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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。 

 議会の定例会に先立ちまして、町民憲章を朗読いたしますので、ご唱和をお願いい

たします。 

 本文のみ読み上げます。 

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  皆さん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２７年第４回筑前町議会定例会を開会します。 

（１０：０１） 

 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、 

９番 山本久矢議員及び１０番 川上康男議員を、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１２月３日から１４日までの１２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１２月１４日までの１２日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「諸般の報告」を、行います。 

 お手元に配布した議長提出議案書のとおり、「産業建設常任委員長及び副委員長の

互選」、「議会運営委員の選任」、「議会広報特別副委員長の互選」があっておりますの

で、報告いたします。 

 以上で、諸般の報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、平成２７年第４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、平成２７年も早師走でございます。ここで筑前町の１年を振り返りますと、

１月の町議会選挙で幕を開け、合併１０周年記念式典と記念事業、福岡県植樹祭、県

道７７号線全線開通、多目的グラウンド一部オープン、ウォーキング、ラジオ体操普
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及開始、防災行政無線戸別設置工事開始、巨大イノシシの創作、ふるさと納税の拡充、

戦後７０年大刀洗平和記念館の来館者の増加、みなみの里開館来場５００万人突破

等々記念すべき、また、地方創生に向け一歩前進した１年であったといえると思いま

す。これも住民の皆様、議会、職員の思いが１つとなり、起こした行動の成果だと確

信するところでございます。 

 このような平成１７年を踏まえ、平成２８年は改めて人口問題が注目される年にな

りそうです。国勢調査の人口数値が公表され、人口減少、少子高齢化の対策が待った

なしの年になり得ます。そのような時代だからこそ本町は攻めのまちづくりを推進し

ていかなければならないと考えます。 

 今年土を耕し、種をまいたものの一部を述べますと、南部の食品産業誘致、北部の

木質バイオマス事業等の誘致検討、山麓部の道の駅検討、みなみの里の拡充、西部の

保育所建設、大刀洗平和記念館拡充検討等々、平成２７年にまいた種子を、来年は芽

吹かせ育てる年になりそうです。基本は、民間あるいは国等の活力を活用し、雇用を

創出し、町の活性化と財源拡充を図り、地方を創生しようとするものです。 

 そういった時代の流れの渦中にある本定例会でもございます。ご審議よろしくお願

いいたします。 

 それでは、本日提案します議案１３件の説明を申し上げます。 

 議案第４２号 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び甘

木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の変更につきましては、平成２８年４月１日から

同組合で処理する甘木・朝倉市町村会館の設置及び運営管理に関する事務を廃止する

こと、並びに同組合共有山林基金を廃止することに伴い、同組合の共同処理する事務

を変更し、及び同組合規約を変更するため、地方自治法の規定により議会の議決を求

めるものです。 

 議案第４３号 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び甘

木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分につきましては、平成２８

年４月１日から同組合で処理する甘木・朝倉市町村会館の設置及び運営管理に関する

事務を廃止すること、並びに同組合共有山林基金を廃止することに伴い、同組合の共

同処理する事務を変更し、及び同組合規約を変更することとなり、その財産処分につ

いて定めるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第４４号 財産の取得につきましては、筑前町立各小学校電子黒板を取得する

にあたり、地方自治法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

に関する条例の規定により議会の議決を求めるものです。 

 議案第４５号 町道の路線廃止につきましては、道路法の規定に基づき、議会の議

決を求めるものです。 

 議案第４６号 町道の路線変更につきましても、道路法の規定に基づき、議会の議

決を求めるものです。 

 議案第４７号 筑前町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定につきましては、行政

手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定によ

り、市町村が独自に条例で定めるべき個人番号及び特定個人情報の利用に関して規定

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４８号 筑前町税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税

法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、徴収猶予について、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４９号 平成２７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２９１，９１０千円を増加額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１２，８３
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６，９４７千円とするものです。 

 主な補正内容としましては、 

・夜須中学校及び三輪小学校体育館の１階部分が吊り天井構造であることから、これ

らの改修を行うための工事費等、２校合わせて ７１，７０４千円 

・各種基金利子が増えたことによる基金利子積立額の増額 ４４，２５５千円。 

・ふるさと応援寄附金について増額が見込まれることから、ふるさと応援基金への元

金積立金の増額 ２０，０００千円 

などを追加するものです。 

 議案第５０号 平成２７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額５８，１７１千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞ

れ４，３６８，１７９千円とするものです。 

 議案第５１号 平成２７年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）につきましては、補正額９５千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

９，３２５千円とするものです。 

 議案第５２号 平成２７年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額１，５１５千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１６８，６６４千円とするものです。 

 議案第５３号 平成２７年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、補正額１３，５８３千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１，２７３，４０９千円とするものです。 

 議案第５４号 平成２７年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）につきまして

は、収益的支出を１５６千円増額し、補正後の収益的支出総額を４４５，３９２千円

とするものです。 

 以上が、本日提案しました議案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

りましてのごあいさつと議案等の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

日程第５～ 

日程第１７ 

 

議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第５から日程第１７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５ 議案第４２号から日程第１７議案第５４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。 

企画課長 

企画課長  改めましておはようございます。 

 では、議案書の２ページをお開き願います。 

 議案第４２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び甘

木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の変更について」 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共

同処理する事務を変更するとともに、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規約を別紙の

とおり変更する。 
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 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長の提案理由の説明どおりでございますので省略いた

します。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約（案） 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の一部を次のように改正する。ということで、

別紙ということで、新旧対照表をお配りしておりますので、こちらのほうをお開きい

ただければと思います。 

 同事務組合の規約の新旧対照表でございます。 

 右側が現行、そして左側が改正案というスタイルになっております。 

 まず１点目、組合の共同処理する事務の変更でございます。 

 第３号、甘木・朝倉市町村会館の設置及び運営管理に関する事務、こちらを削除い

たします。 

 それから、第４条、組合の事務所の位置でございます。 

 現行、甘木朝倉市町村会館内に置くというふうなところまで記載ございますが、朝

倉市甘木の８７３番地３まででとどめることといたします。 

 それから、次の２ページでございます。 

 別表ということで、共同処理事務に関する負担割合でございます。 

 まず、甘木朝倉市町村会館の設置及び運営管理に関する事務、この項を削除いたし

ます。 

 それから、一番下の項でございますが、共有山林の維持管理及び処分に関する事務

に対する負担割合でございますが、ただし、当分の間歳入歳出予算に計上する財産収

入及び基金繰入金を充てる。こちらの分を削除いたします。 

 というふうな、改正の文面でございます。 

 議案書に戻りまして、附則、この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

 続きまして、４ページの議案第４３号でございます。 

 「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び甘木・朝倉広域

市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分について」 

 地方自治法第２８９条の規定により、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の共同処理

する事務の変更及び甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規約の変更に伴う財産処分を別

紙のとおり関係市町村と協議の上、定めるものとする。 

 本日付け、町長名でございます。 

 提案理由、先ほどの提案理由の説明どおりでございますので、省略いたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 財産処分に関する協議書、地方自治法第２８９条の規定により、甘木・朝倉広域市

町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び甘木・朝倉広域市町村圏事務組合規約

の変更に伴う財産処分を次のとおり定める。 

１ 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合が所有する甘木・朝倉市町村会館（土地面積２，

４０２．７９㎡、延べ床面積１，２３５．１１㎡）は、平成２８年４月１日から朝倉

市に帰属させる。 

 こちらは朝倉市が公共的に活用するというふうなことでですね、有効活用という観

点から帰属するものでございます。 

２ 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合が所有する共有山林基金については、甘木・朝

倉広域市町村圏事務組合規約別表に掲げる共有山林の維持管理及び処分に関する事

務の負担割合に応じて、各市町村にそれぞれ帰属させる。 

 平成、年月日につきましては、空欄でございます。 
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 朝倉市長、東峰村長、筑前町長という連名で協議書を策定する予定でございます。 

 こちら両議案とも朝倉市、東峰村におきましても、同じ内容の議案として１２月の

議案に提案しております。慎重にご審議いただきまして、ご賛同賜りますようお願い

いたします。 

議  長  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。 

 議案第４４号「財産の取得について」 

 次のとおり財産を取得するため、議会の議決を求める。 

 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、先ほどの町長の提案理由のとおりでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 取得する財産につきましては、取得する財産の表示、プロジェクター型電子黒板 

