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宗像地区事務組合第 2 回議会定例会会議録

日時：平成 21 年 10 月 13 日(火) 10：13～11：52

場所：宗像自治会館 会議室

阿部議長

阿部議長

谷井組合長

皆さん、おはようございます。

ただ今から平成 21 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。

本日、三浦議員から欠席の連絡を受けております。

ただ今の出席議員は、15 名で定足数に達しております。 よって平成 21 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、会計管理者、以下、関係職員であります。

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。

これより日程にはいります。

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。

3 番 西山議員、 4 番 渡辺議員を会議録署名議員として指名をいたします。

日程第２ 「会期の決定について」を議題とします。

お諮りいたします。 会期は、お手元に配付をいたしております日程で、本日１日限りとした

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１日限りと決定いたしました。

日程第 3 「諸報告」に入ります。 谷井組合長ございましたら、お願いします。

おはようございます。



2

谷井組合長

阿部議長

本日は、宗像地区事務組合議会定例会を開催いたしましたところ、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、「公平委員の選任について」ですが、3 名の公平委員のうち、1 名の委員

について 10 月末をもって任期満了になることに伴いまして、委員の選任をお願いするもの

でございます。

第 14 号議案から第 16 号議案ですが、一般会計、急患センター事業特別会計、水道用

水供給事業会計の平成 20 年度決算について、監査委員からの決算審査意見を付して、

認定をお願いするものでございます。

続きまして第 17 号議案から第 19 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、水道用水供給事業会計のそれぞれの補正予算、 以上 7 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お願いいたします。

なお、水道事業統合についてでありますが、9 月 11 日に「宗像地区水道事業統合にか

かる基本協定」を事務組合、宗像市、福津市の 3 者で締結しております。

また、事務組合規約の変更につきましては、両市議会の議決をいただき、10 月 8日付け

で、県知事の許可を受けることができました。

今後は、平成 22年 4 月 1日統合に向け、さらに関係市との協議を重ね、統合事務を進

めていきたいと思っております。

水道事業統合に向けての経過等については、今後も必要の都度、全員協議会等を開

催いたしまして、報告させていただきたいと考えておりますので、ご理解ご協力をよろしくお

願い申しあげます。

以上で、諸報告と議案につきまして、いずれも重要な案件でございますので議決を賜り

ますようにお願い申し上げます。 よろしくお願いします。

以上で谷井組合長の諸報告を終わります。
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阿部議長

森事務局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

日程第 4 第 13 号議案「公平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。森事務局長。

おはようございます。 第 13 号議案「公平委員の選任について」 宗像地区

事務組合公平委員として次の者を選任することについて、同意を求める。

平成 21 年 10 月 13 日 住所 福津市光陽台 2-16-8 氏名 久保カヨ子 生年

月日 昭和 19 年 4 月 10 日

提案理由といたしましては宗像地区事務組合公平委員として選任することに

ついて、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 9 条の 2 第 2 項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものでございます。

略暦につきましては以下のとおりになっております。ご同意賜りますようよろ

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。

本案は人事案件でありますので、討論は省略いたします。

これより第 13 号議案の採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成でございます。
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阿部議長

森事務局長

よって、第 13 号議案は、原案のとおり同意されました。

日程第 5 第 14 号議案「平成 20 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」から、日程第 7 第 16 号議案「平成 20 年度宗像地区事務組合水道

用水供給事業会計決算の認定について」までを一括議題といたします。

執行部の説明を求めます。事務局長。

それでは第 14 号議案から第 16 号議案まで一括してご説明申し上げます。 着座してご

説明させていただきます。

第 14 号議案 「平成 20 年宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算認定について」

お手元の決算書に基づきまして説明をさせていただきます。

2 ページをお開き願います。20 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 15

億 5,426 万円に対しまして、収入済額が 15 億 3,890 万 7,688 円で、予算現額と収入

済額との比較で 1,535 万 2,312 円の減となっております。

3 ページの歳出では、予算現額 15 億 5,426 万円に対しまして、支出済額が 15 億

217 万 853 円で、不用額が 5,208 万 9,147 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 3,673 万 6,835 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたしま

す。

続きまして、4 ページ以降の事項別明細書により、主な決算内容につきまして、

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

2,635 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。

5 ページの 4 款 財産収入では、福岡県宗像土木事務所が行う田島田熊線歩道整

備事業に伴う組合所有地売払代金 162 万 935 円を受入れております。
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森事務局長 5 款 繰入金は、財政調整基金から 1 億 6,500 万円、急患センター事業特別会計

から 1,618 万 7 千円、計 1 億 8,118 万 7 千円の繰入れを行っております。

次に歳出についてご説明申し上げます。７ページをお開き願います。

1 款 議会費では、予算現額 144 万円に対し、支出済額は、131 万 876 円でござ

います。

2 款 総務費は、予算現額 4,445 万 5 千円に対し、支出済額は 4,154 万 882 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、8 ページの 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 1,094 万

4,071 円を執行しております。不用額の約 96 万円につきましては、派遣職員の給料

の確定によるものでございます。

また、9 ページの 25 節積立金では、急患センター事業特別会計における普通交付

税需要額の決定に伴う負担金の増額分 381 万 8 千円を財政調整基金へ積立てており

ます。

次に、10 ページの 3 款 民生費は、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 1 億 8,854 万 9 千円に対しまして、支出済額は、1 億

7,973 万 4,539 円でございまして、主な内容といたしまして、1 項保健衛生費では、

歯科休日急患センター開設設置工事として、992 万 5,650 円を執行しております。

それから 11 ページの 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 1 億 6,545 万 6,195 円を執行しております。不用額の 828 万

7,805 円の主な理由といたしましては、11 節需用費で、修繕費の不用額が約 250 万

円、13 節委託料で、し尿処理槽の保守点検費の不用額が約 230 万円となっておりま

す。

次に、12 ページの 5 款 消防費は、予算現額 12 億 5,660 万 4 千円に対しまして、

支出済額は、12 億 4,181 万 6,758 円でございます。主な内容としましては、まず、
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森事務局長 職員 134 名の人件費相当が約 10 億 1,357 万 4 千円で、3 節職員手当の不用額 406 万

