあえて質問したのは、昨年１２月末に地域

医療の医師不足そういった問題について政府の財政措置が出されたと思うのです

が、特に公立病院等に関する財政措置について平成 21 年度に措置するという通

達が出されたのですけども、その中に救急医療施設についても本市の急患センタ

ーでも同じように医師不足による閉鎖を余儀なくされている。あるいは医者の手

当ができないという地域がある。また一次救急、二次救急の指定を受けていても

実際にはその機能が果たせない施設が出てきているということでの財政措置を講
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末吉議員

阿部議長

森次長

ずるということなのですけれども、これはそういう意味で国のそういう措置を、

財政措置をするよと、言う方針を出しているわけですから両市で構成している宗

像市、福津市がそれに対して財政支援の手を挙げたのか挙げなかったのかという

のが一つ。ここに反映されているだろうなと、実は思っていたのです。

そういった財政措置を受ける中で地域の開業医の先生方にも入ってもらうだと

か、そういう費用に充てるだとか、いろんな使い方をしていいという制度であり

ますので本市の場合であり昨年医師会病院の小児科の医師が確保できないと、ベ

ッドも廃止せざるをえないという現状がある中で医師会病院と急患センターの小

児科は連動していますから、それから一次医療としては小児科も含めて宗像で受

けると協議会の中で協議されていると思うのですけれども、そういった面を考え

ると急患センターの位置づけというのが、今までと同じような扱いではないので

はないかというふうに思うのですがそのへんの財政的な裏付けを対今年度、新年

度予算の中で明確にしていくということが私は大事ではないかと思うのですがそ

の点はいかがでしょうか。

森次長

今のご質問の前に先ほど説明不足の点もありましたので、説明追加させていた

だきます。先程 2,700 万の繰出金の事なのですけれども診療報酬そのものは 2・3

月に受診したものは一部負担金、患者さんが払われる部分は窓口でもらうのです

が療養給付費は 2 ヶ月遅れになりますので 4 月と 5 月にしか入ってこないので、

そうなるとお医者さん達とか人件費等々のお金が足らなくなります。ですのでこ

の繰出金で一時的に代替えをして最終的にこれと同額になるかどうかわかりませ

んけれども、最終的にその分は診療報酬として入ってくる。その分をまた繰り入

れるという運用のための方策をとってくれという話がありましたので、基金を食

いつぶしていくという話ではありません。

今、末吉議員が言われた医師の確保については非常に大きな問題として捉えて

おります。我々も医師会等にお願いしながら医師の確保に努めて頂いている。

正副組合長にも九大病院の方に行っていただいたり、そういう形で医師の確保

については努力はしているのですけれども、なんせ医師不足については、宗像、

福津にしても同じような状況が生まれております。特に産科医、小児科医という

のは今少なくなっているのが現状でして国としても方策を打つということで、い

ろんな対応策をとっております。

今ご指摘の件については、まだ私ども情報を仕入れておりませんのでこの予算
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森次長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

永山議員

額には反映しておりませんけれども、医師会との協議の中ではできるだけ、私ど

も協力しますので財政的な面等々、特に医師の人件費等問題があれば、その都度

私の方に申し出て頂きたいとその上で協議をさせて頂いてできるだけ医師の確保

について協力しますという事で今やっております。

結論からしますと先ほど言われた国の方策といいますか対策については市のほ

うからもまだ情報が入っておりませんので、早急に情報収集したいと考えており

ます。

末吉議員

急患センター、特に医師会病院の充実の問題については政府が公立病院設置し

ている市町村以外の自治体においてもそれに同等のいわゆる公的な医療機関にで

る助成金、助成している自治体にも応援しますよということを打ち出しています

のでこれについては事務組合と直接関係ありませんから、3 月宗像市議会の中で

市当局にその要望を問うていきたいのですけれども、いずれにしても地域の一次

救急を担うこの急患センターを本当にどう充実させていくかというのは切実な問

題ですから、そこは事務組合として両市と十分連携をとって財政的な裏付けもと

れるものはしっかり頑張ってとるという気持ちで頑張って頂けたらと思います。

それと地域防災計画についての要望なのですけれど、自治体ごとに例えば高齢

者で独居の方、住民基本台帳ベースで全部把握できるわけですよね。それと地域

の民生委員さんあるいは福祉会の方々とのあがってくる情報なんかもデータとし

て整理できるわけですね。それをやはり消防の救急のシステムの中にきちんと組

み込むこれからのやり方を是非考えて頂けないかなと、そのことは対象が特に緊

急の災害が起きた時の回収者の把握が機敏に消防署でできるかできないかという

のは、全体の災害時の対応にとって、一分・一秒を争う場合に一番の司令のとこ

ろがそういう情報をきちっとシステムの中に組み込まれているのは大きな力にな

ると思いますので検討して頂けたらと思います。市町村も連携して是非お願いし

たいと思います。以上です。

他にありませんか。永山議員

15 頁の庁舎耐震診断業務委託料というのがありますけれども、耐震の診断業務

委託で診断するのは遅いのじゃないかと思いますが、工事の予定とか聞きたいの

と、170 万の人形を購入するという事ですがそれがどのような所で、どのような
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永山議員

