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宗像地区事務組合第 1 回議会定例会会議録

日時：平成 22年 2月 22 日（月） 10：00～ 14：15 場所：宗像地区事務組合（多礼浄水場）

阿部議長

青谷次長

阿部議長

みなさんおはようございます。 定刻になっておりますが、次長より発言の申し入れがあっ

ておりますので、これを受けた後に開会したいと思います。

おはようございます。 冒頭から誠に申し訳ありませんが、今日お配りしております資料に

ついて、お詫びと報告をさせていただきたいと思います。まず議案についてですが、誤りがご

ざいました。

正誤表を出させていただいております。 第14号議案についてでございますが、一般会計

補正予算第2号の正誤表ということで、最初のページ2,572万2千円を減額しという記載をし

ておりますが増額の誤りでございます。 訂正よろしくお願いします。

次ページでございます。 同じく第 14 議案で給与費明細書に誤りがございました。

給与改定に伴う増減分ということで、給与を430万8千円と記しておりましたが、給与改定に

伴う増減分は正しくはマイナス 68万 8千円でして、その他の増減分が362万ということです。

訂正よろしくお願いいたします。 申し訳ございませんでした。

それから第 14 議案から第 21 号議案までの補正予算、それから当初予算にかかります説

明文を添付させていただいております。 これに基づきまして詳細の説明をさせていただく予

定にしておりますのでお目通しいただきたいと思っております。

それから 21 年度工事契約について一般会計、企業会計分を添付しております。

これまでの工事について契約状況をお知らせするものでございます。 資料1でございます。

次のページに資料2で示しておりますけども、水道事業会計の22年度当初予算ですが派遣

職員に係るものについては負担金で計上させていただいております。

従いまして今回の給与費明細書には組合職員分しか掲載をしておりません。 派遣職員を

人件費とみなした場合にこういう給与費明細書になりますということで参考までに添付をさせ

ていただいております。

それから最後に 21 年の火災救急救助統計これを調整ができておりますので、後ほどお目

通しをしていただきたいと思っています。 よろしくお願いします。 以上でございます。

お諮りします。本日、傍聴の申し出があっております。

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）
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

谷井組合長

傍聴を許可します。 （傍聴者：入室）

若干定刻を過ぎましたが、ただ今から、平成 22 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。

ただ今の出席議員は、全員であります。 定足数に達しております。

よって、平成 22 年第１回宗像地区事務組合 議会定例会は成立いたしましたので、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、会計管理者、以下、関係職員です。

本日の議事日程は、お手元に配布をしているとおりでございます。

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。

9 番 大久保議員、 10 番 田原議員 を会議録署名議員とし指名をいたします。

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、明日の 2 日間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、明日の 2日間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。

皆さん、おはようございます。 本日は、平成22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。

本組合は、平成 19 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 3

年が経過いたします。 この間、議員の皆様をはじめ関係市のご支援、ご協力を頂きながら、

組合統合の目的である行財政改革の推進を主眼に、宗像地区の水道事業の統合、消防の

広域化に向けて取り組んできたところであります。
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谷井組合長 平成 22 年度におきましては、水道事業の統合等により、関係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。

また、兼ねてよりの懸案でございました宗像地区の水道事業統合については、皆様方のご

尽力を賜り、本年 4 月 1 日に実現する運びとなりますが、そのための予算等を本議会で提出

させていただいております。

今後とも、議員の皆様方におかれましては、一層のご理解と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 号議案から第 13 号議案については、規約関係が 4 件、条例の一部改正が 4

件、条例の廃止が 1 件、条例制定を 4件提出しております。

主に水道事業統合に伴う、制定、改廃等でございます。

第 14号議案から第 16号議案につきましては、平成 21年度補正予算を 3件提出しており

ます。

一般会計については、歳入歳出それぞれ 2,572 万 2千円を増額しています。

急患センター事業特別会計については、歳入歳出それぞれ 6,600 万円の増額、水道用水

供給事業会計については、事業収益 1,302 万 7 千円の増額補正、事業費用は、1,213 万 6

千 900 円の減額補正をいたしております。

第 17 号議案から第 21号議案については、平成 22年度予算を提出しております。

今回、新たに提出している予算については、水道事業統合による水道事業会計予算、大

島簡易水道事業特別会計予算、本木簡易水道事業特別会計予算となっています。

それではここで、平成 22年度予算編成方針から、基本方針について申し上げます。

主に 5 項目の基本方針を挙げております。

1 項目、「行財政改革の断行」として、集中改革プランに基づき、着実に改革を推進し、取

組みの成果を予算に反映させることとしています。

次に、「経常的経費の節減合理化」として、主に、事務的経費・臨時的経費を除いた総額

を、前年度当初予算の 96％の範囲内で計上しております。

3 項目、「投資的経費の重点化と計画的実施」として、費用対効果、必要性、緊急性等の

面から、真に必要で効果的な事業のみを実施します。

4項目、「民間活力の積極的な導入」として、民間活力を活用した住民サービスの向上と経

費削減を図るため、事業委託を積極的に導入しています。

最後に「関係市負担金」として、両市の厳しい財政状況を十分認識し、歳出の節減に務め

ることにより、負担金の増嵩の抑制を図っております。
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谷井組合長

阿部議長

迫議員

阿部議長

消防長

以上の基本方針に基づいて、平成22年度の予算編成を行っております。

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、14億8,969万

4千円、急患センター事業特別会計の歳入歳出予算の総額は、2億3,775万5千円、統合

後の水道事業会計の全体事業費としては、41億8,514万1千円となっております。

又、大島簡易水道事業特別会計の歳入歳出予算は、2,936万9千円、本木簡易水道事業

特別会計の歳入歳出予算は、504万7千円となっています。

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。

以上で組合長のあいさつ並びに諸報告を終わります。

日程第 4 「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、2名です。

なお、一般質問の制限時間は、答弁時間を含まず、１人あたり、20 分間となっております。

質問回数は、1件につき 3回を原則といたします。 すべて質問は自席でお願いします。

それでは、11 番、迫議員の一般質問を受けます。

おはようございます。 通告に従いまして 1 点一般質問をさせていただきます。

再任用の関係の問題なんですが、平成 21 年の再任用職員採用基準結果について、双方、

今係争中なんでありますけれども、現状と今後の組合、消防長の所見をお伺いします。

後ほど具体的にご指摘をしてまいりたいと思います。 よろしくお願いします。

消防長。

現状についてのご質問についてお答えいたします。 現状についてです。

まず初めに、係争中であります損害賠償請求事件を提訴されてから、これまでの経過につ

いて説明させていただきます。

平成 21 年 7 月 1 日、元宗像地区消防本部職員（同年 3 月 31 日に定年退職）から「再任

用を希望するが不採用になったこと」を不服として宗像地区事務組合を相手に福岡地方裁

判所に損害賠償請求訴訟が提起されました。

原告側の請求の内容は、「今回の再任用を不採用とした任命権者の判断は不合理また恣

意的であり、このことは裁量権を逸脱し濫用したもので違法性がある。 よって民法第 709 条

の不法行為に該当することから、国家賠償法第 1 条に定める公権力の不当な行使に該当

し、再任用された場合の賃金相当金額及び慰謝料など合わせて 353 万 1,048 円を請求す

る。」というものでした。
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消防長

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

迫議員

現在まで合計 4 回の口頭弁論が開催されました。

次回は、3月 5日に第 5回の口頭弁論が予定されています。

この裁判の見通しについては、係争中ということで、まだはっきりとした事は言えませんが、

前回、1 月 29 日の口頭弁論の際に、裁判官の方から「双方の主張を聞かせていただいたと

ころでは、できれば和解も含めて双方、検討いただければと考えている」との意思が示されま

した。

このことから、次回、3 月 5 日の口頭弁論の際には、裁判官から具体的な方向性が示され

るのではないかと考えています。 以上が、係争中の裁判の経過でございます

続きまして、消防本部における再任用制度の経過と現状について、説明させていただきま

す。

消防本部における再任用制度は、平成 13 年に関係条例等を整備し、運用しております。

平成 19 年 4 月から消防司令以下の階級にある職員の適用が開始されました。

平成 19 年度は、定年退職者 4 名のうち 2 名から申込みがあり、2 名を再任用職員として

大島分遣所勤務としております。

平成 20 年度と平成 21 年度については、それぞれ１名から申込みがありましたが、勤務実

績及び健康状態並びに協調性、堅実性、規律意識、再任用後の業務に対する意欲等の要

素を総合的に判断した結果、いずれも不採用としました。

平成22年度については、2名から申込みがあり、選考の結果、現在、その2名に対し再任

用する旨の内定を通知しているところであります。

以上が、消防本部における再任用の経過と現状でございます。

「消防長の所見について」のご質問にお答えいたします。

今後の裁判の経緯によりますが、対応については、正副組合長の指示を受けまして、対

応して参りたいと思っています。 以上です。

組合長。

ただいま消防長の方から説明ございましたけれども、現在裁判で係争中でございます。

そういったことから裁判の経過、推移を見ながら今後の対応については正副組合長の中で

話していきたい。

迫議員。

再質問ということでさせていただきますが、これは蛇足になりますが以前貝原さんの件でや

はり 1 年 8 ヶ月係争して弁護士費用含めて多額の税金を払っていますよね。
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迫議員 平成 14 年の 9 月に発生して 18 年に解決した。 和解という形で。 今回の件も以前は和

解金 500 万で合わせて 1,563 万位の税金が投入されて、その間の言うならば消防長以下責

任をとられた方は誰一人としていないわけです。

今谷井市長から言われますように行財政改革あるいは集中改革プランで一方では財政規

模を厳しく縮減する中で今回の裁判の結果を受けて、それ以上にやはり多額の税金が逆に

和解という形で投入されるようなことになりますと責任はだれが取るのですか。

当然消防含めた皆さん方の責任は、私は重いという風に思うのですけれども、それとこの

任用についていろいろ説明されますが、人が人を査定しているわけですよね。

まさに客観性があまりない。 人が人を査定してこれは 100 パーセントできないですよ。

われわれも民間におって 42年務めさせていただきましたが、それは成績,考課等々について

は 上が下を査定しますけども下が上を査定する制度があるわけですよね。

現場から管理職を査定してそれを人事考課に反映をする民間の場合はそういう手法を取り

入れております。 一方的に任用を拒否される、いわゆる厚生年金、共済年金を含めて65歳

定年制が今流れとしてある中で、とりわけ公務員の場合は、彼の場合は 61 歳から支給対象

になるわけですよね。 ということはおのずとその間の空白期間を埋めるための再任用を義務

付けられてはいないですけれども当然そこらへんは流れとしてなければいけないわけです。

いままでのお話を聞きますと 19 年度、20 年度不採用、後は全部採用されているわけです

よね。 本人の意思があれば。 だからであるならどこがどう違うのか。 その原告と同じ同期

入社あたりの同期に入られた入省された方々の A、B で比べてどちらがどうなのか。

私たちもそういう点では散々、人事考課に対する差別の問題で裁判もしました。

まったくその的を得ない答弁書になっているわけです。

人が人を査定しているわけですから落ち度があるわけです。 なんとかかんとか言って不

採せんがための口実にしか私には受け取らざるを得ないと思います。

この答弁書をみますといろいろ書いています。 それは当然そういう気持ちがあるからこの

答弁書の中に入っているわけです。 消防行政研究会に入ってそういうことじゃない。

そういうことじゃないけれどもそれがでるということはそういうことなんですよ。 あなたがたに

そういう気持ちがあるからそういう形でこの答弁書に出ているわけです。

なければこの答弁書に出てこないですよ。 普通の一般職員として扱ってない。 逆に言う

と。 だから和解を希望しているような、消防長以下期待されているようですが、今回のような

ことがまた 2 度、3 度とあっちゃ具合悪いわけですよね。 ですからやはり延長制度含めて再

任用制度というのがあるわけですから、これを合理的に運用していただきたいというのが私の

質問の趣旨なんです。 人が人を査定するわけですから不公平があっちゃいかん。

公平公正に是非今後やっていただきたいと思いますし、貝原君の件もそうですよ。

人が命落としておる。 その重みに対する反省といいますか今後に生かされた部分というの
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迫議員

