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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。 

 議会定例会の開会にあたりまして、町民憲章の朗読をお願いいたします。 

 ご起立をお願いいたします。 

 本文のみ朗読いたしますので、ご唱和をお願いします。 

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  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、 

７番 石丸時次郎議員及び８番 桒野光雄議員を、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３日から１８日までの１６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１８日までの１６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。 

 ８月に実施しました、議員視察研修の報告を求めます。 

山本一洋議員 

山本一洋議員  おはようございます。 

 研修委員長ということで、私のほうから議員視察研修の報告をいたします。 

 研修の日時につきましては、平成２７年８月５日から８月７日まで、２泊３日で行

い、研修場所としましては、８月５日が広島県呉市、大和ミュージアム、８月６日が

島根県の邑南町、８月７日が鳥取県日南町に行ってまいりました。 

 研修内容としましては、歴史・平和関連施設見学、日本一の子育て村構想、Ａ級グ

ルメの核となる地産地消のレストラン、自ら考え、動く地域自治組織、独り立ちまで

繋げる農林業研修生の制度などの先進的な取り組みを学ぶ研修をしてまいりました。 

 まずは８月５日、午前中に広島市の平和公園、原爆ドームの視察を行いました。 

 翌日が平和記念式典ということで、会場の設営があっており、改めて核兵器の廃絶

と恒久平和の誓いをしてまいりました。 

 また午後からは、大和ミュージアム、呉市海自歴史科学館におきまして、当時の科

学技術の素晴らしさを感じると同時に、日本の歴史と平和の大切さを、今の子どもた
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ちへと繋げていかなければならないと、改めて感じました。 

 ８月６日は、島根県邑南町におきまして、亀山副議長の歓迎のあいさつに始まり、

それぞれの担当課から定住対策、日本一の子育て村構想の取り組みについての説明が

ございました。 

 邑南町は平成１６年１０月１日に町村合併がなされ、豊かな自然とそこから生まれ

る人の繋がりと家族のぬくもりを町の誇りとして、歌手のさだまさしさんの町歌を通

して、邑南町の誇りを全国にアピールしている町でございました。 

 また、人口減少、少子化対策、若者の定住、高齢化の支え手を増やすため、日本一

の子育て村構想が策定されました。 

 財源的には、過疎債を有効的に活用しながら、保育料、第２子目以降の完全無料、

保育所完全給食無料、学校図書室の充実、公立病院の運営、中学校卒業までの子ども

医療費の無料化、地域おこし協力隊、定住促進支援員コーディネーターなど、先進的

な事業の説明を受けました。 

 また、昼食は地産地消のレストランにおいて取りましたが、町内産の食材を活かし

た料理や食品開発を積極的に行うなど、食と農による攻めの取り組みがなされてあり

ました。 

 ８月７日は、鳥取県日南町へ行き、自ら考え働く地域、自治組織、独り立ちまで繋

げる農林業研修制度の取り組みについて説明を受けてりまいりました。 

 最初に、増原町長の歓迎あいさつがありまして、少子高齢化が進行する中で、子育

て支援や産業振興の施策をすることで、組織的過疎の町を合言葉に、住んで誇れるま

ちづくりを推進していることについて、熱く語られました。 

 その後、日南町町づくり協議会の設立までの経過と役割について、担当課からの詳

しい説明があり、地域でできることは地域の活力を活かしながら行うことを基本に、

まちづくり協議会が積極的に推進されておりました。 

 本町でもモデル地区からあと数地区へとコミュニティ推進が取り組まなければな

らないと、改めて感じました。 

 続いて農林業研修生制度について、説明を受けました。 

 研修事業は財団法人エナジー日南に委託されており、林業研修生制度や廃校になっ

た小学校を改築して定住促進施設を準備されたり、農地賃借料助成事業、就農条件整

備事業、就農応援交付金など、多数の補助制度の紹介がありました。 

 今回の視察でいろいろ参考になることも多く、有意義な研修ではありましたが、事

業そのものについては、本町と大きな差はないと感じました。 

 今後は議会と行政、住民が一緒になって知恵を出し、汗を出し、力を出すことによ

って、町の特徴を明確化し、さらに町内外へアピールしていかなければならないと、

強く感じ帰町いたしました。 

 以上、議員視察研修の報告を終わります。 

 議  長  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、８月２４日から２５日にかけて九州に接近、上陸した台風１５号は、筑前町

