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平成 22 年度第 1 回宗像地区事務組合議会臨時会会議録

日時：平成 22 年 7 月 29 日(木) 13 時 34 分～15 時 07 分

会場 宗像地区事務組合大会議室

阿部議長

青谷事務局

長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

開会前でございますが、事務局より報告の申し入れがあっておりますのでそれをまず受けた

いと思います。 それでは事務局どうぞ。

こんにちは。 ご出席ありがとうございます。

宗像地区事務組合でございますが、平成 22 年度事務局体制が新たになりましたので、異動

になりました職員を中心に紹介を私からしたいと思います。

まず私ですが、事務局長をさせていただきます。青谷でございます。

昨年に引き続きよろしくお願いいたします。

次長兼総務課長の森でございます。 宗像市からの派遣職員でございます。

続いて会計管理者大音晴岐でございます。 福津市の会計管理者と兼任しております。

次に営業課長の矢冨兼一でございます。 事務組合の職員でございます。

続きまして施設課長の花田孝信でございます。 福津市からの派遣職員です。

続きまして総務課の経営係長の中野寛治でございます。 宗像市からの派遣職員でござい

ます。 異動した職員に限らせていただいております。

消防他異動がない職員については割愛させていただいております。

本年度もどうぞよろしくお願いします。

ここで開会前でございますが、お諮りをいたします。

本日傍聴の申し入れがあっておりますので、これを許可したいと思いますが、よろしいです

か。

（異議なしの声）

はい。 そのように取り計らいます。

それからもう一件、本日の臨時議会終了後、全員協議会を開催したいと思いますが、ご協

力お願いいたします。 よろしいですか。

（了解の声）

よろしくお願いいたします。

ただ今より開会したいと思います。 大変暑い中ご参集いただきありがとうございます。

これより平成 22 年第 1 回宗像地区事務組合臨時議会を開会いたします。

本日 3 番 西山議員、13 番 村上議員から欠席の届け出があっております。

ただ今の出席は 14 名で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

務組合議会臨時会は成立いたしましたのでここに開会いたします。
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阿部議長

阿部議長

小山組合長

直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ありま

す。 本日の議事日程はお手元に配布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。

11 番 迫議員、12 番 末吉議員を会議録署名議員として指名いたします。

日程第 2 「会期の決定について」を議題といたします。

お諮りをいたします。お手元に配布している日程で、本日一日限りとしたいと思いますが ご

意見ありませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。 よって会期は、本日限りと決定いたします。

日程第 3 「諸報告」に入ります。

組合長より発言の申し入れがあっております。 「小山組合長。」

本日は、大変お暑い中、またご多忙のところ「第 1 回宗像地区事務組合議会臨時会」に

お集りいただきまして、ありがとうございます。

私は、5月 21日から谷井組合長の後を受けて、宗像地区事務組合の組合長をさせていた

だいております。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、当組合が水道事業の経営をはじめまして、約 4 ケ月が経過いたしました。

年度当初、末端給水事業で不慣れなところもあり、年度初めの転入出のピークとあいまって、

繁忙を極めましたが、ようやく、やっと最近になって落ち着きを見せてきています。

その他の主な取組み状況等について、報告させていただきますが、「水道ビジョンの作成

や水道料金体系の見直し」を審議していただくために、7 月 12 日水道事業運営審議会を設

置いたしました。 来年 2月の組合議会定例会において、中間報告ができるよう、その検討を

進めたいと考えているところです。

「北部福岡緊急連絡管事業」についてですが、多少工事の遅れが生じているようですが、

北九州市からの用水供給は、当初の予定の 10 月より遅れることとなりそうでございます。

もう 1 点は、「赤水の発生について」でございます。 7 月 23 日に福津市両谷、原町、花

見、有弥の里地区に赤水が発生いたしました。 このことにつきましては深くお詫び申し上げ

ます。 詳しくは、後の全員協議会でご説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。

それでは、私からは、本日の議案の概要を簡単にご説明申し上げます。

第 22 号議案及び第 23 号議案については、「平成 21 年人事院勧告による法律の改正に

伴い、勤務時間、休暇等に関する条例の改正」及び「育児休業法の改正に伴う条例の改

正」の 2 件の専決処分の承認をお願いするものでございます。
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小山組合長

阿部議長

青谷事務局

長

第24号議案については、給与から控除する法定外控除に係る規定を整備するものでござ

います。

第 25 号議案については、消防法施行規則等の改正に伴い、火災予防条例の一部改正

を行うものでございます。

第 26 号議案につきましては、「水槽付消防ポンプ自動車購入のため」議会の議決を求め

るものでございます。

第 27 号議案の「一般会計補正予算」につきましては、子ども手当の支給に係る予算措置

及び消防広域化協議会設置にかかる人件費の補正となっています。

第 28号議案の「水道事業会計補正予算」につきましては、第 27号議案と同じく、子ども手

当の支給に係る補正予算でございます。以上 7 件の議案を提出いたします。

詳細につきましては、事務局長から説明いたしますので、よろしくご審議をお願いいたしま

す。

今後とも、事務組合事業運営については、職員一丸となり取り組んでまいりますので、ご

指導、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

以上で組合長の挨拶並びに報告を終わります。

次に日程第 4 第 22 号議案 「専決処分の承認について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 22 号議案でございます。「専決処分の承認について」

宗像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宗像地区事務組合一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、平成 22 年 3 月 31 日付

けで専決処分したので、報告し、承認を求めるものでございます。

提案理由でございますが、人事院による平成 21 年の給与改定に関する勧告及び職

員の勤務時間の改定に関する勧告により、一般職の職員の給与に関する法律、一般職

の職員の勤務時間、休暇等に関する法律などの一部が改正されたことに伴い、本組合

の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び給与に関する条例の一部を改正する必要

が生じましたが、組合議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第 179 条第 1 項の規定により専