3,074 円の主な理由としては、時間外勤務手当及び夜間勤務手当が幸いにも大規模

な火災、風水害、水難等の検索活動も無く、予定より減少したことによるものでご

ざいます。

また、13 ページ 11 節 需用費の不用額 327 万 5,298 円につきましては、主に光

熱水費及び修繕費の執行残によるものです。それから、14 ページ 15 節工事請負費

の主な執行内容としましては、消防本部庁舎空調機器改修工事を 1,332 万 4,500 円

で、福間無線中継局ネットワーク設備復旧工事 404 万 2,500 円を執行しております。

6 款 公債費につきましては、地方債の元利償還金として、3,188 万 7,798 円を執

行しております。

それから、17 ページ、18 ページの財産に関する調書ですが、宗像地域医療センタ

ーに付随している土地を歳入でもご説明しましたが、福岡県宗像土木事務所が行う

歩道整備事業に伴いまして、約 79 ㎡を売却いたしております。

次の 18 ページになりますが、2 物品のマイナス１につきましては、大島で使用

しておりました消防救急自動車を老朽化により、廃車にしております。

その後の救急業務につきましては、軽車両を配備し、支障がないよう取計らって

おります。

3 基金につきましては、財政調整基金の 19 年度末現在額、20 年度の増減額、20

年度末現在額を消防、自治、清掃ごとに掲載しております。ご参照ください。

以上で一般会計決算の説明を終わります。なお、別に提出いたしております「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、15 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

会計歳入歳出決算の認定について」お手元の決算書に基づき、ご説明いたします。
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森事務局長 １ページをお開き願います。

20 年度の歳入歳出決算は、歳入では、予算現額 2 億 4,525 万 9 千円に対しまして、

収入済額が 2 億 4,911 万 3,223 円で、予算現額と収入済額との比較で 385 万 4,223

円の増となっております。2 ページの歳出では、予算現額 2 億 4,525 万 9 千円に対

しまして、支出済額が 2 億 4,357 万 6,661 円で、不用額が 168 万 2,339 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 553 万 6,562 円で、これを全額翌年度へ繰り越しいたします。

続きまして、3 ページ以降の事項別明細により、主な決算内容につきまして、ご説

明申し上げます。

まず、歳入でございますが、１款の診療収入は、1 億 5,934 万 5,931 円で前年度

に比べ 3,690 万円の減額となっています。これは、平成 19 年度の決算額に、平成１

８年度打切り決算に伴う診療報酬収入 3,628 万 3 千円を含んでいたことから、この

差額となったものです。

平成 19 年 4 月分から 20 年 3 月分の 12 ヶ月分は、1 億 6 千万円で、平成 20 年度

とほぼ同額になります。

2 款 負担金は、5,627 万 8 千円で前年度に比べ 2,463 万 3 千円の減となっており

ます。内容は、経常費負担金が 1,821 万 8 千円の減であり、これは、平成 20 年度の

予算編成方針を見直したためです。創設費負担金の 641 万 5 千円減については、地

方債の繰上償還によるものです。

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。負担割は、経

常費負担金が均等割 2 割、人口割 4 割、利用者割 4 割で創設費負担金は、均等割 3

割、人口割 7 割となっています。

4 ページをお開き願います。

5 款 諸収入は、112 万 262 円で、主なもとして、平成 20 年度急患センター運営

業務委託料の清算金 94 万 1 千円を収入しています。
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森事務局長 次に歳出につきまして 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、13 節 委託料で

すが、支出済額の 2 億 1,159 万 7 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。

28 節 繰出金は、支出済額 1,618 万 7 千円で、全額一般会計へ繰出しております。

このうち、381 万 8 千円は、財政調整基金へ積み立て、残りの 1,236 万 9 千円を歯

科休日急患センター開設費用へ充当したものです。

2 款 公債費の支出済額 1,440 万 1,060 円は、地方債の元利償還金でございます。

以上で急患センター特別会計決算の説明を終わります

続きまして、第 16 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

決算の認定について説明いたします。平成 20 年度の決算報告書について、まず、1・2 ペ

ージをお開きください。

(1) 収益的収入及び支出について、でございます。

事業収益は、予算額 12 億 2,828 万 8,000 円に対しまして決算額 11 億 9,677 万 5,477 円

で、3,151 万 2,523 円の減となっております。

次に、事業費用につきましては、予算額（合計欄）8 億 5,034 万 2,000 円に対しまして決

算額 8 億 2,969 万 789 円で、2,065 万 1,211 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）9 億 6,326 万 8,000 円に対しまして、決算額 9 億

9,675 万 5,000 円で、3,348 万 7,000 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、資本的支出につきましては、予算額（合計欄）15 億 8,425 万 7,000 円に対しまし

て、決算額 15 億 7,979 万 2,200 円で、446 万 4,800 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 5 億 8,303 万 7,200 円は、当年度消費税
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森事務局長 及び地方消費税資本的収支調整額 337 万 4,250 円及び、過年度分損益勘定留保資金 5

億 7,966 万 2,950 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 20 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 4,420 万

5,213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、マイナス 8,052万 625円

ということで、営業利益から差し引きいたしますと、経常利益といたしまして 3 億 6,368 万

4,588 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 5 億 4,800 万 6,621 円ございますので、それに充当いたしまし

て、平成 20 年度末未処理欠損金は 1 億 8,432 万 2,033 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 20 年度におきます処理の計算書ということで、利益剰余金の

部では、先ほど申し上げましたように、当年度未処理欠損金は、1 億 8,432 万 2,033 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、「２.県補助金」のところで当年度発生額として1億

1,829 万 5,000 円をあげておりますのは、建設利息債の償還元金の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あります。

「３.負担金」については、当年度処分額 7,340 万 7,600 円は、建設仮勘定に計上してい

た第一次拡張事業費を処理したことにより減額したものです。

次の欠損金処理計算書でございますが、欠損金 1億 8,432 万 2,033円は欠損金処理い

たしておりませんので、これを平成 21 年度にそのまま繰り越しております。

9・10 ページの貸借対照表をお開き願います。

まず、資産の部の固定資産の項目でございますが、有形固定資産と無形固定資産の合

計額 162 億 2,426 万 4,448 円を、流動資産の合計額 17 億 3,764 万 3,707 円に加えた、

資産の合計額は 179 億 6,190 万 8,155 円でございます。
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森事務局長 負債の部でございますが、固定負債合計が 3 億 441 万 5,285 円、流動負債合計が 1 億

