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 開  会  

 委 員 長  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。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 委 員 長  決算審査特別委員会を、昨日に引き続き行います。 

 それでは、生涯学習課の説明を求めます。 

生涯学習課長 

生涯学習課長  おはようございます。 

 それでは、生涯学習課の決算について、ご説明をさせていただきます。 

 決算書１６９ページをお開きください。 

 ９款教育費、８項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。 

 支出総額９９，８４１千円で、職員給与、嘱託職員それから社会教育指導員等の人

件費、及び成人式の経費、ＰＴＡ、青尐年育成町民会議等の補助金が主な支出でござ

います。 

 続きまして、１７１ページ、２目めくばーる学習館費でございます。 

 めくばーる学習館、町民ホールの維持管理費用が主なものでございます。 

 支出総額は３２，２４５千円で、めくばーる全体の電気代、上下水道の使用料、施

設管理及び保守点検の委託料等でございます。 

 需用費の修繕料１，３７２千円は、町民ホールの軒天・樋・扉の修理等の工事代で

ございます。それから、図書館横の藤棚の棚板も傷んでおりましたので、交換工事を

しておるところでございます。 

 続きまして、決算書１７３ページ、３目公民館費でございます。 

 支出総額は９，３５３千円でございます。高齢者学級、公民館講座講師謝金、青尐

年事業と自治公民館施設整備や活動支援のための補助金でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金では、朝日西区、朝日東区、弥永区への自治公民館等

コミュニティ施設整備補助金として４，２８３千円を交付しております。 

 決算書１７５ページをお願いいたします。 

 ４目公民館支館費でございます。 

 ３，２５１千円でございますが、公民館支館、コスモス公民館の維持管理費用が主

なものでございます。 

 続きまして、５目コスモス図書館費では、支出総額３６，６５１千円で、１１節消

耗品費では、図書館雑誌、新聞等の購入等でございます。 

 委託料では、図書館運営業務委託料２３，３２８千円を支出しております。 

 それから、ＴＲＣマーク委託料９８７千円につきましては、新刊情報と新刊購入手

続き、その他書籍のデータベースにかかわりますシステム管理の業務にかかわる委託

料でございます。 

 １５節工事請負費では、コスモス図書館空調工事として１，６８０千円を支出して

おります。 

 １８節備品購入費においては、図書資料購入費６，４３５千円、それから、ＡＶコ

ーナーのテレビ購入として６４千円支出しておるところでございます。 

 決算書１７７ページ、６目めくばーる図書館費では、支出総額３５，０４３千円と

なっておるところでございます。 

 続いて７目の人権・同和教育推進費に移らさせていただきます。 

 支出総額は１０，４７８千円でございます。 

 筑前町人権・同和教育推進協議会、人権フェスタ、人権セミナー、解放子供会等の
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謝金、朝倉地区同推連の負担金などでございます。 

 決算書１７９ページでございます。 

 ８目文化振興費でございます。支出総額は１６，３８３千円でございます。 

 講演会、演奏会等の自主文化事業や文化団体である文化協会の補助、めくばーる町

民ホール、コスモスプラザふれあいホールの舞台、吊り物、照明、音響等の保守点検

及びオペレーター業務が主な費用となっておるところでございます。 

 続きまして、１８５ページでございます。 

 １０項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては、６，７４２千円の支出で

ございます。各種スポーツ大会、指導者研修会、スポーツ推進等の経費や体育協会、

スポーツ尐年団等への補助が主なものでございます。 

 委託料の、スポーツフェスタ事業委託料につきましては、ソフトボール大会、ビー

チボールバレー大会、うぐいすマラソンにつきましては、運営を体育協会に委託をし

ておりますので、その委託料でございます。 

 全国規模大会出場助成金は、ソフトテニス、卓球、尐林寺拳法等、５つの団体、個

人に助成をさせていただいております。 

 続きまして、２目体育施設費で、支出総額は２７，０６０千円でございます。社会

体育施設の維持管理及び学校開放施設のための夜間照明の光熱水費等が主な支出で

ございます。 

 １１節需用費、修繕料２，２４７千円は、農業者トレーニングセンターのトイレ修

理、雨漏り対策、照明等の交換等、それから町民プールの入り口のシャッターの取り

換え、それからポンプ修理などでございます。 

 １３節委託料では、体育施設管理委託料９，３２９千円を支出しておりますが、主

なものとしては、農業者トレーニングセンター管理業務に３，６６２千円、三輪小学

校での三輪地区体育施設の管理業務３，２１７千円、町民プールの管理業務等で１，

２６７千円でございます。 

 １４節使用料では、農業者トレーニングセンター用地借上料３，３４１千円を支出

しております。 

 以上が、決算の概要でございます。 

 続きまして、主要施策の説明に移らさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 資料の１２８ページをお願いいたします。 

 生涯学習社会の实現を目指す社会教育の推進では、社会教育委員会の活動におい

て、通学合宿の实行委員や筑前町子どもの約束のＰＲ等に努めていただいておりま

す。 

 筑前町ボランティア講師派遣事業では、３５名のボランティアを講師として派遣を

しております。 

 続きまして、同じく１２８ページでございます。 

 明るくたくましい青尐年の育成では、町内４校の小学生が参加した６年生交流会を

８月に实施をいたしました。また、こども会議、通学合宿、筑前町探検隊・貢献隊事

業では、子どもたちの社会性、規範意識の向上を念頭に活動を展開いたしました。 

 通学合宿は、町内３カ所の自治公民館で、地域の協力も得られながら、開催をして

おります。 

 １３０ページをお願いいたします。 

 筑前町青尐年育成町民会議の活動でございます。６部会に分かれ、それぞれの部会

の持ち味を生かしていただきながら、活発な活動ができたと考えております。 

 １０月に開催した子どものつどいにて、各団体の発表など、交流を図ることができ

ました。 
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 資料１３１ページをお願いいたします。 

 いつでも、どこでも学べる成人期教育の推進ということで、出前講座の開催は、年

間３０回開催をしております。さらに活用していただけるよう、ＰＲと内容の充实を、

関係機関と連携して取り組みます。 

 資料１３２ページをお願いいたします。 

 公民館主催の成人講座を８講座開催をしております。詳細については、資料をご確

認いただければと思います。今後も住民のニーズを把握し、講座の充实を図ってまい

りたいと考えております。 

 続きまして、１３４ページでございます。 

 豊かな生活を支える生涯スポーツの推進でございます。各種スポーツ大会を開催し

ておりますが、ソフトボール大会ビーチボールバレー大会、うぐいすマラソン大会に

つきましては、筑前町スポーツフェスタと位置付け、体育協会に運営を委託し、連携

をしながら实施をしてまいりました。 

 次に、１３５ページでございます。 

 社会体育施設の整備、利用促進でございます。施設については、老朽化も進んでい

る部分もありますので、改修等を適宜行っていくことが必要となっておりますが、多

くの利用があっているところでございます。 

 １３６ページに移ります。 

 基本的人権が尊重される人権・同和教育の推進でございます。啓発活動として、１

２月に人権フェスタを開催いたしました。約１，１５０人の方々にご来場いただいて

おります。 

 また、人権セミナーの開催、広報ちくぜんでの啓発記事等の掲載もやってまいりま

した。まだまだ差別が存在している現状を踏まえ、解放子供会、解放学級にも取り組

んでいるところでございます。 

 続きまして、１３８ページをお願いいたします。 

 豊かな情操と創造性を育む文化活動の推進でございます。文化まつりを文化協会主

催で開催しているところでございます。 

 また、ホールの運営充实と利用促進につきましては、コンサートや講演会などの文

化事業を实施しております。 

 今後も創意工夫しながら、幅広い年齢層に求められる事業を提供していきたいと考

えております。 

 資料１４０ページ、コミュニティづくりを目指した公民館活動の推進でございま

す。自治公民館活動の推進を図るため、自治公民館施設広場整備の助成ということで、

３つの自治公民館のほうに補助を行っております。 

 また、花いっぱい活動、こども広場づくり、自治公民館活動推進についても助成を

行っておるところでございます。 

 １４１ページでございます。 

 図書館でございますけれども、サービスの充实、資料の整備充实、利用促進を柱に

取り組みを行ってまいりました。具体的には布絵本の講座、読書リーダー育成講座、

お話会などをイベント等で实施をさせていただいているところです。 

 貸出冊数については、資料を参照いただきたいというふうに思いますけれども、団

体の貸し出しについても１万冊を超えているところでございます。 

 予約やリクエストの活用、レファレンスにも積極的に対応し、利用の促進を図って

まいったところでございます。 

 以上、概要でございますけれども、決算並びに主要施策の報告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。 
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河内委員 

 河内委員  決算書から１点、１８０ページです。 

 ８節報償費の中の下から２番目、解放子供会謝金３，３０９千円支払われています

が、内容を教えてください。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  年間を通じて解放子供会で学習会等を实施していただいております。そこには、小

中学校の先生たちに来ていただいて、指導をいただいているわけですけれども、その

方たちの謝金として、お支払いをしているところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  謝金は１回につきいくらでしょう。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  謝金につきましては、お一人１回につき１，５００円お支払いしております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料のほうから、１２８ページです。 

 ２番目の子ども会議なんですけれども、昨年は中牟田校区、東小田校区でも取り組

まれたと思うんですが、２５年度取り組まれなかった理由があったら教えてくださ

い。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  子ども会議につきましては、三輪校区を対象として、子どもたちに来ていただいて

おります。 

 資料の１２９ページに、子どもの社会力育成推進事業ということで、夜須地区につ

きましては、夜須中学校区の４年生から６年生に、筑前町探検隊、それから、筑前町

探検隊を終了した子どもたちについては、翌年筑前町貢献隊ということで、事業を实

施しているところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  去年の資料では、子ども会議、中牟田校区、東小田校区でも取り組まれたような成

果報告が上がっておりますが、それは違うんですか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  失礼いたしました。２４年度につきましては、中牟田校区等についても社会力育成

会議ということで、子ども会議を实施しているということでございます。失礼いたし

ました。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  だから、２５年度取り組めなかった理由があったら、教えてくださいということを、

お尋ねしてます。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  ２４年度につきましては、県からの強い要望等もありまして、させていただいてお

りましたけれども、２５年度については、中学校校区ということで、させていただい

ておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料のほうでお尋ねいたします。 

 １３４ページでございます。 

 キックベースボール大会がございますが、夜須地区のチームの参加が尐ないという

ことですが、三輪地区と夜須地区の参加チームの数を教えてください。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  三輪地区が３５チーム、それから、夜須地区が４チームということで把握をしてお

ります。 
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 委 員 長  木村委員 

 木村委員  これはですね、合併当初から取り組まれてきた大会だと思います。三輪町時代にた

いへん盛り上がったキックベースボール大会を引き継いでおるということでですね。 

 以前、私も育成指導委員会、こちらのほうで、これに携わらせていただいておりま

した。１年目から、この課題については、夜須地区が尐ないということで、課題が１

年目から出ておったところでございます。 

 ということで、私もなし得ておりませんので、たいへん言いにくいんですけども、

やはりもう１０年を迎えようとしております。まだこういうふうな差があるというこ

とでですね、やっぱりこういった種の事業については、やっぱりまんべんなくですね、

町全体を同じ条件でカバーするのが望ましいと思います。 

 しかし、キックベースボール大会、ほんと盛り上がってもおりますので、この課題

にですね、夜須地区のチームの参加が尐ないため、どう参加を促していくことが課題

ということであげてあります。これ、去年もまったくこのとおりでございます。その

前の資料を持ちませんので、どの辺りからここが書かれておるか分かりません。 

 また、育成指導委員会で決められることであって、協議してですね、決められるこ

とと思いますが、やっぱりずっと続くということで、この状態が続くということであ

ればですね、やはりキックベースボールを、リーグを作って、また別に全体の事業で

取り組むとかですね、方向を変えた検討をですね、この検討をするべき段階に来てお

るんではないかと思いますが、担当課としましては、どのようにお考えでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  キックベースボール大会につきましては、公民館長さんの会議あるいは青尐年育成