決処分しましたので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求めるもので

あります。

次のページ 1-2 をお開きいただきたいと思います。 一部改正する条例でございま

すが、第 1 条において勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正させていただいて

おります。 第 2 条において職員の給与に関する条例の改正をおこなっております。

1-3 のページですが、この条例は平成 22 年 4 月 1 日から施行するということで処

分をさせていただいております。 詳しくは次の 1-4 の新旧対照表で説明をさせてい

ただきます。

まず、この改正の主旨ですが、特に長い時間外勤務を強力に抑制するために支給割

合を引き上げる。そういう改正の主旨でございますが、第 1 条関係で勤務時間、休暇
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青谷事務局

長

阿部議長

阿部議長

等に関する条例で、新旧対照表でございます。

まず、第 8 条の 2 でございますが、ここでは時間外勤務の代休時間ということを新

たに設置しております。具体的には１ヶ月に 60 時間を超える時間外勤務をした職員

に対して、60 時間を超える時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に代えて、

時間外勤務の代休時間を指定できるという内容でございます。

具体的には時間外の勤務については、時間給を算出しまして、それの 100 分の 125

を支給しております。その時間外勤務が、午後 10 時から午前 5 時までの間について

は、今まで 100 分の 150 を支給しておりました。それを、それぞれ 100 分の 25 ずつ

引き上げるという内容のものです。

第 12 条において休日の代休日について指定をしておりますけれども、これは時間

外勤務、代休時間の仕組みを新たに導入したことに伴いましての条文整理でございま

す。

次のページ 1-5 ですが、第 17 条、第 18 条についても給与条例等の読み替えという

ことでの条文の整理をさせて頂いております。1-6 をお開きください。

1-6 は第 2 条関係ということで、職員の給与に関する条例の新旧対照表を示してお

ります。 ここで第 15 条については、給与の減額について規定をしております。

給与の減額の対象外として、先ほど新設されました時間外勤務、代休時間を加えた

ということでございます。

時間外勤務、代休時間については、給与の減額をしないというところの規程です。

第 16 条については時間外勤務手当を規定しています。

先ほど申し上げましたように、一般的には 100 分の 25 を、60 時間を超えるものに

ついてはアップするという内容のものです。 次の 1-7 をお開きください。

第 6 項において時間外勤務、代休時間を指定し、当該時間を勤務しなかった時は、

支給率の引き上げによる時間外勤務手当の支給を要しないという規程です。

60 時間を超える 100 分の 25 のアップ分に代えて、代休時間を指定すれば 100 分の

125 の時間外勤務手当は支払うけれども、100 分の 150 までの 100 分の 25 アップ分は、

支給は要しないという規程でございます。

第 7 項については、再任用の短時間勤務職員、それから育児短時間勤務職員等、こ

れらの職員が時間外をした場合、7 時間 45 分に達するまでの間は、100 分の 100 の支

給率で、時間外勤務手当を支給します。

そういう内容のものです。以上簡単ですが説明を終わらせて頂きます。ご審議方よ

ろしくお願いします。

これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。

（異議なしの声）

はい、質疑は無いようです。 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。

討論はありませんか。



5

阿部議長

阿部議長

青谷事務局

長

（異議なしの声）

討論も無いようです。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）

全員賛成です。 よって第 22 号案は原案のとおり可決されました。

日程第 5 第 23 号議案 専決処分の承認について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

次いで、第 23 号議案でございます。

専決処分の承認について 宗像地区事務組合職員の育児休業等に関する条例及び宗

像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、

平成22年6月29日付けで専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものでございます。

提案理由ですが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律、それから地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、子の養育又は家

族の介護を行う職員の勤務時間、休暇等について、宗像地区事務組合職員の育児休業

等に関する条例及び宗像地区事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する必要が生じましたが、宗像地区事務組合議会の議決すべき事件について、急を要

するため議会を招集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第 179 条第 1 項の規

定により専決処分をしましたので、同条第 3 項の規定により、これを報告し、承認を求めるも

のでございます。 内容につきましては新旧対照表をもって説明させていただきます。

2-4 を出していただきたいと思います。今回の条例の改正の主旨でございますが、育児を

行う職員の育児の両立支援制度の拡充をおこなうものでございます。

第 2 条でございますが、育児休業をすることが出来ない職員の規定がございます。

これについては、職員の配偶者が職をもっているか、もっていないか、或いは育児休業の取

得の有無等の状況にかかわらず、育児休業をすることのできることとする改正でございます。

合わせて非常勤職員、臨時的に任用される職員に関する規定の整理をここでさせていただ

いております。 次に第 2条の 2でございます。 人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間を 57 日間とすることをここで規定をしております。

