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宗像地区事務組合第 3 回議会臨時会会議録

日時：平成 21 年 11 月 18 日（火） 13：30～14：05

場所： 宗像自治会館

阿部議長

阿部議長

阿部議長

谷井組合長

みなさん、こんにちは。

ただ今から、平成 21 年第 3 回宗像地区事務組合議会臨時会を開会いたします。

本日は、西山議員から欠席の届けがでています。

ただ今の出席議員は、15 名で、定足数に達しています

よって、平成 21 年第 3 回宗像地区事務組合議会臨時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、事務局長、消防長、以下、関係職員です。会計管理者、消防次長及び

予防課長は、公務のため欠席であります。

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。

ここでお諮りをします。

本日は傍聴に 6 名の方がおいでになっています。これを許可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、そのようにいたします。

これより日程に入ります。

日程第 1 「会議録署名議員の指名」を行います。

5 番 小田議員、6 番 米山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）

ご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。

みなさん、こんにちは。

本日は、宗像地区事務組合議会臨時会を開催しましたところ、議員の皆様方には
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谷井組合長

阿部議長

森事務局長

阿部議長

迫議員

谷井組合長

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。

提出議案は、廃止条例が 2 件、制定条例が 4 件となっています。

第 20 号議案及び第 21 号議案については、水道事業統合のため、事務組合の「水

道用水供給事業」を廃止する必要があることから、その関係条例を廃止するもの

です。

第 22 号議案から第 25 号議案につきましては、事務組合が水道事業及び簡易水

道事業を行うため、関係条例を新たに制定するものです。

条例制定については、厚生労働省への認可申請のためにも議会の議決が必要とな

りますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

日程第 4 第 20 号議案 「宗像地区事務組合水道用水供給事業の設置等に関

する条例の廃止について」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。

第 20 号議案について説明いたします。

「宗像地区事務組合水道用水供給事業の設置等に関する条例の廃止について」上

記の条例案を次のとおり提出する。平成 21 年 11 月 18 日。

提案理由といたしましては、宗像地区の水道事業統合にあたり平成 22 年 4 月 1

日から宗像地区事務組合が水道事業等を経営するため、宗像地区事務組合水道用

水供給事業の設置等に関する条例を廃止する条例。宗像地区事務組合水道用水供

給事業の設置等に関する条例。平成 19年宗像地区事務組合条例 35号は廃止する。

附則、この条例は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。以上です。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。 迫議員。

