
 1 

 

 

 

議 事 録 

 

  

平成２７年度決算審査特別委員会 

 

 

［第２日］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月１４日（水） 

 

 

 



 2 

 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。 

 昨日の一木委員の質問の件で、健康課長から発言の申し出があっていますので、こ

れを許可します。 

健康課長 

 健康課長  おはようございます。 

 昨日一木委員のほうから重度障害者医療対象者のうち、何名ぐらいの方が医療を受

けてあるかという質問に対する、回答をさせていただきます。 

 資料の８７ページをご覧いただければと思いますけど、医療費の審査支払いを国保

連合会と支払基金に委託をし、データをいただいておるところでありますけど、電子

データではなくて紙データでありますので、実人数を出すにはですね、相当の時間を

要しますので、延べ件数の報告ということで、よろしくお願いします。 

 月平均の受診件数でありますけど、重度障害者医療が１,４７２件、ひとり親家庭医

療が５２４件、乳幼児医療が２,９７７件、この件数を１人当たり平均に直しますと、

重度障害者医療が月に２．１回、ひとり親家庭医療が０．８回、乳幼児医療が１．６

回となります。以上でございます。 

 委 員 長  それでは、こども課の説明を求めます。 

こども課長 

こども課長  おはようございます。 

 それでは、こども課の決算を説明させていただきます。 

 決算書の７３ページをお願いいたします。 

 ７３ページから７６ページにかけましてになりますが、２款１項２７目こども未来

センター費です。予算現額６０５万３,０００円に対しまして、支出済額５８８万１,

６４１円です。 

 主な支出としましては、こども未来センターの運営全般にかかる経費、また相談員

２人の人件費や各種委員会の運営、研修会、芸術鑑賞会の実施及び各学校で行う命の

授業に対する助成金の支出などになっております。 

 続きまして、７５ページ下段から７８ページ中段までになりますけれども、３０目

地方創生費になります。 

 こども課分としましては、予算現額２,２１４万４,０００円です。これには繰越事

業の分として１,９２０万円が含まれております。決算額は２,１２１万８,３５１円。 

 こども課では地方創生事業としまして、子育て応援券交付事業を実施しておりま

す。支出の内容としましては、７８ページに記載しています。応援券の印刷、換金事

務等の委託料や応援券利用に対する支払いなどが主なものになっております。 

 次に、決算書１０７ページをお願いいたします。 

 １０７ページの下段から１１０ページにかけましてでございます。 

 ３款２項１目児童福祉総務費です。需用費や委託料等に教育課分が含まれておりま

す。 

 こども課分につきましては、職員人件費と教育課分を除き、予算現額３,２９３万５,

０００円で、決算額は３,１４９万２,０５８円です。 

 主な支出は、子育て支援センターの運営にかかる事務的経費や人件費、学童保育の

運営委託料、ことばの教室やファミリーサポートセンター、児童福祉事業等に要する
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経費となっております。 

 平成２７年度から新たにことばの教室を設置しましたので、教室運営費として言語

聴覚士の報酬や備品、消耗品の購入等の経費を支出しています。 

 その他につきましては、前年度並みの支出となっています。 

 １１１ページ、１１２ページをお願いいたします。 

 ２目の児童措置費です。こちらには需用費や扶助費等健康課分が含まれておりま

す。 

 こども課分について、ご説明をいたします。 

 予算現額４億２,７７７万円に対し、支出済額４億１,７１９万９,２４３円です。 

 主なものとしまして、保育所等の運営にかかるものでございます。町内の民間保育

所３カ所、管外の１１施設に対し、保育の実施にかかる費用を委託料として支出して

います。 

 また、特別保育事業、保育体制強化事業を実施した町内の民間保育所に対し、実績

に応じ補助金の交付を行っております。 

 続きまして、３目の母子福祉費です。予算現額３万２,０００円、決算額は２万９,

０００円です。町の母子寡婦福祉会に対する補助金として２万９,０００円を支出して

います。 

 最後に、美和みどり保育所費です。１１６ページまでになります。 

 人件費を除いて予算現額５,６３６万１,０００円、決算額は５,５６９万９,５０６円

です。町立保育所における保育の実施、保育所運営等にかかる経費の支出が主なもの

です。 

 １１３ページから１１４ページですが、嘱託職員、臨時職員、代替職員の賃金や給

食の提供に要する経費、施設の修繕、また設備の保守管理や園舎等の清掃や消毒など

の委託、備品の購入などになっております。 

 簡単でございますが、以上、こども課所管の各款項目の合計で、予算現額５億４,

５２９万５,０００円、支出済額５億３,１５１万９,７９９円の決算でございます。 

 次に、主要施策の成果と課題です。別冊資料をお願いいたします。 

 別冊資料の９６ページから１０３ページになります。 

 初めに９６ページです。こども未来センターの事業になります。 

 こども未来センターでは、児童に関する相談や各関係機関との連絡調整機能、児童

虐待の防止、児童の居場所確保などの子どもへの支援が主な業務です。 

 まず、子どもの権利擁護ですが、平成２７年度の取り組みとしまして、子どもの権

利条例の周知状況を把握するため、町内の小学校５年生、中学校２年生を対象にアン

ケートを実施しました。また、権利条例に関する出前講座について学校に対し実施を

呼びかけ、３校で実施をしております。 

 次に、総合的な相談業務としまして、子どもや保護者、住民や学校等の関係者から

の電話や来室などによる相談対応を行っています。 

 相談件数は３３５件、相談内容ですが、虐待や保護者の疾患などの養護相談が半数

以上となっております。 

 各種広報、啓発活動につきましては、記載のとおり実施しております。 

 未来センターの業務は、その相談内容によっては、児童虐待防止や要保護児童対策

を関連してきます。児童虐待に関しましては、平成２７年度は虐待の疑い等の事実確

認や安全確認、必要に応じて児童相談所との連携などの対応などを行いました。件数

としましては５６件になっております。 

 続きまして、９７ページをお願いいたします。 

 要保護児童対策につきましては、各関係機関との連携のため会議の開催をしており

ます。また、４９件の事例に対応し、２０６回のケース会議をはじめ児相への情報提
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供や関係機関との密な情報共有、見守りなどに努めております。 

 命の授業、就学前児童芸術鑑賞会につきましては、記載のとおり実施しております。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 子育て支援係の業務になります。 

 子育て支援拠点としまして、支援センターあいあいとたんぽぽを設置し、子育て世

帯の交流や相談、情報提供やイベントなどを行っています。利用者、イベント参加者

等につきましては、記載人数のとおりでございます。 

 参加者としましては若干減っておりますが、相談、支援が増加してきている状況に

あります。 

 病後児サポート事業、赤ちゃんの駅事業、ファミリーサポートセンター事業につき

ましては、そこに記載のとおりでございます。 

 次の利用者支援事業は、子ども・子育て支援新制度の新規事業の１つで、子どもや

その保護者、妊娠中の方などが教育保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用

できるようサポートする事業です。 

 子育て支援センターに相談員を置き、各種の相談対応や情報提供、関係機関への橋

渡しを行っています。２７年度実績としましては、そちらに記載しているとおりです。 

 乳幼児健診やすこやか相談などの会場においても相談や情報提供を行っておりま

す。 

 次に、９９ページなります。 

 幼児版ことばの教室も２７年度からの新規事業です。週１回、１日４コマで実施し

ています。言語聴覚士による相談や検査、個別指導、保護者への助言等を行います。

また、必要に応じて専門機関等と連携を行っています。２７年度の受付件数は３３件

でした。 

 続きまして、児童福祉係の事業です。 

 学童保育、保育所関係事務、その他児童福祉関係の業務になります。 

 学童保育事業につきましては、社会福祉協議会に運営委託し実施しています。町内

３カ所の学童保育所で、平成２７年度入所は延べ２,２４７人でした。昨年度から延べ

３４８人の増加となっております。 

 子ども・子育て支援事業計画、里親制度、縁結び応援事業については、そちらに記

載しているとおりでございます。 

 一番下の欄になりますが、西部地区に定員９０名の保育所を新設する計画に取り組

み、設置、運営事業者の選定を行いました。 

 次のページをお願いいたします。 

 地方創生事業で、子育て応援券の交付事業を行いました。１人当たり１万２,０００

円分の応援券を１,６３７児童分交付し、利用されたのは９９％の１,９５０万９,５０

０円になりました。 

 次に保育所関係ですが、町内及び広域入所などに関し、入所や退所の手続き、管外

市町村との調整、教育・保育認定や保育料決定、施設に対する運営費支払い等の事務

処理を主に行っております。 

 町内及び町外合わせて１５施設、延べ利用者数６,８３２人です。昨年度から延べ人

数で２３８人の増加となっています。 

 次に、１０１ページをお願いいたします。 

 特別保育事業としまして、一時預かり、延長保育、障がい児保育を実施している保

育所に対し、実績に応じ補助をしています。 

 その次のページ、１０２ページになります。 

 保育料徴収事務につきましては、保育料の賦課・徴収にかかるものです。現年度及

び過年度の保育料未納者に対し、督促状の発送や分納相談、滞納処分を実施しました。 
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 １０４ページをお願いいたします。 

 ちょっと飛びますけれども、保育料の収納状況になります。 

 過年度分につきましては、平成２０年度から２６年度分調定額に対し、５８．５％

の収納率、また２７年度保育料につきましては、９８．２％の徴収率でした。過年度

分と合わせまして、３４３万７,７９８円を２８年度に繰り越しております。 

 不納欠損額につきましては、１９万３,５８０円です。地方税法第１５条の７第４項

に基づく執行停止後３年間の経過により、欠損となったものです。 

 １０２ページに戻っていただいてよろしいでしょうか。 

 母子・父子・寡婦福祉業務につきましては、記載のとおりです。 

 美和みどり保育所の日常保育業務になります。 

 平成２７年度末で１４１名の入所になっております。基準を遵守し、適正な運営に

努めているところでございます。 

 次に１０３ページです。 

 一時預かり、その他の延長保育については、町内の民間保育所と同様に実施してい

ます。また、地域子育て支援として、どんぐりを開設し、園庭の開放や保護者からの

相談対応、情報提供を行いました。延べ利用者数は、それぞれ記載のとおりでござい

ます。 

 給食調理業務につきましては、バランスの取れた季節感ある給食の提供に加えて、

保育所栄養士による子どもや保護者への食事指導や子育て支援センターの親子クッ

キングの指導、ファミリーサポートセンター講習会の講師など食育の推進に努めてい

ます。 

 最後になりますが、１５３ページをお願いいたします。 

 平成２７年度補助金・負担金の支出状況です。 

 上から３段目までは特別保育事業費補助金です。なずな保育園と篠隈保育所に対し

ましては、延長保育、一時預かりを実施した実績に応じて、白梅保育園については、

延長保育、一時預かりと障がい児保育の実施に対して、それぞれ補助金として支出し

ています。総額で９８１万５,０００円です。 

 次の保育体制強化事業費補助金につきましては、保育士の負担軽減のため保育支援

者を配置する事業の実績に応じ補助金を交付しています。なずな保育園、白梅保育園

に対し、合計で１４３万９,０００円交付しました。 

 以上で、簡単でございますが、こども課の決算及び成果と課題について、説明を終

わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

奥村委員 

 奥村委員  ９６ページのこども未来センターの件でお尋ねします。 

 相談件数３３５件とありますが、相談に来てある方はいいと思いますが、もし相談

に来れない方、こういう方々の対応をどうしてあるのかをお聞きしますのと、関係機

関との、次のページ、９７ページですか、関係機関との情報の共有とございますが、

これをもう少し具体的に説明をお願いします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 来れない方、相談に来れないような方に関しましては電話相談も受け付けておりま

すし、電話相談でもっと詳しく相談がしたいとおっしゃる方につきましては、来所が

できないのであれば、その方のご自宅または学校とか保育所、幼稚園など公共機関と

かですね、そういったところに訪問してご相談をお受けしたりすることもあります。 

 関係機関との情報共有に関しましては、学校や保育所や幼稚園など、その児童が所
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属している機関ですとか児童相談所とか、内容によっていろいろ情報共有の内容は違

うんですけれども、現状の把握とか最近の動向とかですね、そういったことを共有し

ております。以上でございます。 

 委 員 長  一問一答の方式でやっておりますので、よろしくお願いします。 

横山委員 

 横山委員  昨年もお尋ねをいたしました成果と課題の中で、９８ページ、赤ちゃんの駅事業で

ございます。 

 この中で、昨年５２カ所というのが、今回５３カ所ということで１カ所増えてると、

非常に良いことだと思います。本町のＰＲ効果が大いになされ、他の市町村にも広が

っているというようなことで、非常に良いことだと思います。 

 それで、第１番目の質問でございます。 

 具体的措置の中に利用状況の確認とございます。それから将来の課題の中にも利用

状況を把握し利用しやすい駅になるようにというふうな課題が載っておりますけど

も、この利用状況の確認ってされましたか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  利用状況の確認は、大体年に１回、必ず訪問して利用状況の確認をさせていただい

ております。 

 状況ですけれども、昨年もお答えしましたけれども、よくあるというところは少数

ですけれども、「大体ある」とか、「よくある」とか、「ときどきある」で４３％、「あ

まりない」、「ない」といわれるご回答が５７％ぐらいになっております。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  利用状況を確認されたということですけども、その５３施設そのものが、ちゃんと

したと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけども、若いお母さんが利用しや

すいような状況に、本当にあったのかというようなこともそれから、、もし、それか

らなかったら、当然改善をしていただきたいというような指導をしていただきたいと

思います。 

 余談ですが、私のところも孫が生まれて、やはり嫁が赤ん坊を連れてうろうろする

わけですね。やむを得ずおしめを取り換えなければいけないというようなときに、や

っぱりそういうところを利用したいというようなことを言っておりますので、なおさ

ら気になるわけでございます。 

 それから、次の質問でございます。 

 ふるさと納税というのが４,２００万弱あったわけでございます。この中で赤ちゃん

の駅事業にも使いますよというようなことが、ホームページにも記載されておりま

す。赤ちゃんの駅事業にいくら充当されたのか、お教え願います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  基金の充当の関係のようですので、私のほうから説明いたします。 

 赤ちゃんの駅事業につきましては、平成２１年度、それから平成２５年度、２６年

度、２７年度、併せましてですね、２８万９,４９９円の充当をしております。基金か

らですね。そういうことでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書でお尋ねします。 

 １０９、１１０です。 

 説明がなかったんであえてお尋ねしますが、１８節の備品購入費３２万４,２１６

円、これは何を買われたんでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 
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 三輪小学校の学童の休息室のエアコンを購入いたしました。また、ことばの教室の

検査訓練用品を購入させていただいております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  続いて１１３ページ、やはり１８節の備品購入ですが、一番下段２７万５,０２０円、

これは何でしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 美和みどり保育所の備品になります。５点ほど購入させていただいております。ワ

ンタッチテントというものと裁断機、掃除機とＣＤプレイヤー、あと乳児用のラック

を購入させていただいております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料のほうでお尋ねします。 

 １００ページ、子育て応援券交付事業ですが、交付対象者が１,６５７人で、交付総

数１,６３７人分で２０人分交付されてないわけですが、この交付されてない人に対し

ては、どのような対応をされたのかお尋ねします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 はがきでですね、申請をするような促しのはがきを出させていただいております。

以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  そのはがきを出されて、来られた方っていらっゃるんですか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  はがきを出して、申請に来られた方はいらっしゃいますけれども、それが何人だっ

たかはちょっと把握しておりません。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  それを把握していただくとともに、残された方たちに対してですね、きちんと渡る

よう手立てをとっていただきたいと思います。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  保育料の収納について、お尋ねをさせていただきます。 

 確かに滞納にあたっての収納作業というのは、大変な作業だというふうに思ってお

るところです。さすが現年分については９８．２％というように、高い成果をあげて

あるわけです。 

 この収納体制をどういった形でやってあるのか、私が聞くところによると、もちろ

ん担当課が主体的に取り組まれておると同時にですね、やはり最寄りの認可保育所、

民間のですね、保育所あたりの関係も協力をいただいておるというお話を聞いたわけ

です。筑前町のこども課での対応について、お答えいただきたいと思います。 

 委 員 長  こども課長 

 こども課長  お答えいたします。 

 保育料の徴収体制につきましては、こども課の児童福祉係のほうで対応しておりま

す。徴収吏員の位置付けが必要となりますので、民間の保育所にご協力は、今のとこ

ろは求めておりません。そういう現状です。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  資料の９６ページです。 

 こども未来センターの関係で、子どもの権利条例のことなんですけれども、このア

ンケート調査をされておりますが、どういった内容のものをされているのか、そして、

その結果を受けて、どういうふうに対応されておりますか、お尋ねします。 
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 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 アンケートの内容ですけれども、質問が１４問、子どもの権利を守るための子ども

の権利条例があることを知っていますかとか、こども未来センターの相談室を知って

いますか、あとは権利条例の内容を、子どもの権利がどういったものかというのを、

１つずつ知っていますか、というような内容のアンケートを取らせていただいており

ます。 

 結果としましては、全体的な周知度は約５割ほどでした。また、未来センターの相

談室の周知度は６割、連絡方法や秘密保持などの具体的な内容については、周知度に

ばらつきはありましたが、概ね４割程度でした。 

 制定から間もなく８年になりますが、まだ十分認知されているとは言えない状況だ

ということで、私どもも反省しております。 

 この結果を受けまして、今後も学校や保育所等にも協力いただき、啓発活動を通し

て周知を促進する必要があると考えております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  子どもの権利条例を通して、そしてやっぱり子どもたちが自己肯定感を育むことが

できるように、これは大事なことですので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の１１１ページです。 

 １３節委託料、不用額が７５６万出ていますが、これが７６０万出た理由をお尋ね

します。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  保育所運営費の委託料の不用額ですけれども、３月補正の期限の時点で、まだ３カ

月分の事業が残っていることで、入所児童数の異動による予算不足が生じないよう対

応しております。多めに残しておりましたので、結果的に不用額として生じてしまい

ました。以上です。 

 委 員 長  矢野委員 

 矢野委員  資料の９９ページなんですけど、学童保育の件でたいへん心配しているんですけ

ど、３４８人昨年よりも増えたという話で、将来の課題のところに、１番に書いてあ

りますけど、入所希望者増に対する受け入れ施設の確保若しくは入所優先順位の設定

が必要だということなんですけど。 

 実質３４８人増えましたけど、申込者全員受け入れされたのでしょうか、お尋ねい

たします。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 結果的には全員受け入れております。 

 ただ、面積基準等ございますので、三輪小学校の学童では休息室を保育室に充て、

休息室を他に設けて対応させていただいております。以上です。 

 委 員 長  矢野委員 

 矢野委員  今のところは申込者全員を受け入れたということで、今後さらに増える可能性があ

るんで、こういう書き方をされているということなんでしょうか。 

 やはりここの学童保育に希望される方はですね、やはり仕事をしながら子育てされ

て、どうしても預けないといけないというような状況なので、ぜひこれをクリアする

ようにですね、ぜひ今後ともやっていただきたいというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 委 員 長  他に質問。 
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梅田委員 

 梅田委員  保育料の納付についてなんですけれども、どうしても保育料を払えないという方

は、今児童手当から支払っていただけるようになっているのではないかなというふう

にも思っているんですが、その点はどういうふうになっていますでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 児童手当とは限りませんけれども、未納者の方につきましては、分納相談とか分納

計画で、そういった手当が出るタイミングで納付をしていただくようにですね、努め

ていただいております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  ２７年度は徴収率が９８．２％でいいほうだと思いますけれども、それ以前の方々

に対して、そしてまだ、あと１．８％の方たち、この方たちに対して、今後やはり引

き続きそういうご相談をして、協力をいただくということは、見通しとしてどんなで

しょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 そうですね、きちんと定期的に相談計画を立てて、納付していただいている方につ

いてはですね、その先の見通しというか、きちんと納付いただくものと思っておりま

すし、連絡が付かないとかですね、相談にも応じないとかいう方につきましては、滞

納処分などをしていきたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  税等もかかることなんですけれども、やはり早め早めの対応をしていかないと、ず

