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 開  会  

 委 員 長  みなさん、おはようございます。 

 本日の出席委員は、１６人につき、定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２４年度決算審査特別委員会を開会します。 

（９：３０） 

 委 員 長  お諮りします。 

 議会運営委員会にて、決算審査特別委員会の日程が協議され、本特別委員会は、本

日、９月１８日から１９日の２日間を審査日程としたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会は、本日、９月１８日から１９日の２日間に決定しまし

た。 

 本日は、決算審査報告のため、西依監査委員さんに出席していただいています。 

 ただ今から、平成２４年度一般会計及び特別会計の決算審査並びに基金運用状況審

査、及び平成２４年度水道事業会計決算審査の報告をお願いいたします。 

 監査委員さん、よろしくお願いします。 

西依監査委員  おはようございます。 

 日中はまだ暑いんですけれども、朝夕はだいぶ涼しくなりました。 

 平成２４年度の筑前町の決算審査の結果報告をさせていただきます。 

 審査につきましては、平成２５年７月２６日から、実質６日間で行わせていただき

ました。川上監査委員、松尾事務局長さんと一緒にやらせていただきました。 

意見につきましては、このレジュメに詳しく載っておりますので、読んでいただき

たいと思います。 

 私は、一番最後のページのむすびを読ませていただきます。 

 平成２４年度一般会計、特別会計歳入歳出並びに基金運用状況審査の結果について

前述のとおり、各会計ともに計数に誤りなく、かつ、非違な点も見受けられず、良く

整理された会計経理は正確であることを認めました。 

 平成２４年度は、筑前町総合計画後期の初年度であり、実施計画をもとに合併特例

債の有効活用、各種補助金等を活用し事業が行われました。 

 安定した財政運営を継続するために、町債の繰上償還の実施、財政調整基金や公共

施設整備基金、将来的な償還に備えた農業振興基金等の積み立てもなされました。 

 合併特例債事業などにより地方債残高が増加してきましたが、借入金を償還の９割

以下に抑制されていることから、町債は減尐傾向にあります。 

 そうした厳しい状況下にあって、尐子化対策の白梅保育園の創設、多目的運動公園

の着手、老朽化した篠隈町営住宅の建替え工事など、各種補助金を活用した事業が行

われました。 

 最近、平和記念館への修学旅行生の入場者数が増加していて、全国から、遠くは北

海道の学校からであります。彼らは修学旅行の思い出として、筑前町の地名を一生忘

れないだろうと思います。 

 また、３００万人の来場者数を超えたみなみの里は、近隣の市町村の住民に、農業

振興の町としての利便性を提供しています。 

 それぞれに相当な合併特例債を残していますが、町の良いイメージを発信し続けて

います。 

 町税においては、職員の努力、成果が発揮され、それなりの実績を上げていること

は評価しますが、一方で使用料の滞納が多く見られます。  
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 各課は情報を交換しながら、徴収の体制を整え、滞納の一掃にさらに厳しく対処し、

その徴収に最善の努力がなされることを期待いたします。 

 合併して８年、役場の組織や機能も相当に合理化されています。役職員の定数も減

って職員の仕事も増え、複雑に高度化しています。住民サービスが低下しないように、

各職員のレベルアップを期待します。 

 筑前町はまだ合併してより良いまちづくりの途上にあり、住民も２つの拠点が１つ

になって不便を感じることもありますが、合併の確たる成果を待ち望んでいます。以

上でございます。 

 次に、水道事業に対します決算審査の報告をさせていただきます。 

 これも最後のページ、６ページにむすびを書いておりますので、むすびを読ませて

いただきます。 

 平成２４年度筑前町水道事業会計は決算書及び付属書類ともに法令に準拠して作

成され、その計数は正確であることを認めました。 

 本町は従来より豊富な地下水源に恵まれていますが、最近県の調査で町内の一部地

域の地下水に有害な物質が含まれていることが発表されています。 

 １００％の地下水への依存は、住民が生活するうえで、将来の水質変化や水位の変

化に不安は残るが、安全な水道水の確保は大きな安心であります。 

 平成２１年７月からの給水開始は町内整備に向けて毎年工事が進められ、給水エリ

アが拡大されています。本年度は高所地配水用の栗田配水地の築造工事などととも

に、１３ｋｍの配水管布設が行われておりまする。 

 今後もＰＲ活動を行いながら、加入者の促進に努めてほしいと思っております。 

 また、この同じ時期に、備品監査も行わせていただきました。平成２４年度に購入

された備品につきましては、帳簿と一致しておりますので報告をしておきます。以上

でございます。 

 委 員 長  ありがとうございました。 

 決算審等の報告が終わりましたので、ここで西依監査委員さんには退席していただ

きます。たいへんお疲れ様でございました。ありがとうございました。 

 （西依監査委員退席） 

 委 員 長  本会議で付託されました認定第１号から認定第８号までを審査いたしますが、審査

の方法についてお諮りします。 

 審査の方法は、議会運営委員会で協議を行い、認定第１号「平成２４年度筑前町一

般会計歳入歳出決算の認定について」は、お手元にお配りしておりますように、所管

課ごとに歳出の審査を行い、すべての所管課の歳出の審査が終わって、歳入を審査い

たします。 

 認定第２号から認定第８号までの特別会計歳入歳出決算認定については、各特別会

計ごとに審査を行います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 決算認定の審査に入る前に、平成２４年度普通会計決算の概要について、説明を求

めます。 

財政課長 

 財政課長  平成２４年度の決算の概要について、ご説明を申し上げます。 

 水色の表紙の決算審査特別委員会資料を準備いただきたいと思います。 

 今回ご報告いたしますのは、普通会計でのご報告になります。この普通会計につき

ましては、一般会計と住宅新築資金貸付事業特別会計の２つを合わせたものでござい
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ますので、ご了承をお願い申し上げたいと思います。 

 まず、１ページでございます。 

 １ページに、平成２４年度普通会計における事業の成果をいくつかに分けて掲載を

しております。 

 まず最初に、道路交通網整備事業、次に農林業振興、商業の振興、学校教育環境の

整備、福祉事業、公園・緑地の整備、住宅施策というふうに分けております。 

 それらの事業の主なものを、ここに列記をさせていただいております。後でご覧い

ただきたいと思います。 

 次に２ページでございます。 

 今後の財政運営について、ということで記載をしております。 

 まず、歳入の面でございますけれども、本町の一般財源、自主財源の基幹でござい

ます町税、これにつきましては、本年度、平成２５年度の当初予算におきましても、

大きな増収が見込めないというふうな状況、町税についてはなかなか伸びてきてない

というのが実情でございます。 

 そういったことから財源を確保するために、どうしても基金に頼っておるというふ

うな状況になっておることは事実でございます。 

 一方歳出面でございますけれども、歳出面につきましては、福祉関係の費用、扶助

費が伸びてきておるということが、この扶助費につきましては、毎年伸びてきており

ます。そういった状況にあるというようなことでございます。 

 そしてまた、今後も大きな事業を控えております。１つには、多目的運動公園の事

業の継続、それから町営住宅の整備、あるいは防災事業等の予定もしておる。そうい

った大型事業が今後あるというふうなことから、今後も大きな財政負担を伴う可能性

が高い、というふうなことを留意しております。 

 そういったことで、これから実質的な内容の説明に入りたいと思います。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。 

 ３ページの上段でございますけれども、普通会計における財政状況ということで、

尐し書いておりますことはですね、普通会計の関係でございますから、住宅新築資金

から繰入金を３，０００千円、一般会計に入れております。それは、普通会計になり

ますと同一会計ということで、相殺という形にしておりますので、その分の数値があ

がっておりません。 

 それから、ミニ公募債、これについては、２４年度１億円一括償還しましたけれど

も、この数字につきましても、これについては、決算統計上は記載をしないというこ

とで、その分の数字も違っておりますので、事前に申し上げておきたいと思います。 

 それでは、具体的な内容につきましては、３ページの表１、決算収支の状況の中で

ご報告を申し上げます。 

 ２４年度の歳入の総額は、１１，５６１，１１８千円でございます。前年比７０１，

６６３，０００円、率にしまして５．７％の減でございます。 

 歳出の総額は、１１，２５７，２７５千円、前年比７５９，６１５千円、率にしま

して６．３％の減となっております。 

 歳入歳出差し引き３０３，８４３千円、それから翌年度に繰り越します財源、これ

は繰越明許分と継続事業分でございますが、４，８７４千円。 

 実質収支が２９８，９６９千円、単年度収支５４，５６２千円、財政調整基金への

積立金３１０，８１７千円となっております。 

 繰上償還額につきましては、災害基金への繰上償還金１５５，５５４千円、それか

ら、財政調整基金からの取り崩しにつきましては、２４年度はございませんでした。 

 この結果、実質の単年度収支につきましては、５２０，９３３千円となりました。 

 平成２４年度につきましては、実質収支、単年度収支、実質単年度収支、いずれの
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部分につきましても黒字の決算というふうになりました。 

 次に、４ページでございます。 

 歳入の状況について、説明を申し上げます。 

 表の２の普通会計の歳入決算の状況ということでご説明を申し上げます。 

 この表につきましては、左に自主財源、それから依存財源という形で、２つに分類

をして記載をしておるところでございます。 

 まず、自主財源、表の一番上でございますけれども、この中の町税、これにつきま

して、全体の２５．４％を占めます。自主財源の中でもっとも重要な財源でございま

す。 

 町税の内訳につきましては、次のページに税目ごとの現年、滞納等含めたところの

ですね、昨年比を掲載をしております。 

 町税の総額が２，９３４，０２７千円でございます。前年比の２０，７１６千円の

減と、率にして０．７％減になっております。 

 特に固定資産の減額幅が多かったということでございます。これについては、土地

の下落、毎年下落しておりますけれども、それから、２４年度は家屋の評価替えがご

ざいまして、そういった関係で大きく落ち込んでおります。 

 あと自主財源のトータルでございますけれども、４，３２３，５９１千円。構成比

は３７．４％になります。前年比３４８，２４７千円、率にして７．５％の減となっ

ております。 

 自主財源につきましては、今申し上げましたけれども、これの主な要因につきまし

ては、増減の要素につきましては、諸収入、これが前年比２２５，２９９千円増えて

おりますけれども、これは、災害共済基金が解散をいたしました。これによる返還金、

これが３１６，８１７千円ありましたものですから、これが１つは大きな要因ではな

かろうかというふうに思っております。 

 しかしながら、やはり税収が伸びないということが、やっぱり一番町としては気に

なるところでもございます。 

 次に、依存財源でございますけれども、各種の交付金の中で、地方譲与税、これに

ついては、前年比１０，８８０千円、６．５％の減でございます。 

 それから、地方特例交付金、いわゆるローン減税と言われておるものでございます

けれども、この部分が３３，０４６千円の、率にして６６．６％減となっております。 

 それから、自動車取得税交付金、これが前年比１４，１０７千円、率にして３３．

３％の、これは増でございます。 

 それから地方交付税、前年比２８，１８５千円、０．７％、微増でございます。 

 この交付税の増につきましては、公債費の合併特例債の活用、それから税収の若干

の落ち込み、そういった部分による交付税の増ということを見ておるところでござい

ます。 

 それから、国庫支出金でございますけれども、主にきめ細やかな交付金、子ども・

児童手当負担金等の減によりまして、前年比１４２，４５３千円の減となっておりま

して、総額は９４３，６６７千円となっております。 

 それから、一番下の町債の減でございますけれども、これは、主な要因につきまし

ては、水道事業への出資債等の減によりまして、前年比２０４，２８８千円、率にし

て１７．４％、９６８，５６６千円となっております。 

 依存財源の合計でございますけれども、７，２３７，５２７千円、全体の構成比は

６２．６％となっております。 

 それから、表の下段にですね、一般財源と特定財源を示しております。黒く網掛け

をした部分が一般財源でございます。残りが特定財源ということで、この特定財源に

ついてはですね、使途が決まっておるものでございます。 
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 今、説明を申し上げました歳入の内容につきましては、この４ページ下段、それか

らずっと飛びまして７ページにかけまして、それぞれの内容について詳細に記載をし

ております。 

 また、国庫支出金とか基金の繰入金、町債につきましては、どういった事業に充当

したということまで記載をしております。そういったことで、説明については省略を

させていただきます。 

 次に、９ページ、歳出の状況について、説明を申し上げます。 

 まず、目的別の歳出の状況でございますが、表の３、普通会計の目的別歳出の状況

に記載をしております。増減が大きいところだけを説明申し上げたいと思います。 

 まず、議会費でございますけれども、これは、議員の辞職に伴いまして、前年比１

９，７７４千円、率について１５．２％の減、額が１１０，００４千円でございます。 

 それから、衛生費でございます。 

 上水道事業への出資金、それから県南水道企業団への出資金等の減によりまして、

前年比２９３，１２７千円、率にして１７．４％の減、額が１，３８７，５９５千円

でございました。 

 農林水産業費でございます。 

 赤坂地区の農業農村整備事業等の関係で、前年比４９，９３９千円の減でございま

す。 

 それから、園芸農業対策事業費補助金１４，２６２千円の減、これらによりまして、

総額は４９４，２０６千円でございます。 

 次に、災害復旧費でございますけれども、７月の梅雤豪雤によりまして、これによ

るものが主なものでございますけれども、前年比６３，５１５千円増えております。

率にしますと２０９％になります。総額９３，９０２千円でございました。 

 なお、これらの歳出につきましても、９ページから１１ページの上段にかけまして、

詳細な部分について記載をしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 次に、１１ページ、歳出別の状況でございます。 

 表の４に数値を記載をしております。 

 まず、義務的な経費でございますけれども、この義務的経費につきましてはご承知

のとおり、任意に削減ができない経費でございまして、歳出に占める割合が高くなる

ほど財政構造の弾力化が失われると言われておるものでございます。 

 その中で、人件費と公債費につきましては減尐してきております。しかしながら、

扶助費につきましては、冒頭申し上げましたように、増加をしてきておりまして、義

務的経費の総額は４，８３５，１９３千円、 構成比は４３％を占めてきております。 

この義務的経費の中の人件費につきましては、職員数の減、それから共済組合の負

担金等の減でございまして、その額は８６，５７４千円減額になっております。率に

して５．５％、全体的では１，４９２，６５６千円となっております。 

 それから、扶助費でございますけれども、これは、障がい者の自立支援法、これの

給付等の増加によりまして、前年比２７，１５０千円、率にしますと１．９％増えて

おります。総額は１，４４３，２５３千円となっております。 

 それから、公債費でございますけれども、元金の償還額は、前年比１４，６６４千

円の減、利子の償還が１６，０７８千円の減ということで、１，８９９，２８４千円

となっております。 

 次に、投資的な経費でございますけれども、１，０６７，８７２千円で、全体の９．

５％を占めております。 

 普通建設事業が、前年比３２１，１９３千円、２４．８％の減でございました。 

 災害復旧費につきましては、前年比６３，５１５千円、２０９％の増となっており

ます。 
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 増減の理由につきましては、１２ページの下段から１３ページの中ほどに記載をし

ておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 次に、その他の経費でございますけれども、５，３５４，２１０千円でございます。

全体の４７．５％を占めております。 

 維持補修費それから積立金につきましては増となりましたけれども、物件費、補助

費等、それから投資及び出資金・貸付金、及び操出金につきましては減になりまして、

前年比３９１，０１０千円の減、率にしますと、６．８％の減となっております。 

 それぞれ頄目の詳細につきましては、１３ページの中段から１４ページに詳しく記

載をしておりますので、説明については、省略をさせていただきます。 

 次に、１５ページでございます。 

 経常収支比率でございます。これにつきましては、財政構造の弾力性を判断するた

めの指標でございまして、中段にその算式を記載をしております。 

 この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでおるということが言われておりま

す。 

 平成２４年度の数値につきましては、９２．６％ということで、昨年が９０．５％

でございましたので、２．１ポイント上昇を、結果的にはいたしました。  

 この主な要因といたしましては、物件費の中で、昨年ヒブ、それから肺炎球予防接

種委託料２１，９９１千円ありますけれども、これは、平成２３年度は臨時的なもの

としておりましたけれども、毎年あるというふうなことで、２４年度は経常的なもの

ということで、区分変更となりましたものですから、この分が上がっております。 

 それから、図書館の業務委託料、これが、２３年度と比べまして１５，５９９千円

の増となっております。 

 それから、扶助費では、何度も申し上げますけれども、障がい者自立支援関係で、

これが５０，７８０千円の増加をしております。 

 それから、補助費等の関係につきましては、上水道への繰り出し、これが３８，６

７４千円、それから、サン・ポートへの負担金１９，３５１千円、こういったものが

増加してきております。 

 それから、操出金は、公共下水道特別会計への繰り出しが４１，０６６千円増加し

てきております。 

 そういったことで、経常収支比率が状況してきておるというふうに判断しておると

ころでございます。 

 それから、１６ページ、基金の状況でございます。 

 ここの記載をしております基金につきましては、ミニ公募債分は先ほど申し上げま

したように、含まれておりますので、お間違いのないようにお願いをいたします。 

 今まで普通会計でずっと説明をしてきておりますので、基金につきましても、普通

会計で総額等は説明申し上げたいと思います。 

 表の下から２段目が普通会計分の状況でございます。 

 平成２３年度の基金の残高７，２９７，５３８千円でございました。 

 これに、２４年度中に元金と利息を積み立てた額、これが４７８，２２５千円ござ

いました。取り崩したものが８６，６８８千円ということで、２３年度に比べまして、

３９１，５３７千円増加をしまして、２４年度末残高は７，６８９，０７５千円とな

りました。 

 この取り崩しました８６，６８８千円につきましては、７ページに、その使途につ

いて記載をしておりますので、後でご参照いただきたいと思います。 

 続いて、１７ページ、町債の状況でございます。 

 この町債につきましても、一応ミニ公募債の部分については記載をしておりません

ので、ご了承をお願いいたします。 



 7 

 ２４年度の借入れの総額でございますが、これにつきましては、９６８，５６６千

円でございます。 

 ２４年度償還をしました繰上償還が１５５，５５４千円を含めまして、１，５８２，

３１０千円の元金の償還、それから３１６，９０７千円の利子を払っております。 

 そういったことで、２４年度末の残高につきましては、２３年度末から６１３，７

４４千円減りまして、１８，０４０，６８９千円となっております。 

 ミニ公募債を含めましたところによりますと、この部分が２億円ほど違いますの

で、１８，２４０，６８９千円となります。そういうふうな状況でございます。 

 それから、この資料の１８ページから２３ページ等につきましては、参考資料とし

て付けておりますので、ご覧いただきたいと思いますが、２３ページだけご報告を申

し上げますけれども。 

 この２３ページは、款頄別にですね、予算の執行状況を記載をしております。 

 執行率につきましては、翌年度の繰越額が４１１，１４２千円ございます。 

 そういった関係もございまして、９３．２％の執行率となっております。そういっ

た状況でございます。 

 以上で、平成２４年度普通会計の決算の概要の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  普通会計決算の概要説明が終わりました。 

 この件で、特に質疑があればお受けいたします。 

河内委員 

 河内委員  １８ページです。 

 説明はなかったんですが、決算カードについて、お尋ねをします。 

 決算カードの右上の、上から３番目、現債高倍率、これの出し方を教えていただき

たいのと、それと、決算カードを一目見て分かるように、決算カードの中に自主財源

と依存財源の頄目を、よその自治体は入っているところがありますので、入れていた

だけたら、このカード１枚見れば一目瞭然ということで、入れていただきたいなと思

うんですが、お考えをお尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 １８ページの、表の現債高倍率、これをどのようにして求めておるかということで

ございますが。 

 これは、その上の上段に、地方債現在高というのがございます。１８，０４０，６

８９千円というのがございますが、これを、その左側にですね、左の欄になりますか、

標準財政規模という欄が、一番上に文字があると思います。そこの合計が７，６５７，

１４２千円という数字がございます。これで割るということなります。 

 ２．３６％という倍率ということになります。 

 それから、２点目の部分につきましては、尐し検討をさせていただきたいと思いま

す。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  最初の現債高倍率なんですが、筑前町、標準財政規模が尐ないのにここがすごい高

いんですね。よその自治体は１％台ですけれども、これは、危険というか、そういう

基準はあるんですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  これは、定例会の初日に申し上げましたように、健全化判断比率、これでご報告申

し上げましたように、当然、率はいくらか高い部分はございますけれども、確実に地

方債は減ってきておりますので、そういったところまではですね。 

 高いのは、よその比べますとあるかもしれませんけれども、その基準内には収まっ



 8 

ておりますし、起債も下がって来ておりますので、そういったところで、財政課とし

ては判断をしておるところでございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  １５ページでございますけれども、経常収支比率でございます。 

 筑前町は９２．６％ということでございますが、近隣市町村が分かればお願いした

いと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 どこでもですね、今、決算議会を迎えております。この収支比率等につきましては、

多分１０月に公表がなされるものであろうというふうに思っております。 

 多分県を通じて公表されると思っております。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  １１ページの性質別経費の状況という表がございます。 

それと、その上にですね、内容について、公債費ということで、その表の数字と公

債費の数字がですね、端数に近いんですが、端数だけ申し上げて９４千円と、表では

８４千円となっておるわけです。 

どちらが本当かなということで、お尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 この中にはですね、手数料がございますけれども、それが含まれておりませんので、

そういった誤差が出ております。以上でございます。 

 委 員 長  金子委員 

 金子委員  決算をされてですね、今後のあれの中にも書いてありますように、自主財源の確保

は、基金の繰り入れに頼らなければならないと、その厳しい状況にあるというような

ことでございますが。 

 それで、基金の動向について質問します。 

 素人目に見ましても、財政の体力というのは、やはりその基金がある程度の金額あ

ることが、そこに目が行って好ましいわけでございます。 

 しかし、先ほども出ておりました経常収支比率から見ますと、臨時財政対策債がな

ければですね、９９．９％、約１００％の経常収支比率と。 

 したがって、臨時財政対策債の中で合併特例債もありましょうけど、その中で事業

をしておるというような形に見えるわけですね。 

 そうしますと、この、今の基金の体力というのは、今後ですね、何年ぐらい今の体

力を維持できるのかですね。 

 それとですね、おそらくこれは、例えば基金を切り崩していくということになって

いこうかと思いますが、それに対する２４年度、この決算の報告の中に書かれており

ますように、そのことについて、何か検討されたことがあれば、一緒にお願いしたい

と思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 基金の残高につきましては、先ほど申し上げましたように、大きく２３年度に比べ

て増額というふうになっております。 

 しかしながら、大きな事業も控えておるということで、やはりこの額については、

徐々に減尐していくということは、もう否めないというふうには思っております。 

 だから、この減尐幅をいかに尐なくするかということになるかと思います。 

 そういったことで、合併特例債、これは、２６年度で失効になりますけれども、こ
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れをやはり延長をして、そういった起債事業で、そういうものが活用できる事業につ

きましては、極力やっぱりそういった有利もの。それによって、結果的に交付税もご

報告申し上げましたように、増えておりますのでですね、やはりそういう有利な、ど

っちみち起債をしなければならないものであれば、そういう有利なものを借りていき

たいというふうに思っております。 

 それから、２４年度決算を受けて、何か検討したことはということでございますけ

れども。これについては、まだ今、ちょっとですね、この分について、今後どうかと

いうのは、一定実施計画等がですね、一応終わりましたので、それらを見て、これか

ら先のことをどうやっていくかということを、財政計画を立て直しながらですね、し

ていかなければならないというふうには思っております。以上でございます。 

 委 員 長  副町長 

副 町 長  臨時財政対策債の件、これを入れたら９９．９の経常収支になるんじゃないかと。

だから危ないんじゃないかというふうな意見だったと思います。 

 この臨時財政対策債、もうご案内のとおりですね、町の意思で借りたわけではござ

いません。これは、国がですね、金がないから借ってくださいと頼まれた分なんです

よね。 

 それを、やっぱり公債費の合計額に、それが加算されるわけですね。だから、２４

年度も９億６千ぐらいに借金しておりますけれども、この内の５億６千ぐらいは臨時

財政対策債、実際４億程度しかですね、事業するために借金というのは４億程度であ

るというふうなことをですね、ご報告したいと。 

 そのようなこととですね、町の借金、これを９０％、前年の返済額の９割に収める

というふうなことを出しておりますが、これについては、この臨時財政対策債が毎年

５億何ぼくればですね、実際、やっぱり４億か５億ぐらいしか、事業をできなくなる

わけですよね。 

 だから、非常にこの点については、国のほうにですね、交付税として実際頂くもの

ですから、臨時財政対策債じゃなくて交付税で措置してくれというふうな、運動が必

要ではなかろうかというふうに感じておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  金子委員 

 金子委員  それではですね、よく分かりましたが。 

 今、大きい事業が見えておると思いますけど、その事業に対しては、おそらく合併

特例債で賄えるものなのかですね、基金からの繰り入れを大きくしなくて、それでま

かなっていけるような事業の、今後見えておる事業は、計画ができておるとでしょう

か。質問します。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 まだ、その具体的な事業の部分についての確定というものは、まだなされておらな

いんですけれども。 

 補正予算等を含めまして、考えられるものは、防災関係の事業、これについては、

設計等の予算については、議決もいただいておりますし、事務も進んでおります。 

 これにつきましても、大きな費用を要するわけでございますが、これにつきまして

は、できる限り特例債を活用したものに乗せていただきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

 ただし、現状のままでいきますと、２４年度で、この特例債の事業につきましては、

失効するわけですから、当然延長、５年延長なりしないとですね、事業的には難しい

という部分もございますので、その延長が先決ではなかろうかというふうに思ってお

ります。以上でございます。 
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 委 員 長  河内委員 

 河内委員  １３ページの物件費です。 

 物件費の２番目の需用費、主に太陽光発電システム設置による光熱水費の減、４，

０７６千円上がっていますが。これは、全体の何％ぐらい賄えたんでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  ちょっとお筓えしますけれども。 