阿部議長

消防長

松永課長

形で活用されるのか、この前視察に行った時、壁が壊れて消防車が動かなかった

とか聞いております。耐震ということには力を入れて頂きたいと思っております。

それは急いで頂きたいと思ってその 2 点をお聞き致します。

消防長

まず耐震診断の件でございますけれども、現在の消防本部庁舎 49 年発足当初

建設したものに昭和 64 年、平成 16 年に大規模な増築等を行いました。平成 16

年に現在の消防指令センターを整備するためのスペースを増築するという事で増

築をしているわけですけれども、その際にも一応耐震診断も十分検討したところ

でございます。ご指摘のように防災機関として出動できないということがあって

は、大きな問題ですので、そういったことも十分検討いたしました。

それと同時にその当時指令センターの運用と言いますか従前の指令センターの運

用がピークになっておりまして、119 番が受信できないという状況もございまし

てそういった諸々の全体の予算の中で調整ができずに先送りになっていたもの

で、今回是非耐震診断をして必要な、どのような工法で対応するのか検討して、

全体予算の中で考えていきたいと思っております。

救急で使う人形ですがこれは 17 頁の 18 節 備品購入費 救急資機材の所で、170

万その他のもの併せまして 204 万 5 千円計上されておるところでございますが、

これは高度シミュレーヨン人形と申しまして、救急救命士がいろんな医療行為等

行う場合の技術を維持するためのトレーニング器具でございまして、これにつき

ましては救急課長の方から人形の詳細につきましてご説明します。

ただいま議員お尋ねの人形ですが、これは高度シミュレーション訓練人形と申

しまして、救急業務の高度化に連れて救急救命士というのが私どもの消防本部に

現在 21 名おりますけども、平成 3 年に救命士制度ができましてその後救急業務

高度化ということで気管挿管、あるいは薬剤の投与ということは平成 16 年、18

年、年々高度化されて参りました。

それで救命士が救命研修所というところで資格をとって研修を行いまして、そ

の後病院での実習、医師の指示のもとに実際の患者さんにいろんな医療行為的な

事を訓練する。

しかしその後は年間に 64 時間の病院研修が義務付けられておりますけれども、

後は患者さんに対する実際の処置という事になります。

その患者さんに対する処置の技術の向上、維持こういう目的のためにこのシミ
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松永課長

阿部議長

永山議員

阿部議長

松永課長

ュレーション人形を現在 1 体持っておりますけれども 21 名の救命士、各支所に

配置しておりますけれどもこの人形現在交代で使っているわけですけれども、こ

の技術の維持、向上するためには 1 体の人形では不足しているという事で要望さ

せいただいております。

特徴としては、どのようなものがあるかと言いますと器具を使った気道の確保、

呼吸が当たり前に出来ない方について器具を使用した気道の確保、それから薬剤

の投与ということで、これは心臓が止まった方に薬剤を投与することによって心

臓の動きを薬剤の力によって元に戻すというような薬剤も使う事が出来ますの

で、その人形を人体に近いリアルな技術で訓練ができるという特殊な人形でござ

います。

それからあとは AED の訓練これも電気的なものがデータで出るようになって

おります。それから心臓マッサージ、こういうものも適正にきちんとした技術で

できているかどうかそういうことがデータで確認できるような人形となっており

ます。

ちなみに私ども救急隊が平成 20 年中に救急活動において行いました高度な救

急処置というのは、お一人の方に複数回実施するものもございますけども合計で、

355 回そういうような高度な処置をやっております。

このような実際の患者さんの処置の為に常日頃からこういう人形で技術の維

持、向上に努めているという事です。以上です。

永山議員

21 名の救急救命士がおられるということでしたが、福津と宗像の管内の人口に

対して、21 名という人数的にはどうなのでしょうか。救急車の買い替えをされる

わけですが、その台数が、管内の人口比に対して満たされているのかどうなのか

の２点をお願いします。

松永課長

私どもの救急救命士が現在のところ、1 隊に 1 つの救急車に救命士を 2 名配置

するという計画で、要請をしております。

現在 1 名要請中です。最終的には 24 名までは、体制的には整えたいというこ

とで努力をしております。救急車につきましては、現在、通常の配置隊は 4 隊ご

ざいます。人口にしますと、約 37,700 人の方に対し救急車が 1 台。それでも足
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松永課長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森次長