っと滞納になればなるほどですね、徴収が難しくなるということだと思いますので、

しっかりと対応をお願いしたいと思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  関連ですが、２７年度滞納額が２５８万８,０００円あります。この回収の見込みは、

どのように思われていますか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 現在のところはですね、こちらからの連絡や相談に応じていただいておりますの

で、計画等を立てていって、きちんとした納付ができるような形で、私どもも努めて

いきたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  他に質問はございませんか。 

河内委員 

 河内委員  大体何人ぐらいの方が、何世帯の方が滞納されているんでしょうか。 

 委 員 長  こども課長 

こども課長  ２７年度についてでよろしいですか。 

 はい、２７年度につきましては、２０世帯、３２人になっております。以上でござ

います。 

 委 員 長  その他、質問はございませんか。 

 これで、質疑を終わります。 

 以上で、こども課を終わります。 

 委 員 長  環境防災課の説明を求めます。 

環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課です。よろしくお願いいたします。 

 平成２７年度決算及び主要施策の成果と課題につきまして、ご報告いたします。 
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 まず、最初に、環境防災課の決算についてご説明いたします。 

 決算書の７１ページをお開き願います。 

 ２款１項２５目防犯対策費、支出済額２,０２５万８,０００円。 

 主な内訳としましては、１節報酬１３９万３,０００円、総合窓口の受付業務と防犯

対策事務で、嘱託職員１名の報酬でございます。 

 １１節需用費１,２８２万２,０００円、光熱水費、防犯灯の電気料１,２２４万６,

０００円が主なものです。 

 ７３ページ、１３節です。委託料１１７万円、防犯灯管理委託料３６万円と防犯灯

台帳を電算化しましたWEBーGIS情報整備業務委託料８１万円でございます。 

 次に、２款１項２６目交通安全対策費、支出済額１,０４８万６,０００円。 

 主な内訳としましては、１節報酬１５０万４,０００円、これは６１名の交通指導員

の報酬で、毎月１回交通指導をお願いしております。 

 １５節工事請負費７１９万８,０００円、交通安全対策特別交付金事業は２７年度よ

り建設課が所管課となっております。 

 続きまして、少しページが飛びますが、１１９ページです。 

 ４款１項５目環境衛生費、支出済額２億９,７３９万５,０００円、これは、上下水

道課所管分が含まれておりまして、環境防災課分としましては、２,２６０万９,００

０円でございます。 

環境防災課分の主な内訳は、１２１ページ、１３節委託料３４６万９,０００円。毎

年実施しております河川等水質検査業務委託料３４３万４,０００円と狂犬病予防注

射の獣医師預託費３万５,０００円です。 

１９節負担金補助及び交付金２億７７６万４,０００円のうち環境防災課分は、住宅

用太陽光発電システム補助金６６４万２,０００円と筑慈苑施設組合負担金１,２２７

万円です。 

 ４款２項１目清掃総務費、支出済額１,３９８万１,０００円、１節報酬４５３万５,

０００円、衛生組合連合会理事の報酬１１万７,０００円と２人分の嘱託職員報酬４４

１万８,０００円です。 

 ２節から４節までは職員給与のため、省略をさせていただきます。 

 １２３ページです。 

 １９節負担金補助及び交付金１２３万４,０００円は、予算に沿った執行でございま

す。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費、支出済額７億１,８２８万６,０００円、１節報酬３

２４万円、５４人の環境美化推進員の報酬でございます。 

 １１節需用費１,０８９万１,０００円のうち印刷製本費１,０２８万円は可燃ごみ袋

の印刷代です。 

 １３節委託料２億５,８６４万６,０００円につきましては、ごみ収集処理委託料２

億４,０３４万６,０００円と、し尿処理委託料１,２７０万２，０００円などです。 

 １９節負担金補助及び交付金４億４,３３３万８,０００円、このうちサン・ポート

負担金が４億２,１７５万６,０００円です。 

 次、少しページが飛びまして、１４７ページです。 

 ８款１項１目常備消防費、支出済額４億６２万１,０００円は、常備消防の広域消防

負担金です。 

 当予算につきましては、朝倉広域圏事業であるため、今年度より企画課が所管課と

なっております。 

 ８款１項２目非常備消防費、支出済額５,２１９万５,０００円、内容につきまして

は、消防団員の報酬、退職報償金、出動手当、団運営交付金などが主なものでござい

ます。 
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 続きまして１４９ページです。 

 ８款１項３目消防施設費、支出済額２,２３２万４,０００円、主なものとしまして

は、１５節工事請負費１７５万９,０００円、火の見櫓撤去工事７６万３,０００円と

消火栓標識設置工事８９万６,０００円です。これで、筑前町の火の見櫓はすべて撤去

を終えております。 

 １８節備品購入費１,６７４万円、第４分団のポンプ車を２０年更新で購入しており

ます。 

 １９節負担金補助及び交付金３２８万４,０００円、上水道整備に伴う消火栓設置工

事負担金３１３万２,０００円などでございます。 

 ８款１項４目防災費、支出済額３億５,９４１万７,０００円、主な内訳としまして

は、１節報酬２０４万８,０００円、防災会議委員報酬９,０００円と危機管理体制充

実のため防災専門官、嘱託職員報酬２０３万９,０００円でございます。 

 １５１ページです。 

 １３節委託料５４２万４,０００円、旧戸別受信機取付移設委託料６１万８,０００

円の他、新規整備の防災行政無線工事に関する施工監理業務委託料４７３万５,０００

円が主なものでございます。 

 １５節工事請負費３億４,５９６万７,０００円、防災行政無線施設整備工事３億４,

５４４万８,０００円が主なものです。 

 当工事につきましては、合併前の両町のシステムを統合及びデジタル化するため、

平成２６年度より継続費にて屋外デジタル同報系無線を整備しまして、引き続き昨年

度は、地域コミュニティ無線整備を行いました。現在順調に運用しているところでご

ざいます。 

 １８節備品購入費２４４万５,０００円、災害時に現場との緊急連絡用にトランシー

バータイプのＭＣＡ無線機１０台を購入しております。 

 以上、決算書の概要説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について、ご説明いたします。 

 決算審査特別委員会資料の１０５ページをお開き願います。 

 環境政策部門の環境保全です。 

 まず、環境基本計画等の推進につきましては、平成２５年度から５年間が環境基本

計画の工期期間であり、これに基づき平成２７年度は第２次地球温暖化対策実行計画

事務事業編を実施したところでございます。 

 温室効果ガス排出量につきましては、基準値に対しまして同様の数値でございまし

た。今後も平成３０年度を目標の１％削減値を目指すものでございます。 

 次の、地球温暖化防止について、住宅用太陽光発電システム設置費補助金ですが、

７０件の申請に対しまして６６４万２,０００円の補助金を交付しております。 

 平成２７年度から国の社会資本交付金が対象外となり純町費となったことと、設備

の工事費も安価となったため、２８年度より助成事業を廃止としております。 

 ２番、畜犬の登録等につきましては、登録頭数１,８６８頭、うち狂犬病予防注射頭

数１,１７３頭、接種率６２．８％で、前年比１．８％増でございます。 

 ４番、火葬業務につきましては、４市１町で構成する筑慈苑施設組合で行っており

ますが、全体の火葬件数３,４４４体で、そのうち筑前町が２５３体、内訳は三輪地区

９５体、夜須地区１５８体でございます。 

 次に、環境衛生部門で、１番、環境対策生活環境の保全です。 

 毎年水質等保全確認のため、定期的な検査を実施しています。２７年度は河川や工

場排水及び地下水等の６６カ所を検査しております。検査結果につきましては、特に

異常は見られませんでした。 

 次に、不法投棄の防止です。 
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 不法投棄の対策としましては、環境美化推進員を各行政区から１名選出いただき、

町内のパトロール及び廃棄物の回収をお願いしています。 

 また、朝倉３市町村の担当課による年２回の広域パトロールと合わせまして、町単

独による夜間の重点パトロールを実施し、抑止監視活動に努めております。 

 １０６ページでございます。 

 清掃の部門で、１番、塵芥処理の関係です。 

 循環型社会の構築としてごみ減量対策ですが、環境美化推進員及びステーションリ

ーダーによる１８分別の徹底指導等でリサイクル活動を強化し、各地区でごみの減量

化に取り組んでいるところでございます。 

 また、多量の可燃ごみを排出する事業所を訪問し、ごみの減量、資源化の指導を行

っております。 

 １０７ページ、６番、再生資源集団回収では、古紙等の集団回収を実施した団体に

対する奨励金制度を行っております。 

 昨年度の回収量は５７０ｔとなっており、登録団体数はＰＴＡや老人会等の５５団

体でございました。 

 次に、項目２番、し尿処理については、し尿と浄化槽汚泥の量が合計３,９５２ｔと

なっておりまして、下水道普及に伴い年々減少傾向にあります。 

 続きまして、１０８ページの消防安全係についてです。 

 交通安全推進対策業務ですが、まず、交通指導、交通安全教育、広報・啓発活動の

推進としまして、毎月１回交通指導員６１名による通学、通勤時の街頭活動延べ７５

９回と年４回の県民交通安全キャンペーン、そして高齢者、子どもを対象に交通安全

教室を３回実施しました。 

 次に、防犯対策業務ですが、犯罪のない安全・安心のまちづくりに向け、警察や地

域防犯団体と連携のもと、青パトでのパトロールを延べ５８回実施し、防犯活動に努

めております。 

 また、朝倉警察署管内自治体による住民参加型の安心・安全朝倉総決起集会と合わ

せ県の暴力団追放地域決起会議を同時開催し、防犯意識の高揚をはかりました。 

 防犯灯維持管理業務につきましては、新規で１１基の防犯灯設置を行っておりま

す。これによりまして、昨年度末の総数は２,７１１基となっております。 

 また、防犯灯施設台帳を地図システムを活用してデータ化を行いまして、効率的な

維持管理台帳システムを整備しております。 

 今後の課題としましては、維持管理費の削減対策として、ＬＥＤ照明導入に向けた

研究、検討が急務であるというふうに考えております。 

 続きまして１０９ページ、消防団運営事業です。 

 消防団員につきましては、現在２７年度末で３０２人になっております。内訳とし

まして、現役団員２７４人、そのうち１０人が女性団員です。その他は機能別団員が

２８人となっております。 

 活動実績としましては、成果の欄に記載していますように、定例会議や式典、訓練

等の他に、分団対抗の水防大会を初めて開催しましたところです。 

 昨年度の町内における火災出動は８件で、延べ５２６人、行方不明の捜索２件で４

日間、延べ２７０人の団員出動を見ているところでございます。 

 次に、消防施設維持管理事業です。 

 森山区と久光区の老朽化した火の見櫓撤去工事及び三並、曽根田、玉虫、三牟田区

の上水道整備に伴う消火栓を８基、及び消火栓標柱１９カ所を設置しております。 

 １１０ページの防災対策業務では、地域防災計画や防災関連計画につきまして、住

民の円滑かつ安全な避難の確保に関する事項等を適宜見直しております。 

 また、災害時に対策本部と現場との連絡手段として、ＭＣＡ携帯無線機１０台と基
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地局無線機を本庁に配置し、防災体制の充実化を図っているところでございます。 

 自主防災組織育成推進対策事業としましては、自主防災活動補助金や自主防災組織

育成強化事業の活用により、現在２９行政区で組織されています自主防災組織の活動

支援を行っております。組織率は７７．８％でございます。 

 昨年度は３つの自主防災組織、３つの小中学校において、訓練や防災資機材の稼働

点検等の活動支援を行っております。 

 また、南部地区コミュニティで福岡県の特色のある自主防災組織育成強化事業、こ

れに取り組み、図上訓練や南高田区住民約１００人を中心に、大規模地震災害を想定

した避難訓練を実施しております。 

 続きまして、防災備蓄品関連業務です。 

 浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の住民等を約１,５００人を避難者想定数として

おります。１日３食分の４,５００食を平成２９年度までに備蓄する計画であり、現在

８０％の備蓄率でございます。 

 次の防災行政無線統合整備事業につきましては、合併前の両町のシステムを統合し

デジタル化更新するため、平成２６年、２７年の継続費にて新システムによる統一整

備を行いました。 

 昨年度のデジタル同報系屋外拡声子局の整備につきまして、昨年度は地域コミュニ

ティ無線整備を実施しました。１月からの全面運用開始を行ったところです。 

 最後になりますが、災害対策業務です。 

 昨年８月に大型台風１５号の直撃を受けまして、災害対策本部を設置し、山間部の

土砂災害警戒区域の一部に避難勧告を発令し、災害事故防止に努めました。 

 また、災害時の応援協定では、６月に郵便局と筑前町内郵便局の協力に関する協定

書の締結を行っております。 

 そして、今年４月に熊本地震がありました。十分な防災には人員と多額の費用、そ

れに時間がかかるものでございますが、今後も町民の安全・安心を確保するよう避難

所運営をはじめ業務継続計画など職員の災害時対応能力の向上と併せまして、地域防

災組織等の活動強化を行いまして、災害に強い町づくりを目指すものでございます。 

 以上で、環境防災課の説明を終わらせていただきます。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  決算書の７３、７４ページです。 

 ２６目交通安全対策費の１節報酬です。 

 交通指導員６１名分の報酬という説明でしたが、不用額が２２万あります。これの

理由を教えてください。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 毎月ですね、６１名の方に交通指導のほうをお願いしているところでございます

が、ちょっと諸事情によりですね、巡回に立っておられない、そういった方もおられ

まして、実績により精算のほうをさせていただいております。その分の不用額でござ

います。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  決算書の１２４ページでございます。 

 ２目１４節の山隈処分地借地料、これは貸方のほうは個人なんでしょうか。 

 それと、この最終処分場じゃないと思うんですけども、これの処理費ですね、これ

はどこに、いくらで入っていますでしょうか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 
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環境防災課長  お答えいたします。 

 集積場の借地料ですが、これは、山隈区と契約を結んでおります。 

 あと処分費ですが、１３節の委託料ですね、この中のごみ収集処理委託料の中でみ

ております。金額は、ちょっと資料を持って来ておりませんので、また後でご報告の

ほうをさせていただきます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  決算書の１５０ページでお尋ねいたします。 

 上のほうのホース等の購入ということでですね、備品の購入費の不用額が発生して

おります。約６０％ちょっとしか使ってないわけですが、これは備品の更新というこ

とだと思うんですが、この更新する判断基準ですね、誰が点検されて、果たしてプロ

の目で見た点検で変えなければいけないと判断されて変えられたものかですね、その

辺りをお尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 消火用のホースにつきましてはですね、一番大事なものでございます。目視による

点検はもちろん行っておりまして、劣化等の具合を見てですね、更新は行っておりま

す。特に年数が何年というところは定めておりませんが、定期的なところではですね、

考えているところではあります。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  これについてはしっかりとですね、担当課もやっぱり分かってあるとおりに、万が

一にも何かですね、不具合があったらいかんという部分でございますので、しっかり

とその辺り、プロの目でですね、目視で、物理的に使えるとか使えないじゃなくてで

すね、大事にせないかんというのも分かりますが、ぜひですね、しっかりとしたプロ

の目で見て更新をしていくと、そういうふうなところでお願いしたいと思います。 

 それから、資料のほうでお尋ねいたします。 

 １０５ページ、項目３の改正動物愛護管理法対策という部分で、地域猫ですね、こ

れは、今年度もう早速取り組んでいただいてあるみたいなんですが、ご存じのとおり

２８年度でこの補助金が終わるということでお聞きしております。 

 これは終わった場合ですね、この後の受け皿ですね、どう考えてあるか、お尋ねい

たします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 地域猫につきましては、県が事業主体でございますが、一応今年度が最終年度とい

うふうにはなっております。しかしながら、やはり需要が多いということであれば、

来年度以降も引き続きやるようなことも、県のほうも言っておりました。 

 町単独での対策につきましては、ちょっと予算も伴いますもので、今、いろいろ研

究、検討してい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  今、言われたとおりですね、これ地域でたいへん喜ばれておりますので、県が更新

しなかったときのことを考えてですね、今から対策をしていただきたいと思います。 

 それから、資料の１０６ページです。 

 ６番の環境保全対策についてでございますが、苦情がですね、所有地整備について

が、約半分ほどあったということでですね、課題として、「自分だけは」という考え

方の増加とか「お互い様」という考え方の減少によるものがほとんどであるというで

すね、抽象的に書いてあるから、具体的にですね、どういうことが起こっているのか、

ちょっとつかめないんですが、その辺りの補足説明をお願いいたします。 
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 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 苦情につきましては、年々増加しております。２６年度につきまして１１４件あり

まして、２７年度は２８０件、その中でですね、先ほどおっしゃられました隣地の管

理、雑草等が伸びていると、そういったものが一番多ございます。２７年度で２８０

件のうち１１０件がそのような苦情でございます。 

 内容としましては、やはり管理ができてないところの草が伸びて、環境上よろしく

ないから、早く切ってほしいということで、町のほうが所有者に対しまして通知のほ

うを出しております。ご本人が遠方におられる場合もございますので、通知の中には

筑前町のシルバー人材センターにも委託は可能でございますというようなことで、お

願いをしてい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  草の苦情がほとんどということで、それが今さっき申し上げた「自分だけは」とい

う、どこに繋がるか、ちょっと今分からなかったんですが。 

 ぜひですね、具体的な課題をしっかり見据えてですね、そこは対策を取っていただ

きたいと思います。 

 それから、１０９ページでございます。 

 １０９ページの消防団ついてですが、出動率ですね、これは、３８％であったとい

うことなんですが、火災とか災害だけについては、どれぐらいの出動率ですね、下の

ほうに５２６名の火災に出動があったと書いてありますが、どれぐらいのあれがあっ

たものか、率としてですね、それに機能別団員ですね、これが含まれているものか、

これをお尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 火災時にはですね、その都度人数は増減があるんですが、概ね１００名から１５０

名の団員の出動があっております。そういうことであれば４０％から５０％の出動率

というふうになっております。 

 あと機能別団員につきましては、常に出動していただいているような状況でござい

ます。 

 委 員 長  木村委員 

 木村委員  今、４、５０％とかいうですね、高いレベルを言われましたけど、ここに書いてあ

る人数で、単純計算で、この最終の３０２名とかでですね、８件を掛けてしますと２

１％とかいうあれなんですね。単純に計算しますとですね。 

 やはりもちろん式典なんかの出動も確かに大事だと思います。やっぱり消防団の士

気を高めるためには大事だと思いますが、災害のときにですね、最低人数の確保、や

っぱりここを心配するわけですね。 

 そうしたら機能別団員については、これは全然年度内では増えておりません。２８

名からそのまんまです。その前年度から、前年度は２７名だったから１名しか増えて

ないんですね。 

 前年度聞いたときは、やっぱり分団によってかなりばらつきがあってですね、この

機能別団員はさっきも申し上げたように、災害の場合はほんと大事な人員と思うんで

すが、この辺についてですね、もうちょっと積極的に増やしていただきたい、増やす

取り組みをしていただきたいと思うんですが、その辺りはどう考えてありますでしょ

うか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  まずですね、先ほど私のほうが、平均１００人から１５０人と申しまして、４０％、
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５０％という話をしましたが、今、資料を再度見ましたところが、１回の火災でやは

り平均７０人から８０人、そういった団員の出動でございました。ということで、議

員おっしゃいましたとおりに、２４％が出動率になっております。 

 先ほどのご質問の中でですね、機能別団員の考え方、これにつきましては、まずは

やはり現役の団員の確保が一番でございます。しかしながら、やはり地域性とかちょ

うどその年代とかの関係でですね、どうしても定数などで不足しているところ、そう

いった部分につきましては、どうしても機能別団員の力を借りることが必要になって

まいります。 

 そういうことでですね、今後もまずは現役の団員確保ということを目指しましてで

すね、確保のほうを、力を入れていきたいというふうに考えております。 

 委 員 長  福本委員 

 福本委員  防災対策ということで、いわゆる共助の精神と言いますか、共助体制というのは、

極めて大事なことだというふうに思いますし、説明では、私が聞き間違いかもしれま

せんけれど、郵便局の支援と言いますか、そういうことでの内容的に、どういったや

り取り、約束をされておるものか、内容について、ご説明いただきたいと思います。 

 委 員 長 環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 郵便局の災害協定につきましては、まずは郵便局の緊急車両、そういったものの貸