阿部議長

消防長

が、私が見る限りにおいてはあまりみあたらない。 やられて方はもう退職されていない。

逆に言うとそこら辺のこと含めて、本来なら呼んでいただいてきっちり説明させるべきだろう

と思います。 もう退職間近かだからそんな無茶なこのとして、やめたら、はい、サヨナラよと、

税金は 1500 万もいわんや和解金の 500 万で裁判費用がそれ以上にかかるようなそういう無

駄なことを税金ですよ、これ。 税金ですよ。 してその責任は全くとらない。 やりどくじゃな

いですか。 自分たちが汗流して稼いだ金やったらそうはいきませんよ。 自分たちが汗流し

て得たお金はそういうのには使いませんよ。 絶対使わない。

税金というほんと今の世の流れの中での、そういった傾向が安易にやはり何でもかんでも

裁判で解決すればいいということになれば、上司の関係も職場の和もいわんや今度は広域

化になっていく中で人事考課とういうのはほんとしっかり、慎重に公平公正にやってもらわな

いと この問題というのは尾をひきますよ。 だから3つ答弁していただきたいのが任用権は乱

用していないですか。 あなた方は。 私は乱用していると思う。 当然、たかだか 1 年の再任

用の問題をここまで歪に大げさに何故せないかんのか。 それが一つ。

そしてこの結果を受けてどなたか責任とらなくてはいけないですよ。 もし和解でどっちがど

っちというこれは出ますから必ず。 勝訴、敗訴、勝訴に近い和解あるいは敗訴に近い和解

結果が出るわけですよ。 裁判で。 その時はどう責任をとられるのか。

それと本人に対する組合としてあるいは消防の対応としてどういった形で原告に評価をす

るのか。 高々1 年といいますけど、彼にとっては継続的な仕事の流れとして当然期待はして

おったと思いますよ。 私らでもあったんだから。 私は 15 年兼業で議員していますけど 60

歳で定年なった時に再就職の形で残るかという話があって残りますと言えば残れるわけで

す。 だけど私は残りませんでしたけども、当然そういう話があった時には、上司が真摯に聞

いて極力残すような形で努力するのが、私は組織団体の運営のあり方だと思います。

その 3 点ご答弁お願いします。

消防長。

まず、損害賠償事件につきまして責任そういうものをどうするかということでございますので

それについてお答えをしたいと思います。 損害賠償事件を提訴されましたことによりまして

組合長はじめ組合執行部、また議会議員の皆さま、消防関係の皆さまにたいしまして大変ご

心配をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。 また裁判費用等のために大切な

公金を支出しなければならない状況になりましたことにつきましても重く受け止めております。

以後このようなことが起きないように努めてまいる所存でございます。よろしくお願いします。

そして地域住民の皆さまの付託にこたえられる消防力の推進と職員が心身ともに健康でいき

いきとして仕事に取り組むことができる職場づくり、 そして風通しのよい職場環境づくりに努
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消防長

阿部議長

迫議員

めてまいる所存でございます。 1 点目はそういうことでございます。

任用権の乱用があったかどうかということですがこれにつきましては、宗像地区消防本部

職員定年退職者等の任用者等の任用基準というのをきちっと定めております。

この中でこの運用基準に従いましてきちっと対応しておるところでございまして、こちらの考

え方といたしましては、公務員における再任用制度といいますのは高齢社会を迎える中、公

的年金の支給開始年齢の引き上げが行われることを含めまして、職員が定年後の生活に不

安を覚えることがなく、職務に専念できるように雇用と年金との連携を図るとともに、長年培っ

てきた能力、経験を有効に発揮できるように定めたものでありまして、任命権者は定年後も引

き続き働く意欲と能力を有する職員につきましては、できる限り採用するように努めることが求

めているものと理解をしているところでございます。

一方再任用の採用に一形態があります。 つまり新規採用者の場合と同様に能力の実証

に基づいて任用されるものであります。 また予算等の関係から所定の定員内で行われるべ

きものでありますから残念ながら希望する者すべてを再任用できるものではないというふうに

理解しております。 以上のことを踏まえまして消防本部におきましても当該職員の勤務成績

等について厳正かつ公平に判断し、総合的に検討したうえで再任用の職員の任用について

決定をしてまいりました。

以上が再任用制度の運用に対します主旨とその運用に当たっての私が理解している内容

と考えているところでございます。 再任用制度の運用につきましてはできるだけ透明性が高

いように、職員に対しましてもその内容がはっきりわかりますように、公平かつ適正な判断をこ

れからもして、そして再任用制度の運用に努めてまいりたいと思います。 以上でございま

す。

迫議員。

これが最後ですかね。 先ほど消防長が言われましたような雇用と年金の関係で言われる

その文言そのものなんですよね。 それを通常運用していればこういう問題は起きないわけで

すよ。 やっぱり国の本旨としてはその間のタイムラグを極力なくすという主旨で今回運用さ

れていると思うんですよね。 とりわけ 19 年度と 20 年度が不採用いうこの時系列的にみても

ちょっと私も理解しがたい部分があるんですが。 それと再任用の条件として準備書面にも書

いてありますように退職前の在職期間における勤務成績及び健康状態並びに協調性、堅実

性、積極性、勤務態度、規律意識等を総合的に判断して選考されると。

原告がどの部分で欠落しておったのか。 それは彼にとってもこれからまだ15年か20年先

があるわけですからそんなふうに組織団体から職場から烙印を押された人間が 反省もしな

いで世の中で生きていくことはこれはありえん訳です。 もしそういう指摘があるなら端的に指
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迫議員

阿部議長

消防長

阿部議長

西山議員

摘をしていただいてこれからの生活に生かしていくべきだろうと思います。

どこがどう悪いのですか。それと先ほど消防長が言われましたようにもう二度とこういうことが

起こらないようにということがやっぱり一番大切なことなんですね。

ということは今後はそういうことは運用面でしっかり公平公正にやっていくと 不採用というこ

とは極力避けて運営していくという自戒ととらえていいですか。 それを最後にお伺いして、

原告がどの部分が足りなかったのか。 彼にやっぱり教えてやらなくてはいけない。 そういう

ことじゃだめよと。 社会に出たらそういう訳にいかなにのだから、協調性が足らなかったなら

協調性を持ってする。 積極性が足らなかったなら、積極性を出しなさい。 それはそうでしょ

う？

皆そうだと思いますよ。 自分のマイナス部分というのは自らちゃんと認識をして社会で対

応するんじゃないでしょうか。 それを指摘されたんであれば当然それは直していかなくては

いかん。 それが普通じゃないでしょうか。 いわんや係争をして裁判でそこら辺まで言われる

のであれば当然その人間にとってはそれはマイナス結果になるわけですから。

これからも生きて行く上でやっぱりきちっと是正をして社会で生きていくための一つの反省

材料に私はすべきであろうと思います。その 2 点最後にお願いします。

消防長。

1 点目の個人の本人のどういったところが悪かったかというようなご質問でございます。

これにつきましては係争中でありますし、 また個人ことでございますのでこういう場でお答え

するというわけにはまいりませんのでそれはお答えしかねます。 申し訳ございません。

2 点目のこれから再任用制度についてどのようにやっていくかということですが、この任用

規程の運用というのを公平公正に今後とも運用して、こういうことが起きないように努めてまい

りたいと思います。 どうぞご理解をよろしくお願いいたします。

これをもちまして、迫議員の質問を終了いたします。

次に、3 番、西山議員の質問を許します。 西山議員。

おはようございます。 3 番議員社民党の西山隆です。

今回通告しましたのは消防の広域化についてであります。 具体的には、今お手元にある

と思いますが 5項目について質問をさせていただきます。

昨年は先ほど先輩の迫議員が申しましたように再任用とか消防行政研究会について認識

がどうかということを質問させていただきまして 定例会は私ども 2 年で交代ですので今日が

最後かなという思いがありますので、執行部の方も短い時間ですが、回答よろしくお願いしま
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西山議員

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

す。

さて、強くなる地域の消防力を推進するために 2006 年 6 月に消防法の組織法が改正をさ

れました。 消防を広域化する枠組みが新たに作られ、県でも市町村消防広域推進検討委

員会これが翌年の 2007年の 9月に立ち上げられ第 1回から一昨年の 2008 年 3月までに 2

回の中間報告が出され、これを受けて宗像市、福津市、古賀市、糟屋７町で、私ども１月 29

日だったですかね、全員協議会に案が出された訳であります。

これはさしずめ 2012 年 4月スタートに向けて今進んでいるわけであります。

この中身について現在、先ほど谷井組合長が申されました、行財政の中で今消防に対す

る住民のニーズ、また常備消防署の装備そういう面について多額な金がかかっているというよ

うなことがあり、今回こういう広域化について進んでいると私は思っております。

その中身について先ほど申しましたように 5項目について質問をさせていただきます。

1点目は広域化のメリットなんなのか。 2点目は本部の設置と勤務体制について。 3点目

は職員の勤務労働条件について 3点目は細かく3つに分けています。 ①人事異動はする

のか。 ②給与はどのように調整していくのか。 ③職員の団結権についての考え方は 4

点目に住民への公報はどのようにするのか 5 点目につきまして各署とかいてありますがこ

れは構成市3市7町構成自治体の財政状況、負担がどうのように変わるのか答えていただき

たいと思っています。これで 1 回目の質問を終わります。

組合長。

西山議員の質問につきまして私の方から総括的に答弁申しあげまして、詳細につきまして

は消防長の方から答弁をさせていただきます。

消防の広域化に関する点でございますけれども、これは消防を取り巻く環境の変化に的確

に対応できる消防体制の整備及び確立を図ることを目的に平成 18 年 6 月に消防組織法が

改正されまして更なる推進を図ることとされております。 福岡県におきましても福岡県市町

村消防広域化推進計画が策定されまして、宗像地区消防本部、粕屋北部消防本部、粕屋

南部消防本部におきましては市町村合併の動きを見定めて広域化を推進する消防本部とし

て位置づけられました。

これを受けまして宗像市、福津市、古賀市他 3市 7町では消防の広域化について検討す

るため平成２１年５月消防広域化検討委員会を設置し、去る 1月 22 日の検討委員会に関係

団体の実務担当者により調査研究を行いまとめた報告書が提出されたところであります。

その内容等の詳細については、消防長に説明させます。

消防長。
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消防長 それでは西山議員のご質問に対してお答えいたします。

まず、1 点目でございます。「広域化のメリットは何か。」のご質問でございます。

広域化によるメリットは、消防広域化検討委員会のもとにおいて設置されました、人事部

会、財政部会、消防部会及び幹事会で調査研究を行い取りまとめたものとしては、次のよう

な事項があがっております。 1番目に住民サービスの向上でございます。 その中で 3点あ

げておりまして １番目に出場部隊の増強による被害の軽減でございます。

2 番目が救急業務の高度化等による救命率の向上であります。 3 番目が多様な救助事

象等への対応力の強化でございます。

これらにつきまして一例を申しますと、火災の規模が大きくんなりますと周辺地域の消防本

部に応援の要請しますが、出動に遅れが生じます。 しかし、消防本部が統合されますと、

広い地域をカバーしていますので、最初の通報の段階から、必要な規模の出動を早く行うこ

とができます。 大きく 2 番目でございます。 消防の行財政運営の効率化です。

まず まず、1 番目に人員の効率的な配置、2 番目としまして、施設、設備等の効果的な整備が

可能となります。 3 番目に効率的な財政運営の推進ができます。

一例を申しますと、消防本部には、災害現場で消防活動を行う仕事のほか、事務的な仕

事や 119 番通報を受けて指令する仕事などがあります。 統合しますとこれらの仕事が効率

化されるため、事務や指令担当であった職員を消防隊員として現場で活動させることができ

ます。 また消防本部で、単独で整備している 119 番通報を受けている指令システムを一ケ

所に集約でき、より高いレベルの設備を効果的に整備することができます。

3番目ですが消防体制の基盤の強化であります。 1番目に組織の活性化、職員の士気の

高揚ができます。 2番目業務の高度化、専任化ができます。 3番目高度な施設、設備等の

計画的整備ができます。 一例を申しますと、広域化により消防本部全体の職員数が増加す

るため、多様な人事ローテーションが可能になるほか、研修等への派遣が容易となり、組織

の活性化や職員の能力の向上を図ることができます。 以上が消防広域化のメリットでござい

ます。

続きまして本部の設置と勤務体制についてのご質問についてお答えいたします。

統合されますと、現在は３つ消防本部がありますので、１本部に集約されます。

本部の位置や組織等は、今後検討をすることになります。 勤務体制につきましても、現在

の 3 消防本部の勤務体制を踏まえまして、新たに設置される予定の推進協議会（仮称）で協

議、検討し、決定することになります。

続きまして、職員の勤務労働条件「人事異動はどうするのか」のご質問についてお答えい

たします。 統合されますと、本部職員は、3 消防本部からそれぞれ必要な人員を出すことに

なります。 従いまして、本部職員として勤務する職員の人事異動が必要となります。

続きまして「給与はどのように調整していくのか。」というご質問にお答えします。
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消防長