この出生の日及び産後 8 週間の期間内に、最初の育児休業、これは通称産後パパ育休

と呼ばれておりますが、ここで育児休業をした職員は特別の事由がなくても再び育児休業を

取得することができるという内容の規定でございます。

それから第 3 条ですが、ここでは育児休業の第 2 条第 1 項のただし書の条例で定める特

別の事情について定めております。

ここでは夫婦が交互に育児休業をしたかどうかにかかわりなく、職員が育児休業を取るこ

とが出来る。 最初の育児休業を取得した日から３ケ月経過した場合には、再び育児休業を



6

青谷事務局

長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

取得することが出来るという規定でございます。

次に 2-5 ページでございます。 第 5 条関係でございますが、育児休業の承認の取消の

事由でございます。 職員以外の子の親が常態としてその子を養育することが出来るようにな

った場合でも、育児休業の取消事由にあたりませんということです。

次の 2-6ページ以降、第 9条関係、第 10条関係、第 13条関係については、育児短時間

勤務に関する規程の改正をしておりますが、これについては育児休業と同様の取り扱いをし

ますよという規程ですので、詳しい説明は割愛をさせていただきます。

2-8 ページをお開きください。 第 17 条のところでございますが、部分休業をすることが出

来ない職員の規定を 3 の項について削除して範囲を広げているところでございます。

職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得に有無の状況にかかわりなく、職員が部

分休業をすることが出来るという改正でございます。

部分休業そのものについては、一日の勤務時間の内の一部、2 時間を超えない範囲とい

う規定が定められています。

次に 2-9 をお開きください。 ここでは勤務時間、休暇等に関する条例の新旧対照表をお

示ししています。

第 9 条関係ですが、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務について規定をしておりま

すが、職員の配偶者の就業等の状況に関係なく、職員は育児のための早出遅出勤務及び

時間外勤務の制限を請求することができるという改正でございます。

次に第 10 条関係でございます。 2-10 のページをお開きください。

ここでは 3 歳に満たない子どもはある職員が当該子を養育するために請求した場合には、

当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いて時間

外勤務をさせてはならないという規定でございます。

次の第 3 項から第 5 項の改正につきましては、第 2 項、先ほど説明しましたものについて

新設に伴う降板、引用規程の整理をここでさせていただいております。以上でございます。ご

審議よろしくお願いいたします。

これより質疑を受けます。 第 23 号議案についての質疑はありませんか。

（異議なしの声）

はい。 異議ないようです。 質疑を終結いたします。

これより第 23 号議案について討論に入ります。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。

（多数の挙手）
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阿部議長

青谷事務局
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局

賛成多数でございます。 よって第 23 号案は原案のとおり可決されました。

日程第 6 第 2４号議案 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与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。青谷事務局

長。

第 24 号議案でございます。 「宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例について」 上記の条例案を次のとおり提出いたします。

提案理由ですが、給与の支払いについて、税金や共済費等の法定控除以外の控除に

係る規定を整備させていただきたいと思います。これまで未整備でございました。

従いまして宗像地区事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のよう

に改正させていただきたいと思います。

3-2 のページをお願いいたします。新旧対照表でご覧いただきたいと思います。

第 4 条で給与の支払いについての規定がございます。

これに第 2 項を新たに加えるものでございます。 次に掲げるものは、職員の申出

により、当該職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。1 号で

職員互助会の会費及び貸付金に係る返還金、2 号職員団体等の会費、3 号団体取扱に

係る生命保険料及び損害保険料。これらを新しく加えさせていただきたいという提案

でございます。

ご審議よろしくお願いいたします。

これより質疑を受けます。 第 24 号議案についての質疑ございますか。

（異議なしの声）

はい。 ないようです。質疑を終結いたします。 これより第 24 号議案について討論に入り

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。

（全員の挙手）

全員賛成でございます。 よって第 24 号案は原案のとおり可決されました。

日程第7 第25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。青谷事務局長。

第 25 号議案でございます。 「宗像地区事務組合火災予防条例の一部を改正する条例
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長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

について」上記の条例案を次のとおり提出する。

提案理由でございますが、これまでに実用化されている固体高分子型、リン酸型及

び溶融炭酸塩型の燃料電池に加えて、固体酸化物型の燃料電池が実用化されましたこ

とから、新たに固体酸化物型燃料電池による発電設備の位置、構造及び管理に関する

基準が定められ、これに合わせて、消防法施行規則及び特定共同住宅等に必要とされ

る防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正がされた

ことに伴い、宗像地区事務組合火災予防条例の一部を改正するものでございます。

4-2 のページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表をお示ししております。

第３条につきまして燃料電池発電設備について定めております。

燃料電池圧電設備でございますが、クリーンエネルギーとして太陽光発電設備と同

様に家庭用発電設備として需要が増加してきております。

今回新たに固体酸化物型燃料電池が実用化に耐えうるものとして認められたことに

伴って、これを加える改正を行うものでございます。

次の 4-3 のページです。第２９条の５これについては住宅用防災警報機設置免除に

ついて定めております。 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令の一部が改正されたことに伴いまして、引用

条例を改めるものでございます。

ここで出ております特定協同住宅でございますが、火災の発生又は延焼の恐れが少

ないものとして、その位置、構造、及びその設備について、消防庁長官が定める基準

に適合するものを言います。これについて、例えば第 3 項でございますが、協同住宅

用スプリンクラー設備。 これを設置しておけば住宅用防災警報設備については設置

しないことが出来るという内容の改正でございます。

以上ご審議よろしくお願いお願いいたします。

これより第 25 号議案について質疑を受けます。

（異議なしの声）

はい。 異議ないようです。 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）

討論もないようです。 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。

（全員の挙手）
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阿部議長

青谷事務局

長

阿部議長

迫議員

阿部議長

消防長

阿部議長

門脇次長

全員賛成でございます。よって第 25 号案は原案のとおり可決されました。

日程第 8 第 26 号議案 「物品購入契約の締結について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 26 号議案 「物品購入契約の締結について」

次のとおり物品購入契約の締結するものとする。

1.「件名」水槽付消防ポンプ自動車整備事業 2.「購入契約額」29,400,000 円

3「購入先」日本機械工業㈱福岡営業所 所長 縄野幸一。提案理由でございます。

宗像消防署福間分署に配置する水槽付消防ポンプ自動車購入のため、平成 22 年 6 月

17 日指名競争入札により購入先を定めましたが、その者と物品購入契約を締結するに

当たり、宗像地区事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

具体的には、物品、動産の買い入については、予定価格の 2 千万円以上のものにつ

いては議会の議決を要しますということでございます。

参考資料の部分に書いておりますが、主な仕様として 5.5 トン車、タンク水量につ

いては 2,000ℓでございます。納期については、本契約の効力の発生日の翌日から平成

23 年 2 月 28 日までとさせていただいております。審議よろしくお願いします。

これより第 26 号議案の質疑に入ります。質疑ございますか。

はい。 迫議員。

減価償却は何年ぐらいでされておるのかということが一つと、購入先は日本機械工業福岡

営業所ですが、メ―カーはトヨタかいすずか日産か、そこら辺が改良されて特殊車両

ということで購入されたと思うのですが、よろしくお願いします。

消防長。

私からお答えをさせていただきます。 経過年数ですが、18 年間経過した車両でございま

す。 どこのシャシーかというおたずねですか。 日本機械工業に発注しておりますので、どこ

のシャシーがくるかというのは、今の時点では分かりませんのでお答えできません。

補足説明を次長のほうから説明させていただきます。

はい。次長。

次長の門脇です。 一般車両と違いまして消防車両につきましては、ポンプメーカー、今

回の日本機械さん、或いは全国的に名前が知れておりますのが、森田ポンプ等々がござい

ます。 今は仕様の段階ですのでシャシーの規定と5.5t と 2t積んでいる。 そういう仕様の段

階で契約を結ばしていただきたいと予定しておりますので、例えばシャシーとしましては日野

が来るかトヨタが来るか日産が来るかは、今からの内容になっています。
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門脇次長