５６台。 

 取得価格 １０，５６５，１００円 

 それから、契約の相手方 福岡県福岡市中央区大名二丁目９番２７号 

             株式会社 内田洋行 九州支店 支店長 坂口秀雄 

 納期限につきましては、平成２８年２月２９日でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 入札の結果につきましては、株式会社 内田洋行九州支店が、第１回の入札で落札

をいたしております。 

 落札率につきましては、４３．５３％でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

議  長  建設課長 

建設課長  議案書の９ページをお願いいたします。 

 議案第４５号「町道の路線廃止について」 

 別紙のとおり町道路線を廃止するものとする。 

 本日付け提出、町長名でございます。 

 提案理由は、先ほどの町長の説明のとおりでございます。 

 今回廃止をいたします路線は、路線番号 １３７８号 向原団地１号線でございま

す。延長は１６３．５ｍでございます。 

 廃止の理由としましては、現在進められております企業誘致区域内に含まれている

ためでございます。 

 位置は、別途配布しております図面を参照お願いいたします。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。 

 議案第４６号「町道の路線変更について」 

 別紙のとおり町道路線を変更するものとする。 

 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、先ほどの町長の説明のとおりでございます。 

 今回変更を行います路線は、路線番号 ５０８号 池田・向原線でございます。全

延長１０６２．４ｍのうち１９２．７ｍを廃止し、８６９．７ｍと変更するものでご

ざいます。 

 変更の理由としましては、議案第４５号と同様でございます。 

 位置につきましては、別途配布の図面を参照いただきたいと思います。以上でござ

います。 

議  長  総務課長 

総務課長  １３ページをお開きください。 
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 議案第４７号「筑前町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関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。 

 提案理由は、町長の提案理由の説明のとおりでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 筑前町行政手続きにおける特定の個人を識別するため番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例ということで、第１条につきましては、番号法

第９条２項に基づく個人番号の利用に関して、条例委任された事項を定める条例であ

ることを明記しておるところでございます。 

 第２条については、この条例に用いられる用語のうち、その意義を明確にすべきも

のとして、個人番号、特定個人情報、個人番号利用事務実施者、情報提供ネットワー

クシステムについて定義を定めているものでございます。 

 第３条、町の責務は、個人番号の利用の運用に際し、町としての責務を明記したも

のでございます。 

 第４条は、個人番号の利用の範囲を規定したもので、第１項は、番号法第９条２項

から条例委任された事項である独自利用事務の範囲を規定するもので、筑前町にあわ

せて２点について規定をするものでございます。 

 １つは、番号法の別表第１に規定されていない自治体が独自に利用する事務であり

まして、２つ目は、同一執行機関内における複数の事務の間で特定個人情報を庁内連

携することにより、利用する事務を定めるものでございます。 

 第２項は、番号法の別表第２の左欄に掲げる執行機関が、中欄に掲げる事務につい

て、右欄に掲げる特定個人情報を利用することができる旨を定めるものであります。 

 ただし書きについては、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利

用して、他団体から特定個人情報の提供を受けることができる場合は、利用すること

ができない旨を規定するものであります。 

 第３項は、本町が、番号法の別表第２の第２欄に掲げる事務、いわゆる番号利用事

務において、本町が保有しています特定個人情報であって、第４欄に掲げる特定個人

情報を利用することができる旨を包括的に規定したものでございます。 

 ただし書きについては第２項と同様に、番号法の規定により情報提供ネットワーク

システムを利用して、他団体から特定個人情報の提供を受けることができる場合は、

利用することができない旨を規定するものです。 

 次、１５ページです。 

 第４項は、第２項の規定により、別表第２で定めた事務について、特定個人情報の

利用を行う場合には、申請者から重ねて同一内容の情報の提出を受けることは、制度

の趣旨に沿わないことから、他の条例、規則等に書面の提出が義務付けられている場

合には、当該書面の提出があったものとみなす旨を規定しているものでございます。 

 １６ページになります。 

 そこの別表第１は、第４条の関係についての規定でありまして、１から３について

は、公費医療関係の事務です。現在行っている事務については、計算根拠に個人番号

利用事務での計算結果を用いることから、独自に規定をしておかなければ、別途資料

提出を求めるなどの、今まで不要だったものが必要になるため規定するものでありま

す。 

 規定せずに、今までどおりの事務を行うということになれば、違法ということにな

ってしまうからであります。 

 ４から５については、教育委員会関係の就学援助、就園奨励費補助関係です。 
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 転入者について、所得証明書の添付を不要とするための規定となっております。 