阿部議長

西山議員

統合の給料等につきましては給与体系の統一を図る必要があると考えておりますが これ

からの推進員会（仮称）の中で協議、調整を図っていかなければなりません。

まずは職員の士気の低下をきたさないように進めていく必要がありますし、できれば統合

後速やかに調整することが望ましいと考えております。 それから次の質問でございます。

「職員の団結権についての考え方」ということでお答えをいたします。 現在消防職員は警

察職員、自衛隊それから海上保安庁職員と同様に法律で団結権が認められておりません。

地方公務員法の解釈の中では、職責上国民の生命、財産を守るため一身の危険を顧みず

職務を遂行する義務を負うものであり、これらの職員の組織が一糸乱れぬ任務を達成するた

めには、とりわけ厳しい服務規律、上命下服の規律を維持する必要があるためとしていま

す。 消防職員の団結権のあり方について労働基本権の尊重と国民の安全、安心の確保の

観点に立ち、関係者の意見を聞きながら検討をするため、「消防職員の団結権のあり方に関

する検討会」が総務省内に設けられ、第 1回の検討会が 1月 22 日に開催されました。

今年の秋ごろに検討結果が出される予定でありますので、このことを注意深く見守って行

きたいと思います。

それから「住民への公報はどのようにするか。」というご質問でございます。

ホームページに会議結果等を掲載するほか、広報誌等で、適時適切に住民に広報をしてい

きたいと考えております。

最後になりますが「各構成団体の財源はどのようにしていくのか。」というご質問でございま

す。 今後の推進協議会（仮称）中で、現在の各消防本部への各市町の負担割合を基礎と

して、消防力の整備環境や将来の事業計画、中長期的な財政予測等を作成し、統合後の

各市町の負担割合のあり方を協議、調整していくこととなると思います。

以上で西山議員からの質問の答えとしたいと思います。

西山議員。

第 1 問ですが平成 19年 4月に総務省の消防庁市町村消防の広域化というのが出てます

が、ほとんどこの中から回答がきていると思います。 関心ある方は見られると思いますが広

域化については、私は何も反対とかやめなさいと言っていませんが、今の住民のニーズです

ね。 あってはならないけれど 15 年前の阪神淡路のああいう大災害のときに、横の連携と今

通常あります１１９番とか火事の場合、救急の場合と全然違うと思います。

宗像、糟屋を調べてみますと 3 市 7 町で中部、昔中部と言っていましたが、南部で志免と

糟屋ですかね、分署と本署とですね、それと北部と宗像と大変地理的にも広いし、4 町が分

署も支署もなにもないこういうことに、やはり少し宗像、糟屋の広域化の疑問をもっているだけ

にメリットはわかりますということを申します。 1 点目はそれでようございます。
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西山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

西山議員

阿部議長

谷井組合長

2 点目にいきたいと思います。 これは昨年部会が設けられまして下に人事財政消防部会

というのが設けられましたよね。 この辺の事を議員として何も聞いていませんので公表できる

範囲の内容と回数をお願します。

消防長。

人事、財政、消防という３部会がございます。 これの内容ということでございますが内容は

先日、両市の議会のみなさんに説明しましたダイジェスト版がございます。

詳細の部分は各市町村の監督局に報告書がございますが、その報告書に記載しておりま

すとおり、内容は、そういう成果としてはそのものが上がってきております。 あと回数でござい

ますが4回か5回ほどそれぞれの部会があっているのではないか。 最低４回はあっていると

思います。 幹事会というのがございましたがこれは 2 回か 3 回。 すみません回数は、幹事

会は 3 回上がってきています。 その集約されたものが先日皆さまに配布しました報告書の

内容でございます。以上でございます。

西山議員。

何故詳細に質問しているかというとご存知のように消防行政研究会というのが今から 13 年

前、15 年ですかね、全国で立ち上げされて、大牟田の迫大輔という方が全国の消防行政研

究会の会長をされていますが、その意味で糟屋の北部と南部にはこの組織がないということ

は現場の声が十分に消防長なり、またこの部会の方々にいっているかどうかということを聞き

たい訳なんですけど。 今日傍聴にも当消防署の職員の方おいでですが、宗像はかなり皆さ

んと意見交換して進んでいる。 あとの部署。 現場の声をここで言っても消防長は、うちは宗

像とおっしゃるでしょうけど、やはり上の幹事会、検討委員会、市長、両市長おいでですが、

その辺の住民サービス低下させない、常にやっぱり素早く緊急でも対応する行政対応、3 市

7 町がどこでも同じサービスが受けることが当然と、そういう意味で現場働いている職員の声

が生かされていくのかどうか。組合長お願いします。

組合長。

消防長からお話がありましたように、詳細は今から協議会を立ち上げますのでこの中で 3部

会、幹事会こういったものを集約しながら、協議会の方にあがってくる。 課題はたくさんござ

います。 その中で消防行政研究会のことにつきましては、これは任意的な形ととらえていま

すので直接議論はいたしておりません。 ですからその点につきましては今後協議会のなか
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谷井組合長

阿部議長

西山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

西山議員

でどうするのか。 協議会で決めることになるかとういうのは、私も勉強不足でお答えできませ

んけれど申し訳ないと思っております。いずれにしましても大きな課題等につきましては当然

協議会中で今まで整備してきました内容、委員会で整備してきましたものをあげていくという

ことなると思います。はっきり言いますと行政研究会についてはとりあえず検討していきます。

西山議員。

3 項目の１項目 人事異動についてであります。 やはり先ほど申しましたように全協でも消

防長が申されましたように本部と言いますか常勤の方は異動があるやろと、そして消防署に

配置されている職員はないと言われますが、これは今から団塊の世代それぞれ部署によって

は人数が減るということがあり得ると思うんですよね。 やはり緊急の場合に地理的不安とか

例えば神湊居住の宗像分署に勤めている方が南部とかなったら、通勤でも１時間近くかかる

し、急に行って地理なんでいうのは覚えられないですよね。 ましてや表糟屋 6 町広いです

よ。

それに対して本部は仕方ないといっては失礼ですが、ありえると思うけど現場に働く人たち

は３つの大きな署があるが、人事異動、交流の確認ですが、今後行われるかどうか。

消防長。

現場で活動している職員の異動はどうなるかという西山議員のご質問であります。

広域化によりまして管轄区域が広がります。 実際、災害活動を実施する職員は災害活動範

囲内の地理の状況を的確に把握し、そして災害活動にかたらなければならないことは西山議

員のおっしゃるとおりでございます。 このため統合直後から大幅な人事異動というのは消防

力の低下をきたすというふうに考えますのでこれは避けるべきだと考えております。

また異動にあたりまして職員の通勤距離なども関係も十分考慮する必要があるものだと思っ

ております。 人事異動がないということではありませんので。

西山議員。

広域化は全国でもかなり進んで福岡の場合両政令市と糸島がそのまま行くというようなこと

で今進んでいると思います。 昨年もここで一般質問した時に隣の佐賀県がまだ11年目には

いってもの同じ場所で同じ勤務地で給与の差がばらばらという現実があるわけですよね。

これはかなり調整が難しいとそういう意味でいつ頃とは言いません、3本署が今ありますよね、

給与を何処にどの辺であわすのか。 失礼な言い方かもしれんけど基本的にはこれは職員
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西山議員

阿部議長

谷井組合長

阿部議長

西山議員

阿部議長

消防長

は大変ですよ。 その辺のもし、考えがあれば組合長お願いします。

組合長。

その点は先ほど私の方から申しあげました。当然そういう部会の方で具体的なものは、大枠

だけはこの間報告したと思いますが、具体的なものは協議会の中で検討していくことになりま

す。 将来的にはそういうものは身分の差がないように統一していくのが筋だと思います。

しかしながら議員のご指摘のように大変温度差がありますし、しかもこれは大変職員にとっ

ては大事な問題ですので、これは慎重に審議していく必要があると思っています。

ですからすぐ統合するというのは難しいと思っております。

西山議員。

是非、慎重というか先ほど消防長が言われた士気が下がらないようにしていきたいというの

は厳しい内容があるように思いますので早急に統一をお願いしたい。 当然低い方じゃありま

せんので高い数字にどう合わせていくか。 現状の中で、ですね。 努力をお願いしたい。

３番目です。 消防長の回答、1月 22 日、よくご存じで、私ども組合の機関紙から先ほど迫

が申しましたが、地方公務員法の 52 条の 5 項に消防職員は職員の勤務条件の維持改善を

図ることを目的とし、かつ地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、またこれに加入して

はならない。というふうに定めています。 ところが196３年 I LO国際労働機関が87号で日本

はおかしいと言って、世界広し、アフリカのスーダンとガボン 2 カ国だけ日本を除いて消防職

員に団結権がないと。 再三4回ぐらい国際労働機関が日本政府に勧告をして、その後に先

ほど消防長が申されたように、昨年 10 月 28 日に原口総務大臣と自治労の徳永委員長の話

であり方ができてきた。 その 12 人の中に先ほど申しましたように大牟田の迫大輔さんが委

員に入っているわけですね。 初めて現場の声を知る委員が政府の機関に入った。

これはかなり早くですね現場で働く職員に団結権が付与されるのではないだろうか。

今公務員改革で天下りのことばっかり言っていますが、実は地方公務員にかかる人事院の

廃止という大きな課題が今隠れております。 200 人か 500 人知りませんが天下りの問題じ

ゃなくて 300 万近い地方公務員の身分の問題等があるわけです。 そういう意味で団結権の

付与について素直に乙藤消防長どう思われますか？

消防長。

それについてはコメントできません。
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阿部議長

西山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

西山議員

よろしいですか？西山議員。

では、4 番に行きたいと思います。 私ども宗像市も、旧玄海町、大島村、福津市も津屋崎

福間合併されまして、こういう市町村の合併がマスコミも大きく取り上げて、消防の一番我々

の生命財産を担ってくれる消防について広域化が進んでいることをどれくらい市民の方が知

ってあるのか。 ここでどうのこうの申しませんが、先ほどホームページと言われて、昨年 5 月

に検討委員会設けられたら、まず全町3市7町議員さんにまず知ってもらうということから住民

に説明していくのも一つの手じゃないですか。

一気に 26 日にダイジェスト版で、これはマニュアルどおりやったってですね、そりゃあ先程

あれこれ申しました、行政研究会があるとこないとこあって、職員がいろいろ差が出てくる、大

きな課題なんですね。 久山とか篠栗は 支署も分署もない。 こういうところを今後どうしてい

くのか大きな考えがあると思うので、先程消防長がホームページとか言われるけど団塊の世

代の私も今年で 63 ですが 70 の人でも数人ですよ。

何パーセントの人がホームページ開いて見ているか。分かりやすくですねダイジェスト版も

し 4枚くらいわかりやすくこういうことでしますという 1枚でもいいから、そういう形で広報できな

いか。 広報について。

消防長。

住民への広報ということでございます。昨年5月に検討委員会が立ち上がりましてその後す

ぐ、記憶違ったら失礼ですが 7 月か 8 月頃に各市の全協で広域化の説明がされたと思いま

す。

ただ、住民への直接の広報というのは、まだしていないと思いますが、これはホームページ

あまり見られる方が、年配の方は見られることが少ないということですが、それ以外に両市の

広報誌こういうもので、今回いろんな広域化の検討の結果が出ますればすぐにでも、そういう

機会あるごとに住民の方に対して広報していかなければならないと考えております。

西山議員。

しつこいかもしれませんが、市町村の合併の場合ですねやっぱりある段階うちの場合商工

会中心にやっぱり一緒にやろうやというふうにしてもらって、消防の場合上位下達と言います

か消防長がこうしたからやろうという方法しかないわけですよね。 今のところ。 そこを住民、

市民の方にアピールするといったら、今働いてある宗像133名が元気にされる、いいよと古賀

でも久山でも頑張って行こうという雰囲気がない。
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西山議員

阿部議長

末吉議員

その辺の指導性、職員に対して事ありきで進んでいるように思います。 職員の方にも現在

369 名、3 本署でおられます。 このように教育をするとともに一緒に進んでいかなければ、西

山の家燃えようけどほっとけというような感じでうけとられるより、やっぱりサービス低下させな

いということでは広報ですねしっかりやっていただきたいと要望しときます。

5 項目です。今申しましたように 3 市 7 町広域化によって人口が約 42万人です。

面積が 37 万 9 千キロ平米かなり広い面積に職員が 369 人の状況であります。

私も 3 市 7 町の 17 年度の財政状況をちょっと覗かしてもらいました。 公債比率がかなり

20 に近い自治体もあります。 それかというと福津市みたいに 11.5 という公債比率見ても、貯

金ですね、このへんについてもやはり久山町が 10 数億しかないと、一番あるのは宗像市が、

これは 17 年度ですよ。 175 これは財調の特別の目的のやつ合わせてですね。

これが一緒になるわけですね今度。 同じ火災とか緊急でもサービスしなきゃならんと当然

この辺も検討委員会、幹事会で議論されて、ただ先ほどから言うように広域化したらよかろう

と、ただ現場、相島もあります。 筑前大島もあります。 地島もあります。 その方々にも同じ

サービスをしなきゃならない。 そうするならやはり今の分署体制が維持される。 それと先ほ

ど言いましたように表糟谷の方にどう手当てしていくか。 このときにですね標準財政基金と

言いますか、基準でいくと率が下がるという地方交付税のですね言ってきている。

総務省が。 財政の交付税が入ってこない。 ところが住民ニーズは多い。 今申しまし

たように出せる金が少ない。

ところが住民にしては同じですよ。 広域化に対しての。 ここはしっかり財政的にもそれか

ら総合的にも見たとき、どこでも 3市 7町が同じサービスが受けられるという方向にもっていっ

てもらいたいということでもう考えいいません。 3 分経ちましたけどそういうことを申しまして私

の一般質問を終わります。

以上で、西山議員の質問を終了いたします。

議長。 私時間内でしたので議事の運営について特に発言しなかったのですが、一般質

問の申し合わせ事項では、発言の項目につき 3 回の質問。 発言の項目というのは言わば、

いわゆる一番質問通告書にある発言の項目、題目これが項目だろうと思うんですよ。

だから例えば消防の広域化についてとあるいはもう 1項目ですね。いわゆる末端給水の合

併についての 2項目あれば 1項目について 3回にやりとりと。 そういう議事運営だろうと思う

んですね。 ただこのやり方だと今質問された西山議員の質問のやり方というのはほとんど制

限、中身まで具体的な議論ができないと思うんです。

今後時間内であれば今のような 1 問 1 答のような形にするか。 是非、全員協議会等開か

れて一般質問のあり方についてご協議いただきたけたらいいと思います。 要望として。
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阿部議長