 お筓えになりませんが、ちょっとそこまで出しておりません。申し訳ありません。 

 委 員 長  後で報告をお願いします。 

梅田委員 

 梅田委員  町債の件なんですけれども。 

 説明があっている分につきましては、これは、普通会計の分なんですけれども。 

 それで、いろいろ繰上償還等なさって、１８０億ということで、２４年度末残高に

なっておりますが。 

 特会もあるわけなんですけれども、この特会を含めた金額はどのようになっており

ますか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  特別会計の分という話ですけど、分かればですね、一般会計、特別会計、総トータ

ルでいくら借金があるのかというのが分かれば、報告をお願いしたいと思います。 

財政課長 

 財政課長  お待たせをいたしました。ご報告申し上げます。 

 ２４年度末の一般会計それから特別会計を含めました総額でございますけれども、

３４，５１５，４８２千円でございます。以上でございます。 

 委 員 長  基本的には、一般会計の今審議中ですので、特別会計は別のまた審議がありますの

で、了解を得て報告をいたしました。 

 質疑が終わりましたようです。 

 決算審議に入ります。 

 認定第１号「平成２４年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定について」を、議題

とします。 

 総務課長の説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  それでは、総務課関係の決算について、説明をいたします。 

 決算書のほうから説明いたしますので、決算書の決算書の４５ページをお開きくだ

さい。 

 １款１頄１目議会費でございます。 

 議員の報酬及び職員人件費、議会運営に要する費用でございまして、支出済額が１

１０，１２３千円でございます。 

 決算内容は例年どおりで、経費の節減に努め、予算どおりの支出でございます。内

容の説明は省略いたします。 

 次に、４７ページ、２頄１目の一般管理費です。支出済額が３１５，０２２千円で

ございます。 

 この一般管理費の主な内容は、特別職、町長、副町長の人件費、活動・行動費、総

務課及び環境防災課の消防安全係、財政課の電算係の人件費、その他総務課中心の行

政運営及び管理運営全般の費用でございます。 

 人件費の２節、３節、４節は省略いたします。 

 １０節の交際費の使途につきましては、ホームページで公表をしておるところでご

ざいます。 

 １１節需用費は、財政課で管理しております統一した消耗品を含めて７，９０４千
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円を支出しております。 

 １２節から４９ページの１４節まで経常経費及び１９節の負担金補助及び交付金

は説明を省略いたします。 

 次に、２目の文書広報費でございます。支出済額が１３，９２７千円でございます。 

 主な経費として、広報１万２００部の印刷製本費、その他インターネット、町の例

規集関係の経常的な費用でございます。 

 １８節の備品購入費１１９千円は、広報用の備品として、ノートパソコン、広報製

作用のソフトの購入等でございます。 

 続きまして、尐しページが飛びますけれども、６３ページをお開きください。 

 ２４目の自治振興費です。支出済額が３６，０４４千円となっております。 

 自治振興費の内容は、区長の報酬及び区長会の運営費用と町功労者表彰関係の費

用、及びボランティア保険料、総合賠償保険料でございます。 

 また、尐しページが飛びますけれども、６９ページをお開きください。 

 ３１目のそったく基金事業費です。支出済額は１，４８０千円でございます。 

 ８節報償費は、食の都づくり推進大会の弁当コンクールを昨年行いましたけれど

も、そういった表彰関係の経費でございます。 

 １３節の委託料は、中村学園大学との包括連携に基づく、筑前クロダマルを核とし

た、筑前町農産物のブランド化のために必要な調査、研究の委託料の１，０００千円

でございます。 

 ７１ページです。 

 ２頄１目の徴税総務費に、総務課が事務局を担当しております固定資産評価審査委

員会の経費がございます。 

 １節報酬で、委員３名分の報酬でございます。それから、９節の費用弁償と研修旅

費、これが審査会関係の費用でございます。 

 ページが飛びまして、７５ページをお開きください。 

 下のほうになりますけれども、４頄選挙費でございます。 

 １目の選挙管理委員会費、選挙管理委員の報酬等で、２９５千円の支出でございま

す。 

 次に、７７ページです。 

 ２目の選挙啓発費は、通常活動の費用として１４０千円の支出をしております。 

 次に、３目の衆議院議員選挙費です。 

 １２月１６日に選挙が行われた投開票事務の費用と期日前投票に要した費用１０，

６６８千円を支出しております。 

 １８節の備品購入費は、国民審査投票の読み取り集計機を購入したものでございま

す。 

 続いて、８１ページをお開きください。 

 ６頄の監査委員費です。 

 監査委員の報酬、その他監査の事例集等の追録代で１，２２０千円を支出しており

ます。細かな内容については省略いたします。 

 以上で、決算書のほうの説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料のほうの説明をいたします。 

 ４８ページをお開きください。 

 時間の関係上、主要の頄目のポイントのみ説明をいたします。 

 まず、総務課人事秘書係の関係ですけれども、人事定数管理ですが、採用年齢制限

を２５歳から３０歳に引き上げたことにより、職員の年齢層の平準化に資することが

できました。 

 組織機構につきましては、職員の退職による減による職員の組織の見直しが、重要
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な課題と今後なってくるところでございます。 

 次に、給与管理でございますが、人事院勧告を尊重し、給与の適正化に努め、ラス

パイレス指数を是正する対策に取り組んだところでございます。 

 人事評価制度につきましては、２４年度から通年で施行に取り組みを行いました。 

 この施行によりまして、職員の意識の改革が尐しでも進んだというふうには考えて

おるところでございます。 

 次に、職員の研修につきましては、階層別研修に３１人、様々な行政課題に対応す

るための選択研修に２６名が参加をいたしました。 

 選択研修に対する意欲が職員間で開きがありまして、研修に対する意欲を向上させ

なければならないというふうに考えておるところです。 

 また、倫理向上のためにですね、そういったコンプライアンスの研修等も実施して

いく必要があるというふうに考えておるところです。 

 次に、４９ページです。 

 行政政策室、行政政策係ですが、行政事務委嘱ということで、区長会に関すること

ですけれども、区長に１３事頄の行政事務を委嘱しまして、行政のパイプ役として活

動していただきました。 

 それぞれの区において、多種多様な住民ニーズに応えるため、区長業務も難しくな

っておりますけれども、そういったために行政区同士で意見交換する機会を提供をし

たところでございます。 

広報関係につきましては、町の取り組みや町民の生活に密着した情報提供を行って

おるところでございます。さらに改善を図って、町民に必要な情報を的確に掲載する

ように努めてまいりたいと考えておるところです。 

政策支援業務につきましては、先ほども申し上げましたように、食をテーマに大学

と連携いたしまして、特産品の開発研究、食の都づくり推進大会の開催等を行ってお

るところでございます。 

 次に、行政評価制度でございます。 

 ２３年度から試行を導入をしたところでございます。 

 職員の意識改革、住民への説明責任など、効果的な業務を行っていくことができま

す。 

 行政評価の公表の仕方や外部評価について、調査を進めることが課題となっておる

ところでございます。  

 次に、固定資産評価審査会委員会です。 

 評価替えの年度にあたりまして、不服申し立てが２件出されまして、委員会は公平

に審査し、企画をしたところですが、その後、棄却取り消しの訴訟は起こっていない

ところでございます。 

 次に、５０ページです。 

 情報公開・個人情報保護について、でございます。 

 ９件の情報開示請求があり、適切に対応したところでございます。  

 政治倫理審査会については、６回の審査会を開きまして、町三役と議員の資産報告

書の審査を行って、審査会の意見を提出していただいたところでございます。 

 ホームページの更新については、情報を迅速に提供することに努めました。アクセ

ス数は２３年度が約２０万件でしたが、２４年度は３２万件へと増加をしておりま

す。さらにリアルタイムに情報を提供するため更新頻度を上げることと、動画コンテ

ンツの整備を進めていかなければならないというふうに考えておるところです。 

 次に、町政報告会です。 

 パワーポイントを取り入れて、分かりやすく報告ができたというふうに考えており

ます。 
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 参加者が固定化の傾向にあります。より多くの町民に関心を持ってもらう必要があ

るというふうに考えておるところです。 

 次に、５１ページです。 

 定例記者会見です。 

 定例会前に開催をいたしまして、本町の情報を提供することで新聞報道に繋がりま

した。 

広聴では、町長へのたよりを実施いたしまして、６４件の提案が寄せられたところ

です。 

 ただ、町長へのたよりは、魅力あるまちづくりへのアイデア等の提案を目的とした

ところですけれども、最近は、苦情の申し出が増えてきており、趣旨を周知する必要

があると考えておるところでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  ４８ページです。 

 課長は省略されたんですが、３節の職員手当等、不用額が２，８２８千円出ている

んですが、この不用額、いつ決定されたのか、お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 この不用額２，８００千円ほどですけれども、これについては、１２月に人件費の

補正を行いまして、その後、時間外等を調整して、この総務費の中で調整をしている

というところで、ここにそういった不用額が多く出てきているというような状況でご

ざいます。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  ４８ページでございます。 

 ラスパイレスの指数が１０９．６％とありますが、前も私、質問をいたしましたが、

勧告の是正に努めると、是正に努めるとありますが、今現在、県下でどのくらい位置

にあられるか、教えてください。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  県下では、政令市含めまして、県内で今４番目でございます。 

 これが、平成２４年の４月現在では１０１．３ということでございますけれども、

これは、国の給与減額を加味しなかった場合ですね、が、１０１．３ということでご

ざいますが。 

 今年、ご存じのように、７月から職員の人件費を削減しておりますので、今年度の

ラスパイレス指数というのは、今度は、県下の項番でいきますと、他のそういった削

減をしてない自治体も多くありますので、そういったことからすると、県内の項位と

いうのは、ぐっと落ちてくるというふうに考えるところでございます。 

 委 員 長  金子委員 

 金子委員  ６９ページの３１目そったく基金事業について、質問します。 

 ここで、委託料の１，０００千円。中村学園との連携ということで、評価的なもの、

結果的なものあたりは産建常任委員会は聞かされるわけでございますけど、この予算

については、詳しく聞く機会がないので、ここで質問します。 

例年ですね、この中村学園にどういうことを、どげなふうにするという、額に合う、

そういうお願いを依頼されておるのかというのが、あとひとつよく見えてこないわけ

です。 

 ちょっと産建としてのあれが、管轄外ですもんだからですね、ちょっとそこを説明
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願います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 まず、この中村学園の政策支援業務委託料の成果ということについて、ご説明いた

しますけど。 

 まず、この研究の題目としてはですね、黒大豆及び加工職員を核とした筑前町農産

物のブランド化のために必要な調査、研究というのが題目でございます。 

 そして、研究の目的といたしましては、黒大豆及び加工食品を核とした食育普及、

地域振興、地域ブランド創設、これが目的でございます。 

 そして、研究の内容といたしましては、黒大豆を核とした商品開発及びブランド化

への立案設計、黒大豆の最適な流通経路の開拓、３番目に、筑前町における六次産業

の推進に向けた方策及び可能性の検証、４番目に、黒大豆を核とした町おこし及び直

売所等を活用した地域経済への波及効果、５番目に、黒大豆食品等の消費者への普

及・啓発活動、こういったものが内容でございます。 

 そして、昨年度の成果といたしまして、４点ございます。 

 まず１点目は、食と健康とまちづくりの公開講座、これを４回開催しておりまして、

各課それぞれの回に、２０名から２５名の受講者があっております。 

 内容としては、ながら運動で健康づくり、食と生産と消費、日本型食事は健康の宝

箱、食中每を中心とした最近の話題、そういった内容で、講座をしていただいており

ます。 

 大きな２番目として、筑前クロダマルを使った商品の、学生による企画提案、商品

化ということで、昨年はおひさまマドレーヌ、おひさまドーナツといった商品、それ

からクロマメール、そういったものの商品化を提案されておりまする 

 ３番目には、町主催のイベントへの協力ということで、どーんとかがし祭の企画委

員や当日のスタッフとして学生が参加をしていただいております。 

 それから、食のまちづくり推進大会、昨年お弁当のコンクールをしましたが、そう

いった審査員。 

 次に、４番目に、町長と中村学園の甲斐学長の対談や学長からの各種の提案等、そ

ういったことが成果として上がっているところでございます。以上でございます。 

 委 員 長  金子委員 

 金子委員  大切なことだということはよく分かりました。 

 ただですね、産建常任委員会もですね、今後の筑前町の進んでいく方向性として計

画を、今、いろいろと立てて、間もなく委員長があれされると思いますけど、この事

業で、総務課からのこの事業であればですね、他のところから来た事業費というのは、

そこに所属せないかんとか、いろいろ会員でなからないかんというのがありますけ

ど、ここから出てきた場合には、筑前町の町民であれば、だれでもそれが利用、使用

できるというような予算であろうかと思いますが。 

 例えば、そういう中での事業と言いますか、研究事業といったほうがいいかと思い

ますが。 

 そういうことが計画された場合には、ここからの予算で、そういうですね、支援が

できるのかどうかというのを、質問します。分かりにくかったですか。 

 委 員 長  内容は分かりました。 

 金子委員、もう１度、質問の内容をお願いしたいと思います。 

 金子委員  そったく基金、その中で取り組まれておるのは、どっちかと言ったら、農林商工課

関係のごたる感じじゃないですか。 

 しかし、事業費がそっちに、このそったく基金の中から行けば、どこかに所属しと
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かないかんというごたる使い方をせないかんわけですよね。 

 しかし、総務課のここから出てきた場合には、完全に町民であれば誰でも研究使用

をできるというような格好になろうかと思います。 

 そういう場合にですね、そういう施設研修できるような場所をですね、つくるとし

たら、ここの予算から支援が可能なのかということを質問します。 

 政策的な事業とですね、普通の事業課との違いのところを質問しよるわけです。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 私もよく質問内容がですね、よく理解できないままにお筓えするようで、ちょっと

回筓になるかどうか分かりませんけれども。 

 それぞれの個々のそったく基金事業費というのは、町の新たな取り組みというかで

すね、そういうことで、調査、研究をやったり、そういうところのための経費であり

まして、それが進んで、第２段階に行けばですね、それぞれの事業課で、これを政策

的にやっていこうとすればですね、またそこに新たに予算を組んでですね、やってい

くということになるのではないかということに解釈しているところでございます。よ

ろしいでしょうか。 

 委 員 長  今の質問なんですけど、そったく基金事業費というのは、それぞれの目的ごとに目

が設定されています。 

 今のは総務課の政策の関係、福祉の関係については、福祉のほうの事業費の中に入

っておりますので、そういうことではないかなと思っていますけど、再度質問があれ

ばお願いしたいと思います。 

金子委員 

 金子委員  ある程度の緊急とかをされてですね、そして各課の事業に渡されるとですよ。 

 しかし、そこにいった事業費で計画されたものというのは、例えば、１つ例を取る

とですね、じゃあ、それが農林商工課になったとしたら、みなみの里関係者でなけれ

ば、それを使用することができないというような形になって来るわけですね。 

 しかし、ここの総務課からのそれに対する支援であれば、筑前町町民であれば誰で

も使えると、ですね。いうようなところがあるわけですけれども、そういうものに対

しての支援も、政策課からとしてはできるのですかと聞きよるとです。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  住民からのですね、提案とかを政策に反映して、それがどういうふうに事業として

取り組んでいくかということに、そういうそったく基金が使えるかということだと思

いますので、その提案された内容によっていろいろ違うと思いますので、その辺提案

された内容を検討することによってですね、それがそういう予算に反映できるものな

のか、あるいは出来かねるものなのか、その辺を十分判断しながらですね、予算に反

映するときには反映させていただきたいというふうに考えるところでございます。 

 委 員 長  宮原委員 

 宮原委員  主要施策の成果及び将来の課題ということで、４８ページの定数管理の面につい

て、質問します。 

 今後、機構改革等が行われる中でですね、十分やっていかれると思いますけど、本

町の４対１というひとつの大原則に基づいてやられているわけですが、先日、北九州

市の行政調査会というのが、１万人当たりの職員数というのを出しております。 

 非常にゆるい内容でありますけどですね、それがもう今後は、言うなら、政令市関

係の中でも４番目に高い基準に合わせていくというような格好を出しておりました

けれども、それでもかなり本町に比べると、非常にゆるい職員数であるということで

すが、そういった１万人に対する職員数についての考えも、本町としては考えていく
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必要があるんじゃないかと思いますが、そこら辺についてお尋ねをいたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 先日北九州市の人数、定員のことについては、新聞で載っていたと思いますが。 

 確か１万人当たり８０人ぐらいあるのを７０人台に持って来るというようなはお

話であったかと思います。 

 本町に換算してみますと、本町は、今、６０人ぐらいです。１万人に対してですね。 

 ということで、そういう北九州市に比べればですね、かなり尐ない１万人当たりの

職員数でやっているわけですけれども。 

 確かにもっと効率よくですね、春日市とか大野城市あたりに行きますと、これがも

っと尐ない人数でできておるところです。 

 ちなみに全国の類似団体、人口３万人規模でですね、同じような全国比較をしてみ

ますと、うちのこの１万人当たり６０人程度というのはですね、全国的にも尐ないほ

うから数えたほうが早い部類には入っているところでございます。以上でございま

す。 

 委 員 長  宮原委員 

 宮原委員  それでですね、私、ちょっと聞きたかったんですが、市の仕事量と町の仕事量、そ

れは違いがあるのかないのか、そこら辺をどうとらえておられるか、お聞きしたいと

思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 市と町の業務の違いということですけれども、市の場合はですね、福祉事務所を設

置しなくてはいけませんので、その分が町と大きく違うところだと認識しておりま

す。 

 委 員 長  宮原委員 

 宮原委員  もちろん市になればそういった福祉事務所があるとか、それは分かりますけどです

ね。 

 一応、量的にですね、市のほうが非常に多いのか、それとも町に比べたら、そこら

辺の比較をどう捉えておられるかということです。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 基本的にはですね、市であろうと町であろうとですね、政令市は別ですけれども、

一般の市と町で比較して、それは関係ないというふうに捉えておるところでございま

す。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  成果と課題のほうからお尋ね申し上げます。 

 ４８ページの一番下の段でございます。 

 研修を受けた人数が出ておりますけれども、当町、こういった職員の不祥事が続く

中で、正職員に対する数で見ても、これは延べ人数ですよね。尐ないと思います。 

 これは、全職員ですね、嘱託、臨時含めたところでの全職員に対するパーセンテー

ジとか分かりませんでしょうか。お尋ね申し上げます。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 パーセンテージではですね、ここはお示ししておりませんけれども。 

 ここの階層別研修、それから選択研修というのは、役場から離れましてですね、例

えば２泊３日とか１泊２日とか、そういったことで、研修所等に行って行う研修が、
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ここに上げております人数でございます。 

 そして、この階層別研修というのは、初任者研修それから１部研修、２部研修、３

部研修ということで、３年に１回ずつぐらい研修を受けていきます。 

 そして係長研修、そして管理職研修というですね、そういうふうに段階的に行くの

が、この階層別の研修ですので、大体数年おきにやっていくということで、例年、大

体この３０人から４０人程度がですね、研修に行っているということです。 

 選択研修というのは、いろんな課題に対してですね、例えば、クレーム対応だった

ら、そのクレーム対応に、そこに新しく異動した、そういったところが多い部署に異

動した人とかですね、そういった方が研修にいったりするようなですね、あるいはパ

ソコンの研修であるとかですね、いろんな新しい業務に代わることによって、必要な

部分を身に付けるというために行く研修であります。 

 ということで、割合的には６０人ぐらいで３分の１、全体の職員から行くと３分の

１程度でございますけれども、平均すると、ですから３年に１回ぐらいは、そういう

外部の研修に行っているという。 

 それプラス、町では独自にですね、人権研修であるとか、それから、接遇の研修で

あるとか、そういうのは全体を集めてですね、それから、今度もあります財政問題の

研修とかですね、そういうのは定期的に行っておるところでございます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  分かりました。 

 研修の種類はいろいろあるということで分かったところでございますが。 

 それぞれの研修に対して何％しておるという方が、住民の皆様には分かりやすい

し、私たちも判断しやすいし、この課題としまして、倫理向上に向けたコンプライア

ンス研修ですね、それをしていくということで、経済的にも職員の就労時間、いろん

な条件で厳しいところがあるかもしれませんけれども、パーセンテージで割合を出し

ておけば、数値目標でですね、何％目標にするという数値目標を持つことも大事だと

思いますが、その辺りについて、いかがでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 それぞれの数値の目標を掲げて、全員参加できるように職員の研修を取り組んでい

くことが重要だと考えております。 

 例年、全体研修といえどもですね、全員が参加することはなかなか難しい、１００％

達成することはなかなか難しいような状況でもございますので、それぞれのですね、

今までの状況にプラスアルファーした目標をもって、そして研修に取り組んでまいり

たいと思います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の５１ページなんですけど、町長へのたよりということで、６４件の提案が寄

せられたということでありますけれども、苦情投書というのは何件あったのか、お尋

ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 どこまでが苦情か、クレームかというのは微妙なところでございまして、その６４

件のうち何件がそれに該当するかというようなところまでは把握はしておりません。 

 ただ、そのたよりによってですね、６４件ありますけれども、中には無記名のもの

もあったりとかあります。 

 それから、改善した事例といてはですね、６４のうち、そのうち４つぐらいが、こ

ちらの参考として検討してですね、改善に至ったというような事例が４つほどでござ
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います。 

 あとは、どちらかというと、クレームというかですね、に近いような部分とか単な

る個人的な要求とかですね、そういうものが多く見られるというところでございま

す。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  私は、６４件の提案が寄せられて、苦情等はまた別にあるのかなというふうに捉え

たんですが。 

 じゃあ、６４件の中に苦情も含まれるような内容のものがあったという、そういう

認識でいいということなんですね。 

 はい、分かりました。 

 そして、苦情投書が増加しているから、今後考えていかないといけないというよう

に、最初の質問のときに課長は言われたと思うんですけれども。 

 これは、やはり行政からの一方的な発信だけじゃなくて、ツーウェイで住民と行政

が意見交換なり、この町長へのたよりを通してやりましょうということの内容、そう

いう意義があるんじゃないかなと思うんです。 

 だから、やはりたとえ苦情であってもですね、そこにはやっぱり苦情を聞くという

か、知らせてもらうことによって、そこから建設的な改善がさらに進むということは、

これは大いにあり得ることだろうと思います。 

 だから、ただこれが苦情的当初だからというような、何か意識的にそれを除外とい

うか、排除するような考え方であってはならないんじゃないかなと思いますので、今

後ですね。 

 そして、住民の方はどこに持って行ったらいいか分からないという部分もあると思

います。 

 当然、私たち議員にいろんな声を寄せてくださいますので、議会の一般質問等を通

じながらとか、直接議員として行政に、各課にお届けするということも当然できます

が、そうじゃなくて、本当にもう自分の中に抑えて、どこに持って行ったらいいかと

いうようなことの住民もおられますので、この町長へのたよりというのは、そういっ

た意味では、本当に行政と住民の架け橋になる部分は大きいと思います。 

 そういったことで、今後これを十分に活かしていただきたいなと思いますけれど

も、その点の見解をお尋ねいたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  先ほど申し上げましたように、確かに苦情的な便りは届いているわけですけれど

も。 

 １つ１つですね、当然、お名前書いて、あるいは住所も書いてですね、便りをよこ

してある方については、きちんとこちらも十分検討してですね、そして適切に、丁寧

に回筓をして、行政の運営に活かしているところでございます。 

 また、単なる苦情につきましてもですね、それは、苦情は苦情として受け取って、

きちんとそれも、こういう苦情があるんだよと。これがどこに原因があるんだよとい

うようなことで、きちんと分析しながら取り組んでいるところではございますので、

今後も、尐しでも建設的なご意見をたくさん頂けるような工夫をしながら、この町長

へのたよりを取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 １つ、町長へのたよりでございますので、私は全部見るようにしております。全部

私の決裁印を押します。  

 ただ回筓文はですね、私もそこまでは書ききれませんので、各課から返って来たの
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を決裁を押すようにいたしております。 

 非常に参考になります。公園をつくってくれ、あるいはクーラーを付けてくれ、様々

に議会で出ているような問題点を指摘いただいております。 

 併せまして、職員の対応、窓口の対応等々についても、私はありがたいと思ってお

ります。なかなか執行部側から見えないものを見ていただいていると。そういった視

点で私は見ております。 

 ただ、非常に多いのがですね、道路事情が悪いからカーブミラーを付けてくれとか、

そんなのも非常に多いんですね。 

 ただ、それもやっぱり住民の視線から見れば、ここに必要なんだなということがあ

りますので、こういった方々にはどういった対応をすべきなのかということも、内部

の検討資料としております。 

 よく出てきますのが、信号機をつくってくれです。なかなか簡単にできるものでは

ないことも伝えながらですね、そういったことはご理解いただきたいと。 

 そういったことは情報が、我々が不足だったからこそ言われておる面もあろうかと

思っておりますので、本当のクレームこそまちづくりの宝物だと思っておりますの

で、そういった意味で見ております。 

 ただ、個人中傷的なものについてはですね、それはやはりきちっと否定をしていき

たいと、そのように否定をしていきたいと、そのように考えております。以上でござ

います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  回筓なんですが、行政側として、回筓を示せるものというのはですね、きちっとや