 独自利用事務については、特定個人情報保護委員会へ条例制定後、独自利用申請す

る必要があります。また、独自利用事務に関しては要件があり、特定個人情報保護委

員会が独自利用してもよい事務の例を提示しております。 

 １７ページからの別表第２についてです。 

 これは、庁内連携を行う個人番号利用事務、それから、特定個人情報を記載をして

おります。本町の基幹系システム上で情報連携するものについて、記載をしておるも

のでございます。 

 １５ページに戻ります。 

 第５条は、その他必要事項について、規則で定める旨を規定をしております。 

 附則、この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 ここで言う施行の日とは、平成２８年１月１日となります。 

 以上、提案いたします。 

議  長  税務課長 

税務課長  議案書の２０ページをお開きください。 

 議案第４８号「筑前町税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、先ほど町長から冒頭に説明されましたので省略いたしま

す。 

 次のページ、２１ページをお開きください。 

 今回の改正は、本則第８条から第５６条及び附則４条まで１０ページにわたってお

りますが、その改正内容につきまして、追条ごと要点のみ簡潔に説明させていただき

ます。 

 第８条は、徴収猶予にかかる徴収金の分割納入金額の決定、変更、さらには当該納

税者への通知を義務づけた規定であります。 

 ２２ページの第９条は、徴収猶予の申請手続き等について、申請書の記載事項及び

その添付書類などの詳細さらには申請書の提出期限を、通知を受けた日から２０日以

内と定めた規定であります。 

 ２４ページの第１０条は、職権による換価の猶予手続き等について、具体的な申請

手続き及び添付書類を定めた規定であります。 

 ２５ページの第１１条は、新たに納税者の申請による換価の猶予制度を設けたこと

に伴い、その申請手続き及び猶予申請期限を納期限後６カ月以内と定めた規定であり

ます。 

 ２８ページの第１２条は、徴収及び換価の猶予をする場合の担保基準について、１

００万円以下及び猶予期間が３カ月以内の場合、担保を徴収することができない特別

な事情がある場合は、担保は不要と定めた規定であります。 

 第１８条及び第２３条については、法及び令の表記が、第８条及び第９条に記載さ

れたことによる略称既定の改正であります。 

 ２９ページの第５６条は、固定資産における法人名の改正であり、独立行政法人労

働者健康福祉機構を独立行政法人労働者健康安全機構に改正するものであります。 

 ３０ページの附則第４条は、既定箇所を変更に伴い、改正するものであります。 

 以上、第１条の本則、第８条から第５６条までの８条及び附則を含めて改正してい

るところであります。 

 議案書の３０ページをお開きください。 

 下段のところであります。 
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 この改正条例は、附則で謳っておりますように、平成２８年４月１日から施行する

ものであります。 

 詳細な改正内容につきましては、先日議員に配布いたしております筑前町税条例等

の一部改正についての概要などをご覧いただき、ご理解賜りますようよろしくお願い

申し上げまして、議案第４８号、筑前町税条例の一部を改正する条例の制定について、

の説明を終わります。 

議  長  財政課長 

財政課長  それでは、議案書の３１ページをお願いいたします。 

 議案第４９号「平成２７年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」 

 平成２７年度筑前町一般会計補正予算（第３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。 

 別冊の平成２７年度筑前町一般会計補正予算（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２７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。 

