
1

平成 22 年度第 2 回 宗像地区事務組合 議会定例会 会議録

期日：平成 22年 10 月 26 日（火） 10：00～13：10

会場：宗像地区事務組合 大会議室

阿部議長

阿部議長

小山組合長

皆さん、おはようございます。ただ今より、平成 22 年第 2 回宗像地区事務組合議会定例

会を開会いたします。

ただ今の出席議員は全員であり、定足数に達しております。

よって平成22年第2回宗像地区事務組合議会定例会は成立いたしましたので、ここで開

会をいたします。

ただちに本日の会議をいたします。

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、監査委員、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。

13 番村上議員、14 番三浦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、お手元に配布をしている日程で、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 日限りと決定しました。

日程第 3 「諸報告」に入ります。小山組合長ご挨拶並びに説明等ありましたらお願いしま

す。

おはようございます。本日は宗像地区事務組合議会定例会を開催しましたところ議員の

皆さま方には、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

私の方から本日の議案を簡単にご説明申し上げます。

第 29 号議案 「公平委員の選任について」ですが、3 名の公平委員の内、1 名の委員に

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

います。

第 30号議案 「損害賠償請求事件の和解について」は、全協の方で各議員からご意見を

いただいていたところですが、和解条項が整いましたので、ご審議いただくものでございま

す。

第 31号議案から第 33号議案につきましては、手数料条例、水道給水条例、火災予防条

例の一部改正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

阿部議長

阿部議長

第34号議案から第36号議案ですが、一般会計、急患センター事業特別会計、水道用水

供給事業会計の平成21年度の決算について監査委員からの決算審査意見を付して、認定

をお願いするものでございます。

37 号議案から第 40 号議案については、平成 22 年度一般会計、急患センター事業特別

会計、本木簡易水道事業特別会計、水道事業会計のそれぞれの補正予算を提出しており

ます。

以上 12 議案を提出させていただいています。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

なお、議会終了後は、全員協議会を予定しており、議会費、総務費、清掃費の負担割合

の改正。平成 22 年度中、救急出動状況等についてご報告申し上げる予定でございますの

で、よろしくお願いいたします。

以上で私のあいさつ並びに、諸報告とさせていただきます。

それでは、日程第 4 第 29 号議案 「公平委員の選任について」 を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

おはようございます。青谷でございます。よろしくお願いいたします。

第29号議案 「公平委員の選任について」 宗像地区事務組合公平委員に次のものを選

任することについて、同意を求めます。

平成 22 年 10 月 26 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

住所：宗像市田熊 2丁目 9番 8 号 氏名：綱脇和久 生年月日：昭和 7 年 12 月 13 日。

提案理由でございます。

現在、宗像地区事務組合公平委員である綱脇委員が平成22年 10月 31日をもって任期

満了となるため、あらためて当事務組合公平委員として選任することについて、地方公務員

法第 9条の 2 第 2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。

参考資料として、同じページの右側に綱脇氏の略歴を記載させていただいています。

よろしくご審議をお願い申し上げます。

これより質疑に入ります。質疑ございますか。

（質疑なしの声）

ないようです、質疑を終結いたします。

本案は人事案件でありますので、討論は省略いたします。

これより第 29 号案について、採決を行います。

本案は原案のとおり同意することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）
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阿部議長

青谷事務局長

阿部議長

迫議員

全員賛成でございます。

よって第 29 号議案は、原案のとおり同意されました。

日程第 5 第 30 号議案 「損害賠償請求事件の和解について」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

第 30 号議案でございます。損害賠償請求事件の和解について、次のとおり和解すること

につき、議会の議決を求める。

平成 22 年 10 月 26 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由でございますが、福岡地方裁判所において係争中の損害賠償請求事件につい

て、平成 22 年 10 月 14 日、福岡地方裁判所第 6 民事部から和解案が提示されたことに伴

い、当該和解につき、地方自治法第96条 第1項 第12条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

1、事件番号及び事件名でございます。福岡地方裁判所 平成 21年は第 3040 号

損害賠償請求事件。

2、和解する相手方 福岡県宗像市大井 862 番地 天野勉。

3、和解条項 平成 22 年 10 月 14 日、福岡地方裁判所第 6 民事部より、提示された別紙

和解条項によるものとし、要旨については次のとおりでございます。

1） 被告は、原告に対し和解金として、200 万円の支払い義務があることを認める。

2） 被告は原告に対し、前項の金員を平成 22 年 11 月末日限り、原告の指定する口座に

振り込み送金する方法で支払う。

3） 原告は、その余の請求を放棄する。

4） 原告と被告は、同件に関し、本和解条項に定める他、何ら債権債務を有しないこと

を、双方に確認する。

5） 訴訟費用は、各自の負担とする。という内容でございます。

参考までに和解条項の原文を 2-2 のページに付けております。加えまして、議案参考資

料としまして、事件の概要等を別の綴りのものに第1ページでございますが、お示しをしてお

ります。よろしくご審議をお願いします。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

迫議員。

今回の和解に対する消防あるいは、体制について、今後のことについてお尋ねをしたいと

思います。

1つは、200万という金額が、税金で賄われる訳ですね、余りに安易すぎるのではないか。

これは話し合いに当初、もっていっていれば、払う必要も何もなかった。そうでしょ。それが、

結局、双方の感情的な行き違いもあって、結局、裁判闘争に発展をしていったということで。

これが個々で、自分の額に汗をしたお金を払うのであれば、もっと真剣に、当初考えていた

だいたものと考える訳ですが、それが 1つ。

それと、なぜ、当初話し合いが行われなかったのか、裁判あるいは、弁護士双方で、この
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迫議員

阿部議長

乙藤消防長

阿部議長

迫議員

前説明があったように、全部が全部、当事者が不適切な人物ではなかったと、双方が認めて

いる訳ですよね、そういった経過について、どう考えておられるか。

それと最後に、今後の対応の仕方。こういうことが何回もあるようでは、如何なものかと思い

ます。

以前のそういう裁判闘争がありました。その後も何か訳の分からないという言い方は申し訳

ありませんが、自殺者もでている訳ですし、最近では、亡くなった方の説明をね、現場の方

にはされていない。そういった事件というか事案も発生もおります。だから、そういった隠ぺい

体質を含めて、私は、やはりガラス張りにもっとしていただきたいということを考えている訳で

すけど、その 3点について伺いしたい。

消防長。

昨年7月に、損害賠償請求事件が提起されました。今日まで、組合長はじめ、議員の皆さ

ま、また関係市の皆さまには、大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことに対しまして、心

からお詫び申し上げます。

このたび、裁判官から和解条項を提示されまして、双方和解に向けて進んでいるところで

あります。

和解に向けまして、消防本部の主張が全てが認められず、和解金といたしまして、本事務

組合から 200 万円を支払うということにつきまして、消防本部を預かる者として、その責任を

痛感しているところです。

職員の再任用に関しましては、この度の裁判所の示されました和解条項を重く受け止めま

して、再任制度の適正な運用に努めてまいる所存でありますので、皆さま方のご理解とご協

力をいただきますよう、よろしくお願いしたします。

迫議員のご質問の中で、1番目で相手との話し合いがなされなかったという風なことでござ

います。その点につきまして、私どもも、ご批判がございましたような部分は真摯に受け止め

まして、今後とも、そういうことがないようにやって参りたいと思っております。

今後の対応につきましては、先程、私、申しましたように、裁判所が出されました和解条項

を重く受け止めまして、今後、再任用制度、適正な運用をしていきたいと思っております。

それから、隠ぺい体質というようなことをおしゃっていましたけれど、私は、昨年4月に消防

長に就任いたしまして、消防本部内の組織の風通しが良いということで、いろんなことにつき

まして、いろんなことが言える、風通しの良い組織にしたいということで、当初、職員に方針を

出しまして、働きやすい、そしてやりがいのある職場作りに努めておるところでございます。

決して、物事を隠すとか、そういう体制ではございませんので、今後、皆さま方のご理解を

いただきまして、健全な消防本部に、住民の信頼に応えられる消防本部に作って参る所存

でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。

迫議員。

最後に、ですね、隠していない。隠ぺい体質はないと言うことですが、この流れの一環とし
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迫議員