っぱり、お１人だけの要望とかじゃなくて、その周囲には１人が１０人、１００人と

同じ意見をもってらっしゃる方も、当然いらっしゃるんじゃないかなと思います。 

 そういったことで、回筓をできるものはですね、何らかの情報として町民に知らせ

ていただきたいというふうに要望いたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  今、議員ご指摘のようにですね、今後そういった参考になって、こういう便りがあ

って、その結果、こういうふうになりましたというようなことでですね、ぜひ広報等

でもですね、あるいはホームページ等でも知らせていきたいというふうに考えます。

ありがとうございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  ４８ページの成果と課題ですけれども、上から２行目の他のやつですけれども、他

の団体との比較というのを、他の団体はどのあたりなのかと、ダイレクトに来年度に

ついては、どうお考えでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お筓えいたします。 

 他の団体というのは、例えば先ほど申し上げましたような類似団体という、いわゆ

る類似団体ですね。それから、同じように人口規模が３万人前後のですね、そういっ

た他の公共団体というふうに考えております。 

 それから、付け加えて申し上げますけれども、大体県内の同じような３万人程度の

人口のところは、糟屋郡のほうが多いんですけれども、ほとんど合併してないところ

の町村ですので、そういったところを参考にしながら考えているところでございま

す。 

 それから、来年度は組織機構を変えなくては、退職者も多いのでですね、そういっ

たことで、それに向けていろんな他団体を調査してですね、今、研究をしているとこ

ろでございます。 
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 委 員 長  田中委員 

 田中委員  現在は２０課と言いますか、２０課あると思いますけれども、大体どれくらいに抑

えるのか、変える予定なのか、分かれば。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  今、まだいろいろ調査研究中でございますので、はっきりした数は、ここではちょ

っとまだ申し控えさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  ただ今、町長への要望ということで、例えば個人から、もちろん個人からの要望だ

ろうと思いますが。 

それぞれ地元には区長さんがいらっしゃるわけです。区長さんを飛び越えて、やは

りいろんな要望が可能だということになると、やはり区長さんの立場もあろうしです

ね、その辺の、もし本人に回筓される場合には、やはり一言区長さんを通してとかい

うことをですね、やはり申し添えるということも大事なことではないかなというふう

に思います。その点よろしくお願いしておきます。以上です。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  今、福本委員のほうから言われましたように、町長へのたよりの返事を出す場合に

はですね、今おっしゃられたようなことも十分配慮しながらですね、これは、本来地

域で区長さんにまとめてもらって出してもらうんですよ、そういうふうなシステムを

うちは取っていますというようなことでですね、そういうことも付け加えて回筓をし

ておるところでございます。今後もそのようにさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 １１時２０分から再開いたします。 

（１１：０８） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：２０） 

 委 員 長  先ほど休憩前に、１つ忘れておりましたので、加えたいと思います。 

 総務課は休憩前で終わります。 

 それでは、出納室の説明を求めます。 

出納室長 

 出納室長  出納室の説明をいたします。 

 最初に決算書のほうから説明をいたしますので、決算書の５１、５２ページをお願

いいたします。 

 ２款１頄６目会計管理費でございます。 

 予算現額２，０１８千円に対しまして、支出済額１，９６３千円で、不用額は５４

千円でございます。 

 ９節旅費、１１節需用費につきましては、出納室事務に必要な経常的な経費で、ほ

ぼ前年並みの支出でございます。 

 １１節役務費の通信運搬費につきましては、毎月５日、１５日、２５日の３回、口

座振替により支払いを行っております。支払い件数の多い業者につきましては、その

振り込み内容が分かるように明細書を送付しております。 

 それから、１月末におきましては、源泉徴収票を個人あるいは関係市町村に送付し

ております。その郵便代が主なものでございます。 

 同じく公金受払手数料６６６千円につきましては、指定金融機関のＪＡやその他収
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納代理金融機関におきまして、税金や使用料など口座引き落としをしていただいてお

ります。その処理件数に対しまして、手数料として１件につき１０円を支払っている

ものでございます。これは、指定金融機関との協定の中で取り決めを行っているもの

でございます。 

 最後、１９節負担金補助及び交付金につきましては、指定金融機関の契約に基づき

まして、ＪＡ筑前あさくら農協夜須支店に人件費負担金ということで、１，０５０千

円支出をしております。 

 以上、決算書の説明を終わりまして、引き続き決算に係る主要施策の成果について、

説明をいたします。 

 資料の５２ページでございます。 

 出納室の業務につきましては、収納、支出、基金の運用が主な業務となっておりま

す。 

 収納につきましては、ＯＣＲによる消し込み作業によりまして、税金、使用料など

公金の収納事務を迅速に処理しております。 

 指定金融等との連携を図りながら、今後とも正確な事務処理に努めていきたいと思

っております。 

 支出におきましては、毎月３回の定例振替、あるいは人件費等の支払いを正確に、

遅れることがないように行っております。 

 各課との連携により、公金の適切な支出に努めていきたいと思っております。 

 次に、基金の運用ですが、金融情勢はまだまだ厳しい状況にありますけれども、昨

年度は大胆な金融緩和政策により、景気回復が見られ、外国債につきましては、利息

収入の増大と、さらには償還のコールがかかりまして、１０億円が早期償還されたと

ころでございます。今後とも基金の運用につきましては、専門業者からの確実な情報

提供により、効率的な運用に努めていきたいと思っております。 

 その他の業務につきましては、上水道事業の出納事務、源泉所得税の納付などの事

務を行っております。 

 契約保証金の管理につきましては、関係課と連携を取りながら、適切な管理に努め

ております。 

 年度中の移動件数、金額につきましては、成果のところに書いておりますけれども、

２４年度末現在におきまして１４件、１０，８５０千円の契約保証金を保管管理をい

たしております。 

 最後に、任意団体等の預金通帳につきましては、不祥事を二度と起こさないため管

理体制の強化を図っているところでございます。 

 ２４年度末で４６冊の通帳を一括管理しております。印鑑につきましては、各課長

がカギのかかる場所に保管しており、通帳と印鑑は常に別々に管理を行っておりま

す。 

 また、各課長責任のもとに、四半期ごとに通帳、出納簿等の監査を行い、再発防止

に努めているところでございます。 

 以上で、出納室の決算及び主要施策の成果についての説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

一木委員 

 一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 ５２ページの出納係、収納の成果の部分でございます。一番上のほうの段でござい

ます。 

 一般会計の繰り入れ総額と特別会計６会計を合わせた額ということで、１６，５８

９，４１１，３２６円ということでございますけれども。口座振替による収納件数が

１６３，２１９件と示されております。 
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口座振替以外の収納件数は、何件なのか、口座振替は今示されていますけれども、

その他が何件あるのか、その金額はそれぞれいくらなのかについて、説明を求めたい

と思います。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お筓えいたします。 

 口座振替以外の件数ということですけれども、ただ今、手持ち資料を持っておりま

せんので、後でご報告させていただきたいと思います。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  資料のほうの基金運用でお聞きいたします。 

 今回、フィンランド債５億円が早期償還ということで、１，５００万近い金利が発

生したということでございます。 

 この問題がですね、みんなが持ち出したのが、合併後の基金運用、３０年の投資と

いうことで、たいへん不安がございました。さらには円高による利息が出ないような

状態、これもたいへん心配でございました。 

 そういう中で早期償還にはなっておりますが、近年の円安とかいろんな意味からし

て、こんなにいい金利はないわけでございます。 

 この重要施策の方向性として、今後は国債への移行と書いてありますが、国債等と

か普通の定期預金でいきますと、０．０何％、たいへん微々たるものでございます。 

 できれば専門家のご相談をいただきながらですね、長期じゃなくて、ある程度の短

期で、このようなデンマーク債とかフィンランド債、こういうものがあれば、ぜひ検

討して、利息を得るような方法を考えていくべきじゃないかなと思うんですが、今後

の方向性としてのお考えをお聞かせください。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お筓えいたします。 

 昨年１２月の政権交代がありまして、このような状況になってきたわけでございま

すけれども。 

 そういうことで、昨年まで２１億の外国債があったわけですけれども。先ほども全

協で説明いたしましたけど、９月の段階でまた５億円償還になりましたので、１６億

円が償還になったところでございます。 

 償還になりました後の運用ですけれども、現在におきましては、国債等の運用を行

っておるところでございます。 

 定期預金の金利につきましては、先ほど議員も申されたように、１年定期で０．０

２５です。１億円で２５千円程度の利息であります。 

 国債になりますと、２０年国債で、現在が１．６から１．７％、１億円で１，７０

０千円程度になります。 

 そういうことで、定期預金と比べますと、今、一番良いのは、この国債ではなかろ

うかということで、償還になったものは国債による運用を行っておるところでござい

ます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  再度お聞きします。 

 確かに安定というのはですね、安全・安心というのは国債等が一番だと思いますが。 

 やはり資産運用というのは、若干多い利息が生まれる方法を考える。こういうこと

も大事だと思います。 

 リスクがあっちゃいけませんけど、若干のリスク、低いリスクで大きな利益、利息

が生まれる。こういうことも、専門家に情報の収集と書いてあります。ぜひ、そうい

うのがあればですね、大いにそういうのに運用していただきたいと思います。 
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 全く考えがないわけじゃないと思いますけど、もう１回、あれば、されますか。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  現在の考えでは、国債だけということで考えておりますけど。 

 先ほどから議員も申されますように、証券会社等からの情報を得ながら、良いもの

があれば検討をしていく価値があるのではないかというふうには思っております。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  資料のほうでお願いいたします。 

 まず、基金運用ですけれども。 

 今回の外国債についても、いろんな経済の流れということで、大きなダメージを受

けることなく早期償還ができるのはたいへんいいことだと思いますけれども、こうい

った運用についてはですね、やはり専門的な知識なり、また、そのタイミング、長期

的な展望ということで、かなりの専門的な知識が要ると思いますけれども、出納室担

当として、特にそういった部分で研修があっているのか。 

 そして、課題のほうで、専門業者からの情報の収集ということがありますけれども、

これは、各自治体でやっぱりいろんなところから情報を集めていると思うんですけれ

ども、全体的に同一の情報が流れてくるんではないかと思いますけれども、それに対

しての対応は何かされているのか。 

 もう１点、任意団体等の預金通帳の保管についてですけれども。 

 これは、職員の不祥事があってからということで、こういうふうになっていますけ

れども、実際任意団体への会計事務の移動ということをですね、現実的な部分で考え

てあるのか。 

 マニュアルを作ってちゃんと対応するというふうにですね、以前の回筓であったと

思うんですけれども。やはりこれは早期に行うべきではないかと思いますけれども、

来年度ぐらいには実施されるような計画にあるのか、質問いたします。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お筓えいたします。 

 専門業者からの情報提供についてですけれども。 

 今現在、証券会社、３社と契約を行っております。常日頃金融情勢の変動、金利等

の変動、そういう情報につきましては、常にファックス等で毎日入って来ておるよう

な状況でございます。 

 そういうのを参考にしながら、国債につきましては、今、売却すればこれだけの利

益が出ますよとか、そういった情報が出てきますので、それを参考にしながら買換え

等を行っておるような状況でございます。 

 そういうことで、出納室におきましては、私をはじめ担当の係長、担当者、そうい

うふうな情報をお互いに共有しながら、運用を行っておるところでございます。 

 それから、任意団体の通帳の管理ですけれども。 

 今、議員が申されますように、任意団体等への会計の移行ということで、各課にお

いて、そういうふうに移行するように取り組んでいただくようにしておるところでご

ざいますけれども。 

 昨年１１月から通帳を預かっておりますけど、預かっている通帳の件数について

は、現在のところ変わっていないような状況でありますので、今後ともまださらに、

そういうふうに移行するように、担当課長から推進をしていきたいと思っておりま

す。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  それは、任意団体のほうから、行政のほうで預かっとってくれという意向を受けて

なんでしょうか。 
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 やはり行政としてですね、そういった問題があったうえで、やはりやりたいという

部分があって、こういうふうな課題を上げてあると思うんですよ。 

 その点はどういうふうに考えてあるんでしょうか。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  任意団体から、どういうふうに状況で事務局のほうに預けられたか、それぞれの団

体で違ってくるのではないかと思っております。 

 その辺の状況について、出納室のほうでは把握しておりませんので、ちょっと詳し

い回筓はできないところでございます。 

 委 員 長  宮原委員 

 宮原委員  ちょっと今、任意団体の件ですが。 

 出納課にしてみれば、余分な仕事が入ったような感じでございますけれども。 

 こういった不祥事を起こしてですね、ここには将来的に会計事務の移管というふう

になっておりますが、やはり当面は、今の状態できちっと管理していくというような

状況でやってもらいたいと思います。 

 まだまだ住民の不信もきちっと消えたわけじゃございませんので、そういうふうに

私自身は考えておりますけれども、そこら辺は町長としてもきちっと。 

 私も今、そういった緑の資金の副会長という立場でございますので、できればそう

いう管理は、今、出納課の中でやってもらいたいというふうに思っておりますが、ど

うでしょう。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 通帳の預かり件数につきましては、整理した上での件数でございまして、それ以前

にはかなりの通帳を預かっておったわけでございます。それぞれのポジションでです

ね。 

 そういうことで、極力町としてはも尐なくしたいという思いは持っております。で

きるだけそれぞれの団体等に保管していただきたいんですけれども。 

 どうしても事務局を役場がするということになりますとですね、預かっていただき

たいと、そのことが事務がスムーズにいくというケースは、実際問題として多いわけ

でございます。 

 そのことも十分注意しながら、ぜひ、その組織の監査も行き届くような形で管理し

ていきたいと思っております。 

 各委員会の方、団体の方には、この旨は十分伝えていきながら、管理をしていきた

いと思います。以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の５２ページなんですが、契約保証金の管理の課題のところにですね、入金、

出金時のチェック体制の充実という課題がございますけれども。 

 出納室というのは、いわゆる金庫番の役割を果たしているわけですけど、これは、

何かやはり不安な部分と言いますか、これまで何かそういうふうなことが、起こった

ものなのかどうなのかお尋ねいたします 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お筓えいたします。 

 別に不安なことがあったということではないんですけど。 

 これからもこういうふうな入金、出金につきましては、口座振替等をしながら、確

実に、正確にやっていきたいということで、入金、出金時のチェック体制の充実とい

うことで書いておるところでございます。 

 別に問題があったわけではございません。 
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 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、出納室を終わります。 

 続きまして、企画課の説明を求めます。 

企画課長 

 企画課長  早速でございますが、企画課の決算につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず、決算書をお願いいたします。 

 ５７ページでございます。 

 ２款１頄２１目企画費、支出済額は１０６，６５５千円です。 

不用額が９，４３３千円と大きくなっておりますけれども、山家道下りバス停の駐

輪場整備にかかるものでございます。 

 次の５９ページ、１７節の不用額でございます。 

 １７節の不用額３，０８２千円は、年度末になっての用地交渉が確定したことによ

るもの、また、１５節の不用額５，１７１千円は、この駐輪場整備が２５年度となっ

たことによるものでございます。 

 支出の主なものとしましては、１５節工事請負費６，１９２千円。 

 篠隈下りバス停待合所や朝日西上りの駐輪場など、また、甘鉄の高田駅の駐輪場の

設置工事費でございます。 

 １７節公有財産購入費３，５９１千円は、山家道下りバス停の駐輪場用地でござい

ます。 

 １９節、広域圏事務組合一般管理負担金１０，９８４千円、この負担金の主な使途

は、広域圏へ派遣されております職員の人件費など、一般事務費でございます。 

 また、２４年度に初めて開催いたしました平和のメッセージコンテストに関する支

出でございます。合計で４，７５１千円を支出しております。 

 主な内訳としましては、５７ページに戻りまして、８節の報償費のうち審査員や講

師の謝礼、また賞金であります商品券などで９９８千円、１１節のうち参加賞の図書

カードやポスター、作品集の印刷などで１，５４０千円、１２節のうち広告宣伝、ま

た郵送料などで１，６４７千円などが内訳でございます。 

 続きまして、５９ページをお願いいたします。 

 ２２目平和記念館費でございます。支出済額は５８，７５１千円となっています。 

 ８節報償費１，９３１千円、主なものは、朗読公演を５５２回行いました際の謝金

でございます。 

 １１節の消耗品費４，１７７千円は、主に売店グッズや庁用または事務用の消耗品

購入費でございます。 

 ６１ページでございます。 

 １２節の手数料１，１５４千円は、旅行社を通して入館された場合に支払います取

扱い手数料などでございます。 

 １４節の備考欄、一番下の入場料２７４千円は、甘鉄大刀洗駅構内にありますレト

ロステーションと共通入場券を発行しております。この応分の負担分でございます。 

 次に、全体的な記念館の収支でございますけれども、支出済額５８，７５１千円に

対しまして、収入は、入館料、売店グッズ売り上げ等で４８，００１千円、差し引き

１０，７５０千円の収入不足となっておるところでございます。 

 次に、６３ページをお願いいたします。 

 ２５目コミュニティ推進費、支出済額は６，２２５千円となっています。 

 主な支出は、６５ページの１９節コミュニティ活動推進助成金４，９１９千円、こ

ちらは南部地区コミュニティ運営協議会への助成金でございます。 

 内訳としましては、筑前尐年大使館の運営等の助成金が４，５７２千円でほとんど

でございます。 
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 その他、４つの部会がございますけれども、４部会の活動費補助金で２００千円、

５つの区、５区合同行事補助金で１４７千円という内訳になっております。 

 次に、２７目男女共同参画推進費でございます。支出済額は１１，８５７千円でご

ざいます。 

 主な支出は、８節報償費のうち、講座講師謝金９５０千円。男女共同参画センター

主催の１９講座の謝金でございます。 

 １３節委託料のうち相談業務委託料４４４千円は、女性相談窓口を朝倉市などと共

同で開設しました経費でございます。 

 次に、１ページ飛びまして、６９ページをお願いいたします。 

 ３２目公共交通活性化対策事業費、支出済額は１３，５７６千円となっています。 

 主な支出は７１ページでございまして、１３節のうち福祉バス運転委託料９，０３

６千円、従来どおりシルバー人材センターへの委託分でございます。 

 デマンドタクシー運行委託料８１千円は、福祉バスでカバーできません櫛木、坂根

地区、こちらの送迎に要するものでございまして、最寄りの福祉バス停まで送迎する

ものでございます。 

 次に、尐し飛びまして、７７ページをお願いいたします。 

 一番下の５頄統計調査費、１目の統計調査総務費から８１ページの１２目経済セン

サス活動調査費まででございます。 

 ７７ページに戻りまして、この頄全体の支出済額は７０８千円となっております。 

 主な支出は、７９ページの７目就業構造基本調査比２５９千円でありまして、５年

ごとに実施されています調査に要した経費でございます。 

 次に、４０ページほど飛びまして、１２１ページをお願いいたします。 

 １２１ページ、６款１頄３目観光振興費でございます。支出済額は１，５８０千円

となっています。 

 主な支出は、１２３ページ、１３節委託料の目配山山頂管理委託料２００千円。従

前は社会教育費で計上していたものでございます。 

 筑前町バスツアー業務委託料１００千円。今年度初めて年２回実施をしておりま 

す。平和記念館やみなみの里などをご案内したものでございます。 

 １７節公有財産購入費、登山道マップ版権購入費２２０千円は、データ化したマッ

プの版権を製作業者から取得したものでございます。 

 以上で、決算の説明を終わります。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料によりまして、成果などの説明をさせていた

だきます。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 ５３ページ、まずは総合計画策定業務であります。 

 ２４年度から２８年度の５年間の後期基本計画を策定しております。その実施計画

に基づきまして、進行管理を行ったところでございます。 

 次に、町内まつり事業事務でございます。 

 大藤祭、夜須高原音楽祭、及び大国様物産展の実行委員会に助成をしております。  

 また、どーんとかがしまつり実行委員会にも助成をしておりまして、事務局としま

して８回目の開催でございました。 

 観光客の誘致や地域活性化のためにも後方的支援を今後も充実させる必要があり

ます。 

 一番下の行、ふるさと応援寄附金推進事務でございます。 

 前年より大きく伸びまして、３６人の方から４７５千円の寄附をいただいておりま

す。 

 次に、５４ページでございます。 
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 ２行目、朝倉地域広域連携プロジェクト推進会議参画事務でございます。平成２３

年度から３カ年事業の２年目の取り組みです。 

 ガイドブック朝倉歴史探訪ガイドの作成、活用やモニターツアーを開催しまして、

町内では砥上神社、栗田八幡宮、大己貴神社をはじめとしまして、みなみの里、記念

館などを紹介しております。 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合参画事務で、事務事業費及び市町村会館運営費を

負担したところです。 

 広域圏につきましては、平成２４年度から消防、救急に特化した組織に再編するこ

とということで確認されておりましたが、広域圏で事務を行った方が効率的な事務事

業がないか、検討をという考え方ら、引き続き記載の事業が共同事務として行われて

おるところでございます。今後も行政改革の観点で検討を進めてまいります。 

 次に、５５ページです。 

 観光情報発信事務では、大藤祭の看板を更新したり、登山道マップをリニューアル

し、１万部増刷いたしました。 

 広域的な観光の連携によりまして、多くの人が本町を訪れ、回遊し、結果的として

経済活動に結び付くような取り組みが必要でございます。 

 一番下の行、公共交通活性化対策事業では、福祉バスの試行を第２ステップといた

しまして、運行ボリュームを拡充するとともに、また、公共交通活性化ビジョンを作

成いたしました。 

 利用者は１．６倍と増えましたけれども、経費が２．８倍となったところでござい

ます。 

 運行経費それからサービス水準、この２つの整合性をどう図っていくかが課題でご

ざいます。 

 次に、５６ページです。 

 公共交通利用促進整備事業は、路線バスなど公共交通利用の利便性を向上させるた

めに、具体的にそちらに記載しています駐輪場などを整備したところです。 

 ブロードバンド加入促進事業は、県の１００％補助を活用しまして、委託業者であ

るメックがスタッフ２名を雇用しました。そして、加入促進を強化したところです。

今後も支援しまして、加入増加に努めてまいります。 

 平和推進事業では、第１回平和のメッセージコンテストを開催しました。今後も平

和の大切さと命の尊さを多くの人に伝えるとともに、大刀洗平和記念館をアピールし

てまいります。 

 次に、５７ページです。 

 大刀洗平和記念館管理運営業務並びに、次の企画展等イベント開催事業ですが、常

設展示に合わせまして、朗読公演や企画展などを開催し、平和情報の発信を行ったと

ころです。 

 入館者は９万６千人弱と、残念ながら目標を下回りました。今後さらに魅力的な企

画を主体的に展開していくこと、また、児童・生徒等の恒常的な入館を図るために、

営業活動をさらに強化することなどが大きな課題でございます。 

 一番下の行、ＮＰＯ・ボランティア支援業務でございます。 

 ２５年３月にボランティア活動推進基本計画を策定しました。今後は、この具現化

を図ることが課題です。 

 次に、５８ページです。 

 ２行目、コミュニティ推進業務であります。 

 まず、南部コミュニティ運営協議会の活動につきまして、筑前町のモデルとなるよ

うに支援を行ったところです。 

 本町のコミュニティ推進は、行政区中心が根付いておりまして、校区を中心とした
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活動の具体的な課題、緊急性や必要性がなかなか見えにくいという状況がございま

す。 

 当面は拙速な組織化を避けまして、地域課題のテーマにより、複数以上の行政区が

集まって活動する手法などの調査研究に取り組んでいく考えです。 

 次に、男女共同参画推進業務であります。 

 男女共同参画の推進を第２次プランに基づいて取り組みました。一定の成果を上げ

ることができたと思っております。 

 しかしながら、地域での女性参画が進んでいない実態から、女性の意識改革や女性

が参画しやすい環境づくりを継続して取り組む必要がございます。 

 次に、５９ページです。 

 男女共同参画センター運営管理業務でございます。 

 主催講座などを開催しまして、就業などに関する支援を行ったところです。２４年

度から施設名を男女共同参画センターへ変更したこと、これを基に当センターを男女

共同参画推進の拠点と位置付けまして、男女が共に利用しやすい環境を整備すること

が課題でございます。 

 最後に、統計調査の部門の主なものでございますけれども、工業統計調査事務、そ

れから就業構造基本調査事務を行いました。 

 また、次のページの住宅・土地統計調査業務では、単位区設定を行いまして、２５

年度が本調査となっております。調査対象者の理解が得られないなど、調査環境が悪

化しておりまして、ＰＲ等その対策が課題でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

山本委員 

 山本委員  決算審査特別委員会資料の５３ページでございます。 

 どーんとかがしまつりの実行委員会に対しての補助金ですか、これは、８，５４５

千円ということで、２３年度はいくらあったのか、また、もちろん予算削減で減額に

はなっていると思いますが。 

 この中に実行委員会、もう１つ企画委員会というのがあると思いますが、企画委員

会に対しての補助金ですか、助成金と言いますか、そういうのはこの中に含まれてい

るのかというのと、物産展に対しての決算９０万になっておりますが、２３年度はい

くらだったのかをお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お尋ねのどーんとかがしまつり実行委員会への補助金でございます。 

 本年が８，４５５千円ということで、決算でございます。 

 ２３年度の決算額ということでございますけれども、２３年度の決算額は７，９８

６千円でございます。ですから、増加しておるということでございます。 

 その他の細かい金額につきましては、調べまして、後ほどお筓えいたします。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  両方からですけれども、南部コミュニティ推進について、お伺いいたします。 

