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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 定例会開会にあたりまして、町民憲章の朗読を行いますのでよろしくお願いしま

す。本文のみ申し上げますのでご唱和をお願いいたします。 

町民憲章 

一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、伝統と文化を守り、育てる筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、子どもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ありがとうございました。 

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１６人につき定足数に達しております。 

 ただ今から、平成２６年第３回筑前町議会定例会を開会します。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、 

１１番 藤野久議員及び１２番 内堀靖子議員を、指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日９月４日から２２日までの１９日間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） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月２２日までの１９日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２６年第３回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 さて、昨日、第２次安倍改造内閣が発足いたしました。内憂外患の厳しい社会情勢

の中で、元気な日本再生のためのさらなる実行力を期待するものです。 

 地方においては、少子高齢化と大都市への人口集中が進行する中で、人口減少問題

がクローズアップされています。有識者らでつくる政策発信組織、日本創生会議が全

国１，７４１自治体の内８９６の市町村が消滅の危機に直面する可能性があると、市

町村の実名入りで公表したことにより、多くの自治体に衝撃を与えました。 

 国も地域創生大臣を創設し、地域の経済、雇用などの地域活性化対策を本格的に取

り組む姿勢を表明したものと受け止めているところです。 

 本町の人口動向をいくらか紹介いたしますと、９月１日現在で２９，６４５人とな

り、先月より３２人の増、４月からは１１５人の増となっております。８月だけを見

ますと、出生数も２８人で死亡者数の２３人を５人上回っております。近年にはなか
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った自然増でありました。 

 これからの自治体は、国からの補助金を求めるだけの受け身ではなく、地域の視点

に立って自らの魅力を発信する知恵と努力と体力が求められます。筑前町も今後の町

の施策を注視しながら、町づくりを推進していく所存でございます。 

 それでは、本日提案いたします議案等２１件の説明を申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきましても

よろしくお願いいたします。 

 報告第３号 平成２５年度筑前町財政健全化判断比率につきましては、地方公共団

体の財政の健全化に資するため、当該健全化判断比率を議会に報告するものです。 

 報告第４号 平成２５年度筑前町公営企業の資金不足比率につきましても同じく、

公営企業の健全化をはかるため、当該資金不足比率を議会に報告するものです。 

 承認第１０号 専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、多目的運動

公園園路広場整備工事（２工区）を施工するにあたり、近接工事該当による諸経費変

更に伴う工事請負契約の変更をする必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余

裕がなかったため、専決処分を行ったものです。 

 承認第１１号 専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、平成２６年

９月７日開催の第２３回福岡県消防操法大会出場に要する経費について、筑前町一般

会計予算を補正する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、専決処分を行ったものです。 

 議案第３２号 曽根田川河川改修事業薬師前橋架換工事に係る基本協定の締結に

つきましては、当該基本協定を締結するにあたり、地方自治法第９６条第１項第５号

及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第３３号 筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法の規定により、町は

内閣府令の規定に従って、又はこれを参酌して条例で基準を定める必要があるため、

当該条例を制定しようとするものです。 

 議案第３４号 筑前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定につきましては、児童福祉法の規定により、町は、厚生労働省令の規定に従

って、又はこれを参酌して条例で基準を定める必要があるため、当該条例を制定しよ

うとするものです。 

 議案第３５号 筑前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定につきましても、児童福祉法の規定により、町は厚生労働省令の規定

に従って、又はこれを参酌して条例で基準を定める必要があるため、当該条例を制定

しようとするものです。 

 議案第３６号 筑前町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例及び筑前町若年

者専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条例の制定につきましては、次

代の社会を担う子どもの健全な育成をはかるための次世代育成支援対策推進法等の

一部を改正する法律が施行されることに伴い、母子及び寡婦福祉法の題名が、母子及

び父子並びに寡婦福祉法に改められるため、当該条例の一部を改正する必要が生じた

ことにより議会の議決を求めるものです。 

 議案第３７号 平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）につきましては、

補正額計８１，２３９千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１１，９４２，

８５０千円とするものです。 

 主な補正内容といたしましては、 

・４月の人事異動に伴い増額する職員人件費 １９，５０９千円 
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・予防接種施行令の一部改正により、平成２６年１０月から水痘と成人用肺炎球菌の