阿部議長

迫議員

阿部議長

消防長

森次長

阿部議長

森次長

今の段階では自動車の車種メーカーは決まっておりません。 以上でございます。

はい。どうぞ迫議員。

メーカーも決まっていないで値段が 2,940 万円という価格が先に出るのですか。

通常お買い物をする時にそういった買い物はしないですよね。 メーカーが決まって、それは

ポンプは森田かどこかでしょう専門的な部分ですから。

日本機械工業そのものが車を作っている訳ではないから、ただ組み合わせて売っていると

いうことでしょう。 そういうことであるならば、値段の折り合いは、当然シャシー或いはメーカ

ーの車体によって交渉して安くなるのです。

全部一緒ということにはありえないですよね。 日野にしろ日産にしろトヨタにしろ全部一緒

ということはありえないです。 それぞれやっぱり今市場原理が働いているのですから、安く購

入できるはずなのです。 それが分からないまま価格が先にでること自体如何なものかなと言

っているのです。 それでお買いになるのですか。相手の言いなりで。

はい。消防長。

消防自動車はですね。 通常入札しますのは消防自動車のポンプ、水を出すポンプです

ね。 これを作るメーカーが、例えばここに書いてあります日本機械とか森田ポンプとか吉谷

機械とか一般車があります。

通常どういう車の大きさか、これが今、5.5ｔシャシー、そして水量は 2,000ℓということで、入

札をかける訳でございますが、入札をかける時にポンプメーカーを選定いたしまして、入札を

かけるというふうなことになります。 ポンプメーカーが、今回言われた 5.5ｔシャシーでござい

ますが、それを例えば日野とかイスズとかフソウとかメーカーがございますが、そういう中から、

ポンプメーカーが、それに合うシャシーを買ってきて、そこでポンプと併せて、艤装と言います

か、そこで作り変えて、自動車会社のシャシーに、それを艤装して作り変える訳です。

あくまでポンプメーカーに対して、いくらで入れてくれるかというふうなことで、契約いたしま

すので、ポンプメーカーがどこのシャシーを使うか、というのは今の段階では分からないのが

現状です。

議長、ちょっと良いですか。

どうぞ。

補足説明をいたします。 入札にする場合は、例えば、この水槽付消防ポンプ自動車仕

様書に基づいて入札をおこないます。

中身につきましては、例えば 22年度に製作する水槽付消防ポンプ自動車の艤装、性能、

及びこれらに関する必要事項を定める。ということで、細かく仕様書に定めております。

例えば、エンジンはディーゼルエンジンとし、排気量 6.4ℓ以上、最高出力 200 馬力以上、
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森次長

阿部議長

迫議員

阿部議長

消防長

阿部議長

門脇次長

変速機は 5 足、オートマチック、トランスミッション、そういうことで、細かい仕様を定めて、それ

に基づいて入札をおこなっております。

自動車とかですね、指定するものではございません。 その範囲内で検査に合格して、入

札をおこなっています。以上です。

迫議員

今の説明を聞けば、当然シャーシを決まっている訳ですよね。 2,940 万に合致するという

仕様書に対して持って来る訳でしょ、いろんな部品を。

まだ決まってないなどということが有りうる訳ですか、まだ決まってないことが。

私は買うなというのではないですが、当然、指名入札に至るまでの、その指名入札に至るま

でのそこら辺の、だれがチックしたのですか、2,940 万。

当然こちらは、最低価格か、予定価格か知りませんが、当然価格設定がされているのでし

ょ、それは積み上げた額がそうなっている訳ですからシャシーはどこで、ポンプはどこで、いろ

んな仕様書がね、それを積み上げた金がここになっている訳でしょ。

それがまったく分からないままね、シャシーは、なってみないと分かりませんで、そんなこと

で市民に説明がつきます。

税金の投入ですよ、税金ですよ。 それは、やっぱり市場原理でどこでも安いところに、同

じ能力で、性能で、やるのであれば当然そういった努力をされて然るべきですが、はじめから

2,940 万円、中身はどういったメーカーになるか、シャシーもどこになるか分かりません。

そんな議案は、議会に出して、あ、そうですかと、皆さん良いですか、それで。

2,940 万の税金を投入するのですよ。如何なものかと思いますよ、それをはっきり説明して下

さい。

はい、消防長。

消防自動車を買う際ですね、今、事務局から説明がありましたように、私どもで車両の詳

細な仕様書を作ります、なんトンのシャシーで、どれ位の、ポンプは級もあります、そういうもの

を、仕様を基に入札をかけてもらうのです。 そういうことになりますので。

金額はいくらかというと、最初、そういう車がだいたいどのくらいするのかというのを、ポンプ

のメーカーに出して頂いて、それを参考に、ですね、指名競争入札、そしてできるだけ安いと

ころから買うということで、入札の関係は事務局の方でして頂いています。

うちは仕様書を作っております。 うちの次長から補足説明をさせます。

門脇次長。

誠にすみません。 迫議員さんが分かりにくかったかと。

例えばですね、消防車と申しますのは、基本的に、今現在、存在していません。

先ほど、おっしゃって頂いたように、全部組み立てです。 たとえば例が極端かも知れません
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門脇次長