阿部議長

迫議員

阿部議長

乙藤消防長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

末吉議員

阿部議長

小山組合長

てね、具体的に言いましょう。名前をいったら悪いですね。亡くなっていますよね、最近。9月

の連休を境にして。だから、事故かどうか分からない訳ですよね。現場の方がどういった形で

亡くなられたかも報告が何もない。何で亡くなったかも知らないということをね。はっきり言っ

ている訳。だから優秀な 40 代の若者が亡くなっておるのは事実ですよね。交通事故か、何

か分からない。そういうことも含めて、きちんと関係者、同僚にはね、私は説明すべきだと思

いますね。そこでされました。そういったことの含めてね、もっと風通しの良い、ガラス張りのそ

ういった体制を今後作っていかないと、またまた同じような事件が続くのではないかと危惧し

ています。

答弁は。

できるのだったらやってください。

消防長。

先程から申しておりますように、そういう隠ぺい体質とか、そういうものは決してありません

ので、真実を述べておりますので、そういうご懸念はないと思いますが。

良いですか。

議長。

末吉議員。

裁判ですから、双方の主張がそれぞれあって、それぞれが、正当性を主張するからこそ

裁判になるのであって、今回のように最終的な判決を待たずに、裁判所による職権の和解に

応じるということを、やはり執行部が、事務組合として決断したという事実はあると思うのです

よね、こちらは被告ですけれども、訴えられた中で、裁判を続けられてきた訳ですから。

そういう中で、当初のこちらの主張にも関わらず、和解に応じざるを得なかった。応じたと

いう事実に対してですね、職権をやはり、徹底した者の責任、前消防長の時代に、決裁され

ている事案だと思うのですが、ここに至ってやっぱり、消防部局として和解条項に合意せざる

を得なくなった責任を明確にする必要があるのではないかと思うのですが。その辺はどうお

考えでしょうか。

消防長。それでは組合長。

まず、結果として和解を受け入れるということになりましたことは、和解条項をご覧になれ

ば、お分かりだと思いますが、双方の要求がこれ以上のものはないというところで、組合とし

てもこれ以上の責任というものは、このまま裁判を続けても進展しないという見通しの下で裁
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小山組合長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

小山組合長

阿部議長

末吉議員

判所の提示した和解条項を受け入れることにした訳であります。

このことは、2項目以下は、全く双方、一緒の取扱いでもありますし、第 1項をご覧になりま

すと和解金として、200万円の支払い義務ということだけで、先に弁護士の方からご説明がご

ざいましたように、現在の裁判所のあり方というものを考えていますと、これは止むを得ないと

いう風に認めた訳であります。以上でございます。

はい、末吉議員。

私が言っている主旨とはちょっと、組合長と違っていると思うのですよ。

和解条項の中身のことを言っているのではなくて、実際こういう争いに裁判という形になっ

て、今回、職権での裁判所の和解に応じるようにしました。その結果として和解金200万円の

支出が今、発生している訳ですよね。

このことに対する、原告に対してではなくて、事務組合の議会あるいは、事務組合を構成

する自治体の住民に対して、この不必要な 200 万の出費というものに対する責任は事務組

合にあるのではないでしょうか。

そこの責任をどういう形でとられるのですかとお聞きしたい。

はい、組合長。

裁判というのは当初から、まさか、こういう和解ということになるとは思っていなかった。当然

勝てるものだということで行く訳でありますが、現在の裁判所の流れというのは、私どもの予想

以上に労働者保護という観点でございますので、これを蹴って裁判をやった場合、より一層

金銭的にも、税金の投入をしなければならない可能性もあるということで、最小限度の負担と

して、この条項を取り入れることで、この 200 万円が、支払い義務があるじゃないということ

は、確かにこれを勝訴という形でもっていくためには、これはおかしいという方もあるだろうと

思います。

しかしながら、やはり全体的な流れ、実際消防において、これ以上の進展がないということ

での、最小の決着であろうという風に思っております。

ですから、200 万円の支出ということに関して、組合としては最小限度の負担かなという風

に思うところでございます。

はい、末吉議員。

双方の主張は主張で良いのです。事務組合として正当な、再任用をしなかったという理由

があるのだという主張をしてきたことに対する責任はないと思うのですよ。

でも、現実しないという風に意思決定した、意思決定そのものが、ですよ、裁判所から、こ

ういう形で勝訴にならない和解という形で提示されている訳でしょ。実際、労働していない人

に対して 200 万の支払いを裁判所から命じられている訳ですよ。その原因を、ですよ、再任

用しないと 22年 1月に意思決定した行為そのものが発生原因な訳ですよね、その行為その
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末吉議員