ワクチンが定期接種化となるため増額する、定期予防接種事業 ３１，１４０千円 

・４月の人事異動に伴い、職員人件費の繰出金を減額する、公共下水道事業特別会計

操出金 １６，０６３千円 

などを追加するものです。 

議案第３８号 平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

につきましては、補正額４，４６２千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１６９，１９８千円とするものです。 

 議案第３９号 平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、補正額１６，０６３千円を減額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１，２１２，０４６千円とするものです。 

 議案第４０号 平成２６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）につきまして

は、収益的支出を１０，１４７千円減額し、補正後の収益的支出総額を４３２，１７

９千円とするものです。 

 認定第１号から認定第８号につきましては、筑前町の一般会計と７つの特別会計の

合計８会計の平成２５年度決算の認定についてであります。 

 いずれの会計につきましても、事業目的達成のため最小の経費で最大の効果を上げ

るべく鋭意努力したところでございますが、その内容につきましては、先般より監査

委員による決算審査を受け、その結果は、別添の決算審査意見書のとおりであり、後

ほど審査意見が述べられることと思います。 

 また、内容等の審議につきましては、例年どおり決算特別委員会において付託審議

がされることと思いますので、そのときによろしくお願い申し上げます。 

 以上が、本日提案しました議案等の提案理由でございますが、いずれも重要な案件

でございますので、慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、開会に

あたりましてのあいさつと議案等の説明といたします。よろしくお願い申し上げま

す。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 報告第３号「平成２５年度筑前町財政健全化判断比率について」を、議

題とします。 

 報告を求めます。 

財政課長 

 財政課長  議案書の３ページをお願いいたします。 

 報告第３号「平成２５年度筑前町財政健全化判断比率について」 

 平成２５年度筑前町財政健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 健全化判断比率報告書でございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化比率

を次のとおり報告いたします。 

 実質赤字比率及び連結赤字比率はございません。 

 実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還

金の標準財政規模に対する比率でございます。 

 ３年間の平均ということで、昨年より若干減少しておりますが、１３．６％となっ

ております。 
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単年度で見ますと、昨年とほぼ変わりません。 

 将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実施的な負債の標準財

政規模を基本とした額に対する比率でございます。昨年度より上昇しております。１

０３％となっております。 

 この主な理由につきましては、退職手当の負担見込額の増加、それから、負担額に

対する充当財源です。基金の減少が主な原因でございます。 

 基金につきましては、２５年度両筑国営２期事業の負担金として取り崩したことが

主な理由でございます。 

 ５ページには監査委員の審査意見書を付けております。 

 以上で、報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これで報告第３号「平成２５年度筑前町財政健全化判断比率について」の、報告を

終わります。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 報告第４号「平成２５年度筑前町公営企業の資金不足比率について」を、

議題とします。 

 報告を求めます。 

財政課長 

 財政課長  議案書の６ページをお願いいたします。 

 報告第４号「平成２５年度筑前町公営企業の資金不足比率について」 

 平成２５年度筑前町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 資金不足比率報告書でございます。 

 ４つの公営企業会計についても、いずれも資金不足はないということを報告いたし

ます。 

 ８ページに監査委員の審査意見書を付けております。 

 以上で、報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これで報告第４号「平成２５年度筑前町公営企業の資金不足比率について」の、報

告を終わります。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（多目的

運動公園園路広場整備工事（２工区）請負契約の変更）」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  議案書９ページでございます。 

 承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条
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第３項の規定により報告し承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由、多目的運動公園園路広場整備工事（２工区）を施工するにあたり、近接