指導員さんの会議の中でも呼びかけ等を行っているところでございます。 

 現状としては木村委員が言われましたように、夜須地区の参加が尐ない部分もござ

います。ここは数年間ずっと続いておりまして、ただ、参加いただいた夜須地区のチ

ームにつきましては、今年も見ておりましたけど、非常に楽しくプレーをしていただ

きました。 

 そういったこともありますが、現状としては尐ないということもあって、昨年から

もそうですけれども、今後のやり方については、検討を内部でしているところでござ

います。 

 委 員 長  福本議員 

 福本議員  決算書の１７６ページに、課長の説明で、朝日の公民館に補助をしておるという説

明があったわけですが。 

 これは、それ以前には朝日東の公民館が投票所として使われておったわけです。そ

のために、おそらく朝日、高上の公民館と言いますか、東の公民館に支援をされてお

ったと思いますが、その後、朝日西の公民館に投票所が移行したということで、今回

補助という対象になったと思うんですが。 

 これは、投票所だけの問題じゃないんでしょ。やっぱり公民館が非常に活発に活動

されておるという形での補助だろうと思いますし、それはあくまで丸投げでしょう

か、それとも何か利用状況を報告するとかですね、そういう形式と言いますか、そう

いう形は取ってあるわけでしょう。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  主要施策の１５９ページに補助金の明細を付けさせていただいております。 

 朝日西区につきましては、２５年度、広場整備工事の補助ということでですね、１，

３３６千円交付をさせていただいているところでございます。 

 あくまでも自治公民館のコミュニティの推進ということで、交付をさせていただい

ているところでございます。以上です。 
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 委 員 長  福本議員 

 福本議員  そうしますと、これは期限があるわけですか。期限を設定されておるものか、お答

えいただきたいと思います。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 このコミュニティ等の施設整備補助金につきましては、それぞれの区からの申請に

基づきまして、公民館あるいは広場、その施設の整備にかかわって補助をしているも

のでございまして、地元負担が５０％、それから、町のほうの補助金が５０％、上限

として２００万ということでさせていただいておりまして、一度整備の補助申請をさ

れますと、５年間はですね、次の補助申請までご遠慮をいただいておるところでござ

います。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  決算書１８８ページ、体育施設の使用料及び賃貸料。 

 用地借上料として３３４万が計上されております。これは、どこの施設で何カ所あ

るものか、お願いします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 この３，３４１千円につきましては、農業者トレーニングセンターの用地の借上料

でございます。 

 委 員 長  久保委員 

 久保委員  今のは、確認の意味でもお聞きしたんですけど。 

 このトレセン、体育施設としてたいへん活用をされております。なくてはいけない

施設だなと認識をしているところでございます。 

 しかしながら、この成果と課題の中にも書いてありますように、老朽化が進んでお

ります。雨漏りがひどかったりして、改修にも費用がかさんでおるわけでございます

が。 

 以前、この賃貸に対して１億以上の借地料を払っておるわけでございます。以前の

一般質問の中でもですね、このトレセンの賃貸料、高すぎるんじゃないかとか言う、

いろいろ話がありました中で、契約が切れたら考え直すとかいうお答えもございまし

た。 

 今後建て替える考えとかですね、借地料の見直し、もう田んぼも昔と比べたら本当

に安くなっております。この借地料もですね、１回見直しをしなければいけないのじ

ゃないかなと、建て直しも考えなければいけないのじゃないかなと思いますが、今後

のトレセンの取り扱いに対して、どのような考えを持ってあるのか、お聞かせをお願

いします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 この借上料につきましては、以前もご意見をいただいたところでございますけれど

も、２８年の３月までで一応契約は切れるようにはなってはいます。 

 ただ、今後の方向性については、方向性によっては多大な財源を必要となってくる

可能性もございますし、調査研究をしてですね、今後の取り扱いについては、やって

いきたいというふうに考えております。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  資料の１２８ページです。 

 一番上、項目のところで、明るくたくましい青尐年の育成というところでお聞きを

したいと思います。 
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 具体的な措置として、６年生の交流会ということで、夜須高原の青尐年自然の家で

ですね、１泊２日の活動をやったということですが。 

 もう尐し具体的な活動内容をですね、どういうことをやられたのかをお聞きしたい

と思います。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 資料の１２８ページの６年生交流会、上段のほうに記載をしております。 

 この部分を踏まえてですね、６年生の、４校小学校がございます。それぞれが交流

を行いながら、社会力も育成をし、コミュニケーション能力も高めていこうというこ

とで、毎年行っている部分でございます。今年も２泊３日で開催をしたところでござ

います。以上でございます。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  分かりました。 

 そこでお聞きしたいんですが、項目にですね、明るくたくましい青尐年の育成とい

うことになっておるわけですね。 

 しかし、成果等を見ますとですね、交流会の目的と言いますか、それは達成できた

と思うんですが、たくましい青尐年の育成ということについては、活動内容が、将来

の課題の中でも、プログラムやスケジュールを工夫する必要があるというふうにあり

ますが。 

 实は、私が一般質問の中でもさせていただきましたようにですね、教育環境の設備、

これもたいへん重要だという質問をさせいただいたと思います。 

 その折に、そこから失うものがあるんだと。だから、それをどう補うんだと。そこ

もやっぱり大人の責任としてやっていかないかんという質問をしたと思うんです。 

 それに対しては明確な回答がなかったように思いますが、こういうことを通してで

すね、やはりそこら辺はカバーできるんじゃないかと思うんですね。 

 以前はですね、例えば私も小中学校の子供会のキャンプなんか常に参加しとったわ

けですが、そのときは、自分たちで薪を焚いて、ごはんを炊いたりとか、いわゆる今

の子どもたちに言わせるならば、ちょっとしるしい思いを意図的にやらせよったわけ

ですね。 

 ところが、今のキャンプ場というのは、もうクーラーはついとる、すべて何という

んですかね、家庭でやりよるのといっちょん変わらんような施設なんですよ。 

 そういうとこで、いわゆるこの項目であります、たくましい青尐年の育成にね、ど

う繋がっていくのか、そこら辺を将来の課題として、プログラムやスケジュールを工

夫する必要があるというふうなところで、捉えてあるのかどうなのか、そこら辺をお

聞きしたいと思います。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 ６年生交流会は、６年生から中１になるときに、それぞれの子どもたちがスムーズ

に、また、中学校生活を送れるようにという視点も１つございますし、先ほど言われ

ましたように、自立した子どもたちの形成ということでいけば、自立心それから社会

規範というところをですね、きちっとこの事業の中でも取り入れていこうということ

で、食事にしたら自炊をしたり、それから体験活動もですね、指導者はついておりま

すけれども、そういったことで、先ほど言いましたような目的に添えているのではな

いかというふうに思っております。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  ここで自炊をしたということですか。 



 9 

 はい、分かりました。 

 そういう活動をですね、ぜひ、やはりこういう機会に取り入れてほしいと思います

し、そういうことができるとであればですね、もう尐し、ちょっと参加者が尐ないで

すから、もっと増やしてですね、多くの子どもたちに、先ほど言いましたように、ち

ょっとしるしい思いもですね、これは大事なことですから、そういう体験を意図的に

ですね、取り入れていただきたいと、そのように思います。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の１４０ページ、自治公民館活動の推進についてということでありまして、各

自治公民館というのは、最近では敬老の日の祝典など行われておりまして、行政区に

おいては、本当になくてはならない公民館でございます。 

 様々に各行政区の予算を使いながら、運営をされておりますが、しかし、書かれて

ますように、やっぱり町の補助も使われているということなんですが、この自治公民

館の、各自治公民館、利用实績とか、そういう年間どのくらい利用されているのか、

そういう資料、把握はできているんでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 各区の自治公民館のですね、貸館も含めた利用状況等については、生涯学習課のほ

うでは把握をしきっておりませんけれども、公民館長会議を年度当初に行った段階

で、各区のですね、年間の行事計画をそれぞれ出していただいております。 

 どういう区がどんな事業をやっているのか、その部分については、生涯学習課のほ

うで集約をさせていただきながら、また、それぞれ各区の公民館のほうに参考資料、

あるいは今後の活動の資料として、お配りをさせていただいているところでございま

す。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  これは、コミュニティということでも関連してくると思うんですけれども、やはり

せっかく各行政区に立派な自治公民館があります。いろんな角度から見守りとかです

ね、様々に、災害時の問題もございますけれども。やはり目が見える範囲というのが、

この各行政区ではないかなと思います。 

 そういったことで考えますと、この各自治公民館というのは、もう尐し大いに活用

していただいていいんじゃないかというふうに考えます。 

 行政区で、かなり活用と言いますか、積極的にいろいろ活用されているところもあ

ると思いますが、あまり活用がされてない自治公民館もあると思いますので、その辺

の積極的な働きかけと言いますか、そういったのを知っていただく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思いますが、その点のご見解をお伺いいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 自治公民館の活用についてはですね、生涯学習課におきましても、同じような認識

に立っております。 

 公民館長会は、年度当初と、それから年明けだったと思いますけれども、もう１回

やるようにしておりますし、研修会もやっております。 

 そういった中でですね、お互いの情報交換あるいは生涯学習課として、活用につい

ては、今後も呼びかけていきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  单部のほうで、５区が合同で、モデル事業的にされておりますけれども、筑前町に、

本当にそのやり方がふさわしいのかどうかということは、大きな課題と言いますか、

問題でもあると思います。 
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 ということは、先ほど申しましたように、やはり顔の見える範囲ということが、一

番様々な事案が出てきたときに、やりやすいんじゃないかなと思いますので、しっか

りその点もお願いしたいと思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料から２点あります。 

 １３１ページです。出前講座なんですけれども、去年の決算委員会でもお尋ねした

んですが、ここの出前講座だけ、参加人数が入ってないんで、次年度からは入れてく

ださいということをお願いしてたと思うんですが、また入っていないので、ここの参

加人数をお尋ねします。 

 それと１３４ページ、生涯スポーツ活動の普及振興の中のファミリーバドミントン

大会です。 

 ここでは参加者は若干増加したとあります。しかしながら、２４年度決算は、２１

チーム、７９名参加です。これで増加したといえるんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  出前講座の人数でございますけれども、申し訳ありません。総数でお答えさせてい

ただきたいと思ってます。１，６２７名の参加でございます。 

 それから、先ほどのファミリーバドミントンの表現の問題でございますけれども、

事前に練習会を２回を開催をさせていただきました。そちらの数字も踏まえると、全

体的には増えたんじゃないかということで、そういう成果というか課題を上げさせて

いるところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  私たちは、資料を頂いて、去年のと比べて質問しているわけですよ。 

 去年がこう書かれて、今年も同じように書かれてたら、そのように取るのが普通じ

ゃないかなと思うんですけれども、そういうことがあるんだったら、そういう書き方

をですね、していただきたいと思います。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  資料の１４０ページでございます。 