 南部コミュニティについては、大体５００万程度の予算が毎年使われているわけで

すけれども。 

 これをですね、町のモデル事業として取り組んでいきたいということで推進されて

いる一方、本町では、個々の行政区単位が活動の主体であって、なかなか他の地域で

は推進する状況にないというふうにありますけれども。 

 具体的にここでどういうふうな、南部地区に関してですね、コミュニティを推進す

ることによって、どういうふうなメリットが出ているのか、最初に質問します。 
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 委 員 長  企画課長 

 企画課長  先ほどお話しましたように、筑前町では、１つ１つの行政区がですね、きちんとし

たコミュニティということで、今、運営がなされておるものでございます。 

 もちろんそれにつきましても重要なところでございますけれども、南部コミュニテ

ィというねらいでございますけれども、やはり１つの行政区でしっかり頑張っても、

なかなか周りとのつながりの中でメリットを見出していくと。そして、そのことで繋

がることによって、課題を自ら解決できる方向性というのが、おのずと自ら見えてく

ると。それに対する取り組みをしていこうというのがねらいでございます。 

 今までは、まだそこの前段のですね、まずは出会いというところからですね、そし

て、次に顔の見える関係ということで、お互いを知り合って、コミュニティというま

とまりをもって行こうということで、今まで数年経過しました。 

 昨年度くらいからがですね、いよいよ地域の課題を見つめようというテーマに切り

替わられましてですね、例えば見守りネットワークということを例に挙げますと、や

はり１つの行政区では、行政区境というのがございます。そこの行政区境のところの

見守りをするべき方がいらっしゃっても、なかなか民家から遠いという場合もござい

ます。 

 しかし、隣の区から行くと、すぐ隣のおじいちゃん、おばあちゃんであるよという

ことでしたら、やっぱりそこはまとまって複数の行政区で、お互いの補完をし合うと

いうのが非常に効率的であるというふうなことでございまして、これは、１つの例で

ございますけれども、もっと次から次にこのような地域課題を自ら見つけていただい

て、自ら解決の方策を話し合っていただくということがねらいでございます。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  町長にお伺いいたします。 

 そういうふうにですね、大きな地域コミュニティとして、モデル事業として推進を

進めていき、また、年間５００万というふうな助成をそこにやっているわけですよね。 

 その他の地域に対しても、やっぱりそれだけのメリットがあるということは、そう

いうものを進めていくべき考え方は、当然出てくるのではないかと思います。 

 だから、今言われたように、一部でコミュニティを推進している部分と、各行政区

だけでやっているところで、その推進体制に対して整合性をどういうふうに考えてい

るのか。お願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 今、南部地区については、あくまでモデルであるということです。 

 と同時に、合併前に、あの地域は学校も遠いということで、学校建設の話も上がっ

たような地域であると。そういった地域については、１つまとまった核が必要ではな

いだろうかという話も、尐し勉強をさせていただきました。 

 そういった意味において、モデル的にはあの地域が適当であろうということで、あ

あいった施設もできたことでございます。 

 ただ、現実的に、やはりコミュニティというのは、小学校単位であることは、１つ

のやはり文化圏をもっております。１つのまとまりをもっております。 

 そういったことで、できるのが一番好ましいけれども、三輪地域がちょっと大きい

んじゃないだろうか。 

 そういったことで、２つに分けた形の将来的なコミュニティの圏域をつくることが

必要ではないだろうかということだと思います。 

 であれば、今、学校でやっております、教育委員会がやっております教育コミュニ

ティですね。これがまさに１つの、一番とっかかりとしては分かりやすくて、そして
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皆さんがかかわりやすくて、ひとつの文化圏をもった取り組みになろうかと思ってお

ります。 

 そういった中で、三輪小地域は広いから、それを２つに分けた形で、筑前町地域を

５地域ぐらいに分けてですね、そういった中で、お互いがやれる分野だけやっていく。 

 例えば教育なんかはやっぱりまとまってやった方が、絶対効果が上がると思うんで

すね。 

 それとか、他に福祉とか、そういった分野はきちっと広域でやったほうが、複数で

やった方が効果が上がるというようなところを、やっぱり作り上げていくべきだろう

と思っております。 

 ですから、私は、今考えておりますのは、学校コミュニティとそして南部地区のコ

ミュニティと、これを５つに分けた形てですね、しっかりそこに、教育をまず１番ス

タートにいたしまして、それぞれの予算配分等をやっていくことによって、地域の連

携が深まっていくんではなかろうかと思っております。 

 そのことが、非常時の災害時においても、非常に極めて重要であるというふうに考

えます。 

 例えば、町で考えてもですね、筑前町も町だけでやったほうが効果的な部分と、例

えばごみ処理とか消防とか火葬場とか、そういったのは複合的に広域連合みたいにや

ったほうが効果的なんですね。 

 そういったところを各行政区がきちっと理解し合って、これは単独でやったほうが

いいよと、でもこれはまとまってやったほうがいいよという仕分けを、今後進めてい

くことが大事だろうと、そのように考えております。 

 とっかかりとしては、私は教育が一番いいんだろうと。それに防災がいいんだろう

と、そのように考えております。 

 本当にこのコミュニティ対策については試行錯誤であります。宗像が非常先進地で

もございますけれども、うちはうちなりのやはりコミュニティのあり方を作り上げて

いくべきだろうと考えます。 

 したがいまして、今のような政策を進めていきたいと、そのように考えます。以上

です。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  最後です。 

 ということは、このまま一部の特定の地域だけに５００万なりの助成金を出してで

すね、そういった施策を進めることに、全町的な整合性があるのかということと、そ

ういうふうに教育なりでもいいんですけれども、やはり他の地域でも当然、それは助

成金を頂けてですね、何らかの事業ができるんであれば、括りはですね、後でもいろ

んな形ができると思うんですけれども、そういうふうに要望があればですね、今後は

進めていくというふうなところを、要望されているところも当然あると思うんですよ

ね。 

 そういうふうに、今後この形で継続、お金を毎年出していってですね、コミュニテ

ィの継続をしていくことが妥当なのかということだけ、考え方だけお願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 南部地区だけですね、特別にこういった予算を恒常化することは適当でないと思っ

ております。 

 やはり公平の原則もございますので、やはり各小学校に同じような事務ができたら

ば、同じように予算を配分すべきだと、そのように考えます。 

 と同時に、これは町全体としてもメリットがあらなくちゃいけません。 
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 例えば、今、いろんな、様々な要望がたくさん出ております。カーフミラー付けな

ならんと。 

 そういった優先権をですね、そういったブロック等で考えていただくとか、それに

ついて、将来的にはですね、そういった予算も分配していく。それが本来のコミュニ

ティのあり方だと思っておりますので、そういった意味においては、まだまだ南部地

区についてはモデル的に、先進的にやっていただきたいと、そのように考えます。以

上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  成果と課題についてでございます。 

 花いっぱい運動について、でございますが。 

 これは、担当課長さんもお花が大好きな課長さんで、よく分かられると思いますが。

私もほんと花が好きてですね、ぜひ応援していかないかんと思っております。 

 しかし、町内において広がってはおりますが、単年度、２年、３年ぐらいで終わっ

りですね、やっぱり地域で核になられる方が役職を終わられると、それと同時に終わ

るとかですね、そういったところも、残念なところも見受けられるところでございま

す。 

 そういった中において、助成したところに対して、追跡してですね、今現在がどう

であるかというのをですね、検証やらされてありますでしょうか。 

 また、それをされてですね、やっぱり今後の課題にするにあたって、やっぱり１度

助成を出して、それが火種になって、それから地域で受け継いでもらっていくという

ことになれば、予算的にもですね、行政としても予算的にもとても助かることだと思

いますが、その辺りはいかがお考えでしょうか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お筓えいたします。 

 夏にはひまわり、秋にはコスモスということで、もう定着しておるところでござい

ます。 

 議員おっしゃいますように、やはり去年までは耕作されていただいておったコスモ

ス、田んぼにいっぱいあったのが、今年はもうしきりきらんという方もいらっしゃい

ます。 

 なかなかそこを何とかひとつということまではしておりません。あくまで毎年、毎

年区長さん方を中心としまして、作付される希望がございましたら、種子を無料で差

し上げますというふうなことでの推進をしております。 

 おかげさまで、毎年１０ｈａ以上のですね、コスモスがたくさん風になびいておる

というふうな風景、どーんとかがしまつりも含めまして、やはり筑前町のひとつのア

ピールポイントになっておるというふうなところでございます。 

 ちょっと追跡調査までというのがですね、これはあくまで協力いただける方という

形でのものですから、じゃあ、どうしてやめたんですかというところまでは踏み込め

ないということでございます。 

 やめられた部分がございましたら、せっかくだから、じゃあ、うちが田んぼに播い

てやろうとか、道端に播こうかとかですね、小学校の通学路とかですね、いろんな形

で、隣の区がこんなことをしよんしゃるけん、うちもできんもんじゃろかという、地

域の中の話し合いの中に期待をしたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  桒野委員 

 桒野委員  ５４ページの甘木・朝倉消防組合の件でお尋ねをいたします。 

 実は、数年前から、東部分署、朝倉出張所の統廃合、西部分署の増員の件の決議が

なされております。 
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 実は数日前、朝倉市の森田市長とお会いをしまして、その件はどうなっているのか

とお尋ねしましたら、筑前町が西部分署の増改築をしたら、すぐ増員をするという確

約を得ております。 

 そこで、町長にお尋ねをいたしますが、増改築の規模と言いますか、計画がありま

すか。 

 それとまた、予算はどういうふうに計上されているか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 西部分署の改築については必要だと考えております。かねてから様々に検討をして

まいりました。 

 しかしながら、東部との整合性もありまして、同時に改築したほうが効率・効果的

だと。職員の配置もやりやすいということで、延び延びになってきた経緯がございま

す。 

 そういったことで、ときほど委員がおっしゃいましたように、西部分署を改築した

らということでございます。 

 必要だと考えておりますので、今、内部検討を行っております。 

 予算、特にですね、平成２６、２７は、非常に本町において事業が集中しておりま

す。 

 その中で、今、実施計画として取りまとめ中でございます。財源の配分等々を十分

検討いたしまして、進めていきたいと、そのように考えております。 

 まだ実施年度までは、財源調整ができておりませんので、後日に報告させていただ

きたいと思います。以上でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  大刀洗平和記念館について、お尋ねいたします。 

 資料の５７ページになると思います。 

 いろいろご努力はなさっておりますけれども、約１千万以上が収入を支出が上回っ

ているという現状でございます。 

 そういった中で、あくまでもこれは利益を生む施設ではないということは重々分か

ってはおりますけれども、いくらかでもですね、やっぱり収益を上げていく努力が必

要だと思います。 

 だから、入館者増の努力なさっておりますが、売店にグッズが置かれております。

まずグッズのことを聞きます。 

 何種類、そして最低単価、最高の単価、どのように設定されているのか、お尋ねい

たします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  細かい数字を持ち合わせませんので、調べまして、後ほどご報告申し上げます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  そしたらともに、１人当たりの平均購入額、そのグッズの。それも併せてお知らせ

いただきたいと思います。 

 実は入館者に対してのご努力をされてて、修学旅行生を多く働きかけをされている

と思いますが。修学旅行に来られる子どもさんというのは、そんなに多くのお金は多

分持って来られないと思います。大学生ぐらいになればね、修学旅行は大学生はない

んですが。 

高校生ぐらいになればある程度金額は大きいかと思いますが、小学生、中学生、そ

ういった中で、子どもさんが来られる。そのときにやはり何らかのお土産が買いたい

なというのが、これは子どもの心情ではないかなと思いますので、そういったことを
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考えたときにですね、安くても子どもの魅力を引くような、これを買ってみようかな

というような、そういうもののグッズの開発、これは、大事じゃないかなと思います。 

 修学旅行に多く来てくださいということを働きかければかけるほどですね、そうい

ったものを、ぜひ研究をしていただきたいと思いますが、見解をお尋ねいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  修学旅行の方、たくさん来ていただくようにですね、営業も一生懸命頑張っておる

ところで、おかげさまで２５年度は尐し伸びているという数字をいただいておりま

す。 

 おっしゃいますように、一番には、やっぱり平和学習、情報発信という、修学とい

う部分がメインでございます。 

 しかしながら、勉強した後に、ちょっと買って帰ろうかなというふうなものも、や

はり分かりますのでですね、今後研究してまいりたいと思っております。 

 それから、先ほどの入館者１人当たりのお土産とかの購入金額ですけれども、１人

当たり５５円から５８円というふうな程度の、安価な金額でございます。以上です。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  成果と課題のほうでございます。 

 ５４ページの甘木・朝倉広域圏事務組合でございますけれども。 

 広域圏の負担金の１千万と広域圏市町村会館の負担金が１，５９４万、その他で東

峰と朝倉市の内訳を教えていただけますか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  たびたび申し訳ございません。 

 これも後ほど調べてお筓えさせていただきます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  それからですね、希声館という広域圏の会館があると思います。 

 先日からも売却とかそういうふうな、朝倉市に委託するとか、そういうふうなお話

がいろいろあっていたと思いますけれども。 

 町として、どのように今後お考えなのか、お願いします。 

 委 員 長  町長 

 町  長  お筓えいたします。 

 あそこの町村会館等々については、筑前町としては不要だと考えております。 

 しかしながら、三者の所有でございますので、三者の合意を得ないことには、その

後の対応ができません。 

 十分朝倉市、東峰村と協議しながら、主張していきたいと、そのように考えており

ます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 ２件持ち越しがありますけど、これで、企画課を終わります。 

企画課長 

 企画課長  すみません。先ほど後ほどとお筓えしていました、山本議員からのご質問でござい

ます。 

 １点目、物産展の補助でございますけれども、２３年度も同額の９００千円の決算

でございます。 

 それから、もう１点のお尋ねでございます。 

 企画委員に対します決算額ということでございますけれども。 

基本的には報酬というふうな形でですね、１回当たり３千円の報酬をお支払してお

ります。 

 会議の場合、それからまた町村フェアでの参加で、ＰＲをしていただいております。
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そういったものを含めまして、合せて１６８千円ということでございます。 

 それからもう１点、梅田委員からご質問いただいていました、１人当たりの金額、

５５円から５８円と申しましたけれども、これは、売上額ではございませんで、収益

額ということでの金額でございます。よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  持ち越し分は後で報告をさせていただきます。 

 これで、企画課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 １時１０分から再開いたします。 

（１２：１７） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：１０） 

 委 員 長  財政課の説明前に、先ほどの梅田委員、田中委員の質問の中の、記念館の件と広域

圏の件で、企画課長から発言の申し出があっておりますので、これを許可します。 

企画課長 

 企画課長  午前中お筓えできなかった部分につきまして、お筓えさせていただきます。 

 まず、梅田委員からのご質問でございます。 

 大刀洗平和記念館の売店グッズ、何種類で金額の幅はというご質問でございまし

た。 

 品目が１１６種類でございます。安い単価でいきますと、例えば、ゼロ戦コースタ

ーであったり、オリジナルのクリアファイルが１２０円からございます。 

 それと高い単価でいきますと、クリスタルアートというガラスの中にゼロ戦の絵が

レーザーで掘られているようなものがございます。こちらが３，５００円ということ

で、大体１千円か２千円程度の図書とかいうのが一般的なものでございます。 

 続きまして、田中委員からご質問いただいておりました、広域圏の中の一般管理費

負担金、それから市町村会館費の負担金、こちらの構成市町村の、どのような分配で

割られているのかというご質問でございます。 

 まず、一般管理費でございますけれども、平等割が５％、それに人口割が９５％で

ございます。 

 次に、希声館と呼ばれておりました市町村会館費の負担金でございます。 

 所在地割ということで、朝倉市が６０％を負担するということ。残りの４０％を東

峰村と筑前町で人口割で負担金を割っております。以上でございます。 

 委 員 長  それでは、財政課の説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  財政課の決算の説明を申し上げます。 

 最初に、決算書のほうから説明を申し上げますので、決算書の４７ページ、４８ペ

ージをお願いいたします。 

 ２款１頄１目一般管理費の中に財政課所管の分がございます。この部分について、

説明を申し上げます。 

 １１節の需用費でございます。この中の消耗品でございます。７，９０４千円。 

 これにつきましては、学校等も含めました、町のすべての職場のコピー用紙あるい

はトイレットペーパー、そういった共通の消耗品の購入費でございます。 

 それから、次の４９、５０ページでございます。 

 １４節使用料及び賃借料、この中の複写機使用料、それから、複写機の借上料でご

ざいますが、これにつきましては、印刷室が庁舎２階にございます。そこにあります
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複写機、それから財政課にあります複写機、これらの使用料と借上料でございます。 

 次に、５１、５２ページをお願いをいたします。 

 ３目財政管理費でございます。支出額４９，４６８千円となっております。 

 主なものを説明申し上げます。 

 １１節の需用費でございますけれども、これにつきましては、実務提要あるいは地

方債の手引き、そういった事務に関します消耗品等の購入費でございます。 

 １３節委託料３，１１９千円でございますけれども、これは、公会計制度の財務書

類作成の支援委託料でございます。 

 次に、７目財政管理費でございます。 

 庁舎、コスモスプラザ、これの維持管理費用でございまして、８７，７０９千円を

支出いたしております。平成２３年度に比べますと、４０，８２８千円ほどの減とな

っておりますけれども、主なこの要因につきましては、１１節需用費の本庁とコスモ

スプラザの空調の修繕費、それから１５節で工事請負、庁舎への太陽光工事が２３年

はございましたけれども、これが減となったためでございます。 

 １３節、庁舎、コスモスプラザ管理委託料の主な内容につきましては、清掃、常駐

警備、機械警備、設備の管理、電話交換機の保守委託料などでございます。 

 それから、町有地の測量委託料につきましては、旧町営住宅の寿団地跡地の測量委

託分でございます。 

 １８節備品購入費につきましては、三輪中学校のＡＥＤを故障により新調したもの

でございます。 

 次に、ページは５３、５４ページになります。 

８目財政調整基金費でございますけれども、この元金積立につきましては、県の市

町村災害共済組合解散に伴います返還金でございます。 

 ９目の現債基金の元金積立は、ミニ公募債償還のために積み立てたものでございま

す。 

 １１節の地域振興費、これの元金積立につきましては、自動販売機売上の積立、そ

れから利子増に伴いまして、予備費から９千円充用をしております。 

 １２目公共施設等整備基金の元金積立につきましては、筑前町の土地開発公社が解

散をいたしました。これの返還金。それから町有地等の売却、貸付収入を積み立てた

ものでございます。 

 ５５、５６ページをお願いいたします。 

 １３目農業振興基金の元金積立は、両筑２期工事分の後期分の支払いがあります。

そういったために積み立てをしておるものでございます。 

 １４目の退職手当準備基金につきましては、予備費から充当いたしましたけれど

も、これは、利子の増に伴いまして、予備費から不足分を充当したものでございます。 

 それから、１５目筑前町多目的運動広場整備基金でございます。これの元金につき

ましては、国有提供施設等所在市町村助成金の交付金、いわゆる基地交付金を充てた

ものでございます。 

 飛びまして、１７目筑前町ふるさと応援基金費の元金積立につきましては、寄付金

が増加したことによりまして、予備費から３２３千円ほど充当いたしまして積み立て

たものでございます。 

 １８目の平和基金費の元金積立につきましても、同じように寄附金を積み立てたも

のでございます。 

 １９目筑前町そったく基金費まで、備考欄にあと書いておりますので、それ以外の

説明については、省略をさせていただきますけれども、各基金の合計につきましては、

総額、元金で４３１，２１４千円、利子で８６，６８５千円、合計５１７，８９８千

円の積立となりました。 
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 次に飛びまして、６１ページ、６２ページをお願いいたします。 

 行政情報処理費でございます。５１，５７８千円の支出でございます。平成２３年

よりも６９，６８１千円の減となっております。 

 要因につきましては、平成２３年度は１３節委託料の中の情報処理保守委託料、こ

の中のサーバー更新費用が８０，６５９千円ほどございましたが、これがなくなった

ためでございます。 

 まず、内容につきましては、１節報酬でございますけれども、これにつきましては、

電算室の嘱託職員１名の報酬でございます。 

 それから、７節の賃金につきましては、２月、３月、２カ月臨時職員を雇用する必

要が生じたために、その分の費用でございます。 

 それから、１２節役務費１，５７３千円の通信運搬費につきましては、インターネ

ットの回線使用料と総合行政ネットワークの回線使用料でございます。 

 １３節委託料３０，５０６千円の主なものといたしましては、情報処理機器の保守

委託料９，３８５千円。これにつきましては、住民情報や税の行政システム、これの

機器の保守、それからインターネット関係システム機器の保守料でございます。 

 それから、システムサポート委託料９，０４７千円につきましては、行政システム

のＳＥサポートの委託料でございます。 

 ブロードバンド施設保守委託料９，７３４千円につきましては、永続的な回線使用

権、この権利に基づく、契約に基づく施設の保守料でございます。 

 なお、この額が、同額がですね、財産貸付収入として入ってくるようになっており

ます。 

 続いて６３、６４ページをお願いいたします。 

 １４節使用料及び賃借料１３，０５６千円でございますが、各種情報システムソフ

トの使用料及び機器のリース料でございます。 

 １９節につきましては、備考欄に記載をしております負担金でございます。 

 ２２節補償補填及び賠償金４５６千円につきましては、電柱建替えに伴う配線添架

のしなおし等の費用でございます。 

 それから飛びまして、１８５ページ、１８６ページをお願いいたします。 

 １１款公債費でございます。 

 元金償還につきましては、ミニ公募債一括償還として１億円、それから、福岡県市

町村災害共済組合への繰上償還１５５，５５４千円を含めまして、１，６３９，７８

９千円でございます。  

 利子につきましては、一時借入分の利子それから起債の利子、合わせまして３１６，

４２３千円の支出でございます。 

 １８７ページ、１８８ページをお願いいたします。 

 １３款の予備費でございます。 

 全体で６，３１８千円を充用をいたしております。 

 これの充用先については、備考欄に記載をいたしておりますので、それぞれの所管

課が予備費の充用につきましては、内容等を説明するようにしておりますので、私か

らの説明は、財政課分は先ほど説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。 

 １８９ページでございます。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 実質収支額２９１，９７６千円となっております。 

 それから、決算書の最後のほうの２８８ページをお願いいたします。 

 ２８８ページ、２８９ページでございます。 

 財産に関する調書です。 

 土地の増減でございますが、主なものといたしましては、公共用の財産、道路施設



 37 

で、道路改良工事等に伴うセットバック、そういったものによる寄附等が主なもので

ございます。 

 それから、建物でございますけれども、建物につきましては、夜須中学校の給食棟

でございますが、これを誤って滅失をしておりましたので、１，４８９．７㎡復活を

いたしました。 

 それから、公営住宅の大刀洗団地５，１６０．６６㎡でございます。これを建設当

時木造ということでしておりましたけれども、非木造でございますので、今回修正を

するものでございます。 

 それから、その他の公共用財産につきましては、夜須中学校に隣接しておりました

旧給食センター、６４１㎡、非木造と木造と合せてありますが、これを滅失により減

額したものでございます。 

 それから、次に２９０ページ、２９１ページ、出資による権利でございますけれど

も、福岡県市町村災害共済組合解散によって、２４年度末の残高が、ここが０になっ

ております。 

 それから、その下の２ 物品でございますけれども、これにつきましては、自動車

の分が、増減はございませんけど、計が増と減と１台ずつ発生をいたしました。 

 決算書の説明を終わりまして、次に決算審査特別委員会資料を説明申し上げたいと

思います。 

 ６１、６２ページをお願いいたします。 

 ６１ページでございます。 

 財政課につきましては、財政係、管財係、電算係の３係でございます。 

 まず、財政係の説明を申し上げます。 

 財政係につきましては、健全な財政運営を目標に業務を行っております。 

 財源の確保といたしましては、事業を取り組むにあたって、国、県、そういった補

助事業がないかどうか、該当しないかと、そういったことを現課と検討をしながら、

予算編成等を行ってきております。 

 また、普通建設事業につきましては、２４年度はですね、補助事業費は大体全体の

５８．８％という状況でございました。 

 それから、地方債の関係でございますが、２４年度９６９，０００千円借入れをし

ておりますけれども、合併特例債をはじめ財源措置がある借入れを行っております。 

 公債費につきましては、公債費の残高、それから実質公債費、将来負担比率、これ

の改善に２４年度はなってきております。これについては、すでにご承知のとおりで

ございます。今後もこういった傾向になるように願うところでもございます。 

 そのためには、引き続き繰上償還、あるいは交付税措置のある起債の借入れ、併せ

て繰上償還、そういったものに努めていかなければならないと考えております。 

 それと予算の編成については、各課に一般財源の配分をし、予算の編成が前年踏襲

のみならず、積み上げ方式だけではなくて、配分に収まるような努力をしていただく

ということで、職員の、予算それから財源に対する意識というものが変わってきたん

ではなかろうかと思っております。 

 また、歳出削減につきましては、経常費の削減というのは、特に需用費辺りはです

ね、ずっと長年節約あるいは節減を続けてまいりました。今後もですね、引き続いて、

経費の節減に努めていきたいというふうに思っております。 

 続いて、６２ページでございます。管財係でございます。 

 主に入札、契約それから庁舎財産等の管理が主な業務でございます。 

 入札契約関係でございますけれども、公平そして公正な入札の執行、それと地場企

業の育成、そういったものを心がけながら、事務を進めてまいっております。 

 それから、財産の管理の面につきましては、消耗品購入につきましては、四半期ご
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とに入札を行い、一括入札をしております。そういったことで、いくらかでも経費の