工事該当による諸経費変更に伴う工事請負契約の変更をする必要が生じたが、町議会

を招集する時間的余裕がなかったため専決処分したものである。 

 次の１０ページをお願いいたします。 

 平成２６年専決第１０号、専決処分書。 

 平成２６年６月３０日付、第３１号議案をもって議決された多目的運動公園園路広

場整備工事（２工区）請負契約の締結に係る議決内容の一部を別添のように専決処分

する。 

 平成２６年７月１１日、町長名でございます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 工事請負契約の内容 

１． 工事名   多目的運動公園園路広場整備工事（２工区） 

２． 契約の方法 変更前 指名競争入札 変更後 随意契約 

３． 請負契約額 変更前 ２２６，８００千円  

消費税 １６，８００千円 

      変更後 ２１５，９６７，６００円  

消費税 １５，９９７，６００円 

４． 工事請負人 朝倉郡筑前町山隈９３４番地１ 

        株式会社平田組筑前支店 取締役支店長 平田昭義 

 参考としまして、工事箇所、筑前町下髙場 地内、工事概要、別表のとおりでござ

います。 

 近接工事該当による諸経費調整に伴う請負工事のため、工事変更内容はございませ

ん。 

 工期は、平成２６年７月１日から平成２７年３月２０日まででございます。 

 近接工事の取り扱いについてですけど、福岡県土木整備部編集の積算運用手引きに

よって積算をしております。 

 同一工事区域内の工事で現工事に引き続き、後発工事を同じ業者が受注した場合

は、後発工事の共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整することになっています。 

 現場説明、仕様書配布等に、仕様書に記載し、それを理解され応札された結果でご

ざいます。 

 当初請負額を第１回変更請負額として１０，８３２，４００円を減額しています。 

 率としましては、４．８％の減額となっております。以上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

河内議員 

 河内議員  別表に施工工種と変更前、変更後、ありますけれども、これの変更はないという説

明だったので、この表は要らないんじゃないですか。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  別表の記載としましては、第１回変更で金額のみの減額変更でございましたので、

定例的に変更する場合には工種の内容等を記載しておりましたので、今回もこういう

形で、工種の内容の変更はないんですけれど、掲載させていただいたということでご

ざいます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  こうやって出されると、どこか違うんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。変更
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前、変更後。 

 でも、ここは全然変わってないんだったら、かえって出さないほうがいいんじゃな

いかなと思いますが、その辺はいかがでしょう。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 今後、こういう工種の変更、数量等の変更がない場合は、別表記載を掲示をしない

ようにしたいと考えております。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  お尋ねいたします。 

 ただ今、課長のほうから説明を受けたわけでございますけれども、近接工事という

ことでですね、どういった内容かなということで、ちょっと分からなかったわけでご

ざいますけれども、この件については、県の土木工事における後発工事を同一業者が

受注されて実施される場合というふうな説明であったと思われます。 

 もう少しちょっと分かりにくいんですけれども、こういった工事をなされる場合

に、同一業者が事前に工事を受注されて、また再度受注をこのたびなされたというこ

と等で、単純にそういったことで、そういった適用をなされるものか、このたびは７

工種ほどの工事の内容等が上がっているわけでございますけれども、こういった内容

が、この近接工事ということの基準に繋がってきたものなのか、その辺りもう少し説

明を求めたいと思います。 

 いずれにいたしましても、この工事内容の変更がなくて、請負契約金額、税込みで

も減額となったことはたいへんありがたく大いに歓迎するところでございます。 

 先に申しました近接工事について、もう少し説明を求めたいと思います。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 近接工事の取り扱いにつきましては、種々というか、詳しく整理する部分があるわ

けですけど、一般的には公共工事のほうで、道路工事でも河川工事でもいろんな工事

があります。今回は公園工事でございますけれど。 

 そういう工事で、先発工事で先に発注して請け負った業者の方が請けておられて、

後発の発注で請け負われた業者の方が受注された場合、近接工事の一般的な取り扱い

としましては、近接という意味が５０ｍ以内というところで接している。それとか共

通仮設費、現場管理費、一般管理費の調整についてはですね、工期の重複期間、そう

いうものがまた調整をしますので、その調整のやり方は詳しく事務的に処理しますの

で、なかなかここで詳しくは述べることができませんけど、そういう形で諸経費を調

整するものでございます。以上でございます。 

 議  長  一木議員 

 一木議員  今後におきましても、この多目的運動公園の整備事業は続くわけでございます。今

度みたいなことが、今後も発生するということもあり得るというふうに理解してよろ

しいでしょうか。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 園内工事でございますので、同一業者が請け負われた場合、そういう近接工事取り