 こども広場づくりの推進、及び自治公民館活動の推進について、お尋ねいたします。 

 これは、成果として助成金を出した公民館が１館ということですね、今年出ており

ます。これは、去年も１館なんですね。 

 その下の、自治公民館活動の推進につきましては、これはちょっと確認していただ

きたいと思うんですが、２館、６０千円。安野区、東小田上区。事業が区民交流、餅

つきと。２４年とまったく一緒なんですね。ここをすみません、確認をお願いします。 

 そういった中でですね、当初、この部分については、それぞれ２７万、３０万とい

ですね、当初予算が組まれていて、補正で減額補正で、１万、６万に下げてあります。

不用額が０ということで、今回出してありますけれども。 

 課題としては、これまったく２４年度と、これはまったく同じ文章でございます。

そのまま持ってきたような文章でございます。 

 やはり实績、成果ですね、これがしっかり反映された内容でないといかんと思いま

す。取り組みじゃないとですね。 

 この全町を対象にしてるのに、毎年毎年１館とかですね、２館とかですね、これは、

いつから続いているか分かりませんけども、その辺りも含めましてですね、分かる範

囲でお答えしていただきたいんですが。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 先ほどのご指摘のこども広場づくり、それから自治公民館活動の推進等の部分でご
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ざいますけれども。 

この部分につきましては、新規事業であれば、継続３年間助成をしております。 

 そういうことで、それぞれの区は、昨年と同様の中身でございますけれども、３年

間はこういった助成をさせていただいているところでございます。以上でございま

す。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  そうですね、成果の部分に書いてある部分については、分かりましたけれども、私

が申し上げているのはですね、これは、せっかくの助成金がですね、助成金として２

７万、３０万、これだけのものを当初予算で、皆さんに使ってください、どうぞとい

う部分で、しっかりとやっぱり、本当にこの事業が必要であれば、しっかりと使って

いただきたいんですね、住民の皆さんにですね。 

 そこを積極的に取り組むべきではないかということで、その中において、課題とし

て、去年とまったく同じようなことが出してあるけんですね、その辺りをちょっとお

伺いしたかったんですけど。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 先ほど言われました部分につきましては、４月に自治公民館長の会議等をやりなが

らですね、こういう制度がありますということで、お声かけ、それから推進はさせて

いただいております。 

 現状としては、議員がご指摘のとおりですね、なかなか数が増えないというのはご

ざいますけれども、この部分につきましては、自治公民館長さんにも、またＰＲ等を

していきながらですね、事業の普及に努めたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の１４１ページ、図書館についてでございます。 

 高齢者、障がい者支援の充实ということで、ここに資料がありますけれども、もう

尐し詳しい説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  具体的に何か詳しい説明というのは。 

 梅田委員  利用者５人、これは利用者の多い尐ないではないと思うんですけれども、どういう

支援をなさっているのかということをお尋ねいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 高齢者、障がい者への支援の充实というところの部分でございますけれども。 

 障がい者の方につきましては、代理の登録、代理の貸し出しということでですね、

代理の方が図書カードの登録、あるいはカードを持っての貸し出しについては、対応

させていただいているところでございます。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  将来の課題のところにですね、障がい者支援についても、サービス内容のさらなる

充实が望まれるというふうに書いてございますので、今、されてるサービスに対して、

どのように今後取り組みをしなければいけないというふうにお考えになっているの

か、お尋ねいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 障がい者支援サービスのさらなる充实につきましては、今までも図書館のほうでで

すね、現状を、どういう要望があるかということを把握をさせていただいております

し、これからも把握をしていかなければならないというふうに思っております。 
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 それから、近隣の図書館でのサービスの状況等も踏まえながらですね、検討してま

いりたいというふうに思っております。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  さらなる充实ということで、何か具体的にこうしなければいけない、こういうふう

に充实させていきたいなというものが、現在あるのではないかなというふうに思うん

ですけれども、その点をお聞きしたかったんです。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  確かに課題としては、この表現は入れさせていただいておりますけれども、議員が

おっしゃるご指摘の部分につきましては、ちょっと今日、この段階でですね、具体的

な施策については、ご説明できるような部分がございませんので、調査検討というこ

とで、ご了解いただきたいというふうに思います。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  決算書の１７５ページから１７８ページ、両図書館の今後の運営について、お聞き

をいたします。 

 コスモス図書館、めくばーる図書館の事業費が７１，６９０千円と合計でなってお

ります。そのうち図書化業務委託料、これが両図書館で４６，６５０千円ということ

で、７割まではいっていませんが６６、７％ぐらいの費用が、その中で委託料という

ことになるのではないかと思いますが。 

 この業務委託契約が確かに２６年度で終わるということで、前お聞きしておったと

思います。そういうことで、何と申しますか、この直営なり指定管理者制度、それか

ら、この業務委託、様々な契約なりがあると思うんですが、来館者のサービス、コス

ト面含めて、そのような今度の方向性について、まず、検討されておられるのかどう

かをお尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 図書館の管理運営業務につきましては、本年度末で契約は切れるようになっており

ます。 

 現在、その総括を担当のほうでさせていただいております。年内の早い時期に方向

性については、協議をしなければならないというふうに思っておりますので、今、現

状で、現場、いわゆる図書館でのリクエストあるいは要望等、それから、図書館への

ご意見等をですね、集約をさせていただきながら、その方向性を今、内部で調査、協

議をさせていただいているところでございます。 

 委 員 長  川上委員 

 川上委員  もう、あと半年しかないわけですね。もう契約が、このまま業務委託であれば、そ

の方向性であれば、時間はそんなにかからないと思うんですが、やはり直営なり指定

管理者制度とか、そういうものを利用するのであれば、今後の手続き関係からいくと、

もうそんなに時間がないと思うんですね。 

 そうすれば、早くこの検討はしていただかなきゃならないと、私は考えますが、今

後その方向性について、委員会とか、この町のほうは、執行部等含めて、何か検討は

されないのでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 次年度以降の方向性については、先ほど言いましたように、内部で今、調査検討を

させていただいているところでございます。１１月、１２月には当初予算の入力とか、

検討が具体化しなければなりませんので、それまでには方向性をですね、事務局案は

示していきたいというふうに思っておりますけれども、現状で、第三者を含めた検討
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委員会あるいは検証委員会を立ち上げるという考えについては、現状では持っており

ません。 

 委 員 長  これで、質疑を終わります。 

 生涯学習課を終わります。 

 これで、すべての歳出は終わります。 

 続きまして、歳入の説明を求めます。 

財政課長 

財政課長  それでは、歳入について、説明をいたしたいと思います。 

 決算書によりまして、歳入の説明を行います。 

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。  

 １款町税でございます。調定額３，１８５，３５０千円に対しまして、収入済額２，

８８３，０３７千円でございます。昨年度に比較いたしまして、５，９９０千円の減

額ということになっております。 

 不納欠損につきましては、３０，９１５千円でございます。昨年に比較して、２１，

８５６千円の増となっております。これにつきましては、昨日の税務課の説明の中で

説明されておるとおりでございます。 

 次のページの２款地方譲与税交付金から１２款交通安全対策特別交付金について

は、説明を省略したいと思います。 

 １７ページ、１８ページをお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金でございます。調定額１９１，２３８千円に対しまして、

収入済額１８７，８１１千円でございます。収入未済につきましては、２款１目児童

福祉費負担金３，４５６千円でございます。これにつきましては、保育料の未納分と

いうことでございます。 

 それから、１９ページ、２０ページでございます。 

 １４款使用料及び手数料でございます。調定額２６６，９６０千円に対しまして、

収入済額２３２，５８５千円でございます。収入未済額につきましては、３４，３７

４千円でございます。主なものについては、住宅使用料の未納分でございます。 

 それから、２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

 １５款国庫支出金でございます。収入済額１，３８３，６７３千円でございます。 

 主なものにつきましては、１項３目児童手当負担金３５９，５９０千円、それから、

児童福祉費負担金、保育所運営負担金として１１１，５４８千円、それから、心身障

害者費負担金、障害者自立支援給付等負担金２３０，１４９千円、それから、２項２

目地域の元気臨時交付金３００，８９２千円でございます。 

 それから、２５ページ、２６ページをお願いいたします。 

 １６款県支出金でございます。収入済額７０６，５００千円でございます。 

 主なものについては、１項３目民生費県負担金３７８，８２８千円でございます。 

 それから、２項３目民生費県補助金１４５，１３８千円でございます。 

 続きまして、３３ページをお願いいたします。 

 財産収入でございます。 

 主なものにつきましては、基金利子８２，１５６千円でございます。 

 それから、不動産の売払収入ということで１２，９４８千円でございます。 

 それから、３５ページをお願いいたします。 

 １８款寄附金でございます。 

 主なものは、２目のふるさと応援寄附金２，４９０千円でございます。 

 それから、１９款繰入金でございます。収入済額１，８７１，５５５千円でござい

ます。 

 主なものについては、２項１目基金繰入金、減債基金の２億円、これにつきまして



 14 

は、ミニ公募債の償還に充てたものでございます。 

 それから、公共施設等整備基金繰入金１，０３４，２５６千円につきましては、多

目的運動公園、それから公営住宅整備事業、電算システムの更新事業、夜須中学校の

グラウンド整備事業、両筑国営二期事業の負担金に充てたものでございます。 

 ３７ページ、３８ページをお願いいたします。 

 諸収入につきましては、金額が１６９，０５４千円でございます。 

 それから、４１ページでございます。 

町債につきましては、９３８，７６８千円の借り入れを行っております。  

 主なものにつきましては、臨時財政対策債５５６，６６８千円、それから、合併特

例債１３３，２００千円、それから、公営企業債１４４，６００千円でございます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 委 員 長  歳入の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  何点かございますけれども、まず、ページが１１ページから１２ページでございま

す。町税についてでございます。 

 町の町税の中でも町民税、固定資産税の割合が大きいわけでございます。収入未済

額ということで、町民税と固定資産税合わせますと６５，２８０千円ほどになるわけ

でございます。 

 これからまだ、この収入未済額の税は収納されていくわけでございますけども、こ

のことがひいては滞納、またその先へは不納欠損ということになっていく１つの要

素、要因でございます。 

 このことについてはですね、職員の皆さん方も努力をされてありますけども、これ

から本町も高齢化へ向かっていく中で、財政的にも厳しくなるといった中で、この税

の収納というなのが、大きな課題になっていくと思われます。 

 働き手が尐なくなる、そういった中で高齢化、福祉のいろんな費用もかかっていく

中でですね。 

 だから、基本的には、やはりこの収入未済額０ということには難しいでしょうけれ

ども、これをいかに尐なくしていくかということが大きな課題でございます。 

 どのように、この点について取り組みをなされて、収納に向かっていくかというこ

とで、説明を求めたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  その点につきましては、税務課の、特に収納係のほうが頑張っていると思います。

滞納分につきましては、特に差し押さえをして、いわゆる不納欠損ということがあり

ましたけど、不納欠損、いわゆる時効の中断を防ぐというのは、滞納は差し押さえし

かございません。これができないと、いわゆる時効欠損という話になります。これは

しょうがないんですけど。 

 ただ、徴収というのはですね、借金の取り立てとは違います。自治体、地方公共団

体がやるというのはですね、相手の生活の保護、ある程度生活を見て、そしてそれに

余裕な分があるだけを差し押さえするというような格好になっております。 

 例えば、給与の差し押さえをするについても、差し押さえ限度額があります。扶養

が何人おれば、いくら以上はできないというようなこともございますし、そういうの

を含めて、税務の担当課が調査しながら進めておるところでございます。 

 議員おっしゃいますように、当然、今から先、いろんな状況が出てきますし、景気

がどんどん上がってくればいいんでしょうけど、なかなか難しい問題があると思いま

すが、それにつきましては、税務職員また夜間訪問等をやっております全職員で対応

していきたいと考えております。 
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 委 員 長  一木委員 