し出し、他にですね、被災者に対する郵便はがき等の無償の交付、それとか被災地宛

の救助用の郵便等の料金免除とか、そういったいくつかの項目を協定で結んでいると

ころでございます。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  資料の１０７ページでございます。 

 項目の２のし尿処理でございます。 

 将来の課題の中でですね、合特法に基づいた補償というふうなことが書いてありま

す。現在補償額が、決算書の中でどこに載っているのか、どういう金額なのか、ちょ

っと教えていただきたいと思いますが。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 決算書の１２３ページでございます。 

 ４款２項２目の塵芥し尿処理費でございます。その中の１３節委託料、この中のし

尿処理委託料です。１,２７０万２,５９５円、このうちに合特法に関する補償費が３

７６万４,０００円になっております。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  年々下水道の普及で少なくなるとは思いますけども、適切な補償をお願いしたいと

思います。 

 それと余計なことでございますけれども、１１０ページのですね、自主防災組織推

進対策事業の中で、防災組織の育成強化の中でですね、南部５区の中に山隈が入って

ないと思いますが、どんなでしょうか、これは。 

 私も行きましたけれども、小さなことではございますけれど、よろしくお願いいた

します。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  資料の１０５ページをお願いします。 

 ２番畜犬登録・狂犬病予防注射。 

 環境課の努力もあって、１．８％の増と、狂犬病の予防注射された方がですね。 
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 それでもまだ４割近くが予防接種を受けてないんですね。 

 これは、登録した件数だけであって、未登録の犬もいると思うんですが、その辺は

つかんでいますか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 犬の未登録、これにつきましては、ちょっと私どももなかなか把握が困難なところ

でございます。 

 獣医師会、こちらと連携しましてですね、登録をしてないところにつきましては、

うちのほうから必ず登録をするようなことを言っていただくようなことにはなって

おります。 

 あと未接種、予防接種を未接種のお宅につきましてもですね、こちらのほうから通

知を差し上げて、すぐに予報注射を受けてくださいというような通知を出していると

ころでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  登録したところに通知を出して、それでも受けに来ない人もいらっしゃると思うん

ですが、どのくらいの割合ですか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  今のご質問は、未接種の頭数ということですか。 

 河内委員  未接種のところに通知を出して、それでも来ない方っていらっしゃると思うんです

が、何％ぐらいいるかということです。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  未接種の率というのはですね、こちらのほうに揚げておりますとおり６９５頭が未

接種ということで、約４割が未接種なんですが、再通知を出して、それに応じて注射

をされる方、そういったところまでの把握がちょっとできてないところでございま

す。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  やはり把握できている登録、せめてですね、登録している犬については、１００％

摂取できるように、これからも努力をお願いいたします。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  決算書の１５０ページです。 

 ８款１項４目防災会議委員報酬、これは９,０００円なんですけれども、どういう

方々が委員になられて、そして何回ほど委員会をされて、内容等はどういうもので協

議なさっているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 防災会議につきましては、年に１回の開催となっております。何かあればですね、

２回、３回と開催するものでございますが、定例としては１回になっております。 

 会員の皆さんにつきましては、警察署長、消防署長、あとは消防団長、あと女性の

代表が２名いらっしゃいます。あとはＮＴＴとか九電とか、災害時にですね、いろい

ろ日常生活に支障が出るような部署、そういった関係機関を集まっていただきまし

て、地域防災計画、そういったところの見直しの承認とかですね、そういったものを

はかっております。 

 自衛隊のほうもメンバーに入っておりましてですね、それぞれの機関の事例の発表

とかですね、最近で言えば、熊本地震でどういった活動をされたかとかですね、そう

いったものもこの会の中で話をしていただいているところです。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 
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 梅田委員  最近は本当に災害が多い時代なんですけれども、年１回で果たしていいのかなって

いうふうに判断いたします。 

 そして女性の代表が２名入っていただいているということは、本当に心強い限りと

思います。これからはやはり女性の視点、避難所におけるですね、そういう対応は大

事だと思います。 

 どういう女性代表と言いますと、どういうお立場の方が代表になってくださってい

るのか、お尋ねいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 議員おっしゃいますとおりですね、女性の視点というのは、これからの防災、重要

というふうに考えております。 

 女性の会員につきましては、リブラの館長さん、そして社会福祉協議会から代表で

女性の方に出ていただいております。以上です。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  女性の視点は本当に大事でございますので、この女性代表の方のご意見もしっかり

くみ取っ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１１１ページの防災行政無線でございます。 

 ２７年度、これは完了したわけですが、たいへん喜ばしいことだと思いますが、私

の家がですね、外部のスピーカーからものすごく近い位置にあるんですよ。 

 そしたら外のスピーカーと中のスピーカーのですね、４秒から５秒ぐらい差がある

んですよ。同じ音でですね、もう聞き取れないんですよね、何と言ってるかですね。

あれはどうかならないものでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 今回のシステムにつきましてですね、どうしても屋外で鳴らす分と室内で鳴らす分

の変換のタイムラグ、これがございまして、これが言われる３秒ぐらいどうしても発

生します。これを詰めることがなかなか困難なものでしてですね、今のところちょっ

と厳しい状況にあります。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の１１０ページです。 

 防災備蓄品管理業務、備蓄食品については、消費期限切れの品目を中心に補充を行

った。この消費期限切れの商品、食品はどうされているのでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  消費期限が迫りますとですね、一旦これを先に廃棄してしまうと物がなくなってし

まうので、新しいものを入れた、その後で処分するようには考えております。 

 処分につきましては、各地域防災組織、そういったところ、それとか小学校、中学

校の防災訓練、そういったときに試食としてですね、食べていただくようなこともや

っております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ただ廃棄してしまうだけではもったいないなと思ってお尋ねしたわけですが、少し

期限前、１カ月ぐらい前に、生活困窮者とかに配布をするとかいうお考えはありませ

んでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  今のところは、ちょっとそれは考えておりません。やはり防災のそういう活動のと

きにですね、試食していただくのが一番というふうに考えておりますので、捨てると
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いうようなことは、今のところやっておりませんので、その辺はご了承お願いします。 

 委 員 長  その他ございませんか。 

環境防災課長 

環境防災課長  先ほど木村委員のほうからご質問があった山隈の処分費につきまして、お答えさせ

ていただきます。 

 各廃棄業者に持って行きまして、そこで処分をしております。費用が１００万４,

０００円でございます。以上です。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  １１時４０分から再開します。 

 （１１：２９） 

 再  開   

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：４０） 

 委 員 長  農林商工課、農業委員会の説明のみ午前中受けさせていただき、午後より質疑をし

たいと思います。 

 農林商工課、農業委員会の説明を求めます。 

農林商工課長 

農林商工課長  それでは、農業委員会事務局それから農林商工課の説明をいたします。 

 決算書７７、７８ページをお願いいたします。 

 ２款１項３０目地方創生費、支出済額５,６１２万２,０００円のうち１９節負担金

補助及び交付金、プレミアム付商品券発行補助金１,９３９万６,０００円につきまし

ては、商工会が発行した２０％プレミアム商品券の助成を行ったものでございます。 

 ７９、８０ページをお願いいたします。 

 同款、同項３１目地方創生費、支出済額３,９６６万１,０００円のうち、１３節委

託料のうち農産物直前所を拠点とした新たな地域ビジネスづくり事業委託料は、食を

核とした新たな地域ビジネスを構築するため、余剰野菜の活用や買い物支援、６次産

業化企業支援、冷凍枝豆、みそなどの施策検討を行ったものでございます。 

 同じく、筑前町ＰＲイベント開催委託料、２５９万２,０００円のうち２１０万６,

０００円につきましては、ＲＫＢラジオへ週２回放送を行い、イベントの周知や町の

知名度アップをはかったところでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金のうちブランド開発推進費補助金につきましては、町

の特産品やブランド化、知名度アップをはかるため、商工会を事務局としたブランド

開発推進委員会へ活動助成を行ったものでございます。 

 飛びまして、１２５、１２６ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目農業委員会費です。支出済額２,３１７万円であり、主なものといたし

ましては、１節報酬は、農業委員報酬及び嘱託職員１名の報酬でございます。 

 ９節旅費は、委員会開催の費用弁償及び普通旅費、研修費、研修旅費などでござい

ます。特に２７年度は委員改選が行われ、法人化等の研修のため山口方面へ現地研修

を行ったところでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金は、上部団体であります福岡県農業会議などへの負担

金でございます。 

 １２７、１２８ページをお願いいたします。  

 同款、同項２目農業総務費でございます。支出済額６,１０９万４,０００円でござ

いまして、主なものは、１節報酬５４万１,０００円は農事組合長への報酬でございま

す。 
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 続きまして、同款、同項３目農業振興費です。支出済額３億９,５５４万９,０００

円です。 

 １２９、１３０ページをお願いいたします。 

 そのうち１３節委託料、特産品加工センター新築工事基本設計委託料につきまして

は、町の特産振興のうち農産物の６次産業化のための加工所整備を計画し、そのため

の基本設計を行ったものでございます。 

 １５節上水道接続工事につきましては、みなみの里への上水道接続工事を行ったも

のでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、ハウスなどの園芸農家に対する省力

栽培施設導入などに対する支援やトラクターなど、高性能機械導入に対する支援、新

規青年就農者に対する支援、農地・水保全事業に対する交付金、条件不利地域である

山間部に対する中山間地域等直接支払交付金などでございます。 

 次に、同款、同項４目畜産費につきましては、支出済額１３万４,０００円でござい

ます。 

 続きまして、同款、同項５目農地費３,３５４万５,０００円です。 

 主なものは、国営造成施設管理体制整備促進支援事業として、両筑土地改良区の施

設管理に要する経費負担を、国と町それぞれ２分の１行っておるところでございま

す。 

 両筑県営二期事業負担金につきましては、県営ストックマネジメント事業の負担金

でございます。 

 １３１、１３２ページをお願いいたします。 

 次に、同款、同項６目農業土木費でございます。支出済額５,５５６万７,０００円

です。 

 １５節工事請負費の主な内容につきましては、曽根田地区湯ノ谷ため池浚渫護岸補

修工事を行ったものでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金のうち農業土木整備補助金につきましては、各行政区

などが地元施工で行う簡易な維持補修工事に対しまして、町が支援したものでござい

ます。 

 ちなみに２７年度につきましては、６団体でございました。県営ため池事業整備費

負担金は、栗田地区堂ノ浦ため池整備事業の地元負担金でございます。 

 同款、２項１目林業総務費、支出済額１５７万３,０００円です。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち有害鳥獣駆除協議会補助金でござ

います。 

 次に、同款、同項２目林業振興費、支出済額１２６万６,０００円です。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金、町内の生産森林組合の育成助成及び朝

倉森林組合への負担金でございます。 

 １３３、１３４ページをお願いいたします。 

 続きまして、６款１項１目商工総務費、支出済額１,２２５万１,０００円です。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち筑前町商工会に対する運営補助で

ございます。同款、同項４目労働総務費、支出済額は４万５,０００円でございます。 

 １３５、１３６ページをお願いいたします。 

 最後に、同款、同項５目消費者行政推進費、支出済額４６９万円です。  

 主なものは、２７年度より消費生活センターの運営を広域財団法人へ業務委託した

相談員委託料でございます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 続きまして、決算特別委員会の資料１１２ページをお願いいたします。 

 まず、地方創生費です。 
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 ご存じのとおり、まち・ひと・しごと創生の理念のもと、地域振興活性化を目指す

ため、消費喚起、生活支援型において、商工会が発行するプレミアム付商品券の発行

助成を行ったところでございます。 

 また、先行型において、本町のＰＲや農を核とした新たな地域ビジネス構築の検討、

町の特産品やブランド化を目指す商品の開発、イベント、ＰＲ活動の助成を行ったと

ころでございます。 

 続きまして、農業委員会費でございます。 

 農業委員会においては、毎月の定例会開催、及び随時の運営委員会を開催し、円滑

な農業委員会の運営をはかってまいりました。 

 １１３ページをお願いいたします。 

 その中で農地の権利移動である農地法第３条、農地転用である農地法第４条、農家

法第５条の審査、許認可業務や遊休農地防止のための農地パトロールの開催、農業生

産法人の適正な運営管理の確認、農地の権利移動等の迅速なデータの更新による農地

基本台帳の整備、農業経営基盤強化法による賃貸借、使用貸借などの権利設定事務を

適正に行ったところでございます。 

 １１４ページでございます。 

 町では、「食に感謝し平和を願うまち」を合言葉に、地産地消の推進に努め、筑前

町食育推進委員会への参加や、直売所と学校栄養教諭との定期的な会合の開催、各小

学校における農産物の栽培指導などを通じて、農業への理解を深めてまいりました。 

 また、都市部と交流促進のために、枝豆の収穫体験やファーマーズマーケットみな

みの里の支援、市民農園の運営などに取り組んできたところでございます。 

 また、農業者の多様な担い手の育成・確保のための取り組みといたしまして、青年

農業者、後継者育成支援、女性農業者の経営参画や能力開発など、各関係機関と一体

となって取り組みを行ってまいりました。 

 特に新規就農者につきましては、新規就農給付金給付事業などを行いながら、就農

意欲の喚起と就農後の定着のための取り組みを行っておるところでございます。 

 １１５ページをお願いいたします。 

 また、町の農業の振興につきましては、各関係機関との連携は必要不可欠なもので

あり、普及センター、ＪＡ、農済などの関係機関との合同会議、一水会を定期的に開

催し、情報の共有に努めてまいりました。 

 次に、優良農地の確保と健全な都市計画との調和を図るため、農業振興地域整備計

画事務や農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、町内多くの地域で

取り組まれております農地・水保全管理支払交付金事業や減農薬・減化学肥料の取り

組みであります環境保全型農業直接支援事業、条件不利地域の農業生産維持のための

中山間地域等直接支払事業などに取り組んできたところでございます。 

 次に、効率的な農業経営の確保の取り組みといたしまして、園芸農家への園芸施設

や省力機械導入についての支援や大型農業機械の導入の支援、農業制度資金の借入金

の利子助成などに努めてまいりました。 

 平成２７年度の取り組みといたしまして、活力ある高収益型園芸産地育成事業につ

きましては、７経営体で、主なものにつきましては、イチゴ、キュウリ農家の温室栽

培ハウスや梨の果樹棚などでございます。 

 また、水田担い手機械導入支援事業につきましては、６経営体で、トラクター、離

脱型コンバイン、トラクターアタッチメント等の支援をしてきたところでございま

す。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 本町の農業生産基盤の整備と優良農地の確保を目的に、両筑平野用水事業の推進を

行ってきたところでございます。現在、国営の２期事業は終盤を迎えているところで
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はございますが、今後は国営で整備された末端水路改修事業を県営で進められる計画

となっておるところでございますが、今後多額の事業費の負担が想定されるところで

ございます。 

 農業土木費につきましては、国、県の補助対象とならない農道等の整備、ため池等

整備事業の推進、簡易な農業用施設工事の地元施工による助成など、受益者の主体的

な活動を支援するとともに、地域の農業振興に努めてまいりました。 

 林業総務費につきましては、有害鳥獣駆除対策協議会と連携し、農作物の被害防止

に努め、計画的な駆除活動の実施を行ってまいりました。 

 １１７ページをお願いいたします。 

 荒廃した森林を再生し、公益的機能が十分に発揮される森林として、次世代へ引き

継ぐために、福岡県の森林環境税を活用した荒廃森林整備事業の推進計画や、都市住

民との交流や地域の活性化のために竹林オーナー園の取り組みの支援や林業の担い

手の育成確保のために、県内市町村と連携して、朝倉森林組合の育成支援を行ってま

いりました。 

 また、５月３０日には「大好きだ自然も緑もこの町も」を大会テーマに第６６回福

岡県植樹祭を、県知事をはじめ、たくさんの来賓をお迎えし開催し、合併１０周年の

記念の年に花を添えることができたと考えておるところでございます。 

 続きまして、商工総務費です。 

 近年景気は回復傾向とのことですが、中小零細企業者が多い町内商工業者の環境は

まだまだ厳しいものでございます。 

 そのような中、商工会員による商工活性化、地域振興対策の取り組みとして、花の

駅めぐり実行委員会への運営支援や中小企業の経営安定のためのセーフティーネッ

トの認定などを行い、資金供給の円滑化に努めるとともに筑前町商工会の育成支援の

ために、運営費の支援を引き続き行ったところでございます。 

 １１８ページです。 

 最後に、消費者行政推進費です。 

 多様化する消費生活トラブルに対して、消費生活相談窓口を開設し、様々なトラブ

ルの仲介、助言にあたってきたところでございます。特に２７年度よりセンター運営

を業務委託することにより、相談員の休暇等における代替措置が可能となり、相談者

の利便性の向上や人事管理面において、職員の負担軽減がはかられたと考えておると

ころでございます。 

 以上で、農業委員会、農林商工課の説明を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 午後１時から再開します。 

 （１１：５８） 

 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  農林商工課、農業委員会の説明は午前中に終わりましたので、質疑を行います。 

河内委員 

 河内委員  決算書の１２７、１２８ページです。 

 ３目、１１節の需用費ですが、一番上の修繕料、説明がなかったので、説明をお願

いいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  今、差引簿を確認しておりますので、後で答えさせていただきます。 
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 委 員 長  他にございませんか。 

横山委員 

 横山委員  プレミアム付商品券のことでお尋ねをいたします。 

 資料の１１２ページ、一番上でございます。 

 商品券の補助として１,９３９万７,０００円お出しになったということでございま

す。このときの販売金額を、まず、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 プレミアム付商品券につきましては、販売額が１億３,４０７万円でございます。以

上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  関連でございます。 

 将来の課題の中に、今後の発行額や負担等について協議が必要だというふうに書い

てあります。 

 私の調査というか、知る限りでは、今年度でございますけども、発行額に対して４

７％の人しか、はがきを出して４７％の買えなかったというようなふうに思っており

ますが、販売額が非常に少なかったんではなかろうかと、改めて思っているんですけ

れども、その辺りのところはどういうふうにお考えでしょうか。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 本年度のプレミアム、１０％の商品券につきましては、そういうパーセントである

ということを聞き及んでおるところでございます。 

 ２７年度につきましては、あくまでも地方創生の消費喚起型ということで、この２

０％の、約１億５,０００ですかね、を目標に販売されておったところでございますが、

今年度につきましては、通常のプレミアム商品券として発行され、結果的には約倍の

募集があったと聞いております。 

 この課題の中に書いておる部分につきましては、一度高額なプレミアムを付けた場

合には、どうしてもそのまま、言葉は悪ございますけど、引きずるものじゃなかろう

かということで、その懸念を書かせていただいておりますが、結果的には一昨年以前

の額と全く一緒という形で、ただ、今年約２倍の募集があったという原因というのは、

まだ承知をしていないところでございます。以上です。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  今までが、一昨年以前はプレミアム付商品券の認知度が低かったんであろうと思い

ます。 

 それから、例えば、これは今後の課題の中で、ご提案でございますけども、他市町

村では申し込みがなかった、はがきによる申し込みで、まだ過剰であった、余った分

に対しては、フリーで購入をさせたということを確認しておりますけども、今後そう

いうことで、もし余ったら、はがきによる応募で余ったら、そういうフリーで町内の

方に買っていただくというようなことも考えていただきたいと思いますけども、その

辺りは、今、お考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 余剰分についてのフリーの購入というご提案でございますが、これは、あくまでも

事業実施主体は商工会でございます。これにつきましては、ちょっとご回答のほうは

控えさせていただきたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  河内委員 
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 河内委員  決算書の１２９、１３０ページです。 