4,541 万 28 円で、負債合計といたしましては 4 億 4,982 万 5,313 円でございます。

次に資本の部でございますが、資本合計といたしまして 88 億 3,589 万 3,560 円、剰余金

合計につきましては 86 億 7,618 万 9,282 円ということで、資本合計額は 175 億 1,208 万

2,842 円であり、負債資本合計額 179 億 6,190 万 8,155 円と資産合計額と同額となってお

ります。

以上で決算書の説明を終わらせていただきまして、引き続き決算付属書類についてご説

明申し上げます。

総括事項につきましては、省略させていただきます。

（2） 12 ページの議会議決事項でございますが、これは 20 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しております。

（３） 次の行政官庁の認定事項でございますが、補償金免除繰上償還、酸注入設備と

して、上水道事業債及び水道広域化事業費に伴う補助金として県知事認可を得たもので

す。

（４） 次の職員に関する事項につきましては、前年度から変更はありません。

（５） 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項についても変更はありません。

次に 13 ページをお開きください。

（1）建設工事の概況ですが、平成 20 年度の新設工事を掲載しています。

（2）保存工事の概況については、工事費 500 万円以上のものについて掲載しておりま

す。

１４ページの（１）業務量について、でございますが、ここでは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 68.96％、福津市につきましては 94.61％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21,907 ㎥ ということで、宗像地区全体では74.01％という結果になってお
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森事務局長 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。

給水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、

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

したものです。

事業費用の支払利息の減については、補償金免除繰上償還の借換えによるものです。

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は、工

事関係以外の 500 万円上の契約のものを掲載しております。

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 40 億

8,304 万 1,029 円 20 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・19 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ます。

20 ページについては、資本的収支の明細書を記載しています。

次に、21・22 ページをお開きください。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 20 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、機械及び装置につきましては、酸注入設備による増加でござい

ます。

建設仮勘定の当年度減少については、酸注入設備の資産振替、第一次拡張事業費を

処理したものです。

20 年度末、償却未済額（残額）は 160 億 6,124 万 9,448 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。20 年度末の現在高は 1

億 6,301 万 5,000 円となっております。

最後に23ページから26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
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森事務局長

阿部議長

阿部議長

青柳監査委員

させていただいております。

25・26ページの 48・49番は、借換えのため、50番は酸注入設備のため 20年度に、合計

6 億 1,990 万円の借り入れを行っています。

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。よろしくご審議の程お願

いいたします。

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、監査報告に

対する質疑のあとに、それぞれの会計の決算について、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。青柳代表監査委員。

皆さん、おはようございます。この度皆様方のご同意を得まして、当組合の代表

監査委員を受けることになりました。青柳でございます。

地方自治の大変厳しい折、このような大役、私ができるかというふうに多少不安が

あるわけでございますけれども、ここのところ皆さま方のご協力、ご理解を得なが

らまっとうさせて頂きたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。

それではお手元の資料に基づきます決算審査意見書を提出しておりますのでそれ

のご報告させていただきます。

まず、表紙をめくりまして、平成 21 年 8 月 3 日付けで当組合の谷井組合長宛に

代表監査委員及び議会選出の監査委員 2 名から平成 20 年度宗像地区事務組合一般

会計、特別会計の歳入歳出決算審査意見書について提出いたしました。
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青柳監査委員 これは地方自治法第 292 条において準用する同法第 233 条第 2 項の規定に基づきま

して組合長あて意見を提出したものでございます。1 ページをお願いいたします。

平成 20 年度宗像地区事務組合歳入歳出決算審査意見

1.審査の対象

（1） 平成 20 年度一般会計歳入歳出決算

（2） 平成 20 年度急患センター事業特別会計歳入歳出決算

（3） 平成 20 年度一般会計・特別会計歳入歳出決算事項別明細書

（4） 平成 20 年度一般会計・特別会計実質収支に関する調書

（5） 平成 20 年度財産に関する調書

以上の 5 点を審査の対象としております。

審査年月日 平成 21 年 7 月 29 日、30 日の 2 日間において審査をいたしました。

審査の方法 審査は各会計歳入歳出決算書及び付属書類について、関係法令に準

拠して作成されているか否かを確認するとともに、これらの計数の正確性を検証す

るため、関係諸帳簿とその他の証拠書類を照合したほか、関係職員から事情聴取等

を行い実施しております。

審査の結果 審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び付属書類は、いずれも

関係法令に規定された様式に従って調整され、かつ、決算計数は関係諸帳簿と符号

して正確であり、誤りのないものと認めております。

以上が審査結果の詳細でございますが、下記の部分につきましては、決算書から

の抜粋でございますので 2 ページ、3 ページ、4 ページ、5 ページにつきましてはご

一読願いたいと思っております。

続いて 6 ページをお願いいたします。むすびのところでございますが、平成 20

年度宗像地区事務組合一般会計及び急患センター事業特別会計歳入歳出決算の概要

です。 平成 19 年 4 月 1 日に宗像地区の一部事務組合が統合され、2 年を経過して

おります。その間、総合経営システム導入、あるいは行財政改革の推進など効率的
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青柳監査委員 な行財政基盤の確立に向け、着実に一定の成果を上げている。