を直撃いたしました。本町は２４日、１７時に災害警戒本部を設置し、同時に自主避

難所を開設いたしました。 
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 さらに２５日には、北部地域に土砂災害避難勧告を行ったところです。 

 庁舎屋上の風速計によりますと、２５日午前６時台には瞬間最大風速４２ｍを記録

いたしました。野菜、果樹等の農作物被害が日々拡大確認され、ＪＡ筑前あさくら全

体で、現在７億円の被害、内本町でも１億５千万以上の被害額を見込んでいるところ

でございます。また、住宅の一部破損、随所に倒木等の被害が発生し、対応に追われ

たところでもございます。 

 これから台風シーズンを迎えます。情報収集に努め、住民の身体の安全を第一に、

防災、減災に努力してまいる所存でございます。 

 それでは、本日提案します議案等１７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４号 平成２６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５号 平成２６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図るため、当該資金不足比率を議会に報告するものです。 

 議案第３４号 町道の路線認定につきましては、道路法の規定により議会の議決を

求めるものです。 

 議案第３５号 筑前町表彰条例の一部を改正する条例の制定につきましては、同条

例で規定している被表彰者が死亡した際の祭し料の廃止、及び表彰者推薦委員会の委

員構成の見直しに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第３６号 筑前町個人情報保護条例の全部を改正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が

施行されること、また、筑前町個人情報保護条例における用語、条文構成等について

見直したことに伴い、当該条例の全部を改正しようとするものです。 

 議案第３７号 筑前町手数料条例の一部を改正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が施行さ

れることに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第３８号 平成２７年度筑前町一般会計補正予算（第２号）につきましては、

補正額９４，３４９千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ１２，５４５，

３７千円とするものです。 

 主な補正内容としましては、 

 中牟田小学校の駐車場整備を行うための 

中牟田小学校駐車場整備事業 ２９，０４７千円 

 番号制度導入に伴う、通知カード・番号カード関連事務の委任に係る負担金等の 

窓口事務 １０，７０９千円 

 向原団地２号線の整備に伴い、用地取得及び測量等を行うための 

企業誘致関連道路整備事業 ７９６千円 

などを追加するものです。 

 議案第３９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１号）

につきましては、補正額１，１５６千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

１６７，１４９千円とするものです。 

 議案第４０号 平成２７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額６，１１０千円を増額し、補正後の歳入歳出総額をそれぞれ

２３０，６１１千円とするものです。 

 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２６年度決算の認定についてであります。 
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 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あげ

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  町道の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 報告第４号「平成２６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  それでは、議案書の３ページをお願いいたします。 

 報告第４号「平成２６年度筑前町財政健全化判断比率」でございます。 

 平成２６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。 

 健全化比率の報告書でございます。 

 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、一般会計が負担する元利償還及び準元利償還の標

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１３．１％となっ

ております。 

 普通会計におきましては、元利償還金は少し減っております。しかしながら、公営

企業会計の繰り出し等が若干増えておるというところで、昨年とほぼ同じような数字

になっております。 

 それから、将来負担比率につきましては、１０１．３％となっております。将来負

担比率につきましては、地方債現在高などの将来負担の額を、標準財政規模に対する

割合でございます。 

 地方債現在高の減によりまして、若干の改善が見られるようになっております。 

 ５ページに、次のページでございますが、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２６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６  

 議  長  日程第６ 報告第５号「平成２６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 
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 財政課長  それでは、議案書の６ページをお願いします。 

 報告第５号「平成２６年度筑前町公営企業の資金不足比率について」 

 平成２６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ページをお願いします。 

 報告書のとおり、資金不足比率はございません。４つの公営企業会計とも、いずれ

も資金不足はないということでございます。 

 以上、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５号「平成２６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７～

日程第１３ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により、日程第７から日程第１３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７ 議案第３４号から日程第１３ 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９ページをお願いします。 

 議案第３４号「町道の路線認定について」 

 別紙のとおり町道路線を認定するものとする。 

 本日付け提出、町長名です。 

 提案理由は、先ほどの町長の説明のとおりでございます。 

 認定路線でございますが、路線番号１３９７、多目的運動公園園路１号線。 

 これにつきましては、民間開発に伴い、園路の一部を町道として認定するものでご

ざいます。 

 路線番号１３９８、向原団地２号線。 

 企業誘致に伴います道路整備箇所を町道として認定するものでございます。 

 各路線の起点、終点、延長、幅員は表に記載のとおりでございます。 

 なお、別紙で地図を配布しておりますので、箇所等はこちらのほうをご参照いただ

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  議案書の１１ページをお開きください。 

 議案第３５号「筑前町表彰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、町長名です。 
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 提案理由は、町長の提案説明のとおりですので省略します。 