阿部議長

田原議員

阿部議長

が、今、流行の地デジのテレビを、例えば、家電量販店にございますが、こういう物が欲しい

ということで、仕様書を作ります。

例えば、52型のモニターと機能はブルーレイの一体型の録画機能があったり、再生があっ

たり、リモコンは 3 台同時にできるように、例えば、そういう仕様書を作ります。

消防署はそれを作ります。 ただ家電量販店は、そういったものに、見合ったものを、です

ね、例えば、ソニーさんとか、日立、三菱、シャープとか、を選んできて、家電量販店が宗像

の門脇の仕様に合ったものをそこで組み立てます。

消防車の場合はほとんど、シャシーがあって、寄せ集めです、おっしゃられるとおりです。

艤装が主になってきます。 工場でいうと、タイヤと骨格の、車の場合ですね、トラックの荷

台、それが走ってきて、それに、今回の日本機械さんが艤装して、日本機械の艤装はいくら

ですよと、これでというのは、森田さんとか、岩谷ポンプさんとかが、なっていますので、例え

ば、トヨタとか日産とか、そういうものの車を、ですね、もし、迫議員が言われるように、ほぼ決

まっているのならば、もちろん、言われる値段になるのですが、部品の段階から、おたくは、ど

ういう形で組み立てられますかと、いう様な発注に消防車両の場合は、基本的に日本全国決

まったようになっています。

そういうことで、つまり、宗像消防の方からトヨタのベースにしなさい、或いは、このポンプど

このポンプにしなさいと、逆に仕様書に謳いこみますと、公平性を欠くということで、こういうこ

とは一切、他の本部さんもしていません。

若干、普通の消防車両以外の車の購入とは、基本的に、そういう問題点がございますの

で、通常のベースに則った形で仕様書を作って、参考資料、もちろん各経年の過去の消防

車の購入、各近辺の購入車両の価格、それに基づいて、適正に設定金額をさせて頂いた経

緯がございますので、ちょっと出来あがった物があるということとはちょっと違いますので、たと

えの例が申し訳なかったのですが、そういう形でご理解頂けてば幸いでございます。

以上で補足説明終わらせて頂きます。

他に。 はい、田原議員。

じゃ、お尋ねですけれど、消防署の中でね、操作性能、例えば、操作は、トヨタが良いと

か、日産が良いとか、例えば、ボルボが良いとか、ベンツが良いとか、いろいろあると思うんで

すね。 その辺の研究は当然なさっていると、それはね、消防隊員としても同じ、やっぱり、機

種の方が操作しやすかったり、整備しやすかったりするということもあると思うんですが、その

辺も兼ねてね、じゃ、消防本部は、ボルボのシャーシで作ってくれとか、じゃ、日産のボデイ

で作ってくれとか、いうような要望はできないのですか。

どういうことかというと、製品の関係とか、操作性能とか、その辺は、消防隊員も機械も変わ

ったら、いろいろ変わるのではないかと思うのですが、その辺心配しておりますが、どうです

か。

はい、消防長。
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消防長

阿部議長

田原議員

阿部議長

消防長

阿部議長

永山議員

車両を限定いたしますと、どうしても競争という部分で、そぐわないということになりますの

で、じゃ、消防職員が、その車が良いといくら思っていても、やはり競争原理の中でその車を

買うというのは、安く買えれば良いのですけれど、特別安く買えれば良いですけど、なかなか

現在、競争社会でございます。

やっぱり、どうしても、その特定の車両を限定するというのは、余程の事情がない限りです

ね、限定するというのは、ちょっと難しゅうございますので、田原議員の言われたような、車種

を限定というのは、ちょっと難しいというようなことであります。

はい、田原議員。

私はですね、そういう点で消防士のね、運転される方ね、それを含める時にはね、やはり、

例えば、業者に対してね、メーカーの指定ができるならばね、そうして頂いた方が整備の関

係とか、将来の安全性につながってくるのですよ。 今日きた車より、昨日きた車が違うと、特

に救急車がそういうことがあるんじゃないですか、日産が良かったとか、トヨタが良かったとか、

いろいろあるじゃないですか。 その辺をね、消防隊員の、このメーカーが良いですというよう

な話を聞いてね、これが良ければ希望してね、これに装備してくれ、このメーカーの車で装備

してということも要望すればできるじゃない、それはね、将来的に宗像の消防、安全で安心さ

れる街づくりの中で消防車が動く中で、事故がないようにするためには、そういう心遣いも必

要ではないかと思うんですが、いかがですか。

はい、消防長。

田原議員が言われますように、使い慣れた車、本当は良いのでしょが、ただ、トヨタとか日

産とか、いろいろ甲乙つけがたい車でございますので、それをトヨタにして、職員が良いからと

言って、じゃ、その車を買おうというのは、ですね、どうしても競争原理がはたらかない分がご

ざいます。

どうしても経費が高くなるというような分もございます。そこで、やはり職員が良い車というだ

けでするというのは、車を安く買おうというところからでは、難しいところです。

はい、他に。永山議員。

指名競争入札ということで、購入先を断たれている訳ですけれど、何社あっての、日本機

械工業さんに決まったのか。 一般競争とか、安く仕入れるのであれば、そういったことも考え

られるのでしょうけれど、まあ、特定車両だからということがあるかも知れませんが、そして、こ

の議案に関しましては、これ 1 枚の用紙だけですけれど、そういう様な、購入先を定めた、入

札をして、定めたのであれば、どういうところが、その会社があったとか、それから 2,940 万に

なった理由ですね、どれをどうして、内訳はこうなったとか、もう少しそういうことがないと評価

するのに、しづらいと思うのですが。

それから、私がもし車を買うとして、いろいろなことは分かりませんけれど、車についての説
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永山議員