りない場合は、日勤勤務ということで事務をしている者の中から、救急隊員の資

格を持っている人間を集めまして、全て出た場合は、5 隊目の予備救急車という

ものを運用しております。それから先ほども出ましたが、救急車の到着が遅れる

場合は、消防隊の中にもある一定の医療器具、有資格者が乗っているので、救急

車がくるまでの間、応急処置等をして救急に対応しております。以上でございま

す。

他にありませんか。三浦議員。

9 頁の財産管理費、690 万円それ位が、今の自治会館の管理をするために必要

であると、このように理解しています。

もちろん一部自動車の損害保険もありますから、全部とは言いません。しかし大

方の自治会館の管理運営費にかかるのかどうか。もう 1 点お尋ねします。

11 頁ですが、さきほどはっと気づきましたが、社会福祉施設廃止科目になって

おります。560 万円から廃目になっておりますが、これは先ほど説明がありまし

た通り、自立支援法ができて、こちらの方に移行ということであります。それも

十分に理解を致しました。しかし今までこの費用というのは、精神障害者の支援

に使ってきたお金であります。もっと具体的に言いますと、コスモス会作業所の

費用に使ってきたということで、そうした精神障害者の方たちが健康に安全に働

けるように、そういう費用に使ってきたわけです。今回、廃目になったのはいい

のですが、ただ今までそうした世話をしてきた以上、自立支援法で大方どういう

風に変わるのかの説明をして頂きたい。

これは専門外ですし、詳しい説明はここではいりませんが、廃目になったから

私どもは知りませんというわけにはいかない。宗像地区にどの程度の精神障害者

がおられるか、手帳を持っておられる方がどれ位いるか、人数はおよそ 250 人で

すね。

こうした精神障害者の人達が、今後自立支援法で、どう変わっていくのか、予算

は減りました。ここの組合としてはいい、だけど、大方こういう風に変わるとい

うご説明をお願いします。

森次長

まず最初に、財産管理費につきましては、自治会館、旧急患センターの維持管

理のための予算。それから社会福祉施設の予算、これについては本来であれば自
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森次長

阿部議長

三浦議員

治体も実態を把握した上で廃目しなさいという話だと思うのですが、これについ

ては、基本的に通り予算という形で、私ども細かい実態については、把握してお

りません。

三浦議員

財産管理費については自治会館と旧急患センターの予算が必要であると理解し

ました。それと廃目になりました民生費のことの、後の精神障害者の支援はどう

なっていくのかということまでは把握してないと、私もある程度までは理解でき

る。

よそが干渉するようになったから、私どもはいいなというのはごく自然です。

だけど先ほど申し上げました通り、宗像市に 250 人も精神障害者がおられる、そ

の方たちをこれからどう支援していくか、縦割り行政だけでなく、今まで支援し

てきたそのコスモス会の人達の作業所が今からどうなっていくか位のことは、ち

ょっと目をやってもいいのではないか。

この方たちは、自立支援法で補助はあるので、金銭的にはここでどうこういう

問題ではない。ただこのコスモス会の作業所の人達、精神障害を持っている人達

は、箱作りをしたり、公園のトイレの掃除をしたり、いろいろしている。1 ヶ月

働いてこの方たちは、給料はおよそ 2 万円位です。福津市から通っておられる方

もいます。

その方たちは、交通費が 2 万円近くかかる。何のため働いているかわからない

というのが現実です。だけどそういった働き場があるということは、本当にいい

ことだし、これからも支援していかなければならない。おそらく議長さんは、こ

この予算には関係ないのではないかと思われるかもしれないが、私が言いたいの

は、自治会館にここの組合事務局があります。この事務局を例えば元の水道企業

団に移したらどうかということを聞きたい。ここの会議室はたくさんあいており

ます。使われていない。

自治会館の事務所をここに移せば、あそこが空く。そうなるとその後の利用を

宗像地区のコスモス会のような作業所に使って頂く。そういう精神障害者の居場

所が当面はある。宗像医師会から借りている建物が。だがそれは、宗像医師会に

土地と建物を借りるという条件のもとにお借りしています。近い将来、買わなけ

ればならない。

だから積み立てていかなければならない。土地の広さが 500 坪あって、その土

地を精神障害者の方たちが働いてお金を貯めて、土地を買えるかといったら、難
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しい話です。だから、私はこの自治会館の事務所をこちらに移すことによって、

そうした精神障害者の人達の作業所に使ってはどうかと考えるのですが、そのあ

たりはどうお考えですか。

森次長

これは私事でなんですが、以前こういう福祉の関係の部署の課長をしていまし

たで、障害者の自立支援については理解しております。

しかし私が先ほど言ったのは、組合の業務としてとらえていませんということ

です。今、事務所の移転についてですが、まさに今検討しておりますし、こちら

に移転する方向で進めております。あとの施設の利用については、今、他の方か

らも色々な話が来ておりますので、そこのところは総合的に判断させて頂いて、

今ご提案頂いた件も合わせた形で検討をさせて頂きたいと思っております。

他にありませんか。

ないようでございますので、質疑を終結致します。

これより歳入歳出の討論を行います。討論ございますか。

（異議なしの声）

討論ないようです。討論を終結致します。

これから、第 4 号議案についての採決を行います。

本案は原案の通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 号議案は原案の通り可決されました。

日程第 10 第 5 号議案 「平成 21 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」を議題と致します。執行部の説明を求めます。

議長

井手務局長



41

井 手 事 務

局長

それでは、第 5 号議案「平成 21 年度宗像地区事務組合急患センター事業特別

会計予算」の説明をさせて頂きます。

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2億 3,386万 2 千円と定めるものです。

平成 20 年度当初予算に比べ増し 162 万 5 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。4 頁をお開き願います。