しかしながら、社会経済情勢の悪化、税収不足等で非常に厳しい情勢下にある構

成市に対し，当組合に対する負担の軽減を図る必要があるというふうに思います。

このことから、今後においても、全職員が統合の目的を再認識し、徹底した経費

の節減はもとより、効率・効果的な住民福祉の向上を達成するため、より一層の合

理的な行財政運営に努めるとともに、地域住民が安全で、安心して快適に生活でき

る環境づくりに努めてほしいというふうに考えております。

続きまして、宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算審査意見についてでご

ざいます。 1 ページ 平成 20 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

審査の対象 平成 20 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算

審査の期間 平成 21 年 7 月 29 日・30 日 2 日間

審査の方法 検査審査にあたっては、提出された決算書類その他関係書類が、地

方公営企業法及び関係法令に基づいて作成され、事業の経営成績及び財政状況を適

正に表示しているか否かを検証するため、関係帳簿及び諸証拠書類により審査を実

施いたしました。また、事業の経営内容を把握するため計数の分析を行い、予算執

行が正しく運営されているかについて審査しております。

審査の結果 審査に付された決算報告書、損益計算書及び貸借対照表、その他の決

算付属書類は、いずれも関係法令に準じて作成され、計数も正確であり、経営成績及び財

政状況も適正に表示しているものと認められます。

以下につきましては決算書からの抜粋でございますので、後でお目をとおしていただき

たいと思います。 それでは 6 ページをお願いいたします。むすびのところでございます。

当年度の収益収支決算は総収益 11 億 4,072 万 1 千円に対し、総費用 7 億 7,703 万 6

千円で、3 億 6,368 万 5 千円の純利益が生じたが、前年度繰越欠損金に充当し、翌年度

繰越欠損金は 1 億 8,432 万 2 千円になっている。利益確保によって、累積欠損金の減少
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青柳監査委員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

が進んでいるため、平成 21 年度には解消される見込みである。

また、企業債の内、昭和61年度から昭和63年度までに借り入れた財務省財政融資の4

件について総額 5 億 5,190 万円の借換えが行われており、本年度で約 1,063 万 8 千円の

利息の軽減が図られている。

以下の統合に付きましては冒頭組合長からもご報告がありましたように 9月 11日をもって

合併に伴います基本協定がなされたということでございます。統合後は構成市の水道料金

等の低廉化を図り、さらなる水道事業の効率的な運営をめざすとともに安全で良質な水を

安定して供給されることに努めてほしいというふうに思っております。

以上で決算審査のご報告を終わらせていただきます。 ありがとうございました。

それではただ今の監査報告について、ご質問ございましたらお願いします。

（異議なしの声）

質問ないようです。これをもちまして質疑を終結いたします。

続きまして第 14号議案 「平成 20年度宗像地区事務組合一般会計歳出歳入決算の認

定について」。 これから質疑に入ります。 質疑ございますか。

（異議なしの声）

質疑ないようです。 これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。ご意見ございますか。

（異議なしの声）
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

ないようです。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おこないます。本案は原案のとおり認定することに

賛成のみな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 14 号議案は原案のとおり認定されました。

次に、第 15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歳入

歳出決算の認定について」。 これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

(異議なしの声)

討論ないよういです。これにもって討論を終結します。

第15号議案について採決をおこないます。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 15 号議案は原案のとおり認定されました。
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阿部議長

迫議員

阿部議長

迫議員

阿部議長

総務課長

阿部議長

矢冨課長

第 16 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決算の認定に

ついて」 これより質疑を受けます。

はい

迫議員。

7 ページの剰余金計算書の中で局長がさらっと言いましたが、一次拡張事業で処理をさ

れていますよね。 本来建設仮勘定を建設対応が終わったということで、資産の部に形とし

て残らないといけない。 無形固定資産ではないのですから。 当初の第 1 次拡張事業は

それなりの予算を投じて、宗像地区の将来の水資源確保のために事業を起こしたわけです

から、その間ずっと未処理のまま残っていたことで、私も何度か質問したが、21 ページの関

係ではもう 0 になっていますね。資産の部では 0 になっている。

この建設仮勘定でこれを資産として受け入れるのはどこに載るのですか。当然資産として

残らないといけない。 7 千万近くの金を使って事業はこれから先全くないことになりますと、

これは税金ですから、7 千万使った当時の目的からして、これを中止するということになりま

したら、監査請求なり、住民の皆さんからみますと無駄な税金を投入したように受け取られ

てもいたしかたない部分があるのではないでしょうか。

そこら辺の帳簿上の処理の仕方、財産として 7 千万がどこにも載っていない。具体的に

は全く財産として 7 千万の資産として残ってないわけです。そこら辺の理解をどのようにした

らいいのか。この 2 点伺います。

矢冨総務課長。

今、迫議員からご質問いただきました１次拡張事業の資産の事務処理ということでご質
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矢冨課長

阿部議長

迫議員

問いただきました。 以前から迫議員さんの方から仮勘定にいつまでも残しておくのはおか

しいのでないかということで、前回もご質問いただいていますが、20 年度の決算において処

理させていただきますと回答していたと思います。

それに基づきまして今回処理させていただいたのですが、今迫議員さんのご質問にあり

ました資産の分についてどこに計上処理したのかですが、この分につきましてはここにあげ

ています今ご質問の 7 ページに負担金ということで 7 千 3 百万の数字、これは両市から拡

張時に負担していただいた事業費の負担金ということで計上しています。

相手方としましては、資産の建設仮勘定という形で載っていました。それを、今回 3 月 31

日に処理させていただいたのですが、この分につきましては工事等について途中で中止に

なった場合につきましては、特別損失という形で処理するわけですが、この特別損失につき

ましては、企業法の中にもございますが、資本剰余金いわゆる相手方としては資本剰余金

の負担金という形のもので資産の財源となっております。

この部分につきましてはこれを除却した場合には当該資本剰余金を取り崩して、相殺し

て処理をするという公営企業法に基づいて会計処理をおこなっております。

よって資産には上がらず相殺して資産を除去してしまったという形で処理させていただいて

います。 以上でございます。

迫議員

除却とは意味合いが違うのですよね。 いずれにしても 7 千万の行方は分からないので

すよね。 もう使ってしまっているわけですから。 それぞれ構成団体から出していただいた

ものは使っている。 それをずっと未処理のまま引っ張ってきた結果、企業法によって相殺

するに至った。 結局税金を使ったままということになるわけですよね。 使ってないのです

か。 使っているでしょ。

使ったことに対してその事業に対してどういう風にお考えになっているのですか。 7 千万
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迫議員