扱い事務に抵触すれば、近接工事取り扱いによって諸経費調整を行いまして、減額を

行う予定になってまいります。以上でございます。 

 議  長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 
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 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、採

決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１０号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」は、

承認することに決定しました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 承認第１１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（平成２

６年度筑前町一般会計補正予算（第２号））」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  議案書の１２ページをお願いいたします。 

 承認第１１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたから、同条

３項の規定により報告し承認を求める。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほど町長の提案がございましたものと同じでございま

すので、省略いたしたいと思います。 

 それから、１３ページをお願いします。 

 専決処分書でございます。 

 平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 平成２６年７月３０日、町長名でございます。 

 別冊の平成２６年度の補正予算（第２号）をお願いしたいと思います。 

 平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，１４４千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，８６１，６１１千円とす

る。 

 ２条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２６年７月３０日専決、町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 内容につきましては、先ほどから申し上げておりますように、筑前町第６分団がポ

ンプ操法大会で優勝いたしまして、９月７日行われます福岡県消防操法大会に出場す

るための経費でございます。 

 歳入につきましては、朝倉支部からの大会助成と普通交付税を充てております。以

上でございます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 
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 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第１１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」を、採

決します。 

 本件は、承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」は、

承認することに決定しました。 

日程第８～１

６ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第８から日程第１６までを、一括議題といた

します。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第８ 議案第３２号から日程第１６ 議案第４０号までは、議

案の説明のみ行いたいと思います。 

 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。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  おはようございます。 

 議案書の１４ページをお願いいたします。 

 議案第３２号「曽根田川河川改修事業薬師前橋架換工事に係る基本協定の締結につ

いて」 

 曽根田川河川改修事業薬師前橋架換工事に係る基本協定を締結したいので、議会の

議決を求めるものです。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長の説明のとおりでございますので省略させていただ

きます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 基本協定の内容でございます。 

１．協定の目的でございますが、曽根田川河川改修事業薬師前橋架換工事に係る河川

管理者、福岡県と道路管理者、筑前町の事業負担を定めるものでございます。 

２．工事費及び費用負担額でございます。 

 工事費は現在の計画で１２８，８２５，１００円でございます。今後県の入札等に

よって変更が考えられます。 

 費用負担は、町、県とも５０％でございまして、いずれも６２，８４１，５５０円。

なお、別途町の負担として、事務費３，１４２千円がございます。 

 協定の期間は、議会の議決の日から平成２８年３月３０日まででございます。 

 協定の相手方は、福岡県知事小川洋でございます。 

 参考としまして、工事箇所、筑前町東小田地内、工事の概要は、旧橋の撤去一式、

橋台工一式、上部工一式、左右岸取付道路工事一式、測量及び試験費一式でございま

す。 

なお、橋の長さは３９．９ｍでございます。以上でございます。 

 議  長  こども課長 

こども課長  おはようございます。 
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 議案書の１６ページをお願いいたします。 

 議案第３３号「筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由については、先ほど町長からの説明がございましたので省かせていただき

ます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 この条例の趣旨などを、概要を説明させていただきます。 

 第１章、総則の第１条、この条例は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第

４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び特定地域

型保育事業者の運営に関する基準を定めるものとする。 

 １８ページをご覧ください。 

 中段の第３条、一般原則では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、

良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うこと

により、すべての子どもが健やかに成長するために、適切な環境が等しく確保される

ことを目指すものでなければならない。と定めております。 

 １９ページ以降には、特定教育・保育施設の運営に関する基準、利用定員に関する

基準、運営に関する基準、特例施設型給付費に関する基準を定めているほか、特定地

域型保育事業者の運営に関する基準などを定めたものです。 

 附則、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上、提案させていただきます。 

 続けて、議案書の３８ページをお願いいたします。 

 議案第３４号「筑前町家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由については、町長の説明文と同じですので省かせていただきます。 