 ３目農業振興費、１９節負担金補助及び交付金です。 

 ３００万近い不用額が出ています。たくさんあるんですけれども、それぞれの事業、

決定した時期はいつでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  ご質問は、１２９ページ、１３０ページの負担金補助及び交付金の不用額が３００

万近くあるということでのご質問かと思います。 

 ほとんどの事業につきましてが、実績がほとんど年度末でございます。また、ご覧

になってお分かりかと思いますが、この支出済額が２億６,４００万と多大でございま

して、確かに３００万ほどの不用額はありますけれど、パーセントにしまして１．１％

ぐらいの不用額でございます。事業を推進していく中では、年度末までどうしても予

算を確保しなければならないものもございますので、その辺はご理解のほどをよろし

くお願いしたいと思います。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  同じく決算書の１３５、１３６です。 

 ６款１項５目消費者行政推進費の１８節備品購入費です。これも説明がなかったの

で、何を購入されたのかお尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 備品購入費につきましては、ＤＶＤプレイヤー及びプロジェクターでございまし

て、消費生活関係の啓発に使用するものでございます。以上です。 

 委 員 長  質疑はございませんか。 

山本一洋委員 

山本一洋委員  成果と課題のところの１１２ページでございますけれども、中段の農産物直売所を

拠点とした新たな地域ビジネスづくり事業のところで、具体的な措置として、委託料

で４４２万３,０００円とあります。 

 結果について、成果についてはですね、横にありますので分かりましたけれども、

どこに委託をされて、その結果、将来の課題のところでは、加工所にどこまで設備を

導入するか検討する必要があるというようなところで、具体的には基本設計委託料４

８０万も使ってありますが、そこの関係はどんなふうになるんでしょうか。ちょっと

お尋ねします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 委託につきましては、賑わいあさくらという会社でございます。 

 内容につきましては、記載しておるとおりでございまして、それから委員ご質問の

加工所の関係でございます。 

 まず、基本設計につきましては、昨年６月に補正をお願いいたしまして、その後発

注したところでございます。そして、この後第２次の、みなみの里の第２次計画とい

うのを、この中で計画をしたところでございます。 

 もちろん２つ一緒に進めてきたところではございますけれど、どうしても発注時、

それからこの計画のタイムラグがございまして、今、基本計画を作っておりますけれ

ど、これが大幅な見直しも必要になってきたところでございます。 

 いずれにいたしましても、この６次化のまるっとサポートでつくりました、みなみ

の里のこの計画に基づいて今後は進めていきたいと思いますし、皆様にもお示しをさ

せていただきたいと考えておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 
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山本一洋委員  ちょっと分かりにくかったので、もう１回質問しますが。 

 賑わいあさくらという、これはどういうところか分かりませんが、そこに委託をし

て、いろいろな試作品とか農産加工品の、筑前町に合ったものを提案なされたものだ

ろうと思います。 

 そこで、今後に繋げようとする中で、今課長の話の中では、大幅な見直しも必要だ

というところもある。４２０万かけて委託をして、そこから出た成果物で問題があっ

たということではないんですよね。お尋ねをします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、基本設計のほうでございます。 

 基本設計につきましては、クロダマルを中心とした特産化を進めるために、煮豆や

みその加工品、それから原材料の保管、冷凍設備などを計画するための基本設計を行

ったところでございます。 

 １つは、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、工場的なものを建てるという計画

をしたところでございます。しかし費用対効果の面などで、大きくちょっと見直しを

しなければならないと、何度もやり直したところでございます。 

 そういう中で、このみなみの里の全体的な第２次計画というのをこの委託で立てま

した。これにつきましては、みなみの里をですね、１つの「見せる農」を中心といた

しまして、昔の農業体験などもできるような施設を建てたらいかがなものなのかとい

うことで協議をいたしまして、今、ゾーニング構想を作ったところでございます。 

 そういう中で、この基本設計のほうをもう少し見直す必要が出てまいりました。敷

地内でする場合には、そのゾーニング、それから規模、その辺から再度再検討する必

要があるということで、今考えて、検討をしておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

矢野委員 

 矢野委員  今、基本計画をつくったということですど、その基本計画を、我々は全然知らない

ですけど、どういう計画を作ったのかですね、それは当然、我々議員には示すべきで

はないでしょうかね。 

 我々もずっと、このクロダマルの件については、町長ともいろいろお話をさせてい

ただいたんですけど、クロダマルの作付けがですね、なかなか伸びない、これをどう

するのかという、もっと伸ばして、本当に特産にするならですね、それを先にしなき

ゃ、そのどっちが先かというのは、なかなか難しいところがあるでしょうけど、その

計画書はですね、できたら、なぜ説明しないんですかね。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 申し訳ございません。基本計画については、まだ議員の皆様にはお示しをしてない

ところでございます。 

 先ほど申しましたように、みなみの里の全体的な第２次計画、これによって、この

基本計画が、基本設計が、大幅に変わる恐れがあるということで、現時点でお示しす

ることは適当ではないと考えておったところでございます。 

 これにつきましては、みなみの里の全体計画、それから、それを含めまして加工所

の設計の見直しをいたしまして、その時点でお示しをさせていただきたいと考えてお

るところでございます。以上です。 

 委 員 長  矢野委員 

 矢野委員  要は、どういうことをしようとしているのかですね、全然分からないですね。分か

らないですよ。 
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 町長にお答えしていただきたいんですけど、そのみなみの里を拠点とした、クロダ

マルをあそこに拡張するために、どう持っていくのか、今考えてあることをちょっと

話していただかないと、議論にならないんですよね。 

 そうして予算がポーンと付くと。そんな大規模なという話になるのか、いや、その

くらいじゃという、それはいろいろあると思うんですよね。それやり方ですよね。今

どこまでいっているのか、そこら辺をちょっと具体的に説明していただきたいと思い

ます。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えしたいと思います。 

 まず、食の拠点ということで、総合戦略のほうに食の拠点として６次化まるっとサ

ポート、そういったものを推進していくということだけは、戦略プランでお示しをし

ておったと思います。 

 ただ、それと並行いたしまして、農林商工課のほうでも食の拠点づくりをさらに推

進していこうということで予算化しておりましたので、それを進んでおったと。 

 ただ、まだ計画と言いながらも固まったものではないということが１つと、もう１

つは、これと並行してですね、今、国・県のほうから道の駅事業のですね、打診がな

されております。まだ打診です。まだ、非常に具体的なものは全くありませんで、そ

ういった事業に取り組む意向はどうかと。 

 もしこれを取り組むということになれば、当然議会のほうにも報告いたしますけれ

ども、まだ打診で、適当な土地があるのか、内容はどうするのか、というような打診

ということで、担当係長が私のとこにも一度面会にみえました。 

 以前山麓線も開通したし、道路整備も併せて、国交省とは親しくお付き合いするの

も、うちにとっては有益でなかろうかと、そのようにも考えておりまして、その道の

駅ができたらば、今作ろうとしておったプランが変更せざるを得ないだろうというこ

とでございます。 

 ですから、１つの形は持っておりますけれども、これが本当に住民の方々に示すよ

うな段階ではないと、そのように私もまだ了解しておりません。 

 そういったことで、今回は、予算措置と計画の公開性について、矛盾があると言わ

れるとおりだろうと思っております。 

 ただ、仮定は仮定としてですね、これはお示ししたいと思います。こういった検討

をしたんだと。 

 しかしながら、その後道の駅構想も入って来て、さらに要検討だと。そのことを議

会のほうにはお示しをしたいと思っておりますので、ぜひ、全協の折にでも、かつて

の計画、それと構想ですね、こういった仮定であるけれども、決定でないというよう

な説明をさせていただきたいと、このように考えます。よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  その他、質疑はございませんか。 

 はい。 

 河内委員  １つの質問の回答をいただいていません。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 農業振興費の修繕料の関係でございます。 

 内容につきましては、市民農園の関係の修理、それから台風被害に遭いました農業

倉庫の修理、それからファーマーズみなみの里の修理、こういうものが主でございま

す。以上です。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  資料の１１５ページでございますが、農業振興地域整備計画事務の中で将来の課題
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というようなことで、農業振興地域整備計画が、合併後もこのままであると。だから

町企業誘致政策と調整の上、見直し時期を検討したいというふうに、課題として書い

てありますけれども、具体的な案は持ってあるのか、ちょっとお伺いします。 

 委 員 長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 具体的な年限等の計画は持っておりません。 

 ただし、法改正等のうわさも聞いておりますので、その辺を見極めたいと考えてお

るところでございます。以上です。 

 委 員 長  田口委員 

 田口委員  いろいろですね、この農業振興、農振地域の変更というのはなかなか難しゅうござ

いますけれども、誰かがいつかやらなきゃならんというふうに、私も思っております。

企業誘致等いろいろありますので、なるべく早くですね、いいようによろしくお願い

したいというふうに思います。 

 委 員 長  その他、質疑はございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、農林商工課、農業委員会を終わります。 

 委 員 長  建設課の説明を求めます。 

建設課長 

 建設課長  ２７年度決算について、説明をいたします。 

 最初に決算書の説明をいたします。 

 決算書の７３ページをお願いいたします。 

 ２款１項２６目交通安全対策費、１５節の工事請負費７１９万８,０００円は、カー

ブミラー、ガードレールなどの交通安全施設工事を行ったものでございます。２７年

度から環境防災課より当課のほうに移管がされた業務でございます。 

 １３１ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費５５万円、林道の補修工事が主なものでございます。 

 次に、１３５ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目土木総務費７,１５０万５,０００円、人件費、分筆測量委託料、リー

ス料などが主なものでございます。 

 １３７ページをお願いいたします。 

 ２項１目道路・橋梁総務費１億９０３万８,０００円、橋梁及び舗装の長寿命化のた

めの工事及び測量設計、県が行っております曽根田川河川改修に伴います薬師前橋架

け替え工事負担金が主なものでございます。 

 同２目道路維持費５,５１８万３,０００円、シルバー人材センターへの道路管理委

託料、区からの要望などによります維持工事費、各区への砕石配布が主なものでござ

います。 

 １３９ページをお願いします。 

 同３目道路新設改良費６,２０７万円、４路線の道路改良工事及び３路線の測量設計

が主なものでございます。 

 同４目国交省交付金事業費４０５万円、藪の内・鴨牟田線の歩道設置のための測量

設計を行っております。 

 ３項１目河川総務費４１０万６,０００円、福岡県のクリーンリバー推進対策事業、

河川愛護活動を行ってあります行政区への補助金が主なものでございます。 

 同２目河川維持管理費３０６万円、町管理河川の浚渫工事が主なものでございま

す。 

 飛びまして、１９７ページをお願いします。 
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 災害復旧費でございます。 

 １０款１項２目農災の現年発生災害復旧費３８９万１,０００円、災害復旧工事を１

件行っております。 

 同３目林道災害復旧費８２万１,０００円、災害復旧工事を４件行っております。 

 １９９ページでございます。 

 ２項３目公共債の現年発生道路橋梁災害復旧費でございます。２８９万円でござい

ます。災害復旧工事９件を行っております。 

 同４目現年発生河川災害復旧費４６４万６,０００円、災害復旧工事４件を行ってお

ります。うち１件が補助対象でございます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。  

 続きまして、２７年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について、説明い

たします。 

 決算審査特別委員会資料の１１９ページから１２１ページでございます。 

 交通安全対策費は、交通安全対策特別交付金を活用し、カーブミラーなどの設置を

するものでございまして、１３件の工事を行っております。 

 信号機の設置要望も建設課のほうで担当しておりますが、警察の設置基準がなかな

か厳しくて、要望に達してないところが多数ございます。  

 林道費は８路線の林道の維持補修を行うものです。２７年度は曽根田林道が１カ所

の工事を実施しております。８カ所とも老朽化をしておりまして、維持費の増大が危

惧されるために、今後長寿命化対策が必要になってくると考えております。 

 土木総務費は町道や里道との境界の確認、登記、寄附等の事務でございます。それ

ぞれの件数は成果の欄に記載のとおりでございます。 

 道路橋梁総務費は、道路・橋梁等の長寿命化対策を重点的に実施をいたしておりま

す。主なものとしまして、四三嶋橋及び玉虫橋の維持補修工事、久光・当所線の舗装

改修工事を実施しております。  

 また、道路法の改正で定められました橋梁の５年に１回の近接目視点検を、業務委

託によりまして８橋、２７年度から任用しました嘱託の技術専門官と職員により１０

１橋を実施しております。今後計画的な修繕を行い、安心・安全な道づくりを進めて

まいりたいと考えています。 

 道路維持費は、道路、水路等の維持工事を５４件実施しております。予算の範囲内

で緊急度、費用対効果、地域間バランス、要望書の提出時期などを考慮し実施してお

りますが、未処理件数も増えてきております。 

 単独事業でございまして、予算の増額は厳しいものがございますけども、来年度予

算編成に向けて検討してまいりたいと考えております。 

 道路新設改良費は、下大和・妙見線他３路線、約７１０ｍの道路改良を実施してお

ります。 

 狭い道路、歩道整備の必要な道路はまだ多く残っております。社会資本整備総合交

付金を活用するなど、生活道路の整備、安心・安全の道づくりを進めてまいりたいと

考えております。 

 国交省交付金事業は、通学路の歩道整備を行うことにより、児童をはじめとした歩

行者の安全を確保するもので、藪の内・鴨牟田線の測量設計、延長２８０ｍを実施い

たしました。 

 河川総務維持管理は、主に県営１級河川の愛護活動実施行政区に対する補助金の交

付、浚渫工事などを４件実施しております。 

 河川愛護活動につきましては、高齢化、農家の減少に伴いまして、多くの課題を抱

えております。今後の対策を必要となってきております。 

 災害復旧費は、危険箇所の定期点検と迅速な災害復旧を基本に実施しております。
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２７年度は２３件の災害復旧工事を行いました。比較的大きな災害はございませんで

したが、最近北海道、東北地方では大きな災害が発生をいたしております。日ごろか

ら防災意識の向上、危険箇所の定期点検を行いながら、災害発生時には迅速かつ適正

な復旧に努めてまいります。 

 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。 

一木委員 

 一木委員  決算書のほうでは１３９ページ、１４０ページになります。 

 河川総務費でお尋ねいたします。 

 １９節の負担金補助及び交付金、この中で説明いただきましたように、河川を守る

会補助金が３４６万１,９００円ということで、まず、何団体への補助金交付なのか、

補助金につきましては、メーター当たりなのか平米当たりなのか、この補助金の基準

はどういうふうになっているかということを、まずお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  交付要請区は２９でございます。 

 それぞれの配分につきましては、基本的にはキロ当たりで作成をされているようで

ございます。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  概ね各行政区へのですね、補助金は毎年同じ金額などが頂いていますのでですね、

基準に基づいてということでございます。 

 今年一般質問の中で、木村議員から、河川愛護の、この中で災害が発生したという

ことで、質問等もございました。 

 １０年前、まだ合併前の三並区の中の一八区でも、同じような災害が発生いたしま

したけども、そのことは承知されてありますでしょうか。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  私のほうでは承知をしておりません。 

 委 員 長  一木委員 

 一木委員  １０年前、平成１８年、同じく河川愛護作業中に、太ももを草刈り払い機で、隣で

作業をされてあった方が移動中に太ももをケガをいたしましてですね、隣の方がケガ

をいたしました。たいへんな大きなケガでございました。病院等で治療を受けました。

そのときの医療費の支払いは、区のほうで２、３回に分けて約５３万円、立て替えを

いたしまして、町のほうとして、あと保険で手当をいただいたということで、そうい

ったことがございました。 

 申し上げたいのはですね、そういった災害が発生したことが忘れられていくんで

す。ましてや１０年も経てばですね。 

 だから今回、今年も災害があったわけでございますけども、そういったことはきち

っと記録にとられて、残されて、そしてやっぱりそういったことを申し送っていきな

がら、そして、各行政区でそういった作業をされるときには、しっかりとですね、文

書等でそういったことの注意をですね、過去の災害、こういったことがあったんだよ

ということを周知をいただかなければ、繰り返します。 

 労働災害と同じようにですね、こういった災害も、災害があるんですよ、ね。ケガ

をしないようにと言いながらも、交通災害もある。誰でもがそういった災害を受ける、

起こすということになるんです。だから、災害を起こさないためにどうすべきかと、

いうことが大事ということであります。 

 だから、そういったことが忘れられますから、記録に残して、そしてきちっと文書

等で各行政区の区長さんには、年度初めとかに届けるということが大事と思いますけ
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れども、そういったことについての見解を求めたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  一般質問の中でもお答えしましたように、非常にいろいろな大きな問題を抱えてお

ります。今後県なりとも十分協議しながら、対応を検討してまいりたいと思いますし、

今後の対応につきましては、質問の中でも答えましたけれども、年度当初の区長会等

で、そういうことを徹底したいと思います。以上でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  災害復旧費についてお尋ねしたいんですが、危険箇所の定期点検をされているとい

うことですが、三並・黒岩・三箇山線は、その中に入っていますでしょうか。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  年度当初にですね、１年間の定期点検の計画を立てて巡回をしております。月に１

回程度でございますけども、当然山間部を中心に行っておりますので、質問の路線に

ついては、その箇所に入っております。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  あそこの路線はちくちゃんバスが通るところなんですね。大風とか台風の後は倒木

が激しいんです。 

 ですから、月１回じゃなくて、そういう自然災害があったときとかは見回っていた

だいて、早急な手立てをお願いしたいと思います。 

 委 員 長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 台風等があった場合には、風がおさまった時点で職員手分けして巡回を行っており

まして、職員で可能であれば何とかしておりますけども、業者委託が必要な場合には

業者委託をする形をしておりますので、そういう台風等については、必ず終わった後

に巡回するようにしております。 

 委 員 長  その他、質疑はございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、建設課を終わります 

 委 員 長  都市計画課の説明を求めます。 

都市計画課長 

都市計画課長  それでは、平成２７年度都市計画課所管業務の決算状況について、ご説明いたしま

す。歳入歳出決算書の７７ページとなります。 

 ２款１項３０目、１９節、地方創生費の負担金補助及び交付金です。 

 町民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため住宅リフォーム補助事業を

行い、繰越予算と現年予算により１,５５０万円を執行しています。申請者は８８人と

なっています。 

 次に、１３９ページからとなります。 

 ７款４項１目都市計画総務費の予算現額は、当初予算額８億８１１万２,０００円か

ら２億５,３２４万７,０００円を増額補正した１０億６,１３５万９,０００円です。う

ち１０億２,３１０万２,０００円を執行いたしました。大きな支出は操出金であり、

８６％を占めています。 

 １節報酬から９節旅費までは、人件費等の経常経費であり、説明を省略いたします。

また、１１節の需用費も物件費のため省略いたします。 

 それでは、執行した主なものについて、ご説明申し上げます。 

 １４１ページをお開きください。 

 １３節委託料は、企業誘致関連道路整備事業の測量設計業務委託として６０４万８,
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０００円を執行し、また、西田地区まちづくり支援業務委託費として平成２２年度に

実施した西田地区住環境整備事業基礎調査に基づく地区内のまちづくり推進事業を

コーディネートするためのコンサル委託料として１５５万５,０００円を執行いたし

ました。 

 １５節工事請負費は、企業誘致関連道路整備費で、四三嶋地区企業誘致ゾーン内に

株式会社ヤクルト本社誘致の関連工事として、水路及び道路付替え工事を行っていま

す。 

 平成２７年度と２８年度の継続費で対応しており、前払金のみを支払っています。

また、小工事を１カ所行っています。 

 １７節公有財産購入費は企業誘致関連道路整備に要した用地買収費です。 

 １９節負担金補助及び交付金、２８節操出金は義務的経費の執行分であり、説明を

省略いたします。 

 次に、２目公園費です。 

 公園費の予算現額は、当初予算額６,３９３万８,０００円から３００万円を減額補

正した６,０９３万８,０００円です。うち５,６５４万４,０００円を執行いたしまし

た。 

 それでは、支出の状況について、主なものをご説明いたします。 

 １節報酬と９節旅費の説明は省略します。 

 １１節需用費は公園の電気・ガス・水道使用料金及び公園施設などの修繕料が主な

もので、昨年度との対比で１０７．５％、７１４万６,０００円を執行いたしました。 

 なお、修繕料は公園の小工事３７カ所行っています。 

 １３節委託料は、３，１１４万３,０００円を執行いたしました。昨年度の対比で１

３５．６％となっています。 

 対比率で多くなっている要因は、二グラウンド周辺整備の測量設計業務委託を行っ

たことによるものです。 

 公園管理に伴う経常的な維持管理費は、昨年度と変わりはありません。今後も公園

管理費の縮減に努めてまいりますが、公園を安全で快適に利用していただくために

は、一定規模の管理費計上は必要な措置であることは、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 １４３ページをお開きください。 