1 款 診療収入は、対前年度 251 万円を減額し、1 億 5,400 万円を計上しており

ます。平成 19 年に比べ平成 20 年の実績（受診者数及び診療収入）が減ったこと

から、21 年度の見込みを 251 万円の減としました。

2 款 分担金及び負担金は、対前年度 641 万 5 千円を減額し、5,246 万円を計上

しております。内訳といたしまして、経常費負担金が 3,805 万 8 千円で前年度と

同額、創設費負担金が 1,440 万 2 千円で 641 万 5 千円の減となっております。創

設費負担金の減については、昭和 55 年度の起債を繰上償還したことによるもの

です。

3 款 繰入金は、対前年度 2,731 万 2 千円を増額し、2,731 万 3 千円を計上して

おります。

財政調整基金を取り崩し、歳出予算の財源とする予定です。

4 款 繰越金は、対前年度 1,999 万 9 千円を減額し、1 千円を計上しております。

減額の理由は、平成 20 年度の決算見込みにおいて、診療収入が予算額に対し、

減収となると予測されることから翌年度へ繰越す財源がないからです。

次に歳出の説明に入らせて頂きます。6 頁をお開き願います。

1 款 急患センター運営費は、対前年度 479 万円を増額し、2 億 1,736 万円を計

上しております。

主な支出としては、13 節の管理委託料ですが、対前年度 483 万 7 千円を増額し、

2 億 1,643 万 4 千円を計上しております。増額の理由といたしましては、1 つは、

看護師及び受付事務員の体制の強化に伴うものです。

どういうことかと申しますと、前年度までは、1 年間のうち半年間を受付事務

員が 1 人、看護師が 2 人、残りの半年間を受付事務員が 2 人、看護師が 3 人の勤

務体制をとっていましたが、1 年間を通して、受付事務員を 2 人、看護師を 3 人

体制にするための賃金の増です。約 260 万円の増額となります。

もう 1 つは、9 月の連休に伴う医師等の賃金の増です。連休は、賃金が普段の

3 割増となります。約 100 万円の増となります。他に、5 月の連休、盆、正月な

どが 3 割増の賃金となっています。

7 頁をお開き願います。
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2 款 公債費は、対前年度 641 万 5 千円を減額し、1,450 万 2 千円を計上してお

ります。減額の理由は、昭和 55 年度の起債を繰上償還したためです。

以上で第 5 号議案の説明を終わります。ご質疑をよろしくお願いいたします。

それでは、質疑に入ります。質疑の方法は歳入、歳出に分けて質疑を受けたい

と思います。始めに、歳入について質疑を受けます。ございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。歳入についての質疑を終結致します。

次に歳出についての質疑を受けます。ございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。歳出についての質疑を終結いたします。

これから討論を行います。討論はございませんか。

（異議なしの声）

討論ないようです。これで、討論を終結致します。

これより第 5 号議案について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。よって、第 5 号議案は、原案のとおり可決されました。

ここで、休憩といたします。再開は 14 時ちょうどと致します。

（休 憩）

休憩前に続き会議を続けます。

日程 11 第 6 号議案 「平成 21 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」を議題とします。 執行部の説明を求めます。

事務局長。
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第 6 号議案 平成 21 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 2１年度の「業務の予定量」を掲げてお

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 3 千トン、福津市が 208 万 2 千トン、合わせまして 716 万 5 千

トンを予定しております。

第 3 条で、収益的収入及び支出の予定額を掲げております。

事業収益につきましては、11 億 9,593 万 6 千円、事業費用につきましては、

8 億 1,921 万 7 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 4 億 4,175 万 6 千円に対しまして、

2 ページをお開きください。支出 11 億 1,423 万 6 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、過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、限度額等を定めております。

起債の目的につきましては、上水道借換債によるものでございます。

限度額につきましては、5,730 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ております。金額は 998 万 9 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、1,000 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。

このページと次の 4 ページは 21 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、18 ページ以降の、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。

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 12 ページ及び 16 ページの

予定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 21 年度(本年度)と 20 年度(前年度)の職員数と給与費等に
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ついて比較しております。前年と比べて賃金、手当等が増額となっております。

次の 8 ページでございますが、給料及び手当の増減額の明細、そして 11 ペー

ジにかけまして、給料及び手当の状況を掲載しております。

12・13 ページをお開きください。20 年度決算見込（21 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 179 億 886

万 9 千円を見込んでおります。当年度未処理欠損金につきましては、1 億 7,133

万 9 千円を予定しております。

14・15 ページをお開きください。20 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 5 億 4,800 万 7 千円であったものが、20 年度

の決算予定では、1 億 7,133 万 9 千円に減少できると試算しております。

16・17 ページをお開きください。21 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 176億 4,664

万 7 千円を見込んでいます。欠損金につきましては、解消され、当年度より、利

益剰余金 2 億 376 万 9 千円となる見通しとなっております。

以上が予算に対する説明の内容でございました。

次に事項別明細書の説明に入らせていただきます。

18 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、11 億 9,593 万 6 千円を予定しております。対前年度比は

2.6％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 8,048 万 4 千円を見込

んでおり、対前年度比は、0.1％、138 万円の増となっております。内訳は、備考

欄に掲載のとおりです。

2 項、営業外収益につきましては、1,545 万 2 千円を見込んでおります。対前

年度比は 68.6％ 3,373 万 2 千円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、998 万 9 千円を計上しております。

内容は、構成市からの起債利息相当分の繰入金で、繰上償還に伴う借換えによ

りまして、対前年度比は、77.4％ 3,423 万 2 千円の減となっております。

各構成団体の内訳は、備考欄のとおりです。

2 目、受取利息につきましては、資金運用により、360 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及びその他の雑収入として