 一木委員  職員の皆さん方のですね、日曜日とか時間外等で、各未収納のお家に訪問なされま

してですね、努力をなされてあることも承知をしているところでございます。 

 これは、そういった責任がございますので、そういった努力をなされてございます

けれども、本来ならですね、こういったことをせずにもですね、町民の方たちが自主

的に、決められた町税の収納をしていただければよろしいわけですけども。どなたに

おかれても、これを積極的に好んでされるわけではないわけでございます。 

 そういったことを、やはり尐しでも負担を尐なくしていくためのことを、やはり考

えていかなければいけないと。 

 委 員 長  一木委員、質問は簡潔にお願いをしたいと思います。 

 一木委員  ということで、町のいろんな広報等も含めながらですね、税の収納等については、

いろんな機会を通して、住民意識の高揚等に、やはりわたっていただくことも大事と

思います。 

 その点についての取り組み等も含めてお願いしたいと思いますけれども。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 今、税を知る週間というのが、大体１１月にあっております。それを含めて、いわ

ゆる小さいときから税の重要性ということで、標語を作ってみたり、それから、学校

にですね、授業に行っております。税務職員が出て。私どもだけじゃございません。

県税の職員が来たり、国税の職員が来たりして。 

 その中で、いわゆる税というのは大事なものであるということをですね、小さいこ

ろから知らしめておる、知っていただいておるということでございます。 

 おっしゃるとおり、そういうことがですね、本来は、いわゆる国民の三大義務とい

われるものですから、本来は納めていただくのが本来でございますが、なかなか難し

いのが現状でございますし、そういう努力をしながらですね、進めておるというよう

な状況でございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  決算書でございます。ページは、３３から３４ページでございます。 

 １７款の財産収入のところでございまして、収入未済額が４５千円ということで計

上されてます。右のほうの説明書きのところには、５項目にわたってですね、この収

入が計上されてますけども、この４５千円については、どういった収入未済になって

いるのかということで、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  すみません。細かい資料を持ち合わせておりませんので、後で調べて報告したいと

思います。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  次の質問でございます。ページは、１７、１８ページでございます。 

 負担金、一番下のほうでございます。金額についての確認です。 

 ここにも収入未済額ということで、３，４５６，１４０円ということでございます

けども、ここの延長保育負担金から一時預かり負担金、３つを足しますと、金額的に

は３，４１４，１６０円ということで、ここの収入未済額のほうの金額とは合わない

わけでございます。ここのところのこの相違はどういったことなのか、説明を求めた

いと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  たいへん申し訳ありません。細かい資料を持っておりませんので、調べまして報告

いたします。 
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 私が資料をよく見ておりませんでした。申し訳ありません。 

 保育料の未納額ということで、私、報告しましたが、基本的には保育料の未納額と

いうことでございます。以上です。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  保育料の未納ということで、説明が書いてありますけども、金額が合わないかなと

思ったんですけども。私の見違いでございますでしょうか。 

 委 員 長  一木委員、この備考に書いてあるトータルがですね、収入済額トータルがここに上

がってきてるんで、こことは違うということです。 

 収入済額のところが１３６，９１７千円あがってますけど、これが、このトータル

がここに上がってきているという、備考欄のところのトータルが収入済額の合計。 

 いいですかね。 

財政課長 

 財政課長  すみません、勘違いしておりました。 

 収入済額が基本的には保育料、延長保育負担金等のですね、すべての合計額が１３

６，９１７千円でございます。 

 その調定額と申しますのが、そこにあります１４３，７３３千円でございますので、

この差でございますので、基本的には決算書上はこういうふうな格好になると思いま

すが、はい。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第１号「平成２５年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定について」

を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第１号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第１号「平成２５年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」は、認定すべきものと決定しました。 

 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。 

（１１：０７） 

 再  開  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１１：２０） 

 委 員 長  先ほどの一木委員の質疑の件で、財政課長からの発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

財政課長 

 財政課長  先ほどの財産収入の４５千円の件でございますが、未納額で上がっております。こ

れ間違いましてですね、いわゆる調定を２回起こして、処理が間に合っておらんとい

うことで、調定が２回起こしておりますので、入ってくるのが１回。ですから、その

分が未納額というふうに上がってきておるところでございます。 

 ですから、財産収入については、未納額はございません。 

 委 員 長  認定第２号「平成２５年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 



 17 

健康課長 

 健康課長  国民健康保険事業特別会計の平成２５年度決算状況について、説明をいたします。 

 まず、決算審査特別委員会資料のほうで、説明をいたします。 

 記載ページにつきましては、２２ページから２５ページとなっておりますけど、た

いへん申し訳ありませんけど、２カ所について、記載内容に誤りがございますので、

訂正をお願いいたします。 

 まず、２３ページの一番下の表でありますけど、７、徴収金等の实績の表の中で、

右側の下から２行目になります。平成２５年度退職医療費返還金の件数と金額が０と

なっていますけど、件数を１件、金額を８千円に訂正をお願いします。 

 そして、その下の合計の、平成２５年度の件数を４９件を５０件、７８５６を７８

６４に訂正をお願いします。 

 もう１点、２４ページになります。 

 【特定健診の状況】というところでございます。真ん中辺りです。 

 ３行目に、２４回の集団健診を实施したとありますけど、２４回を２５回に訂正を

お願いいたします。たいへん申し訳ありませんでした。 

 それでは、２２ページから説明をいたします。 

 １、国保世帯及び被保険者を前年度と比較いたしますと、世帯数は、平成２５年度

平均で４，１２２世帯となり、前年度より０．５１％増加をいたしておりますけど、

平均被保険者数は７，７２１人となり、前年度より０．８５％減尐いたしております。 

 ２、医療費の状況につきましては、総医療費で、対前年度比３．４８％の増、３の

一人当たり医療費も４．３７％の増となっております。 

 ４の退職者医療を除く一般分の保険給付費ですが、前年度分を記載をしておりませ

んけど、７０，７３４千円の増ということになっております。 

 次に５、特定健診の状況ですが、６月から１０月にかけまして、２５回の健診を实

施しております。対象者数５，５３５人、受診者数１，８７０人で、受診率は３３．

８％となっております。受診率は、前年度より２．２％の伸びとなっております。 

 ２３ページです。 

 特定健診の結果、保健指導が必要な動機づけ支援及び積極的支援対象者が１８２人

でありましたけど、うち１４４人に保健指導を行うことができております。实施率は

８５．２％となっております。 

 次に６、レセプト点検の实績です。医療費削減対策といたしまして、即効性がある

のは、レセプト点検によります過誤調整になります。 

 ２５年度は昨年度より１千万以上増加をいたしまして、３０，３３３千円の過誤調

整額を出すことができております。 

 次に７、徴収金等の实績でありますが、交通事故などによる第三者行為と資格喪失

後の受診の医療費返還額が合計で７，８６４千円となっております。 

 ２４ページ、国保税の状況です。 

 平成２５年度の現年分調定額は６７４，６７０千円で、前年度調定に比べまして０．

７６％減尐し、収納額は６３８，０９９千円となっております。 

 収納率は、現年分が９４．５８％で、前年に比べまして０．０１％の下降、滞納繰

越分が９．６８％で、前年度に比べ２．３％下降しております。 

 ２５ページです。 

 国保特会における当面の問題と課題であります。 

 国保事業につきましては、高齢化の急速な進展などにより、医療費が増加する一方

でありますが、経済の不安定により所得が増加せず、税収の伸びが見込めないといっ

た構造的な問題を抱えており、赤字体質が続いております。 

 平成２５年におきましては、医療費が大幅に増加をし、税収も減尐したことから、
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１億円の法定外繰入を行ったにもかかわらず、１０４，０８３千円の赤字となり、翌

年度からの繰上充用を行っております。 

 今後とも医療費削減の取り組みと財政の健全化に向けた取り組みが必要でありま

す。また、特定健診事業を实施するにあたりましては、平成２５年度から２９年度ま

での５年間の第２期特定健康診査等实施計画に沿った事業の推進が必要であるとい

うことで考えております。 

 具体的措置といたしまして、５項目にまとめております。（１）から（５）に記載

しているとおりでございます。 

 引き続きに、決算書のほうで説明をさせていただきます。 

 決算書の２１２ページをお開きください。 

 歳出でありますが、まず、１款総務費です。 

 １款１項１目一般管理費としまして、４０，０１８千円を支出しております。 

 支出の主なものにつきましては、人件費及び健康保険証の印刷、郵送費等になって

おります。 

 ２項１目賦課徴収費といたしまして、１，２６６千円を支出しております。 

 ２１４ページになりますけど、役務費の納税者宛の郵便代が主なものとなっており

ます。 

 ３項１目運営協議会の６９千円の支出につきましては、委員の日額報酬でございま

す。 

 次に、２款保険給付費です。２，２６７，８１１千円を支出しております。前年度

支出額より９０，０４９千円の増となっております。 

 内訳としましては、１項療養諸費が１，９９２，０６０千円で、６９，５０９千円

の増となっております。 

 ２項高額療養費が２５９，４５３千円で、１５，２５３千円の増です。 

 ２１６ページになります。 

 ４項出産育児諸費が１５，０３７千円で、５，０７６千円の増です。 

 ５項葬祭諸費が１，２６０千円で、２８０千円の増となっております。 

 次に、２１８ページです。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金は３９９，４００千円で、２２，３８３千円の増と

なっております。 

 後期高齢者医療費の増加に伴い、毎年同程度ですね、増加をしている状況でござい

ます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金として３７６千円を支出しております。 

 ５款老人拠出金につきましては、事務費拠出金の１５千円のみを支出をいたしてお

りますけど、予算計上をいたしておりませんでしたので、予備費から充用をしており

ます。 

 次に、６款介護納付金１８６，０６２千円で、前年度より９，７６５千円の増とな

っております。 

 ２２０ページです。 

 ７款共同事業拠出金は、財政安定化と医療費の平準化のために、国保連合会が運営

しております事業に対して拠出をするものであますけど、４３６，９８５千円を支出

しております。前年度より７，０７５千円の減となっております。内訳につきまして

は、備考に記載のとおりでございます。 

 次に、８款保健事業費です。 

 １項特定健康審査等事業は１９，８５９千円を支出いたしまして、前年度より４，

５５３千円の増となっております。 

 増額の要因といたしましては、１節の報酬及び４節共済費の嘱託職員雇用によるも
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のと、あと１３節委託料の特定健診委託料の増によるものでございます。 