 １５節工事請負費として１,４６６万４,０００円を執行いたしました。昨年度の対

比で９５．６％です。全体で２２カ所の改修工事を行っています。  

 都市公園外が５カ所、都市公園内で１７カ所です。経年劣化による改善や安全対策

工事を行っています。 

 次に、３目国土交通省公園事業費です。 

 国土交通省公園事業費の予算現額は、当初予算額３億７,５４６万６,０００円から

１億９,５４６万円を増額補正し、５億７,０９２万６,０００円です。うち１億９,０２

７万３,０００円を執行し、３億７,７００万円を明許繰越としました。これは、防災

安全交付金の当初内示が４９％で低率であり、補助金ベースで事業に着手していまし

た。平成２８年の年初めに国の補正予算に関連し、追加要望していた防災安全交付金

が満額内示となったためです。 

 それでは、主な執行予算について、説明いたします。 

 １１節需用費は８３万１,０００円執行しています。一部開園式や凍結被害修繕及び

電気、水道代に使用しています。 

 １３節委託料は多目的運動公園施工監理及び管理棟建築工事監理業務委託として

６６９万６,０００円を執行いたしました。 

 また、一部開園しました開園式設営、公園清掃及び芝管理などの維持管理費として、
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４７５万３,０００円を執行しています。  

 １５節工事請負費は、予算現額５億５,１４０万円であり、平成２７年度は１億７,

３７０万２,０００円を執行し、３億７,７００万円余を繰越明許費としています。 

 主なものは、多目的運動公園園路広場整備工事３工区、１億１,９１４万５,０００

円、及び多目的運動公園管理棟建築工事、４,９６０万６,０００円です。 

 その他、小工事を５カ所行っています。 

 １８節備品購入費は、多目的運動公園の芝管理等に使用する乗用式草刈り機１台、

手押し式草刈り機２台、斜面草刈り機１台など、及び管理棟の事務用品、備品を購入

しています。 

 １９節負担金補助及び交付金は、城山開拓組合負担金として、農業用水の利用費と

して負担しています。 

 次に５項住宅費、１目住宅管理費です。 

 予算現額は、当初予算額６,８５４万８,０００円から２００万円を増額補正した７,

０５４万８,０００円です。うち６,７３１万５,０００円を執行いたしました。 

 執行した主なものについて、ご説明いたします。 

 １節報酬は５１万９,０００円の執行で、各住宅の管理人報酬です。 

 １４５ページをお開きください。 

 １１節需用費は、住宅の修繕料、光熱水費及び住宅管理に要する消耗品費と本課で

管理する軽自動車の燃料費で、備考欄に記載のとおり執行いたしております。 

 なお、修繕件数は、昨年とほぼ同じ件数ですが、各年で増減があり、２７年度は前

年度対比１４４．８％となっています。 

 １２節役務費は、例年どおり団地内の除草などや火災保険料などに執行しておりま

す。 

 １３節委託料は１,３９５万７,０００円を執行しています。 

 備考欄に記載のとおりで、上水道接続工事設計委託料及び工事監理委託料は、さく

ら団地、ゆりのき団地、けやき団地となります。 

 井戸使用の住宅は、水質検査委託料、給水施設滅菌機の維持管理、貯水槽の清掃な

どを行っており、また、エレベーターの保守点検及び消防施設点検にかかわる各委託

料です。 

 １５節工事請負費として３,８２９万３,０００円を執行いたしました。 

 主なものは、町営住宅上水道接続工事として、さくら、ゆりのき、けやき団地の上

水道の切替え、１,５４７万２,０００円を執行いたしました。 

 また、懸案事項となっていました新太刀洗団地の駐車場設備として１,６６３万２,

０００円を執行しています。 

 ２２節補償補填及び賠償金は、３世帯の移転希望者があり、移転補償費として４２

万円を執行いたしました。 

 次に、２目住宅建設費です。 

 住宅建設費の当初予算現額は、当初予算額１億４,９６６万１,０００円から３,１８

７万円を減額補正し、前年からの継続費６,０２５万８,０００円を加え、１億７,８０

４万９,０００円です。うち１億７,４９８万６,０００円を執行いたしました。 

 それでは、執行した主なものについて、ご説明いたします。 

 １３節委託料は備考欄記載のとおり、松延・福島団地解体工事設計委託及び篠隈団

地２期工事の監理委託、平成２７年度分の精算を行っています。 

 １４７ページをお願いします。 

 １５節工事請負費１億６,６８４万円を執行しています。篠隈団地建替え２期工事の

平成２７年度精算として、継続費５,８８１万５,０００円を含め１億４,９７０万３,

０００円を執行しています。また、２期工事に伴う付帯工事を４カ所行っています。 
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 福島・松延団地解体工事は、福島団地１戸、松延団地１４戸解体工事を行っていま

す。また、松延団地解体工事に伴う付帯工事を４カ所行っています。 

 ２２節補償補填及び賠償金は、篠隈団地建替え工事２期工事に伴う２１戸の引っ越

し補償費です。 

 引き続き、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 １２２ページと１２３ページになります。 

 申し訳ありませんが、一部修正をお願いします。 

 ページ、１２３ページの成果の欄ですけれど、成果の欄の上から６行目、事業費２

億８,９４４万と記載しておりますけれど、この金額を２億９,０８８万８,０００円と

訂正をお願いします。申し訳ありませんでした。 

 まず、都市計画係部門です。 

 住環境整備については、平成２２年度に国庫補助の適用を受け、西田地区における

住環境整備基礎調査を実施いたしました。それ以降本年度までまちづくり推進委員会

を中心に勉強会や意向調査、課題整理し計画案が作成されています。 

 ２７年度はまちづくり推進委員会を６回開催し、概算事業費を算出しています。 

 大きな事業料と事業費がかかることとなるため、財政事情を見据えた計画案の見直

しが必要となります。 

 公園・緑地管理については、決算書の内容説明で成果及び将来の課題についても、

若干触れさせていただきました。 

 公園は、誰でもがいつでも安心して利用できることが基本です。そして多くの公園

において最大の利用者層は高齢者と幼児、子どもであることを念頭に、安全について

はきめ細やかな対応の徹底を行っていきます。 

 次に、多目的運動公園整備事業です。 

 国の補助事業に乗せながら整備を進めてまいっています。平成２７年度に一部開園

を行いました。補助金の追加を受けましたので、計画どおり平成２８年度完成を目指

しているところです。 

 企業誘致につきましては、未利用地になっていましたマルヤス工業株式会社の工業

用地を、約２年間の協議期間を要し買い戻しを行い、新たな企業誘致に取り組んでい

ます。 

 なお、企業誘致関連の事業につきましては、工業用地造成事業特別会計の中で、成

果、将来の課題も含め詳しく説明をいたします。  

 次に、都市計画係の窓口業務及び指導業務としてかなりのウエイトを占めている建

築確認受託等事務から土地利用に関する事務については、平成２４年度をピークに小

規模開発や共同住宅の建設の動きはあるものの、ここ数年横ばいの状況です。 

 本町においても、企業などによる大規模開発はありませんし、新築の建築物もここ

数年年間５０棟から６０棟で推移している状況です。 

 平成２２年度に南高田地区に地区計画を指定し、より良い環境づくりを推進するた

め、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を制定しており、条例制定

の趣旨が反映、加速され、１３年間を要し計画戸数２７６戸の住宅建設が完成し、整

然とした街並みが出来上がっております。 

 最後に、屋外広告物です。 

 良好な都市景観の形成を目的とし、屋外広告物許可及び監視、除却などの事務を行

っております。また、無届広告物の調査や違法広告物の調査徹底に努めています。 

 屋外広告物は３年で更新となりますので、平成２７年度許可などは４５件で、対前

年度比１３２．４％、張り紙等撤去、対前年度比３９．４％、４６３枚となり、違反

広告物などの指導強化に努めてまいりました。 

 次に、１２３ページをお開きください。 
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 町営住宅係部門については、建替・改修、上水道接続、住宅管理及び賦課徴収に分

けて整理しています。 

 建替・改修では、町営住宅長寿命化計画に基づいて夜須地区町営住宅建て替えを推

進しております。 

 篠隈団地建替工事２期工事が２７年度で完成しました。篠隈団地２期工事建築本体

工事費が２億９,０８８万８,０００円を要し、ＲＣ３階建２１戸となっています。 

 移転完了後に松延団地を解体しています。 

 福島団地につきましては、台風被害で倒壊の恐れがあるために１戸解体していま

す。 

 上水道接続は、井戸水を使用している町営住宅について、安全・安心、安定的に飲

料水を供給できる上水道を計画的に切り替え施策を推進しています。水質の安全はも

とより、井戸水の滅菌保守点検業務委託費も軽減されることになります。２６年度は

さくら、ゆりのき、けやき、各団地を上水道に切り替えています。 

 住宅管理の住宅維持・保全につきましては、成果も含め決算書の内容説明で触れさ

せていただきましたが、修繕件数が毎年度１００件以上と多く苦慮しているところで

す。しかし、町営住宅管理者として入居者に不便もかけられず、迅速な対応をしてい

るところです。また、職員の休日や夜間の対応もかなりの頻度となっていますが、今

後とも適正な維持管理に努めてまいります。 

 住宅使用料の徴収に関しては、完納に向けて鋭意努力して行っております。収納状

況は、率ではわずかですが、現年度分は前年度を上回る結果となりました。 

 町営住宅建替えに伴い傾斜家賃を設定したため、家賃単価が上昇し、調定額及び収

納額ともに伸びてはいますが、反面滞納者数は横ばいあるいは改善の方向にあるもの

の収納率が伸び悩んでいます。早期の電話督促や訪問徴収などの徹底と、滞納者には

分納誓約書の提出をお願いし、生活の支障のない範囲で分納をお願いするなど、新た

な滞納者を発生させない、現在の滞納状況を改善するを二本柱に、使用料未納額の改

善に努めております。 

 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１４３ページ、１４４ページです。 

 ３目、１３節委託料、多目的運動公園施工監理委託料、この決定は、契約決定はい

つだったんでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 建築工事の業務委託契約が平成２７年６月２４日です。 

 多目的運動公園の工事の施工監理業務委託が、平成２７年の６月２９日となってお

ります。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  昨年の６月に契約が成立しているのに、不用額が１１５万４,０００円あります。 

 ですから、６月の契約済んだ時点、昨年の９月議会で減額補正すべきだったんじゃ

ないですか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 委託料の、今、委員ご指摘の不用額が１１５万４,０００円ほど出ておりますけれど、

最終的には業務委託であっても、工事内容等の変更があった場合には、監理業者と打

ち合わせ変更等も生じる可能性がありますので、不用額をそのまま残して予算の確保
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に努めたところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  では、次の１４５、１４６ページ、住宅建設費、２目、１３節委託料について、お

尋ねします。 

 真ん中の段、福島・松延団地解体工事設計委託料、これは、一括発注されたんです

か。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 一括発注をしております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  では、資料のほうの１２３ページ、町営住宅建設改修事業の中で、下の６行。 

 松延団地の解体が１４戸、１戸当たり８４万です。福島住宅は１戸当たり１１６万。

台風の被害で倒壊の恐れがあるからということで、福島団地の１戸を解体したと思う

んですが、まとめてしたほうが安くなるということはあり得ますか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、資料に基づく金額を割り戻すと単価的には安くなるわけです

けど、福島団地につきましては、緊急性を要したために１戸だけ解体しておりますの

で、議員ご指摘のとおり、合体と申しますか、まとめて解体工事をした場合のほうが、

入札等にかけた場合、安くできる見込みはあります。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  お尋ねします。 

 福島住宅はまだ１戸の方が、１世帯入居されているということで、その方の退去の

見込みはあるんでしょうか。 

 委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 福島団地、１戸だけまだ在住されておりますけれど、個人的な諸事情により、まだ

福島住宅に在住するということで、５回ほど訪問、聞き取り等をしておりますけど、

移転等は未定でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、都市計画課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をします。 

 １４時１５分から再開します。 

（１４：０４） 

 再  開   

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：１５） 

 委 員 長  教育課の説明を求めます。 

教育課長 

 教育課長  それでは、教育課から説明をいたします。 

 まずは、決算書から先に行います。 

 決算書の８９ページ、９０ページをお開きください。 

 ２款５項５目の学校基本調査費ですが、１万２,０００円の支出済でございます。毎

年５月１日を基準として行う統計調査で、県の統計委託費を財源として、事務消耗品
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や切手などの調査事務費を支出しております。 

 次に、１０７ページ、１０８ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費のうち１１節、１３節、１４節で、その一部が教育課

から支出しています。こども未来館の施設管理を教育課が受け持っている関係から、

電気料や清掃委託など、日常的な維持管理に必要な費用として４８８万１,０００円を

支出しております。 

 １０９ページ、１１０ページの大きな支出としましては、非常用放送設備の改修と

エアコンの取り換え工事であります。 

 続いて１５１ページ、１５２ページの下段のほうをお願いいたします。 

 教育費の説明をいたします。 

 １款教育総務費、１目教育委員会費です。支出済額は２５６万４,０００円でござい

ます。教育委員の報酬及び旅費、並びに朝倉地方教育委員会連絡協議会負担金が主な

支出でございます。 

 １５３ページ、１５４ページです。 

 ２目事務局費です。支出済額は１億４,０８２万２,０００円です。 

 平成２６年度決算に比べ約３億４,７００万円の減額となっています。これは、全小

中学校に設置しました空調設備及びパソコンＯＳ Windows XPサポート廃止による

対応のためにパソコンを入れ替えたもの、並びに校務支援システム構築によるもので

す。 

 また、２７年度はＩＣＴ機器を活用した学力向上に資するため、全小学校の普通教

室に電子黒板を設置しております。 

 １５７ページ、１５８ページです。 

 ３目私立学校振興費です。支出済額６,４９８万６,０００円です。平成２６年度比、

約３５０万円の増となっていますが、これは制度改正により基準額が緩和され、支給

額がアップになったためであります。 

 次に、各学校の支出について説明いたします。 

 各学校において、目的ごとに１目学校管理費、２目教育振興費に分けて支出してお

ります。 

 学校管理費では、学校維持管理費の他、用務員業務委託料、給食調理業務委託料、

図書司書の賃金などを支出しています。 

 図書司書につきましては、平成２７年度に委託から直接雇用としましたので、支出

項目と金額が変更になっています。直接雇用したことにより、約６校で７２０万円の

経費節減となっております。 

 教育振興費では、特別支援員の賃金、図書購入費、教材費、就学援助費などを支出

しています。 

 ここでエアコン導入による各学校全体の電気代の影響について、報告いたします。 

 エアコンの利用が平成２６年９月から始まりましたので、９月からの１年間と同時

期の１年前を比較した結果、６校合わせて約４００万円の増となりました。 

 これに冬場の灯油代が約１００万円必要なくなりましたので、約３００万円の増に

なったことを報告いたします。 

 当初は約１,０００万円の増を見込んでいましたが、これはスイッチ集中の管理方

式、各学校における節電効果及び気候によるところが大きいものと考えます。 

 それでは、最初に三並小学校について、説明いたします。 

 １５７ページ、１５８ページの下段です。 

 ２項三並小学校費は、支出済額２,４８３万６,０００円です。 

 １目学校管理費として、１,９３８万４,０００円の支出で、修繕費、光熱水費等の

１１節需用費と給食調理業務委託料などの１３節委託料が主なものです。 
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 平成２６年度比２５０万円の減となっていますが、これは、プール濾過装置修繕料

をはじめとする各種修繕料の減によるものです。 

 １５９ページ、１６０ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費として５４５万１,０００円の支出で、特別教育支援員の賃金や図書

購入費等が主なものでございます。 

 １６１ページ、１６２ページをお願いします。 

 ３項中牟田小学校費でございます。支出済額は７,４４９万５,０００円です。 

 １目学校管理費として６,１５７万３,０００円を支出し、修繕料、光熱水費及び給

食調理業務委託料が主なものです。 

 １６３ページ、１６４ページをお願いします。  

 長年の懸案事項でありました駐車場の整備に努め、４３台分の確保ができたことは

大きな成果であると考えております。 

 ２目教育振興費として１,２９２万１,０００円を支出しています。平成２６年度比、

約１７０万円の増となっています。主な要因としては、１１節需用費、教師用指導書、

教科書購入によるものであります。 

 １６５ページ、１６６ページです。 

 ４項東小田小学校費でございます。支出済額５,０８３万６,０００円です。 

 １目学校管理費として３,５５１万８,０００円を支出しています。平成２６年度比、

５５０万円の減となっていますが、これは、１１節、放送設備の改修工事によるもの

であります 

 １６７ページ、１６８ページです。 

 ２目教育振興費として１,５３１万７,０００円を支出しています。平成２６年度比、

２４０万円の増となっていますが、これは、教師用指導書、教科書購入によるもので

あります。 

 １６９ページ、１７０ページをお願いします。 

 ５項三輪小学校費でございます。支出済額６,８８５万６,０００円です。 

 １目学校管理費として４,８３６万９,０００円を支出しています。平成２６年度比、

約２７０万円の減となっていますが、これは、昨年非常用階段の改修を行ったためで

あります。 

 １７１ページ、１７２ページです。 

 ２目教育振興費として２,０３１万４,０００円を支出しています。平成２６年度比、

約２３０万円の増となっています。主な要因として、１１節需用費、教師用指導書、

教科書購入によるものであります。 

 ４目通級指導教室費として１７万２,０００円を支出しています。平成２５年度で開

設したものでありまして、平成２７年度は１１名在籍となっています。現在は１７名

の方が在籍しております。 

 １７３ページ、１７４ページです。 

 ６項夜須中学校費でございます。支出済額１億８６８万８,０００円です。 

 １目学校管理費として８,４８０万円を支出しています。平成２６年度比、約１５０

万円の減ですが、これは、修繕費の減によるものです。 

 １７５ページ、１７６ページです。 

 教育振興費として２,３８８万７,０００円を支出しています。平成２６年度とほぼ

同額であります。 

 １７７ページ、１７８ページです。 

 ７項三輪中学校費です。支出済額６,１４４万１,０００円です。 

 １目学校管理費として４,０４８万４,０００円を支出しています。平成２６年度比、

ほぼ同額であります。 



 38 

 １７９ページ、１８０ページです。 

 ２目教育振興費では２,０９５万７,０００円を支出しています。平成２６年度比、

約１５０万円の減となっています。主な要因は、備品購入の減によるものです。 

 次に、１９１ページ、１９２ページをお願いします。 

 ９項文化財保護費であります。支出済額は５,５３３万６,０００円です。 

 １目文化財保護総務費として１,７８４万６,０００円を支出しています。平成２６

年度決算額とほぼ同額となっていますが、平成２７年度は町史本編と資料編の一部を

刊行することができました。 

 １９３ページ、１９４ページ下段です。 

 ２目埋蔵文化財調査費については１２８万８,０００円を支出しています。 

ここでは開発行為に伴う試掘調査費を支出しています。２７年度は事前協議、問い

合わせが２８０件、事前審査２３件で、うち１６件の試掘確認調査を行っています。 

 ３目文化財補助事業費では３,６２０万２,０００円を支出しています。 

 事業としましては、東小田峰遺跡、玉虫遺跡、三牟田・西田遺跡の整理作業と調査

報告書刊行及び朝倉古窯跡群の調査であります。 

 １９５ページ、１９６ページです。 

 ４目埋文調査受託事業費については、該当物件がありませんでしたので支出をして

おりません。 

 教育関係の決算について、説明を終わります。 

 続きまして、成果と課題について、説明いたします。 

 教育課の２７年度主要施策の成果と課題です。 

 資料の１２４ページをお開きください。 

 学校教育におきましては、筑前町教育施策に基づき、重点項目の推進計画を立て、

義務教育の推進を図っております。 

 主な点についてのみ説明をいたします。 

 特別支援教育については、小学校８クラス、中学校５クラスの４７人の特別支援学

級に在籍する児童生徒に対し、教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援が行

われ、個々の持てる力が高まるとともに、生活や学習上の困難が改善されました。 

 なお、町単独費による特別支援教育支援員を９名と学習支援員を２人を雇用し、各

学校に配置いたしました。 

 次に、教職員研修事業です。 

 先生たちの授業力の向上を目指し、経験年数やキャリア、職務内容、教育課題に応

じた研修・研究を実施しました。 

 下段です。  

 また、小中学校教育に対する指導業務では、指導主事を２名配置し、校内研修への

指導主事派遣により授業改善の指導を行い、中学校では授業改善のための研修が達成

してきました。 

 １２５ページ、中段です。 

 教育支援センター、適応指導教室事業については、不登校生徒の学校復帰を支援す

る目的で、適応指導教室を平成２４年度に教育委員会内に開設いたしました。家から

一歩も出られない完全不登校の生徒の入室を行うことができました。 

 次に、スクールソーシャルワーカー事業については、その専門性から、学校と家庭

のパイプ役として、課題を持つ子の対応に大きな成果があり、学校からも大きな評価

を受けているところでございます。 

 １２６ページ、ＡＬＴ事業については、直接雇用であるため担任教師との連携がス

ムーズに行われ、子どもたちに対する外国語授業に大きな成果が上がっております。 

 １２７ページ、下段です。 
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 コミュニティスクール指定校補助事業では、地域に開かれた学校づくりの推進を目