簡易水道は別にして条例議案の全般に関ってくる問題ですが、先般から福津市

サイドの要望なり、環境整備なりを要求していたと思うのですが、環境がまず基

本協定を結んだそこら辺整ったのかどうなのか。 整わないまま基本協定という

のは、中身があって然るべきだと思いますが、基本協定が絵空事、あるいは中身

がないのであれば、これは単なる紙切れと一緒になります。

ですから、福津市と宗像市がお互い信頼をする中で、やはりお互いが立場を尊重

する中で、当然そういった問題は解消されるものと理解していますけれども、そ

こら辺がきちっと解消されないまま移行とすることについては、私はとても容認

できる問題ではないと思っています。

そういうことで組合長以下 小山副組合長、どこら辺まで話ができたのか、きっ

ちりお伺いする中で次からの条例等々についての審議をやりたいと思います。

水道事業統合の効果につきまして、ご承知のことと思いますけれども、当然で



3

谷井組合長

阿部議長

迫議員

すけれど経営の合理化等を図るなかで、宗像地区の市民の皆さんに、一日でも早

く、あるいは 1 円でも安く安定的、安全な水を供給するということが可能になり

ます。このため、迫議員がおっしゃるように 9 月 11 日に宗像地区事務組合、福

津市、宗像市 3 者による宗像地区における水道事業統合に関する基本協定書、こ

れの締結を行いました。

そして、いろんな懸案事項があるわけですけれども、協定書で例えば水道料金

の統一等ですねこういうものにつきましては、統合後にやるというようなことで

すね。 先般来､問題になっております財政的な問題ですね。

これにつきましては､第 7 条に「事務組合は関係市の長と協議のうえ事業経営

に支障をきたさない範囲において財政調整措置を講ずるものとする。」というこ

とを掲げております。

これにつきましては､宗像市と福津市の水道事業の経営状況、環境に大きな差

異があった場合には､それを合法的な手法に基づいて財政調整し、それぞれの規

模に合った資産等を持ち寄りまして、新たな宗像地区事業組合水道事業となって

いきたいと考えています。

そういうことから､この 7 条の中でいろいろ課題がある中で事業計画をまず作

らないかんわけですね。 当然､漏水の問題、修理等の問題こういったものは合

併後の事業計画を作っていくことになります。 今の段階では、それはなかなか

検討しにくいというものでございます。

そういうものは基本協定書の中でそういうことを盛り込んで両市長で合意を

いたしました。 そして議会にも報告し、一定の理解を得たというふうに思って

おります。

それで問題はそういうとこの 7 条の財政調整の問題ですけれどもおっしゃる

とおり課題があります。そいうことから私どもは現在、水道、財政担当の課長、

係長、事務組合と専門的な会議を進めながらですねどういうその額の調整、手法

についてあるかということについてやっております。出来るだけ早く結論を出し

て、私も責任を持って議員各位、皆様方に示したいと思っております。

迫議員。

今、組合長の方から報告いただいたのですが、合法的な措置を講ずるとその財

政的措置を具体的に、まずは合併した後にというようなニュアンスを受け取った

のですが。 合併ありきで基本協定を結んで中身を議会でつまびらかにしないと

いうことについては、私どもはこれを持ち帰って議会に報告し、また住民の皆さ

んのご意向もやっぱり理解してもらわないといけないわけです。

そういう状況の中で、ここで仮に採決をされて通っても福津市議会がはたして皆

さんのご意見が通るかというと非常に私は疑問を感じております。

そういった問題では、お互いに信頼するのであれば、やはり両首長のリーダーシ

ップが大きく問われるということになろうかと思いますね。
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迫議員

谷井組合長

迫議員

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

私は福津市議会の中では議員歴も長いです。 水道行政も大きく関ってきまし

た。先人から言われております。水道水源を作るために、福津市は久末ダムを作

らんがために、他の自治体はどんどんダムを作るけども、皆さんに我慢をしても

らい、福間中学校のグランドを切り売りしてまでも久末ダムを作った。

第 4 次拡張のために爪に灯をともすように資金を貯めてきたわけですよ。

合併のために、この預貯金を貯めたわけでは決してありません。

ですから、そこのところはお互いに統合のことであればお互いの住んでいる今ま

での環境も違うわけですから、理解し合って一番いい方法で統合という形を私は

とっていただきたい。 でないと議会に報告をし、住民の皆さんに報告する私の

義務があります。 やはり納得できるそういったことにしていただかないとなか

なかこれを持ってかえって、こうなったよと、合併した後に考えるなんて言った

って、それは基本協定は何やということになりますので是非、谷井市長の方から

具体的にそこら辺はきちっと現下の事務方にたいしても説明していただきたい。

また福津市、宗像市が納得する形で統合の道を探っていただきたい。

すでに 4 月 1 日から、なるということですから時間がありません。そういう意

味では是非早急に結論を出していただきたいというふうに思います。どうです

か。

要望ですか。

要望ではない。谷井市長の答弁を。

組合長

迫議員がおっしゃるのはもっともだというふうに理解しております。

先の全員協議会で説明したとおりでございます。 そういった際のことにつきま

して全て、さっき言いますように事業計画その他、今からいく資金の問題等々、

そういうものは 4 月以降でないとなかなか分からないものがある。

当然、宗像市の方からもそういった内部留保金をだすわけですね。

その中でやはり今おっしゃたようなことがありますので第 7 条において先ほど

言いましたように財政調整を図っていく、これが一つの福津市の今おっしゃった

ようなことを配慮した協定がはいっておるという意味です。

そこで、年度内で処理できるものがあればそういったもの、それから先ほど言

いますように 4 月以降でないとどうしても分からないもの、こういった積み上げ

をしながら早いうちに皆様方にお示しをしていきたい。ということで、現在、事

務方で整理をしていますので早いうちにご提案していき、説明していきたいと思

っています。

両市の首長にも要望されたようにと私は受け止めます。
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阿部議長