節減に努めておるところでございます。 

 また、公用車の関係でございますけれども、財政課で管理しております公用車が３

台ございます。本庁に三菱とトヨタ、支所に三菱がありますけれども、それぞれが本

庁の三菱が平成４年の２月、トヨタが平成７年の２月、支所三菱が平成５年４月とい

うことで２５年から経ちます。走行距離も一番走っておりますのが、２１万１千キロ

から走っております。 

 こういったこともございまして、普通車と違いまして相当なお金もかかるわけでご

ざいますけれども、更新、３台を一度に変えるということもできませんし、更新計画

を立てながら、していかなきゃならないような時期が来ておるのではなかろうかとい

うふうに思っております。 

 また、庁舎管理の関係で、尐し前後しますけれども、施設の管理常駐員を、今、配

置をしまして、日常的な点検それから小工事、小規模な修繕、そういったものについ

てはですね、それぞれの施設の修理等もこの管理が実施をしておるという状況でござ

います。 

 次に、６３ページでございます。 

 電算係でございます。 

 電算は、今、行政にとりましても、非常に必要なものでございます。しかし、反面

費用も非常にかさんでおるというのも事実でございます。今後も定期的な仕切り、あ

るいはソフトウエア、こういったものの更新が必要でございますし、法改正があるた

びにですね、ソフトの更新等もしていかなきゃならないというのが現実でございま

す。 

 そして、システムのトラブル、これが発生をしたおりには、やはりどうしても専門

性の高いＳＥ等の早急な対応を要するということも結構ございます。 

 片やウイルスとか、そういったセキュリティ対策、そういったものを万全を期して

いかなきゃならない。 

そういったことで、経費等も相当かかっておりますけれども、できるだけ経費節減

に努めていきたいと考えておるところでございます。 

以上で、財政課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

一木委員 

 一木委員  資料のほうで質問させていただきます。６１ページになりますけれども。 

 地方債の確保ということで、将来の課題、この中に合併特例債事業についてという

ことで記載されています。 

 合併特例債につきましては、合併後１０年ということで、事業等を筑前町でもです

ね、計画に基づいて進めておりますけれども、２４年で失効するというふうにお話を

受けております。 

 ２７年度以降の事業への活用が不可欠のため、延長を図る必要があるがということ

でございます。 

 先ほど関連した質問がございまして、防災関係の事業等も含めて計画をということ

でございますけれども。 

 今現在、具体的なこの合併特例債の今後の活用される事業というものが、どういっ

た事業を考えられてあるものか、ということをお尋ね申し上げたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 大体２６年度で終わるもので、活用できればということでしておりますのは、継続
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的な事業になると思いますけれども、多目的運動公園、これが特例債を使っておりま

す。それから、道路の整備、これも使ってきております。そういったもので、まだ余

裕があればということがあると。 

 それから、やはり新規なものとしてですね、これは、概要の中でも報告いたしまし

たけれども、防災無線の整備、これがやはり大きなお金を必要とするということにな

るようでございますので、できればこれを特例債にしていきたいと、しなきゃならな

いというふうには思っておりますが、何せ、その中でも申し上げましたように、２６

年まででございますので、やはり延長が必要であると思っております。以上でござい

ます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  この合併特例債に関しましては、この特例債の金額の規模と申しますか、筑前町に

おきましては、１００億を切れるほどの金額であったと思いますけれども、この辺り

についての上限が、確かあったと思いますけれども。 

 この点については、そういった事業が加わることによって変動するものか、それが

可能なのかについて、説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 この総額は、延長したからといって額が変わるものではございません。期間だけが

伸びるということでございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  成果と課題の６２ページの入札契約について、お伺いをいたします。 

 ２４年度の成果を見ますと、事業規模、種類に応じた業者を指名することで、工事

等の履行確保と地場企業の育成につながったということで、成果を書いておられま

す。非常に地場企業の育成ということでいいことですが。 

 この頃ちょっとお話があったわけですが、その方もやっぱり地元の方で指名に入っ

ておられるようですが。まだ、１回もですね、まだ指名されたことがないと。土俵に

上がって負けたのであれば仕方ないんですけど、土俵にも上がられないということ

で、お話があったんですが。 

 これだけ事業所数を見れば１，５００件以上の方がおられるわけですから、当然、

そういう事業者もおられるとは思うんですが、将来の課題の中の入札参加者の資格の

確認ということで、この３要素の関係などで、そういうふうになったのか。 

 事業規模によってですね、もちろん指名されなかったのか、いろいろあると思うん

ですが、そこの内容について、まずお伺いいたします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 入札参加につきましては、基本的にはそういった指名願いを出しておられるという

ことが基本でございまして、その方がどうであったかよく分かりませんけれども、出

しておられれば、基本的にはですね、成果の中に書いております３要素に該当すれば、

当然、それは指名するということにはなりませんけれども。そうでなければ、指名は

通常しております。 

 ただし事業規模に応じてですね、やはりランクというのがございますので、その中

でしておる。ランクでいって指名をするということもございます。 

 規模の小さいものは、ランクの下のほうと言いますか、また金額の大きいものは上

位のランクという形でしておりますので、その方がどういう状況なのか、ちょっと分

りませんけれども、ああいった条件に合致していなければですね、指名をしていると

は思います。以上でございます。 
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 委 員 長  川上委員 

 川上委員  その方は設計の方じゃないかなと思ったんですけどですね、課長にも１回、お伺い

に行ったけどというようなことも、この頃お話を聞いたんですが、お会いされてない

かもしれませんけど。 

 そういう場合、本人から来られた場合、こういうふうな理由で今度の入札には参加

できなかったとか、説明か何かされておるんでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 基本的にはですね、その場その場で問筓は、通常は、指名しなかったとか、したと

か、そういったことは、申し上げることは普通ございません。 

 ご相談にみえることはありますけども、そういった業務が、直接が全部財政課がで

すね、入札する部分については、財政課が回りますけれども、そこまで行かない、金

額によって違いますけれども、そうした場合にはもう現課で対応という形で多いわけ

でございますので、そこでの対応となっておると思います。 

 財政課に来る場合は、ある程度規模の大きいものについてはですね、設計業務の入

札等もありますけれども、それは、ある程度規模が大きいものが結構多いわけでござ

いまして、多分そういった規模の関係もあったのかなとは思っております。以上でご

ざいます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  資料の６２ページ、財産管理のことでお聞きします。 

 普通財産の貸付件数が６件ございます。貸付額が５０４千円ということで、尐しな

がらでも収益になっております。 

 そこで、今度新しくオープンしましたダイレックスとセブンイレブンの間の駐車場

のことでお聞きしますが。 

 公民館支館の手前の駐車場、町が管理しております。日頃ですね、以前はスーパー

の駐車場的な感じがしておりましたけど、もう今、あそは町が管理するんじゃなくて、

売却するか貸付、そして尐しでも税収アップにつなげるときじゃないかなと思います

が、その考えはどんなでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 あそこの駐車場につきましては、車両も止めてございます。しかしながら、駐輪場

として、自転車もあそこで止めて、やはり買い物されるおられる方も止めてある状況

でございます。 

 そういったこともございまして、利用者もあるわけでございまして、有効な活用に

なっておるんではなかろうかということで、あれを今のところ処分するとか、そうい

ったところまでは考えておりません。以上でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  確かにですね、駐車場として利用されている方、駐輪場として利用されている方が

おられます。 

 駐車場の場合はですね、もう月極め駐車場みたいな止め方をされております。そし

て、前スーパーの従業員が止めてあったりしております。今現在、駐車場も福銀の裏

とかいろいろございます。 

 ならばそれをダイレックス等にお譲りをして、そこにまた改めてお客様の駐輪場を

つくっていただくとか、町として負担をしなくてもですね、おのずと企業側がそのよ

うなことをしてくれるんじゃないかなと思います。 

 売却のほうでですね、それか貸付のほうで検討されたらいかがかなと思いますけ
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ど、どうですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおりですね、今のところ売却というふうな考えは持ってお

りません。 

 他にもそういったところがあろうかと思いますけれども、全体的なことも考えなが

らですね、していかなきゃならないかなと思っております。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の５３、５４ページ、１３節委託料です。 

 庁舎及びコスモスプラザ管理委託料から８委託料がありますが、これは、いつ委託

契約を結ばれたのか、お尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 内容によって違いますけれども、警備関係につきましては、平成２０年の４月から

２５年の３月、５カ年契約。それから清掃も同じでございます。 

 １年契約をしておりますものは、樹木の剪定、芝等の草刈り、それから機密文書の

回収、こういったものが１年ということで契約をしておるような状況でございます。

以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  最終決算で、１，７５９千円も不用額が出ているんですが、何が原因だったのでし

ょう。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  町有地の測量委託料というのがございます。 

 これを通常の契約予定でですね、見積りを取っておりました。見積もりが出ており

ました。 

 ところが建設課のほうが、公共用地等の測量については、県の測量士協会、そこと

何か契約をしておりまして、そこに頼めば安く契約ができるという条件がありました

ものですから、そこにお願いをしましたところ、そこで大きな減額になったというこ

とでございます。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  維持管理について、資料から外れますけれども、お尋ねしたいと思います。 

 現在、財政課が維持管理を担ってある部分で、一元的に使用料あるいは借上げとい

う関係で、一元化されておるものがあるものか。行政全般で使用される使用料とか借

上げされておるものもあるかと思いますけれども。 

 例えば複写機とか、いろんな関係がございましょうけれども。これを一元化でする

ということになると、何かメリットかデメリットか、そういった部分が発生するかと

思うんですが、現在、一元的に維持管理されておるものはあるのかどうか、お尋ねし

ます。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

一元化で、管理全部を管理しておるものはございません。 

ただし入札のときに類似したもの、警備は警備、清掃は清掃、そういったものは、

他の施設もあるわけでございます。そういったものはまとめて一括で入札をします。 

 そして、予算上はそれを細分化しましてですね、入札のときに明細を付けていただ

いて、その金額をそれぞれの施設なら施設に配分をしていくというやり方で、そうい

ったやり方はしておりますけれども、管理から何もかんもすべてをですね、全庁分を
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しておるというものは、消耗品購入等はやっておりますけれども、管理部分ではいた

しておりません。以上でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  関連しまして、事務的にやはり費用対効果とか、そういった関係で、各部署が、所

管がそれぞれ使用料なり借上げしたものは、やっぱり計上したほうが、事務的にしや

すいと言いますか、そういう面もあるのでしょうか。どんなですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 基本的には、やはり使用するところですね、そこの部署でそれぞれの管理をするな

りということが、一番望ましいんではなかろうかと思っております。 

 だから、経費的な部分はですね、先ほど言ったように、一括でやったほうがいいと

いう部分はございます。 

 それから、今、公会計を導入してきております。これについては、施設ごとのコス

ト計算をしていかなきゃならない。そこにどういった経費がかかっておるか、どれだ

けのやはり費用を伴っておるかということを出してまいります。 

 そうしたときには、それをしておかないと、まとめて全部財政課でやりますと、個々

の予算が総額が来まして、それぞれの施設はそういった費用はかかっていないのかと

いうことにもなりますので、時代と逆行するんじゃなかろうかと思っておりますの

で、そういった施設ごとにやっぱりかかっておるのは、それぞれ出していくというの

がいいんではなかろうかというふうに思っております。以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  成果と課題ですけれども、６２ページの入札関係でございます。 

 将来の課題についてですね、暴力団排除と税金等のやつと営業所及び支店の把握と

いうことでございますが、現在はこういうことはやってないんですか。将来の課題と

いうことでございますが。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 現在もやっております。 

 毎回入札ごとに、ただ県警の照会についてはですね、毎回ということではありませ

んけれども、税等の照会につきましては毎回やっておる。それから、事業所等のほう

につきましては、抜き打ちでさせていただいておる状況でございます。 

 今後やはりそういったことが必要がないようになるのが一番望ましいんですけれ

ども、これについては、やはり回数を増やすなり、当面はしていかなきゃならないで

あろうというふうには思っております。以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  営業所調査でございますけれども、抜き打ちというのは、大体どれくらいの頻度。

入札がある前なのか、年間を通してやるとか、いろいろあると思いますけれども、そ

の頻度はどうでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 ２４年度は３回抜き打ちで、いつということではなくて、実施をしました。以上で

ございます。 

 委 員 長  宮原委員 

 宮原委員  合併算定替えの特例について、お尋ねします。 

 一応２４年度は５．５億円ということですが、一応８年経ちまして、今まで総額的

にどのくらいできているかというやつとですね、この合併算定替えの特例について
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は、国のほうから一方的にいくらだと言ってくるのか、それとも町からの要望がある

程度効くのかですね、そこら辺についてお尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お筓えいたします。 

 これの合併算定の特例の分のですね、合併からの通算分はちょっと資料を持ちませ

んので、後でご報告したいと思いますが。 

 この額につきましては、一定計算式がございまして、それに基づいて算定をしてい

くということになっております。こちらからの希望とか、そういったことではござい

ません。画一的な計算方式で出していく、求めていくということになります。そうい

った形でございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、財政課を終わります。 

 引き続き、税務課の説明を求めます。 

税務課長 

 税務課長  それでは、税務課関係の決算並びに成果と課題について、説明いたします。 

 決算書の７１、７２ページをお開きください。 

 １目税務総務費、支出済額１０６，１１９千円です。 

 主なもののみ説明いたします。 

 １１節需用費の消耗品は、プリンタートナー、書籍類です。 

 燃料費と修繕費は、公用車にかかるものであります。 

 追録代は、加除式の実務提要５冊分です。 

 １４節使用料及び賃借料は、コピー機の使用料及びリース料であります。 

 １８節備品購入は、プリンターの買い替えによるものです。 

 １９節負担金補助及び交付金の福岡県軽自動車税協議会負担金は、軽自動車の異動

に伴う事務負担金です。１台当たり２０円７７銭になります。 

 地方電子化協議会負担金は、国税連携によるデータサービスを取りまとめるための

協議会負担金です。  

 ２３節償還金及び利子及び割引料は、税の過誤納還付金です。 

 その内訳ですが、住民税２，２７１千円、固定資産税２，７１９千円、法人税３，

１０５千円、軽自動車税４６千円となっております。 

 次に、２目賦課徴収費、支出済額２５，０８８千円です。 

 １節報酬と９節旅費につきましては、一般非常勤職員２名分にかかるものです。 

 １１節需用費の印刷製本費は、各税の納税通知書及び封筒代です。 

 １２節役務費の通信運搬費は、主に納税通知書３万５千通分の郵送料です。 

 １３節委託料の人材派遣委託料は、年明けからの申告の準備等のために委託をして

いるものです。多い月で１２名になります。 

 地図情報システム更新委託料は、登記の異動に伴うシステム更新委託料です。 

 家屋図更新業務委託料は、家屋の新築と異動によるものです。 

 土地地目現況調査業務委託料は、農地の状況類似地区を見直す経費でありまして、

平成２４年度から３カ年計画で行うものであります。 

 標準宅地鑑定路線価更新業務委託料は、土地の下落に伴う時点修正、及び路線の見

直しによるものです。 

画地調査新業務委託料は、土地の分筆、合筆等により、土地の形状の変更による評

価更新にかかる経費であります。 

 ｅＬＴＡＸ ＡＳＰサービス委託料は、年金データの通信回線使用料及び保守料で

す。 
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 家屋評価システム保守業務委託料は、新築家屋等の評価計算に係るシステムの保守

料です。 

 課税支援システム保守業務委託料につきましては、国税データの通信回線使用料及

び保守料です。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 次に、主要施策の成果と課題に移ります。 

 資料の６４ページをお開きください。 

 町民税係、個人町民税です。 

 確定申告及び住民税申告の受付体制ですが、特に、確定申告受付期間、１カ月で約

３，７００件の受付を税務課職員だけで行うのは、到底無理なことでございます。 

 そういったことから、税務経験のある職員に協力をお願いしているものでありま

す。３１名体制で行い、１日に１０名の職員で申告受付を行っております。 

 次に、国税連携によるデータの運用ですが、約８，６００件のデータを受け取り、

それを出力し、課税に反映させています。 

 課税資料データを貰うというメリットはありますが、反面データの確保、出力及び

本町のシステムの改善を必要とするなど、デメリットもあるのが現状であります。 

 次に、農業所得収支計算の指導ですが、以前の標準計算から約２０年を経過してい

ることから、ほとんどの農家に浸透しているようです。 

 説明会においても、２割程度の参加になっているようです。 

 次に、未申告者への対応ですけれども、適正で公平かつ公正な課税をするために、

未申告者に対する通知を行っております。 

 ４１０人の通知に対し１４０人から申告があり、その後通算して６３０人からの申

告があっています。これを通知していない方で、扶養者等の申告によるものと思われ

ます。 

 次に、町民税についてです。 

 納期内の申告ということで、確定の申告期限を迎えた法人につきまして、関係書類

を全事業所に発送しています。 

 それから、中間確定申告の事務処理ですが、今回は３３法人に対し３，１００千円

の還付金、及び１２１千円の還付加算金が生じています。 

 次に、軽自動車税ですが、登録抹消等移動の処理の関係です。県内の軽自動車につ

きましては、協議会から関係書類が来るわけですが、県外において、異動が生じた場

合は、通知が遅れたり来なかったりする場合がありますので、対応に苦慮していると

ころです。 

 次に、たばこ税です。 

 平成２３年度と比較して、本数で２１万本、税額で１，９３０千円減となりました。

これは、健康面への配慮かと思われます。 

 たばこ税は、申告納税というシステムとなっていることから、町にとっては健康面

への危惧はありますが、魅力ある財源の１つといえます。 

 次に、入湯税です。花立山温泉にかかるものであります。 

 税率を１人７０円から５０円に引き下げたことから、一時期落ち込みましたが、現

在は安定した収入となっているところです。 

 ちなみに入館者は、昨年に比べ、日帰り客で７６０人、宿泊者で９５０人の増とな

っており、税額につきましては、微増でありますが、１８０千円の増となっています。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 固定資産税係です。 

 土地の評価ですが、平成２７年度の評価替えに向けて、状況類似地区及び路線の見

直しを行い、また、標準値１７９地点の時点修正を行い、適正な評価に努めたところ
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です。 

 農地の状況類似地区の見直し業務に新たに取り組み、３カ年の計画で実施している

ところです。 

 次に、家屋の評価ですが、法務局からの異動通知、建築確認申請による異動処理、

評価調査を実施しました。 

 また、新築家屋につきましては、木造が１２６棟、非木造が３２棟で、３０棟の増

となりました。 

 次に、償却資産ですが、これにつきましては、１月３１日が申告期限ですので、１

２月に該当する事業所等に関係書類の送付を行い、６５０件の申告となっておりま

す。 

 以上、足早でございましたけれども、税務課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  決算書でお尋ねいたします。 

 ７３、７４ページです。 

 １３節の委託料、細かく説明していただいたんですが、不用額が８６万からありま

すが、これは、どの部分でこういう金額が出たのか、お尋ねします。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  一番多いのが、一番上の人材派遣委託料でございます。 

 これは、４月１日に契約しまして、１年間の契約でございますが、どれぐらい必要

になるかによってなかなか難しいものがあります。 

 ですから、予算額が決定するのが遅いわけですので、不用額を最終補正でするのに

は１２月でありますので、間に合わないことから、確保した分もあります。 

 それともう１つ、職員の産休・育休の関係で、人材派遣会社から派遣してもらうと

いうこともありまして、保留していた分もございます。以上でございます。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  これは、質疑というか、お願いになるかとも思いますけども。 

 個人町民税等々各事業所あたりに郵送される際にですね、会社によっては振り替え

と個人個人で納付するようなやり方があろうかと思います。 

 そこで、よその市町村はですね、各個人個人を１枚ずつやぶって、封筒に入れて出

してあるというふうな状況がございます。 

 筑前町の場合は、印刷かけて、何々会社の何々さんから何々さんまで一覧でいって

いるような状況で、各バラバラにしてないんですよ。 

 それで、各事業所から言われたことがございまして、よそ様はもう一人ひとりが分

かるような状況でやっていると。その手間暇も尐しは考えてねと、言われたことが１

回ございます。  

 今現在どのような状況で郵送されてあるのか、ちょっとお尋ねいたします。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  個人住民税の特別徴収の関係かと思いますけれども。 

 現在は、事業所で１枚、それから個人用でそれぞれ切り取り線があるもので１枚ず

つ。 

 それを事業所が個人ごとに切り取り線から切り取って、個人に配布してある状態

を、今取っております。 

 この方式が、法律で認められている発送でございますので、そのように取っており

ます。 

 また、一部ですけれども、個人情報の観点から、個人個人の封書まで入れて、発送
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している自治体もあるようでございますが、現在の筑前町の電算システムあるいは経

費の面、手間の件を十分考慮したんですけれども、今の段階では無理だというところ

で、そういう考えでおります。 

 委 員 長  田中委員 

 田中委員  個人的な納付書は１枚ずつやぶってあるんですか。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  今のお話は普通徴収かと思いますけれども、普通徴収は、個人個人に封書でそれぞ

れ送っております。それを期ごとに個人が、期ごとに省いて納付されてある。現金の

場合そうされてあります。口座振替の場合は通知だけになります。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、税務課を終わります。 

 それでは、納税推進室の説明を求めます。 

納税推進室長 

納税推進室長  それでは、納税推進室から説明をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、最初にですね、訂正箇所がありまして、すみません。決算委員会

資料の７１ページを開けていただきたいと思います。 

 一番下の合計欄でございます。町民税の額の欄でございます。 

 読み上げますので、網掛けの下のところに、一番下ですが、普通徴収の部分です。

１，８３０，７１０円とあります。これを１，６２９，１３１円でございます。 

 そして右側の、これは特別徴収の税、８０，０８４円でございます。これを７６，

９８３円でございます。 

 そして、下の町民税の額、合計でございます。１，９１０，７９４円、これを１，

７０６，１１４円でございます。 

 最後に、一番右側の下の県民税を除く額、９，２６３，３７７円、これが９，０５

８，６９７円でございます。 

 県税案分率の修正漏れでございました。すみません。 

 それでは、まず決算書のほうから説明をさせていただきます。 

 ７３、７４ページをお開きいただきたいと思います。 

 ３目納税推進費で、支出済額８，０１６千円でございます。 

 ２３年度に比べまして、約８７０千円ほどの支出の減になっております。 

 例年どおり経常的な経費でございますので、昨年との増減、特に増があった分だけ

の説明としまして、決算書と代えさせていただきたいと思います。 

 まず、１節報酬費でございます。５，７１３千円の決算でございます。これは、通

常の嘱託職員２名分と、途中職員が２名病休によりまして、新たに嘱託職員１名増と

いうことでの、補充した結果の３名分でございます。 

 ９節からずっと下がって、３つ目でございます。省略をさせていただきます。 

 １３節委託料１３０千円は、公売用の不動産を差し押さえのため、鑑定の委託料で

ございます。 

 続きまして、２つは省略をさせていただきます。 

 以上で、決算書の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、決算審査特別委員会の資料のほうで説明をさせていただきます。  

 ６６ページをお開きいただきたいと思います。 

 縦横が前後いたしますが、６６ページの２４年度決算に係る主要施策の成果及び将

来の課題ということで掲載させていただいております。 

 内容の説明をさせていただきます。 

 まず左から２行目の列で、頄目ごとに説明をいたします。 
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 ３つあるうちの最初の頄目１つ目、滞納者、滞納税の解消という頄目でございます

が、横に言っていきますけれども、書面での督促状につきましては、各納期限後に２

０日以内に出しまして、催告書は年３回発送して納税を促しているわけでございま

す。 

 次に、２、３行下の訪問徴収の実施につきましては、督促後、徴税収納対策本部に

よります夜間訪問徴収を５月、８月、１１月の３回実施しているところでございます。 

 この詳しいことは、同じ主要施策の７３ページに３回の実施結果を掲載しておりま

すので、お目通しいただければと思います。 

 次の頄目の２つ目です。納税意識の高揚でございますが、滞納処分を実施すること

によりまして、納税義務を認識してもらうという頄目でございます。 

 成果といたしまして、具体的には不動産、預金とか給与などの差し押さえを実質的

には行っておる内容でございます。 

 成果といたしましては、６６ページに上げておりますように、合計では３４７件の

差し押さえなどを行いまして、税の充当が、金額にいたしまして２７，４９５千円と

いう額になっております。 

 それから、最後の頄目の３つ目、不納欠損事務でございますが、今年度も一般会計

と国保会計、私どもの納税推進室が取り扱っている４税でございますが、併せまして

３２４件、約１５，３５５千円の不納欠損を処理したところでございます。 

 詳細は、同じく７０ページ、７１、７２ページで、不納欠損の資料を３ページほど

付けております。 

 ７０ページの資料で説明をいたしますが、平成２４年度、２３年度の決算での不納

欠損を比較してみますと、４税のトータルの件数面では、２３年度４１０件に対しま

して、２４年度が３２４件で、前年の約８割となります。金額面では、２３年度３７，

１１０千円に対しまして、２４年度が１５，３５５千円で、前年の約４割弱の不納欠

損になっておるところでございます。 

 内容としまして、大きく減った主な点が２点ございます。 

 コンパクトに説明いたしますと、７０ページで、②納付義務の消滅という欄がござ

います。 

 縦に見る欄でございますが、この納税義務の消滅で、まん中ほどの固定資産税で約

１，９００千円ほど出ておりますが、一昨年、２３年度の約１７，５６０千円に比べ

まして、約１６，０００千円の減でございます。 

 この大きな減額要因は、１人の納税者で、町外の方でございますが、昨年、決算議

会で説明された方の相続放棄をされた、同じ方であります。 

 ２４年発生した固定資産税をですね、同様に１，３８０千円ほど欠損しているもの

他、数件を含むものとなったためでございます。 

 また、７１ページの同じく不納欠損の固定資産税、真ん中下のところでも、同じく

昨年と比べまして、過年度合計で約５，６５０千円という形になっております。 

 ２３年度から、同じく約１６，０００千円ほどの減であり、その下の行で、２４年

度１，４００千円につきましても、先ほどの説明同様、同じく１，３８０千円と、他

の件併せまして欠損が尐なくなっている状況です。 

 これが、まず１つ減ったという大きな要因でございます。 

 ２つ目としまして、７０ページの③がございます。 

 執行停止期間中の時効完成という頄目の縦の欄があるかと思います。これが、件数

合計で、２３年度２８７件に比べまして、２４年度が１７２件と、約６割減りまして、

金額で、平成２３年度１４，９９１千円で、２４年度が８，２６０千円ほどでありま

す。約６，７００千円の減という結果でございます。 

 大枠で、これが大きな２３年度に比較しまして、２４年度での不納欠損の額が、全
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体約４割弱へと減っている状況でございます。 