 １２ページの対照表をご覧ください。 

 現行の条例第１１条の１は、表彰後、後発的に成年被後見人及び被保佐人となった

被表彰者が死亡したときは、祭し料を提出することを規定しております。 

 これにつきましては、認知症とか知的障害あるいは精神障害を有する方たちへので

すね、公平性に欠ける条項でありまして、速やかに改正する必要がございます。 

 また成年被後見人及び被保佐人制度は法律的に確立され、高齢化社会における不可

欠な制度でありまして、現行条例では否定的に捉えていることにもなります。 

 このことから、第１０条に規定しております被表彰者が死亡したときは、祭し料を

送るという、被表彰者に対する特別措置、そのものを削除するため、第１０条から第

１２条までを削除するものでございます。 

 なお、祭し料につきましては、町長交際費の支出基準に則りまして送ることにして

おります。 

 次に、委員会の構成の見直しで、議会の各常任委員長３人に代えまして、教育委員、

農業委員、民生委員と改正するものでございます。 

 １３ページになります。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、提案いたします。 

 続きまして、議案第３６号「筑前町個人情報保護条例の全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、町長名です。 

 提案理由は、町長の提案説明のとおりでございます。 

 １５ページをお開きください。 

 筑前町個人情報保護条例の全部を改正する条例の案について、説明をいたします。 

 まず、目次をご覧いただきたいと思います。 

 現行では、８章にしておりますが、それを７章に変更をしております。 

 具体的には現行の５章、６章をまとめて７章の雑則と、それから８章の罰則を入れ

替えております。 

 第１章、総則、第１条は、現行の第１条ですが、個人情報保護法の目的に沿った形

で、現行よりも個人情報保護に重点を置いた形に表現を変更しておるところです。 

 第２条は、現行の第２条ですが、第３号に保有個人情報、町が保有する個人情報を

指しますが、それを新たに規定をしております。 

 １６ページになります。 

 第４号に特定個人情報、これは番号が付された個人情報を指しますけれども、それ

を新たに規定をしております。 

 第５号に保有特定個人情報、町が保有する特定個人情報を指しますが、それを新た

に規定しております。 

 第７号に情報提供等の記録、これは、行政機関が保有特定個人情報をいつ、どこと

やり取りをしたのかを確認するための記録を、新たに規定をしたものでございます。 

 第３条の実施機関の責務、これは、現行の３条、４条でございます。 

 第１条の目的にあわせてですね、表現を変えておるところでございます。 

 第４条については、現行の第６条で、条例の効力は、原則町内であるためにですね、

これまでは「町民等」というふうにしておりましたが、その「等」というところを削

除しております。 

 第５条は審査会で、これは、新規に規定しているもので、基本的には情報公開条例
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で規定していますが、個人情報保護に特化した部分について、新たに規定をしており