小山副組合長

阿部議長

米山議員

阿部議長

谷井組合長

それで副組合長にも一言決意、お考えを求めてまいります。

今、迫議員のまさにご心配、私も同様の物を感じる時がございますが、しかし

やはりこの統合しようという今日までの経緯を考えてみますと、第 7 条の 1 項が

入ったことによって、その統合前に出来る問題、統合後にやらなければいけない

問題そういうことを全て第 7 条に含んでいるということになれば、統合前に出来

なかった課題については統合後引き続きやるということで、よく合併には全部が

出来上がらなければ合併というのは、本当は難しいという言葉も先人から承って

おりますが、しかし、私が感じております宗像市と玄海町の合併の折、それから

旧福間町と旧津屋崎町の合併の折も全てがこれが合併の前に決まったものでは

ないということの前例もございますれば、合併後もこの第 7 条が生きている限り

私は宗像市と十二分に話し合いながら、福津市の議員の方々そして宗像市の議員

の方々がご納得いけるような策を模索していきたいというふうに思っています

のでご理解のほどをよろしくお願いしたします。

他にございますか。 米山議員

ここで、もし条例が通った、可決したとしても現状の段階で福津市議会の中、

非常に 12 月議会では条例の廃止をするのは厳しいのではないかと私は判断して

おります。 そこで迫議員の言われるところも理解できます。

合併した後にこういったことでごたごたするなら、合併前にきちっとしとったほ

うがいいんですよ。 そうでしょう。 合併したから 7 条について合併した後に

あーじゃない、こーじゃないとがたがたするなら合併前にきちっとしていた方が

いい。

それで両市長、組合長、副組合長、出来ましたら 12 月議会までに具体的な金

額等の明示はできないにしても方向性をきちっと話し合って示していただきた

いと思います。いかがでしょう。

組合長

米山議員のおっしゃるとおりでございます。 先ほど小山市長が言われました

ように、この統合につきましては長年の懸案であったということですね。

そして、このことが先ほど言いましたように水の安定供給あるいは市民に 1 円

でも安い、両市民に対して安価な水道水を供給するという目的がある訳ですね。

この大前提のもとに、いろんな課題がということから協定書として理解してもら

っている訳ですから、このことにつきましては両市の信頼関係をここで壊さない

ということが大前提ですので、私どもの 12 月までに出せるというか、まとまっ

たものについてはご報告してまいりたいと思っていますので、どうかよろしくお

願いいたします。



6

阿部議長

米山議員

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

米山議員

内部留保金とか資産、基金、債務とかいうものはある中に事業計画を組めば当

然それなりの事業計画になると思いますが、これだけのものがないという前提で

事業計画が組めるわけですか。 将来的なものにつきまして、これは 1 年 2 年の

短いスパンの問題ではないですから、そういったところもよく検討していただい

て、福津市の市民感情、議会の状況等判断していただいて是非 12 月議会までに

その方向性を出していただきたい。 今一度ご答弁お願いします。

組合長。

米山議員がおっしゃったものを組合長、副組合長で精査してまいりたい。

末吉議員

休憩におとして欲しいのですが、福津市議会の議員の方から合併そのものに関

わる質疑が出ているのですが、ご承知のように両市議会とも合併の基本協定につ

いては議決しています。

その中での今回の臨時議会の招集と受け止めているのですが、先ほど来の質疑

の中でやっているので休憩におとしていただいてですね、それぞれの両市議会の

議員からの忌憚の無いというか、こういう形で本議案が本当に採決までこぎつけ

るのかなという不安があるのですが。

お諮りしましょう。

只今、末吉議員より休憩の要望があっておりますので、私がお諮りをいたして

おります。このまま進行しますか、それとも休憩をとりますか。

（休憩・異議なしの声）

それでは休憩といたします。

（休憩）

（再 開）

それでは再開をいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。

他に質疑ありますか。
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阿部議長

阿部議長

迫議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

（異議なしの声）

質疑にないようです。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）

それではこの案に反対の方の討論を受けます。

賛成の方の討論を受けます。

非常に苦しい立場ですけど、谷井市長を全面的に信頼して 4 月 1 日以降きちっ

とやっていただく事を念頭に福津市もなんとかこの水道事業それはもう一緒で

すよ、 合併して安くしようというのは市民の願いですから目的は一緒なんです

が、それに至るまでいろんなことがあっていいじゃないですか。

そういう観点から議会を代表して市民を代表して皆さんのご意見をぶつけた

だけのことであります。いろんな歴史のなかであり、福津市、宗像市あるわけで

すからそういうことで今回の議案に対しては賛成します。

次に反対の討論ございますか。

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結いたします。

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。

日程第 5 第 21 号議案 「宗像地区事務組合水道用水供給条例の廃止につい

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。

第21号議案のご説明をいたします。「宗像地区事務組合水道用水供給条例の廃

止について」上記の条例案を次のとおり提出する。平成21年11月18日。

提案理由としましては、宗像地区の水道事業統合にあたり、平成22年4月1日
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森事務局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