末吉議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

森事務局長

この件は開会前に事務局長と打ち合わせたんですよ。

それは事務局長が明確に間違っています。 議長が言われている1項目あたり3回の質疑

だと。

そのへんは局長と打ち合わせて今回についてはこの詳細項目に 3 回とするという話し合い

に終わりましたので、結論がでましたので私の権限において、今回は質問の前に西山議員

に通告しております。

今後そういうご意見があるならこれは又事務局と相談しつつ全協なりで、結論を出していき

ます。 それではここで休憩といたします。再開は 11 時半といたします。

再開をいたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。

日程第 5 第 1 号議案 「宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等

に関する事務の受託について」と

日程第 6 第 2 号議案 「福津市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等

に関する事務の受託について」を一括議題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）

異議なしと認めそのように決定いたします。

事務局長に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。それでは第1号議案、第2号議案合わせて説明させていただきます。

第 1 号議案 「宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等に関する

事務の受託について」

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 14 第 1 項の規定により、次のとおり宗

像市との協議により規約を定め、平成 22年 4月 1日から、宗像市下水道使用料徴収等に関

する事務を受託する。

提案理由 平成22年4月1日から宗像地区事務組合が宗像地区における水道事業等を

経営することから、宗像市と宗像地区事務組合との間における下水道使用料徴収等に関す

る事務を受託するため、地方自治法第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第２５２条

の２第 3 項本文の規定により議会の議決を求めるものであります。

右の方見ていただきたいと思うのですが、規約の第 1条宗像市は、次に掲げる事務の管
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森事務局長

阿部議長

阿部議長

理及び執行を宗像地区事務組合に委託する。

（１）公共下水道使用料、特定環境保全公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設

使用料（以下「下水道使用料」という。）の調定及び徴収に関する事務

（2）排水設備の申請受付に関する事務これらの事務をそれぞれ受託するというものでござ

います。

第3条には経費の負担として委託事務の管理及び執行に要する経費は、宗像市の負担

とするということになっております。

それから第5条では委託事務の管理及び執行に伴い徴収する下水道使用料は宗像市の

収入とするということになっております。

それから附則の方ですが平成 22年の 4月 1日から施行するということになります。

第 2 号議案につきましてはほとんど同じでございますが、第 1 号と異なっているところで

は福津市との間で事務の受託をするということになっております。 第 1 条福津市は、公共下

水道使用料及び地域し尿処理施設下水道使用料の調定及び徴収に関する事務の管理及

び執行を宗像地区事務組合に委託するということになっております。

第 1 号議案と異なるところですけれど排水設備の申請受付に関する事務について、これ

はこちらの事務所と福津市との距離がかなり遠くなりますので、福津市の下水道課の方で排

水設備の申請受付を従来通り行うということを考えております。

そういうことから宗像市については排水と給水と同時申請受け付けた方が効率的でござ

いますので、宗像市の分については私どもの方で一括して申請受付をやろうと福津市にお

いては給水については福津市の営業所の方で行います。

それから排水については先ほど言いましたように下水道課の方で従来どおりやるということ

で考えております。経費負担ですけども第 3条のところでは委託事務の管理及び執行に要

する経費は、福津市の負担とする。

それから第 5条では委託事務の管理及び執行に伴い、徴収する下水道使用料は福津市

の収入とするということで考えております。 以上で提案の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

これから質疑を受けます。

第 1 号議案及び第 2号議案について、質疑ございませんか。

（ 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。

これより討論にはいります。 まず第 1号議案についての討論を受けます。
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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

森事務局長

ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。これをもちまして、討論を終結いたします。

これより採決を行います。

第 1 号議案について本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手をお願いい

たします。

（挙 手）

全員賛成でございます。

よって、第 1号議案は、原案のとおり可決されました。

次に、第 2号議案についての討論を受けます。

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。

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。

（挙 手）

全員賛成でございます。

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 7 第 3号議案 「福岡地区水道企業団への加入について」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3号議案 「福岡地区水道企業団へ加入について」地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第1項の規定により、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理するため

平成22年4月1日から別紙規約により福岡地区水道企業団に加入する。

提案理由 平成22年4月1日から宗像地区事務組合が宗像地区における水道事業等を経



21

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

森事務局長

営することに伴い、福岡地区水道企業団に加入することについて、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ございます。

右の方に福岡地区水道企業団の規約を掲載しております。 この中で第2条の最後に宗

像地区事務組合という形で載ります。 宗像市と福津市は削除されて宗像地区事務組合が

入るという形になります。 内容としては企業団の規約となります。

次ページの別表でございます。 第4区のところ以前は宗像市、福津市から１名ということに

していましたけども第４区では宗像地区事務組合として1名、現在は阿部議長が議員という形

で出ていただいています。 以上で説明を終わります。 ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

これより質疑を受けます。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。ご意見ございませんか。

（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 3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 3号議案は、原案のとおり可決いたしました

日程第 8 第 4 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

減少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」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 4 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減少及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」 地方自治法（昭和 22 年法律第



22

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

67 号）第 286 条第１項の規定により、平成 22 年 3 月 31 日限り、福岡県市町村職員退職手

当組合から小郡市・筑前町衛生施設組合を脱退させるとともに、平成 22年 4月 1日から福岡

県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。

提案理由 平成 22年 3月 31日限り、小郡市・筑前町衛生施設組合が解散されることに伴

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減少し、福岡県市町

村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第 290条の規定により議会の議決を

求めるものでございます。

次ページ新旧対照表でございます。 旧の朝倉郡の中に小郡市・筑前町衛生施設組合が

ございますけども、これを削除するというものでございます。 以上で提案説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（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）

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 4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 4号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 9 第 5号議案 「宗像地区事務組合事務局設置条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 5 号議案 「宗像地区事務組合事務局設置条例の一部を改正する条例について」上記
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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

の条例案を次のとおり提出する。

議案理由 条例等の整備より、宗像地区事務組合事務局設置条例の一部を改正する必

要が生じたので、条例案を提出するものでございます。

次のページの新旧対照表をご覧ください。 第 4 条の第 1 項 9 号のところですが、改正案

を提出するものですが、改正案は不服申し立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

10 号の広報及び公聴に関することを掲げております。 第 9 号につきましては従前の条例

で明記しておりませんでしたので、今回明記させていただいております。 また 10 号につきま

しては両市の水道事業を統合するよって公聴機能を充実する必要があるということから、10

号を掲げさせていただいております。 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を受けます。

（異議なしの声）

ないようです。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）

討論もないようです。討論を終結いたします。

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。

（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。

日程第 10 第 6 号議案 「宗像地区事務組合職員定数条例の一部を改正する条例につい

て」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。

第 6 号議案 「宗像地区事務組合職員定数条例の一部を改正する条例について」

提案理由 平成22年4月1日から宗像地区事務組合が宗像地区の水道事業等を経営する
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森事務局長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森事務局長

三浦議員

阿部議長

末吉議員

ため、宗像地区事務組合職員定数条例の一部を改正する必要が生じたので条例案を提出

するものです。

次のページの新旧対照表をご覧ください。

第 2 条では現行定数 149 人といたしておりますところを 20 名増員いたしております。

2 条の第 1 項 1 号ですが、事務局の職員 4 名を 3名に改めたいと思います。

2 の消防職員については現行どおりですが、 3 号の広域化職員は今私どもの方で 11 名の

定数を掲げておりますが、両市の職員の派遣を受けるということで 32 名としたいと思います。

こういうことで事務局職員としては合計で 35 名消防職員 134 名合わせて 169 名を定数増し

たいと思います。 以上で提案の説明を終わります。 よろしくご審議をお願いいたします。

これから質疑を受けます。 質疑ございませんか。

三浦議員。

新しい体制ができるわけですが、今調べてどこにあったか分からないんですが、7 級職の方

が 1 名、6 級職の方が以前より少なくなっていると思うのですが。 新しい組織ではこのよう

になっていたと思うんですよ。 それで組織が大きくなってきているのに上級職の人が少なく

なってきているというのはどういうことなんでしょうか。 ここらあたりの説明をお願いします。

森事務局長。

職員の給与の人数のところですが、予算の説明のところで公営企業と一般職員とそれぞれ

分かれておりますが、 ７級の職員は公営企業と一般会計で合わせて 2名を考えています。

6 級の職員ですが、今予定をしておりますが課長を 2 名。 新しい組織体では事務局の部

分ですが事務局長 1 名、次長を 1 名。 3 課あるんですが、課長を 2 名、次長が 1 名課を兼

務する。 管理職員を 4 名予定しております。 以上です。

私の事前に勉強してきたことが間違っていたなと今反省をしております。

わかりました。

他に質疑ありませんか。

末吉議員。

基本的なことですが、職員の定数で第 2 条の 3 項。 公営企業職員という名称にしなけれ

ばならないような規程があるのかないのか。 事務組合の水道事業関係職員という方が市民
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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

阿部議長

森事務局長

には非常に分かりやすいのではないか。 要は今回それぞれの水道事業そのものは両市か

ら統合する訳ですから、まさしく両市の公営企業としての企業会計としての水道事業がなくな

っていくわけですから、事務組合の水道事業関係職員というふうにした方が市民に対して分

かりやすいのではないか。 あえて公営企業、確かに事務組合の中に別途公営企業が存在

するかのような表現というのは好ましくないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

法的な背景があるとすればその規程条件があればお教えください。

森事務局長。

ご指摘の件ですが、私ども勉強不足で申し訳ないと思っていますが、今回の改正に当たっ

ては従前の例にならって定数の改正ということで、今ご指摘の件につきましては、確かに一般

市民の方が見た時に非常に理解しがたい。 公営企業といっていろんな事業等がございま

すので、これは宗像地区事務組合の場合は水道事業に特化されていますので、そういう名

称に改めた方が住民の理解を得やすいということでございますので、今後検討させていただ

きたいと思います。

他にござませんか。 質疑ないようです。 質疑を終結いたします。

これより討論を受けます。 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 6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６号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 11 第 7号議案 「宗像地区事務組合自治会館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 森事務局長。

第７号議案 「宗像地区事務組合自治会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
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森事務局長

阿部議長

村上議員

阿部議長

事務局長

阿部議長

る条例について」 提案理由の説明をいたします。

宗像地区事務組合自治会館の貸室の一部を廃止することに伴い、宗像地区事務組合自治

会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、条例案を提出す

るものでございます。 次のページ見ていただきたいのですが、第 3 会議室を廃止するという

とで、別表の平日の方、会議室 3 を削除するものです。

これにつきましては事務所の移転に伴いまして、自治会館の後空の状態になります。

まだ締結には至っておりませんが、家庭児童相談所の宗像支所がレベルアップといいます

か、古賀の方を含めまして新たに家庭児童相談所の本書として 4月から運営をするということ

になっておりますが、今の場所では手狭いことで両市長に相談がありまして、我々の事務所

の移転に伴いまして事務所が空くということで、そちらに貸与するということで事務を進めてお

りました。

両者合意に至ったということで中の調整を図っておりましたが、第 3会議室も使用したいと

いう旨が要望としてありましたので、今回貸室として第3会議室を廃止するというとで考えてい

ます。 なお大会議室につきましては自治会館の創設時の目的等もございますので存続をさ

せたいということで双方協議をして結果的に残るということになっております。

簡単ではございますが、提案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。

これより質疑を受けます。

村上議員。

自治会館の所有はそのまま事務組合に残すということですか。 この収入は事務組合に入

ってくるということですか。

森事務局長。

あくまでも自治会館がもとの財産組合の所有資産でございますから、そのまま資産としては

残ります。 それから収入の件ですが、大会議室につきましては公的なものの使用が大半を

占めております。 しかし一般の方の利用もございますので貸館の収入に上がっております。

これは事務組合の一般会計の収入としています。

他にありませんか。

（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

消防長

ないようです。それでは質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。ご意見ございませんか。

（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 7号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（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。

ここで休憩といたします。再会は 13時といたします。

休憩前に引き続き再開します。

日程第 12 第 8 号議案 「宗像地区事務組合火災予防条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。消防長。

それでは「火災予防条例の一部を改正する条例について」 説明いたします。

提案理由としましては平成 20年 10 月に発生した大阪府浪速地区の個室ビデオ店火災。

これは 15 名の方が亡くなられていますが、これを踏まえまして総務省消防庁において検討さ

れた「予防行政の在り方に関する検討会」において、平成 21 年 6 月に個室ビデオ店等の防

火安全対策について、平成21年6月に個室ビデオ店等防火安全対策について報告書が取

りまとめられたことから、火災予防条例について所用の改正を行うものでございます。

施行期日は今年の 4 月 1日からでございまして、経過措置もございます。

これは23年の 3月 31日までの間でございます。 それでは8の 3新旧対照表をお開き願い

ます。 ここに条文が１条追加されました。 37 条の 2 の次に 37 条の 3 としまして「個室型店

舗の避難管理」ということで、「カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォン

クラブ、個室ビデオその他にこれらに類するもの（以下「個室型店舗」という。）の遊興の用に

供する個室（これに類する施設を含む。）に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものに

あっては、解放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければ

ならない。 ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がない
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消防長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