阿部議長

森事務局長

は我々サラリーマンからすると大きな額ですが、それをいとも簡単に相殺したということで、

はたして住民の皆さんがご理解されるかどうか。逆に改めて北福緊急連絡管事業に参加す

るわけですが、そこら辺でもちょっと悪かったと、これ具合悪いということで投資はしたが、

後、水の問題ですからおそらく料金の問題やらいろいろ出てくると思いますが、そういったこ

とに繋がっては決してならない。

そこら辺の処理の仕方はきちっと、誰も責任ないのですか。責任の所在は誰もとらない。

7 千万使って誰も責任を取らない。それで事業として継続できなかった責任は誰も取らない

のですね行政は。 そういうことですか。 民間の場合は一発で首ですよ。 そこら辺のとこ

ろを是非お伺いしたい。

局長。

当時、先ほど迫議員が言われました北九州の水というのが具体化されていない。

実際に管そのものも通るのか通らないのかそういうことすら決定していない。水は不足する。

そもそも水源が足らないということで、どうするかとそういうところを皆さんに協議していただい

て、当然私が聞き及んでいるところで、議会の皆さんのご理解をいただいて調査費というこ

とで調査させていただいた。

その調査の結果、拡張事業をやるという方向には向いていたのですが、その時期に北九

州の北福の緊急連絡管事業が具体化する、そうなった場合、拡張事業をするともっとお金

がかかるということが現実的にあり、急きょ工事を取りやめて北九州の用水供給事業の水を

買い入れたほうが安くできるという結果に至ったわけです。

当然、時代といいますか、流れが予測のつかないことなどがあってそういう結果といいま

すか。先ほど言われました 7 千万ぐらいのお金を投資した結果、実際工事はやらないので

無駄ではないかというお話で、しかもそれを責任とっていないというお話ではあるとおもうの

ですけれども、当時としてはそれが最善の策であった。
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森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

末吉議員

それが急きょ県の事業として新しく具現化されたのでそちらに切替えることになったもの

ですから、私どもとしては最善とはいいませんけれどもその方法しかなかったのです。

迫議員。

確かにおっしゃられるとおりだと思うのですね、流れとしては。 しかし今、ただ単にとりわ

け命の水です。 私は個人的にはやはり自前の水は必要だと思います。 ただ単に安かろ

うで飛びついて、将来に禍根を残すようなことがあっては決してならないと思うんですね。

言うなら次世代までずっと繋がる問題ですから。ではなぜ吉田多礼ダムを作ったのか、な

ぜ、その時の経緯を含めて、やはり水道水源の確保というものを今一度かみ締める必要が

あるのではないか。 ただ単に安かれば何でもいいという事には繋がらないと思います。

適正な料金の元で運営されていく。 全国津々浦々水はどうしても避けられない問題で

すから。 とりわけ外からの影響、天災地異含めて、災害等を含めて、大量に他地区からい

ただくということには懸念が残る。 一方ではですね。せっかくある吉田多礼の水がめを縮

小してまでよそに頼ることは、はたして将来的にどうなのか。

わたしは北部連絡管が反対だなんだということではないのです。行政の水に対する、水

源確保に対する基本的なスタンスの問題を将来的に含めて慎重にすべきだったと私は思

う。 以上です。 意見で結構です。

他に。 末吉議員。

水道企業団にとって、両市に供給する水の原価ですね。平成 20 年度は約 23 円 75 銭

結果として給水原価が安くなっている。 この減額できた部分というのは両市にとっての水

道事業の会計にとっても非常に大きな貢献をしている。 実際、両市ともあるサイクルでこれ

まで過去、概ね 3 年ないし 5 年でのスパンで水道料金の改定をしてきた。
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末吉議員

阿部議長

組合長

阿部議長

森事務局長

唯一今までの経緯が水道企業団からの給水原価の減額によって当面改定しなくて済ん

だという経緯があります。 そういう中で北部緊急導水を受け入れるという方針に至ったわけ

ですが、その中で 23 円 75 銭の減額がいかに大きいものかということを身にしみて感じたの

ですけども、緊急導水を受け入れるうえで、給水単価は交渉されていると思うんですが、そ

の辺がどこまで見通しができているのか。

その辺が末端給水の一元化の努力とは別の次元で非常に水道会計に与える影響が大き

いという意味から、現在分かっている範囲で見通しをお聞かせください。

組合長。

総括的な今の考え、今私どもが接触している段階までは、細かいことはちょっと、現在詰

めを行っております。 結論から言いますと、北九州市の方では 12 月までに結論を出した

いということです。 単価につきましては、やったりとったりがございまして我々としては当初と

しては 100 円、110 円といっていましたが、我々としてはさらに下げてくれと。

究極、数字はまだ決まっていませんが、大井ダムを我々は当然北九州の水がきた場合

来年の 10 月に廃止の予定です。 それに見合う大井ダムの供給単価くらいに下げてくれと

いうことで今申し入れをしております。

事務局長。

先ほど減額が非常に大きい貢献だという話をいただきました。 これにつきましては組合

の統合を踏まえて人件費等の抑制、先ほど説明しました総合経営システム、行財政改革を

実施するということで経費縮減の取り組みが可能になった。

それに加えまして、起債の借り換え等そういうものによって大きな金額の調整ができ、先

行きが見通しが明るくなったということから減額をしたということでございます。
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森事務局長