阿部議長

消防長

阿部議長

森次長

迫議員

阿部議長

迫議員

渡辺議員

明書を営業の方から渡してもらい、それを見ながら検討して選ぶ訳ですけれど、それさえ無

いのですね、手元には。

説明もして頂きましたけれど、そういう物は検討しようとして、まずはここに出すべきじゃない

かと思うのですが、それを出さない理由は何ですか。

はい、消防長。

消防本部の方で、永山議員の言われましたような車両の仕様書ですね、タイヤから全てで

すが、これを消防本部の方で作成いたしまして、そして、入札につきましては事務局の方で

入札というような形をとっておりますので、何社というようなことは事務局の方から答えて頂き

たいと思いますが、その仕様書あたりを、是非、出してもらいたいということであれば、うちの

方から出していいですが、非常にこと細かくですね、書いてありますので、是非、いつでも言

って頂ければ、それは見せますので、そういうことでございます。

補足説明あるでしょ、はい、どうぞ。

入札結果調書というのを、今後、業者数とか、落札とか、書いたものがございますので、こ

れを今後、検討したいと。 それで、ここで報告いたしますけれど、一応、7 社による指名競争

入札をおこなっております。 それで、2 回目の入札で日本機械工業福岡営業所が落札して

おります。

議長。

迫議員

そういった見積書を、参考資料で、当初から出しておくべきですよね。 何にもない、ただ

この議案だけポーンと出してね、2,940 万円で認めてくれと。

それまでに至るまでの経緯を含めて、もっと丁寧な設置提案理由の説明をして頂かない

と、今、田原議員が言われましたように、通常、一般の感覚からは、ずれていますよ、やはり。

操作性の良い、安全性のあるね、車を買うというのがね、ベースに入っていないと駄目です

よ。 現場の声が良いからといって、それだけでできませんよ、なんてね、それはちょっとね、

安全面も考えてね、現場の方々の操作性、し易い、そういった車を購入するのが当たり前で

しょ、皆さん、物を買う時にそうしないですか、普通でしょ。

そりゃ、使い勝手が悪いでも、原理を働かさないといけないからと、使いにくい車買います

か、そんな答弁でね、議会を軽視してます、ほんと。せめてね、納得できる資料をね、出して

下さい。 今後は。

関連して。
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阿部議長

渡辺議員

阿部議長

阿部議長

青谷事務局

長

森次長

阿部議長

森次長

はい、渡辺さん。

私も、消防自動車とかいうのは、特殊な物であって、仕様書がという話がありますが、どん

な物か想像はつきますが、どのような物か分からない物を、この紙 1 つで、ですね、入札の経

緯もお知らせ頂いてない、これだけで 2,940 万使いましたと言われましても、私はここで審議

をして賛成にはとてもたてません。

やはり議会用にでも、これ特殊な車であれば特に、こういう物でという資料を作っても良い

と思うんですね、で、通常議会に、他の競争入札とかでも、どのメーカーがどうでという資料が

当然出ています。 本当に申し訳ありませんが、これ1枚で2,940万使いましたといわれても、

とても審議ができないというふうに思います。

ここで、暫時休憩といたします。

休憩

それでは再開をいたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。 他にございますか。

議長。

それでは、事務局から説明をします。

誠に申し訳ありませんでした。 第 26 号議案 「物品購入契約の締結について」ご審議を

いただく議案資料が不足しておりました。

申し訳ありませんでした。今後このようなことがないように留意し、今後の議案については出

来るだけの審議いただくための資料は添付させていただくようにいたします。

本日先ほどお配りいたしましたものについては、今回の入札に付する時の仕様書、それか

ら入札結果についての資料を提出させていただいております。

先ほどから議論があっておりますように、すでに出来上がった形の水槽付き消防ポンプ自

動車をどのメーカーの物を購入するかというものではございませんで、こういう性能を持った

自動車という性能発注ということですので、いろんなメーカーが組み合わさってという形になっ

てこようかと思います。 そういうことで是非ご理解いただきたいと思います。 もう少し詳しいと

ころのものは次長から説明いたします。

引き続き説明いたします。

はい。どうぞ。

今仕様書をお配りいたしております。 水槽付消防ポンプ自動車仕様書。

1 ページを開けていただきますと 3 で車両の基準。 2 ページを開けていただきますとシャ

シー及びキャビン。 3 ページは主なキャビン。 4 ページは主ポンプ及び動力伝動装置。

吸水口。吸水管。中継口。放水口。 5 ページ冷却水。ポンプ操作装置と仕様が 6 ページ 7
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森次長