と認められるものとにあっては、この限りではない」ということでございます。

これで宗像市福津市の管内では、個室ビデオ店が 2 件ございます。カラオケボックスが 3

件ございます。 これで私ども査察を行いましたところ、1店舗におきましてドアチェックがつい

ていましたが、それは正常に作動していないというのがございました。

これにつきましては早急に改善するように指導してまいりますが、経過措置は来年の 3 月

31 日までとなっています。

これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

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。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

質疑ないようです。 これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 8号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。 よって、第８号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 13 第 9号議案 「宗像地区事務組合急患センター事業特別会計条例の廃止に

ついて」と

日程第 14 第 10 号議案 「宗像地区事務組合特別会計条例の制定について」を一括議

題といたします。 異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議ないようです。 そのように決しました。

提案理由の説明を求めます。森事務局長。
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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

第 9 号議案及び第 10 号議案合わせてご説明いたします。

「宗像地区事務組合急患センター事業特別会計条例の廃止について」

提案理由といたしましては平成 22年 4月 1日から宗像地区事務組合が宗像地区における

簡易水道事業を経営することに伴い、宗像地区事務組合特別会計条例を制定するため、宗

像地区事務組合急患センター事業特別会計条例を廃止するものでございます。

今まで既存の分として急患センター事業特別会計を制定しておりましたけれど、第 10 号議

案の方で第１号として同じく急患センター事業を起こしています。

第２号 宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計それから第３号で宗像地区事務組

合本木簡易水道事業特別会計これをそれぞれ加えるということになりますので、改めて宗像

地区事務組合特別会計条例を制定するものでございます。

施行日については平成 22年 4月 1 日からということになっています。

以上で説明を終わります。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。 第 9 号議案について、 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）

討論もないようです。 討論を終結いたします。

これより第 9号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成でございます。

よって、第 9号議案は、原案のとおり可決されました。

続いて、第 10 号議案の討論を行います。

ご意見ございませんか。
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阿部議長

阿部議長

森事務局長

阿部議長

（ 異議なしの声）

討論を終結します。 これより第 10 号議案についての採決を行います。

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。

（挙 手）

全員賛成でございます。

よって、第 10 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 15 第 11 号議案 「宗像地区事務組合行政財産使用料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。

それでは第 11号議案 宗像地区事務組合行政財産使用料条例の制定について

提案理由地方自治法第 225条の規定に基づき、宗像地区事務組合の行政財産の使用料を

徴収するため、宗像地区事務組合行政財産使用料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ございます。

これにつきましては平成 19年 4 月組合の統合が行われた折に本来整理すべき条例であ

りましたけども未整備となっていました。 それで今回水道事業統合をするにあたり条例の制

定をすることにしました。 中身といたしましては基本的に宗像市の行政財産使用料条例を

見本にさせていただいております。 ただし水道事業において浄水場配水池等内に電柱や

地下埋設物等の占用料の徴収ということです。

このことから第２条第２項において電柱、地下埋設物の設置に係る使用料の額を追加する

ものでございます。 なお、使用料の額の算定につきましては宗像市の道路占用料徴収条

例の別表を引用いたしております。

条例の中身としては主旨、使用料の額、日割り計算、使用料の減免等を掲げております。

別表につきましては土地、建物の算出それから自動販売機それぞれ消防、自治会館、事務

所内、急患センター等に自動販売機がございますけれど、その分の使用料を一元化する。

それから別表 3につきましては電柱、地下埋設等の部分を揚げさせていただいておりま

す。 以上簡単ではございますけども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。

これより質疑を受けます。 質疑ございませんか。
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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）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 11 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成でございます

よって、第 11 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 16 第 12 号議案 「宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例の制定につい

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 12号議案 「宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例の制定について」

提案理由 平成 22 年 4月 1 日から宗像地区事務組合が宗像地区の水道事業を経営する

ことに伴い、宗像地区事務組合水道事業運営審議会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ございます。

右側の方の条例についてですけども第２条所掌事務のところで、１号として水道事業計画

に関すること。 ２号として水道料金に関すること。 ３号としてその他、組合長が水道事業運

営上、必要と認めること。

こういうものを組合長の諮問に応じまして、それぞれ調査、審議して組合長に報告すること

にしています。 組織といたしましては審議会につきまして委員 10人以内で組織することにし

ています。 これは福津市、宗像市両市の現況を勘案して 10名以内ということにしています。

それから男女のいずれか一方の委員の数ということで 10 分の 3未満であってはならない。

ということで掲げております。

以前説明をしていましたが、特に水道料金について、この委員会の中で結果も合わせて

十分審議していただくということで新たに条例を制定するものでございます。



32

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

以上、簡単ではございますが説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

これより質疑を受けます。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

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）

討論を終結いたします。

これより第 12 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）

全員賛成でございます。

よって、第 12 号議案は、原案のとおり可決されました

日程第17 第13号議案 「宗像地区事務組合水道事業等の債権の管理等に関する条例

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 13号議案 「宗像地区事務組合水道事業等の債権の管理等に関する条例の制定に

ついて」 提案理由 平成 22 年 4 月 1 日から宗像地区事務組合が宗像地区の水道事業

等を経営することから、宗像地区事務組合水道事業の債権の管理等に関する一般的な基準

等を定める必要が生じたので条例案を提出するものでございます。

13-1 から 4 ページにわたって条文を掲げています。 収納債権につきましては、税や下水

道使用料と異なりまして国税徴収法の規定する自力執行権がありません。

未納者について強制執行の措置をこうじなければなりませんので、そのために制定をするとい

うことです。

8 条に強制執行等を規定いたしております。 納付することが著しく困難な場合の徴収停止

や水道債権が時効の引用を要するために債権放棄をおこなわない限り債権管理が必要とし
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森事務局長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森事務局長

て受け止められます。

このため 11 条にて徴収の停止、あるいは１４条にて債権の放棄等を規定しています。

今回水道債権等の管理の基準を定めまして債権管理の適正をするために制定をするもので

ございます。 なお処分を行った際には第 15 条にて議会の報告を義務付けています。

これは第 8条の２項、前項第 3 号に規定する訴訟手続により履行を請求する場合におい

て、民事訴訟法の中の支払督促の申し立てが訴えの提起とみなされるときには専決処分をす

るということです。

本来議会の方に報告とありますが、議会の時期等のこともありますので、専決をした場合に

つきましては議会に報告するという旨を義務づけております。

非常に難しい文言が並んでいますけど、基本的には先ほど申しましたように国税徴収方法

に則った取り扱いを水道の場合はできないというところで、あらたにこういう条例を制定する必

要があるということでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいた

します。

これから質疑をうけます。

三浦議員。

今回の条例で支払いをしない人に対して徴収停止第 11 条とか第 12 条或いは 13 条です

ね、つまり払わなくていいよとかですね、14 条では徴収の放棄ということが出ております。

つまり払わんでいいですよということが強く強調されているのですよ。

私はね水道を使った以上水道料金を払ってもらいたい。 これが当たり前のことでですね

いかに水道料金を徴収するかが、これが大きな課題だと思います。

つまり払わない人はどうするのか。 払わないなら払わないでもそのまま行くのか。

ということをお聞きしたいのですよ。 つまりね 3 ヶ月間例えば水道料金の納入がないとかいう

ときには水道の給水停止を行います。 こういった強い姿勢も必要ではなかろうかと思ってい

ます。 まず、払わない人を作らない言う姿勢が必要ではないかと思いますがいかがでしょう

か。

森事務局長。

今おっしゃるのは当然のことと言いますか。 水を使用したということは当然利益を受けて

いるわけですからそれに対して支払いをする債務が発生するということは当然ございます。

今２か月滞納しますと給水停止をかけています。 ところが中にはやはり滞納と言いますか

支払わない方等がいます。 お金がない方とか行方が分からない方等々がありますけども極
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森事務局長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

森事務局長

阿部議長

阿部議長

力そういう方に対しては当然支払の義務がありますので差し押さえなり、 強制執行を十分さ

せていただきます。 その上でどうしても支払いが困難であるという方につきましては、例えば

負の欠損処理を行わざるを負えないことも出てくるのではないかと思っております。

我々事務組合の職員として新たに営業課の中においてやりますけれども、基本的に支払

いに来られた方を受けることは思っておりません。 滞納されている方にはごね得のないよう

に十分全職員一丸となって強制執行をやっていきたいと思っています。 以上です。

三浦議員。

今ですね、ごね得がないようにというお話でした。 そこではっきり滞納が 2 ヶ月 3 ヶ月ある

と給水停止をします。 こういう基本姿勢をはっきりと打ち出す必要があるのではないかという

ことなんですよ。 徴収停止 11 条のところにもありますが、金額が少額なときはですね、採算

より少ない時はたたないとか、経費が徴収金額より余計にかかるときはもう放棄しますよ。とい

うような意味のことが書かれています。

つまり出来るだけ多額な滞納料金にならないように。 そのために2ケ月3カ月で給水停止

すれば大きな金額にならない。 大きな被害が出ない。 こういったことをお願いしたいので

すが、再度基本的に何ヶ月くらい料金を納めないと給水停止でそういった強い姿勢を打ち出

したいのか。 どのように考えているのかお聞きいたします。

森事務局長。

今両市の方でとりまとめていますが、宗像の方は 2 カ月と聞いています。

組合としましても 2 ケ月未納が続きましたら給水停止ということで臨んでいきたいと思います。

他にありませんか。 ないようでしたら、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。ご意見ございませんか。

（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 13 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）
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阿部議長

青谷次長

全員賛成でございます。

よって、第 13 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 18 第 14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 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。 青谷次長。

予算関係につきましては、私の方から説明させていただきます。

第 14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 2号）について」を説

明させていただきます。 今日お配りました予算説明資料も併せてご覧頂きたいと思います。

基本的には給与改定等による人件費の補正。 それから急患センター等基金に関する補

正。 最終の議会になりますので整理補正という観点から手入れをさせていただいているとこ

ろでございます。

歳入歳出予算の総額にそれぞれ 2,572 万 2 千円を増額し総額を 15 億 5,904 万 9 千円と

しております。 補正内容につきましては事項別明細に沿ってご説明させていただきます。

まず歳入からですが、5 ページをお開きください。

5 款繰入金 1 項 1 目 1 節財政調整基金繰入金ですが、1,862 万 2,000 円を減額しており

ます。 これにつきましては消防費の支出財源として財政調整基金からの繰り入れをしており

ますけれども、人件費等の支出減が見込まれることから減額するものでございます。

同じく２項の急患センター事業特別会計繰入金ですが、4,644 万円を増額しています。

これにつきましては急患センターの診療収入の増収分を基金に積み立てるために受け入

れるものでございます。

8 款組合債で 1 節消防施設債でございますが、170 万円を減額させていただいておりま

す。 これについては起債申請の結果 1,950 万円の許可になったということからでございま

す。 次に歳出の説明に入らせていただきます。 ６ページをご覧ください。

2款総務費 1項 1目 24 節積立金ですが、先程申し上げました積立金 46,044 千円を増額

するものでございます。 歳入で繰り入れました特別会計繰入金を財政調整基金へ積み立

てるものでございます。

次に 4款ですが 2項 1目 2節の給料 3節職員手当については、給与改定等による人件

費の整理でございます。 4 節でございますが、これは全体を通して言えることですが、長期

経理の年金の追加費用の負担率が上昇しております。

20 年度千分比でありますが 44.3 であったものが 60.3 に上がっております。

そういった関係で共済費が増になっております。 続いて 11節の需用費ですが、380 万 5千

円を減額しております。 薬品代の減が288万円、電気代の増が71万円、修繕費の減が163
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青谷次長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