阿部議長

吉田議員

阿部議長

今後につきまして先ほど言われました北九州から水を購入して運営をしていくことは方針

として決まっております。 宗像大井浄水場からの水を 10月に廃止をして、北九州から 1万

トンを購入するということになる。先ほど言われましたこの額が水道料金に影響してくることに

なります。交渉をして少しでも安く仕入れた方がいいいと思っています。

先ほど組合長が言いましたように、宗像市としても福津市としても組合としても北九州の

水を少しでも安く購入できるようにということで先方と再三にわたり協議を勧めております。

結果として我々の希望としては先ほど組合長が言いました大井浄水場の単価に近い額でと

いうことで要望として出しております。

しかしながら北九州の方としては、岡垣遠賀方面に水を売っている(供給している)ので、

その単価との見合いもあって押したり引いたり、この表現がいかどうかわかりませんがそうい

う状態です。 しかしながら結果として 22 年度予算を北九州の方としては計上する必要が

ありますので、その中で単価を公にしていくという話を聞いていますので、12 月ぐらいには

公表する必要があるんではないかという話を聞いておりますので、その時には明らかになる

のではないかと思います。

そこまではちょっと金額は言えませんのでそこのところはご了承願います。 以上です。

7 番吉田議員。

はじめてこの議会に来ますので、ちょっと分からないので教えていただきたいのですが。

7 ページの水道供給事業の欠損金のところですが、前年度末にどういうことで 5 億 4 千 800

万の欠損金が出たのか分かりませんが、今年度の剰余金が差引、次年度に 1 億 8 千万繰

越ということについて、監査意見書の 6 ページには 21 年度には解消される見込みと記載さ

れています。 どのような理由で解消されるのか説明お願いします。

矢冨総務課長。
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総務課長

阿部議長

吉田議員

総務課長

今、吉田議員さんの方からご質問がありました累積欠損金がなぜこういう形で毎年毎年

減少していくのかという質問だと思いますが、当初料金を算定する際に資金ベースで算定

します。 通常でありますと減価償却費を含めた所で料金を算定するのですが、それでしま

すと両市への水道料金が高くなるということで、資金ベースで料金を設定させていただきま

した。 その経緯から収入に対して支出が増えているという形のもので、収支差引欠損金と

いう形のもので毎年 2 億 3 億とずっときていまして、トータルで多いときで 30 億近く欠損金

がございました。 それを平成に入りましてできるだけ料金の改定をしない形のもので利益

を上げまして、その利益に基づきまして欠損金を毎年 2 億 3 億というような純利益をあげま

して欠損金を毎年そういったかたちでずっと少なくしていったのですが、やっと 20 年度末ま

でに 1 億 8 千 4 百まで減ってきました。

21 年度の利益剰余金の見込みとしましてはこの金額を上回る金額が見込めるということ

で、欠損金が 21 年度解消される形になります。

ここに上がっています 7 ページの繰越欠損金年度末、これが前年度分の 5 億 4 千万。

３番に今年度純利益３億６千万とありますが、毎年２億から３億の純利益を欠損金に充当、

補填し、やっと２１年度にこの欠損金が解消されて、健全財政が見込めるところまで漕ぎつ

けたということです。 少し分かりにくいかと思いますが、よろしいでしょうか。

吉田議員。

資金ベースということは、減価償却されていないと理解します。 私複式簿記は分かるの

ですが、企業会計は複式簿記、商業簿記と違いますので本当は分かりません。

あとで詳しく個人的にお聞かせ願いたいと思いますが、資金ベースということは減価償却費

は計上されていないということで理解していいのですね。

はい、そうです。
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吉田議員

阿部議長

吉田議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

そしたらですね、引当金にあるのですが、修繕の引当金が別に計上されているということ

ですね。 そういう理解でいいですか。

課長の答弁は要りませんか。

はい、要りません。

それでは他に質疑はないようです。質疑を終結します。

これより討論に入ります。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。

これより第 16 号議案について採決をおこないます。原案のとおり認定することに賛成の

みな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 16 号議案は原案のとおり認定されました。

ここで休憩をといたします。再開は 11 時 30 分といたします。

休憩

再開をいたします。 休憩前に続き会議を続けます。
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阿部議長

森事務局長

日程第 8 第 17 号議案 「平成 21 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」

日程第 9 第 18 号議案 「平成 21 年度宗像地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」 を決算による繰越金の関連により一括議題とします。

執行部の説明を求めます。森局長

第１７号議案 「平成 21 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」

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 567 万 6 千円を増額し、総額を 15 億 3,332 万

7 千円とするものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細書に沿ってご説明いたします。

歳入からいたします。 4 ページをお開き願います。

１款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 １節 総務費負担金ですが、135 万 3 千円

を減額し、2,384 万 2 千円とするものです。 減額の理由は、平成 20 年度決算の確定によ

り剰余金を両市へ返還するため、平成 21 年度の負担金で相殺するものです。

次の 2 目 衛生費負担金、1 節 清掃費負担金についても同じ理由及び方法により、

1,554万 2千円を減額するものです。 補正後の両市の負担金内訳を説明欄に掲載してお

ります。 次の 4 目 1 節 消防費負担金は、構成市における地方交付税の確定に伴い

3,645 万 4 千円を増額するものでございます。 こちらも、補正後の両市の負担金内訳を説

明欄に掲載しております。 併せて、ご参照ください。

続きまして、4 款 財産収入、2 項 財産売払収入、1 目 不動産売払収入、1節 土地売

却代金 505 万 9 千円は、福岡県宗像土木事務所が行う徳重曲線 交通安全対策事業に

伴いまして、消防赤間出張所用地 87.2 ㎡の売払代金を収入するものです。

5 ページになりますが、5 款 繰入金、1 項 基金繰入金、1 目 1 節 財政調整基金繰入

金は、消防負担金の増額及び消防赤間出張所用地売払代を収入したことに伴い、4,121
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森事務局長

阿部議長

万3千円を減額するものです。 また、2項 特別会計繰入金は、急患センター事業特別会

計の平成 20 年度決算の確定に伴う剰余金 553 万 5 千円を繰入れるため、新たに計上す

るものでございます。

6 款 繰越金は、平成 20 年度決算の確定により 1,673 万 6 千円を増額するものです。

次に、歳出の説明に入ります。6 ページをお開き願います。

1款 議会費、１項 1目 9節 旅費ですが、今後、議会開催回数を見込んで14万 1千円

を増額するものでございます。

次の 2款 総務費、1 項、１目、25 節 積立金は、新たに 553 万 5千円を計上し、急患セ

ンター事業特別会計からの繰入金を財政調整基金へ積立て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ります。

続きまして第 18号議案「平成 21年度宗像地区事務組合急患センター特別会計補正予

算（第 1 号）について」 ご説明いたします。

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 553 万 5 千円を増額し、総額を 2 億 3,939 万 7 千円とす

るものでございます。

今回の補正につきましては、平成 20 年度決算の確定によるものでございます。

補正の内容につきまして、事項別明細書に沿ってご説明いたします。

歳入からいたします。3 ページをお開き願います。

4 款 繰越金、１項、１目、１節 繰越金ですが、1 千円に対し、553 万 5 千円を増額し、553

万 6 千円とするものです。 決算の確定によるものです。

次に、歳出の説明に入ります。

１款 急患センター運営費、１項、１目、28 節 繰出金ですが、新たに 553 万 5 千円を計上

し、決算剰余金を一般会計へ繰出すものです。

以上で特別会計補正予算の説明を終わります。 よろしくご審議のほどお願いします。

第 17 号議案 「平成 21 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」
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