から宗像地区事務組合が水道事業等を経営するため、宗像地区事務組合水道

用水供給条例（平成19年宗像地区事務組合条例第37号）を廃止するものです。

内容といたしましては、宗像地区事務組合水道用水供給条例（平成19年宗像

地区事務組合条例第37号）は、廃止する。 附則。この条例は、平成22年4

月1日から施行する。以上です。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

ないようでございますので、これをもちまして質疑を終結いたします。

これから、討論に入ります。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 21 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）

全員賛成でございます。

よって、第 21 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 6 第 22 号議案「宗像地区事務組合水道事業等の設置等に関する条例

の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 22 号議案「宗像地区事務組合水道事業等の設置等に関する条例の制定に

ついて」上記の条例案を次のとおり提出する。平成 21 年 11 月 18 日。

提案理由 宗像地区の水道事業の統合にあたり平成 22 年 4 月 1 日から宗像地

区事務組合が水道事業等を経営するため宗像事務組合の水道事業等の設置等に

関する条例を制定する条例案を提出するものでございます。条例の内容でござい

ます。

第１条 この条例は、地方公営企業法第 4 条の規定に基づき、宗像地区事務組

合水道事業等の設置及び経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。

第 2 条では水道事業等の設置を謳っております。

第 3 条では法の適用。

経営の基本として第４条を挙げています。

第 5 条として組織を掲げております。
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森事務局長

阿部議長

永山議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

特別会計の第 6 条。

第 7 条は重要な資産の取得及び処分ということを謳っております。

第 8 条につきましては、議会の同意を要する賠償責任の免除。

第 9 条では議会の議決を要する負担付き寄附の受領等について掲げております。

第 10 条につきましては、業務の状況を説明する書類の提出について掲げており

ます。

附則でございます。施行期日 この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

2 では、経過措置を掲げております。 業務の状況を説明する書類の提出につい

て期日等を掲げております。 以上でございます。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。 永山議員。

3 の 2 の簡易水道事業で、大島と地島の簡易水道とありますが、本木のほうに

も簡易水道がある訳なのですが、この条例の中には入らないのですか。別になる。

同じ簡易水道ですが。

青谷次長。

事務組合次長青谷でございます。 この条例につきましては地島の分だけを掲

げています。 というのは公営企業法の適用を受ける簡易水道という取り扱いが

地島の簡易水道でございます。後に本木簡易水道、大島簡易水道につては、簡易

水道の設置条例の中にうたっております。 そういうことでご理解いただきたい

と思います。以上でございます。

他にないですか。

（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。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 22 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）
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阿部議長

森事務局長

全員賛成でございます。よって、第 22 号議案は、原案のとおり可決されまし

た。

日程第 7 第 23 号議案「宗像地区事務組合水道給水条例の制定について」を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 23 号議案の説明をいたします。「宗像地区事務組合水道給水条例の制定に