186 万 3 千円、を計上いたしております。

続いて 19 頁をご覧下さい。支出の部でございますが、一般会計同様５％のマ

イナスシーリングを引き、内容を精査いたしまして、経費の削減を図りました。

1 款、事業費用総額につきましては、8 億 1,921 万 7 千円、対前年度比 13.3
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％の減にて計上しております。

1 項、営業費用につきましては、6 億 9,957 万 2 千円、対前年度比は 1.4％の増

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 4,156 万 4 千円、

対前年度比は 20.8％の減にて計上いたしております。新規計上分につきましてご

説明申し上げます。

24 節、修繕費におきまして、2,010 万円を計上しておりますが、川端取水堰補

修として 1,250 万円を新たに措置いたしております。

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 1,653 万円、

対前年度比 2.5％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、24 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、27 節、薬品費として、酸注入設備用の希硫酸購

入のため 240 万円を計上いたしております。

次に、20 頁の 3 目、総係費について 6,736 万 7 千円 対前年度比 51.5％の増 を

計上しております。総係費における増額の主な要因につきましては、水道事業統

合に伴う、派遣職員の負担金の増によるものです。

2１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 1 億 1,864 万 5 千円、

対前年度比 53.3％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によるものでございます。

22 ページ、資本的収支に移ります。

4 条予算につきましては、老朽設備更新、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、1 項、企業債に

ついて 5,730 万円を計上しております。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。

2 項、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 3,262 万円でございます。

3 項、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 5,183 万 6 千円、内訳は、備考欄のとおり

です。

次に資本的支出では、1 項、建設改良費、1 目、浄水施設費として 3,350 万円

を計上しておりますのは、管理本館にかかる空調設備及び通信設備の更新のため

の工事費であります。2 項、固定資産購入につきましては、水質検査機器濁度計
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の買い替えによるものです。

次に、4 項、企業債償還金として、繰上償還分を含めまして 10 億 7,928 万 6 千

円を計上させていただいております。内訳は、備考欄のとおりです。

以上、説明を終わらせていただきます。

ご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。

水道会計につきましては、1 頁から 17 頁までと、18 頁から 22 頁に分け質疑を

受けたいと思います。 まず、1 頁から 17 頁まで質疑を受けます。ございません

か。 三浦議員

直接予算に関係ないかもしれませんが、21 年度水道事業予算について、これか

らどうしていくのかということで、お聞きしたいのですが、水道事業の一元化が

これから進められる訳でございましょうし、末端給水に関する一元化に関する取

組の現状を、あるいはこれまで 2 年間の効果の総括というものを合わせてして頂

ければと思っております。

今から先 21 年度でどう取り組んでいくのか聞きたい。これが 1 番です。

２番目に現在、宗像市、福津市の水道関係者とお話しているその中のいろんな

問題点が出ていると思います。

すべて申し上げてもらいたいとは申しませんが、重要な問題点があれば是非お聞

かせをしていただきたい。それからこれから先末端給水をすることで、一元化を

することでどんな合理化ができるのであろうと思っています。

当初考えていたものと違ってきているのではないかという意味で一元化によって

どうした合理化ができるか、どうしたメリットが生まれるか、そのためにこれだ

けの予算を 21 年度使おうとしているのかという事を知りたい。

21 年度の予算をこれだけ大きく使うんですですからどういう作業が予定されて

いるか、あるいはどういった合理化が予定されているのかそういったことをご説

明お願いします。

事務局長

ただ今三浦議員の方から 3 点ほど質問があったというふうに思いますが、一元

化に向けての現状について回答させていただきます。

昨年 8 月に厚生労働省と事前協議を行いまして３団体の水道事業概要説明、今
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後の経営、今後のスケジュールの確認等を厚生労働省と行ってまいりました。

昨年 10 月には宗像地区水道事業広域化に向けて構成団体の宗像市、福津市から

職員を各１名派遣して頂き、統合事務局を立ち上げ統合に向けての業務を進めて

いるところです。

現在は、19 年 4 月に 4 つの事務組合を統合する時、このような委員会を設けた

のですけれどその時の委員会を参考に同じような委員会を発足させて頂いており

ます。

総括委員会、人事委員会、水道委員会、情報システム委員会、財政委員会、法制

委員会の各専門委員会でございまして、水道事業統合に向けて定期的に開催をし、

諸問題について協議している状況です。水道委員会につきましては厚生労働省の

認可申請手続き上、必要な将来の水需要予測、施設の更新計画、財政計画等の協

議、検討を図るとともに統合後の宗像地区水道事業についてもあわせて協議検討

中です。

今後各専門委員会での調整事項について統合幹事会の承認を諮りながら今後は進

めていきたいと思っております。

課題について説明させていただきます。各事業体の課題が統合後の新事業体に

引き継がれることとなりますが、廃止する施設の取扱い、複数化する自己水源の

取扱い、共同配水池の建設、簡易水道の取組、水道未普及地域の取扱いは課題と

して検討していく必要があるというふうに整理させていただいております。

統合による効果についてですが、基本計画に掲げておりますけれども、事業の

広域化でコストの縮減、水道料金の安定化、危機管理対応の強化、老朽化施設の

計画的な補修、技術者の確保、財政基盤の強化、施設の維持管理強化などさまざ

ま効果が期待できるものと事務局としては判断をしているところでございます。

以上 3 点私の方から回答差し上げましたが、洩れているところがあれば改めてご

質問いただきたいと思います。

三浦議員

ありがとうございました。実は私も北九州からこちらに来て、一番最初にびっ

くりしたのが水道料金の値段の高い事でした。決してそれが悪いという意味では

ございません。北九州の場合には水道事業の歴史が違います。ですからおそらく

2 ヶ月分でこちらの 1 ヶ月分と同じくらいの水道料金だと高いなあ！ということ

で、うちの家内のやりくりが大変だったと思っておりますが、そういう中で今回

こうした一元化によりましてコストの削減と言われておりました。大いに期待を
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三浦議員