 それから、各税などの調定額、収納額、収納率などの資料を付けております。資料

は６９ページのほうに付けております。 

 また、６７、６８ページにも詳細な資料を入れておりますが、コンパクトにまとめ

られているのは、６９ページの資料だと思いますので、後でお目通しいただければと

思っております。 

 最後に、今後の課題としまして、現在、職員への地域分けを行い、目標を設定し、

年間を通じて、主な滞納者への接触を行っております。また、２１年度から福岡県が

設置しております地方税収納対策本部の筑後地区特別対策班、久留米県税事務所から

市町村への職員の派遣も５年目になり、この協力体制の中で、県職員から指導を受け

ながら、情報を得て、今後も滞納処分を行っていきたいと考えております。 

 以上で、納税推進室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  資料のほうの６６と６８ページなんですけど、滞納処分なんですが、預貯金差し押

さえ、給与差し押さえが入っていますが、これは、それぞれ何％差し押さえているん

でしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  お筓えいたします。 

 ６８ページ、これは、滞納処分の関係で、何％ということでございますが。 

 何％というのが、一様に言えませんので、１つずつ、預貯金差し押さえについての

分でございます。 

 滞納額、全額をですね、差し押さえいたしますが、差し押さえ額が滞納額に満たな

い方がほとんどでございますので、その中で差し押さえができた方について、預貯金

全額差し押さえが基本でございますが、納税相談などを行うこともあります。 

 あと給与の差し押さえの何％かということでございますが、給料の場合ですね、差

し押さえの金額の計算法があります。 

 何％ではなくて、例えばの事例でお話をいたします。 

 例えば３０万円の給料を取ってある方で、４名、家族で、例えば３人扶養を取って

ある方とかで、例えば３０万でいきますと、最低生活費というのが基本ありまして、

まず、１０万円の部分を差し引きまして、１人４５千円、本人を除きまして人数をか

けますので、３名の４５千円ということで、最低生活費が２３５千円。 

 あとは税もしくは生活費の加算額２０％とか計算式があります。３０万引くの最低

生活費２３５千円プラス税、生活費加算を引きますと、概算差し押さえ額が、例えば

３８千円と。そういうケース。 

 もしくは２０万円で、ひとり暮らし、最低生活費１０万円、あとは税とか諸々を引

きますと、差し押さえ額が６６千円とか、そういう計算とかになってまいりますので、

一応その額程度を抑えると。 

 ですから、２人、３名というふうになってきますと、最低生活費のほうが大きくな

りますので、押さえる額が０になってきたりとか、そういう計算法になっております

ので、一応そういうことでお筓えをしたいと思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今、気がついたんですけれども、６６ページの、今の分ですね、滞納処分。 

 給与１３件、国・県還付金７件とありますが、６８ページの表は、国・県税還付金

１９件、給与差し押さえ９４件になっていますが、どちらが正しいんでしょうか。 

 委 員 長  納税推進室長 
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納税推進室長  お筓えいたします。 

 ６６ページの成果と将来の課題のほうが正しいページでございます。内容的にはで

すね。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そしたら６８ページを訂正してください。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  お筓えいたします。 

 すみません。６８ページ、２４年度、国税還付金、差し押さえ７件ということで、

訂正をさせていただきます。すみませんでした。 

 すみません。国・県税還付金差し押さえということで、申し訳ありません。 

 委 員 長  ちょっと待ってください。 

 今のは６６ページに書いてある成果のところの件数と、６８ページの滞納処分等の

２４年度の件数の数字が全然違うけれども、どっちが正しいかというと、６６ページ

が正しいということなんですかね。 

 全然数字が違うんですけど。 

納税推進室長 

納税推進室長  失礼いたしました。 

 もう一度読み直します。 

 ２４年度の国・県税還付金差し押さえ７件、預貯金差し押さえ２６７件、不動産差

し押さえ２９件、給与差し押さえ１３件、交付要求参加差し押さえ２１件ということ

で、違っておりましたので、申し訳ありません。訂正させていただきます。 

 委 員 長  ６６ページが正しいということですかね。 

納税推進室長、それでは、６８ページのところの上から数字を、全部訂正を言って

いただけますか。 

納税推進室長  ６６ページが正しゅうございますので、６８ページの数字をもう一度上から読ませ

ていただきます。 

 国・県税還付金の差し押さえが７件、預貯金差し押さえが２６７件、不動産差し押

さえが２９件、給与差し押さえが１３件、交付要求・参加差し押さえが２１件、あと

は売掛金０件、動産差し押さえ３件、分納申請８５２件ということで、訂正をさせて

いただきます。 

 委 員 長  前年比のところはあっているんですか、後で訂正をしてください。 

納税推進室長   すみません。前年比等も関連しますので、後で訂正させてもらいます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  交付要求と参加差し押さえは、２１件と言われたけど、こっちは別々に書かれてい

て、２１と７件だから、ここは２８のまんまでいいと思います。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  すみません。後でもう１回きちっと精査をさせていただきます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 ６６ページでございます。 

 具体的な措置と成果ということで、口座振替不納者への通知ということで、納付書

発送件数が２，６８７件ということでございます。 

 この具体的な原因というものは、どういうことで納付書の発送をなされたものか、

説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  今の分かりました。口座振替不納者への通知２，６８７件、この原因は何なのかと。 

納税推進室長 
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納税推進室長  お筓えいたします。 

 口座振替不納者への通知いうことで、内容的には、預金口座に残金がなくて落ちて

おりませんので、その方たちにきちっと不納者に対して入っておりませんということ

で、通知をしておるところでございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  そうだと思っていますけれども。 

 そういった、せっかく口座振替されてある方でですね、こういった常習的な方がお

出ででございましたら、その対策とかですね、そういったことも必要ではないかとい

うふうに考えるわけでございますけれども。 

 もしもつかまれてありましたら、こういった中でのですね、常習的な方が、昨年も

今年もという方がお出でであったら、せっかくの振替口座あたりが意味がないという

ことになりますけれども。 

 つかまれてありましたら、何名のほどの方がおられるか、何件ほどあるのかという

ことをお尋ね申し上げたいと思います。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  その件につきましても、後でご報告をさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  この２４年度の給与差し押さえは、６８ページが１３件が正しいと言われたんです

が、私は例月監査で毎月見ているんですがですね。 

 月にすれば、件数的に言えば、これは、できれば、こちらが正しいんじゃないです

か。１３件じゃおかしいですよ、これ。 

 ですから、１２年度が１２９件あってから、１３が１割しかないというのはおかし

いですよ。毎月の例月検査では、累計をみたら出てくると思うんですが、これは。  

 ちょっと、ぴしゃっとした数字を出してください。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  すみません。 

 きちっともう一度精査をいたしまして、ご報告をさせていただきます。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  すみませんでした。 

 差し押さえした件数とですね、金額をきちっと把握しまして、またご報告をさせて

いただきます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の７２ページです。 

 不納欠損なんですが、県外で不納欠損になった方がいらっしゃるんですが、県外に

行かれた方で、不納欠損になる前、どんな対策を取ってあるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  お筓えいたします。 

 不納欠損になる前までにですね、実態調査や文書などでですね、所得や所在の把握

などを行っておるところでございます。 

 あとは、対策としましては、やはり郵送で催促等を常日頃リストアップしまして、

対策を練っているような状況でございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  取りに行くといっても、取りに行く旅費のほうが高いぐらいの金額なんですけれど

も。今まで払われた方、不納欠損になる前に払われた方はいらっしゃるんですか、お

尋ねします。 

 委 員 長  払われたから不納欠損になっていないんじゃないですかね。 
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 （「はい、委員長」の声あり） 

河内委員 

 河内委員  不納欠損になる前に県外に行かれた方で、だから、払っている方、滞納されててで

す。払っている方はいるかという質問です。 

 委 員 長  納税推進室長 

納税推進室長  お筓えいたします。 

 県外の方でも、外に出られて払われている方はおられます。以上です。 

 委 員 長  これで、納税推進室を終わります。 

 回筓等については、再度後でお願いをしたいと思います。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩をいたします。 

 ２時４５分から再開いたします。 

（１４：３３） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：４５） 

 委 員 長  それでは、住民課 人権・同和対策室の説明を求めます。 

住民課長補佐 

住民課長補佐  住民課と人権・同和対策室でございます。 

 都合により、住民課の分は私より、人権・同和対策室分は副室長より、後ほど説明

をさせていただく予定です。 

 まずは決算書のほうから説明させていただきます。 

 決算書の５５ページをお開きください。 

 下段のほうでございます。 

 ２款１頄２０目総合支所総務費でございます。支出済額１６，９７８千円でござい

ます。 

 その中の主なものを申しますと、１１節需用費の中の光熱水費、電気料、水道料で

ございますが、２，３８５千円。 

 １３節委託料は１１，４６４千円支出しております。主なものは、常駐警備委託料

４，５３６千円と、５８ページになりますけれども、日常清掃委託料１，０３４千円、

耐震診断委託料３，９９２千円。 

 １５節工事請負費は４９７千円ですが、主なものは、総合支所玄関の自動ドア故障

による改修工事に３０２千円支出しております。 

 以上、総合支所総務費の主なものでございます。 

 続きまして、決算書の７５ページをお開きください。 

 ２款３頄１目戸籍住民基本台帳費です。支出済額７０，９８３千円。 

 １節報酬、嘱託職員報酬８，４６２千円、これは、嘱託職員雇用の本庁の２名と支

所窓口係の２名、それから支所育児休業職員の代替え６カ月分でございます。 

 １１節需用費の消耗品費４４６千円、このうち約４００千円は、追録等の書籍代で

ございます。 

 １２節役務費の手数料１２，５００円、これは、電子証明発行手数料２５件分です。 

 １３節委託料、これは戸籍システム等の保守委託料、及び住基カード発行委託料で

す。 

 １４節使用料及び賃借料７２９千円、主なものは、住民基本台帳ネットワーク用機

器借上料でございます。  

 以上、戸籍住民基本台帳費の主なものでございます。 
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 続きまして、決算審査特別委員会資料に基づき説明いたします。 

 資料の７４ページをお願いいたします。 

 住民課の分です。 

 人口及び世帯数の増減ですが、年度末の人口２９，３５９名、昨年度より１３１人

の増となっております。 

 世帯数１０，１３３世帯で、１７４世帯の増、年度末時点で１世帯当たり２．９人

でございます。 

 次に、戸籍届の受理件数でございます。 

 届出の種類、件数を記載しております。併せて昨年との比較をしております。ほぼ

横ばいになっております。 

 平成２４年７月９日に、外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がスター

トし、住民基本台帳制度の対象となりました。 

 １０４名の登録で、外国人のみの世帯が５０世帯、混合世帯が３７世帯、合計の８

７世帯で、世帯数としては、前年度末よりも８世帯の減となっております。 

 次に、住民基本台帳カードの交付状況です。 

 年度末６３８名、６１名の増でございます。交付率については２．１８％、前年度

末に比較しますと、０．２１ポイントのアップとなっております。 

 住基カードの有効期間は１０年となっております。平成２５年７月８日から、外国

人に対しても交付できるようになりました。 

 次に、戸籍謄抄本及び住民票、印鑑登録証明書、各種の有料証明書の交付件数と手

数料の状況です。 

 交付件数及び手数料収入は、そこに記載しているとおりでございます。前年度と比

較しますと、交付件数は９４６件の増で、手数料収入額は２８４千円の増となってい

ます。 

 ここ数年件数、収入額ともに横ばい傾向でしたけれども、２４年度については増加

しております。 

 また、本庁と総合支所の割合ですが、件数及び収入額とも合併後ほぼ同じ割合で推

移しておりまして、本庁約６８％、支所３２％になっております。 

 また、木曜日の時間外延長業務の利用状況ですが、前年度とほぼ同じような利用状

況でございます。 

 今後の窓口延長等については、支所の利用状況等の調査結果により、現在の２カ所

から本庁１カ所のみ実施する案を検討中であります。 

 また同時に、電話により住民票、印鑑証明などを予約してもらい、時間外に警備員

室等で受け取ることができる、電話予約による交付も検討しております。 

 次に、７５ページでございます。 

 財産管理について、支所庁舎施設維持管理の業務が財政課から移行しており、施設

の適正管理を行っているところでございます。 

 以上で、住民課分の説明を終わります。 

 委 員 長  人権・同和対策副室長 

人権・同和対

策室副室長 

 人権・同和対策室でございます。 

 決算書から説明いたします。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 ２目人権対策費でございます。支出済額１３，０４５千円でございます。 

 １節報酬、人権施策推進審議会委員日額報酬で、２４年度は１回開催しております。 

 ８節報償費、これは、７月の全町民を対象とした同和問題啓発強調月間講演会、そ

の他区長さん、民生委員さんなどを対象にした研修会の講師謝礼でございます。 

 １１節需用費、中ほどの修繕料３２４千円でございますが、これは、４カ所の集会
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所の合計の修繕費でございます。主に集会所の床の修繕を行っております。 

 それから、印刷製本費１，０５０千円でございます。これは、全世帯に配布してい

ます人権啓発用冊子カレンダーの「ひらけ未来に」、それからポスター、チラシ代で

ございます。 

 １９節負担金補助及び交付金、最初の同和対策促進費補助金、これは、部落解放同

盟の朝倉地区協議会への活動補助金でございます。 

 次に、朝倉地区同和対策推進協議会負担金、これは、朝倉市、東峰村、筑前町、３

市町村で構成しています協議会への負担金でございます。 

 その他、朝倉地区の人権擁護委員会並びに町の人権擁護委員会への補助を行ってお

ります。いずれも前年と同額でございます。 

 ２３節償還金利子及び割引料、過年度の返還金といたしまして、１９０千円でござ

います。これは、以前の地域改善専修学校等技能修得資金補助金で、平成２３年度に

返された分を２４年度で県に返還しておるわけでございます。 

 続きまして、３目隣保館運営費でございます。支出済額は１５，０９９千円でござ

います。 

 １節報酬、これは、館長及び指導員２名、それから生活相談員７名の報酬でござい

ます。 

 ８節報償費、これは、各種学級、講座等の講師謝金でございます。 

 １１節の一番下の修繕料５７５千円、この内容につきましては、エアコンの修繕代、

公用車のワゴン車のノアの車検時の修繕代、それから防災受信機のバッテリー取り換

え代などの修繕を行っております。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 １３節委託料は、施設管理に伴います各種の委託料でございます。 

 ２４年度は、例年に比べまして、隣保館の大規模改修工事の設計書を作成しており

まして、その設計委託料といたしまして、１，３８６千円の支出をいたしておるとこ

ろでございます。 

 １８節備品購入費は、テレビ、ＤＶＤレコーダー、テレビ台の一式の代金を支出し

ておるところでございます。 

 以上、決算書の説明を終わりまして、続きまして、決算審査特別委員会資料の説明

をさせていただきます。 

 ７６ページをお願いいたします。  

 ７６ページ、人権・同和対策室の分でございます。 

 頄目は、人権・同和問題啓発と地区集会所の管理でございます。 

 主要施策の方針、人権教育及び啓発の推進では、平成２１年度に策定しました人権

教育・啓発指針に基づきまして、平成２２年の９月に人権施策実施計画を策定し、平

成２４年度におきましても、実績課題、今後の必要な取り組みの修正を行っておりま

す。 

 次の町人権・同和教育推進協議会の３部会連携による人権啓発活動から、朝倉地区

人権・同和対策推進協議会活動につきましては、前年度の反省を踏まえながら事業を

展開してきたところでございます。 

 しかし、一方で、筑前町転入予定のための、同和地区問い合わせなどが発生をして

おるところでございます。 

 地区集会所の管理につきましては、主に床などの修繕を行い、施設整備に努めたと

ころでございます。施設の老朽化が進んでおり、今後も施設整備が必要であり、上水

道の給水開始に伴い接続工事が必要になります。 

 続きまして、７７ページをお願いいたします。 

 隣保館の事業は、頄目にあります隣保館運営事業、地域交流促進事業、継続的相談
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事業及び広域隣保館活動事業及び解放文化祭、学習活動などを行っております。 

それぞれ前年度の事業内容に工夫を凝らしまして、各種の講座、学級及び相談事業

を実施してきたところでございます。 

 開催回数や参加者数につきましては、主な講座を掲載しております。より多くの参

加者となるように、広報等の掲載、及びさらなる工夫をする必要があると考えており

ます。 

 隣保館の施設につきましては、本年度大規模改修を実施することになっておりま

す。隣保館は、社会福祉法に規定される施設でございます。今後の人権・同和教育及

び啓発の重要な施設となるものでございます。 

 隣保館運営事業につきましては、県からの４分の３の補助金を受けています。今後

も隣保館活動の充実と推進に努めてまいりたいと思っております。 

 以上、住民課と人権・同和対策室の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  資料の７６ページです。 

 下の段の地区集会所の管理、将来の課題として、支部集会所の老朽化が進み、今後

も修繕が必要である。とありますが、修繕できなくて建替えとなった場合、その建設

費はどこが出すんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  人権・同和対策副室長 

人権・同和対

策副室長 

 地区集会所につきましては、地区集会所が町の財産ということでございますので、

現在は、町費で修繕をしておるところでございます。 

 将来的に建替えの必要性も出てくると思いますが、今のところ修繕でどうにかつな

いでいこうという考えをもっておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  修繕もすべて町費、他に補助金とかはないんですか。 

 委 員 長  人権・同和対策副室長 

人権・同和対

策副室長 

 集会所につきましては、以前は補助金がございました。同和対策事業ということで、

補助金がございましたが、現在は補助金はもうなくなっておりまして、もうわずかな

と言いますか、金額が小さいためにもありますが、補助金制度もなくなりまして、町

費で修繕を行っておるところでございます。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、住民課、人権・同和対策室を終わります。 

 健康課の説明を求めます。 

健康課長 

 健康課長  健康課でございます。  

 それでは、まず、決算書の内容について、説明いたしたいと思います。 

 決算書の８５ページをお開き願いたいと思います。 

 ３款１頄１目社会福祉総務費の２８節操出金２４３，２３０千円です。すべて国保

への繰り出しということで説明いたします。 

 それぞれの決算額につきましては、備考に書いておるとおりでございますが、すべ

ての頄目で減額になっております。 

 昨年よりも１２８，０００千円ほど減額になっております。 

 特に、法定外の操出は、国保の赤字幅が大幅に縮まったことにより、２億円の予算

でありましたけども、１億円の繰り入れを行っております。 

 次に、８７ページでございます。 

 ４目国民年金費でございます。 
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 予算額８１千円に対しまして、支出済額５３千円で、すべて旅費や通信運搬費等の

事務費でございます。 

 次に、８９ページ、３款１頄５目で老人福祉費でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金の健康課分は、後期高齢者医療療養給付費負担金３１

８，１０２千円でございます。これは、療養給付費のうち、国が１２分の３、県が１

２分の１、町が１２分の１を定率負担するものです。 

 また、町単独事業で、はり・きゅう・マッサージ施術費補助として５２６千円を支

出いたしております。 

 次に、９１ページでございます。 

 ９１ページの一番上でございますけれども、２８節操出金は、後期高齢者医療特別

会計への操出金８８，１８１千円で、内訳は備考の記載のとおりです。 

 基盤安定操出金と事務費操出金のうちの９，２６５千円は、すべて事務費納付金及

び保険料納付金としまして、町の後期高齢者医療特別会計を経て、後期高齢者広域連

合へ支出するものでございます。 

 次に、一番下でございますけれども、３款１頄７目重度心身障害者医療対策費とし

て８８，８４２千円を支出いたしております。 

 次に、９３ページでございます。 

 ２０節扶助費は、対前年度比６．１％の増で、８８，０３２千円を支出いたしてお

ります。 

 次に、３款１頄８目ひとり親家庭等医療対策費として１４，４４４千円を支出いた

しております。 

 ２０節の扶助費につきましては、対前年度比１６．２％減の１３，５６２千円でご

ざいます。 

 次に、９９ページでございます。 

 ３款２頄５目児童措置費ですけれども、この目はこども課と共用していますけれど

も、健康課分につきましては、記載はございませんけれども、予算現額５２６，２８

６千円で、支出済額の５２５，５９３，８６６円でございます。 

 次に、１０１ページ、１３節でございますけれども、委託料は、児童手当が６月分

からの法改正、所得制限による分ですけれども、に対応する、システム改修に伴う分

の３，０４５千円とシステムの保守料でございます。 

 主なものとしまして、２０節扶助費は、子ども手当費５１９，８７５千円で、６月

分からの法改正でありますので、昨年とは比較になりませんが、８．４％の減額にな

っております。 

 次に、３款２頄６目乳幼児医療対策費として６６，５５１千円を支出いたしており

ます。 

 ２０節扶助費は、対前年度比１．１％の減の６３，７２２千円を支出いたしており

ます。 

 次に、４款１頄１目保健衛生総務費としまして、１０４，９３２千円を支出してお

ります。昨年より１５，０００千円ほどの増額になっておりますが、科目の整理を行

った分と、４月より母子保健が移管された分の人件費の増が主な理由でございます。 

 次に、１０３ページでございます。 

 １９節の負担金補助及び交付金のうち、備考の下から４行分ですけれども、救急医

療事業費負担金としまして、総額３５，４１２千円を支出いたしております。 

詳細については、そこに記載のとおりですけれども、昨年よりも１，５２８千円ほ

どの減額になっております。 

小児救急も含めた休日・夜間急患センターの収入が安定してきたことが主な理由で

す。 
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 小児救急分は、医師の手当て等今後改善すべき点があり、今後とも医師会と十分な