指し、２４年度以降町内すべての小中学校で取り組み、中学校２校を除き小学校４校

で、文部科学省コミュニティスクール推進事業の指定を受け、学校運営協議会による

学校経営についての協議がなされ、教育活動の支援が行われました。 

 １２８ページです。 

 サマースクール、ウィンターキャンプ事業では、中学生を対象として実施し、進路

獲得に向けて基礎的、基本的な内容の定着や学習意欲の向上に成果を上げました。 

 いじめ問題等解決に向けた外部専門家活用事業です。 

 平成２５年からの事業でありまして、専門的な見地からいじめ問題等の未然防止、

早期発見の効果的な取り組みを実施したところであります。 

 次の通級指導教室事業です。ことばの教室と通常言っております。につきましては、

ニーズにこたえるため、平成２５年度に開設し本年で４年目を迎えます。 

 三輪小学校に専門の研修を受けた教師を配置し、７名からスタートしました。非常

に好評でありまして、現在１７名の児童が通っております。 

 教育情報化推進事業では、全小学校の普通教室に電子黒板を導入し、より充実した

授業内容の確立に努めることとしています。今後いかに有効活用に資する必要があり

ます。 

 中１ギャップ対策事業では、夜須中に数学、三輪中に英語の常勤講師を配置し、中

学校入学後躓きやすい科目の取り組みを行ったところであります。 

 次に、文化財に移ります。 

 １２９ページをお願いします。 

 埋蔵文化財調査事業です。 

 開発に先立ち、開発予定地の事前協議を行い、必要に応じて試掘調査を実施するこ

とにより、開発と文化財保護の調整を行っています。２７年度は事前協議２８０件、

試掘確認調査は１６件を行いました。 

 文化財報告書作成事業として、国の補助事業により、東小田峰遺跡、三牟田・西田

遺跡、玉虫遺跡の整理作業と調査報告書の刊行を行いました。 

 また、多数の過年度未報告遺跡があり大きな課題でありますが、現状としては計画

的に進めているところであります。 

 なお、併せて整理済み出土遺物の活用方法や歴史民俗資料室のより良い活用方法を

検討していく必要があると考えています。 

 町史編纂業務では、合併１０周年記念事業として平成２３年度から取り組み、よう

やく刊行することができました。これまで約３,３００万円を費やしているところで

す。現在資料編の一部とダイジェスト版の刊行に努めているところであります。 

 朝倉古窯跡群調査事業については、初期須恵器窯跡として、全国的にも貴重な遺跡

が町内に３カ所も所在しており、文化庁の指導のもとに調査を行ったところです。 

 今後の保存活用が課題でありますが、多目的運動公園との調和、並立により、地域

振興資源として活用できればと考えております。 

 次は１３０ページです。 

 学校給食費の収納状況についてでありますけども、平成２７年度末の給食費滞納額

は６校合わせて６４件の１６３万９,９７８円です。平成２６年度ほぼ同額であります

が、これは児童手当から直接引き落としができるようになり、新たな滞納が減ったた

めであります。 

 以上をもちまして、教育課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

奥村委員 

 奥村委員  石丸議員より一般質問がございました嘱託職員の勤務年数についてでございます。 
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 １２５ページのスクールソーシャルワーカーのところでございますが、その専門職

として、成果のところでは、問題を抱える児童生徒や家族が自ら対処する能力を高め

られ、生活、家庭環境の改善へ繋げられることができる。また課題のところでは、専

門職であり人材確保が難しいとあります。 

 どうして成果が出ていて、人材確保が難しい専門職を、勤務年数５年で延長しない

のかですね、そういったところを非常に疑問に思っております。そこのところの説明

をお願いします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  私が答弁すべきかどうかはちょっと迷うんですけども、先般から総務課長が申して

いることは、重々承知しながらも、担当課といたしましては、非常に専門職であり、

難しい立場の専門的な職員、あるいはスクールソーシャルワーカーの場合、学校と家

庭の大きなパイプ役、非常に重要な役割を果たしております。なかなか優秀な職員で

ございまして、そういう優秀な職員の人材を確保することは非常に難しいというふう

に考えておりまして、担当課といたしましては極力延長を願っているところでござい

ます。 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員  先ほど課長の説明にもございましたが、非常に学校からも評価が得ていると。 

 そこでですね、問題を抱えている家族になかなか受け入れてもらえず、例えばこう

いうことも言われたそうです。「あんたみたいに子どもを持ったことがない人に何が

分かるか」と言われたこともあったそうです。そういった中で、心を開いてくれるま

でにかなりな時間を要したと聞いております。親密な関係になることができ、また、

そういった子どもたちとも深い関係を築き上げるまでには、相当大変な苦労もあった

と思います。 

 ただ、私が言いたいのはですね、別にスクールソーシャルワーカーの別に肩を持っ

ているわけではなくて、私は子どもたちのために、立場から意見を申しております。 

 今まで心を閉ざしていた子どもがやっと心を開いて、おしゃべりすることができる

ような相手ができた。相談相手ができた。なぜ、そういった子どもから、大切な心の

よりどころとなっている大事なものを取り上げなくてはいけないのでしょうかと。 

 また、５年で辞めてもらうのであれば、１年前からですね、補助員とか準備期間を、

そして上手にバトンタッチができるような、そういうシステムにしてほしいと思って

おります。 

 そしてこのことについては、筑前町は先進地だと聞いておりますが、このあと後ず

さりすることがないように、常に先進地であってほしいと思っております。そこのと

ころを教育長、どのようにお考えでしょうか。お願いします。 

 委 員 長  大雄教育長 

 教 育 長  お答えいたします。 

 確かにですね、スクールソーシャルワーカー、全国的にも、あるいは県内でもです

ね、先駆けて本町配置をいたしました。 

 先ほど課長がですね、説明申し上げましたように、学校それから生徒、保護者、た

いへんありがたがっていらっしゃいます。また、結果もですね、確かな形で出ている

ような状況にございます。 

 これからですね、各学校現場には、これは本件だけてなくて、スクールソーシャル

ワーカーをですね、拡充配置をしていこうと。そのようなですね、国の方向性が出て

おります。 

 今後そのような専門職を任用するというのは、需要が増してまいりますので、困難

な度合いというのはですね、さらに大きくなってまいるんではなかろうかなと、その
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ようにも考えているところです。 

 この任用の任期等の問題につきましては、総務課を含めてしっかり検討をさせてい

ただきたいと。そして優秀な人材をですね、確保したい。そのように努めてまいりた

いと、そのように考えているところです。 

 委 員 長  奥村委員 

 奥村委員  よろしくお願いいたします。 

 この件に関しまして、文教としましても全体の課題として取り上げていきたいと思

っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  今の件について、町長、考えを。５年で切るということについての考えを。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 これはですね、一言で言えば法律解釈と企業との関係をどう見るかということだろ

うと思っております。 

 ですから、どの職員でも、一般職員でもですね、６０歳になればいかに優秀な課長

でも、やっぱり交代しなくちゃならない。これは、職員異動というのは、単なるそこ

の職種の問題だけではなくて、トータル的に組織としては異動が好ましいというの

が、組織運営の基本だと、私は考えております。 

 ５年か６年か１０年かということになってまいりますけれども、その期限は今のと

ころ総務課長が言っておりますように、民間企業にならった５年が適当ではなかろう

かと。そのような考え方で、現段階ではそうでございます。 

 様々に意見がございます。課長からも意見が出てまいります。そういった中で、内

部でもしっかりとした議論を行っておるわけですけれども、これをやった場合の問題

点というのも、かなりのものが出てくるということでございまして、そこまで考えて、

総合的に考えて、現段階では、様々な事情、個別には事情がありまして、本当に優秀

な職員がたくさんいると、私も耳にしておりますし、感じてもおります。 

 そのことは踏まえながらも、何かまた別段の手立てがないものだろうかと、そのよ

うにも考えているところでございます。 

 だから、筑前町だけで考えるんじゃないよと、もっと広域に考えれば、嘱託間の異

動だってあり得ていいじゃないかというようなことも考えられますので、様々に知恵

を出していきたいと。それと法律解釈を明確にしたいと、そういったこともありまし

て、弁護士への相談も考えている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  じゃあですね、今日じゃなくても結構ですから、様々なとかいろいろとかじゃなく

て、具体的に、具体的にどういう問題があるのかをですね、明確にしてください。 

 広域とかいろいろ言っておりますけども、じゃあ隣の朝倉市では１０年とかという

ふうに聞いておりますよ、ね。 

 だから、なぜ筑前町が５年でなければならないのかを、私もずっと一般質問の中で、

この問題については聞いてきたわけですよ。しかし、まだ明確に５年でなければなら

ないというのは、私は聞いてないと思います。 

 ぜひですね、そこを明確に、本当にやっぱ現場の声をしっかり聴いてくださいよ。 

 あのですね、町長、ご存じかどうか知らんですけれども、こういうことがあるんで

すよ。 

 例えば総務課は、もう５年になったから、次は雇用しませんと言って切っとって、

現場では、その人が退職しなきゃならんから、どうしてもあと要るでしょう。それは

総務課が連れてこないかんのに、担当課長が探さないかんとかというのはどういうこ



 42 

とですかね。総務が切ったなら自分が連れてこないかんでしょうもん。それを担当課

長に、必要なら連れてこいみたいな言い方してから。 

 本当にやっぱ現場の声を聞いて、やってもらわんと、もうちょっと明確に、その５

年の根拠というのをですね、してくださいよ。以上です。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  総務省の文書もですね、併せて見ながらですね、意識をと言いますか、理解を共有

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  石丸委員 

 石丸委員  総務省の通達も、私も一般質問の中で紹介しとるはずですよ。 

 それは捉え方もいろいろあるかもしれんですけど、あれ素直に読んだら、今、町が

言っているようなことは、私は違うと思いますので、もう１回しっかり読んでくださ

いよ。以上です。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  決算書の各小中学校の中に教育振興費がありますけども、その中に各小中学校、大

刀洗平和記念館見学負担金というのが上がっています。これは、各小中学校の学年を

決めて行っているのかどうかを、まずお尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  各小中学校とも高学年を中心に、大刀洗平和記念館への研修を行っております。 

 ５、６年生、中学３年生が主でございます。来年度以降も計画的に実施いたします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  来年度も高学年となると、今年の５年生は来年も行くということになりますが、そ

ういうふうな捉え方でよろしいでしょうか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  基本的に２回行くことはないと思われます。 

 大きい学校は５年生、６年生、３年生、４年生があるかもしれませんけども、基本

的に１学年でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  資料のほうでお尋ねします。 

 １２７ページです。 

 学校教育費、幼稚園就園奨励費、私立幼稚園補助事業の中で、将来の課題の中に、

この事業は、国庫補助に成り立っており、補助率３分の１であるが、実際は４分の１

程度しか入っていないとありますが、どうしてそうなるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  これは国の制度でありまして、国の予算の範囲内で支出されるため、どうしても３

分の１になることはなかなか難しいということでありますけども、国は少しずつこの

幼稚園に対する助成を考えておりまして、徐々に解消されるのではというふうに考え

ております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  じゃあ、全般的に考えてですね、国の補助７割とか４割とかというのも、そのまま

きちんと入るというわけではないのですか。 

 これは教育課長じゃなくていいですけど、答えていただきたいと思います。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  財政課のほうでということで、歳入も見ておりますので。 

 基本的に補助要綱を見るとですね、何十％以内と書いてあるんですよ。 
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 ですから、それはきちっと来る場合もありますし、以内で来る場合がほとんどだと

思います。 

 ですから、２分の１以内と、それが３分の１しか来ないときもあるということでご

ざいますので、そういうふうな書き方で要綱がなっております。ということでござい

ます。以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  では、資料の１２９ページ、文化財についてお尋ねします。 

 文化財報告書作成事業、これは圃場整備後の関連した調査報告書を作っているとい

うことですが、まだ５０遺跡以上残っている。 

 圃場整備は随分前に終わっていると思うんですけども、どうしてこんな５０遺跡も

残ったことになったのか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  通常文化財が出ましたら、そこで調査をして報告まで終わって、すべて終わりとい

うことになるんですけども、圃場整備の場合、どうしても事業を急ぐがために、圃場

整備、早く田んぼを仕上げろということが先行したがために、この遺物調査、遺跡調

査が遅れてきたものでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今後の見通し、すべて完了するまでどれくらい見込んでおりますでしょうか。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  約２０年をかけて計画中でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、教育課を終わります。 

 委 員 長  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  それでは、生涯学習課の決算について、説明をさせていただきます。 

 決算書１７９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９,８３５万１,０００円で、職員給与、嘱託職員、社会教育指導員等の人

件費、成人式の経費及びＰＴＡ、青少年育成町民会議などの補助金が主な支出でござ

います。 

 続きまして、１８１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３,５２３万円で、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でございます。 

続きまして、決算書１８３ページ、３目公民館費でございます。 

 支出総額４９５万８,０００円でございます。公民館長報酬、高齢者学級及び公民館

講座講師謝金、青少年事業と自治公民館活動支援のための補助金でございます。 

 続きまして、決算書１８５ページ、４目公民館支館費３４５万円でございますが、

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は、支出総額３,９４０万３,０００円で、１１

節消耗品費は、図書館雑誌、新聞購入等でございます。 

 委託料では、図書館運営業務委託料２,７４３万６,０００円を支出しております。 

 ＴＲＣ図書館流通センターマーク委託料４６万４,０００円は、新刊情報と新刊購入

手続き、及びその書籍のデータベース化を行うシステム管理業務のためのものでござ

います。 
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 １８節備品購入費では、図書資料購入費６４８万８,０００円を支出しております。 

 決算書１８７ページ、６目めくばーる学習館費は、支出総額３,８４４万６,０００

円となっております。支出内容につきましては、コスモス図書館とほぼ同様でござい

ます。 

 決算書１８９ページをお願いいたします。 

 ８目文化振興費は、支出総額１,６１５万５,０００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への補助、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、音響など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ります。 

 続きまして、決算書１９５ページをお願いいたします。 

 １０項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては、７０９万４,０００円の支

出でございます。各種スポーツ大会、指導者研修会、スポーツ推進委員会等経費や体

育協会、スポーツ少年団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、パークゴルフ大会、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の運営を体育協会に委

託しておりますので、その委託料でございます。 

 全国規模大会助成金は、ソフトテニス、空手道、少林寺拳法、３団体と個人に助成

をしております。 

 続きまして、２目体育施設費で、支出総額３,５８５万９,０００円でございます。

社会体育施設の維持管理及び学校施設開放による夜間照明の光熱費が主な支出でご

ざいます。 

 １３節委託料では、体育施設管理委託料１,０８４万１,０００円支出しております

が、主なものとしては、農業者トレーニングセンター管理３９５万５,０００円、三輪

小学校体育館での三輪地区体育施設管理業務３５２万３,０００円、三輪小学校体育館

天井改修工事設計業務委託料１７２万８,０００円などでございます。 

 １４節使用料では、農業者トレーニングセンターの用地借上料３３６万２,０００円

などを支出しております。 

 １８節備品購入費は７４５万８,０００円の支出でございます。レスリングマット、

多目的運動公園のサッカーゴール等でございます。 

 以上が決算でございます。 

 続きまして、資料のほうにまいりたいと思います。 

 資料の１３１ページをお願いいたします。 

 生涯学習社会の実現をめざす社会教育の推進では、社会教育委員会の活動におい

て、１０月に開催した子どものつどいに参画し、大声大会を実施し、筑前町「子ども

の約束」のＰＲに努めてまいりました。 

 筑前ボランティア講師派遣事業では、３７名のボランティアを講師として派遣した

ところでございます。 

 １３２ページをお願いいたします。 

 明るくたくましい青少年の育成では、町内の４つの学校の小学生が参加した６年生

交流会を８月と２月に実施をしました。こども会議、通学合宿、ちくぜん町探検隊、

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しました。 

 また、通学合宿は、地域主体の推進を行い３カ所で実施を行いました。 

 資料１３４ページをお願いいたします。 

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

味を生かして、活発な活動ができたというふうに考えております。 

 ここで資料の訂正をお願いいたします。 

 資料の１３４ページ、上から２段目の青少年育成団体と指導者の育成団体の右端の
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将来の課題でございます。ここを修正させていただきたいと思います。 

 各専門部会の部会員は、あて職で活動してある方が多く、長年熱心関わってくださ

っている方の後継者育成が課題と書いておりますが、あて職で部会員になられた方の

活動が不十分であるかというふうな誤解を招いております。あて職で部会員になられ

た方も、１年間ボランティアとして十分に活動されておりますし、翌年から一部会員

として活動をされている方もおられますので、ここの文章の「あて職で活動してある

方も多く」というところを削除していただきたいと思います。 

 続いて資料１３４ページ、下段のほうでございます。 

 いつても、どこでも学べる成人教育の推進ということで、出前講座の開催は年間１

２２回開催をしております。さらに活動していただけるように、ＰＲと内容の充実を

関係機関と連携して取り組みたいと思っております。 

 資料１３５ページをお願いいたします。 

 公民館主催の成人講座を９講座開催しております。詳細については、資料をご確認

いただきたいと思います。 

 続きまして、資料１３６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、パークゴルフ大会につきましては、先ほど決算のほうで申

しましたように、体育協会に運営を委託し連携しながら、実施に努めて参ったところ

でございます。 

 しかしながら昨年は、悪天候のため、ソフトボール大会、パークゴルフ大会、キッ

クベースボール大会が中止となりました。 

 資料１３７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。 

 どの施設も多くの利用があっておりますが、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必要があるというふうに考えておりま

す。 

 続きまして、資料１３８ページ、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にて主催しているところでございます。 

 資料１３９ページをお願いいたします。 

 ホールの運営充実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

を実施しております。１２事業で、延べ２,６４７人の来場がありました。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いうふうに考え

ております。 

 資料１３９から１４０ページでございます。 

 コミュニティづくりをめざ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、広場整備の助成金がございま

すが、２７年度の実施地区はございませんでした。 

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

行っております。 

 続きまして、資料１４１ページでございます。 

 図書館でございますが、サービスの充実、資料の整備・充実、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、布絵本講座、読書リーダー育成講座、お話会などを実施しております。