質疑を受けます。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。これより討論に入ります。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。本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。 よって、第 17 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に、第 18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補正予

算（第 1 号）について」質疑を受けます。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。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論ないようです。討論を終結いたします。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

これより第 18 号議案について採決を行います。

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 18 号議案は、原案のとおり可決されました。

次に日程第 10 第 19 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。森事務局長

第１９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補正予算（第 2

号）について」 ご説明申し上げます。

内容といたしましては、水道事業統合に向けた多礼浄水場の整備費、浄水場北側法面

の災害復旧工事費、福岡県・宗像市・当組合と結んでおります樽見川樋門管理協定による

樋門補修工事に伴う負担金、並びに消費税を補正したものであります。

まず、1 ページの第 2 条につきましては、当初予算第 3 条に定めた収益的支出の第１項

営業費用を 9,010 万円増額、第 2項営業外費用を 302 万円減額補正し、事業費用を 9億

1,211 万 7,000 円といたしております。

第 3 条は、同じく予算第 4 条に定めた資本的支出の第１項建設改良費を、250 万円増額

補正し、第１款 資本的支出 11 億 3,543 万 9,000 円といたしております。

次に 2 ページをお開きください。

予算実施計画でございますが、１ペ－ジの第2第3条の内訳を掲載したものでございます。

詳細につきましては、最後の 6ペー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。
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森事務局長

阿部議長

末吉議員

次の3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ございま

す。 次に 4 ページをお開きください。

平成 21 年度末(平成 22 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 175 億 4,221 万円を見込んでおり、当年度未処分利益

剰余金として 1 億 452 万円を予定しております。

最後に 6 ページの事項別明細書でございます。

補修工事の負担金 193 万 4,000 円を補正しまして、4,349 万 8,000 円、2 目 浄水及び送

水費につきましては、水道料金システム改修等の委託料 1,750 万円、災害法面復旧工事

3,400 万円及び事務室等改修整備費 950 万円を補正しまして 3億 8,257 万円、3 目 総係

費につきましては、統合に伴います事務用品等の備消耗品費 990 万円、料金納付書及び

広報誌等の印刷製本費 745 万円、引越し費用、ネットワーク整備費など業務の委託料 937

万 6,000 円、並びにパソコン、サーバー機器リース料の賃借料 44 万円を補正いたしまし

て、9,653 万 3,000 円を計上いたしております。

営業外費用の4目、 消費税につきましては、経費の増額補正によりまして納付税額302

万円減額し 4,190 万円を予定いたしております。

資本的収入及び支出につきましては、統合に伴い、外来者の安全を確保するため防護

柵工事としまして、支出の 4 目 浄水施設費の工事請負費 250 万円を補正いたしまして、

資本的支出 11 億 3,543 万 9,000 円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。 よろしくご審議のほどお

願いします。

これより第 19 号議案についてこれから質疑に入ります。質疑ございませんか。

末吉議員。

補正の中身について、支出のところで報告があったのですが、総額、浄水及び送水費で
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末吉議員

阿部議長

森事務局長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

6,100 万の補正をしているわけで、この節の中の項目で例えば委託料でも複数の項目が計

上されているわけですけれどもそういった資料を議会の中で、付属資料でもいいのですが、

どうして出されないのかなと。 口頭で私ども議会に両市かえったときに報告するに際して、

今説明された内容だけでは十分な説明ができないと思うんですよ。

私どもそれぞれ補正がかかるときにはやっぱり、100 万単位の補正でも費目は計上する

んですよ資料として。 そういう事務組合議会に対する予算審議ですからもっと丁寧にやっ

てほしいと思います。

森局長

今、末吉議員からご指摘がありましたこの部分はわかっておりますので、ただ今から資料

を配布したいと思いますけどよろしいですか。少し時間をください。

少々お待ちください。 暫時休憩

それでは、再開をいたします。

休憩前に続き会議を続けます。なお、13 番村上議員より欠席の早退届が出ております。

それでは森局長、説明をお願いします。

末吉議員からご指摘がありました事項別明細書がわかりにくいということで、わかりやすい

資料を添付して欲しいというお話がありました。貴重な意見ありがとうございました。

今後できましたら内容等の資料を添付したいと思っています。それでは説明いたします。

6 ページ事項別明細書と対比する形で作っております。 先ほど私が口頭でお話しました

部分につきましては右側の備考欄に掲げております。 こういう形でそれぞれ備品購入等も

含めてやるというものでございます。詳細については省略させていただきます。以上です。
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阿部議長

末吉議員

阿部議長

森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森事務局長

末吉議員よろしいですか。

1 点だけいいですか。印刷製本費の納付書等で 700 万計上されていますが事務組合の

水道会計で納付書を印刷するのに 700 万計上は理解しがたいのですが。

局長

これにつきましては、上のほうの委託料のところでもありますけども、現宗像、福津市にお

いて使用しております水道料金システムがございます。 これについて名前等につきまして

はすべて事務組合に変わる。 債権者としての名称が変わりますので、その部分のフォー

マットの変更。 その部分のシステムがそれぞれ違う業者でやっておりますので、いずれか

に片寄せする必要があるのでこういう形の改修費用が出てくる。 それから関連して納付書

につきましては事前に印刷製本をしておかないと 4月の料金の納付書が出せないということ

がありますので、あらかじめ３月中に納付書等を新しく印刷する必要があるので、今年度の

補正予算で計上させていただきました。

事務組合から納付書を出すようになりますので、その部分を印刷するという意味合いもの

です。

他にございますか。はい迫議員。

1 点だけ。賃借料のところでパソコンは 1 台ですか。 44 万は。

局長

パソコンにつきましては 30 台予定しております。宗像市、福津市の方で職員が使用して
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迫議員