協議を行いながら進めていきたいと思っております。 

 次に、２目母子衛生費でございます。 

 この事業は、４月より機構改革により、こども課より遺憾になった分ですけれども、

妊婦健診と乳幼児健診などの母子保健事業に対する分で、経費については、備考に書

いてあるとおりでございますけれども、報酬は、助産師と一般事務嘱託職員の報酬で

ございます。  

 次に、次ページの１３節でございますが、委託料で、外国人登録制度の変更による

システムの改修費が発生しております。 

 次に、３目予防費です。 

 先ほどの２目同様４月に移管された分ですけれども、委託料で、ヒブ・肺炎球菌の

予防接種分を、予防接種委託料として、その他のポリオ等の予防接種を乳幼児予防接

種委託料として支出しております。 

 ポリオが生ワクチンの集団接種より不活化ワクチンの個別接種に変わったこと、日

本脳炎の予防接種の不規則回数が、２０歳まで定期接種になったことなどにより、４，

０００千円ほどの増額になっております。 

 次に、４目健康推進費としまして、１０５ページから１０７ページにまたがってい

ますけれども、７１，９７３千円を支出いたしました。２３年度より３２，８０３千

円の減額です。 

減額の主なものとしては、嘱託職員の報酬を総務課に移管したことと、２３年度実

施しておりました介護予防の調査研究費が１年限りであったこと、子宮頸がんの予防

接種委託料の減が主な理由でございます。 

 次に、１０９ページでございます。 

 ６目そったく基金事業としまして、健康づくり推進モデル地区事業を６地区で実施

し、補助を行っております。 

 それでは、引き続き健康課の平成２４年度決算に伴う実績につきまして、平成２４

年度決算特別委員会資料でご説明申し上げます。 

 資料７８ページから８６ページまででございます。 

 健康課は、国保医療係、健康推進係、年金係の３係ですけれども、２４年度から健

康推進係にこども課より母子保健の業務が移管になりました。 

 一般会計におきまして、国保医療係は３公費、重度障害者医療対策費、ひとり親家

庭等医療対策事業、及び乳幼児医療対策事業の３事業が主なものです。 

 健康推進係は、母子保健業務、住民の各種検診など健康推進全般の業務が主なもの

です。 

 年金係につきましては、国民年金等の指導受付、児童扶養手当、児童手当が主な業

務です。 

 それでは、記載項に説明いたします。 

 ７８ページ、国保医療係ですが、重度障害者医療につきましては、対象者数はほと

んど前年並みですけれども、医療費助成額が６．１％の増です。 

 これは、前々年度が１６．１％の大幅な減となっておりましたので、尐し揺り戻し

があったのかなと思っております。増加のこれといった原因は見当たりません。 

 次に、ひとり親家庭等医療につきましては、対象者は増加していますが、医療費に

つきましては１６．２％の大幅な減尐をしています。 

 乳幼児医療費につきましては、対象者数は増加していますが、助成額につきまして

は１％のほどの減になっています。 

 ２、３年前は、かなり急激な伸びを示していましたけれども、かなり安定してきた

のかなというふうに思っております。 



 57 

 次に、７９ページでございます。 

 健康推進係ですけれども、保健衛生で、救急医療の充実に取り組んでおります。 

 小児救急の医療体制を、２２年１月より３６５日を確立することができておりま

す。しかし、医師不足等の問題も多く残しております。 

 また、休日・夜間急患センター全体として、医師会病院のほうに委託しております

けれども、委託費を保険診療費等の収入を差し引いたところで、基本的にお支払いす

るような形になっております。 

 当然収入が増えれば委託費が減尐するわけです、住民への周知を図り、増収を目指

す必要があるということで、検診の説明会、老人クラブの会合、乳幼児健診などの機

会を利用し、休日・夜間急患センターの利用方法の周知を図ってきました。 

 次に、健康推進ですけれども、生活習慣病予防では、特定健診の受診率は、２２年

度２４．８％まで低下しましたが、２３年度から、この低下を食い止めようと、健診

料金の引き下げ、南部コミュニティでの地区健診、無料クーポンの実施など、改正を

行った結果、３１．６％まで挽回することができました。 

 特定健診の集団健診の受診者は１２２人、１０．３％ほど増加しております。また、

個別健診は、病院などへのお願いを行った結果、９４人、３７．２％ほど増加してお

ります。 

 集団健診だけで受診率を上げることは難しく、今後も個別健診との両立をどのよう

に図るかが課題だと考えています。 

 また、同時に実施しましたがん検診もすべて伸びております。 

 ただ、次ページになりますけれども、女性がん検診は、レディースデイなどで受診

者の増加を図りましたけれども、わずかに前年を割り込む結果になっています。 

 医療費の削減や住民の健康を守るためには、特定保健指導の対象外になっている重

症者に重点を置いた指導を、職員を中心に展開するために、積極的支援を外部委託し

た結果、指導率が低下する結果になっております。 

 ただ、国保の医療費等につきましては、安定してきていると思っております。 

 次に、健康教育でございますけれども、９６回実施しまして、延べ２，２２６人に

対して行っております。 

 この健康教育は、保健師、管理栄養士などがかかわった、各地区の老人クラブの健

康教室や糖尿病教室など全体の結果でございます。 

 次に、８１ページでございます。 

 地域支援事業では、高齢者運動教室は、回数、参加者ともに増加していますけれど

も、介護予防教室や各地区の老人クラブなど、回数は昨年並みですが、参加者の減尐

が見られるようです。 

 ただ、回数が多くなると、職員だけでは対応できない部分もあり、有資格者等のホ

ランティア等の確保が必要であります。 

 次に、献血推進ですけれども、例年どおり６回実施し、４１６人でございました。 

 次に、精神保健、自殺対策ですが、２４年度からは精神保健福祉士によるカウンセ

リングと精神科医師による個別相談などを行いました。 

 次に、母子保健事業です。 

 親子の健康づくり推進は、８１ページから８３ページの結果報告書記載のとおりで

すけれども、パパママ教室を除いて、参加者が昨年よりすべての頄目で減尐しており

ます。周知の方法や参加しやすい体制づくりの研究が必要だと考えております。 

 特に、乳幼児全戸訪問事業では、訪問を拒否された以外は全戸訪問しておりますが、

早期に乳児の異常などを見つけるためには、拒否され訪問できなかった乳児の状況把

握が課題だと考えます。 

 次に、８４ページでございます。 
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 予防接種事業では、各種予防接種の接種者数は、そこに上げているとおりでござい

ますけれども、９月からポリオが生ワクチンの集団接種から不活化の個別接種にな

り、接種回数が増えたこと等により、接種者が急増しています。 

 日本脳炎につきましては、平成１７年から平成２１年度までの間は、予防接種後に

副作用の事例が発生したため差し控えておりましたけれども、新しいワクチンができ

てきたことにより、漏れ者に対する接種を行っております。 

 次に、ＭＲは５年間の経過措置として、中１、高３で接種をしておりましたけれど

も、高校生の海外への修学旅行が増加したための措置として、２３年５月から２４年

度まで高２が追加になっております。 

 次に、８５ページでございます。 

 また、任意の予防接種としまして、子宮頸がん、ヒブ・肺炎球菌、若年者のインフ

ルエンザの予防接種を行っておりますけれども、子宮頸がん、ヒブ・肺炎球菌は、本

年度からですけれども、定期接種になっております。 

 次に、８６ページ、年金係ですけれども、国民年金は、被保険者数が毎年減尐して

おりますけれども、老後の生活安定のために必要な制度だと考えております。 

 町にはほとんど権限もなく、受付等の事務を行っておりますけれども、住民の老後

の生活安定のために、広報等を積極的に行い、啓発に努めてきました。 

 児童手当は、目まぐるしく制度が変わり、改めて申請が必要になったり、事務量に

大きな影響が生じました。 

 児童扶養手当、特別児童扶養手当は、年々対象者数はわずかずつ減尐していました

が、離婚等の相談が増え、増加傾向にあるのではないかと思っております。 

 尐子化対策の重要な制度だと考えておりますので、漏れ者がないようにすべての対

象者に通知等を行い、広報等も通じて申請の勧奨を行ってまいります。 

 以上で、健康課からの説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  特定健診について、お尋ねします。 

 特定健診は、国保の加入者に対する事業なんですが、会社員の妻、奥さんは社会保

険なわけですが、その方たちに対する特定健診を受ける機会とか、そういうのはある

んでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お筓えいたします。 

 社会保険と言いますか、普通今、一般的に加入してあるのは協会健保かと思います

けれども、私たちがかたっています共済でありますとか、いろんな保険によりまして

制度が違います。 

 一般的に多い協会健保と他の保険とでは、制度の違いがありまして、受けられる頄

目でありますとかですね、頄目が多いとかいろんな場合があります。 

 協会健保の場合につきましては、普通向こうが契約してあります病院でありますと

か、これは、ほぼ県内の病院、大丈夫だと思いますけれども。それと、健診機関とか

で受けられるようになっております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そういう機会を逃した人が、町でやっている特定健診参加ということはできないん

ですか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  これはまだ、ちょっと打ち合わせ中でですね、どこまで話していいのか、あれです

けども。 
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 今、協会健保のほうとはですね、うちで一緒にやれないかというようなことでの協

議を行っているところでございますけれども。 

 交渉事でございますので、ちょっと結果はもう尐しお待ちいただきたいと思いま

す。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、健康課を終わります。 

 それでは、福祉課の説明を求めます。 

福祉課長 

 福祉課長  決算書の８１ページです。 

 下のほうになります。３款１頄１目社会福祉総務費です。 

 健康課所管の事業が一部含まれています。福祉課の支出済額でご説明いたします。 

 １節報酬３，１５０千円、社会福祉委員である民生委員、児童委員の報酬が主なも

のです。 

 ２節から４節は省略します。 

 ８３ページです。 

 ９節旅費１，２８５千円、民生委員の毎月定例会の費用弁償、さらに県外視察研修

旅費等が主なものです。 

 尐し飛びまして、１３節委託料６，４３９千円、健康福祉館の維持管理に伴う委託

料２，３４４千円と、地域福祉計画策定の委託料です。  

 １９節負担金補助及び交付金３６，３４９千円、予算に伴う執行でございます。 

 ８５ページ飛びまして、次の８７ページです。 

 ５目老人福祉費、下段のほうになります。ここも健康課所管の事業が一部含まれて

います。福祉課の支出済額でご説明いたします。 

 １節報酬６，２００千円、福祉課の嘱託職員１人と介護保険広域連合朝倉支部派遣

職員２人、計３名の報酬です。 

 ２節から４節は省略します。 

 次に、８９ページです。 

 １３節委託料５３，１２７千円、予算に伴う執行でございますが、不用額１，５９

６千円の主なものは、老人保護措置費６８０千円、介護予防事業５７０千円、虐待高

齢者緊急支援事業委託３３０千円の事業残でございます。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金６５２，２９７千円、ここも健康課所管も含ま

れています。 

 このうち福祉課所管の支出済額は３３３，６６９千円です。予算に基づく執行でご

ざいます。 

 ２０節扶助費２，５５９千円、介護用品の給付券給付者９２名分です。 

 次に、９１ページです。 

 ６目障害者福祉費４４０，８７５千円、飛びまして１３節委託料５，４９７千円、

予算に基づく執行でございますが、不用額４０３千円は、在宅サービス委託の事業残

でございます。１人分の実績です。 

 １９節負担金補助及び交付金１２，６９２千円、予算どおりの執行でございますが、

不用額７７２千円の主なものは、相談支援事業所１カ所が終わったことに伴います事

業残でございます。 

 ２０節扶助費４０５，１３８千円、予算に伴う執行でございますが、不用額２０，

０７８千円の主なものは、自立支援給付費の介護給付関係でございます。 

 なお、給付費見込み額につきましては、最終補正段階で３カ月程度事業残がござい

まして、また、１件当たりの給付費が高額ということで、こういった金額になってお

ります。今後も給付費の動向に注視し、事業費の精査に努めてまいります。 
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 ２３節償還金利子及び割引料１６，３３０千円、障害福祉事業の前年度国県補助金

の確定に伴う償還金です。 

 次に、９３ページです。中ほどになります。 

 １０目めくばり館費１０，７９０千円、めくばり館の維持管理費です。予算に伴う

執行でございます。 

 １１目そったく基金事業６，５６８千円。 

 次のページ、９５ページになります。 

 扶助費６，０８９千円、福祉サービス券交付事業、申請に基づき６１４人に交付い

たしました。申請率約６割でございます。 

 以上で、福祉課の決算書につきましては終わります。  

 次に、決算特別委員会資料、主要施策の成果と課題です。 

 資料の８７ページになります。 

 社会福祉の頄目です。 

民生委員さんの毎月の定例会を中心に、地域福祉活動にご尽力をいただいておりま

す。ひとり暮らし高齢者等の見守り、訪問など、今後もますます重要な活動です。活

動日数は、１人平均月１１日でございます。 

 生活保護の関係です。 

 生活困窮者の把握と対策ということで、本町におきましても生活保護世帯、増えて

おります。本年３月末時点で１６９世帯、新規の申請件数は５０件です。北筑後保健

福祉環境事務所保護課と連携し、対応に努めております。 

 次に、高齢者福祉の頄目です。 

 高齢者生きがい活動の充実といたしまして、シルバー人材センター関係では、会員

数３１３人、契約件数、契約金額ともに前年度比微減でございます。今後も引き続き

会員の確保、新規事業の取り組みを支援してまいります。  

 次に、老人クラブ連合会です。 

 高齢者の増加にかかわらず、全国的な傾向でございますけれども、会員数は減尐傾

向です。単位クラブの活動の充実が望まれます。 

 老人福祉センターです。 

 入館者数は前年度比で微減でございます。利用促進を図るとともに、特にめくばり

館施設の維持管理に伴う計画的な修理が必要です。 

 在宅福祉の充実です。 

 特に、いきいきサロンなど認知症や介護予防の観点からも、委託先である社協と協

議し、拡充する必要があります。 

 次に、８８ページです。 

 在宅福祉の充実といたしまして、配食サービス事業です。 

 調理が困難な高齢者等に、安否確認を兹ねて手渡しております。月平均６８人程度

の利用でございます。 

 緊急通報システム事業です。 

 年度末で８２世帯に設置をしております。機器の老朽化に伴い、新システムへの移

行を検討しております。 

 次に、８９ページです。 

 災害時に援護が必要な要援護者の登録、年度末で２５４人です。民生委員さんとの

連携を図り、要援護者の把握に努めております。また、ひとり暮らし高齢者等見守り

ネットワーク整備では、活動支援の一環として補助金の交付を行い、地域の力を活か

した見守り体制の整備、強化を図っております。年度末で４６行政区で取り組んでい

ただいております。引き続き支援に取り組んでまいります。 

 福祉施設への措置の関係です。 
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 養護老人ホームへの入所措置者、３人の措置を行いまして、年度末措置入所者は、

５施設で１５人です。入所措置等の指示に基づく決定としております。 

 次に、介護保険制度の円滑な運営です。 

 制度がスタートして１３年、制度面では、地域に定着し、認定者数、介護給付費が

年々増加をいたしております。 

 次の９０ページです。 

 各種申請の連携ということで、介護保険制度の介護認定の申請件数１，２０９件で

す。このうち新規は３６０件、今後も介護給付費の適正化に努めてまいります。 

 年度末の介護認定者数１，１９２人、この１年で７２人の増加です。 

 次に、そったく基金の事業です。 

 福祉課で５つの事業を実施いたしました。 

 特に移動支援を目的とした福祉サービス券交付事業では、６１４人に交付、事業の

周知に努めましたけれども、申請率は約６割でございます。 

 次に、９１ページです。 

 地域福祉計画を策定いたしました。基本理念を「健やかでぬくもりのある筑前」と

定め、４つの基本目標を柱に、住み慣れた地域の中で支えあいながら、健康で生き生

きと暮らせる暮らしのまちづくりを目指すものです。 

 次に、９２ページです。 

 障害者福祉の頄目です。 

 障害者自立支援の必要な方へ、関係機関と連携し情報提供と公平で効果的なサービ

スの提供に努めています。年度末の手帳所持者、３障害合せて１，７０３人です。 

 地域生活支援事業での相談支援事業、相談件数５５５件です。 

 相談内訳は、身体で３６６件、精神で８９件、知的で８６件です。全体的に増加傾

向でございます。 

 以上で、福祉課の決算書及び成果と課題について、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  決算書の９３、９４ページ、１１目そったく基金事業費の１３節委託料ですが、３

倍の予算が組まれていて、３分の２が不用額として上げられていますが、原因を教え

てください。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  １３節委託料の不用額が多いというご質問だと思います。 

 在宅介護者リフレッシュ事業３２人の参加がございました。もう１つの寝具洗濯サ

ービス補助事業、実績は成果と課題に上げておりますように、１件でございます。 

広報等を中心に広報に努めましたけれども、結果的にこういったことになっており

ます。 

 リフレッシュ事業も１回３０人の２回分ということで予算をしておりましたけれ

ども、社協に委託した事業でありますが、実績としては３２名の参加ということで終

わっております。 

 寝具乾燥サービスの補助につきましても、要介護３から５の人が対象となります

が、これも２４人程度の予算をしておりましたけれども、最終的に１件の実績で終わ

ったということで、その結果、事業残が太くなったということでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  途中で、補正でマイナス補正することはできなかったんでしょうか。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 
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 リフレッシュ事業のほうは、事業が終わっておりましたので、そういった措置をす

べきだったというふうに考えておりますが、もう１つの寝具洗濯のほうは、最終的な

１２月の補正を計算するときに、残り３カ月程度事業期間がございますので、それを

見て、当然申し込みがあればということもありまして、予算的には残したという経過

がございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  なるべる決算に不用額を残さないためにも、途中でマイナス補正ができる部分につ

いては、確定した時点で今後していただきたいと思います。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の８８ページ、認知症サポーター養成事業なんですけれども、２４年度１７回

の講座で、受講者が３５９名ということになっておりますけれども。 

 現在、筑前町内で何人の、このサポーターの方がいらっしゃるのか、受講を受けら

れた方がいらっしゃるのか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  キャラバンメイトの方が２４名で、サポーターの方は３６１名でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ということは、この３５９名受けられても、サポーターになられてない方もいらっ

しゃるというような解釈でいいんでしょうか。  

 それと、やはり高齢化が進みますと、行方不明になられる方とかというのもですね、

これまでもあったわけなんですけれども。 

 やはり地域で、こういうサポーターとしての講座を受けまして、そして地域で数多

くの方に見守られていく、見守るという、この体制づくりというのは大事なことじゃ

ないかなというふうに考えます。 

 そういったことで、この課題にも書いてありますけれども、若年層に対するサポー

ター養成の推進ということ、この点を具体的に、じゃあどう進めていかれようとして

いるのか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  これは、２４年度にですね、中学校関係のほうに、うちのほうからこういった講座

をするということでお話をしましたけれども、学校のほうとしては、年間スケジュー

ルがすでに決まっていたということもありまして、２４年度については、実質できな

かったという結果になっております。 

 委 員 長  具体的に今後どう進めていくのかという。 

福祉課長 

 福祉課長  認知症高齢者の方が増加する傾向の中で、地域での見守りは非常に重要な取り組み

であります。  

 認知症サポーターの方の数を増やしていくことも当然でありますし、あとは小中学

校の低学年、そういった学校へのこういった講習をすることで、地域全体での認知症

の方の見守りということで進んでまいりますので、これについては引き続き福祉課と

しては、学校のほうに取り組みを要請していきたいというふうに考えております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  残念なことに学校との調整がつかなかったということでございましたので、今、課

長も申されましたように、しっかり学校のほうと協議をしながら、ぜひ進めていって

いただきたいと思います。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  成果と課題の最初のページなんですが、一番上段にですね、民生委員４８人という

ふうに上がっておりますが。 
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 ご案内のように１１月、もう２カ月後には民生委員の交代期ではないかなというふ

うに察するところですが。 

 すべて４８人の方が交代されるということじゃないと思いますけれども、いずれに

いたしましても、民生委員の皆さんは、やはりどうしても情報が必要だというふうに

思っておるわけですが。 

 いわゆる個人情報等の問題等もございまして、特に新しい方は前任者からの申し送

り、そういった情報をベースにですね、やはり福祉課なり社協から発信される、説明

される情報、そういったものを頼りにして、新人の方の活動に生かされているという

ことになるわけです。  

 その点について、福祉課では、どの程度まで情報を提供されておるものか、ちょっ

と言葉では説明しにくいかと思いますが、分かれば説明いただきたいと思います。 

 委 員 長  福祉課長 

 福祉課長  お筓えいたします。 

 現在の民生委員さんの任期は、法律で３年ということでありますので、１１月末を

もって終わるということになります。新しく１２月１日から新規の民生委員さんが地

域を担当されるということになります。 

交代される行政区の民生委員さんにつきましては、年間スケジュールの中で引き継

ぎの日程を入れておりますので、そういった部分では個々の引き継ぎは行われるとい

うことでございます。 

 それから、定例の民生委員会を月１回持っております。その中で行政等を含めて、

いろんな情報を提供しておりますので、そういったものを活用していただき、地域福

祉活動に活用していただいているという状況でございます。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  今、課長からお話がございましたように、地元の民生委員すらですね、やはり地元

のことが分かったようで分からない、やはり状況だろうと思いますけれども。 

 これは、私の地元に限らず、やっぱり全般的に言えることかなというふうに思って

おりますので、その辺については、福祉課のほうで特段に情報を判断されて、提供し

ていただきたいというふうにお願いしまして終わります。以上です。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、福祉課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで、休憩いたします。 

 ４時から再開いたします。 

（１５：４８） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１６：００） 

 委 員 長  先ほどの一木委員の、出納室の関係の口座振替件数に対しての収納額の件で、出納

室長のほうから発言の申し出があっておりますので、これを許可します。 

出納室長 

 出納室長  午前中、一木委員のほうから、主要施策の中の５２ページ、口座振替による収納件

数１６３，２１９件、これの収納額はどれくらいになるかという質問が出ておりまし

た。 

 件数につきましては、今申し上げたとおりでございますけれども、収納額につきま

しては、税、その他使用料等合わせまして、１，７１４，０００千円になっておりま

す。 
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 全体の収納額が４，２６１，０００千円でありますので、全体の４０％が口座振替

による収納がなされたところでございます。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  随分と調べていただくのにも手間暇をかけていただきまして、どうもご苦労さまで

した。 

 いずれにいたしましても、口座振替においてはですね、議会も推進をしているとこ

ろでございますし、今後におきましても口座振替を高めていただきまして、町税等含

めての税の収納が尐しでも高まるように、また、夜間徴収等の職員の皆さん方のご努

力をなされておられますけれども、そういったことも尐しでもですね、解消へ向かっ

ていけるようにということで、口座振替ということで、全体の４０％ですか、かなり

そういった成果が出ているというふうに見受けておるところでございます。 

 今後も推進をよろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 

 委 員 長  それでは、こども課の説明を求めます。 

こども課長 

こども課長  私のほうから、こども課とこども未来センターと美和みどり保育所の決算につい

て、説明をさせていただきます。 

 決算書の６７、６８ページをお願いいたします。 

 ２款１頄３０目のこども未来センター費でございます。 

 予算現額７，０５３千円に対しまして、６，６００千円余りの決算となっています。 

 主な支出は、１節報酬で、子どもや保護者などから相談や情報を受けて、家庭訪問

や関係機関との連絡調整を行う家庭児童相談員の報酬を４，１７６千円支出していま

す。 

 相談員は、平成２０年度から県の家庭相談員連絡協議会に加入し、相談対応の研修

や情報交換を行い、対応力強化に努めております。 

 次に、決算書９５、９６ページをお願いいたします。 

 ３款２頄１目児童福祉総務費でございます。 

 予算現額１９０，２０６千円のうち、こども課所管の予算額は１３０，２５１千円

で、これに対する支出は１２９，２３２千円でございます。 

 主な支出は、ページ一番下の１３節委託料の予算現額１２，３７３千円のうち、こ

ども課予算は１１，０１７千円で、学童保育運営委託料として１０，５０２千円余り、

その他は子育て支援センター施設管理に要した費用でございます。 

 決算書の９７、９８ページをお願いいたします。  

 １５節工事請負費につきましては、予算現額２，０６０千円のうち、こども課所管

予算は１，８６９千円で、子育て支援センターあいあいの空調設備が老朽化し、正常

に機能しなくなったため、子育て支援拠点施設環境改善事業により、県から４分の３

の補助を受け、１，８６９千円で改修工事を行ったものです。 

 空調設備の改修により、室内環境の改善とともに、改修後の約１年間の電気料金は、

改修前と比較して１７％ほど削減しております。 

 次に、１９節負担金補助及び交付金では、白梅保育園創設の負担金として、工事発

注者である社会福祉法人うら梅の郷福祉会に１０２，７７３千円を支出しています。

この負担額は、福岡県待機児童解消先取りプロジェクトに基づく義務負担額でござい

まずか、県補助金９１，３５３千円を財源に充当しています。  

 以上、児童福祉総務費の説明でございます。 

 ページは同じく９７、９８ページで、３款２頄４目美和みどり保育所でございます。 

 目内予算現額２０２，７４４千円のうち、保育所で所管する予算は７０，４７５千

円で、これに対する支出額は６７，７５７千円余りでございます。 
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 保育所は、保育の実施に必要な事務費及び保育士の配置や施設管理、衛生管理等に

要するものが大半を占めております。 

 決算書９９、１００ページをお願いします。 

 １５節工事請負費につきましては、２３年度は上水道給水管改修工事の６，２２０

千円ほどが含まれていましたけれども、２４年度は保育室の空調機の入れ替え工事と

して、１，４１８千円余りの支出となっています。 

 次の、１８節備品購入費につきましては、印刷機が故障し修理不可能で、事務に支

障を来す状態となりましたが、補正で対応する時間の余裕がなかったため、予備費か

ら８３０千円を充用させていただき、購入をしています。 

 以上が、美和みどりの説明でございます。 

 引き続き、決算書９９、１００ページの３款２頄５目児童措置費でございます。 

 予算現額７８３，０２１千円のうち、こども課所管分は２５６，７３５千円でござ

います。 

 主な支出については、次の１０１、１０２ページをお願いします。 

 １３節委託料の予算現額１２６，３７４千円のうち、こども課所管額は１２３，１

１０千円で、篠隈保育所指定管理委託料として、国の民間保育所運営費の基準等によ

り算定した１２１，８０３千円ほどを支出しています。 

 次に、１９節の負担金及び交付金の支出額は、１３１，３７９千円余りの決算とな

っています。 

 内訳は、民間保育所は、特別保育事業として実施している延長保育事業、一時預か

り事業、障害児保育事業に対する補助金として９，８８９千円、通常保育の運営費負

担金として１２１，４３０千円余りを支出しています。 

 以上、決算の説明でございます。 

 次に、決算審査特別委員会資料の説明をさせていただきます。 

 ９３ページをお願いします。 

 初めにこども未来センターでございますが、こども未来センターにつきましては、

子どもたちの健やかな成長と発達を見守り、関係機関とのネットワーク化や総合的な

支援機能を持って、教育及び福祉の向上を図るという目的に沿って事務事業を行って

います。  

 資料９３ページの主要施策の方向欄の子どもの権利擁護、総合的な相談機能、児童

虐待の防止から、次の９４ページの上段、要保護児童対策は、子どもの権利擁護や不

適切な家庭環境を改善するための支援や保護などについて、まとめたものでございま

す。 

 具体的措置、成果として記載しておりますが、これらはそれぞれが補完しあって、

総合的に子どもを守り健全育成を支援する役割を果たすことを目的に取り組んでい

ます。 

 同じく９４ページの子どもの交流サポートでございますが、青尐年支援教室、通商

ミラクルームと言っていますが、ここでは主に義務教育終了後の就学に向けた学習支

援や就労に向けた社会体験活動の場として位置づけして支援を行っています。 

 ミラクルームの利用者は、成果欄に記載のとおりでございます。その他の資料は、

資料でご確認いただきたいと思います。 

 以上が、こども未来センターの主要施策の成果等でございますけれども、児童虐待

防止対策を含め、最近増えつつある複雑かつ慎重な対応を必要とする案件に対し、子

どもに関する専門的な知識及び技術を要した支援が、さらに必要になるものと考えて

います。 

 続いて児童福祉係でございます。ページは同じく９５ページです。 

 初めに、放課後児童健全育成事業、学童保育でございます。 
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 事業の概要は、措置、成果欄のとおりでございます。 