阿部議長

小山組合長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

ものが、不当か妥当か結論は出ていません。

200 万の和解金を支払わざるを得ない事実が発生している訳ですよね、そのことに対する

何らかの責任を示さないと、住民に説明がつかないのではないですかとお聞きしているので

す。難しい話をしているつもりではないです。

はい、組合長。

また平行線になるかもしれませんが、最初から和解に持ち込むということではございませ

ん、で、勝訴でいく。結果として、この 200 万円の金額が生じた。

では、もともとの発生の源であるそのことがなかったら、このことは発生しなかった、いうご

意見だろうと思いますが、しかしこれは裁判に持ち込んで初めて分かったことであります。

それともう一つは、日本の場合は三権分立で、裁判所が結論出たことに対して行政がどう

いう風にとらえていくのか。もし組合としては責任がないのだということをかなり認めていただ

いた以上、これの第 1 項目の組合の責任があるのかと言われたら、降って湧いたような責任

でございます。最初からそういう責任をもって戦っていく、裁判をやっていくということでもござ

いませんので、組合に対しては、そこの責任を問われましても、これは結果責任ということに

なるだろうと思っています。そういうことで、この責任をも撤回するということが如何なものかと

いうことであります。

他に。

三浦議員。

2点程お尋ねします。まず１点は、先程迫議員さんの答弁の中に、消防長から今後は適正

な運用をしていきたいと、再任用についてですね。適正な運用をしていきたいということであ

りました。もちろん和解という形で 200 万円払う訳ですから、適正な運用がされていなかった

ということで、今後は適正な運用をしていきたいということでしょうが、これについて私は消防

長の考え方をお聞きしたいのですが、今でも適正な運用がされてなかったと考えておられる

のかということが一つお聞きします。

もう 1 点ですが、だいたい消防長の職権、人事権、これを考える時に、私は再任用をする

とかしないとかいう時に消防長の権限ではなかろうかと考えています。もちろん個人的なこと

で再任用しないとか、したとか、こういったことがあれば問題ですが、これまでの経緯を考え

て、消防長として責任ある判断をもって再任用しなかった。こういったことが認められないの

はおかしいと私は思っております。

何のために消防長の長なのか。長である以上責任があるのですね。責任があるということ

は権限もあるということですよ。そういうことが認められないようであれば、これから先再任用

の判断はどうしていくのか。さっきと同じような質問になるかもしれませんが、消防長の人事権

についてはどのように判断をしているのか。以上 2 点をお伺いしたい。

消防長。
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消防長

阿部議長

三浦議員

阿部議長

青谷事務局長

私の方からただ今の三浦議員のご質問にお答えします。

適正な再任用の制度の運用ということをお話しましたが、当時適正な運用をされていなか

ったかという疑問があるということでございますが、当時、昨年の 1 月末に判断をされた訳で

すが、きちんと再任用制度の趣旨を捉えながら最終的に判断をされたものですので、その時

が適正でなかったかというと、そうではありませんで、適正な判断をしたものと思います。

ただその判断をした内容は、今回の裁判の中にも裁判官から示されていますように、また

組合長の方から説明がありましたように、労働問題というものは裁判所におきましては、労働

者寄りの判断がされるというような、そういう現在の流れであるようですので、適正な判断した

中でも、その部分については、こちらが考えているものより少し、流れ的のものとしては、判断

としては裁判所から示された和解案の中に反映をされているということであります。従いまし

て当時直接判断をやっていると思いますが、私は裁判所のそういう和解条項受けて、なお、

より適正運用という風なことで、言ったつもりでございますので、よろしくご理解をいただきた

いと思います。

それから任命権者の権限でございますが、これは消防本部の人事権と申しますのは、消

防長は組合長が任命するもので、消防長以外の職員につきましては消防長が任命権、これ

は組合長の承認を受けて消防長が任命するようでありまして、消防長に任命権をもっておる

訳でございます。

その中で今回の再任用の件につきまして、再任用するかどうかという判断を消防長が最終

的に判断して、決するものでございます。従いまして消防長が採用しないということで、こうい

う風な損害賠償事件に発展したと、そういうことでございます。以上でございます。

はい、三浦議員。

私の言いたいのは、実は任命権者、つまりですね、任命権者が再任用しないということを

決めたことが無効である。こういった事実を市民、国民に知ってもらう必要がある。そんな裁

判所はないのだ。私は、はっきりいって労働者寄りの判断をする裁判所じゃないと思っており

ます。国民のための裁判所であると思っております。

つまり任命権者が、消防長が、或いは組合長が、この方は必要ないんだ。市民のために

ならない。だから再任用しないと判断したことが間違っている。こういったことが認められては

ならない。そのことをやはり、この和解することではなくて、裁判をすることによって、実はこう

いうことなのですよと国民の皆さんに知ってもらう。市民の皆さんに知ってもらう。必要のない

人まで採用していかないといけない。こういう公務員天国だったら、そんな公務員いらないで

すよ。

私は任命権者のその権限を認めていただきたいと思っております。その点再度お伺いし

ます。いかがですか。

青谷局長。

今回の 30 号の案件ですが、再任用制度という新しい制度です。従いましてこれまでの判
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青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

西山議員

決も蓄積もございませんし、任用権或いは人事権の範囲をどのように捉えるかというものが

論争の焦点でございまして、一般的な人事権、任用権につきましては、非常に幅広いものが

ございますが、この再任用制度については、任用期間が 1年であるということとか、年金制度

そのものが 60歳から 65 歳に延伸された、そういう背景があることから、一般的な任用権の広

さよりもかなり狭い範囲の任用権として捉えざるを得ない、そういう裁判官の判断であったん

だろうと思っております。

確かに任用権、人事権は消防長にございますわけですが、その幅というのが全て同じ大

きさであるということではなかったのだということが、今回の裁判で私も分かったということでご

ざいます。それをより適正な再任用制度の運用を今後図っていくということでご理解をいただ

きたいと思っております。以上です。

はい、他にございますか。

ないようです。これをもちまして質疑を終結します。

これより討論を受けます。まず、反対の討論を受けます。

それでは次に賛成の討論を受けます。

西山議員。

おはようございます。この 30 号議案についてはいくつかのことを指摘して、賛成をしたいと

思っております。

故貝原俊夫氏の和解事案から 6 年が経過した訳ですが、その様な中で消防職員の労働

環境、先程消防長が言いましたように、働きやすい明るい職場というのがありますが、ここに

司法の判断を委ねる事件が、今回発生した訳ですね。

貝原裁判はもうご存じとは思いますが、和解金、弁護士着手金、成功報酬費、合計

15,846,500 円の公金を使っている訳ですね。

また、今回の和解金、200 万。これはですね、原告側の 90％の和解金なのですよね。あと

弁護士の着手金とかいろいろプラスアルファ、迫議員や末吉議員が言われたように。こういう

和解金の使い方を市民にどう説明するのか。

先程、組合長は今回の裁判は降って湧いたような裁判で、まさしく事務組合になって初め

ての裁判だったという風に思う訳です。それで消防職員に、働く職員に経過をしっかり話して

ほしい。それと和解内容、90％はなぜだろうかということを率直に、特に消防職員、消防署の

幹部は認めてほしい、というようなことが今後の事件が発生しない条件になってくるのだろうと

強く要望したいと思います。

二つ目大きく、今回ご存じのように、消防職員にも団結権が付与される情勢になってきま

した。宗像地区消防行政研究会は 15 年の歴史があります。今過半数はいっていませんが、

自治労の組織内の労働組合として今後この研究会が活動できるようになっております。

この消防行政研究会の目標を見てみますと、日々住民が求める安心安全の期待に応え

るため努力し、組織的に行動しているのが、この研究会のメンバーでもあります。1 秒でも早

く一人でも多くの救命をすることをすることを目標といているのは、皆さんもご存じでございま
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西山議員

阿部議長

迫議員

阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

す。これをしっかりと踏まえて、消防署の執行部は今後このような事件がないことを、小山組

合長を先頭にお願いしまして、賛成としたいと思います。

それでは次に反対の討論を受けます。

他に討論ありませんか。

それでは迫議員。

賛成の立場で討論いたしますが、質疑等々でいろいろと言わせていただきました。

今回の事件は、率直に非は非として私は認めていただきたい。それを今後に生かす糧にし

ないと、先程西山議員が言いましたように、またこういった事案が発生する懸念があります。

消防長の答弁では、やはり適正な運用を今後していきたいということを信じて、また推移を

見守りながら賛成いたします。

次に反対の討論を受けます。

他に討論ありませんか。

討論ないようです。討論を終結いたします。

これより 30 号議案について採決をいたします。

本案は原案のとおり同意することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（挙手多数）

賛成多数でございます。

よって第 30 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 6 第 31 号議案 「宗像地区事務組合手数料条例の一部を改正する条例につい

て」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

第 31 号議案 「宗像地区事務組合手数料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する。

平成 22 年 10 月 26 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

提案理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことにより、

宗像地区事務組合手数料条例（平成 19 年宗像地区事務組合条例第 31 号）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。

一部を改正する条例の新旧対照表を 3-3 から 3-7 ページに示しております。内容そのも

のについては少し長くございますので、内容がどういったものであるかの説明でご容赦いた

だきたいと思います。消防法に基づく許可及び検査に関する事務の内、特定屋外タンク貯

蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所等の設置または変更の許可の申請に係る審査、それから設

置又は変更の許可に係る完成検査前検査、特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査、こ

れらの事務に係る手数料の額を概ね 9％引き下げるものでございます。
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青谷事務局長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

青谷事務局長

末吉議員

阿部議長

消防次長

阿部議長

末吉議員

阿部議長

特定屋外タンク貯蔵所と申しますのは 1,000kl 以上をさします。準特定屋外タンク貯蔵所

は500kl以上1,000kl未満というものでございます。なお宗像地区には特定或いは準特定等

の今回の改正に伴う改正に該当するタンクはございません。念のため申し添えます。

全国の取扱いとしてこういった手数料の審査事務の効率化が図られたことによって、9％

程度手数料の減額された、というものであります。

なお、施行は交付に日からということで提案をさせていただきます。よろしくご審議お願い

します。

これより質疑に入ります。

質疑ございますか。

末吉議員。

さっき説明されたことかもしれませんが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の

一部。これの正式な上位法はなんていう法律ですか。その表示が一つもないので、何の法

令に基づく条例の改正なのか、私ども説明がつかないと思うのです。

青谷局長。

この政令の一部の改正ということですので、その上位のものがどうであるか調査した上で

回答させていただきます。よろしゅうございますか。

消防本部からお聞きください。消防関係ですから。

次長。

今、お尋ねのことについては提案理由の中にありますように、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令というのがあります。その政令の中の一部が改正されたということで、通知