 ２２２ページです。 

 ２項保健事業費は９，０４１千円で、前年度より２，４６３千円の減となっており

ます。 

 １３節の委託料の中にレセプト点検に伴う委託料として、５，１７１千円を支出を

いたしております。 

 次に、１０款公債費です。 

 ２２千円につきましては、歳入欠陥時に、一般会計から一時借り入れを行った際の

一時借入金の利子となっております。 

 ２２４ページ、１１款諸支出金です。４１，８５７千円を支出しております。 

 内訳といたしまして、１目の一般被保険者保険税還付金が１，５２０千円、３目の

償還金のうち過年度超過交付金等返還金が３９，７２５千円、一般被保険者及び退職

被保険者の還付加算金が合計で６１１千円となっております。 

 なお、還付加算金につきましては、税法の解釈の誤りによりまして、未払いがあっ

たものを、５年間遡及し、返還をしたものでございます。 

 予算計上をしておりませんでしたので、予備費より充用をいたしております。 

 以上、歳出予算現額３，４８３，７５４千円に対し、支出済額３，４０４，３４８

千円です。 

 続きまして、歳入です。 

 決算書の２００ページをお開きください。 

 歳入でございますが、まず１款国民健康保険税です。６５９，２０３千円を収納い

たしております。昨年より９，５２４千円の減となっております。 

 内訳といたしましては、一般被保険者分が１２，２０５千円の減額となって、退職

被保険者分が２，６８１千円の増ということになっております。 

 ２０２ページです。 

 ２款使用料及び手数料です。これは、すべて督促手数料でございまして、６７４千

円を収納いたしております。 

 次に、３款国庫支出金です。 

 ３款１項国庫負担金といたしまして、６４４，７５１千円を受け入れておりますが、

前年度より６４，７６４千円の増となっております。 

 特に、１目療養給付費等負担金が６２１，３１４千円で、前年度より６５，６９５

千円の増ということになっております。 

 また２項国庫補助金の財政調整交付金は、２００，５１８千円を受け入れておりま

して、８，３４７千円の増となっております。 

 ２０４ページです。 

 療養給付費交付金です。２４１，３３３千円を受け入れております。 

 これは、退職被保険者に係る療養給付費相当額を支払基金が交付するものでござい

ます。昨年より３６，８５０千円の増となっております。  

 次に、５款前期高齢者交付金です。６６８，１６７千円を受け入れております。 

 前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの前期高齢者の加入が多

い、国保財政を圧迫するといったような要因になっておりますので、その財政調整の

ためにですね、交付をされるものでありますけど、前年より１０４，５５５千円の大

幅な減となっております。 

 これにつきましては、交付金の仕組みが、概算交付を行った２年後に精算交付を行

うという仕組みになっております。２２年度の概算交付額が尐なかったことによりま

して、昨年度、２４年度の精算額がかなり多かったということでですね、２４年度の

交付額が例年よりかなり突出しておったといったようなことで、大幅な減額というこ
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とになっております。 

 次に、６款県支出金です。１８９，８５１千円を受け入れております。前年より１

８，８７４千円の減となっております。 

 これにつきましては、財政調整交付金のうち２つ種類がございます。定率交付金に

つきましては、７，５９８千円ほど増加をいたしておりますけど、もう１つ、財政健

全化交付金というのがございまして、その分が前年より２５，５１７千円の減となっ

たことによるものでございます。 

 次に、７款共同事業交付金ですが、４２２，２０２千円を受け入れております。前

年より１５，５３６千円の減となっております。 

 １目高額医療共同事業交付金は、１件当たり８０万を超えます高額医療費、２０６

ページにわたりますけど、２目の保険財政共同安定化事業交付金は、１件当たり８０

０千円以下で３００千円を超える高額医療費全体について、交付をされるということ

になっております。 

 ２０５ページです。 

 ９款繰入金は、全体で２４６，１６３千円でありますが、１節の保険基盤安定繰入

金から５節の財政安定化支援事業繰入金までが法定繰入金ということになっており

ます。 

 一番下の７節その他一般会計繰入金が赤字補填のための法定外繰入ということに

なります。 

 １０款につきましては、前年度からの繰越金でございます。 

 ２０８ページ、１１款諸収入でありますが、１２，８８５千円で、昨年より４，８

９７千円の増となっております。 

 ２１０ページ、歳入予算現額３，４８３，７５４千円に対しまして、収入済額３，

３００，２６６千円です。 

 ２２６ページです。 

 歳入歳出差引額、マイナス１０４，０８２千円となっております。 

 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  決算書の２１６、２１７ページ、出産育児諸費の中の出産育児一時金、これは、何

名分で、筑前町の出生児の何％ぐらい占めているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  資料を持ち合わせておりませんので、後で報告をさせていただきます。すみません。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  資料のほうの２３ページで、レセプト点検について、質問いたします。 

 レセプト点検をすることによってですね、ある一定の効果が出ていると思うんです

けれども、この内容、要件が、具体的なものが分かればご説明を願いたいのと、退職

者分についての伸びが大きいと思うんですけれども、その原因が分かれば、具体的な

原因が分かれば、教えていただきたいんですけれど。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  まず、レセプト点検についてでございますけど、これは、毎月４日間ですね、業者

に来ていただいて、２人体制で４日間、毎月やっていただいております。 

 内容につきましては、全件、レセプトを審査をしていただいております。 

 資格に伴うもの、及びレセプトの診療内容に伴うものまで、すべてやっていただい

ておりますので、特に２５年度の实績は３千万を超えているということで、内容を見

てみますと、資格によるものを、約半分近くございますけど、診療内容によるものの



 21 

ほうが、若干過誤を出しているということでですね、かなりの成果を上げていただい

ていると、今の業者さんがですね、いただいていることで、思っておるところでござ

います。 

 総数でいきますと、レセプトでいきましても、１３万件ぐらい年間でございますの

で、それをすべてやっていただいているといったようなことになります。 

 あと、退職者のほうの。 

 そうですね、ちょっと詳しい内容は把握はいたしておりませんけど、退職者分の医

療自体がですね、かなり伸びておるという状況にもございますし、対象者もですね、

今、尐し増えている。まだまだ増えているといった状況もございますので、おそらく

そういった中でですね、こういった件数が出てきているんじゃなかろうかなと考えて

おります。 

 委 員 長  内堀委員 

 内堀委員  退職者数については、総数が増えているということで、こういうふうな数が出てい

るのかと思いますけれども、このレセプトをした結果をおいてですね、じゃあ、指導

みたいなことは、医療機関なりとかいうのに、どういうふうに利用されているんでし

ょうか。 

 例えば、こういうことがないようにというふうなために、レセプト点検をされてる

んですよね。それを何らかの指導に使ってあるのか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  指導ということではないと思いますけど、あくまで誤りでありますので、例えば、

資格喪失後の受診があったりとかですね、そういったものについては、当然、医療費

をこちらのほうが一旦支払ってりおりますけど、それを返してもらわないかんからで

すね、また、診療内容につきましては、医療機関のほうに問い合わせを行ったりとか

ですね、そういった中で、あくまでこれは誤りであるといったことでですね、返戻を

させていただいております。 

 資格喪失後の受診につきましては、なかなか医療機関が、その返戻を受け入れてく

れないような場合もありますけど、あくまで本人が、その保険証を使ったということ

でですね。保険証を以前のまんまということで、言われて、病院にかかったというこ

とで、医療機関のほうには責任がないといったようなこともあるんでしょうけど、そ

ういったことで、医療機関自体がその返戻を受け入れないというケースもございます

けど、その場合もきちんと最後までですね、対応をさせていただいておるところでご

ざいます。 

 委 員 長  これで、質疑を終わります。 

 これから、認定第２号「平成２５年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第２号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第２号「平成２５年度筑前町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第３号「平成２５年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 
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健康課長 

 健康課長  後期高齢者特別会計の平成２５年度決算状況につきまして、説明をいたします。 

 まず、決算審査特別委員会資料のほうから説明をいたします。 

 記載ページは、２６ページから２８ページとなっております。 

 度重なるミスでたいへん申し訳ございません。訂正箇所が１カ所ございます。 

 ２６ページです。一番下の表になりますけど、一番下の枠ですね、２５年度の一番

下の枠です。普通徴収の調定額、１６６９３４５となっているところを、１６５１１

４５です。 

 その下の滞納分収納額です。１１２１６６５となっておりますところを、１１１８

３２５に訂正をお願いします。 

 その下の収納率でございます。６７．１９％を６７．７３％に訂正をお願いします。

たいへん申し訳ございません。 

 それでは、冒頭に記載をしております総括のほうから、ご説明を申し上げます。 

 総括につきましての後期高齢者医療の制度につきまして、若干記載をさせておりま

すけど、この中で、次期医療制度の創設が、国において論議をされているが、事实上

先送りになる公算が高いと思われるといったような、ちょっとあいまいな記載をして

しまっておりますけど、この制度につきましては、昨年の社会保障制度国民会議の結

論といたしまして、ある程度定着をしてきているということでありますので、後期高

齢者医療制度については、現行制度を基本としながら、实施状況などを踏まえて、必

要な改善を行っていくということで、昨年、そういった結論を一応出されておるとこ

ろでございます。今後も制度改革の動向に注視していきたいというふうに考えており

ます。 

 なお、後期高齢者医療に関します町での業務につきましては、保険料の徴収、申請

届け出の受け付け、保険証の引き渡しなど、あといろいろ相談もございますけど、そ

ういった業務を行っているころでございます。 

 １の対象者、被保険者の状況でありますけど、２６年３月末時点では３，７３８人

と、前年度より２５人の増加となっております。 

 次に、主な予算の執行状況でございますけど、決算書と重複をいたしますので、保

険料の収納状況だけ説明をさせていただきます。 

 １款の保険料でありますけど、保険料調定額は２０６，６２７千円で、収納額は２

０４，６２２千円、収納率９９．０３％で、前年度より０．３３％低下をしておりま

す。 

 なお、収納率の内訳につきましては、年金からの特別徴収額につきましては１０

０％、普通徴収額につきましては９７．４１％です。昨年より０．８８％低下をして

おります。 

 町税の滞納整理と併せまして、年３回の夜間訪問、そして独自の滞納者への接触を

行っておりますけど、収納率が低下したことにつきましては、取り組み不足があった

ということをですね、反省をしております。収納対策の強化を図っていきたいという

ふうに思っております。 

 ２７ページです。 

 ３の重点施策といたしましては、広報活動の充实に努めておるところでございま

す。広報紙への掲載、窓口でのリーフレット配布、制度説明会開催などの取り組みを

行ったところです。 

 次に、保険料収納率の向上でありますけど、先ほども説明しましたとおり、収納率

が低下をしてしまっております。県下の平均収納率は９９．０９％で、筑前町の収納

率は９９．０３％ということになっております。 

 ２８ページの不納欠損につきましては、昨年度やりましたけど、今年度につきまし
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ては、該当するものがございませんでしたので、欠損額０ということでございます。 

 以上が、实績でございます。 

 引き続き、決算書のほうで説明をいたします。 

 決算書の２７４ページをお願いします。 

 歳出です。１款１項１目一般管理費といたしまして、１，１０２千円の支出であり

ますけど、主なものは、１２節役務費の保険証の郵送費でございます。 

 ２項１目徴収費といたしましては、４９２千円を支出しておりますが、主なものは、

１２節役務費の保険料納付書の郵送費でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。２９５，０１１千円を