ます。 

 第２章、個人情報の収集、管理及び利用については、第６条は現行の８条、１０条

の第１項の部分です。 

 それから第７条につきましても、現行の１０条の第３項によるものです。それから

の移行です。 

 １７ページをお開きください。 

 第８条、本人収集の原則及び収集の制限、これは、現行の１０条の第２項ですが、

２項６号については、新たに規定をしておるところです。 

 第９条の保有個人情報を取り扱う事務の届け出、これは、現行の第９条ですが、登

録簿あるいは登録票については、規則で規定するため削除をしております。 

 届け出事項については、個人情報取り扱い組織の名称を追加し、個人情報管理責任

者を削除をしております。 

 １８ページになります。 

 第１０条は適正管理、これは、現行の１３条です。 

 第１１条、委託に伴う措置ということで、新たに規定しております。現状に合わせ

た形で新たに規定をしております。 

 １２条の受託者等の責務、現行の３３条です。 

 １２条の２につきましても、現行の３４条です。 

 １９ページ、１２条の３ですけれども、これは新規に規定したもので、番号利用法

で規定する個人番号利用事務、関係事務は委託が可能ですが、その場合は本条例では

なく、法律の規定によることとなるため、適用除外の規定が必要となることから、こ

こに規定したものです。 

 第１３条は、現行の１１条です。 

 第４項で、保有特定個人情報の目的外利用について、番号法に合わせる形で規定を

しております。 

 なお、外部提供については、番号法１９条の規定に限定されるため、適用除外とな

ります。 

 ２０ページです。 

 第１４条です。オンライン結合による提供の制限ということで、現行の１２条にな

りますが、番号制度ではオンライン結合が前提とされるために、適用除外となります。 

 第３章、自己情報の開示、訂正等の請求ということです。 

 第１５条の自己情報の開示請求権につきましては、自己に係る個人情報を自己情報

と定義するということで、自己情報というふうに定義するものでございます。 

 １６条から２２ページの２１条までにつきましては、現行の条項の番号がずれてい

った形ですので、そこについては省略します。 

 なお、２２ページの２１条については、法律にあわせまして「削除」という文言を

ですね、「消去」に変更しております。 

 ２３ページになります。 

３号、４号は番号利用法違反に対する消去請求権を、新たに規定したものでござい

ます。 

第２２条の収集目的外利用、または外部提供の停止請求権、これは現行の２１条で

すが、ここも法律にあわせてですね、「中止」という用語を「停止」という用語に変

更をしております。 

 ３号と４号は、番号利用法違反に対する停止請求権を新たに規定したものでござい

ます。 
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 第２３条、請求の手続き、現行の２２条で、氏名等以外の請求等記載事項は規則に

委任しております。 

 ３項は、この規定がないと訂正の根拠となるものがない請求権に対して訂正しなく

てはならないため、新たに規定しているものでございます。 

 ４項は、これもこの規定がないとですね、制度設計上不備のある請求に対して、即

却下となるため、新たに規定しているものです。 

 ２４ページになります。 

 第２４条、請求による一時停止、これは現行の２１条の第３項です。 

 それから２５条、請求に対する決定等につきましては、現行の２３条、２５条でご

ざいます。 

 内容的には、行政機関、個人情報保護法の規定にあわせて訂正、消去、停止請求に

対する決定までの期間を、２８日となっておったのを３０日に変更をしております。 

 ３項のやむを得ない延長についても、上記と同様の理由で６０日に変更にしており

ます。 

 ４項は、現行の第２５条からの移動でございます。 

 ２６条、第三者保護に関する手続ですが、これは、現行２４条。 

 ２５ページになります。 

 ２７条も現行からの移動です。 

 ２８条は、現行の２８条ですけれども、第３項は、行政機関、個人情報保護法で手

数料等を減免できる旨の規定があるため、新たに規定をしております。 

 ２６ページになります。 

 第６章、救済の手続等です。 

 ２９、３０、３１条は現行からの移動です。３２条までも現行からの移動です。 

 ３３条は審査会の調査権限ということで、新しく規定をしたもので、情報公開条例

に規定がある旨を明記したものです。 

 ３４条の意見の陳述等、これも情報公開条例に規定がある旨を、ここに新たに明記

したものでございます。 

 ２７ページです。 

 第３５条、提出資料の閲覧等、これも情報公開条例に規定があるという旨を新しく

明記したものです。 

 第３６条は、現行の３２条の１項です。  

 ３７条、審査手続きの非公開、これは、情報公開条例に同様の規定があるが、ここ

でも新しく規定をしたところでございます。 

 第５章、事業者及び出資団体等の責務並びに町長等の権限ということでございます

が、第３８条から２８ページ、第７章４５条、これについては、現行の、順番はずれ

ていますけれども、移行しただけの部分でございます。 

 なお、４５条の第２項は、番号利用法の２９条で、行政機関、個人情報保護法、２

５条を適用しない規定があるように、この条例でも保有特定個人情報の開示に関して

は、他の法令を適用しないよう新たに規定をしているところでございます。 

 ４６条から最後までですね、４９条までは現行の条例の番号の移行でございます。 

 附則、施行期日、この条例は、行政手続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施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行するということで、番号利用法の施行日は、２７年１０

月の５日となります。 

 第１２条の３及び第１３条中保有特定個人情報の目的外利用の制限に係る規定、番

号利用法附則第１条第４号に規定する規定の施行日、これにつきましては、平成２８
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年の１月になります。 

 情報提供等記録に係る規定、番号利用法の附則第１条第５号に規定する規定の施行

の日ということです。これは、２９年の７月になります。 

 この条例の施行前に、旧条例の規定による処分、手続、その他の行為であって、こ

の条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続、そ

の他の行為とみなす。 

 以上で、提案説明を終わります。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  議案書の３０ページをお願いします。 

 議案第３７号「筑前町手数料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、町長が説明されましたので、省略いたします。 