がまいりまして。正式名称は政令の名前に間違いありませんので、そういう風にご理解いた

だければと思いますが、よろしいでしょうか。

末吉議員。

普通、政令という場合には、いくつかのいろんな法律があて、手数料とかたくさんあります

よね。そういう中で一つの政令にされているのだろうと思います。複数にまたがる上位法の手

数料の部分を、いくつか改正したことによってまとめてあるんだろうと思うのです。地方自治

体とかそういう形をとる時もあります。もっと細かい説明が私はいると思うのです。

門脇次長。
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門脇次長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

実はこの危険物関係の手数料が、今回宗像地区事務組合、手数料条例の一部の中にあ

るのですが、末吉議員さんがおっしゃられるように、消防法の中に手数料がございました。

それが数年前から地方公共団体に委ねられまして、その時に、地方公共団体で本来手数

料を決めていいのですが、標準、一つの指針になるものを政令で定めますよということで、こ

の内容が一部改正されたということで、自治体ごとにそれぞれの基準がございますので、そ

のとおりに政令に基づいて改正する自治体もございますし、或いは東京都みたいな形でそ

れぞれの自治体で判断するような形になっていますので、今は危険物の手数料管理におき

ましては、法律の中で決められたものはございません。一応こういう様な形で標準として金額

が示された内容の政令に基づいて、各自治体自が示されている内容になっています。以上

です。

他にございますか。

質疑ないようです。質疑を終結しいたします。

これより討論に入ります。討論ございますか。

（異義なしの声）

討論もないようです。討論を終結いたします。

これより 31 号議案について採決をおこないます。

本案は原案のとおり同意することに、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 31 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 7 第 32 号議案 「宗像地区事務組合水道給水条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。局長。

第 32 号議案でございます。「宗像地区事務組合水道給水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する。

平成 22 年 10 月 26 日 宗像地区事務組合組合長 小山達生。

提案理由でございます。手数料の徴収方法を現状に改めるため及び宗像地区における

臨時水（工事用）の基本料金及び超過料金を統一し、負担の均一化及び事務の簡素化を

図るため、宗像地区事務組合水道給水条例（平成 21 年宗像地区事務組合条例第 6 号）の

一部を改正するものでございます。

新旧対照表で説明させていただきます。

4-3 ページをご覧いただきたいと思います。

第 34 条でございますが、これは手数料について定めております。現状として手数料につい
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青谷事務局長

阿部議長

迫議員

阿部議長

青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

ては審査後に徴収しているものがございますために、その時に納付するというものを、申込

み者が納付するという形に改めさせていただきたいと考えております。

次に別表第 2及び別表第 4 の改正についてですが、工事用臨時水の料金を統一する改

正について提案をさせていただいております。水道料金の統一については、現在その作業

を進めているところでございまして、本来その水道料金の統一と併せてその時期に改正をす

る、統一するのが本来であるだろうという風に考えておりますが、ただ統合後この臨時水、工

事用の料金につきましては、業者間に混乱が生じていることでございますこととか、或いは事

務が複双していることから、宗像市域の取扱いに統一させていただきたいという内容のもの

でございます。

具体的には 4-6 ページをお開きいただきたいと思います。

これは福津市域での取扱いのものですけども、5 ㎥ ごとに 2,310 円徴していたものを、20

㎥ まで 7,000 円とするものでございます。

なお、第 32 号議案の審査、審議参考資料としまして、別綴りの 2 ページに臨時水使用に

係る申請、清算の流れというものを提示しております。今こういう取り扱いをしておりますもの

を、統一をさせていただきたい。

34 条の手数料にかかります改正については、公布の日から。

それから臨時水、工事用のものにつきましては、平成 22 年 12 月 1 日からという施行日に

させていただきたいという提案でございます。よろしくご審議をお願いいたします。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

迫議員。

問題とは別ですが、プリントの中で㎥ の数字が8m3とかありますが、これをリュウベと読めと

言えば読めますが、書く時にパソコンでやったのだろうと思いますが、リュウベというのがなか

ったのですかね。

局長。

標記については以後気をつけさせていただきます。申し訳ございませんでした。

他にございませんか。

それでは質疑を終結します。

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 32 号議案について採決をおこないます。
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阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

本案は原案のとおり同意することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成でございます。

従いまして第 32号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 8 第 33 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」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。青谷事務局長。

第 33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

について」上記の条例案を次のとおり提出する。

平成 22 年 10 月 26 日 宗像地区事務組合組合長 小山達生。

提案理由でございます。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一

部が改正され、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときは、住宅用防災警報

器等を設置しないことができるとされたことから、宗像地区事務組合火災予防条例（平成 19

年宗像地区事務組合条例第 46号）の一部を改正するものでございます。

次ページ 5-2 のページ。 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

第２９条の５ですが、設置の免除を規定しております。提案理由でもご説明をいたしましけ

ども、住宅用警報器等の設置の免除について、この条は規程をしておりますけれども、基準

に従う複合型居住施設用自動火災報知設備を設置した時は、これを免除できるというそうい

う規程を加えたものでございます。これを第 6号で加えております。

複合型居住施設という言葉でございますが、例えば、１例をあげますが、共同住宅の一部

を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する場合等が想定されます。

基準に従ったものを設置すれば、住宅用防災機器等を設置しないことができるという設置

の免除規程を加えるというものでございます。ご審議のほど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）

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。

（異義なしの声）

討論もないようです。討論を終結いたします。

これより 33 号議案について採決をおこないます。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

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 33 号議案は、原案のとおり可決されました。

ここで休憩といたします。再開は 11時 10 分といたします。

・・・・・・・ 休憩 ・・・・・・・・・・

それでは休憩前に引き続き会議を続けます。

日程第 9 第 34 号議案 「平成 21 年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算の認

定について」から、日程第 11 第 36 号議案 「平成 21 年度宗像地区事務組合水道用水供

給事業会計決算の認定について」までを一括議題としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

それでは一括提案いたしました議案の説明をお願いします。青谷事務局長。

第 34号議案から第 36号議案までの一括説明でございます。

非常に概略的な説明になりますことをご容赦いただきたいと思います。

なお、審議参考資料としまして34号から36号までにつきましては、それぞれ別綴りで用意

をさせていただいておりますので、そちらもご参照いただけたらと思っております。

まず、34 号議案でございます。

「平成 21 年度宗像地区事務組合一般会計歳入最終決算の認定について」地方自治法（昭

和 22年法律第 67 号）第 233 条第 3項の規定により、平成 21 年度宗像地区事務組合一

搬会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 22 年 10 月 26 日提出 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

まず、お手元の決算書に基づきご説明をいたします。1 ページ 2 ページをお開き願いま

す。

平成 21 年度の歳入歳出決算は、歳入では予算現額 1,559,049,000 円に対し、収入済額

が 1,534,362,986 円で、予算現額と収入済額との比較で 24,686,014 円の減となっておりま

す。

3 ページ 4 ページお願いします。歳出ですが、1,559,049,000 円に対して、支出済額が

1,503,222,404円で、不用額が 55,826,596円。予算現額と支出済額との比較も同額となって

おります。歳入歳出差引額は、31,140,582 円で、これを全額翌年度に繰り越しします。

続きまして 5ページの事項別明細より、主な決算内容についてご説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、一般の分担金負担金は当初予算に 19,559,000 円を増額補
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青谷事務局長 正し、予算額と同額の 1,317,577,000 円の収入となっております。