 ３９ページをお願いいたします。 

 概要を説明させていただきます。 

 第１章、総則の第１条、この条例は、児童福祉法第３４条の１６の規定に基づき、

家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 第２条、最低基準は町長の監督に属する家庭的保育事業を利用している乳児又は幼

児が明るくて衛生的な環境において素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の保育

を提供することにより、心身ともにすこやかに育成されることを保証するものとす

る。 

 ４０ページ以降には、家庭的保育業者等の一般原則について、家庭的保育事業所の

職員に関すること、設備の基準、保育時間、保育内容、保護者との連絡などが記載さ

れております。 

 ４６ページ以降には、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に

ついても同様の記載がされております。 

 附則、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上、提案いたします。 

 続きまして、５８ページでございます。 

 議案第３５号「筑前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について」 
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 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由は、先ほどの町長の説明と同じですので省かせていただきます。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 概要を説明させていただきます。 

 第１条、この条例は、児童福祉法第３４条の８の２第１項の規定に基づき、放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 第２条、最低基準は、町長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している

児童が、明るくて衛生的な環境において素養があり、かつ適切な訓練を受けた職員の

支援により、心身ともにすこやかに育成されることを保証するものと定めておりま

す。 

 ６０ページ以降は、設備の基準と職員に関すること、衛生管理などについて、運営

規定、開所時間及び日数などを定めております。 

 附則、この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 以上、提案いたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書の６５ページをお開きください。 

 議案第３６号「筑前町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例及び筑前町若年者

専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長が申し上げましたとおりでございますので省略をい

たします。 

 なお、筑前町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例につきましては、農林商工課

が所管となっておりますが、改正内容が同じでありますので、私のほうで一括して説

明をいたします。 

 ６６ページから６８ページが、それぞれの条例の一部改正でございますが、アンダ

ーラインの部分が改正箇所となります。法律の改正に伴いまして、条例中の「母子及

び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めるものでございます。 

 また、ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例につきましては、今回の改正に合

わせまして、条例の整備を一部行うものであります。 

 附則、この条例は、平成２６年１０月１日から施行いたします。 

 以上、説明を終わります。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書の６９ページをお願いいたします。 

 議案第３７号「平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」 

 平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）を、別紙のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の補正予算をお願いしたいと思います。筑前町補正予算（第３号）をお願いい

たします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８１，２３９

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，９４２，８５０千円と

する。 

 歳入歳出予算の補正、款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
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予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 それから、債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定による債務を負担

する行為をすることができる事項、期間、及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 本日付け、町長名でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 債務負担行為につきましては、先ほど説明があっておりました、県が実施いたしま

す曽根田川河川改修事業に伴います負担金でございます。の債務負担を起こすもので

ございます。 

 それから、７ページにつきましては、地方債の補正でございますが、災害復旧事業

に伴う地方債の補正でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ８ページ、歳入につきましては、普通交付税、臨時財政対策債の確定及びがんばる

地域交付金の限度額の内示等により財源を補正しております。 

 歳出につきましては、各課にわたって補正をしております。 

 主なものにつきましては、人事異動に伴う人件費１９，５０９千円、それから、定

期予防接種委託料３１，１４０千円、それから、学校空調設備整備によります電気料

の増ですね、７，００４千円でございます。 

 それでは、歳入のほうから説明いたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 なお、人件費につきましては、各課にわたっておりますので省きたいと思います。 