 例年２学期以降に退所者か増えるという傾向でございますけれども、その理由につ

きましては、保護者の方の引っ越し、保護者が仕事を辞められた、塾に通うなどが主

な理由となっています。 

 運営費につきましては、昨年度から１，８２０千円増額となっていますが、指導員

の処遇改善や障害児入所等による指導員の加配費用が増えたことによるものでござ

います。 

 次に、９６ページをお願いします。  

 白梅保育園創設事業でございます。 

 町内の保育所につきましては、次世代育成支援の後期計画で、平成２６年度までに

保育所の定員を４６０人まで増やすという目標を基本にしつつ、最近の保育需要も考

慮し、民設民営で定員９０人の保育所を創設したものです。 

 これにより、町内４保育所の合計定員は４９０人になり、待機児童の解消効果を見

込んでいるところでございます。 

 ただ、成果ではございません。今年度は途中入所の希望者が例年以上に多く、８月

末までに新規申し込みの方は６５人ほど、途中退所者を差し引いても純増４３人以上

となっていますので、現在まで待機児童はいないものの、今後の入所状況を注視しな

ければならない状況となっています。 

 続いて、保育所入所の欄でございます。 

 町の保育の実施に関する条例で、保育が必要と認められた場合に、町内３カ所の保

育所、または仕事の都合などで町外の保育所入所を希望される場合に、その所在地の

市町村の了承を得て、入所委託を行ったものでございます。 

 入所児童数や運営支払額は成果欄に記載のとおりでございますが、２４年度も保育

需要の増加傾向が続き、年度末３月の入所児童数は、３保育所平均で定員の１７％増

しとなっています。 

 次に、特別保育事業でございます。 

 特別保育事業は、１日または時間を単位とした一時預かり事業、障害児保育を行う

ために必要な保育士の加配費用を補助する障害児保育事業、午後６時から７時までの

延長保育時間の費用を補助する延長保育事業などで、実績は資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 就労の多様化や子育てに対する支援を要する家庭の増加に伴い、これらの需要に引

き続き対応してまいります。 

 次に、９７ページの保育料徴収事務でございます。  

 成果欄のとおり、保育料の減年度分収納率は９８．５５％、過年度分収納率につき

ましては、５５．２４％となっています。 

 ７割以上の家庭に口座振替の手続きをしていただき、納入忘れ等の対策は講じてい

ますが、特に厳正な対応を必要とする滞納者には預金、給与調査や口座差し押さえな

どの対応で臨んでいます。 

 しかしその一方では、家庭の収支の状況から、やむを得ず分納や納期延長を認めざ

るを得ないケースも増えており、結果として出納閉鎖までに完納とならない状況も続

いております。 

 年度ごとの内訳は、資料１０１ページのとおりとなっています。 

 次は、９８ページの子育て支援係でございます。 

 初めに、地域子育て支援拠点事業ですが、近年の子どもや子育てをめぐる環境が大

きく変化する中、家庭や地域における子育て機能の低下、子育て中の親の孤独感や不

安感の増大等に対応するため、子育て親子の交流等を促進し、地域の子育て支援機能

の充実と、子育ての不安感を緩和し子どもの健やかな育ちを支援することを目的とし
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た事業でございます。 

 実績は、広場の開放のほか、参加者数、子育て講演会の開催など、成果欄に記載の

とおりで、利用者、参加数等も多く、新法での子ども・子育て支援法の中でも、地域

子育て支援の中核をなす事業と位置付けされていますので、これからも内容の充実が

必要というふうに考えております。 

 次に、９９ページ、２段目のファミリーサポートセンター事業につきましては、平

成２４年度から新規事業として開始したもので、講習を受け会員登録をされた方が、

依頼会員と援助会員という個人契約の中で、子どもの一時預かりや送迎をサポートす

るものでございます。２４年度の実績は、成果欄に記載のとおりとなっています。 

 最後に、美和みどり保育所でございます。 

 １００ページをお願いします。 

 保育所は、保護者の委託を受けて、家庭内で保育のできない乳幼児を保育すること

を目的とした児童福祉施設でございます。 

 運営にあたっては、児童福祉施設の最低基準や保育指針に基づき、職員の要件や建

物の構造、設備、衛生管理、食事、健康診断、秘密保持などの対応が示されており、

これらを項守した運営を行っています。 

 ２４年度の月平均児童数は１６７人で、定員１５０人の１１％増しの入所児童数と

なっております。  

 また、通常保育以外にも一時預かり延長保育、園庭開放、家庭支援推進保育事業を

実施して、地域の子育て支援施設としての役割も担っております。 

 以上、こども課関係の説明でございます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

これでこども課を終わります。 

それでは、環境防災課の説明を求めます。 

環境防災課長 

環境防災課長  それでは、環境防災課のほうから説明をさせていただきます。 

 説明に入ります前に、３点ほどお詫びと訂正を申し上げます。 

 こちらの決算特別委員会資料のほうになります。 

 １点目は、１０２ページ、こちらのほう、環境保全の一番最初の上のほうの１番、

環境基本計画等の推進のところで、下段の一部が下線部分に隠れておりまして、この

部分が文言が見えてないということと、それから、火葬業務の成果の欄の火葬件数が、

２０７件が２０９件に修正しております 

 お手元に修正の表を配布しておると思います。この２点の修正につきましては、主

要施策の提出期限後に、８月末になりますけれども、筑慈苑のほうより管外の部分が、

筑前町分が含まれていたという報告がありましたので、それに沿った訂正ということ

でございます。 

 それともう１点、１０４ページの中段、やや下のほうになります。 

 ごみ処理制度の充実の廃棄物搬入量が７，８０３ｔとなっておりますが、７，０８

４ｔの誤りということで、訂正をお願いいたします。誠に申し訳ありませんでした。 

 それでは、環境防災課の平成２４年度決算及び主要施策の成果と課題について報告

をいたします。 

 まず最初に、決算について、説明をさせていただきます。 

 決算書の６７ページをお開きください。 

 ２款１頄２８目防犯対策費、支出済額１７，３４４千円。 
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 主な内訳といたしましては、１節報酬１，８２５千円でございますが、総合窓口の

受付と防犯対策事務ということで、嘱託職員１名の報酬が主なものでございます。 

 １１節需用費１０，５０７千円につきましては、防犯灯の電気代が主なものでござ

います。 

 １５節工事請負費８５０千円につきましては、防犯灯の取付工事費です。 

 １８節備品購入費１３１千円につきましては、青パトの回転灯、備品購入費です。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、義務的経費であり省略をいたしま

す。 

 続いて、２款１頄２９目交通安全対策費、支出済額１１，１７４千円。 

 主な内訳といたしましては、１節報酬１，４５６千円ですが、これは、６１名の交

通指導員さんの報酬で、毎月１回交通指導をお願いしておるところでございます。 

 １５節工事請負費でございますが、これにつきましては、交通安全対策特別交付金

事業ということで、７，９７１千円の支出をいたしております。 

 内訳といたしましては、カーブミラーやガードレール、区画線等が整備費の主なも

のとなっております。 

 続いて、１０７ページから１０８ページをお開きください。 

 ４款１頄５目環境衛生費、支出済額６６，３２６千円、支出済額につきましては、

決算書のほうで、３８９，６７５千円となっておりますが、水道課所管分が含まれて

おり、環境課分につきましては、６６，３２６千円でございます。 

 主な内訳といたしましては、１３節委託料８，０６４千円、例年実施しております

河川等の水質検査委託料、及び平成２４年度は環境基本計画の平成２０年度から２９

年度までの１０カ年計画の５年経過中間見直しという位置付けで、見直しを実施して

おります。 

 １９節負担金補助及び交付金１９５，３６９千円のうち環境防災課分は、筑慈苑施

設組合負担金４５，１０９千円と住宅用太陽光発電システム補助金１２，５２６千円

となっております。 

 続いて、１０９ページになります。 

 ４款２頄１目清掃総務費、支出済額２０，１７２千円。  

 １節報酬１，９５９千円、嘱託職員１名の報酬と衛生組合連合会理事の報酬です。 

 １９節負担金補助及び交付金１，２１０千円につきましては、予算に沿った執行と

なっております。 

 ２節から４節につきましては、職員給のため省略をさせていただきます。 

 １０９ページから１１２ページになります。 

 ４款２頄２目塵芥し尿処理費、支出済額７０５，４７５千円。 

 １節報酬３，２４０千円、５４人の環境美化推進員さんの報酬です。 

 次のページになります。 

 ７節賃金１，５７２千円、し尿中継所管理人等の賃金です。 

 １１節需用費のうち印刷製本費６，６５６千円は、可燃ゴミ袋等の印刷代となって

おります。 

 １２節役務費のうち手数料４１６千円につきましては、２年に１回のクリーンセン

ターの計量器の検査が主なものとなっております。 

 １５節工事請負費につきましては、クリーンセンター上下水道工事費分です。 

 また、１３節委託料、１９節負担金補助及び交付金につきましては、予算に基づく

決算となっております。 

 続きまして１３５ページ、尐し飛びますけど、１３５ページをお開きください。 

 ８款１頄１目常備消防費でございます。支出済額３９４，５１５千円ということで、

これは、常備消防の広域消防負担金となっております。 
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 続いて、１３５ページから１３７、１３８ページになります。 

 ８款１頄２目非常備消防費でございます。支出済額６０，３６２千円。 

 内容につきましては、消防団の報酬、退職報償金、出動手当、消防団の団運営交付

金などが主なものでございます。 

 続いて、１３７ページ、８款１頄３目消防施設費でございます。 

 支出済額８，１２３千円、主なものといたしましては、１５節消火栓標識設置工事、

町内２１カ所、９６９千円、防火水槽の改修工事９８７千円、及び１９節消火栓設置

工事負担金５，５７５千円などとなっております。これは、上水道整備に伴うもので、

１５カ所実施しております。 

 続いて、８款１頄４目防災費です。支出済額１２，０２９千円。 

 主な内訳といたしましては、１節報酬２，０２０千円でございますが、防災危機管

理体制充実のための防災専門官１名の報酬が主なものとなっております。 

 それから、１３節防災行政無線の維持管理費でございます。 

 防災行政無線の保守点検及び戸別受信機等取付移設委託料が主なものです。 

 １８節備品購入費、防災行政無線戸別受信機購入となっております。 

 以上が、決算の概要につきましては、説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、決算審査特別委員会の資料のほうで、主要施策の成果及び将来の課題

について、説明をさせていただきます。 

 特別委員会資料の１０２ページをお開きください。 

 環境政策部門で、頄目１、環境保全の頄目です。 

 まず、環境基本計画の推進につきましては、平成２４年度は環境基本計画の平成２

０年度から２９年度までの１０カ年計画の５年経過中間見直しという位置付けで、１

年かけて住民、事業所アンケート調査、町内施策調査を実施するとともに、その後基

礎調査、関連調査を行い、環境基本計画推進会議３回、環境審議会４回開催し、協議

検討を図り、本年３月１９日付で筓申を行ったところです。 

 また、概要情報、広報紙５月号で掲載するとともに、筓申のすべてをホームページ

でアップしたところでございます。 

 次の地球温暖化防止についてでございます。 

 住宅用太陽光発電システム設置費補助金は、１２９件に対して１２，５２６千円を

補助しております。 

 平成２５年度は、８月末現在で７８件申請を受け付けておるという状況でございま

す。 

 頄目２、平成２４年度の改装許可件数は１２件です。 

 頄目３、犬の登録等につきましては、平成２４年度登録頭数２，１０８頭、うち狂

犬病予防注尃頭数１，３３０頭、接種率６３％となっており、前年比で４％程度上昇

させることができましたが、今後も北筑後保健環境事務所との連携で、毎年年度当初

に集団予防注尃の地域巡回を実施しております。 

 今後も接種率の向上を目指して、再通知も行いながら向上に努めてまいりたいと考

えております。 

 頄目４、火葬業務につきましては、火葬件数２０９件となっております。 

 次に、資料の１０３ページです。 

 環境衛生部門で、生活環境の保全についてになります。 

 毎年水質検査を実施しております。 

 平成２４年度は河川１８カ所、ため池１カ所、工場排水５カ所、地下水４６カ所、

土壌地下水４カ所の検査を実施しております。 

 次に、苦情等の迅速な対応、指導の関係でございます。 

 平成２３年と同じ件数になりますけれども、２４年度苦情対応件数２９０件となっ
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ており、前年度対比増減なしとなっております。 

 苦情等の主な内容は、雑草など所有地の管理、不法投棄等となっており、迅速な対

応を心掛けて処理を行っているところです。今後も広報活動や環境美化推進員さんと

の連携を図り、快適な生活環境の保全に努めてまいりたいと思っております。 

 次に、資料の１０４ページになります。 

 清掃の部門で、循環型社会の構築の関係でございます。 

 くらしにおきまして「もったいない」精神を身に付けることが大切です。その中で、

ごみ減量が一番だと考えております。 

 そして最後に廃棄するなら分別によるリサイクル推進であるということで、各地区

でごみの減量化に取り組んでいただいております。 

 成果につきましては、記載しているとおりでございます。 

 それから、古紙等集団回収の奨励につきましては、回収量６５５ｔとなっており、

今後とも復旧啓発に努めてまいります。 

 続いて、し尿処理の頄目についてですが、し尿と浄化槽汚泥の合計で６，２５８ｔ、

前年度より６６２ｔの減となっております。 

 続きまして、１０５ページをお願いいたします。 

 消防・防災、安全対策についてでございます。 

 防災体制の充実の中の地域防災計画の全面見直しにつきましては、各課の協力を得

て計画の修正案を作成し、筑前町防災会議において、各委員からの修正案の提示、及

び意見等を聴取した上で、福岡県地域防災計画との整合性を確認し、第３回筑前町防

災会議において最終承認を得たところです。 

 また、修正完了後は、ホームページにアップするとともに、各課ごとに成果品を配

布しております。 

 また、地域防災計画の全面見直しに合わせて、職員災害初動マニュアルの全面見直

しも行っております。 

 続いて、防災行政無線につきましては、平成２４年度における将来の課題としてお

りました老朽化した防災行政無線施設統合整備の取り組み推進といたしまして、平成

２５年度６月議会において、防災無線統合新システム構築事業を議決いただいたとこ

ろでございます。 

 防災対策体制につきましては、平成２４年度は７月から９月に計１１回設置してお

ります。昨年度は４回でした。 

 それから、自主防災組織の推進といたしましては、無理のない持続可能な組織づく

りや活動の推進を図っていくということで、２４年度におきまして４つの自主防災組

織において、訓練や防災機材の稼働、点検等の活動支援を行っております。 

 Ｊ－ＡＬＥＲＴ、全国瞬時警報システムですが、昨年は９月１２日に全国一斉自動

放送試験が行われました。また、本年度は、今月の９月１１日に実施されております。 

 続いて、１０６ページをお願いします。 

 消防体制の活性化についてでございます。 

 消防団員につきましては、平成２４年度において、消防団員や地域の方々の協力支

援により、中途入団者が８名あり、平成２４年度末で３１６名となり、２３年度より

団員の補充ができ、消防団体制の維持・充実を図ることができました。 

 また、朝倉支部消防操法大会、小型ポンプの部において第４分団が優勝し、福岡県

消防操法大会に出場することができました。 

 消防団活動の維持・充実につきましては、２４年度活動実績といたしまして、成果

の欄に記載しておりますように、操法大会や式典、訓練の他に、火災出動が１３件、

延べ５４７名、行方不明者の捜索５件、４８２名の団員の出動を見ているところです。 

 消防水利、消防施設等の整備推進ということで、三牟田地区の防火水槽改修工事、
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上下水道整備に伴う消火栓の計画的設置１５基、及び消火栓看板設置２１カ所を実施

しております。 

 次に、交通安全・防犯体制の充実ということで、まず、交通指導、交通安全教育、

広報、啓発活動の推進といたしまして、毎月１回、交通指導員による通学、通勤時の

街頭活動、年４回の県民交通安全キャンペーン、高齢者交通安全教室などを実施して

おります。 

 １０７ページになります。 

 交通安全施設の設置及び維持といたしまして、各区要望及び町内巡視による交通安

全施設の新設、維持、整備を行っております。 

 実績といたしましては、ガードレールやガードパイプなどの防護柵設置が１８６

ｍ、反尃鏡３８基、区画線３，７６９ｍなどとなっており、実施しております。 

 防犯灯の維持管理、新設整備につきましては、新設工事１５基設置、２４年度末で、

総数２，６７５基となっております。 

 最後になりますが、地域の防犯組織の育成と活動促進といたしましては、警察や関

係機関、団体との連携のもと、広報、啓発活動や防犯パトロール等を推進し、町民と

一体となった防犯体制及び安全対策の強化、防犯意識の高揚に努めてきたところでご

ざいます。 

 以上で、環境防災課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

内堀委員 

 内堀委員  資料の１０２ページで、火葬業務についてですけれども、毎回火葬件数については

報告があるんですけれども、町内で何人の方が亡くなられて、その中で筑慈苑を利用

された方の人数だと思うんですけれども、その分分かりますでしょうか。 

 利用された方の三輪、夜須分とかの割合とかは毎年出ているみたいなんですけれど

も、実質亡くなられた方の人数が分かりましたらお願いします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 平成２４年度の死亡者数、こちらのほうが２９１件、筑慈苑火葬が２０９件という

ことで、７２％となっております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の１０３ページなんですけれども、環境美化推進員なんですが、各行政区から

１名選任をされて、そして本当に一生懸命ですね、環境美化のために尽くされており

ます。 

 暑い時も寒い時もですね、本当によく、特に私は東小田上区ですが、うちの環境美

化委員さんもですね、献身的にしていただいているわけなんですけれども、月２回程

度のパトロールとここに書いてありますが、それ以上のご活躍と言いますか、やって

くださっているんですが、この環境推進美化委員、本当にご苦労が多いと思いますが、

その実態と言いますか、環境美化委員の方たちの、どのように捉えてあるのか、お伺

いいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 環境美化推進員さんにつきましては、今、議員ご指摘のように、本当に献身的に、

また、月２回ということですけれども、それ以上に積極的に巡回してあります。実際

は。 

 そして、その上で、毎月どれだけのものを拾ったりして集めたと、不法投棄とかそ

ういったものも含めまして、その報告を毎月受けておるという状況でございます。 
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 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  報酬をわずかながら貰ってあります。 

 報酬を貰ってあるから当然っていう考えではいけないと思うんですね。 

 本当に今、課長も言われたように、献身的にしてくださっているんですが、やっぱ

りこういう美化推進員の方たちが地域を回られてですね、環境について、いろんな気

付かれたこと、困っていることとかお持ちじゃないかと思うんですが、そういった意

見を聞く場と言いますか、そういうのは年に数回なり委員会等が行われて、そういう

のを吸い上げていただいているものなのか、ただ個別に意見を持って来られる。それ

でよしとされているのか、お伺いします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 全体で集まるのは年１回というふうになっておりますけれども、今、議員が申され

ましたように、その都度美化推進員さんが回られる中で、困ったこととか、いろんな

内容について、随時相談を受けておりますので、当然、現地等を確認しながら、美化

推進員さんと一緒に現地を確認しながら、また、美化推進員さんとは別に、場所をお

聞きして、後で確認する等の対応をしておるという状況でございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  年に１回の委員会が果たして、それで十分なのかという問題もあるんじゃないかな

と思います。 

 やはり５４人の方が集われたらですね、またいろんなご意見等、また知恵も出てく

るんじゃないかなと思いますし、ちょっとその辺のご検討をしていただきたいと思い

ますし、本当に一生懸命尽力していただいておりますので、いろんなご意見、ご要望

等課題もあると思いますので、きちっと受け止めて、行政としての支援をしっかり今

後ともよろしくお願いいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  議員ご指摘の内容で、今後検討を図っていきたいと考えております。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  成果と課題の１０６ページですね、機能別団員についてでございます。 

 これは、人数がですね、２３年度２７名から２４年度２５名に減っておるというこ

とでですね、全体の分団数に対したら尐ないと思うんですが、まんべんなく１人、２

人で分団にいらっしゃるものか、それとも偏っていらっしゃるものか、お聞きいたし

ます。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  詳細な資料は、今持っておりませんけど、分団によっては０のところもありますし、

ある程度偏っているということですけれども、後で正確な資料につきましては、調査

してご報告したいと思います。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  これは、消防団の弱い部分を補うたいへんいいシステムということで、私も消防団

を経験しましたが、終わってこれは始まったわけなんですけれども、何年になります

か、ちょっと私は分からんとですが、できてからの推移ですね、これまでの人数の、

入られたですね、分かれば合せてその辺の数字もお願いしたいと思っております。 

 それで、対策としましてですね、課題としまして中長期的な対応策の検討というこ

とで上げてありますけれども、これにつきましては、やっぱり機能別団員、あっちゃ

ならんけど、やはり明日何か町内で、火事等あるかもしれん、そこに直結しとること

だと思いますので、できるだけ早期にですね、そういうふうな対応策も取っていただ

きたいと思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。 
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 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  今、議員がご指摘されたとおりだと、事務局のほうでも感じております。 

 その方向で今後とも努力をしていきたいと、このように考えております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ２点あります。決算書です。 

 １３７ページ、非常備消防費の１９節負担金補助及び交付金と、その次のページ、

１３９ページ、防災費の中の１９節負担金補助及び交付金、それぞれ１，０００千円

を超える不用額が出ているんですが、負担金、補助金、決定したのはいつ頃のことで

しょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  まず１点目の、後のほうになりますけれども、防災費の１９節負担金補助及び交付

金、こちらの自主防災組織の補助金、一応１５団体、当初予定しておったんですけれ

ども、実際が５団体だったということで、その分の差額が一応不用額となってしまっ

たということで、この件につきましては、今後とも注視しながら、自主防災組織の継

続的な運用をお願いしていきたいと考えております。 

 委 員 長  あと１つの件については、後でされますか。 

環境防災課長 

環境防災課長  遅れて申し訳ありません。 

 この分の不用額につきましては、昨年度、団員で一生懸命勧誘はしたんですけれど

も、その中にやはりどうしても１年間全く訓練とかに参加しなかったりした幽霊団

員、こういったのは、もうちゃんと決算の中でしようということで、１年かけまして、

そのデータを全部各団員ごとに取っていったと。 

 それによって、実際その方たちの分、要するに団員の登録はしたけれども、実際の

活動はゼロだった人たちの分については、申し訳ないけれども、歳出の対象としなか

ったということで、大きく減額になってしまったという状況でございます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  最初の幽霊消防団は大体いつ頃分かったのかというのと、自主防災組織、立ち上が

れないというのはいつ頃分かったのかお尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  まず、幽霊団員につきましては、当然１年間追っていかないといけませんので、そ

してなおかつ、当然せっかく登録していただいた団員ということで、当然年度末ぎり

ぎりで、年間を通していつか出て来てくれるだろうということで、それなりの働きか

けはやって、その結果、もう最終的に１年間どうしても全く出て来なかったと、参加

しなかったということで判断したという状況でございます。 

 自主防災のほうは、１５団体当初予算でお願いし、認めていただいておりましたけ

れども。 

 一応事務局としては、それぞれ一番最初の平成２３年度に、県の補助金を活用して

２６団体追加がされたけれども、その団体がそのまま継続して活動していただけると

いうことで、一応予算を要求しておりましたけれども、実際は、なかなか区長さんも

１年で交代したりということで、１年間のスケジュールがなかなか取れないと。 

 それから、例えばですけれども、実際に中牟田町とか南高田とか一生懸命活動して

あるところを、とりあえずはちょっと見に行ってから、実際この分、自分たちででき

るのかどうかというところの判断もあったということで、申し訳ございませんけれど

も、そういうことで、最終的にそのような、実際の予算執行の団体数が減ってしまっ

たという状況でございます。以上です。 

 委 員 長  いつ分かったのかということの筓えをお願いしたいと思います。 
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環境防災課長  お筓えいたします。 

 いつ分かったのかということで、正確にいつかということは、当然消防団員のほう

と同じで、当然、せっかくあれだけの防災の資機材を、全額県費で購入されたという

ことで、当然町のほう、事務局のほうといたしましては、極力、例えばせっかく発電

機があると。 

 ところが、起こす稼働の訓練とか、そういったのをしないと宝の持ち腐れになると

いうことで、極力１年間を通じてそういう啓発活動なり、一応お願いしたところです

けれども、最終的にこちらのほうも結果的にということで、誠に申し訳なく思ってお

るところでございます。 

 いつかということで、いつかというのが、全く正確に表現はできないということで、

申し訳ありません。 

 委 員 長  藤野委員 

 藤野委員  ７４ページの住民課の死亡届では２７５件と書いてありますが、課長があれした２

９１名、その違いはどこですか。 

 ７４ページの住民課の死亡届が出ております。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お筓えいたします。 

 筑慈苑の場合に、まず死亡届というのは、あくまでも筑前町の住民課のほうに届出

をされた、一応死亡届の数ということで、こちらの死亡者数というのが、住民課の定

義とこちらの死亡者数というところが、ちょっと正確に説明ができませんので、調べ

て後で報告をしたいと思います。 

 その誤差につきまして、その原因が何なのか。 

 その死亡者というのと死亡届の件数ということ、何らかのそれで誤差があるのか、

本当にこれは違っているのか、そこのところを含めまして調査をして、後で報告をし

たいと思います。申し訳ありません。 

 委 員 長  質疑が終わりましたようです。 

 これで、環境防災課を終わります。 

 散  会  

 委 員 長  平成２４年度一般会計歳入歳出決算につきまして、環境防災課までの審査が終了し

ました。明日は、農業委員会から始めます。 

 本日は、これで散会いたします。 

 明日は、午前９時３０分から会議を開きたいと思います。９時までに議員控室にご

集合いただきますようお願いいたします。どうもお疲れでございました。 

（１６：５４） 

 