内訳ですが、総務費負担金が 23,842,000 円、衛生費負担金が 150,892,000 円、消防費

負担金が1,142,843,000円となっております。総務費と目的別負担金ごとの両市の負担額に

ついては、備考欄に示しております。ご参照いただきたいと思います。

第 4 款 財産収入 2 項 1 目 不動産売払収入でございますが、これは県道、徳重曲線

交通安全事業に係る組合所有地の売却代金5,509,260円収入しております。具体的には消

防の赤間出張所の用地 85.2 ㎡を売却しております。

5 款 繰入金でございます。財政調整基金から 107,313,000、円、急患センター事業特別

会計から 42,000,000 円、合計 149,313,000 円の繰入れをおこなっています。

7 ページ 8 ページをお願いします。

8 款 組合債でございます。高規格救急車の更新に伴う財源として 19,500,000 円の起債

をしております。

次に歳出についてご説明いたします。

9 ページ 10ページをお開き願います。

1 款 議会費では、予算現額 1,431,000 円に対しまして、支出済額は 1,302,800 円でござ

います。

2款 総務費は予算現額79,063,000円に対しまして、支出済額は67,312,841円でござい

ます。 1項 1目の一般管理費では、10ページの 19節負担金補助金及び交付金で、派遣

職員の人件費相当である総務関係負担金 10,598,897 円を執行しております。不用額の約

90 万円につきましては、派遣職員の給与の確定によるものでございます。

また、一番下の欄になりますが、25 節 積立金では、急患センター特別会計における急

患センターの診療報酬増額分 42,000,000 円を財政調整基金へ積み立てております。

この診療報酬増額は、新型インフルエンザの流行によるものでございます。

次に 13ページ 14 ページをご覧ください。

4款 衛生費 1項 １目 保健衛生総務費は、予算現額と同額の27,313,000円を財政調

整基金から取り崩し、急患センター運営費に充てるため、急患センター事業特別会計へ繰り

出しをしております。

2 項 清掃費 1 目 し尿処理事業費は、予算現額 167,388,000 円に対して、浄化センタ

ーの管理運営費として、職員 2 名分の人件費を含む 158,953,778 円を執行しております。

主な内容としましては、バッキブロア取替工事をおこない電気代の軽減に努めておりま

す。実績として月に 20万円程度の減額の効果が見えております。

次に 17ページ 18ページをお開きください。5款 消防費は予算現額の 1,234,798,000円

に対し支出済額は、1,216,848,778 円でございます。

主な内容ですが、職員 134 名の人件費相当が約 1,084 百万円でございまして、3 節 職

員手当の不用額 7,484,660 円については、時間外勤務手当及び夜間勤務手当が幸いにも

大規模な災害等ございませんでしたので、予定より減少したことによるものでございます。

また、11節 需用費の不用額3,328,760円につきましては、主に光熱水費の執行残による

ものでございます。

18 節 備品購入費の主な内容でございますが、歳入でご説明しましたが、高規格救急車
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青谷事務局長 積載備品を含みますが、その購入で 24,045,000 円を執行しております。

6 款 公債費です。

27 ページ 28ページの 6 款 公債費でございます。

地方債元利償還金 31,491,207 円を執行しております。後の資料についてはご参照いた

だきたいと思っています。決算に係る主な施策の成果報告書の内容等についても説明は省

略させていただきます。決算書と併せてご参照いただきましてご審議のほどよろしくお願い

いたします。

続きまして第 35 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

業特別会計歳入歳出決算の認定について」 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233

条第3項の規定により、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歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。平成 22年 10月 26日 提出

宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

これについても、お手元の決算書に基づいてご説明します。

1 ページ 2 ページをお開き願います。

平成 21 年度歳入歳出決算は、歳入では予算現額 305,397,000 円に対しまして、収入済

額が 309,812,457 円で、2 ページの右下の欄ですが、予算現額と収入済額との比較は

4,415,457 円の増となっています。

3 ページ 4 ページをお願いします。

歳出でございますが、予算現額 305,397,000 円に対し、支出済額が 283,878,085 円で不

用額が 21,518,915 円。予算現額と支出済額の比較も同額でございます。歳入歳出差引額

は、25,934,372 円で、これを全額平成 22 年度へ繰越いたします。

続きまして、主な決算内容についてご説明いたします。

5 ページ 6 ページをお開きください。

歳入ですが、1 款の診療収入の収入済額は 224,386,332 円で、前年度に比べて

6,540,000 円の増収となっております。これは新型インフルエンザの流行により対前年費で

137％の受診者数となったためでございます。

2 款 分担金及び負担金の収入済額は 52,460,000 円で、前年度に比べ 3,818,000 円の

減となっております。これは経常費負担金の減によるものでございます。

3 款 繰入金 収入済額は、27,313,000 円で、これは財政調整基金を取り崩し、急患セン

ター運営基金に充てたものでございます。

次に歳出についてご説明いたします。

7 ページ 8 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 委託料でございますが、急患センター運営

業務委託料として 227,131,091 円を支出しております。不用額の 9,258,909 円につきまして

は、平成 22 年 1 月から 3 月までの受診者数が見込みより少なかったために、人件費と薬品

代に不用が生じたものでございます。新型インフルエンザの影響もあったのだろうと思いま

すが、季節性のインフルエンザの罹患者の数が少なかったということでございます。

次に同じく、28節 繰出金でございますが、支出済額4,200万円で一般会計繰出し、財政

調整基金へ積み立てております。
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青谷事務局長 2 款 交際費の支出済額、これは 14,401,060 円でございますが、地方債の元利償還金で

ございます。以上で急患センター事業特別会計決算の説明を終わります。

続きまして第 36号議案でございます。「平成 21年度宗像地区事務組合水道用水供給事

業会計決算の認定について」地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第 30条第4項の

規定により、平成 21 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算を別紙監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。平成 22 年 10 月 26 日提出 宗像地区事務組合 組

合長 小山達生。

平成 21 年度を振り返ってみますと、三つの大きな事業があったと思います。

その一つは、宗像地区での水道事業の統合のための水道事業の認可を受けたということ

が一つでございます。

それから平成 21年 7月 24 日の降り始めから 25 日にかけて大雨が降りました。

261 ミリを記録する集中豪雨に見舞われまして、多礼浄水場内の則面に地滑りが起こりまし

て、送水管が離脱し、断水という結果を引き起こしてしましました。これに対する災害復旧工

事として 21,388,500 円を支出しております。

もう一つ、三つ目の大きなものにつきましては、平成 22 年 2 月 1 日に宗像地区事務組合

の事務所を、この多礼浄水場管理本管 3 階に移転をしております。これの改修工事として

OA フロア化とか空調電話放送設備、駐車場設備、重機の購入、管内 LAN の整備、多目的

トイレ、引越し等の費用、これが 4,700 万円程度かかっています。

大きな 21 年度振り返りまして、こういった内容のものがございました。

それでは 21 年度の決算報告書をご覧いただきたいと思います。

まず、1 ページと 2 ページをお開きください。

収益的収入及び支出についてでございます。事業収益、予算額、合計額欄をご覧くださ

い。1,208,963,000 円に対して決算額 1,195,738,844 円で 13,224,156 円の減となっておりま

す。

次に事業費用につきましては、合計欄ですが、89,981,000円に対し、決算額871,583,357

円で 28,397,643 円の不用額が生じております。

次に 3 ページ 4ページをお開きください。

資本的収入及び支出ですが、資本的収入 予算額合計欄ですけれども、441,756,000 円

に対し、決算額 441,924,000 円で 168,000 円の増となっております。

次に資本的支出ですが、予算額合計欄をご覧ください。1,127,654,000 円に対し、決算額

1,118,398,672円で9,255,328円の不用額となっております。資本的収入額が資本的支出額

に不足する額 676,474,672 円は当年度消費税及び地方消費税 資本的収支調整額

1,866,900 円及び過年度分の損益勘定留保資金 674,607,772 円で補てんをしております。

次に 5 ページ 6ページお開き願います。

平成 21 年度の損益計算書でございます。

まず、営業収益と営業費用との対比で、営業利益は 365,204,570 円となっています。次に

営業外収益と営業外費用の対比で、－42,915,983 円となり、営業利益から差し引き経常利

益として 322,288,587 円となります。

前年度からの繰越欠損金が 184,322,033 円ございますので、それに充当し、欠損金が解
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青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