ついて」上記の条例案を次のとおり提出する。平成 21 年 11 月 18 日。

提案理由。宗像地区の水道事業統合にあたり、平成 22 年 4 月 1 日から宗像

地区事務組合が水道事業等を経営するため、宗像地区事務組合水道給水条例

を制定する必要が生じたので、条例案を提出するものである。

内容につきまして、目次のほうで掲げておりますが、総則 第 1 条から第 4

条につきましては、趣旨だとか給水区域それから定義それから給水措置の種類等

を掲げております。

第 2 章では、第 5 条から第 14 条まで。これにつきましては、工事の申込、或

いは工事の施工だとか工事の費用負担等々掲げております。

第 3 章 給水ということで、15 条では給水の原則。16 条では給水の申込等を

掲げております。24 条までの構成となっております。

第 4 章の料金及び手数料について掲げております。 第 27 条から第 35 条まで

掲げております。これは水道料金について、料金の算定或いは使用水道の認定

等々掲げております。35 条料金等の減免という形でございます。

第 5 章 これは第 36 条から第 41 条まで。 これは主に給水措置のことを掲げ

ております。

第 6 章 貯水槽水道ですね。第 42 条、第 43 条。

第 7 章 雑則。この条例の施行に関し必要にあたり管理者が定める。

第 8 章 罰則ですね。

附則でございます。この条例は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

経過措置といたしましては、まず 2 号ですね。処分手続その他の行為それぞれの

水道規定よりなされるものという形です。

3、4、5 については給水措置の新設及び新設及び改造に係る加入金並びに各種

手数料。それから 4 では水道料金。 5 のところでは罰則の適用についてそれぞ

れ、なお従前の例によるということです。

それから別表 1 でございます。

水道利用加入金のことを掲げております。現在では、福津市、宗像市それぞれ水

道料金が異なっております。例えば 13 ミリで言いますと福津市が 210,000 円、

宗像市が 105,000 円となっておりますが、これにつきましては宗像市に合わせる

という形にしております。

それから水道料金ですが、水道使用料につきましては、それぞれ統合と同時に

料金を統一するということについては、種々の調整が必要になります。これにつ



11

森事務局長

阿部議長

阿部議長

井上議員

森局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

いては基本協定に掲げておりますが、3 年以内に統一するということで考えてお

ります。それまでの間は現行のまま、宗像市、福津市それぞれの料金を使用する

ということで考えております。

別表６の手数料ですが、これにつきましては福津市と宗像市とそれぞれ手数料

が異なっておりました。 例えば福津市でありますと設計審査手数料、竣工検査

手数料、材料検査手数料それぞれ 2,000 円という形になっておりましたが、宗像

市の方は全て合わせて 1 件につき 2,100 円。福津市の方は 6,000 円かかるところ

を宗像市では現行では 2,100 円となっております。これを片寄せして宗像市の方

に合わせるということで掲げております。以上で説明を終わります。よろしくご

審議の程お願いします。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

井上議員。

条例の中にあるか分かりませんが、検針作業をされている方がいらっしゃると

思いますが、引き続き採用されるのか、もしくは新しく新規採用されるのか。ま

た広域になりますので地区ごとに福津市は福津市、宗像市は宗像市で、そういう

面はいかがでしょうか。

検針員のことにつきましては、今水道委員会で検討しているところです。今の

ところは現行どおりで調整を図ろうと思っています。

他にございませんか。

（異議なしの声）

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。討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論ないようです。

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 23 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）
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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

阿部議長

阿部議長

全員賛成でございます。

よって、第 23 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 8 第 24 号議案「宗像地区事務組合簡易水道事業設置条例の制定につ

いて」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 森事務局長。

第 24 号議案についてご説明いたします。

「宗像地区事務組合水道給水条例の制定について」上記の条例案を次のとお

り提出する。 平成 21 年 11 月 18 日。

提案理由ですが、宗像地区の水道事業統合にあたり、平成 22 年 4 月 1 日から

宗像地区事務組合が水道事業等を経営するため、宗像地区事務組合簡易水道

事業設置条例を制定する必要が生じたので、条例案を提出するものである。

提案の内容ですが、大島、本木の簡易水道を経営するための条例でございま

す。

構成は 1 条から 6 条までの構成となっております。 附則としましては、

この条例は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

別表の方はそれぞれの簡易水道の計画給水人口或いは一日最大給水量を掲

げております。以上でございます。よろしくご審議お願いします。

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）

質疑ないようでございます。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）

討論もないようです。討論を終結いたします。

これより第 24 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）

全員賛成でございます。

よって、第 24 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 9 第 25 号議案「宗像地区事務組合簡易水道給水条例の制定について」
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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

阿部議長

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。

第 25 号議案「宗像地区事務組合簡易水道給水条例の制定について」上記の条

例案を次のとおり提出する。平成 21 年 11 月 18 日。

提案理由、これも同じですが、宗像地区の水道事業統合にあたり、平成 22

年 4 月 1 日から宗像地区事務組合が水道事業等を経営するため、宗像地区事

務組合簡易水道事業設置条例を制定する必要が生じたので、条例案を提出す

るものであります。 先ほど水道給水条例の説明をいたしましたが、同じ構

成という形になっております。簡易水道という形で明記しております。

特にですね。別表のところの 6 の 9 をお開きください。これにつきまして

は、利用加入金のところでは、福津市の方を宗像市の方に合わせるという説明

をしておりましたが、簡易水道につきましては、加入金につきましてはそれぞれ

現行のとおりということになっております。

水道使用料につきましては、現行の取扱いということで。手数料は先ほどの給

水条例のところでご説明したとおりであります。宗像市の方に合わせるという形

で掲げております。 説明は以上です。 ご審議お願いいたします。

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）

質疑ないようでございます。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。

これより第 25 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）

全員賛成でございます。

よって、第 25 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。
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阿部議長

阿部議長

（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まりました。

これをもちまして平成 21 年第 3 回議会臨時会を閉会いたします。（1：00：45）

お手元に、議会等の今後の予定の文書をお配りしております。次は、11 月 30 日

午後 3 時 30 分から、宗像自治会館において議会臨時会を開催いたしますので、

皆さまのご出席をよろしくお願い申し上げます。本日は大変ありがとうございま

した。

14：05 閉会



15