 続きまして、３１ページをお願いします。 

 第１条、筑前町手数料条例の一部を次のように改正する。 

 法の施行によりまして、通知カードの再交付というのが発生してきますので、１２

番に通知カードの再交付、１枚５００円。 

 摘要に条文を定めまして、現行の番号１２、住民票の記載事項に関する証明、番号

１２を１３に改めまして、以下１番ずつ繰り下げるということでございます。 

 続きまして、３２ページをお願いします。 

 第２条、筑前町手数料条例の一部を次のように改正する。 

 右側の現行のほうに番号１１で、住民基本台帳カードの交付というのがあります。

この分につきましては、今年いっぱいで終了します。新たに１１番に、個人番号カー

ドの再交付と、１枚８００円。摘要条文を入れまして、掲載と。 

 新たに１２番の通知カードの再交付の摘要部分の条文を番号利用法に変えるとい

うことです。 

 ３３ページをお願いします。 

 附則、この条例中第１条の規定は、平成２７年１０月５日から、第２条の規定は、

平成２８年１月１日から施行する。 

 以上、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３４ページをお願いいたします。 

 議案第３８号「平成２７年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について」 

 平成２７年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について別冊のとおり提出する。 

 本日付け、町長名でございます。 

 別冊をお願いいたします。 

 別冊の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２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の補正につきましては、歳入歳出それぞれ９４，３４９千円を追加し、歳

入歳出それぞれ１２，５４５，０３７千円とするものでございます。 

 地方債の補正につきましては、６ページ、第２表のとおりでございます。 

 臨時財政対策債及び合併特例債１３，３８２千円の増額補正でございます。 

 ７ページ、８ページをお願いいたします。 

 総括でございます。 

 ８ページにですね、補正の財源の内訳が載っております。補正の財源の内訳につき

ましては、国県支出金が１７，２２６千円、それから、地方債が５，７００千円、そ
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の他寄附金７，０００千円、それから基金取り崩し６，１１０千円、一般財源が５８，

３１３千円でございます。 

 歳出のほうから説明いたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 ２款１項１９目企画費でございます。４，５９０千円です。 

 ふるさと納税の手続きの簡素化を図り、さらなる納税者の増加を目指して、魅力あ

る返礼品の開発、それから、特産品の振興や地域の活性化を図るものでございます。 

 それから、３１目地方創生費、委託料４，４２７千円でございます。 

 交付金を活用いたしまして、農産物直売所を拠点とした地域ビジネスの構築を図る

ものでございます。 

 それから下のほう、２款３項戸籍住民基本台帳費でございます。 

 １目戸籍住民基本台帳費１０，７０９千円でございます。社会保障番号制度の導入

に伴います地方公共団体機構情報システムの負担金でございます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 ７款４項都市計画費でございます。  

 １目都市計画総務費１４，０７０千円でございます。企業誘致関連事業として向原

団地２号線の用地購入費及び工業用地造成特別会計への操出金でございます。 

 それから、１４ページをお願いいたします。 

 １４ページ、９款３項中牟田小学校費でございます。 

１目学校管理費２９，０４７千円でございます。中牟田小学校駐車場整備事業に伴

う用地費等でございます。 

 それから、歳入につきまして、主なものを説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 １１款地方交付税でございます。１０６，６０９千円の減額補正でございます。 

 消費税に伴います地方交付金の増額並びに社会福祉費、高齢者福祉費等の算定の誤

りによりますものでございます。 

 それから、１５款２項国庫補助金でございます。１５，５２７千円の増額補正でご

ざいます。地方創生交付金並びに番号制度導入に伴います事務費の補助金でございま

す。 

 １８款１項２目ふるさと応援基金７，０００千円、１９款２項１目地域振興基金繰

入金６，１１０千円、２０款町債につきましては、臨時財政対策債７，６８２千円、

合併特例債５，７００千円の増額補正でございます。 

 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  説明に入ります前に、資料の訂正がありますのでよろしくお願いします。 

 別冊の平成２７年度筑前町農業集落排水事業特別会計補正予算書（第１号）をお願

いします。 

 １枚開いて１ページでございます。 

 １ページの上から２段目、「平成２７度」となっておりますが、この間に「年」が

抜けておりましたので、平成２７年度ということで、訂正をお願いします。誠に申し

訳ありませんでした。 

 それでは、議案書の説明をいたします。 

 議案第３９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１号）

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１号）を別冊のとおり

提出する。 
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 本日付け、町長名でございます。 

 別冊の農業集落排水事業の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２７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２７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条でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，１５６千円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６７，１４９千円とする。 