消されまして、平成 21 年度末処分利益剰余金は 137,966,554 円ということになります。

次に 7 ページ 8ページをお願いします。

ここでは水道用水供給事業余剰金計算書、それから同剰余金処分計算書を示しておりま

すが、翌年度繰越剰余金として 137,966,554 円を平成 22 年度に繰り越しております。

9 ページ 10ページは貸借対照表を示しております。

引き続き「決算附属書類」についてご説明申し上げます。

まず、12 ページでございます。

ここでは、議会議決事項を掲載しております。

平成 21 年度は水道事業統合関連案がございましたので、例年よりも多くの事項がございま

した。

13 ページをお願いします。

（3）に行政官庁認可事項を掲載しております。2 段目ですけれども、平成 21 年 12 月 10

日に宗像地区事務組合としての水道事業認可を受けています。

それから、一番下の欄でございますが、水道施設災害復旧費補助金の認可を受けており

ます。補助金としては、974 万円を受けております。

14 ページでございます。

（2）の保存工事の概況でございますけれども、活性炭入替工事を 2 回行いまして、6 池入

替をしました。合計 78,855,000 円の支出をしておるところでございます。

それから、管理本管3階空調設備更新工事では、22,249,500円。それから多礼浄水場施

設災害復旧工事では、21,388,500 円を支出しております。

15 ページでございます。

（1）業務量、（2）事業収入に関する事項を示しておりますけれども、供給量、営業収益

は、節水機器の普及等により、低減状態にございます。

17 ページをご覧ください。

（2）で企業債の概況を示しております。21 年度末残高は、3,061,147,257 円となっていま

す。

22ページ、23ページに固定資産明細書、それから 24ページから 27ページにつきまして

は、企業債明細を記載しております。以上概略的になってしまいましたが、説明を終わらせ

ていただきます。

お諮りをいたします。ここで先に、代表監査委員から監査報告をうけ、監査報告に対する

質疑のあとに、それぞれの会計の決算について、議案ごとに質疑を受けたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

それでは、そのようにいたします。

監査報告をお願いします。青栁代表監査委員。
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青栁監査委員 監査委員をさせていただいております青栁でございます。よろしくお願いいたします。

お手元に配布されました決算審査意見書に基づきまして報告させていただきます。

まず、1 枚目をお捲りいただきますと、私と三浦監査員さんとで監査いたしましたものを組

合長宛てに提出した書類でございます。朗読することによりまして、報告とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

平成 22 年 9 月 1 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生様。

宗像地区事務組合 監査委員 青栁喬彦 監査委員 三浦貞雄。

平成 21 年度 宗像地区事務組合一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見について

地方自治法第 292条において準用する同法第 233 条の第 2項の規程に基づき審査に付さ

れた平成21年度宗像地区事務組合一般会計・特別会計の歳入歳出決算を審査したので、

次のとおり意見を提出する。

まず、1 ページでございます。

平成 21 年度宗像地区事務組合歳入歳出決算審査意見書

審査の対象、（1）平成 21 年度一般会計歳入歳出決算、（2）平成 21 年度急患センター事

業特別会計歳入歳出決算、（3）平成 21 年度一般会計・特別会計歳入歳出決算事項別明

細書、（4）平成 21 年度一般会計・特別会計実質収支に関する調書、（5）平成 21 年度財産

に関する調書、以上を対象としております。

審査年月日、につきましては、平成 22 年 8 月 3 日、4 日の 2 日の両日で審査をいたしま

した。

審査の方法、審査は、各会計歳入歳出決算書及び附属書類について、関係法令に準拠

して作成されているか否かを確認するとともに、これらの計数の正確性を検証するため、関

係諸帳簿とその他の証拠書類を照合したほか、関係職員から事情聴取等を行い実施してお

ります。

審査の結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び附属書類は、いずれの関係

法令に規定された様式に従って調製され、かつ、決算計数は関係諸帳簿と符合して正確で

あり、誤りのないものと認められました。審査の結果の詳細は以下のとおりでございます。

以下に記載されましたものにつきましては、決算書から抽出した計数でございますので、

あとでご覧いただきたいと思います。

6 ページをお願いいたします。

5 むすびとして、私どもの意見を述べさせていただきました。

以上が、平成 21 年度宗像地区事務組合一般会計及び急患センター事業特別会計歳入

歳出決算書の概要である。

一般会計における主な事業は、し尿処理場の曝気ブロワ更新工事、消防救急自動車の

更新事業の 2 点である。曝気ブロワ更新工事は、インバーター使用及びコンパクト化により、

省エネルギー化が推進されていた。更新した消防救急自動車は、10 年間使用し、走行距離

が 20 万キロメートルを超えたものであった。

特別会計においては、新型インフルエンザの流行により、通常の 137％の受診者数があ

り、診療収入の増加により、4,200 万円が基金に積まれている。

平成19年度の一部事務組合の統合から3年が経過し、総合経営システム導入、あるいは
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青栁監査委員 行財政改革の推進など効率的な行財政基盤の確立に向け、着実に一定の成果を上げてお

ります。

しかしながら、社会経済情勢の悪化、税収不足等で非常に厳しい情勢下にある関係市に

対し、引き続き、当組合に対する負担の軽減を図る必要があるという風に思われます。

平成 22 年度は、水道事業の統合により、事務組合の業務は、より多岐にわたることとな

る。今後においても、全職員が宗像地区事務組合のあるべき姿、水道事業統合目的を再確

認し、効率・効果的な事務運営により、徹底した経費の節減はもとより、地域住民が安全で、

安心して快適に生活できる環境づくりに努めてほしいということを申しました。

続きまして、水道用水供給事業会計の審査意見書でございます。

2 ページをお開きいただきたいと思います。

平成 21 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算審査意見。

審査の対象は、平成 21 年度宗像地区事務組合水道用水供給事業会計決算。

審査の期間は、平成 22 年 8 月 3日・4 日の 2日間でございます。

審査の方法、決算審査にあたっては、提出された決算書類その他関係書類が地方公営企

業法及び関係法令に基づいて作成され、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示して

いるか否かを検証するため、関係帳簿及び諸証拠書類により審査を実施いたしました。

また、事業の経営内容を把握するため計数の分析を行い、予算執行が正しく運営されて

いるかについても審査をしております。

審査結果、審査に付された決算報告書、損益計算書及び貸借対照表その他の決算附属

書類はいずれも関係法令に準じて作成され、計数も正確であり、経営成績及び財政状況も

適正に表示しているものと認められた。

以下の数字につきましては、同じく決算書から抽出したものであり、あとでご覧いただきた

いと思います。

8 ページをお願いいたします。

むすびとしまして、当年度の収益的収支決算は総収益 1,139,995,269 円に対し、総費用

817,706,682 円で、322,288,587 円の純利益が生じ前年度繰越欠損金に充当し、利益確保

によって、累積欠損額が解消され、当年度未処理分利益余剰金137,966,554円となり、平成

22 年度へ繰越しております。

また、企業債の内、昭和 61・62 年度に借り入れた財務省財政融資の 2 件について総額

57,300 千円の借り換が行われており、約 10,857 千円の利息の軽減が図られております。

平成22年4月1日から宗像地区事務組合が水道事業の経営を行っておりますが、現在、

統合後の水道事業計画を含めた宗像地区事務組合水道ビジョン作成に向け、水道事業運

営審議会等において審議が行われているところでございます。

今後は、水道料金の低廉化をめざした早期の料金統一を行い、さらなる水道事業の効率

的な運営、安全で良質な水を安定して供給されることに努めてもらいたいと思っております。

最後に平成 21 年度の宗像地区事務組合水道用水供給事業会計経営健全化審査意見

について、ご報告をさせていただきます。

審査の概要につきましては、この経営健全化審査は、組合長から提出された資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼
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青栁監査委員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