 第１条、歳入歳出の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２９１，９１０千円を

追加し、歳入歳出それぞれ１２，８３６，９４７千円とするものでございます。 

 第２条、継続費につきましては、企業誘致関連道路の新設工事を継続費とするもの

でございます。 

 第３条、債務負担行為につきましては、各学校の清掃業務委託を債務負担行為とす

るものでございます。 

 第４条、地方債の補正につきましては、体育館の体育施設の改修工事に伴います全

国防災事業債の追加、及び企業関連事業に対します合併特例債の変更によるものでご

ざいます。 

 飛ばしまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 補正の１０ページでございます。 

 補正の財源の内訳につきましては、国庫支出金が７７，８９２千円、それから、地

方債が６５，６００千円、その他分担金、財産収入等が７７，２００千円、それから、

一般財源が７６，２１８千円でございます。 

 歳出のほうから説明いたしたいと思います。 

 歳出の中で、人件費がそれぞれ入っております。これにつきましては、職員の異動

に伴う補正でございますので、説明を省かせていただきたいと思います。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費でございます。 

 ６目から１７目の基金の積み立てにつきましては、各種基金利子及び債券運用によ

る積み立てが主なものでございます。 

 それから、１９目企画費につきましては、ふるさと納税に対する返礼品、それから

委託料の増を見込んでおります。それから、市町村会館のトイレの改修の負担金とい

うことで、２，２１５千円でございます。 

 ２０目平和記念館費でございます。平和記念館の駐車場のですね、ライン設置等の

工事等ということで２，４０３千円を計上しております。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費でございます。 

 ５目老人福祉費につきましては、既存の介護施設にスプリンクラーの設置支援とし

ての３，９６３千円を補助するものでございます。 

 それから、基金利子及び負担金等につきましては、過年度事業のですね、精算返還

金でございます。 
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 それから３款２項児童福祉費でございます。１８ページ、１９ページになります。 

 児童措置費につきましては、保育所運営委託料３４，７８６千円です。これにつき

ましては、制度改正に伴います保育単価の見直し、並びに児童数の増加によるもので

ございます。 

 ５款１項農業費でございます。６目農業土木につきましては、ため池の浚渫工事と

いうことで３，２００万を計上しております。 

 それから、２０ページ、２１ページにつきましてお願いいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費につきましては、企業誘致に関する道路工事というこ

とで１５，５００千円計上しております。 

 それから、９款６項夜須中学校費及び９款１０項体育施設費の工事請負費につきま

しては、夜須中学校体育館それから三輪中学校体育館の吊り天井の改修工事でござい

ます。 

 １０款災害復旧費につきましては、台風１５号並びに７月２２日の豪雨によります

災害復旧工事でございます。 

 それから、歳入につきまして、続いて説明いたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 １１ページ、９款国庫施設等所在市町村助成交付金につきましては、いわゆる基地

交付金でございますが、額が確定しておりますので補正しております。 

 それから、１３款分担金負担金につきましては、農村環境整備事業並びに災害復旧

事業の地元負担金でございます。 

 １５款１項民生費国庫負担金につきましては、保育所運営費負担金として１９，１

８２千円、保育所の運営委託料に充当しております。 

 それから、１５款２項国庫補助金につきましては、地域介護福祉空間整備等施設整

備交付金３，９６３千円です。介護施設のスプリンクラーの設置の交付金でございま

す。 

 それから、１２ページをお願いいたします。 

 １２ページにつきましては、先ほどの国庫支出金の県の分です。 

 １６款１項３目民生費県負担金につきましては、保育所の運営負担金、それから、

２項５目農林水産業費県補助金につきましては、農村環境整備事業の補助金というこ

とで１５，０００千円でございます。 

 財産収入につきましては、各種基金の利子ということで４４，２５５千円でござい

ます。 

 それから、１８款寄附金につきましては、ふるさと納税によりますふるさと応援基

金の増を見込んでおります。２０，０００千円を見込んでおるところでございます。 

 町債につきましては、合併特例債それから全国防災事業債を計上しております。 

 以上で、説明を終わります。 

議  長  健康課長 

健康課長  議案書の３２ページをお願いいたします。 

 議案第５０号「平成２７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 平成２７年度筑前町国民健康保険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。 

 別冊の平成２７年度国保特別会計補正予算（第２号）をお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 平成２７年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め
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るところによる。 

 歳入歳出予算の補正でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８，１７１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３６８，１７９千円とするものです。 