 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１，１５６千円の増です。 

 内訳でございますが、１５節工事請負費１，１５６千円の増、急きょ新築の申請に

伴います汚水管渠工事費、１件分を増額するものでございます。 

 次に、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２９０千円の増額です。 

 先ほど言いました新築に伴う受益者分担金、１件分を増額補正するものです。 

 ４款１項１目一般会計繰入金８９６千円の増です。 

 歳出の１５節工事請負費に伴う歳入不足分を一般会計から繰り入れるものでござ

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。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  議案書の３６ページをお願いいたします。 

 議案第４０号「平成２７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 平成２７年度筑前町工業用地造成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。 

 平成２７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算書（第２号）をお願いいた

します。 

 補正予算書の１ページでございます。 

 平成２７年度筑前町工業用地造成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。 

 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から歳入歳出それぞれ６，１１０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３０，６１１千円とする。 

 歳入歳出予算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。ということでございます。 

 ２ページ及び３ページをお願いいたします。 

 １款１項一般会計繰入金、補正額６，１１０千円です。 

 歳出、１款１項工業用地造成事業費、補正額６，１１０千円です。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳出の事項別明細を説明させていただきます。 

 １款１項１目工業団地造成事業費、補正額６，１１０千円でございます。 

 １２節役務費５１０千円は、都市計画法による県の開発許可手数料でございます。 

 １３節委託料５，６００千円は、買戻しを行った工業用地を含めた約４．６ｈａの
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企業誘致用地の造成設計及び開発許可申請手続き等の委託料でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１４～

日程第２１ 

 

 議  長  会議規則第３５条の規定により日程第１４から日程第２１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１４ 認定第１号から日程第２１ 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１４ 認定第１号から日程第２１ 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。 

山本一洋議員 

 山本議員  決算審査特別委員会委員長に、副議長の田中政浩議員を、そして副委員長に総務委

員長であります桒野光雄議員を推薦いたします。 

 議  長  ただ今、４番 山本一洋議員から発言がありましたように、委員長に田中政浩副議

長、副委員長に桒野光雄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。 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、田中政浩副議長、決算審査特別委員会委員長就任のごあいさつを、演壇

にてお願いします。 

 田中議員  ただ今、決算特別委員会が設置され、私が委員長に指名されました。 

 議員各位もご承知のとおり、町の財政は非常に厳しくなっております。それだけに

決算審査に当たる議員各位も大変なご苦労があろうかと存じます。 

 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たか、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かと存じます。 

 委員会の審査期間には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

を念頭において新規されるよう、議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

 委員長就任のごあいさつです。ありがとうございます。 

日程第２２・

日程第２３ 

 

 議  長  日程第２２ 発議第６号「筑前町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て」及び、日程第２３ 発議第７号「筑前町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制

定について」を、一括議題とします。 

 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。 
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 一括議題とした、以上２議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

田中政浩副議長 

 田中議員  それではただ今から、発議第６号の提出理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の１ページをお開きください。 

 発議第６号「筑前町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」 

 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。 

 賛成議員は、桒野光雄議員、山本一洋議員、山本久矢議員であります。 

 提出理由、議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、

出産の場合の欠席の届け出について新たに規定するものです。 

 ２ページをお開きください。 

 筑前町議会会議規則の一部を次のように改正する。 

 表の右が現行で、左が改正案です。 

 欠席の届け出、第２条第２項、議員が出産のため出席できないときは、日数を定め

て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。を追加します。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 続きまして、発議第７号の提出理由の説明をいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 発議第７号「筑前町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」 

 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。 

 賛成議員は、桒野光雄議員、山本一洋議員、山本久矢議員であります。 

 提案理由、議会の傍聴席に持ち込むことを禁止しているものに関して、社会情勢な

どを勘案し、杖については削除するものであります。 

 ４ページをお開きください。 

 筑前町議会傍聴規則の一部を次のように改正する。 

 表の右が現行で、左が改正案です。 

 傍聴席に入ることができない者。 

 第７条、第１項、第１号、つえを削除して、銃器、棒その他、人に危害を加え、又

は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、提出理由の説明といたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから一括して質疑を行います。 

 （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） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第６号「筑前町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」

及び発議第７号「筑前町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」の件を、

一括して採決します。 

 発議第６号及び発議第７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。 
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 したがって、発議第６号「筑前町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て」及び発議第７号「筑前町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」は、

原案のとおり可決されました。 

 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した。 

（１１：０１） 

 