万 5 千円となっております。 続いて 13 節ですが、307 万円を減額しています。

減額の内訳ですが、し尿処理施設管理保守点検料が 202 万円の減、し尿処理施設管理

委託料が105万円の減額となっています。 15節工事請負費ですが、199万円を減額してお

ります。 これは入札残によるものでございます。

それから 5款消防費1項 1目 2節の給与ですが、給与改定と退職者と休職者等の影響が

ございまして給料430万円を減額しております。 3節職員手当ですが、2千556万円を減額

しております。 減額の主なものは給与改定による期末勤勉によるものでございます。

7 ページをご覧ください。 18 節備品購入費ですが、198 万 7千円を減額しております。

減額理由ですが、救急自動車の入札残によるものです。 以上で第14号議案の説明を終わ

らせていただきます。 審議のほどをよろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。

三浦議員

共済組合負担金のことについてお尋ねします。 共済組合の会長さんか組合長さんか名

前はしりませんが、山本添田町長ではないかと思います。 この方が現在皆さんご存じのとお

り副知事に 100 万円のお金を渡した。

こういったお金が共済組合から使われたのではという考えもあるわけです。介護保険の方

から出たのか何処から出たのかわかりませんが、これから解明されるでありましょう。

いずれにしても共済組合の負担金の負担率これについてもう少し詳しくご説明願いたいと

思います。

青谷次長。

共済組合理事長は今職務代理になっているのではと思いますが、共済組合のこの長期経

理の追加事業の増でございますが、実は年金制度成立します前の期間の恩給公務員期間

すなわち地方公務員共済で言えば、昭和 37 年前の期間に対応する部分に係る費用を地方

公共団体が事業主として負担するという性格のものでございます。

そういう追加費用ということの率でございます。 それが 44.3 から 60.3 に上がったというとこ

ろでございます。 実際に年金受給者に係る費用を事業主として法的に負担すべき内容のも

のとご理解いただければと思います。

よろしいですか。 他に。

永山議員。



37

永山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

直接金額のことに関してというよりも、消防の 7ページですね。 入札残で 198 万減額とあり

ましたけれども、1 月 21 日の読売新聞の記事の中に格安消防車ということで、大牟田で主導

のポンプ車の半額程度で購入の見込みがあるということで、300 万くらいのものが 160 万くら

いで済むということで、そこの柿原消防長は格安消防車は全国初ではないか。

財政難で非常に助かるという発言をされたのですが、そういう風なものを今後予算の厳しい

中で入札とかそういうとこが手を揚げるとかそういうことはあるのでしょうか。

それとも今までの規格があるから規格外のものはだめだというかそういう形のもので、いいもの

が安くて入ればその方にちょっと目を向けてほしいと思いがあります。

消防長。

永山議員からの質問にお答えします。 今回私どもで購入いたしましたのは高規格救急自

動車でありまして、これは入札をいたしまして豊田自動車と日産自動車と 2 社の指名競争入

札になっております。 救急車につきましてはある程度あつらえと言いますか、メーカーが作

っている車になりますので、それを新たに作ってどうのこうのというのは経費的に非常に難し

いと思いますし、大牟田の件ですが消防車ですか、ポンプ車ですか、この件よく知っておりま

せんが、いろいろな情報を今後取り入れながら出来るだけ経費節減に努めてまいりたいと思

います。以上でございます。

他にありませんか。

（異議なしの声）

ないようです。質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。討論ございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結いたします。

これより第 14 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙 手）
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阿部議長

青谷次長

阿部議長

阿部議長

全員賛成でございます。

よって、第 14 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 19 第 15 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 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。 青谷次長。

第 15 号議案でございます。 「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 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に 6 千 600 万円を増額し総額を 3 億 539 万 7

千円とするものです。

今回の補正につきましては新型インフルエンザの流行による受診者の増によるものです。

歳入では診療収入の増額、歳出は管理委託料及び繰出金の増額をそれぞれおこなうもので

ございます。 受診者数でございますが、21年度 4月から 1月まで前年比 6割を超える診療

者増となっております。 補正の内容につきましては事項別明細に沿ってご説明いたします。

3 ページをご覧ください。

１款 診療収入、１項、１目、１節 診療報酬収入でございますが、１億３千万円に対し、

5,700 万円を増額し、1 億 8,700 万円としています。 2 節 一部負担金収入は、900 万円を

増額し 3,299 万 9 千円とするものでございます。

次に歳出ですが、4 ページをご覧ください。 １款 急患センター運営費、１項、１目、13 節

委託料は、急患センター管理委託料 1,995万 6千円を増額し、2億 3,639万円とするもので

ございます。 28 節繰出金は、一般会計繰出金 4,604 万 4 千円を増額し、5,157 万 9 千円

とするものでございます。 以上簡単ではございますが、第 15 号議案の説明を終わらせてい

ただきます。 ご審議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）

ないようです。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）
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阿部議長

阿部議長

青谷次長

討論を終結いたします。

これより第 15 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、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 15 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 20 第 16 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 3号）について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。青谷次長。

「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 3 号）について」ご

説明いたします。 主たる内容ですが、収入では多礼浄水場の災害復旧工事。 これが災害

対象に採択されましたので、国庫補助金を計上しております。また河東送水管漏水工事を北

九州市から受託しましたので工事に係る額を雑収入に計上しております。

支出ですが、企業会計等による人件費をはじめ委託料や動力費等執行整備をしておりま

す。 また資本的支出として浄水施設の更新工事並びに消費税を補正したものでございま

す。 4ページ、5ページをお開きください。 平成 21年度末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 6,656 万 3 千円を見込んでおります。

当年度未処分利益剰余金として 1億 2,437 万 3千円を予定しております。

詳細については 6 ページの事項別明細書で説明をいたします。

収益的支出の営業費用 1 目原水費の委託料ですけども、ダム周辺、法面雑木、除草等の執

行残 1,700 千円を減額しております。 2 目浄水及び送水費ですけども費用会計による減そ

れから法定福利費について年金、先程説明しました長期経理追加費用の料率があがりまし

たので 87万 7 千円増額計上しております。

動力費につきましては水量及び契約料の引き下で 310万円を減額、薬品費については契

約単価を抑えることができましたので 370 万円を減額計上しております。 3 目総係費ですけ

ども、これも給与改定等により人件費の整理をしておるのと、それから長期経理の増額分を

計上したものでございます。

それから統合に向けた事務所の什器関係につきましては先の議会でいわば条件付きで補

正を承認していただいておりましたけども、宗像市、福津市から譲り受けができたものがありま

してので、備消耗品費を 310 万円減額。 並びに光通信設備業務等の委託料 250 万円を減
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青谷次長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷次長

額しております。

営業外費用の4目消費税でございますけども経費の減額補正よって納付税額104万円を

増額し、4,294 万円としております。 以上で第 16号議案の説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

これから質疑を受けます。 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。

これから討論を受けます。

（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 16 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 16 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 21 第１７号議案 「平成 22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。 青谷次長。

第 17 号 議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計予算について」ご説明申し上

げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14億 8,969万 4千円とするもので、平成

２１年度当初予算額に比べ 3,795万７千円の減となっております。

予算の内容は、事項別明細に沿って説明をさせていただきます。

まず、歳入ですけども 7 ページ、8 ページをご覧ください。

１款 分担金及び負担金は、対２１年度比 2,058 万 8 千円増の 13 億 1,860 万 6 千円を計
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青谷次長 上しております。 21 年度比で消防費負担金以外はすべて減額となっております。

関係市ごとに見ましても、宗像市の負担金合計額が２１年度比 528 万７千円の減、福津市は

1,057万 9千円の減ということになっています。

5 款 繰入金では、財政調整基金を 5,577万 3千円減額しております。

9 ページ、10 ページをお開きください。

8 款 組合債は、22 年度水槽付消防ポンプ自動車更新事業を計画しておりまして財源とし

て 2,310 万円を計上させていただいております。

次に歳出について説明申し上げます。 11ページ、12ページをお開きください。

１款 議会費は、対21年度比 104万円を増額しております。 これにつきましては各年で議員

研修を企画しておりますけども、平成 22年度は該当年となりますので、議員視察研修費用を

計上したものでございます。

2 款 総務費、１項１目 一般管理費ですけども派遣職員負担金等を含む事務局経費が主

な内容で、対 21 年度比で 51 万 5 千円増の 1,994万 8 千円を計上しております。

19、20 ページをお開きください。

4 款 2 項清掃関係職員 2 名分の人件費と、し尿処理場の管理運営に係る経費を計上して

おります。 21年度に比べまして 2,136万 6千円減の 1億 5,430万としているところでござい

ます。 基本的には経常経費につきましては議員経費を除きまして４パーセントのマイナスシ

ーリングを基本にほぼ通年ベースの予算内容としております。

平成２１年度と比べまして、需用費は機械設備修繕費の減少により、前年度比 327 万 2 千

円の減、委託料についても、3 年に 1 回の精密機能検査費用の減少等により前年度比 336

万 8 千円の減額。 また、工事請負費の減として 1，490万 5 千円の減としております。

23 ページ 24ページをお願いいたします。

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を計上させ

て頂いております。 22年度の事業の主なものについて説明をさせて頂きます。

まず 26 ページをご覧ください。 説明の欄で事業コードで書いておりますが、0410 庁舎施

設維持管理費に組み込んでおりますが、本署及び福間分署庁舎耐震補強工事と大島分遣

所庁舎外部改修工事を計画しております。

庁舎耐震補強工事につきましては、設計管理委託料 1,422千円、工事費 9,792千円で合

計 11,214千円を計上しております。相当痛んでおります。 外部改修工事費として 315万円

を計上しております。

28 ページ事業コード 0202 住宅用火災警報器設置推進事業で、15 万円を計上しておりま

す。

平成 21 年度に実施した調査を基に対策を講じ、設置率の向上に努めたいと考えておりま

す。
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青谷次長

阿部議長

吉田議員

阿部議長

青谷次長

30ページ事業コード 0302消防車両維持管理事業、水槽付消防ポンプ自動車更新事業と

して 3千 100万円を計上しております。 先ほどご意見いただきましたが出来るだけ安価に購

入できるように研究に努めていきたいと思います。

平成 21 年度に消防自動車全体に渡って耐用年数延伸を含めまして、それを基本に更新

計画を策定しております。

この計画に基づきまして、ポンプ車１台の更新を計画しているものでございます。

同じく 30ページ事業コード 0303 通信機器整備事業でございます。 複合型発信地システム

整備事業 650 万円を計上しております。 これは固定電話、携帯電話いずれにも対応できる

システムを整備するものでございます。

31 ページ 32ページをご覧ください。

6 款 公債費は、ほぼ前年度並みの 3,138万 8 千円を計上しております。

以上で簡単ですが第 17 号議案の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。

これより質疑を受けます。

吉田議員。

8 ページですが、２款の使用料及び手数料のところで、自動販売機のことをお尋ねしたいと

思います。 私もこの自動販売機については宗像市でも提案いたしましたが、ここでも提案し

たいと思います。

財源が厳しい中どこの自治体でも財源確保に非常に努力しているところですが、先程条

例が通りましたが、事務組合では自動販売機が何台くらいあるか教えてください。

数字は後で結構です。 18 年度に自治法の改正で新聞でもご存じと思いますが、大阪府

の橋本知事が公有財産を貸す時に公募制にしたらいいですね 。公平公正があると思うんで

す。 市民にとって。 事務組合でも更新時には公募されていくらかでも収入を上げていただ

きたいと思うのですが。

青谷次長

私も先の宗像市議会での吉田議員の一般質問を聞かせていただいておりました。

この条例を制定するに当たって、行政財産の使用条例を制定するにあたりまして、どういう

ふうにしようかと悩みました。 宗像市もご意見を参酌しても改良点を見出そうとされているよう

でございました。 宗像市の今現状のままを乗せさせていただいておりますが、宗像市が改

善改良される点が生じましたら、それも改良したいと思います。
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青谷次長

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

阿部議長

ただ大阪府のような形の多くのお客さまがみえて多くの方が利用されるというそういうたぐい

の自動販売機ではあまりございません。

無理やり置いていただいているような方が多いのかも知れません。そいったところもご理解

頂きたいと思います。 台数については事務組合全体では、合わせまして 9 台でございま

す。

他に。 永山議員。

今の自販機の件ですが、災害が起こったりしたときには電気とか切れても水とかが無料で

配布できるとか、自販機によって種類がありますよね。 そういったものを入れて置いていただ

きたいと思います。

青谷次長。

今まで実は自動販売機の設置については雑入という形で、行政財産条例の使用料に基づ

いた使用料という形で徴収はしておりませんでした。 従いまして22年度方法が変わりますの

で、議案が通りますればこういう形に変わりますという説明会をしようと思っております。

その際にでもどういう種類のものがあるかという研究を含めまして検討したいと思います。

他にないですか。ないようです。歳入歳出に分けて質疑を受けた方がいいですか。

一括でいいですか。

（異議なしの声）

では歳入歳出において質疑を受けます。質疑ありますか。

（異議なしの声）

質疑ないようでしたら、これをもちまして質疑を終結いたします。

これより歳入歳出の討論を行います。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。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷次長

これより第 17 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、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 17 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。 再開を 14 時 15 分とします。

休憩前に続き議会を再開します。

日程第 22 第 18 号議案 「平成 22 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」を議題とします。

執行部の説明を求めます。青谷次長。

第 18号議案でございます。

「平成 22 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」 ご説明い

たします。 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 億 37,755 千円と定めるものでござ

います。 平成 21 年度予算に比べまして 3,893 千円の増額となっております。

予算の内容については事項別明細に沿って説明させていただきます。

6 ページ 7 ページをお開きください。 1 款診療収入ですが、平成 21 年度当初予算から

500 万円を増額し平成 20 年度決算とほぼ同額の 1 億 5,900 万円を計上しております。

2 款分担金及び負担金ですが、平成 21 年度当初予算と同額にして 5,246 万円を計上し

ております。 内訳は経常費負担金38,058千円、創設費負担金14,402千円ともに前年度と

同額でございます。 3 款繰入金と 4 款繰越金は連動しておりますが、繰入金は平成 21 年

度当初予算から 27,312 千円を減額し千円を、繰越金は 26,207 千円を増額し 26,208 千円

計上しています。 これは平成 21 年度診療収入の増から一定の繰越が見込めることによるも

のでございます。

次に歳出ですが 10 ページ 11 ページをご覧ください。

１款急患センター運営費は対 21 年度比 3,893 千円を増額し 221,253 千円を計上してお

ります。 主な支出ですが、11 ページ 1 款 1 項 1 目管理及び運営費事業コードでは 0010

ですが、急患センター管理運営事業で管理委託料を平成 21 年度当初予算と比べて 156 千

円減額して、216,278 千円計上しております。 平成 21 年度は 9 月の連休シルバーウィーク

がございましたが、平成 22 年度はこれがないことから減額としております。

同じく庁舎改修等工事費 2,073 千円を計上しています。 急患センター内の 8 か所（男女
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青谷次長