阿部議長

森次長

阿部議長

迫議員

阿部議長

するところです。

今の予定では来年 4 月ですがそこらあたりはだいたい順調にいかれているかどう

か。確認をお願いします。

森次長

先ほど局長の方が説明しましたが、大きなハードルという事で一つは、厚生労

働省の創設認可を受けられるか。この為には当然両市、構成団体の意思統一が大

事。意見調整は事務レベルでやっている。色々な問題等あり１.２か月程度遅れて

いる状況ですが、事務レベルの合意形成をして、そののちになるべく早い時期に

組合議員の皆様に報告させて頂きたいと思ってはいるのですけれども、かなり厳

しいが、全く不可能なスケジュールではないです。厳しいという事に変わりはな

いですが是非、職員一同努力し、早く議員の皆様に数値的なものを示すことがで

きるようにと考えております。

他にございませんか。 迫議員。

末端給水も大事ですが、企業団としての将来的ありかたを含めてお伺いしたい

のですが、一つは北福緊急連絡管が早々に稼働する 13,000 トンがくる。今の体制

を当然維持することはできない。その辺を含めて水道企業団として将来的にはど

ういった組織等を含めて考えておられるのかそれが 1 点。

それと私自身 2 年間のブランクがあって 1 次拡張に関わってきた経緯の中で建

設改良費か建設仮勘定かで、その際 8,000 万が計上された経緯を知っています。

その会計の処理の仕方。いつどの時点で処理されたのか。この予算書を見る限

りには全く載っていない。ですから当然事務組合が統合された時点におそらく会

計処理をされたのではないかと思います。それ以前まではずっとその件について

は私自身質問をしておりました。8,000 万がずっと中に浮いたまま予算書にあが

ってきておりましたから、当然 1 次拡張が棚上げになって北福緊急連絡管に切り

替えるという段階で当然会計処理をすべきだということ私は口をすっぱく言った

ことを覚えております。ですからそこら辺の会計処理の仕方。この 8,000 万を逆

に言うと税金の無駄使いになっているわけですから、その責任の所在は誰がとら

れたのですか。それをお伺いしたい。

森次長
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森次長

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

迫議員

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

３つの自己水源（多礼ダム、大井浄水場、東部浄水場）があります。先程いわ

れました北福緊急連絡管から 13,000 トンくることになっています。

全部の水を合わせますと水余りになります。宗像市の大井ダムを 22 年 9 月末廃止

します。10 月から北九州の水を受ける。水源の確保を含めて今水道委員会の中で

協議をしております。水需要予測と当然水源の確保今のままでいいのか、水余り

でいいのか、廃止も含めて協議しています。

新しい事業組織としては宗像市の営業課、福津市の水道課と事務組合が１本に

なるわけです。40 数名の職員が一つの組織体の中に入ってくるわけでして、これ

も今、組織統合の検討をしております。人数、何課何係がいいのか協議している

ところです。もう一つの質疑に関しては。矢冨から回答します。

矢冨課長。

迫議員からの質疑ですが、予算書の 16,17 頁をご覧ください。こちらの固定資

産の中の有形固定資産の（チ）のところに建設借勘定ということでここに 6,991

万 2,000 円この部分先ほど迫議員が申されました拡張工事の調査費建設仮勘定と

いう形でまだ残った状態になっています。私どもといたしましては、末端給水の

一元化ということですので、もしそれが可能になった場合に３団体の資産を統合

しますので、その時点で処理をしたいと考えております。現在まだ処理は致して

おりません。そのまま仮勘定に残した状態にしております。

迫議員

建設仮勘定というのは、事業が実施されて初めて固定資産に繰り入れなければ

いけない。7・8 年もそういう状態で予算書に計上すること自体が不自然ではない

か。当時の数字と若干違うのではないでしょうか。

矢冨課長

数字は変わっていません。仮勘定にあげる場合は消費税を抜いた形のもので資

産計上いたしますので、消費税部分の金額だけは減額になった形で資産にあげて

いる。

迫議員
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迫議員

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

末吉議員

しつこいようですけれど、建設仮勘定の予算上の在り方というのは当然ご存知

ですよね。そういう形で建設仮勘定で長く放置されていいのでしょうか。当然ど

こかで会計処理するのが予算の在り方ですよ。通常は何度も言いますけれど、建

設仮勘定であげる以上はできた時点でもったらいかんとですよ。ないのにずっと

のせておるから言っているんですよ。きちっと適当な時期に会計処理をしていた

だかないとおかしいと思いますけれど。

矢冨課長

迫議員が言われることは、もっともでございます。

仮勘定にあげた分については資産勘定に振りかえるのが会計処理の原則なので、

20 年度中にこの分については、会計処理をさせていただきます。

他にありませんか

末吉議員

末端給水一元化については昨年平成20年5月の事務組合の全員協議会で宗像地

区水道事業広域化基本計画について説明がありました。

そして、それを受けて６月に宗像市議会、福津市議会の全員協議会で全議員に