阿部議長

渡辺議員

阿部議長

門脇議長

阿部議長

三浦議員

ページ 8 ページ 9 ページ 10 ページ 11 ページ 12 ページに書いてございます。

こういう仕様に基づきまして最初の 1 ページの総則のところに戻っていただきまして、受注

者は制作に先立ち承認申請図及び工事日程表を組合に提出し承認を受けるということで、

今の仕様に基づきまして落札業者から承認申請図を提出していただいて、設計しよろしけれ

ば発注となるという仕組みになっておりますので、大変失礼しました。

それでは質疑を受けます。 はい。 渡辺議員。

引き続きお願いしたいと思いますが、仕様書等につきましてはいただいているものでありが

とうございます。 ただ、業者さんのなさいましたこういうことですという組み立てをするというの

は、私たち議員には見せていただけないというか、公開はされないのでしょうか。

はい。 門脇次長。

先ほど事務局の次長さんがお話いただきましたように、この中の提出書類というのがござい

ます。 その中に艤装内容とか承認図とか外観とか全部出てきますので、今の段階ではあり

ません。 もしあるとしたら各メーカーがうちのポンプは今度お出しするとしたらこういう物です

よという一般的なパンフレット。 だいたいこういう形になりますよというものは、次回の時は必

ず出させていただきたいと思うのですが、この仕様に基づいた外観含めて今から契約の後に

詳細に加わってきます。 ですからそうしないとちゃんとしたものは作れない様な形でチェック

していきますので。 今のところ組み立て的な物は存在しません。以上です。

はい。 他に。 三浦議員。

私は消防自動車というのはですね。 普通の自動車を買う時と全然違うと思うのですね。

例えばホンダの自動車を持っておりますが、ホンダがいいか日産がいいかトヨタがいいか、同

じ 1,500CC の車でそれぞれ燃費はどうか、耐久性はそうか、或いはスピードがどれくらい出る

のかということで、それなりにどの車を買おうかを決めるわけですが、消防自動車の場合はこう

いうことではないかと思うのでお聞きします。

つまり消防自動車の場合は性能を買う。 その性能は仕様書に書いている。

例えばこれは今見たばっかりで良く読んでおりませんが、排気量は 6.4ℓとかディーゼルエ

ンジンとか 160ｋｗとか 5 速のオートマチックとか、その後にこういうことも書いています。

水槽の内面には、おそらく自動車が走った時に水が寄ったり、止まれば跳ね返ったりす

る。それを動かないように防止板をかけるとか、そういった仕様がたくさんここに書かれている

んですね。

そういうものを作ってくださいという。 つまりシャシーはホンダであるとか日産とかは決めて

おりませんが、 むしろこれを決めれば何でトヨタの自動車のシャシーを買うのか。

消防署とトヨタと変な繋がりがあるのではないか。 そういう指摘がされるのです。

むしろ日産とかトヨタとかそれぞれ競争をして、より安い値段で納めていただく。
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三浦議員

阿部議長

森次長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

永山議員

阿部議長

森次長

阿部議長

永山議員

森次長

阿部議長

それを見込んで日本機械工業ですね。 これはそういう競争をして頂いてより安い値段で納

めていただく。 その結果がこの見積りになったと私は考えています。 ポンプにしてもしかりタ

イヤにしてもそうです。 そういった競争の原理を生かして仕様書どおりの性能のよいポンプ

車を購入したいというのが、執行部の考えではないかと思いますが、いかがですか。

はい。事務局。

ただ今、三浦議員さんが説明されました全くそのとおりでございます。

いいですか三浦議員。

はい。 いいですよ。

はい。永山議員。

資料をいただきまして、これを見たって分からんよという感じだったと思いますが、私たちは

議会を代表して来ていまして、帰った時に、これを 1 枚もらったから反対したよ、賛成したよと

報告は出来ないのです。 ですからこのような議案で私たちに結果を出させるような状況にあ

るなら、やはり毎回というか、議案に応じてはこのような、なるほどこういう形で提案して書いた

のかというそこくらいは分かるわけですよね。 そういうものをしていただかないと本当に評価し

ようがないので、そのへんのところはぜひお願いしたいと思います。

それから入札の 1 回目と 2 回目がありますが、予定価格は非公開で 1 回目は実質だめと

いうか。 ここでのいきさつというか。 2,850 万ではだめだった。

次の 2,800 万でＯＫだったという理由は何でしょうか。 それとあと聞いたのですが、所長

さんがこっちとこっちは変わっていますが、1 か月で変わられたのですかね。

森次長。どうぞ。

予定価格については公表をしておりません。 それと所長の名前が変わったところについ

ては、届け出を受けて修正をしております。

永山議員。

2,850 万ではだめで 2,800 万では良かったというのはどういう意味ですか。

失礼しました。 1 回目については予定価格を下回らなかったということで、2 回目に予定

価格を下回ったということで、2,800 万で落札となっております。

はい。 他に。 ないようですので質疑を終結いたします。これより討論を受けます。
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迫議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局

長

はい。 賛成の立場で討論するのですが・、物品購入の関係については消防の所長を含

めて言わんとすることは分かります。 宗像地区の安心安全を担保する機械ですから、そうい

う意味では高い税金を使って我々担保していただいているのですから、これからもぜひ頑張

っていただきたいのですが、何分にも税金で賄っておるということを念頭に置きながら、市場

原理、市場原理で安かれば何でもいいということではありません。

性能を重視した緊急時に即対応できる消防自動車を購入していただきたいそういうことを

含めまして、それから事務局の方には見積調書くらいは最低限添付して、今後出していただ

きたいとうことを要望して賛成といたします。

次に、反対の方の討論を受けます。

（異議なしの声）

それでは討論もないようです。 討論を終結いたします。

これより第 26 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。

（全員の挙手）

全員賛成でございます。 よって第 26 号案は原案のとおり可決されました。

ここで私より事務局に要望いたします。 先ほど各議員からの要望等があっておりますの

で、 今後はそれに沿うような書類を添付されることを望みます。 付け加えます。

日程第 9 第 27号議案 「平成 22年度宗像地区事務組合一般会計補正予算第 1号に

ついて」を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 27 号議案でございます。 平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算第 1 号

について。 平成 22 年度宗像地区事務組合一般会計補正予算第 1 号を別紙のとおり提出

するものでございます。

補正予算第 1 号をお開きください。 まず第 1 ページ目でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,6221千円を増額し、総額を1,506,316千円

とするものでございます。 補正の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。 5 ページ 6 ページをお開きください。

まず歳入でございます。 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で

ございます。 14,287 千円を増額し 141,692 千円とするものでございます。

財調負担の繰入金でございますけれども、消防費に係る不足額について財政調整基金

の取り崩しをさせていただいているところでございます。 今回は宗像粕屋地域消防広域化

協議会負担金、子ども手当の財源、これを補うために取り崩しをさせていただいております。
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青谷事務局