 ２款総務費、総務管理費でございます。 

 一般管理費、合併１０周年記念事業の委託料２，９９６千円です。 

 合併１０周年記念イベントの企画制作の委託料でございます。 

 それから、次のページでございます。企画費。 

企画費は、戦跡保存活用策定業務委託料１，９７６千円です。 

 戦跡の歴史的調査をもとに、現状と課題を明記した戦跡保存計画書を策定するもの

でございます。 

 それから、１６ページ、３款民生費、１項社会福祉費でございます。 

 子育て世代臨時特例給付金１，９２０千円です。２０千円の増額補正です。 

 これは、町民税の課税後に対象者を抽出したところ、当初予算を上回ったことによ

る増額補正でございます。 

 それから、１７ページ、４款衛生費１項保健衛生費でございます。 

 予防接種委託料３１，１４０千円です。予防接種施行令の一部改正により、水痘と

成人用肺炎球菌ワクチンが定期接種化になるものでございます。 

 ２項清掃費でございます。 

 清掃費につきましては、公用車の購入をしております。公用車の事故により公用車

を買い替えるものでございます。 

 それから、１８ページ、５款農林水産業費、１項農業費でございます。 

 六次産業開発委託料２，０００千円でございます。 

 地場産農産物を加工し、特産品開発を行うための環境整備を図るものでございま

す。 

 それから、農地・水保全管理支払交付金負担金７，３４２千円です。これは、交付

単価が変更になったことによる補正でございます。 

 それから、２０ページ、教育費でございます。 
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 教育費につきましては、それぞれの学校、空調設備によります光熱水費の変更が行

われております。補正です。 

 それから、理科教育設備の備品の購入の補正でございます。 

 続きまして、歳入のほうの説明をいたします。 

 戻りまして１０ページをお願いいたします。 

 主な歳入につきましては、１１款地方交付税は、普通交付税の確定による７７，２

１９千円の増額補正です。 

 それから、１５款国庫支出金は、がんばる地域交付金５２，１６７千円等によりま

す、５４，９８８千円の増額補正となっております。 

 それから、１６款県支出金につきましては、消費者行政活性化基金事業費補助金２，

０９５千円、それから、災害復旧補助金４，４００千円等によります９，０９４千円

の増額補正でございます。 

 それから、１９款繰入金は、がんばる交付金を充当したことによりまして、地域振

興基金を２，４７０千円減額しております。 

 それから、２０款繰越金につきましては、前年度繰越見込額による２０，３３０千

円でございます。 

 それから、２１款諸収入につきましては、予防接種徴収金５，５２３千円による増

額補正でございます。 

 予防接種自己負担額につきましては、朝倉管内統一したものとするために、朝倉市

それから東峰村とで協議を行い、近隣市町村の状況を考慮し、１人当たり３千円とし、

実施しようとするものでございます。 

 それから、２２款町債につきましては、がんばる交付金により組み換えをしており

ますものによる減額が４８，１００千円、それから、臨時財政対策債が確定により減

額になっておりますので、３７，４８４千円の確定ということで減額になっておりま

す。総額の８４，０８４千円の減額補正でございます。以上でございます。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  議案書の７０ページをお願いします。 

 議案第３８号「平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について」 

 平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 別冊の筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算書をお願いします。 

 １ページでございます。 

 平成２６年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度筑前町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に 

定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，４６２千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６９，１９８千円とするものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 歳出のほうでございます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費、４，４６２千円の増額です。 

 内訳でございますが、２節給料１，５４８千円の増、３節職員手当等２，３６９千

円の増、４節共済費５４５千円の増となっております。 

 理由につきましては、人事異動に伴う職員人件費等の増額によるものでございま

す。 
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 ６ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金４，４６２千円の増でございます。 

 歳出の職員人件費の増額に伴い一般会計繰入金を増額するものでございます。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

 続きまして、公共下水道事業特別会計補正予算のほうの説明を行います。 

 議案書の７１ページをお願いします。 

 議案第３９号「平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

 平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を、別冊のとおり

提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の筑前町公共下水道事業特別会計補正予算書をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２６年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２６年度筑前町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，０６３千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２１２，０４６千円とするものでございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費２，２１７千円の減です。 

 内訳でございます。 

 ２節給料１，３５９千円の減、３節職員手当等４６９千円の減、４節共済費３８９

千円の減となっております。 

 人事異動に伴う職員人件費等の減額によるものでございます。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費、１３，８４６千円の減です。 