阿部議長

阿部議長

渡辺議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

阿部議長

及び身障者用）のトイレの改修を計画しているものです。 自動点灯、自動流水ができるよう

に改良を施しています。

同じく備品購入費は、2,033 千円を計上しております。自動血圧計、心電計、空気清浄機

を購入するものでございます。 以上簡単ですが第 18 号議案の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。

これより質疑を受けます。

質疑の方法は歳入歳出を分けてですが、一括してよろしゅうございますか。

（異議なしの声）

それでは一括して質疑ございましたらどうぞ。

渡辺議員。

お尋ねしますが、宗像市の小児救急医療の在り方が一昨年から変わってきたという風に

認識しているんです。 第 1 次医療のところは受け入れをするのかな。 ネット化をして東病

院にということがずっとされていると思うんですが、費用の面で言うとそういうところも含めてど

んなふうに動いているのか、わかるようでしたらわかる部分で教えていただきたいと思いま

す。

青谷次長

基本的にいえばここの運営経費については、宗像市、福津市からの負担金をベースに運

営をしているところです。 先ほどおっしゃるようなものでは影響はしてきてないと思います。

ただそういう入れ替えがございました為に、古賀市、新宮町からの受診者が多くなっていると

いう実状がございます。 これについてどのような取り扱いにするか内部でも検討していると

ころです。 当然 22 年度につきましては宗像市、福津市からの負担金をもって計上したいと

思います。以上でございます。

他にございませんか。

（異議なしの声）

ないようです。質疑を終結します。
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阿部議長

阿部議長

阿部次長

青谷次長

これより歳入歳出の討論を行います。ご意見ございませんか。

（異議なしの声）

討論もないようです。これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 18 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（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。

日程第23 第19号議案 「平成22年度宗像地区事務組合水道事業会計予算について」

を議題といたします。

執行部の説明を求めます。青谷次長。

第 19号議案 「平成 22年度宗像地区事務組合水道事業会計予算について」説明をいた

します。 水道事業が統合して、宗像地区事務組合として初めての「水道事業会計予算」とい

うことになります。

これまで、組合議員の皆様を始め、国、県、関係市等のご協力、ご理解を得、平成 22 年 4

月 1 日から宗像地区事務組合として「水道事業」を創設できる運びとなりました。

安全で低廉な水の安定供給という重大な使命を担うことになり、身が引き締まる思いであり

ます。 さて、組合として初めての水道事業会計予算を編成するにあたって、3 つの基本でそ

の作業に当たりました。

一つめは、投資的経費の重点化を図り、他事業との関連で、どうしても実施しなければなら

ないものに特化すること。

二つめは、浄水場運転管理、薬剤購入等、スケールメリットを働かせること。

三つめは、 統合効果を示すものとして、民間委託の拡充を図るとともに、人件費を極力抑

えること等を基本に行いました。

1 ページをご覧ください。 第 2 条で平成 22 年度の「業務の予定量」を掲げています。

「年間総給水量」は、宗像市が 752 万 8 千トン、福津市が 440 万 4 千トン、合わせまして

1,193 万 2 千トンを予定しています。

第 3 条で、収益的収入及び支出の予定額を掲げています。
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青谷次長 事業収益、27 億 1,771 万 5 千円、事業費用 23 億 7,110 万 7 千円を予定しています。

第 4 条の資本的収入及び支出について、2 ページをお開きください。

収入 4 億 9,722 万 5 千円に対し、支出 18 億 1,403 万 4 千円で、不足する額については、

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で補てんするもの

としております。

第 5 条で起債の目的、限度額等を定めておりますけども起債は、配水管敷設替事業につ

いて予定しているところです。

次に、9・10 ページをお開きください。 給与費の明細を掲げています。

ここで計上していますのは、組合職員についてのみを計上しています。

関係市からの派遣職員分については、別に予算資料として給与費明細書を調製していま

すのでご参照頂きたいと思いますし、宗像地区事務組合として水道事業創設するにあたりま

して、年度当初の職員数、派遣職員と含めまして３５人の体制で望みたいと思っております。

詳しくは議会終了後全員協議会で改めまして説明をさせて頂きたいと思っております。

15・16 ページをお開きください。

21 年度決算見込による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 396 億 7,368 万 5 千円余を見込んでおります。当年度

未処分利益剰余金につきましては、6 億 7,278 万円余を予定しております。

17・18 ページをお開きください。

平成 22 年度決算見込による予定損益計算書を掲載しております。 当年度純利益として 3

億 1,526 万 9 千円を予定し、当年度未処分利益剰余金を 9 億 8,805 万円と試算しておりま

す。

19・20 ページをお開きください。

22 年度当初予算ベースにより決算を見込んだ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 390 億 6,546 万円余を見込んでおります。

以上が予算に対する説明書の内容でございます。

事項別明細書の説明に入らせていただきます。

21 ページをお開きください。

収益的収支の収入の部、1 款「事業収益」は、27 億 1,771 万 5 千円を予定しています。

1 項、1 目「給水収益」は、水道使用料、地島簡易水道使用料として 25 億 7,291 万 9 千円

を、３目「その他営業収益」は、手数料等 4,307 万円を見込んでいます。 2項「営業外収益」

は、1 億 172 万 3 千円を見込んでいます。

1 目「受取利息及び配当金」については、資金運用により、335 万円の預金利息を見込ん

でいます。

2 目「他会計補助金」は、関係市からの起債利息相当分の繰入金等 756 万 5 千円を計上
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青谷次長 しています。

3 目「加入金」は、水道利用加入金として 9,067 万 7 千円を予定しています。

内訳は、備考欄に掲載のとおりです。

23 ページをお開きください。

支出の部ですが、当年度は、統合初年度でありますので、冒頭にも申し上げましたが、投

資的経費を抑えた内容としています。

組合職員の人件費については、給料、手当等に計上し、関係市からの派遣職員の人件費

は、負担金ということで計上をさせていただいております。

1 款「水道事業費用」は、23 億 7,110 万 7 千円を予定しています。

1 項 1 目「原水及び浄水費」は、7 億 6,353 万 7 千円、計上しています。

主なものを抽出して申し上げます。

16 節「委託料」として、多礼、大井、東部の３浄水施設の運転管理業務等 1 億 8,703 万 7 千

円を、31 節「受水費」として 2 億 6,020 万 8 千円を計上しています。

なお、北部福岡緊急連絡管からの受水については、10 月からの 182 日分を計上していま

す。

2 目「配水及び給水費」は、2 億 9,183 万 6 千円を予定しています。

16 節「委託料」として、管の漏水管理業務等 3,103 万 5 千円を、20 節「修繕費」として配水

管及び付帯設備（約 600 箇所余）等 1 億 8,021 万 1 千円を計上しています。

次に、4 目「総係費」ですが、2 億 8,838 万円 を予定しています。

25 ページをお開きください。

15節「通信運搬費」として納付書、口座振替通知の郵送料等1,468万2千円を、16節「委

託料」として約 69 万件の検針業務、新企業会計・料金システム導入及び水道事業計画書作

成業務等の委託料として 8,432 万 7 千円を計上しています。

5 目「簡易水道事業費」は、地島簡易水道の経費 1,711 万 2 千円を計上しています。

26 ページをお願いします。

2 項「営業外費用」は、起債の支払利息等 1 億 9,345 万 1 千円を見込んでいます。

28 ページをお開きください。

資本的収入及び支出については、老朽設備更新に係る予算が主な内容でございます。

資本的収入ですが、1項、1目、企業債は、配水管更新事業等の財源として 1億 7,300万円

を計上しています。

3 項「補助金」は、1 億 3642 万 2 千円を予定しており、3 目「県補助金」として 1 億 2,720

万６千円を計上しています。

4 項、1 目「他会計出資金」は、関係市からの企業債元金相当分として 1 億 8,124 万 3 千

円を受け入れることにしています。
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青谷次長

阿部議長

吉田議員

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

吉田議員

矢冨課長

阿部議長

29 ページをお願します。

次に資本的支出ですが、1 項「一般改良費」として 5 億 6,898 万 4 千円を予定しています。

6 目「配水施設費」として、配水管敷設替事業（約 4.5 ㎞）、北福緊急連絡管接続工事等で 3

億 4,180 万円を計上しています。

30 ページをお願します。

2 項「拡張事業費」として 9,748 万 6 千円予定していますが、1 目「配水設備費」で、福間駅

東地区土地区画整理事業関連、広域化促進及び拡張事業（1.5 ㎞）等で 8,425 万円を計上

しています。

3 項、1 目「企業債償還金」では、11 億 4,506 万 4 千円を計上しているところです。

以上で簡単ではございますけども第 19 号議案の説明を終わります。 審議方よろしくお願

いします。

これから質疑を受けます。

水道会計につきましては、一括して１頁から 30 頁まで質疑を受けたいと思います。

吉田議員。

基本的なことをちょっとわかりませんので教えて頂きたいのですが、２４ページの修理当番と

いうのは何のことを修理当番というのですか。 委託料のところに修理当番とありますが。

矢冨総務課長。

修理当番についてということでお尋ねですけど、これは配水管の修理、これは突発的に起

きたりいたしますので、管工事組合と契約を結びまして、常時そこで管理をしていただくという

形のものを名目上、修理当番とあげております。

吉田議員。

そうすると出来高支払いというのですか。それともこの 1,300 万というのは定期的な契約でし

ょうか。

これ定期的な点検ということのなるかと思います。 常時そこで控えていただいておくと。

緊急時に即対応して頂くという形のものの委託料という形であげさせていただいております。

よろしいですか。他にございますか。 末吉議員。
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末吉議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

小田議員

森事務局長

阿部議長

田原議員

阿部議長

森事務局長

23 ページの受水費ですが、北部福岡緊急連絡管１億 8,200 万円、これはトン当たりいくら

として計上したのか。 また北九州市との関係或いは福岡市との関係もあるだろうと思うので

すが、その後の見通し、今日は本会議です。 あとの会議の場でだされるのかどういう形でこ

れは計上されてその見通しというのがあるのかご答弁いただきたい。

青谷次長。

当座の予算書上というところでご理解いただきたいと思っておりますけども、単価としては１

トン 100 円で計上しています。 100 円×1 万ｔ×182 日という計算で計上させて頂いておりま

す。 10 月から見込めるだろうということで 10 月からの日数計算しているところです。

事業の進捗状況を見てみますと 10 月からのそれは苦しい状況なのかもしれません。そういう

状況でございます。

他にございますか。

関連でいいですか。それはだいたい単価決まったのですか。

以前、全員協議会の場でもいろいろ単価についてご質問等がございましたけども、今協定

書を交わしまして、まだ確認書をかわしておりませんけども、その中で単価が出てくるのです

けども、現在北九州との調整をしています。 中では 100 円という単価で予算計上していただ

きたいという旨の話がきております。 実際の単価はそれよりもさがる金額で確認書の取り交

わしを予定しております。 この場では単価は、後ほど全員協議会の中では少しお話できると

思います。

他にございますか。 田原議員。

説明資料の 29 ページ。 配水池に福北緊急導水管の接続工事をやってますよね。

例えば池田の配水池も既に工事していると思いますが、後は残りは何処と何処に進めるよう

になっていましたか。 分かれば教えてください。

森事務局長。

配水池の接続につきましては用水供給側の費用と言いますか、これは北九州の方が工事

をやることになります。 接続工事ここにあげているのは今予定しております。 河東の、後ほ
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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