森事務局長

阿部議長

阿部議長

井上議員

阿部議長

おりますパソコンにつきましては水道の資産ではありません。市が保有しています。

ですので私どもの方にもってこられないということがあります。 OS がばらばらになりますの

で、できましたら最新の一つ前ビスタというのがありますけども、それに合わせたいと考えて

おります。 それとちなみにサーバー機につきましては 3 台程度の整備をしたい。

これは 2 月分を計上しております。サーバー機については、両市間と消防を結ぶネットワー

クの管理関係、それとかウイルス管理だとかそういう関係の監視するサーバーが主です。

2 ヶ月分とはいえ 30 台分のﾘｰｽですか。 それなら安いですよ。

これは 5 年リースを考えております。 パソコンが今安くなっております。

ノートとタワー型とそれぞれ入れるようにしておりますけども今十数万で入ってきます。

30台いれても 5・600万ぐらいの金額にリース料率を掛けて行きますと、保守も含めてこの程

度の金額になります。 今は前とは全然価格が違いますので安くなります。

他にございますか。それではここでお諮りをいたします。やがて正午を過ぎると思います

が、このまま終わるまで続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）

それではそのように決しました。 それでは井上議員。

備品消耗品の 990 万ですけども、これは事務机等と書いてありますけども、ここの分を持

っていかれないのですか。新規に買われるのですか。

局長
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森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

森事務局長

基本的には今こちらに置いております机、イスは持ち込むということにしています。

しかしながら先ほど市の方お話をしましたけど、水道の資産というのは、両市とも机とかキャ

ビネット市の資産で水道の資産ではありませんので基本的に我々の方で調達する必要が

あります。机につきましてはできるだけ中古を考えましたけどもなかな規格が一致しないとか

同時期に調達できないものがありましたので、できれば新古品とか中古でよかったのです

が、それができませんでしたので机については新しいもの、キャビネット類については中古

品が調達できるのではないかということで、その中で見積をしております。

基本的には両市から持ってこられない。我々のほうですべて用立てる。ここの事務所見

ていただければわかると思いますが、10 名程度で使っている備品ですので、40 名とかそれ

だけの人数で使用する形にはなりませんのでやはり新規に買うということになります。

他にありませんか。

迫議員。

両市から持ってこられないというのが不思議なんです。 水道課が移設されるわけでしょう

がそれなら、机、イスは余るわけでしょ。 だったら、両市が無償で提供するということでわざ

わざ中古品を買いあさるのはちょっといかがなものかと思う。

局長

基本的に財政の方と詳細について、事務機器についての詰めはやっておりませんけども

基本的に水道委員会の中で水道担当課長、係長等と協議したところでは、事務機器、什

器等については自分のところで保有していない資産なので、基本的には持ち込めないとい

う話がありましたので、それでは我々の方で調達しようと結果になったわけです。
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迫議員

谷井組合長

阿部議長

田原議員

阿部議長

瀧口課長

組合長、これはできる話でしょう。

私もちょっと初めて聞いた話です。 おっしゃるとおりですね。 もういっぺん既存機器類

を他のところにまわすとか、聞いてないので、原則として統合するわけですから、その事務

類は組合の方にまわすということで、組合ともう一度考えてみたいと思います。

田原議員

修繕費の災害復旧工事の 3,400 万、これは全協で確か説明があったと思いますが、法

面の復旧工事と思うのですが、このことについて、田んぼまでいっていましたね。

この辺が地元の方も大変心配してあるわけですけども、これで完全に止まるのか、今後

心配ないのかというのが 1点。 それから田んぼ等の補償についてはどういうふうになされた

のかお尋ねです。

瀧口施設課長

施設課長の瀧口でございます。

災害の法面復旧工事この 3,400 万の予算を計上させていただいておりますけども、現在

進捗状況でいきますと設計会社の方に設計を委託いたしまして、金額までだしております。

それで、ただ今、県の方と協議をいたしまして国に災害の補助をいただくべく準備をいたし

ております。県の方に指導を仰いでおる状況でございますけども、ここの工事費用で法面

復旧まで含めたところでまかなえるものと考えております。

工事につきましては、国の方の財政等が非常に厳しくなっております関係上、県の方に

言われておりますのは、「あくまでも現況の復旧しかダメですよ。」ということを厳しく言われて

おります。ですので補助の方は私どもが思っているようにいただけるかどうかはちょっと難し
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瀧口課長

阿部議長

田原議長

阿部議長

瀧口課長

阿部議長

森事務局長

いところもございますけども、これは補助を含まない所での金額をあげさせていただいており

ますので、路面の復旧、法面の復旧ということで完了できるものと考えております。

用地につきましては道路の方を重力式のよう壁で保護するような形を考えておりますので

一応買収はいらないというところで設計しております。

補償につきましては当然発生いたしますので、それは耕作物の補償それから原面の復

旧、そこまでを考えております。

田原議員

農作物だとかそういう形に対しての補償はなかったというふうに理解してよろしいんです

か。 補償はないんですか、全く。

瀧口課長

補償を当然考えております。 耕作者の方には 3 月いっぱいまで工事がかかりますという

ことで、項目的こちらの方になるかどうかわかりませんが、当然のことながら耕作者の方には

補償をやります。

局長

今、施設課長が申し上げたとおり、災害の補助につきましては今、県の方と協議しまして

最終的には国との協議ということになろうかと思います。今回についてはまだ採択されてお

りませんので一応、単費で計上しておりますけども補助が付き次第補正をかけて、それと耕

作者と地主の方につきまして補償についてはそれぞれ考えております。 排水も一部壊し

ておりますのでそれも修復する必要があります。 そこに大豆が植えてありますけどもその補

償等も今後、耕作者、地権者と協議をするということにしております。 額はまだ確定してお
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森事務局長

阿部議長

田原議員

阿部議長

瀧口課長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

りません。 以上です。

田原議員

県、国からの補助を今おっしゃいましたけども、それがなくても 3,400 万で出来るとういうこ

とで考えておいてよろしいですか。

瀧口課長

そのとおりでございます。 補助が出ましたら、補助の方を補正予算の方に上げさせてい

ただきたいと思います。

他にございますか。

（異議なしの声）

質疑がないようです。 質疑を終結いたします。 これより討論を受けます。

討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論がないようですので、討論を終結いたします。

これより第 19 号議案 採決を行います。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

（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。

以上で、本会議に付議されました案件の審査はすべて終結いたしました。

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。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 2 回議会定例会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。