説明がありました。その後の進展については 1 年近く経過しているわけですが、

さきほど事務局長からそれぞれの問題についての具体的な専門委員会を作って作

業をしているという説明がありました。

ただ基本計画では末端給水一元化のスタートは平成 22年 4月 1日になっていた

が後１年２か月しかない。現実的に去年 5 月に私ども全員協議会で説明があった

以降、具体的に何が問題で何が課題なのか。基本計画、財政計画そのものは起債

の借換え償還が考慮されていません。宗像市について北九州緊急導水の受水を考

慮していない段階でたてられたもの。福津市についても同じです。大井、東部浄

水場を継続して使用するという前提の元に基本計画は立てられている。

それ以降一元化する上で両市の合意の協議をしていかないと実現できない。に

もかかわらずそれを担っている事務組合の議員が去年５月以降どこまで進展し

て、何が問題で、それぞれの抱えている問題が何なのかという情報さえも具体的

にあきらかにされていない。私ども事務組合の議員がそれを知らないで、どうし

て来年の４月に供給開始できますか？

定例議会終了後でも今の時点の問題と課題は何か、両市で合意形成するべきも
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末吉議員

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

末吉議員

のは何か、本議会で明らかにして、私ども組合議員の協力を得ないと来年から開

始なんていうのは絵にかいた餅ではないか。

執行部はのんびりしているなという感じを受けるのですが、その点について組

合長の考えがありましたらご答弁いただきたい。

事務局長

組合長にご質問ですが、私の方から回答差し上げたいと思います。

確かに議員ご指摘のとおり組合の議員さんに結果報告について若干遅れている

という思いは事務局としてはもっております。昨年５月ごろに基本計画の説明を

した時の水需要と本格的な水需要を考えた時に改めて事務局側としても反省して

いるところがあるのですが、大きなひらきがありました。

都市圏で作った基本計画を基本にこれから先の企業団として末端給水一元化を

するときにどのような水需要をするかと計算するときにとてもじゃない数字が出

ていた関係上、予測の立て直しを事務局側として行ってきた経緯があります。

その作業をしていたので今まで議員さんに報告する機会がなかったことは、事

務局として反省しているところでございます。

早速ですが、次長が５月に臨時会とか全員協議会とか言う話をしておりますけ

れど、水需要がとりあえず今週 20 日に水道委員会で再度議論して、組合の議員さ

んには 1 日も早くどういう形で行くかというお示しはあらためて議長はじめ全員

協議会の開催の日程で調整させて頂きながらできるだけ早い時期にその内容につ

いてあらためてご報告をさせて頂きたいと思っておりますので、今回定例会につ

きましては、事務局の不手際で申し訳ございませんが若干の時間をお貸し頂きま

すようお願いしたいと思っています。

他にありますか。ないようですので１頁から 17 頁までの質疑は終了いたしま

す。次に 18 頁から 22 頁についての質疑を受けます。

末吉議員

浄水及び送水費の中で修繕費だけでも新年度 7,869 万計上しているわけです。

その他にも修繕計画を含めて計上されていますが、本議会は定例としては予算を

協議する議会、10 月に決算議会の年２回です。お願いしたいのは、福岡県内のあ

る水道企業団で先日、贈収賄の事件が発覚しまして逮捕されました。

一部事務組合が発注する工事はチェックがしにくいということがあります。
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末吉議員

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

田中議員

水道企業団の集中管理の一式を当初１０億円で執行部が計画予算案を出してきま

した。なぜ１０億なのかという資料が全く出されないで予算計上されたので、議

員の中で大問題になった。積算根拠となる基本設計の資料はあるのかといったら、

ありますということでその資料を議会に見せないのはどうしてかという議論にな

って、再度検討になりました。

そういう中で凍結された。結果的に１億数千万減額して発注することができた。

そういうことでその時は水道企業団の議会のチェックが働いたんですね。

お願いしたいのは、宗像市議会は定例議会ごとに前議会から定例議会の間に発注

した公共事業についての一覧表を資料として添付します。

場合によっては発注の金額等含めて詳細な資料がある件については何社が入札し

たかとかそういう情報もきちんとわかるように整理しているのです。

私どもの議会が常日頃から議会がチェックするという体制が、事務局は事務局で

その辺チェックしていると建前でいわれるのでしょうけども議会は議会としてそ

れをチェックできる体制にしていくことで、そういう不祥事が発生しないような

仕組みにできるのではないか。３千万、４千万の工事の発注もあるので、その点

について事務組合としてどう考えられるのか。

事務局長

今議員の方からある企業団のことに関しての質問だというふうに理解はしてお

りますが、私どもの宗像地区事務組合として公共工事の発注の詳細について公表

することは拒まない両市の公表の仕方の内容を把握して組合としてもやっていき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。