また、団体貸出も１万冊を超えております。 

 予約やリクエスト制度の活用、レファレンスにも積極的に対応し、利用の促進を図
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ってまいりました。今後は更なる図書館のサービスの充実と読書意欲の活性化を図っ

ていきたいと考えております。 

 以上で、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。 

梅田委員 

 梅田委員  決算書１８６ページに、これはコスモス図書館の委託料が掲載されておりますし、

１８８ページにはめくばーる図書館委託料が掲載をされております。それぞれありま

すが。 

 図書館の業務と言いますか、運営につきましては、以前議会と、そしてまた行政で

も武雄市の図書館に視察に行かせていただいた経緯があります。 

 そういったこともいろいろご理解いただいたと言いますか、取り入れていただい

て、平成２７年４月１日からは開館時間が延長されております。 

 以前は、土日祝日は１７時まででしたが、一律１９時までになっておりまして、利

用者の側からすれば利便性向上、努力していただいてありがたいことだと思います。 

 ただ、夏場と冬場と言いますのは、１９時までと言いましても、なかなかこの利用

をする方に違いがあるので、利用者数に違いがあるのじゃないかなというふうに思わ

れますが、この点、何かこの２年間にわたって統計なり取られたことがあるのか、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。 

 昨年から２時間延長ということでありまして、昨年の４月から８月までと本年の４

月から８月までを比べてみますと、若干今年のほうが少なくなっているのかなという

ことで、まだ始まって１年半ぐらいでございますので、まだその２時間延長はですね、

トータル的には平成２６年度よりも２７年度のほうが貸出冊数とか貸出者数は増え

ておりますけども、その２時間延長したことでの結論というのはですね、まだちょっ

と出てないところでございます。 

 委 員 長  梅田委員 

 梅田委員  先ほど言いましたように、利用者からしますと時間が長ければ、それだけ図書館も

利用できますのでありがたいことでありますけど、冬場は７時とかになりますと、も

う真っ暗な状況の中でなかなか利用者の方がそれほど多くないのかなというふうに

も推察されますので、この辺の調査をですね、しっかりしていただくべきじゃないか

と思います。 

 そして状況によりまして、やはり例えば夏時間の開館時間と冬時間の開館時間、そ

ういったことの考え方も視野に入れていただいてもいいのじゃないかなというふう

にも感じておりますので、ぜひ、その辺の統計等を取っていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  また、いろんな利用者の来館される時間等をですね、何人その時間に来館されてあ

るかということも十分調査いたしまして、今後検討したいというふうに思っておりま

す。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の１９７、１９８ページです。 

 ９款１０項２目１３節委託料ですが、体育施設警備、施設清掃、施設管理の委託料、

決定時期はいつでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 
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 ４月に契約をしております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ２７年の４月ということでいいんですよね。 

 ということは、もう決定してるのに、何で不用額が８０何万も残っているんでしょ

うか、お尋ねします。 

 その後の議会で減額補正できたはずです。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  この委託料はシルバー等に頼んでいる部分もありす。 

 シルバーは、最終的に３月で、増になることはほとんどありませんけども、減にな

るということもございますので、その残とか、あるいは多目的運動公園の管理費が２

７年度から、９月ぐらいから確か発生していると思いますが、その分についても、予

算的には取っておったと思いますけども、そういう部分も若干残ったのかなというふ

うに思っております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  財政課のところでもですね、不用額が非常に多いということで、課長が随分心を痛

めていました。本当にカットできる財源があるんだったら、直近の議会で、ぜひ減額

補正をしていただきたいと思います。 

 なるべく不用額を残さないようにお願いしたいと思います。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  資料の１３２ページをお願いいたします。 

 ６年生交流会ということで、８月と２月に行ってありますけど、参加人数は書いて

ありますが、何人募集してこの人数になっておるんでしょうかというのと、同じ関連

で、なぜ１泊２日なのか、２泊３日なり３泊４日なりと。 

 以前、少年の船とかフレンドシップとかは４泊５日とか３泊４日で、その中でいろ

んな交流が、親しみができて、絆ができてということもありますけども、なぜ１泊２

日なのかというのを、ご回答をお願いします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 それぞれ定員は、昨年の定員は３０名でございました。 

 １泊２日ということで、これは昨年もですね、どの議会かちょっと私は把握してお

りませんが、そういう質問が出ていたというふうに思っております。 

 それを受けまして２８年度は、２泊３日ということで、今週の土曜日から、台風が

ちょっと心配でございますが、２泊３日で夜須高原のほうに行くということになって

おります。以上でございます。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  では、このオーバーした場合は抽選という形になるんだろうと思いますけど、どう

でしょうか、その点は。 

 そのオーバーの人数によって違うと思いますけど、２、３名のオーバーだったら、

もう受け入れるという形なんでしょうか。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 今、議員が言われたとおりで、２、３名のオーバーなら受け入れるということでご

ざいます。 

 委 員 長  他に質疑はございませんか。 

横山委員 

 横山委員  ２つお尋ねをいたします。 
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 １つ目は、決算書の中、１９７ページでございます。 

 これは昨年も話に上がっていたと思うんですけれども、１４節用地借上料の件でご

ざいます。 

 毎年毎年３３０万のお金を払っているということを昨年お聞きしましたけど、買収

するというような話も昨年あったかと思うんですけども、その辺りはどうなっている

のか、お答えをお願いします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 これにつきましては、現在不動産鑑定士による鑑定価格が出ております。が、現在

町のほうで検討中でございますので、それとまだ地権者の方の相続ができていないと

いう部分も、現在あるところでございます。以上でございます。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  今までにですね、何千万かになっているかと思うんですけれども、無駄遣いのない

ようにするために、早急に解決をしていただきたいなというふうに思います。 

 この件は終わります。 

 もう１つ、次の件でございます。 

 隣に文教委員長おられますけれども、仙道公園パークゴルフ場の件でございます。 

 何回か話が出ていると思うんですけれども、コース内で交差をしているホールがご

ざいますね。 

 文教のほうからも相談があったと思うんですけども、その後の対応はいかがでしょ

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。 

 現在、老人クラブのほうから、そういう申し入れがあっていたと思いますが、パー

クゴルフ協会と日程を調整していただいて、うちのほうも入って一緒に協議をすると

いうことにしておりましたが、その日程がですね、まだ現在決まってないところでご

ざいます。 

 委 員 長  横山委員 

 横山委員  パークゴルフ場、仙道公園ですね、やられたこと、あります？ 

 というのが、やはり危ないです。 

 なぜ、私がこんなに力を込めて言うかというと、私はパークゴルフ協会の会員なん

ですね。あそこでやってるんです。何回も。やっぱり危ないなというふうな気も持っ

ていますので、早急にやっていただきたい。 

 それから、相談を行ったときに、協会のほうでどうのこうのとかいう話があったと

かいう話も聞いていますけども、それはちょっとお角が違いますから、よく吟味して

いただいて、打ち合わせしていただいて、何ならオブザーバーで私が出ますんで、よ

ろしくお願いをいたします。以上です。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  資料の１３８と１４１、若干重なるというか、ちょっと間違いなところがあるかも

しれませんが、ちょっと質問させていただきます。 

 ホールの運営と利用促進ですね、そういうのでコスモスふれあいホールとめくばー

る町民ホールということで、いろんなイベントなりコンサートなりを考えてあります

が、関連と言いますかですね、それはそれで置いときます。 

 １４１ページのですね、図書館。申し訳ございません。ちぐはぐになっております

が、図書館の利用者が増えているということで、先ほど課長のほうから報告がありま

したが、あと利用者をもうちょっと増やす。会員ですね、図書カードを持ってある方
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を増やすには、ここに広報ちくぜんなりホームページ、防災無線、ポスター等の有効

活用と書いてありますが、それ以外に方法は考えてあるんでしょうか。 

 それと、図書館の同じ建物の中に、隣に以前喫茶室と言いますか、いろんなお店が

入れ替わって、今空き家状態になっておりますが、そこら辺と一緒にしてですね、そ

こでも本を読みながらコーヒーが飲める。いったような利用の仕方なり、そこの図書

館の横の空き店舗の利用とかは考えてあるんでしょうか。 

 また公募、テナント募集ですね、そういったのはあるんでしょうか。お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 まず、図書館の利用者を増やす方法ということで、資料にも書いておりますが、ブ

ックスタートというのがありますので、資料にも書いておりますが、そういう中で本

を子どもたちに１冊なり２冊なり渡しておりますけども、その中で登録していただく

というふうな方法も取っておりますし、今後図書館システムを今年度中に新システム

に変える予定でございます。 

 その中におきましても、今度はインターネット予約とか、そういうのができるシス

テムをですね、現在計画しておるところでございますので、そういったことでもまた、

利用者それから利用冊数、貸出冊数等が増えるというふうに思っておるところでござ

います。 

 それから喫茶店につきましては、まだ現在検討中でございますので、６月の一般質

問で出ておったと思いますが、まだ現在検討中と。 

 失礼いたしました。 

 喫茶店のあとの利用でございますが、図書館の機能として利用するということも考

えておりましたけども、喫茶店の応募がですね、利用したいということが情報で入っ

てきておりますので、そのまま喫茶店ということで、今後公募したいというふうに考

えておるところでございます。 

 少しまだ検討中でございますが、一応公募の方向でいこうということでございま

す。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  今の話では、テナントの応募があったというようなことかと思いますが、今までの

ような形でのテナント応募があって、手を挙げられて、じゃあいいですよという形に

なると、企業努力も必要でしょうけれども、今までのような形で、お客さんが少なく

なると、またやめるというようなこともあるかも分かりません。それは分かりません

けれども。 

 ただ、６月に私、質問させていただいた以降３カ月十分に協議されて、いろんな方

法を見つけられていると思います。  

 私は、今度借りられる方にもですね、町として要望をする。例えば、こんなふうに

使ってもらえないかと。生涯学習課としては、イベントなりを組みながらより多くの

人を寄せる。その寄った人たちが行くと。 

 それから、違うようなイベントもそこで組んでもらえないか、いろんなことをです

ね、やっぱりテナントの応募をしてくる方と打ち合わせを、十分していただくのがい

いんではないかというふうに思います。 

 ただ、単なるコーヒー屋さんが喫茶店としてされるだけもいいかもしれませんけ

ど、そういう町としての要望もですね、していただいて、そして、より多くの人にあ

そこを、居場所づくりをしてもらいたいというふうに思いますし、もう１つは、駐車

場の関係を以前から、図書館のイベントがあると、図書館においでになる方の駐車場

がないというようなこともあります。 
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 喫茶店とめくばり館の間のあのスペースを有効活用できないかというようなこと

で、仮に駐車場とか、いろんな考えもお持ちだと思いますけれども、そういうことも

含めてですね、応募していただいた方と打ち合わせをして、より多くの方、町民の方

の居場所づくりにお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 今、山本委員が言われましたように、面接を当然するわけでございますが、そのと

きに、町の要望としては、こういったことでやってほしいというふうなこともですね、

添えながら、それに沿ってやっていただきたいということで、面接等をして、その経

営の方を選んでいきたいというふうに思っているところです。以上でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  先ほどの横山委員の農業者トレーニングセンターに関してですが、この問題は、ず

っと夜須の時代から続いている問題で、地権者の地代が人事院勧告によって上下する

という、下がることはまずないんでしょうけども、そういう物件なんですね。おかし

い、おかしいということで、夜須時代の議員の方たちも随分追求をされていました。 

 今、老朽化も激しく、今後もっともっと補修費がかかると思うんです。思い切って

他の場所に移転なりすることを考えられないのか、見解をお尋ねします。 

 委 員 長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 これはですね、本当に昭和５８年に建設された建物だと記憶しております。 

 そのときに、何でこの用地が買収ができなかったということも、ちょっといろいろ

調べてみるんですけれども、当時は当時の事情があったことだろうというような理解

をしております。 

 その後土地の価格の変動、農地でありましたんで。それから人勧。最初は米の価格

で決定されておったと思います。 

 その後、米の価格が下落傾向になったんで、人勧への切替えがなされたと。 

 しかし、人勧も上がらなくなったんでということで、最近は上昇はほとんどしてな

かったんじゃないか、下落しておったんだろうと思っております。 

 ただ累計いたしますと、かなりの額を支払ってきたということでありまして。 

 ただ、基本はこの施設が利用されているか、住民の視点に立てば、利用されている

かどうかが一番基本だろうと思っております。 

 かなりの利用があっていることは事実でございます。町外者も利用しております。 

 それとこの施設があるがゆえに、夜須中の体育館とトレセンがあるがゆえに、地区

大会なんかもうちで開催されているケースが多いということで、かなりの利用はされ

ている。 

 しかし、土地代が、借上料があまりにもかさむから買い上げようという、ちょっと

計算もいたしました。と同時に接触もいたしました。以前ですね。 

 しかしなかなか折り合いがつかないということで、このまま流れてきとったわけで

すけども。 

 今、担当課、前課長なり今の課長なり等々がしっかり努力をいたしましてですね、

いろいろ地権者の方と接触をやっております。そして、地権者の方々からも、かなり

前向きな話もいただいているところでございます。 

 ぜひ、何とか解決をしたいと思っております。 

 ただ、この施設を解体するにもですね、かなりの経費がかかるということも事実で

ございます。 

 そして、元の状態にして戻すのか、その用地を買収するのかという、様々な条件が
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考えられますけども、解体費が思った以上に今はかかるような時代になったというこ

とも、計算ずくの中でやっていかなければならないと。それと土地の評価がかなり以

前と変わってきたということであります。 

 そういった総合的なことをまとめながらですね、今、地権者といろいろ接触をして

いるところでございますので、今しばらく時間をいただきたいと思っております。 

 また、屋根等がですね、いくらか雨漏りの話もありまして、このまま改修するには、

もう及ばないんじゃなかろうかということ。 

 ただ、このまま使えば、あと１０年は使えるんじゃないかなという話も出ておりま

すしですね、総合的に考えたいと思います。今しばらく時間をいただきたいと思いま

す。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  先ほどホールの運営、充実と利用促進についてということで、途中から飛びました

けれども、申し訳ございませんでした。 

 それについて質問いたします。 

 いろんなコンサートなり、年間１０何回かあっておりますが、この項目ですね、誰々

を呼ぼうとか、こういう催しをしようと、行事を行うということは、職員の方で決め

てあるのか、そういった文化協会とかいろんな方たちが入って、こういうのが来てほ

しいよねと、いう部分の意見をいただいて、こういう企画をしてあるんでしょうか、

その辺をお尋ねします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 生涯学習課の担当と、それからいろんなイベント会社のほうから、うちのほうに資

料とか持って来ますので、それを協議しまして、決定をしているところでございます。 

 委 員 長  山本久矢委員 

山本久矢委員  町民の方々なり代表なりにですね、やっぱり聞いてですね、「いや、そんなんあん

まり行かんよ」というような項目もあるかもしれません。そういう言い方は失礼にな

るかもしれませんが。 

 ということでですね、やっぱりイベント会社は売り込むほうだから、こういうので

集客見込めますよ。見込める、見込めんは、とにかく１回で、はっきり言って商売に

なるんですから、そういうのだと思います。 

 ですので、一般町民の方たちからアンケートなり、そういったのをですね、意見を

聞いてほしいなということで、これに質問しております。 

 以前、自分が議員になる前ですけれども、こういうイベントはどげんねと言うと、

オペレーション、いろんな設備をするのにお金がかかる。 

 でもこの、私が言ったのは一般の方たちの、今は若干少なくなりしたけども、スト

リートミュージシャンといって、近くで言えばピーポート甘木のほうで２組ぐらい

の、ギター弾いて子どもたちというか、青年がやっております。 

 また、久留米のほうにもおられます。ストリートミュージシャン、そういった方た

ちの、またバンドで頑張っている方たちもおられるんで、その方たちの発表の場を企

画せんねと言ったら、なんかいろんな費用がかかり過ぎるからできないということで

ですね、そのほうのイベントもですね、企画していただいて、広く一般の町民の方か

ら、いろんなイベントなりを、意見をですね、聴取してほしいなと思います。よろし

くお願いいたします。 

 委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 アンケートのほうは、来場された方につきましては、ただアンケートを取っている
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ところでございます。 

 また、今、委員が言われましたように、いろんな方からですね、そういう意見を聞

きまして、そういうのもですね、念頭に入れながら、今後も検討していきたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、生涯学習課を終わります。 

 これで歳出を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をしたいと思います。 

 ３時４０分から再開します。 

（１５：２７） 

 再  開  

 委 員 長   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１５：４０） 

 委 員 長  歳入の説明を求めます。 

財政課長 

 財政課長  それでは、歳入につきまして、説明いたします。 

 歳入につきましては、決算の概要において説明いたしておりますので、繰り返しに

なると思いますが、主なものを説明していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 事項別明細でございます。 

 １款町税でございます。調定額３１億６,７８１万６,０００円に対しまして、収入

済額２９億２,０９１万１,０００円でございます。不納欠損につきましては、４８２

万１,０００円となっております。 

 次のページ、２款でございます。 

 ２款の地方譲与税交付金等につきましては、説明を省略いたしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 １３ページでございます。 

 ６款消費税交付金でございます。 

 消費税交付金につきましては、平成２６年４月から税率の変更がありまして、交付

額は大きく増えておるというような状況でございます。 

 この中で、社会保障財源化分というのがございます。これにつきましては、筑前町

につきましては、２憶３,７３０万９,０００円が増額となっておるところでございま

す。 

 それから、７款ゴルフ場利用税でございます。 

 ゴルフ場利用税につきましては、１,８２３万８,０００円でございます。 

 ゴルフ場利用税につきましては、ご存じかとは思いますが、廃止の議論がなされて

おるところでございます。消費税と二重課税になるというようなことでですね、話が

あっておりましたし、現在につきましては、ゴルフがオリンピックの種目に復活した

ということで、生涯スポーツとしてのゴルフの振興という観点の中でですね、廃止が

いいんじゃないかという論議になっております。 

 ただ、ゴルフ場利用税を受け取っておる交付団体につきましてはですね、ゴルフ場

利用税の廃止は、行政サービスを行う上での必要な財源を失うことになってきます。

大きな財源でございます。ゴルフ場利用税の存続に向けた活動は重要なものになって
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くるというように考えております。 

 それから、１７ページをお願いいたします。 

 １７ページ、１３款分担金及び負担金でございます。 

 調定額２億２８万５,０００円に対しまして、１億９,６６５万４,０００円でござい

ます。収入未済につきましては、２項３目児童福祉費負担金３４３万７,０００円でご

ざいます。これは、保育料の未収でございます。 

 それから、１９ページをお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料でございます。 

 調定額２億７,１４４万５,０００円でございます。収入済額につきましては、２憶

２,９７５万４,０００円でございます。収入未済につきましては、４,１６９万円でご

ざいます。 

主なものは、住宅使用料のですね、未納分ということでございます。 

 それから、２３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。 

 歳入につきましては、１２億４,２１４万２,０００円でございます。 

主なものにつきましては、１項３目の民生費の負担金、児童手当等ですが、３億６,

６２５万６,０００円、それから、児童福祉費負担金が１億３,５９４万５,０００円、

それから、心身障害者保護費負担金２億５,３２９万９,０００円でございます。 

 次のページでございます。 

 ページが間違っておりますが、２５ページでございます。申し訳ありません。２３

ページとページを間違っておるようでございます。 

 ２項２目総務費負担金でございます。 

 総務費補助金として１億１,２４０万８,０００円でございます。 

 それから７目、２７ページでございます。 

 土木費国庫補助金ということで、２億１,６７３万７,０００円でございます。 

 ２９ページでございます。 

 ２９ページにつきましては、１６款県支出金でございます。 

 収入済額８億５,９４８万３,０００円でございます。 

 主なものにつきましては、先ほど同等の１項３目民生費県負担金ということで、児

童手当の負担金、それから、国民健康保険基盤安定負担金、それから、児童福祉負担

金、保育所の運営負担金が６,７９４万１,０００円ほどでございます。 

 それから、心身障害者保護費負担金、心身障害者自立支援給付金等が主な内容でご

ざいます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 それから、３１ページにつきましては、２項民生費県補助金でございます。１億１,