吉田議員

として実施しております。

審査の結果につきましては、審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められます。

以上で監査報告を終わらせていただきます。どうも、ありがとうございました。

ありがとうございました。それでは、ただ今の監査報告について、ご質問がございましたら

お願いします。ございませんか。

（異議なしの声）

質疑ないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

続きまして、第34号議案 「平成21年度宗像地区事務組合一般会計歳入歳出決算の認

定について」 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。

これより、討論を受けます。討論ございませんか。

（異議なしの声）

討論もないようです。討論を終結いたします。

これより、第 34 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 34 号議案は、原案のとおり認定されました。

次に第 35 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歳入歳出

決算の認定について」 これより、質疑を受けます。

はい、吉田議員。

質疑ではないのですが、記述の仕方なのですが、まず、2 ページの収入の予算現額と収

入済額との比較のところですね、これを合計しましたら、マイナスの△ですね、440 何万と△

が付いているのですが、見た瞬間は、収入済額の方が少ないように感じますね。この書き方

では。

その次の、他の水道供給事業決算報告書の中の 2 ページですが、これは、予算額と言葉

が変わったのですが、こっちは見た感じが正常に、同じ△が、予算よりも決算額の方が少な



23

吉田議員

阿部議長

青谷事務局長

吉田議員

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

かったということで△になっているのですが。

同じ見方が、見た瞬間、同じ事業の組合のやり方で、記述の仕方が違うと。

収入額が多いのに、予算現額にマイナスが付くということで、これはどうでしょうか。こういった

書き方をしないといけないのでしょうか。

事務局長。

急患センター事業特別会計のものと水道用水供給事業の収入の方の記述の仕方の標記

の違いは、実は私も気がついておりまして、どのような形が適切であるかとことを、最終的な

結論を得ないまま、そのまま提出をさせていただきました。

以後、どの様な記述が良いのということも合わせまして、統一させていただきたいと思って

おります。

分かりやすいようにお願いします。

よろしいですか。他にございませんか。

（質疑なしの声）

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。討論ございますか。

（討論なしの声）

ないようです。討論を終結いたします。

これより、35 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって、第 35 号議案は、原案のとおり認定されました。

次に 36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決算の認定に

ついて」 質疑を受けます。質疑ございませんか。

（質疑なしの声）

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより、討論を受けます。討論ございますか。
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阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

（討論なしの声）

討論もないようです。討論を終結いたします。

これより、36 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、36 号議案は、原案のとおり認定されました。

ここで休憩といたします。再開は 12時 45 分といたします。

・・・・・・・ 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します。

日程第 12 第 37 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 2 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。事務局長。

第 37 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 2

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2号）を別紙のとおり

提出する。 平成 22 年 10 月 26 日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

補正予算書の事項別明細書で説明をさせていただきます。

6 ページ 7 ページをお開きいただきますでしょうか。

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金 2 目 衛生費負担金 1 節 清掃費負担金です

けれども、13,900 千円を減額し、137,034 千円とするものでございます。

理由でございますが、先程、ご審議いただきましたけれども、21 年度決算の作成によっ

て、剰余金が生じました。その処理のついては、22 年度の負担金で相殺するということで、こ

こに減額をさせていただいております。

次に 4 目 1 節 消防費負担金ですけれども、これは関係市における地方交付税の確定

に伴いまして、49,190 千円を増額しています。基準財政需要額の消防費に対する需要額の

60％としておりますけれど、この程、交付税が確定しましたので、これを増額し、1,192,033 千

円とするものでございます。こちらも補正後の両市の負担金内訳については、説明欄をご覧

いただきたいと思います。

続きまして、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すけれ

ども、消防負担金の増額や決算余剰金がでたことに等に伴い、消防関係の財政調整基金

の取り崩しを 49,131 千円減額するものでございます。

6款 繰越金 1項 1目 1節 繰越金は、平成21年度決算の確定により、16,640千円を
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青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

増額し、31,140 千円とするものでございます。

次に、歳出ですけれども、8ページ 9 ページをお開きいただき願います。

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費 7 節 賃金でございます。589 千円

の増額に 1,315千円とするものでございます。増額の理由ですけれども、22年度業務が、半

年ほど経過いたしましたが、かなり職員の減員等もございまして、事務が複双しております。

臨時職員の雇用が必要と判断をし、補正を計上させていただいております。

5 款 消防費 1 項 1 目 13 節 委託料ですけれども、これも、先の議案でご審議いただ

きましたけれども、弁護士委託料の 150 千円、成功報酬分を増額するものでございます。

次の 22 節 補償、補填及び賠償金は弁護士委託料と関連しまして、損害賠償請求事件

における和解金として、2,000 千円を増額するものでございます。

7 款 予備費 1 項 1 目 予備費は、60 千円を増額し、9,302 千円とするものでございま

す。以上で一般会計補正予算の説明を終わります。ご審議のほど、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。

（異義なしの声）

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 37 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 37 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 13 第 38 号議案 「平成 22 年度宗像地区事務組合急患センター特別会計補正

予算(第 1号)について」 を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

第38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

補正予算(第 1号)について」 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

補正予算（第 1 号）を別紙のとおり提出する。 平成 22 年 10 月 26 日 宗像地区事務組合

組合長 小山達生。

補正予算についてですが、歳入歳出予算の総額に歳入、歳出それぞれ、10,826 千円を
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青谷事務局長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

増額し、総額を 248,581 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、事項別明細書で説明いたします。

6 ページ 7 ページをお開き願います。

1 款 診療収入 1 項 1 目 1 節 診療報酬収入ですけども、9,435 千円を増額し、

144,435千円とするものでございます。増額の理由につきましては、平成22年度診療報酬の

改定がございました。この診療報酬の改定の主眼のところは、地域連携による救急患者の受

入の推進ということで、地域連携夜間休日診療料の新設がされております。

それから、地域連携小児夜間休日診療料を増額するという改定が行われております。

そのことが、宗像地区事務組合の急患センターに該当いたします。これについて、診療収

入の見直しをはかり、増額ということで、計上するものでございます。

2 節の一部負担金収入につきましても、１節の診療報酬収入と同じ理由によって、1,665

千円を増額し、25,664 千円とするものでございます。

4 款 繰越金 １項 １目 1 節 繰越金は、平成 21 年度の決算の確定により、274 千円を

減額し、25,934 千円とするものでございます。

次に歳出の説明に入らせていてだきます。

8 ページ 9 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 15 節 工事請負費ですけれども、1,530 千円を増