支出いたしております。 

 事務費負担金と保険料負担金を併せまして、昨年度より９０６千円の減となってお

ります。 

 ３款１項１目保険料還付金は、過誤納金の還付金であります。 

 ２目の還付加算につきましては、国保会計で説明した内容と同じもので、１１７千

円を支出をいたしておりますけど、これについても予算を計上しておりませんでした

ので、予備費より充用をいたしております。 

 ２７６ページです。 

 予算現額３１２，１９９千円に対しまして、支出済額２９７，４６９千円です。 

 歳出は、以上です。 

 次に、歳入です。２７０ページをお願いします。 

 歳入ですが、まず１款後期高齢者医療保険料です。 

 １項１目特別徴収保険料の収入済額は１２９，５５５千円です。 

 収入額が調定額を上回っておりますけど、これは５０５千円の還付未済額を含んで

いるためのものでございます。 

 ２目普通徴収保険料は、７６，８１７千円が収入済でありますが、これにつきまし

ても、還付未済額を１４１千円含んだものとなっております。 

 ２款使用料及び手数料の１項２目督促手数料ですが、８９千円となっています。 

 次に、４款繰入金です。 

 １項１目事務費繰入金として１０，３４９千円、２目保険基盤安定繰入金として８

０，３５７千円を、それぞれ一般会計から繰り入れております。 

 事務費繰入金の一部を除きまして、広域連合にそのまま負担金として支出をいたし

ております。 

 ６款諸収入です。 

 １項１目延滞金として１９千円、２項１目保険料還付金として３６６千円を広域連

合より受け入れております。 

 以上、歳入予算現額３１２，１９９千円に対しまして、収入済額３０３，５９５千

円です。 

 ２７８ページをお願いします。 

 实質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差引額が６，１２６千円です。 

 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  滞納者に対して、保険証の短期保険証の発行はされているのか。 

 されているんだったら、何件あるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  ２５年度分で報告をいたします。 
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 ８月１日時点で、２０件の交付になっています。 

 その後、収納とかですね、そういったご相談をしながら行っておりますけど、２６

年の６月１日現在で７件ということになっております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  短期保険証は何カ月でしょうか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  ３カ月と６カ月と２つのパターンがございますけど、多くの方は６カ月ということ

で、現在お一人だけ３カ月で交付をさせていただいております。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第３号「平成２５年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決

算の認定について」を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第３号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第３号「平成２５年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 １時から再開いたします。 

 （１１：４６） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  午前中の中で、河内委員の質疑の件で、健康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。 

健康課長 

 健康課長  国保特別会計の中で、河内委員から質問がございました決算書２１６ページの出産

育児一時金の件数でありますけど、出産育児一時金につきましては、３９０千円が基

本となっておりますけど、産科医療保障制度に加入している医療機関での出産の場合

は３０千円を加算し、４２０千円を支給いたしております。 

 件数は、３９０千円が３件、４２０千円が３３件で、合計の３６件となっておりま

す。 

 また、平成２５年度の出生者数は２４７人となっておりますので、国保で支給した

割合は、全体の約１５％ということになっております。以上です。 

 委 員 長  認定第４号「平成２５年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計でございます。 

 決算審査特別委員会の資料から説明をさせていただきます。 

 資料の２９ページをお願いいたします。 

 １、総括といたしまして、現在の事務及び回収、並びに債務者の状況等について、

記載をしております。 
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 なお、この貸付事業は、平成１３年度末の地域改善対策特定事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律の失効に伴い、廃止になっているもので、本町では平成４年

度が最終の貸し付けとなっております。 

 償還期間が２５年となっておりますので、平成２９年度は最終償還年度となってお

ります。 

 今後も滞納者と連絡を密にいたしまして、債務者意識の徹底を図りながら、生活状

況に応じた返済計画と履行の指導にあたっていきたいと考えております。 

 なお、平成２５年度も補助率４分の３の事業を活用いたしまして、対応が困難な事

例等の法律相談、並びに債権回収に関する法的な助言を受けるため、前年度に引き続

き、弁護士と委託契約を締結して、取り組みを強化しているところでございます。 

 中ほどの決算表でございます。これは、決算書を取りまとめたものでございますの

で、決算書のほうで説明をさせていただきます。 

 下の表が滞納件数です。国費、県費、町費に分かれて貸付の種類が５種類あります

が、平成２５年度末時点で、合計８０件。町費分については、２１年度で償還が完了

しております。 

 続きまして、３０ページをお願いいたします。 

 回収状況を掲載しております。 

 現年度分につきましては、元金、利子合わせた調定額２，４３１千円に対しまして、

収入額８３７千円、回収率３４．４６％です。 

 過年度分につきましては、元金、利子合わせた調定額が１７４，４３６千円、収入

額が３，７０８千円、回収率２．１％です。 

 続きまして、決算の説明をさせていただきます。 

 決算書の２３５ページをお願いします。 

 歳出の１款１項１目一般管理費、支出済額３，１２８千円です。 

 主なものとして、弁護士委託料、関係職員の給与の一部として、一般会計に繰出し

た操出金でございます。 

 ２目財政調整基金費１６９千円、これは、利子積立金です。予備費から利子積立金

に２８千円を充用しております。 

 ２款１項公債費です。これは、借入先のかんぽ生命保険機構への償還で、支出済３，

０７１千円です。 

 歳出合計６，３６９千円となります。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 ２３１ページをお願いします。 

 １款１項県補助金、収入済額５９５千円、内訳といたしましては、１目の住宅新築

資金等県補助金１３９千円、２目の償還推進助成事業補助金４５６千円です。 

 ２款１項財産運用収入、収入済額１６９千円です。 

 ４款１項繰越金、前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入です。次の２３３ページをお願いします。 

 ２項貸付金元利収入です。借受人から返済された額でございます。 

 収入済合計４，５４５千円です。 

 ３項雑入、平成２４年度の抵当権失効時に裁判所へ予納金として６００千円を収め

ておりましたけれども、それの精算として３３０千円が２５年度で返還をされており

ます。 

 歳入合計１２，６３３千円となります。 

 続きまして、２３７ページをお願いします。 

 实質収支に関する調書ということで、歳入歳出差引額６，２６５千円が实質収支と

なります。 
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 以上、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２９ページです。 

 滞納件数８０件ということですが、これに保証人のついてないのは何件あります

か。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 ２３件でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  その２３件に対しては、新たに連帯保証人をつけていただくよう交渉はできないも

のでしょうか。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 滞納分について、新たに保証人を追加するということは困難ですので、債務者また

は相続人に対して、償還の推進に努めていきたいと考えておるところです。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それは、法律的にも無理ということなんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 法律的には無理ではないということですが、一応、県のほうの指導で、保証人まで

を新たにということまでは求めてないということなので、本町についても県の指導に

従って保証人の追加ということは行っていないような状況でございます。以上です。 

 委 員 長  一応３回なんですけど、同じ質問ですか。じゃあ、ここまで。 

河内委員 

 河内委員  法律的に問題ないなら、本人に払う意思がないんだったら、連帯保証人はつけるべ

きだと思います。県にもう一度相談してみてください。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えします。 

 委員おっしゃられるように、県のほうと相談して進めていきたいと思います。以上

です。 

 委 員 長  これで、質疑を終わります。 

 これから、認定第４号「平成２５年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第４号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第４号「平成２５年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第５号「平成２５年度筑前町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

上下水道課長 



 27 

上下水道課長  農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、説明をいたします。 

 初めに、決算の状況について、説明をいたしたいと思っております。 

 決算書の２４６ページをお願いします。 

 まず、歳出のほうの説明をいたしたいと思います。 

 なお、人件費等の義務的経費については、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費、支出済額６１，２７１千円、主なものとし

ましては、１１節需用費、支出済額１４，３０５千円、２つの浄化センター及びマン

ホールポンプ場の電気料、修繕料等でございます。 

 なお、修繕料において、予算不足が生じたため、予備費より７５０千円を充用して

おります。 

 １３節委託料、支出済額１９，１５１千円、２つの浄化センターの運転管理委託料、

及び汚泥運搬委託料などでございます。 

 １５節工事請負費、支出済額１６，３２７千円、汚水管渠工事、公共枡設置工事、

管路施設補修工事などでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金、支出済額５，６２４千円、汚泥処分として、両筑苑

に支払っております負担金等でございます。 

 次に、２４８ページをお願いします。 

 ２目基金費、２５節積立金、支出済額１２５千円、基金利子を積み立てるものでご

ざいます。 

 なお、予算不足が生じたため、予備費より３１千円を充用しております。 

 ２款１項１目元金、支出済額７３，０９４千円、これは、起債償還金の元金でござ

います。 

 同じく２目利子、支出済額２９，７１８千円、これは、起債償還金の利子でござい

ます。 

 以上、歳出合計は、予算現額１６７，８０２千円に対し、支出済額１６４，０８４，

３２３円でございます。 

 次に、歳入の説明をいたします。 

 決算書の２４２ページをお願いします。 

 １款１項１目農業集落排水事業分担金、収入済額１，９８１千円、これは、新規加

入分６件分でございます。 

 ２款１項１目農業集落排水施設使用料、収入済額４０，６３６千円、不納欠損額１，

５６５千円でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金、収入済額１０９，３４８千円、これは、一般会計の

５款１項３目農業振興費からの繰入金でございます。 

 ２４４ページをお願いします。 

 ７款１項１目農業集落排水事業債１２，１００千円、これは、汚水管渠工事及び新

規加入接続工事の起債借入金でございます。 

 以上、歳入合計は、予算現額１６７，８０２千円に対し、収入済額１６５，３６１，

１５９円でございます。 

 次に、平成２５年度農業集落排水事業の实績報告書の成果と課題について、説明を

いたします。 

 別冊の決算審査特別委員会資料の３１ページをお開きください。 

 まず、重点施策の方向でございます。 

 農業集落排水事業の整備は、平成１２年度で完了しておりまして、浄化センター及

び管路施設の維持管理、使用料徴収などの管理業務が主体となっております。 

 平成２５年度は普及促進のため、栗田の未整備地区の汚水管路工事１５４．５ｍを

施工しました。 
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 今後は経営の健全化を測るために、水洗化率及び使用料収納率の向上、浄化センタ

ー及び管路施設の適切な維持管理に努めてまいります。 

 具体的措置及び成果でございます。 

 １番、事業の概要につきましては、表に記載のとおりでございます。 

 ２番、収支決算の状況につきましては、先ほど決算の状況で説明したとおりでござ

います。 

 ３番、処理施設の状況は、表に記載のとおりでございます。 

 ３２ページでございます。 

 水洗化の状況でございます。 

 平成２５年度末の水洗化率は、上高場処理区８７．１５％、栗田処理区９２．５２％

となっております。 

 ５番、施設維持管理費は、上高場及び栗田浄化センター、並びに管路施設等の維持

管理の経費で、合計で４０，９１９千円となっております。 

 ６番の受益者分担金の収納率でございます。 

 現年度分１００％、これは、新築等に伴う新規加入分で、一括納付としているため

でございます。 

 ７番、使用料の収納率でございます。 

 現年度分９７．７９％、滞納繰越分１５％でございます。 

 ３３ページをお願いします。 

 不納欠損処分については、使用料１０件、１，５６５，８６５円となっております。

これは、執行停止期間中の時効完成によるもの１件、及び時効完成によるもの９件分

でございます。 

 ９番、地方債の現在高につきましては、平成２５年度末現在で、１，０５２，８７

１千円となっております。 

 次に、将来の課題でございます。 

 まず、１点目に経営の健全化、２点目に上水道の普及に伴う使用料金制度の見直し、

３点目に処理施設及び管路施設の適正な維持管理、４点目に効率的な汚水処理区の検

討の４点を掲げております。 

 以上で、平成２５年度農業集落排水事業特別会計の決算状況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。 

河内委員 

 河内委員  資料の３３ページです。 

 不納欠損について、お尋ねします。 

 執行停止で時効１件、時効が９件、合計１０件ということで、１，５６５千円とい

う大きい不納欠損が出ています。 

 ２６年度に時効にかかりそうな、もう４年が経って、本年度は時効になるという件

数は何件あるか、つかんでらっしゃいますか。 

 委 員 長  上下水道課長 

上下水道課長  その分につきましては、まだ調査しておりませんので、後でお答えしたいと思いま

す。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第５号「平成２５年度筑前町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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 委 員 長  異議なしと認めます。 