 内訳でございます。 

 ２節給料６，６６１千円の減、３節職員手当等４，８９８千円の減、４節共済費２，

２８７千円の減でございます。 

 先ほどと同じく人事異動に伴います職員人件費の減額によるものでございます。 

 ３款１項１目元金、予算額の補正はございませんが、特定財源の１６，０６３千円

を一般財源のほうに組み替えております。これは、一般会計の繰入金が減額されるこ

とに伴うものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 歳入のほうの説明を行います。 

 ６款１項１目一般会計繰入金１６，０６３千円の減額補正です。歳出の人件費の減

額に伴い、一般会計繰入金を減額するものでございます。 

 以上で、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

 続きまして、水道事業会計補正予算（第１号）の説明を行います。 

 議案書の７２ページをお願いします。 

 議案第４０号「平成２６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）について」 

 平成２６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）を、別冊のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の筑前町水道事業会計補正予算書をお願いします。 
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 １ページをお願いします。 

 平成２６年度筑前町水道事業会計補正予算（第１号）。 

 第１条、平成２６年度筑前町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、平成２６年度筑前町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入のほうの補正はございません。 

 支出のほうの１款収益的支出、第１項営業費用１０，１４７千円を減額補正し、４

３２，１７９千円とするものでございます。 

 第３条、予算第７条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。 

 職員給与費１０，１４７千円を減額補正し、７２，６６１千円とするものでござい

ます。 

 補正の内容について説明いたします。 

 ７ページの次の、別冊補正予算（第１号）付属書類をお願いします。 

 １０ページをお開きください。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の、支出の分でございます。 

 １款水道事業費用の３目の総係費は、給料を４，７７７千円減額し、同じく手当を

２，６６５千円減額するものでございます。 

 １１ページをお願いします。 

 同じく法定福利費を２，７０５千円減額し、総額で１０，１４７千円を減額するも

のでございます。 

 給料等の減額につきましては、人事異動に伴うものでございます。 

 以上で、水道事業会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１７～

２４ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第１７から日程第２４までを一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第１７ 認定第１号から日程第２４ 認定第８号までは、全員

をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いま

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。 

 したがって、日程第１７ 認定第１号から日程第２４ 認定第８号までは、一括議

題として、全員をもって構成する決算審査特別委員会に付託して審査することに決定

しました。 

 ここで、決算審査特別委員会委員長及び副委員長の選任をお願いします。 

１３番 河内直子議員 

 河内議員  決算審査特別委員会委員長に、副議長の矢野勉議員を、そして副委員長に、総務委

員長であります久保大六議員を推薦いたします。 

 議  長  ただ今、１３番 河内直子議員から発言がありましたように、委員長に、矢野勉副

議長、副委員長に、久保大六総務委員長ということでございます。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、矢野勉副議長、決算審査特別委員会委員長就任のあいさつを、演壇にて

お願いします。 

矢野副議長 

矢野副議長  ただ今、決算審査特別委員会が設置され、私が委員長に指名されました。 

 議員各位もご存じのとおり、町の財政はたいへん厳しい状況になっております。 

 それだけに、決算審査にあたる議員各位も大変なご苦労があろうと存じますが、地

方自治法で規定されておりますように、 

最小の経費で最大の効果を上げるように予算執行がされたかどうか。 

議会における予算審議の趣旨が十分生かされているか。 

また、予算の執行は適期に、しかも住民本位にされたかどうか。 

着眼すべき点は多々あろうと存じます。 

委員会の審査期間につきましては、３日間の制約もありますので、最少の日数で最

大の効果を上げることを念頭において審査されるよう、議員各位のご理解とご協力を

お願いいたしまして、委員長就任のごあいさつといたします。よろしくお願いします。 

日程第２５  

 議  長  日程第２５ 請願第３号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書」

について、お手元にお配りしました「請願文書表」のとおり、所管の常任委員会に付

託しましたので報告します。 

 散  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。お疲れさまでございました。 

（１１：０３） 

 