 内容につきまして、事項別明細書で説明をいたします。 

 ７ページをお願いします。歳出です。 

 １款１項１目の一般管理費は、人事異動後の職員人件費の変更によるものでござい

ます。 

 ４款１項１目の前期高齢者納付金は支払基金による試算によりまして当初予算を

計上しておりましたけど、その後納付額が増加したものであります。 

 １１款１項３目の償還金につきましては、２６年度分療養給付費負担金などの確定

により超過交付分を返還するものでございます。 

 次に６ページ、歳入でございますけど、３款１項１目の療養給付費負担金につきま

しては、歳出補正予算の財源として増額をしたものであり、４款の療養給付費交付金

は、２６年度分確定により、その不足分が交付をされるものであります。 

 ９款の一般会計繰入金につきましては、職員給の減額補正に伴い、同額を減額する

ものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

議  長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 議案書の３３ページをお願いします。 

 議案第５１号「平成２７年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）について」 

 平成２７年度筑前町住宅新築資金等貸付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、町長名でございます。 

 別冊の平成２７年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）を

お願いいたします。 

 １ページです。 

 平成２７年度筑前町の住宅新築資金等貸付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。 

 歳入歳出予算の補正でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９，３２５千円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細で説明をいたします。 

 ７ページをお願いします。 

歳出でございます。 

１款１項２目財政調整基金費、２５節積立金、補正額９５千円、利子積立金でござ

います。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 ２款１項１目、１節利子及び配当金、補正額９５千円、財政調整基金の利子でござ

います。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  議案書の３４ページをお願いします。 

 議案第５２号「平成２７年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）
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について」 

 平成２７年度筑前町農業集落排水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、町長名です。 

 別冊の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ページをお開きください。 

 平成２７年度筑前町の農業集落排水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１，５１５千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６８，６６４千円とする。 

 ７ページをお願いします。 

 事項別明細書の説明をいたします。 

 まず、歳出でございます。 

 １款１項１目農業集落排水施設管理費１，４４５千円の増です。 

 内訳でございますが、２節の給料、１，２３８千円の減、３節職員手当等、１，８

１７千円の減。これは、人事異動に伴いまして、主任主事１名から主事１名変更した

ことによる減額補正でございます。 

 １１節需用費４，５００千円の増です。 

 台風１５号によりまして、８月２５日にマンホールポンプ場の配電盤の扉が飛ばさ

れ、雨水が内部に浸入し基盤が損傷を受けたため、修繕を行うものでございます。現

在につきましては、仮設で対応をしているところでございます。 

 ２目基金費、２５節積立金、７０千円の増です。基金利子が増えたため基金利子積

立金を増額するものです。 

 ６ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目農業集落排水事業分担金、９千円の増です。農業集落排水事業分担金

の増額が見込まれるものでございます。 

 ３款１項１目利子及び配当金、７０千円の増です。基金利子の増によるものでござ

います。 

 ４款１項１目一般会計繰入金、１，１４２千円の増です。歳出の需用費の増額に伴

い、一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 

 ５款１項１目繰越金、２９４千円の増です。前年度からの繰越金でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 続きまして、議案書の３５ページをお願いします。 

議案第５３号「平成２７年度筑前町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」 

 平成２７年度筑前町公共下水道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、町長名です。 

 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ページをお開きください。 

 平成２７年度筑前町の公共下水道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１３，５８３千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２７３，４０９千円とする。 

 第２条、地方債の補正ですが、地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。で
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ございます。 