 認定第５号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第５号「平成２５年度筑前町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第６号「平成２５年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定にいて」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

上下水道課長 

上下水道課長  公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について、説明いたします。 

 初めに、決算の状況について、説明いたします。 

 決算書の２５９ページをお願いします。 

 初めに、歳出のほうの説明をいたします。 

 なお、人件費等の義務的経費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費、支出済額３０２，３４３千円。 

 主なものについて、説明させていただきます。 

 １１節需用費、支出済額３０，２０７千円、これは、三輪中央浄化センター及びマ

ンホールポンプ場の電気料の光熱水費、修繕料、水処理薬品などの消耗品費などでご

ざいます。 

 １３節委託料、支出済額７０，５３０千円、主に三輪中央浄化センターの運転管理

委託料、脱水汚泥処分及び運搬委託料、管路施設の巡視点検清掃業務委託料、下水道

管路施設台帳更新業務委託料などでございます。 

 ２６１ページをお願いします。 

 １９節負担金補助及び交付金、支出済額１３７，６４５千円、福岡県に支払いまし

た夜須地区の宝満川浄化センターにおける維持管理負担金でございます。 

 ２７節公課費、支出済額２０，７５０千円、これは、消費税でございます。 

 ２目基金費、２５節積立金、支出済額３９８千円、基金利子を積み立てるものです。 

 なお、予算不足が生じたため、予備費より９１千円を充用をしております。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費、支出済額２０６，５１０千円です。 

 ２６３ページをお願いします。 

 １３節委託料、支出済額１２，８５６千円、雨水管渠实施設計委託料、事業計画変

更業務委託料でございます。 

 １５節工事請負費、支出済額１７４，１００千円、汚水管渠工事、雨水管渠工事、

排水設備工事。付帯工事費は、主に路面の補修工事でございます。 

 補修工事費につきましては、三輪第１汚水幹線のマンホールが老朽化のために腐食

しておりましたので、補修工事をしております。 

 １９節負担金補助及び交付金、支出済額６，９８６千円、主なものは、県に支払い

ます流域下水道建設費負担金などでございます。 

 ３款１項１目元金、支出済額４４３，１１７千円、起債償還金の元金でございます。 

 同じく、２目の利子、支出済額２５１，１２２千円、起債償還金の利子でございま

す。 

 以上、歳出合計は、予算現額１，２２４，９７５千円に対し、支出済額１，２０３，

４９１，９９１円でございます。 

 次に、歳入の説明を行います。 

 決算書の２５５ページをお願いします。 

 １款１項１目公共下水道事業負担金、収入済額６１，６５１千円、不納欠損額２，
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８２７千円でございます。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料３７４，１５６千円、不納欠損額１，９９５千

円でございます。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金、収入済額６１，９２９千円、国からの社会

資本整備総合交付金でございます。 

 ２５７ページをお願いします。 

 ６款１項１目一般会計繰入金、収入済額６１８，２７４千円、これは、一般会計の

７款４項１目都市計画総務費からの繰入金でございます。 

 ７款１項１目繰越金、収入済額３，７４１千円、前年度からの繰越金です。 

 ８款１項１目延滞金、収入済額１，０１０千円、負担金及び使用料の延滞金でござ

います。 

 ９款１項１目公共下水道事業債、収入総額８３，５００千円でございます。これは、

排水設備工事、汚水管渠工事、雨水管渠工事に伴います起債借入金でございます。 

 以上、歳入合計、予算現額１，２２４，９７５千円に対しまして、収入済額１，２

０５，６４１，５７９円となっております。 

 次に、平成２５年度公共下水道事業实績報告書の成果と課題について、説明いたし

ます。 

 決算審査特別委員会資料の３４ページをお願いします。 

 まず、重点施策の方向でございます。 

 筑前町の公共下水道事業は、平成２５年度をもって、既存の計画区域は完了し、公

共下水道計画区域内の普及率は、平成２５年度末で１００％となっております。 

 平成２５年度につきましては、普及促進のため、主に小隈地区及び多目的運動公園、

並びに新築開発に伴う汚水管渠整備、合計で１，２６９ｍの整備を行っております。 

 また、浸水被害解消のため、高上地区の雨水渠排水工事１２４ｍの整備を行ってお

ります。 

 具体的措置及び成果でございます。 

 １番、事業の概要につきましては、表に記載のとおりでございます。 

 ２番、決算収支の状況につきましては、先ほど決算書で説明したとおりでございま

すので、説明を省かせていただきます。 

 ３５ページをお願いします。 

 ３番、三輪中央浄化センターの施設の状況でございますが、表に記載のとおりでご

ざいます。 

 ４、普及状況でございます。 

 計画区域内の普及率は、全体で１００％となっています。 

 ５番、水洗化の状況でございます。 

 平成２５年度末の水洗化率は、町全体で７７．８２％となっております。 

 ６番、施設維持管理費は、平成２５年度につきましては、２３６，４８７千円とな

っております。 

 ３６ページでございます。 

 ７番、浄化槽維持管理費補助金は、５９５千円を交付しております。 

 ８番、流域下水道建設費負担金６，９５２千円は、県事業分の筑前町負担分でござ

います。 

 ９番、受益者負担金の収納率でございますが、現年度分につきまして、９３．９４％、

滞納繰越分につきまして２１．７５％でございます。 

 １０番、使用料の状況でございます。 

 使用料の収納率は、現年度分９８．０４％、滞納繰越分１９．７９％でございます。 

 １１番、滞納処分でございます。 
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 平成２５年度の差し押さえ件数は、全部で２６件となっております。換価充当額に

つきましては、１，１１１，８５６円を充当しております。 

 ３７ページをお願いします。 

 不納欠損処分でございます。 

 受益者負担金２８件、２，８２７，４９０円、使用料４７件、１，９９５，８８２

円です。 

 不納欠損の理由につきましては、４０ページに記載をしております。４０ページを

お願いします。 

 執行停止後３年を経過しておるものが７名、執行停止期間中の時効完成によるもの

２７名、時効完成によるもの４１名、合計で７５名でございます。 

 ３７ページにお戻りください。 

 地方債の現在高の状況でございます。 

 平成２５年度末現在で１２，３６９，３９６千円となっております。 

 将来の課題でございます。 

 １点目に浸水地区の解消、２点目に経営の健全化、３点目に上水道普及に伴う使用

料金制度の改定、４点目に三輪中央浄化センターの高度処理及び処理水の有効利用、

５点目に効率的な汚水処理区域への変更検討、以上の５点を将来の課題としておりま

す。 

 参考としまして、福岡県が实施しております宝満川上流流域下水道事業の全体計画

と進捗状況を３８ページに記載しておりますので、ご参照を願います。 

 以上で、平成２５年度公共下水道事業特別会計の決算状況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。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、認定第６号「平成２５年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第６号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第６号「平成２５年度筑前町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第７号「平成２５年度筑前町水道事業会計決算の認定について」

を、議題とします。 

 説明を求めます。 

上下水道課長 

上下水道課長  平成２５年度筑前町事業会計決算について、を説明いたします。 

 別冊の筑前町水道事業会計決算書をお願いします。 

 まず、９ページをお願いします。 

 最初に、水道事業の報告書について、説明いたします。 

 １．の概況でございます。 

 平成１７年度から浚渫事業を開始し９年を経過しており、平成２１年度から給水開

始を行いまして、事業費ベースで約９０％が完了をしております。 
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 平成２５年度は栗田、森山、下髙場、依井、赤坂、篠隈などの排水管布設工事を行

い、配水区域を広めました。また、栗田中継ポンプ場築造工事１件を行いました。工

事に伴う地元説明会などで水道普及促進を行い、水道事業の加入は、平成２５年度末

で４，４９５件でありまして、整備済み区域の約５０％の加入率となっております。 

 給水状況については、後の３業務のところで説明いたします。 

 次に、経理の状況でございます。 

 ２５年度の損益は、７０，２２２千円の純損失となっています。営業収益は、前年

度に比較して、１０，８００千円ほど増えていますが、減価償却費などの営業費用も

増加しているためでございます。詳細につきましては、決算書で説明いたしますが、

今後より一層の加入促進、経費削減に努めてまいります。 

 次に、１１ページをお願いします。 

 工事の状況でございます。 

 １１ページから１２ページに、建設工事の概況について記載をしております。 

 配水管布設工事を１１工区に分けて实施しました。５０㎜から３００㎜の配水管を

約６㎞布設しています。併せて給水装置を６０カ所、消火栓を１１カ所設置していま

す。また、高所地配水用の栗田中継ポンプ場築造工事を行っています。 

 本年度工事費欄の上段が最終契約額で、カッコ書きは、うち給水装置工事分で、一

般会計の４款、衛生費からの支出となっております。 

 １３ページをお願いします。 

 業務の状況でございます。 

 業務量の平成２５年度末給水人口は１０，４２５人で、普及率が３５．３％、前年

度に比べ５％増加しています。 

 年間配水量は９５７，２７０㎥で、前年度に比べ１３．１９％増加しています。 

 年間有収水量は、料金収入の対象となった水量で、６１３，５８７㎥です。前年度

に比べ２５．２％増加しています。 

 １㎥当たりの供給卖価は２６０．０２円、給水原価は６６７．４７円です。 

 供給卖価は、前年度とほぼ変わりませんが、給水原価は前年度に比べて３７円ほど

安くなっております。 

 １４ページをお願いします。 

 事業収入及び事業費に関する事項です。 

 事業収入３３９，３３０千円に対し、事業費用は４０９，５５２千円、差引７０，

２２２千円の損失となっています。 

 損失額は前年度に比べ２２，２３５千円増加しています。 

 １５ページをお願いします。 

 会計の状況でございます。１５ページから１６ページ上段にかけて、重要契約の要

旨の工事請負契約を記載しています。 

 １６ページ中段に、（２）企業債及び一時借入金の概況について、記載をしていま

す。企業債の２５年度の借入額は、１２７，０００千円です。２３年度から元金の償

還が始まっており、年度末の残高は２，５４１，０８２千円となっています。 

 一時借入金は、予算第６条で定められた限度額以内の２億円を運用資金として、一

般会計より一時借入を行いました。 

 次に、２１ページをお願いします。 

 固定資産の明細書でございます。平成２５年度末の残高は６，５４７，８３４千円

となっております。 

 ２２ページでございます。 

 先ほど説明しました企業債の明細書となっております。お読み取りください。 

 続きまして、水道事業の決算報告書について、説明いたします。 
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 １ページにお戻り願います。 