長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

次に７款の諸収入、2 項 1 目 1 節雑入についてでございます。2,335 千円を増額し 5,073 千

円とさせていただいております。

本年度設置されております宗像粕屋地域消防広域化協議会に、宗像地区事務組合から

非常勤嘱託職員 1 名を派遣しております。

広域化協議会から平成 22 年度派遣職員負担金人件費分を受け入れるものでございま

す。

次に歳出です。 ７ページ、8 ページをお開きください。

5 款消防費、1 目常備消防費、1 節報酬でございます。 1,360 万円を増額するものでござ

います。 これは宗像地区事務組合非常勤嘱託職員の報酬でございます。 非常勤嘱託職

員を雇用いたしまして宗像粕屋地域消防広域化協議会に派遣をしております。

本年8月から3月分まで8月分の報酬額を今回の補正で増額させていただいております。

なお 4月から 7月までの 4カ月分については、急を要しましたので流用という形で対応をさせ

ていただいております。

3 節職員手当でございます。子ども手当制度の開始による 9,640 千円を増額するものでご

ざいます。 既に児童手当としての予算措置をしておりましたが、2 月の定例会で承認いただ

いたものですが、平成 22年度に支出すべき子ども手当の法律制定そのものについては 3 月

議会でございましたので、その 2月の段階では子ども手当という形では間に合っておりません

でした。 子ども手当の総額を 1,792 千円とするものでございます。

対象者については 127 名で、すべて消防職員の子どもさんでございます。

4 節共済費でございますが、これは報酬のところで申し上げました非常勤嘱託職員の社会

保険料等負担金でございまして、185 千円を増額するものでございます。

19 節負担金補助及び交付金でございますけれども、これについては宗像粕屋地域消防

広域化協議会、これは宗像市福津市両市分として宗像地区事務組合で 5,437 千円を予算

措置させていただいております。 以上で第27号議案の説明を終わります。ご審議よろしくお

願いします。

これより質疑を受けます。 質疑はありませんか。

（異議なしの声）

はい。ないようです。 質疑を終結いたします。これより第 27 号議案について討論に入りま

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27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。
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阿部議長

青谷事務局

長

阿部議長

末吉議員

（全員の挙手）

全員賛成でございます。よって第 27 号案は原案のとおり可決されました。

日程第 10 第 28 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第

１号）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。 青谷事務局長。

第 28 号議案でございます。 「平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算

（第１号）について」 平成 22 年度宗像地区事務組合水道事業会計補正予算（第１

号）を別紙のとおり提出するものでございます。

補正予算第 1 号をお開きいただいて、1 ページでございます。

第 2 条のところでございます。 収益的支出の第 1 項営業費用を 240 千円増額補

正し、水道事業費用を 2,371,347 千円としております。

第 3 条でございますが、これは予算第 8 条に定めた職員給与費を 240 千円増額し、

95,773 千円としております。

詳しくは事項別明細 6 ページ、一番最後のページですが、こちらをご覧いただ

きたいと思います。

支出でございますが、営業費用 1 目 原水及び浄水費で 80 千円、5 目簡易水道

事業費で 160 千円それぞれ子ども手当分を増額させていただいております。

対象の子どもは 3 人でございます。 児童手当分 5 千円手当てしておりました

が、13 千円月額支給と、従いまして差額の 8 千円が不足するということになるの

ですが、1 月までの 10 カ月分 2 月 3 月は改めて 6 月の支給日になりますので、

10 カ月分不足しますので 8 千円掛け 10 月分 8 万円それぞれ一人の子どもに対し

て必要になってくるということで、対象の子どもが 3 人ですので 24 万円の増額

補正をするものでございます。以上でございます。

ご審議よろしくお願いいたします。

これより第 28 号議案の質疑を受けます。ありませんか。

はい。末吉議員。

この補正の具体的な数字についての質問ではないのですが、合併後初めての水道事業

会計の審議を初めてやるので質問したいと思うのですが、確か 5 月だったと思うのですが、4

月分の水道料金の口座引き落としの領収書は宗像市内の各ご家庭に配布されているので

す。 これについては私だけでも 3 件電話がありました。 同僚の議員にも随分あったようで

すが、旧来合併前は口座引き落としをやっていましたが、 検針員さんの検針の際に前月の

領収書については添付されていた。

それがきちっと領収引き落としましたよと配布されていたわけですね。 今回口座引き落と

しの結果が郵送で送られているということは、それだけ経費がかかるのではないか。

年間経費はどのくらいを見込んでいるのかという質問が電話でありました。

今までしていなかったことをあえてお金をかけてやるのはおかしいのではないか。それよりも
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末吉議員

阿部議長

青谷事務局

長

阿部議長

矢冨課長

末吉議員

矢冨課長

阿部議長

矢冨課長

阿部議長

阿部議長

水道料金の引き下げてほしいという電話なのですよ。 そのへんのいきさつについて結果も

含めてご説明をお願いします。

青谷事務局長。

同じ内容の電話を事務組合でも多数受けました。 詳しくは担当課長から説明しますが、

まず反省しなければならないのは、郵送させていただいたものに具体的な説明が不足してお

ったなというところでございます。 それが反省点としてございます。

突然来た内容のものでこれは何だろうという問い合わせが多数来ておりましたので、これ

はこういう理由でこういう形で送付させていただいている内容のものなんだという説明文が不

足していたと反省をしております。 詳しくは担当課長から説明いたします。

矢冨営業課長。

営業課長の矢冨でございます。 今のご質問ですが、年度当初 4 月分の口座引き落とし

については、今まで通り宗像市の分は行っておったのでございますが、統合に伴いまして口

座の引き落とし通知が若干遅れたせいもありまして、5 月分については はがきで通知をさせ

ていただいたという経緯がございます。それはその月の部分だけでございまして、以後の部

分については今まで通り通知書の分で通知させていただいておりますので、経費の部分に

ついてはそのひと月分についてのみ、はがきでさせていただいたという形のものでございま

す。 以上でございます。

確認しますけど、通知と言われましたのは、今までやっていたように検針員の皆さんが検

針しますよね。 検針した中に前月の振り込みの記入されたものが入るということですか。

今後そういうはがきを送付しないということで確認させていただいていいですか。

はい。そうです。

よろしゅうございますか。 はい。 課長どうぞ。

今末吉議員がおっしゃられましたように、今後はがきでの通知はその 1 回限りということで

ございます。

他にございませんか。

（異議なしの声）

はい。ないようです。質疑を終結いたします。 これより第 28 号議案について討論に入りま

す。 討論ございますか。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

（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 28 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。

（全員の挙手）

全員賛成でございます。よって第 28 号案は原案のとおり可決されました。

以上で本会議に提出されました案件の審査はすべてを終結いたしました。本会議中、誤

読などによる字句、数字等の整理訂正等につきましては議長に委任いただきたいと思います

が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、数字等の整理訂正等につきましては

議長に一任いただくことに決定いたしました。これをもちまして平成 22 年第 1 回議会臨時会

を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。

以上。
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