 次に、９ページをお願いします。 

 事項別明細書の説明をいたします。 

 まず、歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道施設管理費、２，９５９千円の増です。 

 内訳でございますが、２節給料、１，２７６千円の増、３節職員手当等、１，４８

３千円の増、４節共済費、１００千円の増です。先ほど申しました農業集落排水で言

いましたとおり、内部の人事異動に伴う増額補正でございます。 

 ２３節償還金利子及び割引料、１００千円の増です。過誤納金還付金の増額による

ものでございます。 

 ２目基金費、２２４千円の増、基金利子が増えたことによりまして、基金利子積立

金を増額するものです。 

 ２款１項１目公共下水道施設整備費、１０，４００千円の増です。 

 内訳でございますが、１５節工事請負費、１０，４００千円の増。排水設備工事に

つきまして、本年度新築、開発等に伴う件数が見込みよりかなり増えておりまして、

予算不足が生じるため、１０，４００千円今回増額させていただくものでございます。 

 ３款１項１目元金、起債償還金の元金ですが、補正はありませんが、財源内訳を組

み替えるものでございます。その他７，１１５千円を落として、一般財源の７，１１

５千円に組み替えるものです。一般財源につきましては、負担金とか使用料を充てる

というものでございます。 

 次に、７ページをお願いします。 

 歳入のほうの説明を行います。 

 １款１項１目公共下水道事業負担金、５，０００千円の増です。受益者負担金につ

いて増額が見込まれるため、補正をするものです。 

 ３款１項１目公共下水道費補助金、７，３７０千円の減です。防災安全交付金につ

いて、国を通じての県からの配分額が確定したことにより減額をするものでございま

す。 

 ５款１項１目利子及び配当金、２２４千円の増です。基金利子の増額によるもので

ございます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金、１２，３６９千円の減額です。起債借入金の増額に

伴い、一般会計からの借入金を減額するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金、３７５千円の増です。前年度繰越金でございます。 

 ８款１項１目延滞金、６２３千円の増です。受益者負担金延滞金、使用料延滞金に

ついて増額が見込まれるため、補正をするものです。 

 次に、８ページをお願いします。 

 ９款１項１目公共下水道事業債、２７，１００千円の増です。補助対象工事費の減、

排水設備工事費の増額に伴い、今回起債を増額するものです。 

 以上で、公共下水道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、議案書の３６ページをお願いします。 

 議案第５４号「平成２７年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）について」 

 平成２７年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付け、町長名です。 

 別冊の筑前町水道事業補正予算書（第２号）をお願いします。 

 １ページをお開きください。 

 平成２７年度筑前町水道事業会計補正予算（第２号） 

 第１条、平成２７年度筑前町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めると
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ころによる。 

 第２条、平成２７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。 

 収入の部の補正はございません。 

 支出の部です。 

 収益的支出、１５６千円を増額補正し、４４５，３９２千円とする。 

 第３条、予算第７条の定めた経費の金額を次のとおり改める。 

 職員給与費、１５６千円を増額補正し、６４，１１６千円とする。 

 内容について、説明をいたします。 

 付属書類の１０ページをお願いします。 

 支出の部ですが、１款１項３目総係費、１５６千円の増額補正です。 

 これにつきましては、１名の職員について、扶養手当を新たに見込んだため、増額

するものでございます。 

 以上で、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１８  

 議  長  日程第１８ 発議第８号「筑前町議会基本条例の一部を改正する条例の制定につい

て」を、議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

田中副議長 

田中副議長  それでは、ただ今から発議第８号の提出理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の４ページをお開きください。 

 発議第８号「筑前町議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」 

 上記の議案を別紙のとおり筑前町議会会議規則第１３条第１項の規定により提出

します。 

 提出者、田中政浩。賛成議員は、桒野光雄議員、山本一洋議員、田口壤司議員であ

ります。 

 提案理由、地方自治法第９６条第２項に規定する議決事件について、本町の総合計

画の基本計画が今後のまちづくりの指針となる重要な計画であることから、本町総合

計画の基本計画を新たに議決事件として追加するものである。これがこの条例案を提

出する理由である。 

 ５ページをお開きください。 

 筑前町議会基本条例の一部を次のように改正する。 

 表の右側が現行で、左側が改正後です。 

 議決事件の追加、第８条、地方自治法第９６条第２項に規定する議決事件について

は、持続的で豊かなまちづくりを実現に寄与する観点から次に定めるものとする。 

 第１項、筑前町総合計画における基本構想及び基本計画の策定、変更及び廃止。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、提出理由の説明をいたしました。ありがとうございます。よろしくお願いい

たします。 

 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、発議第８号「筑前町議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」

を、採決します。 

 発議第８号は、原案のとおり決定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、発議第８号「筑前町議会基本条例の一部を改正する条例の制定につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

日程第１９  

 議  長  日程第１９ 請願第２号「「少人数学級推進などの定数改善」「義務教育費国庫負担

制度２分の１復元」にかかわ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。 

日程第２０  

 議  長  日程第２０ 請願第３号「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）に関する請願書」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、これにて散会いたします。 

 どうもお疲れさまでございました。 

（１１：０３） 

 