ど全員協議会で説明させてもらいますけども、そこの接続工事に伴いまして中央管理室の制

御関係そういうこともふくめたところでご理解しいただきたい。 詳しくは全員協議会の中でま

た後ほど説明させていただきます。

迫議員。

配水池の関係で言いますと、福津の方に配水池ということで畦町区に作る予定になってい

たんですが白紙になっている。 その用地も含めて宗像事務組合で管理をしていただくという

福津市の執行部の答弁でした。 次の配水池の計画も今考えておられるようですけどもそう

いった費用は今回の予算には入っていないということですね。

それともう 1点、関連で北福の関係ですが、約半年で10月から3月まで、倍すればだいた

い3億6000万円くらいの受水費になるわけですが、福岡地区の水道企業団、福岡海淡です

よね。 それから比べると海淡の方が高いわけですよね。 倍以上ですよ。 そういうこと考え

ると一方では低廉で安価でおいしい水を住民のみなさんに提供する。

いろんなしがらみがあるんでしょうけども海淡は私もうは、いいんじゃないかと思うんです

ね。 間違いというかあきらかに費用対効果としても無駄な投資をしていると言わざるを得な

い。それ改めるになにをはばかることがあるわけですか。

私はもう海淡はやめて北福の方一本でやった方がコスト的には、一方では財源の問題を

盛んに言われること考えますと私はいかがなものかと思いますね。あまりに高すぎますよ。あ

らためて宗像事務組合が海淡のプラントを 5 万トンプラント作っても、もとは取れますよ、何十

年か設備投資を考えるなら。 という気がしてならないのですが。そこら辺との兼ね合いをご

答弁お願いします。

森事務局長。

海淡につきましては、後ほど組合長の方からご答弁差し上げますけども、先程の配水池の

計画の分ですけども詳細にわたっての引継ぎはまだ行われておりません。

先ほど迫議員が言われたことについては、口頭等では話を受けておりますけども、今詳細

にわたっての引継ぎ文書と言いますかそういうものをだすことにしております。

その中に今購入している土地の問題、それから今後配水地を新たに作るための用地購

入、候補地の話も出てくるかと思いますが、詳細にわたっての打ち合わせはやっていないと

いうことで、答弁としてはそれまでということでご理解いただきたい。

海淡の方は組合長の方が申し上げると思いますが、確かに市民の方それから議員各位に

は、単価的にみられるとかなり差が出ます。
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森事務局長

阿部議長

組合長

阿部議長

渡辺議員

阿部議長

森事務局長

高い水をなぜ購入するのかということになろうかと思いますが、これは歴史があるということ

で、ご理解をいただくことのなろうかと思います。あとは、バトンタッチしますので組合長の方

から。

組合長。

海水淡水化によることは私の方からお答えします。 迫議員がおっしゃるとおりでございま

す。 非常に高い水になっております。 ただ 20 数年前の大渇水のとき、福岡都市圏全体が

ある程度水を確保するということで全員合意のもとに海水淡水化事業を行っていくことになっ

た。 確かに 2 百何十億かかります。

ですからこれは当時のやっぱりやむにやまれない事情があって、我々も参加したわけです

から今すぐ抜けますよということは非常に難しい。 いずれ海水淡水化の施設の大改修があ

る。 その時すごい金がかかる。 ですから私はその時に合わせましてこの問題は提起してい

こうと思っています。 今はちょっと早すぎると思います。

他に。渡辺議員。

水の値段についてお伺いしたのですけども、結果から言えば今回予算を作られた中でいろ

いろな資産それから水の値段のこととか、今後の水事業のこととかを考えた上で予算を立て

ているわけですが、市民にしてみたら結局いつからぐらい水に値段が下がるのかというような

ことを非常に興味を持って聞かれる方があります。

そこのこところの目算が立ったのかということを伺いたいと思います。

市民の方へのこの宗像と福津と一緒になって水事業をすることについては年明けにチラシが

出まして、新設浄水管 13 ミリいくらだったのがいくらにとか、落ちていますとか、何十ミリがいく

らに落ちていますというような情報は回覧板で一人 1 枚くらいは配られたのですが、じゃあ各

家庭、個人の自分家の水道料がどうなるのかということに関して、この事業含めて期待されて

いるところもあるけれども、非常に見通しがよくわからないことがありますので、予算を1回立て

る作業が終わったら、たぶん見通しがついて、後 5 年ないしは、何年とかいうような市民の方

に対する水道料の落ちがお約束できるのかなと思うのですが、そこのとこの見通しはいかが

でしょうか。

森事務局長。

水道料金につきましては、使用してある市民の方の期待が大きいというふうに思っておりま
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森事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

す。 組合長もかねてから申しておりまとおり 1 日でも早く、1 円でも安くということで命令も受

けておりますけども、長期予測を立てる必要があります。

なぜかというと一旦水道料金を下げて、今度何年かするとまた上げますという話にはなりま

せん。 ですから最低でも 10 年の事業予測を立てないといけないのですが、当然どういう事

業を行っていくか、そういうものにどれくらいお金がいるのか、それに見合う収入がどれくらい

あるのか。 今水の使用量そのものが減っております。

節水型と言いますかそういういろんな商品も出回っておりまして、水を売るということについ

ては逆風が吹いております。 そういうことから長期を予測してその中で経営がどうなるのか赤

字になってはいけませんのでそういうものをまず、22 年を中心に事業計画を立てて、財政予

測をお示ししたいと思っています。

それを先程可決頂きました水道運営審議会に諮って、そこの諮問を受けて答申が出ます

ので、答申を受けて最終的に水道料金を決定する。 議会で決定することになると思いま

す。

基本計画書の中では 3年以内という構想を掲げさせて頂いています。

ところが、組合長、副組合長の方から 1 日も早くという話なので基本的には今確定ではあり

ませんけども出来れば2年後には水道料金を安くした形で取り扱いをしたい、ですから 24年

度以降、水道料金を安くした形でお示しをしていきたいと思っております。以上です。

他に。 迫議員。

2点お伺いします。 一つは予算ですから通常では決算で起債残高等は出てくるんだろうと

思うんですが、初めての本予算で統合後、それぞれ両市の起債関係がどういう状況にあっ

て、当然把握する私ども議会としては義務があると思います。

起債関係の内訳は全くで出ないですね。 予算だから出してないのか、決算では当然出

てくるでしょうから。

何分はじめての本予算ということで出来たら資料として出していただきたいというふうに思

います。 それともう一つは 4 条関係で有収水量がかなり落ちていますよね。

おそらく 92、3 パーセントで後は垂れ流しとその 8 パーセント、7 パーセントをかっちり有収

すれば、かなりコスト的にも良くなるわけですが、そこらへんの予算計上もされていない。

これを見る限りはね。 予算として。 この 1 年やはり 8 パーセントぐらいの水が垂れ流すの

かどうなのか。それはやっぱり大きい問題だろうと思いますので。 そこら辺の考え方を合わ

せてお伺いします。

矢冨総務課長。
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矢冨総務課長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

末吉議員

阿部議長

矢冨総務課長

迫議員からのご質問なんですけども、両市及び組合の起債の明細というものはここには出

ておりませんが、貸借対照表上のページからまいりますと 20 ページです。

これは 22 年度の予定貸借表ですので、16 ページ 21 年度、22 年 3 月 31 日末の予定貸

借対照表の借入資本金、ちょうど真中ぐらいにございますけども借入資本金の（2）借入資本

金の企業債こちらの方に 3 団体を合計いたしました７２億何某という形の数字が挙がっており

ますが、これが 3 団体を合算しました企業債の残高という形で掲載させていただいておりま

す。

詳細の部分につきましては迫議員が申されましたとおり各団体ごとの内訳明細を出させて

いただきたいと思いますのでよろしいでしょうか。

それと先ほど有収水量の件についてお伺いになっておりましたけど、この分についきまし

ては１ページの下に主な建設改良事業費の一般改良事業費、配水施設費という形のもので

3 億 4,000 万程の金額あげております。

それから拡張事業費の配水施設というところも入っておりますが、主に一般改良事業の配

水施設、４条予算に入ってまいりますがこの部分で改良事業の配水管の改良部分について

は一応計画的に 22年度実施計画等の策定を含めまして、その策定に基づきましてやってい

きたいというところで一応こちらに３億4,000万ほどの 22年度予定額をあげさせていただいて

おります。以上です。

よろしいですか。

関連でよろしいですか。

末吉議員。

私も主旨は同じなんですけど、減価償却費が７億 7,800 万計上されていますよね。

ということは合併の最初のスタートにあたって双方宗像市は福津市の土地、建物あるいは工

作物含めて資産の状況というのがきちんとスタートにあたって双方の両市の議員が理解でき

るような資料を私は出すべきではないかと私は思います。

そういう中で今後の末端給水運営上の全体像がですね、みえて来るんじゃないかなと思う

んですがその辺もお願いします。

矢冨総務課長。

末吉議員から要望的なお話だったと思うんですが、 この分につきましては 21 年度の 3 月
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矢冨総務課長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷次長

31 日、両市の方からの期末予定の貸借対照表を比較一覧のような形のものにいたしまして

後日各議員さんの方にお渡ししたいと思っております。

その中に固定資産、それから先程申しました借入金も含めて全部各団体ごとのものが詳

細に比較できるような形になりますのでその資料を配布させていただきたいと考えおりますが

よろしゅうございますでしょうか。

それでは他にございませんか。

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより討論を受けます。討論ございますか。

（異議なしの声）

これをもちまして、討論を終結いたします。

これより第 19 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（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。

日程第 24 第 20 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計

予算について」を議題といたします。

執行部の説明を求めます。青谷次長。

第２０号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合大島簡易水道事業特別会計予算につい

て」ご説明します。

歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,936 万 9 千円と定めるものでございます。予算内容に

つきましては事項別明細に沿って説明をいたします。

6 ページ・7ページをお開きください。

1 款事業収入でございますが、簡易水道料金収入現年分及び過年度分合わせまして

1,384 万 5千円を計上しております。

2 款分担金及び負担金でございます。水道利用加入金で 10 万 5 千円を計上しておりま

す。
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青谷次長

阿部議長

田原議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

3款繰入金でございます。 宗像市一般会計からの繰入金で1,416万4千円を計上してお

ります。

５款諸収入でございますが、消費税還付金等雑入合わせまして１２５万４千円を計上して

いるところでございます。

次に歳出に入らせていただきます。

８ページ・9ページをご覧ください。

１款総務費は 1,600 万１千円を計上しております。 主な支出でございますけども 12 節役務

費水質検査手数料とし23６万8千円計上しております。 13節委託料ですけども大島簡易水

道施設管理委託料として819万円、配給水管及び排水管等修理業務委託として115万円計

上しております。 配給水管及び排水管等修理業務委託は大島浄水場と管工事協同組合を

専用回線で結び365日24時間体制で漏水等の不具合を遠行監視し、問題あれば即対応す

るためのものでございます。

２款事業費でございますけども 750 万円計上しております。 主な支出ですが、13 節委託

料大島水道施設更新計画及び変更認可申請作成業務委託として 642 万 4 千円を計上して

おります。

平成 22 年度中に大島水道施設等の在り方を含めまして計画を立て、実施計画までもって

いけたらと思っておるところでございます。

3款公債費でございますが、償還元金および利息を合わせて536万8千円を計上しており

ます。 以上簡単ではございますけども第 20号議案の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。

田原議員。

１件お尋ねをします。 ２款の設計委託料 642 万 具体的に説明をお願いします。

内容が分かれば。

青谷次長。

これにつきましては大島の津和瀬、岩瀬地区の水道給水施設の在り方について、簡易水

道事業として持っていくための認可申請。 そういった計画書を含めてのコンサル委託料とい

うことでご理解いただきたいと思います。 以上です。

田原議員。
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田原議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

田原議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

この島の水問題大変大きな問題でございまして、検討の段階でまだ誰もこの議会でも発

言、合併の問題でも発言していないと思いますが、海底導水管の問題これも当然考慮した上

で施設を改築した方がいいのか、海底導水、将来的に長い期間、今回そういう形も含めて形

でこういう計画をされますか。

青谷次長。

まずは 22 年度のこの予算の中では今、田原議員おっしゃった事項までは考慮に入れてお

りません。 まずは簡易水道事業としての成り立ちにもっていくことが先決だろうというふうに

思っておりますので、まずはその観点からの業務遂行をやりたいということを考えております。

以上でございます。

田原議員。

ただ長期的に見た時にですね。 簡易水道がいいのか、海底送水がいいのかこの辺も十

分頭の中に入れといていただきたい。 ということで申しておきます。

他にありませんか。

質疑ないようでございます。 質疑を終結いたします。

これから討論に入ります。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 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。

（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 25 第 21 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計

予算について」を議題といたします。
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阿部議長

青谷次長

阿部議長

吉田議員

阿部議長

青谷次長

阿部議長

執行部の説明を求めます。青谷次長。

第21号議案 「平成22年度宗像地区事務組合本木簡易水道事業特別会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 歳入歳出それぞれ 504 万 7 千円と定めるものでございます。

予算内容につきましては事項別明細に沿って説明をさせていただきます。

歳入から説明申し上げます。 6 ページ・7 ページをお開きください。

１款事業収入でございます。 簡易水道料金収入で現年分及び過年度分合わせまして154

万 3 千円を計上しております。

３款繰入金でございます。 福津市一般会計からの繰入金で 350 万を計上しているところで

ございます。

次に歳出に入らせていただきます。

8 ページ及び 9 ページをご覧ください。

1 款総務費は 224 万 6 千円を計上しております。 主な支出としまして 12 節役務費でござい

ますけども、水質検査手数料として 122 万 3 千円を計上しております。

3款公債費でございますけども償還元金及び利息を合わせて223万 7千円を計上しており

ます。

以上簡単でございますけども第 21 号議案の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します。

これから質疑に入ります。 質疑ございませんか。 吉田議員。

すみません 7ページですね。 説明の方大島となっていますが。

青谷次長。

すみませんでした。 私気づいておきながらそこを説明するのを忘れておりました。

申し訳ございません。 大島簡易水道施設使用料とありますのは本木簡易水道施設使用料

の誤りでございます。 訂正して頂きますようによろしくお願いします。

お詫び申し上げます。

他に質疑ございますか。

（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

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより討論をうけます。討論ございませんか。

（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 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。

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。

（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 22年第 1 回議会定例会を閉会いたします。

引き続きお諮りをいたします。 当初冒頭に会期の決定をいたしております。

二日ということでございましたが、皆さんのご協力により本日 1 日限りで終わりましたのでこれ

に異議がありませんか。

そのように訂正、決定いたします。

尚費用弁償については明日お渡しする予定で準備できておりません。誠に申し訳ないです

が後日事務局よりお届けすることでございます。ご了解のほどよろしくお願いいたします。

繰り返します。 これをもって22年度第1回議会定例会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。