額し、3,603 千円とするものでございます。

増額の理由ですが、電話設備の更新工事を行うのもで、ございます。急患センターの電

話設備につきましては、今年で 12 年目の使用で、老朽化となっております。老朽化によって

の故障の心配があるということ、それからクレーム等の電話に対する録音機能を備えた電話

を持ちたいということが主な理由でございます。

3款 予備費 １項 1目 予備費は、9,296千円を増額し、11,296千円とするものです。増

額の理由は、調整によるものでございます。以上で、急患センター事業特別会計補正予算

の説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

これより、質疑を受けます。質疑ございませんか。

（異議質疑なしの声）

質疑ないようです。質疑を終結いたします。

これより、討論を受けます。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 38 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

阿部議長

阿部議長

（全員挙手）

全員賛成でございます。

よって、第 38 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第14 第 39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

補正予算(第 1号)ついて」 を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

第 39 号議案でございます。「平成 22 年度宗像地区事務組合元木簡易水道事業特別会

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元木簡易水道事業特別会

計補正予算(第 1号)を別紙のとおり提出する。 平成 22年 10月 26日 宗像地区事務組合

組合長 小山達生

ご説明申し上げます。歳入歳出予算の総額に歳入、歳出それぞれ 714 千円を増額し、総

額を 5,761 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、事項別明細に添って

説明をいたします。

6 ページをお開き願います。

5 款 諸収入 １項 １目 1 節 雑入でございますが、1 千円に対しまして、714 千円を増

額し、715 千円とするものでございます。福津市における平成 21 年度決算剰余金の確定に

よるものでございます。

本木簡易水道事業、福津市におきます本木簡易水道事業につきましては、打ち切り決算

という形をとっておりましたので、その後の収入について、こういう形をとらせていただいてい

ます。

次に歳入の説明に入ります。

8 ページをお開いください。

1款 総務費 １項 １目11節 需用費の修繕費ですけれども、650千円に対し、714千円

を増額し、1,364 千円とするものでございます。

配水管漏水修繕費の予算不足に伴い増額補正するものでございます。以上で本木簡易

水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。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。

（異議なしの声）

質疑ないようです。質疑を終結します。

これより、討論を受けます。

（異議なしの声）

ないようです。討論を終結いたします。
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阿部議長

阿部議長

青谷事務局長

これより、39 号議案について、採決を行います。

本案は、原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって、第 39 号議案は、原案のとおり可決されました。

日程第 10 号 第 40 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 2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。事務局長。

第 40 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 2 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 2 号）を

別紙のとおり提出する。平成22年10月26日 宗像地区事務組合 組合長 小山達生。

これにつきましては、事項別明細で説明させていただきます。

8 ページをご覧ください。

収益的収入及び支出の収入の部で、1款 2項 2目 他会計補助金でございます。福岡

地区水道企業団への繰出し金に係る関係市からの繰出し金として、1,793 千円の増額の補

正を計上させていただいております。

これにつきましては福岡地区水道企業団の関係団体でありました福津市・宗像市の両市

は水道事業の統合によりまして、福岡地区水道企業団から脱退し、その代わりに宗像地区

事務組合が加入するということになりました。そういう形をとっておりますために、なお、福岡

地区水道企業団への繰出金は必要でございますが、形としては両市から直接福岡地区水

道企業団にお金を持ち出すという形の姿が取れないようになりました。先程申しました理由

によってでございます。

従いまして、一旦両市から事務組合に引き受けて、事務組合が併せて福岡地区水道企

業団に繰出す。そういう形を予算上とる必要が生じたということでございます。

加えまして支出の部でございます。

1 款 1 項 営業費用 4 目 総係費は、賃金は 2,162 千円、研修費を 126 千円、それぞ

れ増額補正し290,668千円を計上しております。賃金につきましては、当初2名の臨時職員

の体制でいこうということでありましたが、減員の体制では非常に業務に不慣れな点もあるの

だろうとは思いますが、負担が生じてきております。かなりの時間外が出てきております。

時間外手当を削減をするという思いもございまして、臨時職員の対応をとらせていただき

たいということでこの分を計上しております。

研修費につきましては、現在、水道技術管理者、これについては前任者が退職いたしま

したので、係長職にその任務を担わせております。しかし、この形はベストの状態ではござい

ませんので、今年度中に次長がその資格をとる予定にしております。それに係る費用を 126

千円計上させていただいております。

6 目 減価償却費でございますが、21 年度決時より確定した減価償却費に変更するもの
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青谷事務局長

阿部議長

井上議員

でございまして、1,676 千円の増額補正をし、779,763 千円といたしております。

2 項 営業外費用 1 目 支払利息でございますが、平成 22 年 3 月借換債の借入利率

が、予定よりも低く借り入れをできております。企業債利息を6,552千円減額補正し、138,964

千円補正をしております。

3目 消費税でございますが、収入支出構成の変動に伴い、36千円減額となり、46,368千

円を予定いたしております。

5 目 他会計補助金ですが、福岡地区水道企業団への補助金を新設し、1,793 千円を補

正いたしました。これは前に説明いたしましたものと連動するものでございます。

9 ページをご覧ください。

資本的収入及び支出の収入の部。1款 1項 1目 企業債は、今回、新規国庫補助事業

の水道広域化促進事業の財源として、19,000 千円 新規借入を予定し、192,000 千円として

おります。

3 項 補助金も同額補正し、155,422 千円を計上いたしてります。

4項 出資金は水道広域化促進事業に係る関係市からの出資金として19,000千円、福岡

地区水道企業団への出資金に係る関係市からの出資金として 13,777 千円、合わせて

32,777 千円補正し、214,020 千円としました。

支出の部では、1款 1項 一般改良費 6目 排水施設費の工事請負費から、8目 事務

費 委託料へ 23,600 千円予算の振替をおこないました。これについては工事費で予算をも

っておりましたが、福津市への工事委託に振り替えるための措置でございます。

2 項 拡張事業費 2 目 調査費は、畦町配水池関係事業費を 18,120 千円増額補正し、

31,225 千円としております。

8目 用地及び補償費は、畦町配水池用地購入費として50,051千円増額補正し、50,052

千円といたしております。

3 項 1 目 企業債償還金は、借換債の借入利率確定に伴い、償還金が 1,003 千円増額

となり、1,146,067 千円計上しております。

6 項 1 目 出資金は、福岡地区水道企業団への出資金を新設し、13,777 千円計上をい

たしております。

収益的収入及び支出での他会計補助金については、福岡地区水道企業団事業に対す

る負債関係の利息に係るものでございます。資本的収入及び支出における出資金について

は、元金分ということでご理解をいただきたいと思います。

以上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。

これより、質疑を受けます。質疑ございませんか。

井上議員。

拡張事業費のところで、用地及び補償費ということで、畦町配水池とありますが、場所と金

額的には、用地と補償費でどれくらいなんでしょうか。以前の2千万円で買つた場所はどうい

うふうにされるんでしょうか。以上お願いします。
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花田施設課長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

阿部議長

まず、場所ですが、本日の参考資料の一番最後になるかと思いますが、第 40 号議案参

考資料ということで、地図を付けさせております。

17 ページになります。久末ダムの南側にだいたい位置します。この面積 15,559 ㎡。地目

については山林と畑が混ざった５筆で、４地権者を予定しております。

用地費と補償費の内訳ですが、だいたい用地費については 4500 万円ほど、補償費につ

いては 500 万円と算定をしております。

それから当初予定していたところの配水予定地の今後の取扱いのことですけれども、現在

こちらの方で統合後管理をおこなっております。しかしながら、これにつきましては今後なる

べく早いうちに、福津市の方へ移管しまして、そちらで活用を図っていただきたいと考えてお

ります。

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 40 号議案について、採決を行います。

本案は原案のとおり決することに、賛成の皆さんの挙手を求めます。

（全員挙手）

全員賛成であります。

よって、第 40 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了いたしました。

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に一任いただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なし、と認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきまして

は、議長に一任いただきくことで決しました。

これをもちまして、第 2 回 議会定例会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。
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