末吉議員

私ども議会で工事の発注、原材料の購入の場合でも購入の仕方まで議会で本当

に公平にあるいは市民に説明ができる方法でされているかというチェックまで目

を光らせる立場にありますので、そういったことも含めて検討してください。

他にありませんか。

田中議員

20 頁の下から 4 番目 21 節の委託料、管理等清掃等となっていますがこの説明

を求めたい。それが 1 点ともう 1 点は、21 頁 13 節 負担金が前年に比べて倍以上
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田中議員

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

田中議員

矢冨課長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森次長

森次長

になっていますが、内容がわかりませんので 2 点について説明をお願いします。

矢冨課長

20 頁の 21 節 委託料については、今回人事給与システムを導入する予定にいた

しております。その部分で前年に比べまして増額になっている。

21 頁 33 節 負担金について今年度、先ほど局長の説明にもあったと思うのです

けど、水道の統合に向けて両市から１名ずつ派遣をして頂いている２名分の給与

分の負担金が前年にくらべて増額になっている。2 名分で 1,800 万となっていま

す。

田中議員

人事給与システムということですが、この項目に入るのですか。

清掃等というのがメインに書いてありますが。

この項目に計上すべきものとして計上している。金額的に申しますと管理棟清

掃部分は 180 万、人事給与システムが 200 万です。項目的に金額が逆転していま

すが、今回こういう形にさせていただいています。

他にありませんか。 迫議員

人事給与システムとはなんですか。

森次長

今、給与システムがありますが、これは消防が導入して使っていたものです。

システムが古くなっているし、パソコンもかなり古い。新しいシステムへの切り

替えです。

統合も含めたところでの全体の給与システムを構築している。

先行で消防が人事システムを今年度入れていますけど、これに他の職員分を追加

する費用、開発する形で計上している。今までは事務室の中にパソコンをおいて

システムを運用する形でしたが、今は専門業者の建物の中にサーバーをおいて通

信で運用する形態に変わっています。今回もこの新しい形体で運用する今までは
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森次長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森次長

阿部議長

迫議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

開発費も含めてリースという形で予算計上していましたが、今回は開発費と使用

料の二つに分かれるということです。

迫議員

説明がまどろっこしいので何か別のものかと思ってましたが、ただ単に給与シ

ステムのソフトの開発に 400 万かかる。消防はもっているのでしょう。全くいっ

しょですか。いままでの分があるのでしょう。

森次長

それが古くなったので、新しく切りかえるということです。

迫議員 2 回までです。最後まとめてください。

コンピューターパソコンのソフトの関係で開発に 400 万もかかるようなソフト

は高いのではないか。ピンからキリまでありますから。パソコンのプロがいるな

ら、そこら辺の値段はかかるのですけれども、あってないような値段ですからそ

このほんとに積算根拠をきちっと、どういった形で適正なのか 400 万かかること

についてはかなり高額な高度なものですが、慎重に専門家も入れて適正な値段で

開発をして頂きたい。同じ自治体でも大きな自治体、小さな自治体同じものを買

う時に用途に応じて買うが、開発には大型も小型ない、コンピュ―ターのソフト

の関係は福岡市で使うような奴も５千、１万人の地方自治体も同じソフトをいれ

るわけです。だから値段が高い。だから、規模にマッチングしたソフトを入れる

べき、そうすれば値段も安いわけです。もっと安くできると思いますので是非検

討してください。

他にありませんか。ないようです。18 頁から 22 頁の質疑を終結します。

これで 1 頁から 22 頁まで全て質疑は終結いたしました。

これより討論を受けます。討論ございますか。

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結いたします。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

井 手 事 務

局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

これより第 6 号議案の採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 6 号議案は原案のとおり可決されました。

日程第 12 第 7 号議案 「監査委員の選任について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

事務局長

第 7 号議案 「監査委員の選任について」の提案理由のご説明をさせていただ

きます。

宗像地区事務組合監査委員として選任することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号)第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ある。

竜口監査委員さん平成 21 年 2 月 5 日付で同年 2 月 11 日をもって辞職する旨の

届けが提出されたことに伴いまして新たに監査委員の選任について、議会の同意

を求めるものです。

今回監査委員として選任して頂く議案を提出させて頂いておりますのは、

住 所 宗像市日の里５－４－２９

氏 名 三 浦 貞 雄（みうら さだお）

生年月日 昭和１４年１２月１５日

略歴等は記載しているとおりです。以上です。

ここで当事者がこの会場にいらっしゃいます。採決まで退席をお願いします。

（三浦議員退席）

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）

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

本案は人事案件ですので討論は省略いたします。

これから 第 7 号議案について採決を行います。
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阿部議長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

本案は、原案のとおり決することに賛成も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 7 号議案は原案のとおり可決されました。

（三浦議員入室）

三浦議員、満場一致で可決されましたので一言ごあいさつをお願いします。

どうもありがとうございました。力不足ではありますが、執行部には厳しく監

査をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

ここでお諮りをいたします。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。

会議規則第 6 条の規定により、本日をもちまして閉会したいと思います。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。

本定例会は本日をもちまして、閉会することに決定いたしました。

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

一任頂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 21 年第 1 回議会定例会を閉会いたします。