 １ページの収益的収入及び支出、２ページの資本的収入及び支出については、２２

ページの次に付けています。付属書類と併せてご覧願います。 

 決算額を節ごとに詳細に仕分けしていますので、併せて参照願います。 

 なお、金額は、消費税を含む額となっております。 

 まず、１の収益的収入及び支出でございます。水道事業収益の決算額は３５５，４

２３千円に対し、水道事業費用の決算額は４１４，４０８千円、差引５８，９８５千

円の損失でございます。 

 収入の営業収益の決算は、付属書類の２５ページをお願いします。 

 水道使用料が１６７，５２０千円、加入金などその他営業収益が２３，３６０千円、

予算額に対して１０，４９６千円の増収となっています。 

 営業外収支の決算は、予算額に対して３，５８８千円の増収となっております。 

 主な要因としましては、消費税還付金の増額によるものでございます。 

 支出の営業費用の決算額は、３６８，４４４千円で、予算額に対して２，１４７千

円の不用額が出ています。 

 主なものは、県单広域水道企業団の受水費及び建設負担金、四三嶋調整池の電気料、

人件費、機器のリース料、水道メーター検針委託料などでございます。 

 ２７ページをお願いします。 

 営業外費用は、企業債利息などで、決算額４５，９０１千円です。 

 次に、２ページにお戻りください。 

 資本的収入及び支出です。 

 資本的収入の決算額は、３５７，７８０千円です。予算額に対して１９１千円の減

収になっています。 

 資本的支出の決算額は３７６，５９８千円で、資本的収入から資本的支出の差引は、

不足額が１８，８１７千円です。これは、過年度消費税及び地方消費税、資本的収支

調整額で補填をしております。 

 収入の内訳は、企業債１２７，０００千円、出資金１１０，０００千円、これは、

一般会計予算の衛生費から建設改良費に係る出資金で、国庫補助対象事業費の３分の

１でございます。 

 国庫補助金１１０，０００千円、補助率は３分の１となっております。 

 他会計補助金６，１７１千円、一般会計予算の衛生費から建設改良事業運営に係る

経費の補助金です。 

 他会計負担金４，６０９千円、一般会計予算の消防費から消火栓設置に係る経費の

負担金です。 

 次に、支出の内訳です。 

 建設改良費の決算額は３５８，７６７千円です。内訳は、付属書類の２９ページ、

工事費３４９，２５５千円、人件費などの事務費８，４７７千円、量水器の購入費１，

０３５千円です。 

 借入金償還元金１７，８３０千円、企業債元金の償還金です。 

 続いて、財務諸表について、説明いたします。 

 ３ページをお願いします。 

 損益計算書です。平成２５年度中における収益と、これに対する費用を消費税抜き

で記載した経営成績を示すものです。 

 営業収益から営業費用を差し引き、１８０，６５２千円の営業損失となっておりま

す。 

 営業外収益から営業外費用を差し引き８２，２１０千円の収益で、経常損失、当年

度純損失は７０，２２２千円です。 
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 前年度繰越欠損金を加えると、当年度末処理欠損金が２９５，２２０千円でござい

ます。 

 ２５年度の損失の主な理由としましては、減価償却費及び企業債利息の増加による

ものです。 

 ４ページでございます。 

 剰余金計算書及び欠損金処理計算書です。 

 剰余金計算書は、剰余金が年度中にどのように変動したか、欠損金処理計算書は、

欠損金の処理状況を示したものです。 

 剰余金計算書の資本剰余金は、国庫補助金、他会計補助金は、一般会計からの補助

金、その他資本剰余金は、一般会計からの負担金と建設負担金です。 

 受贈財産評価額は、朝倉市からサンポートに配水していました水道管を、筑前町に

無償譲渡を受けたものでございます。 

 利益剰余金は、３ページの損益計算書からの計上でございます。 

 年度末の資本剰余金合計は、２，２３７，５５３千円です。欠損金処理計算書のと

おり、処分を行った資本剰余金等はございません。 

 ５ページをお願いします。 

 貸借対照表です。２５年度末における資産、負債及び資本について表示しています。 

 資産の部です。 

 固定資産合計６，１６６，３８４千円、流動資産合計２２２，３３９千円です。 

 未収金５９，１８０千円の主なものは、国庫補助金、消費税還付金です。 

 資産合計は、６，３８８，７２３千円でございます。 

 負債の部、流動負債１２，９８４千円。主なものは、工事請負費及び受水費の未払

金でございます。 

 流動資産から流動負債を引いた正味運転資本は２０９，３５５千円でございます。 

 次に、資本の部です。 

 資本金合計４，４３３，４０６千円です。一般会計からの出資金と企業債の累計額

でございます。 

 剰余金の資本剰余金と利益剰余金は、４ページの剰余金計算書からの計上でござい

ます。 

 剰余金合計は、１，９４２，３３３千円です。 

 資本金と剰余金を合わせた資本合計は、６，３７５，７３９千円です。 

 負債資本の合計は、資産と同額の６，３８８，７２３千円でございます。 

 以上で、水道事業特別会計の決算状況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。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、認定第７号「平成２５年度筑前町水道事業会計決算の認定について」を、

採決したいと思います。 

 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。 

 認定第７号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがって、認定第７号「平成２５年度筑前町水道事業会計決算の認定について」
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は、認定すべきものと決定しました。 

 農業集落排水事業特別会計のときの、河内委員の質疑の件で、上下水道課長から発

言の申し出があっておりますので、これを許可します。 

上下水道課長 

上下水道課長  先ほど農業集落排水事業の時効の分で、来年度何件ぐらいがあるかということです

けど、一応、５件程度は、来年達するものと考えております。 

 また、時効による欠損を出さないよう、時効の中断を図るよう努力していきたいと

考えております。以上でございます。 

 委 員 長  続きまして、認定第８号「平成２５年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」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  平成２５年度工業用地造成事業特別会計について、ご説明申し上げます。 

 歳入歳出決算書の２７９ページからでございますが、取り扱う項目が尐ないため、

歳入歳出決算事項別明細書にて説明申し上げます。 

 ２８３ページの歳入をお願いいたします。 

 歳入は、１款１項１目一般会計繰入金１，３３２千円、４款１項１目繰越金４０５

千円で、予算現額は１，７３７千円です。 

 続いて、２８５ページをお願いします。 

 １款１項１目工業団地造成事業費として、１５節工事請負費から１，０１８千円を

執行しています。 

調整池維持管理費７５６千円、農業用水管補修費２６２千円を執行いたしました。 

 ２款予備費２００千円は、支出予定がなかったため、全額不用額とし次年度に繰り

越しいたします。 

 歳入総額１，５３７千円、歳出総額１，０１９千円、歳入歳出差引残額５１８千円

は、決算承認後、平成２６年度へ繰越処理を行います。 

 引き続き、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 ４６ページに、事業实績報告と成果と課題を記載しています。 

 まず、重点施策の方向です。 

 北部九州は産学官一体となって自動車産業の拠点化を推進しており、わが国の自動

車産業を支える拠点に成長しています。 

 一方では、新興国の事業拡大に伴い、世界的な生産拠点間の競争が激化しており、

また、電気自動車や燃料電池車などの次世代自動車の普及やＩＴＳなどを活用した、

新たなモビリティ社会の到来を目前に迫っており、自動車産業は大きな転換点を迎え

ています。 

 福岡県は九州大学と連携し、水素自動車開発にも取り組んでおり、これらを取り巻

く製造業も活発化されると思われています。 

 町では平成２４年３月に策定した後期基本計画の政策目標に引き続き、活力と交流

に満ちた筑前を掲げ、企業誘致活動を通じて、地域経済の活性化と雇用の場の確保を

図ることとしています。  

 特に、主要地方道久留米・筑紫野線沿線の四三嶋地区を企業誘致ゾーンに定め、こ

の地区のポテンシャルは高く、企業誘致活動を積極的に推進していますが、企業２社

への工業用地分譲を取り決めましたが、農地法の厳格化により優良農地の転用が厳し

く、新たな進出企業が見出せない状況にもありますが、地域活性化の切り札は企業誘

致だという認識のもとに、さらに県の企業誘致担当部署と連携し、企業誘致活動を積

極的に推進します。 
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 次に、成果及び将来の課題についてです。 

 成果としましては、平成２２年７月に、町と企業立地協定を行った株式会社岐阜多

田精機が、平成２３年２月に企業誘致ゾーン内の土地を取得し、平成２４年５月に操

業を開始しており、今後の発展に期待するところです。 

 将来の課題としましては、四三嶋地区企業誘致ゾーン内の分譲可能農地について

は、農地転用の可能な企業誘致などを検討する必要があります。 

 また、未利用地になっているマルヤス工業株式会社の所有である工業用地につい

て、建設に向けた取り組みを推進します。 

 最後に、契約などの主要な要旨でございます。 

 契約を締結した件名は、３．の契約などの主要な要旨に記載する調整池維持工事と

用水管補修工事、行った２件のみでございます。 

 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。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、認定第８号「平成２５年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を、採決したいと思います。 

 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。 

 認定第８号は、認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  挙手全員です。 

 したがいまして、認定第８号「平成２５年度筑前町工業用地造成事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」は、認定すべきものと決定しました。 

 委 員 長  本特別委員会に付託されました認定第１号から認定第８号までの審査が全部終了

しました。 

 町長のほうから、あいさつの申し出があっておりますので、町長お願いします。 

町長 

 町  長  特別決算委員会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 延べ３日間にわたる決算審査委員会での慎重審議お疲れさまでございました。 

 結果、すべての案件、承認いただきましてありがとうございました。  

 共通の指摘事項がありましたように、委員会等の資料につきましては、記載内容等

を改善してまいります。 

 町は限られた一般財源を、いかに住民の福祉の充实を通じて幸福度の向上に結びつ

けていくのかが、最大の費用対効果であろうかと思います。 

 町は健全財政を堅持しながら、より創造的な町づくりを創造していくことが肝要で

す。有力な手法の１つが、国等の補助金や交付税措置の活用でございます。平成２５

年度につきましても、特に大型事業であります両筑国営二期事業費約７億円の負担金

は、当初、基金取り崩しだけを予定しておりましたけれども、関係機関の尽力により

まして、約１億円の交付税措置がなされたところです。 

 また、夜須中学校のテニスコート、駐輪場等の整備事業費約１３５，０００千円に

つきましても、当初文科省の補助金２０，０００千円余りだけを予定しておりました

が、財政課の交付金研究により、総務省からの元気づくり交付金８２，０００千円余

りの国庫金を受けることができました。町の財源は約３２，０００千円で整備ができ
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たところでもございます。 

 さらに多目的グラウンドでも、合併前に防衛省へのグラウンド売却費約５億円を元

手に、補助金と合併債の活用で、ほぼ一般財源を充当しないで整備できる計算となる

ところでございます。 

 また、今回尐し話題になっておりました光ファイバー整備につきましても、約４億

円でございましたけれども、２つの省庁の補助金を活用して、一般財源を尐額で整備

したところでもございます。 

 平成２６年度に、今、進めております防災無線につきましても、当初、補助金は予

定しておりませんでしたが、財政課の研究によりまして、一部交付金が活用できそう

でございます。 

 また、資金運用につきましても、出納室の調査研究により、利子増額に結びついて

おります。特に、本町が最後に有しております５億円の仕組債の基準日が、今月の２

９日午後５時となっております。 

 ターゲット為替は１０７円１０銭でございます。今の相場は、今朝の昼のニュース

によりますと、１０８円を超えた相場となっております。注視していきたいと思いま

す。 

 ただ一方では、国保財政の赤字は多額であり、深刻であります。一般会計の財政圧

迫にも連結するものであり、踏み込んだ改善が必要だと認識し、急ぎ改善策を運営委

員会等の意見を踏まえ、取り組んでいく所存です。 

 なお、今回の決算委員会の決算内容につきましては、概要を広報１０月号に掲載す

る予定で準備を進めております。 

 終わりに、本委員会で様々にご指摘をいただいたように、課題山積ではございます

が、平成２５年度を俯瞰
ふかん

いたしますと、昨年度に比較して人口が増加したこと、さら

に関係機関、教育委員会等の学校現場の努力によりまして学力が向上したこと、この

明るい成果が、住民、議会、行政の総合的な町づくりの評価といえるのではなかろう

かと思うところでもございます。 

 最後に、長時間お疲れさまでございました。本会議での承認採択もお願いいたしま

して、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。 

 閉  会   

 委 員 長  これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会します。 

 どうもお疲れさまでございました。 

（１４：０２） 

 

 

 

 