３２２万７,０００円。 

 ５目農林水産費県補助金２億４,１３７万９,０００円でございます。 

 県費につきましては、主なものは以上でございます。 

 それから、３５ページをお願いいたします。 

 ３５ページ、下のほうでございます。 

財産収入でございます。収入済額１億５１１万円でございます。 

 主なものにつきましては、１項２目、すぐその下でございますが、各種預金利子と

いうことで、８,９７８万１,０００円でございます。 

 ３７ページをお願いいたします。次のページでございます。 

 ３７ページにつきましては、１８款寄附金でございます。 

 主なものにつきましては、２目指定寄附金でございます。ふるさと応援基金ですね、

４,１９８万１,０００円でございます。それから、みなみの里の寄付金ということで、
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５００万円ということでございます。 

 次、１９款でございます。 

 １９款繰入金につきましては、収入済額６億３,２１１万円でございます。基金繰入

でございます。 

 それから、３９ページでございます。 

 ２１款諸収入につきましては、収入済額２億１,６６５万３,０００円でございます。

細かいのは備考を見ていただきたいと思います。 

 それから、４５ページにつきましては、町債でございます。 

 ４５ページ、２２款１１億５,３９５万５,０００円の借り入れを行っております。

詳細につきましては、決算の概要のですね、４ページから７ページにありますので、

見ていただきたいというふうに思っております。 

 以上で、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。 

河内委員 

 河内委員  決算書の１９、２０ページです。 

 使用料、２目総務使用料の中の３節、喫茶室使用料とありますけど。これの説明を

もうちょっとしていただけませんでしょうか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  これは、さほどからちょっとお話もあっておりましたような、めくばーる図書館の

喫茶室の使用料ということでございます。 

 途中まで入ってらっしゃいましたからですね、その分です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  何カ月分ですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えします。 

 単純に計算しますと、４万何千円ぐらいですので、１２カ月分。結局、年度変わっ

たときにおやめになったというようなことだと思っております。 

 よろしいですか、こういう答えで。 

 委 員 長  他に質疑はございませんか。 

 質疑がないようです。 

 これから認定第１号「平成２７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、挙手をお願いします。 

 （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２７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いたしました。 

 委 員 長  続きまして、認定第２号「平成２７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。 

健康課長 

 健康課長  国保特別会計の決算について、説明をいたします。 

 決算書の２２２ページをお願いします。 
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 まず歳出ですが、１款総務費です。 

 １款１項１目一般管理費として、４,４３８万６,０００円を支出しております。 

 ２目の連合会負担金１２８万９,０００円は、国保連合会への事務費負担金です。 

 ２項１目賦課徴収費として、２２８万７,０００円を支出しました。 

 ２２４ページ、８節の報償費につきましては、収納対策専門員の報償費です。税務

課での雇用となっておりますが、国保会計から支出をしております。 

 ３項１目運営協議会費の５万８,０００円の支出は、国保運営協議会委員の日額報酬

です。 

 次に、２款保険給付費です。２３億４,２９０万１,０００円を支出いたしました。

前年度より１,９９８万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２０億４,５８５万円で、６３５万５,０００円

の増です。 

 ２２６ページの２項高額療養費が２億８,３０２万１,０００円で、１,４４２万１,

０００円の増です。 

 ３項移送費は、支出０です。 

 ２２８ページです。４項出産育児諸費が１,２５９万円で、１２６万１,０００円の

減です。 

 ５項葬祭諸費が１４４万円で、４８万円の増となっております。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金は４億８２６万８．０００円で、前年度とほぼ同額

となっております。 

 ２３０ページです。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金として２５万７,０００円を支出しております。 

 ５款老人保健拠出金は、事務費拠出金の１万４,０００円を支出しております。 

 次に、６款介護納付金は１億６,９１３万７,０００円で、前年度より１,９７５万９,

０００円の減となっております。 

 ２３２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標準化のため、県内すべての市町村

が拠出金を出し、医療費の額に応じて交付金が交付される事業に対する拠出金であり

ますが、８億９,３１６万７,０００円を支出しております。前年度より４億６,７６４

万４,０００円の増となっております。 

 これは、保険財政共同安定化事業の対象が、レセプト１件当たりの医療費が３０万

円を超えるものであったものが、すべての医療費が対象となったことにより、大幅に

増額となったものでありますけど、歳入の保険財政共同安定化事業交付金も同程度の

額が増額となっているものであります。 

 ２３４ページです。 

 ８款保健事業費です。１項特定健康診査等事業費は２,１５５万４,０００円を支出

し、前年度より４８６万９,０００円の増となっております。 

 増額の主な要因としましては、１３節委託料の特定健診委託料及び健康づくり運動

指導業務委託料の増によるものです。 

 ２項保健事業費は８０８万６,０００円の支出で、前年度より８３万６,０００円の

増です。 

 主な支出としましては、１３節委託料のレセプト点検業務に伴う委託料、６０９万

６,０００円でありますが、レセプト点検の内容追加によりまして、前年度より７４万

３,０００円増加をしております。 

 次に、１０款公債費です。 

 歳入欠陥時に一般会計から一時借入を行った際の一時借入金利子６万６，０００円

を支出しております。 
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 １１款諸支出金です。６,１２２万８,０００円を支出しています。 

 大きな支出といたしまして、２３８ページの３目償還金が５,９４７万４,０００円

となっております。前年度国庫負担金超過分の返還金でありますが、前年度より１,

２７０万６,０００円の増となっております。 

 １２款予備費から２款保険給付費へ４０万円の充用を行っております。 

 １３款前年度繰上充用金は、２６年度国保会計の収支が１億７,５４８万円の赤字と

なりましたが、赤字決算とならないように、２７年度から繰上充用を行ったものです。 

 以上、歳出予算現額４２億３,２４８万３,０００円に対し、支出済額４１億２,８２

４万１,０００円です。 

 続きまして、歳入です。 

 ２０８ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税です。６億９,４０３万７,０００円を収納いたしました。前年

度より３,２７０万１,０００円の増です。 

 ２１０ページです。 

 ２款使用料及び手数料です。 

 督促手数料８０万２６６円を収納いたしました。督促手数料は２００円となってお

りますけど、分納により本税と督促手数料を合わせて納付される場合、分納回数によ

っては円単位での納付ケースがありますので、このような金額となっております。 

 次に、３款国庫支出金です。 

 ３款１項国庫負担金として６億２,５８０万円を受け入れておりますが、前年度より

６,５４４万７,０００円の減となっております。 

 また、２１２ページの２項国庫補助金の１目財政調整交付金は２億１,７５８万７,

０００円を受け入れており、２６８万８,０００円の増となっております。 

 ４款療養給付費交付金です。１億５,９１２万５,０００円を受け入れています。こ

れは、退職被保険者に関わる療養給付費相当額を社会保険診療報酬支払基金が交付す

るものです。退職被保険者の減少によりまして、前年度より７,０７４万８,０００円

の減となっております。 

 次に、５款前期高齢者交付金です。７億８,８２４万２,０００円を受け入れていま

す。 

 前期高齢者交付金は６５歳から７４歳までの前期高齢者の増加が、前期高齢者の加

入が多い国保財政を圧迫する要因となっておりまして、その財政調整のために交付さ

れるものでありますが、前年度より１億１,２７４万円の増となっております。 

 次に、６款県支出金です。１億６,５３０万２,０００円を受け入れています。前年

度より１,５４２万５,０００円の減です。 

 ２１４ページ、７款共同事業交付金ですが、８億８,５４９万３,０００円を受け入

れています。前年度より４億３,０４７万６,０００円の増となっています。これは、

歳出の共同事業拠出金で説明しましたように、保険財政共同安定化事業の制度改正に

よるものです。 

 ２１６ページです。 

 ９款繰入金は、全体で３億３,３５６万５,０００円ですが、前年度より５,６８２万

７,０００円の増となっております。 

 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

金で、６節のその他一般会計繰入金が赤字補填のための法定外繰入金となっておりま

す。 

 国保改革に伴います２７年度における国からの追加公費、全国規模で１,７００億円

分でございますが、２節の保険基盤安定繰入金、保険者支援分で受け入れております

が、約３,５００万円の増額となっております。 
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 １０款繰越金は０となっております。 

 ２１８ページ、１１款諸収入ですが、９８７万２,０００円の収入で、前年度より５

４３万１,０００円の増となっております。 

 増額の主な要因といたしまして、２２０ページ、４項１目及び２目の第三者行為納

付金が、前年度より５００万円ほど多く受け入れたことによるものです。 

 なお、７目の歳入欠かん補填収入は、２６年度国保会計へ繰上充用を行うための予

算措置をした際に、その財源となるものがないことから設けた科目でありますので、

収入済額は０となっております。 

 歳入予算現額４２億３,２４８万３,０００円に対し、収入済額３８億７,９８２万８,

０００円です。 

 ２４０ページをお願いします。 

 歳入総額３８億７,９８２万９,０００円、歳出総額４１億２,８２４万１,０００円、

歳入歳出差引額マイナス２億４,８４１万２,０００円となっております。 

 なお、この２億４,８１２万２,０００円につきましては、決算書２０７ページに記

載のとおり、翌年度の２８年度国保会計歳入予算からの繰上充用の措置を行っており

ます。 

 続きまして、決算特別委員会資料で説明をいたします。 

 ２２ページをお願いします。 

 まず１、国保世帯及び被保険者数を前年度と比較をいたしますと、世帯数は２７年

度平均で４,１１５世帯となり、前年度より２４世帯減少をし、平均被保険者数は７,

５３８人となり、前年度より１４０人減少しております。 

 ７５歳以上は後期高齢者に移行することもあり、被保険者数は年々減少傾向にあり

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０．２２％の増、１人当

たり医療費で２．０８％の増となっております。 

 ３、保険給付費等の状況につきましては、国保で負担した金額となりますが、療養

諸費の合計が前年度より０．６３％の増となっております。 

 ２３ページです。 

 ４の国保税の状況についてでありますが、２７年度に国保税率の引き上げを行い、

現年分調定額が前年度より３,１２１万４,０００円の増額となっております。 

 税率の引き上げによりまして、１人当たり９,０００円ほどの増額を、予定をしてお

ったところですが、被保険者の所得の減少、国保税軽減世帯の増加等によりまして、

１人当たり６,１００円程の増額ということになっております。 

 収納率につきましては、現年分が前年度より０．０５％下回っておりますが、滞納

分は１．７２％上回っております。 

 次に、５のレセプト点検の実績です。 

 レセプト点検業務につきましては、業者に委託をし、実施をしております。年間５

００万円ほどの委託料を支払っております。２７年度の効果額が前年度より減少して

おりますが、これは、国保連合会で実施をしております１次点検の強化によりまして、

２次点検を実施している市町村での効果額が減少をしているものであります。それで

も１,６００万円以上の効果額が出ているところです。  

 次に６、ジェネリック医薬品の使用促進でありますが、ジェネリック医薬品の使用

促進にあたりましては、ジェネリック医薬品を使用した場合に、薬剤費の削減効果が

ある被保険者に対しまして、ジェネリック医薬品と先発医薬品との差額通知を実施を

しております。この通知によります２７年度の削減額が６３９万３,０００円となって

おります。 

 次に７、徴収金の状況ですが、交通事故などによる第三者行為と資格消失後受診の
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医療費返還が、合計で５３６万６,０００円となっております。 

 第三者行為につきましては、届け出がないケースもありますので、レセプト点検や

消防署の交通事故調べなどにより、その発見に努めているところです。 

 次に８、特定健診・特定保健指導でありますが、６月から１２月にかけて３０回の

集団検診を実施しました。対象者数５,６４７名、受診者数１,８５２名で、受診率は

暫定値で３２．８％でした。前年度より０．２％の増加となっております。今後も受

診しやすい健診体制の確立に向けた取り組みに努力していきたいと考えております。 

 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１８１名

でありましたが、そのうち１２７名に保健指導を行うことができ、保健指導実施率は

７３．８％となっております。 

 ２５ページです。 

 ９、重症化予防の取組ですが、特定保健指導対象者などを対象に、メタボ予防解消

のための運動教室、糖尿病予防改善のための血糖値改善教室を実施をいたしました。 

 いずれの教室におきましても、生活習慣病全般に対する予防効果が期待できるとい

う結果が出ております。 

 次に１０、健康寿命の延伸に視点を置いた各種事業の推進でありますが、運動習慣

を身に付けてもらうことを目的といたしまして、夜のフィットネス、地域への運動出

前講座の実施をいたしました。いずれも健康運動指導士の指導により実施をしたもの

であります。 

 最後に、当面の課題についてであります。 

 記載のとおりでありますけど、２７年度末での累積赤字額が約２億４,８００万円と

なっており、非常に厳しい状況になっております。また３０年度からは国保の財政運

営を県が行うこととなり、その時点で国保税の大幅な引き上げが必要になることも考

えられますので、財政健全化のための取り組みをさらに進めていく必要があります。 

 また、高額な医療、介護となる疾患の発症を抑制するために特定保健受診率向上対

策を強化し、重症化予防対象者への早期介入、要医療者への受診勧奨を行っていく必

要があります。さらに町全体の健康意識の向上を図る取り組みも重要と考えておりま

す。 

 具体的措置といたしまして、８項目にまとめております。 

 ①から⑧に記載をしているとおりでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

河内委員 

 河内委員  資料の２４ページでお尋ねします。 

 特定健診・特定保健指導の下から３行目、特定保健指導の対象者は動機づけ支援対

象者１３８名、積極的支援４３名の合計１８１名で、そのうち１２７名に特定保健指

導を実施したとありますが、残りの５４人に対してはどういう対応をされたんでしょ

うか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 資料の２５ページのほうにですね、保健指導状況の記載をしておりますので、内容

につきましては、記載のとおりであります。 

 終了、継続中、中段、未実施といったような内容でありますけど、未実施の方につ

きましてはですね、やっぱり仕事が忙しかったりですね、中にはやっぱり拒否をされ

たりとか、そういった方もいらっしゃるというのが現状でございます。 

 委 員 長  河内委員 
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 河内委員  いろいろ事情はあろうかと思いますが、なるべくですね、そういう指導が必要な方

には、極力受けていただくよう働きかけをお願いしたいと思います。 

 それと決算書の２２８ページ、２２９ページです。 

 ４項出産育児諸費の１目出産育児一時金の１９節ですね、負担金補助及び交付金、

４２１万６,０００円、これは何人分の不用額でしょうか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。  

 出産育児一時金につきましては、産科医療保障制度に加入している場合と、してな

い場合がございます。 

 保障制度に加入している場合は４２万円となりますけど、４２万円の方が２９件、

１件海外出産の分がございましたので、その方の分につきましては、制度未加入の分

でありますので、それは４０万４,０００円となりますけど、その分が１件ということ

になります。 

 委 員 長  他にございませんか。 

河内委員 

 河内委員  出産育児一時金というのは、母子手帳を交付した時点で出産の日にち、予定日は分

かるわけですよね。 

 ですから、半年前ぐらいにはもう確定生まれるのが、３月末までに生まれる子は。

そしたらその前の議会の中でも減額ができる思うんですけれども、どうして４００万

も残っているんでしょうか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 今、委員言われましたように、国保加入者の分についてですね、そういった統計を

取れば、そういった予算の減額とかですね、そういったこともできると思いますので、

今後留意していきたいと思います。 

 委 員 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、認定第２号「平成２７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２７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。 

 委 員 長  続きまして、認定第３号「平成２７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。 

健康課長 

 健康課長  それでは、後期高齢者医療特別会計について、説明をいたします。 

 決算書２９４ページをお願いします。 

 まず、歳出です。 

 １款１項１目一般管理費として１３１万９,０００円の支出でありますが、主なもの

は１２節役務費の保険証の郵送費です。 



 60 

 ２項１目徴収費として５５万２,０００円を支出しておりますが、保険料納付書の印

刷、郵送等に要した費用です。 

 ２款１項１目後期高齢者広域連合納付金は３億２,２８５万９,０００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合わせまして、前年度より２．４％の

増となっております。 

 ３款１項償還金及び還付加算金は４１万７,０００円を支出しています。 

 ２９６ページです。 

 予算現額３億３,６１１万７,０００円に対し、支出済額３億２,５１４万８,０００円

です。 

 歳出は以上です。 

 次に歳入です。 

 ２８８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１億３,８２９万円です。収入額が調定額を上

回っておりますが、５８万７,０００円は還付未済額です。 

 ２目普通徴収保険料は８,８１９万４,０００円が収入済額です。 

 ２款使用料及び手数料の１項２目督促手数料ですが、１０万７,０００円です。 

 次に、４款繰入金です。 

１項１目事務費繰入金として９５４万円、２目保険基盤安定繰入金として８,９９７

万９,０００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、広域連合に負担金として支出をしております。 

 ５款繰越金７１３万３,０００円は、前年度からの繰越金です。 

 ６款諸収入です。 

 １項１目延滞金として６万６,０００円、２項１目保険料還付金として１７万５,０

００円を広域連合より受け入れております。 

 ２９２ページです。 

 歳入予算現額３億３,６１１万７,０００円に対し、収入済額３億３,３４８万７,００

０円です。 

 ２９８ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差引額が８３３万９,０００円です。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料で説明をいたします。 

 ２８ページをお願いします。 

 総括に記載をしておりますが、後期高齢者医療に関する町での業務は、保険料の徴

収、相談、申請や届出の受け付け、保険証の引き渡し等などを行っております。 

 １の被保険者の状況ですが、２７年度末時点で３,９７４人となり、前年度より１６

０人の増加となっております。 

 次に、２の主な予算の執行状況でございますが、決算書と重複をしますので、保険

料の収納状況だけ説明をいたします。 

 現年分の保険料調定額は２億２,６０４万４,０００円で、収納額は２億２,４８７万

４,０００円、収納率９９．４８％で、前年度より０．７９％上昇しております。 

 滞納分の保険料調定額は４６５万円で、収納額は１６１万円、収納率３４．６２％

で、前年度より３．５７％低下をしています。 

 なお、年金からの特別徴収の収納率が１００．４３％となっておりますが、決算時

点で死亡者等の還付が間に合わず、還付未済額が含まれておるために、収納額が調定

額を上回っておるものです。 

 戸別訪問などの実施によりまして、現年分の収納率は上昇をしておりますが、滞納

分の収納率が低下をしており、収納対策の強化を図りたいと考えております。 



 61 

 ２９ページです。 

 ３の重点施策といたしましては、広報活動の充実に努めました。広報紙への掲載、

窓口でのリーフレット配布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すが、現年分と滞納分を合わせた県下の平均収納率は

９９．１１％で、筑前町の収納率も同じく９９．１１％となっております。 

 先ほど説明しましたとおり、現年分は上昇いたしましたが、滞納分が低下をしてし

まいました。今後も収納対策の強化を図りたいと考えております。 

 ３０ページの不納欠損につきましては、不納欠損事由に該当するものがありません

でしたので、欠損額０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  資料の２８ページです。 

 総括の一番下で、保険証の引き渡し等の業務を行ったとありますが、後期高齢者医

療保険に加入されている高齢者の方で、保険証が手元にない方はいらっしゃるんでし

ょうか、お尋ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 保険証につきましては、滞納があった場合でも６カ月の短期保険証をお渡しをして

おりますので、保険証をお渡ししてない方はいないということになります。 

 委 員 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、認定第３号「平成２７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、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２７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いたしました。 

 委 員 長  続きまして、認定第４号「平成２７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 

 決算書の２４９、２５０ページをお願いします。 

 歳出の１款１項１目一般管理費、これは、事務費及び事務に従事しました職員の給

与の一部を一般会計に繰り出したものでございます。 

 ２目財政調整基金、財政調整基金の利子の積立金でございます。 

 ２款１項公債費、借入先のかんぽ生命保険機構への償還金です。 

 歳出合計額５１３万５,０００円です。 

 次に、歳入の説明をいたします。 

 ２４５ページ、２４６ページをお願いします。  

 １款１項県補助金、借入金の利子補給と事務費の補助でございます。 

 ２款１項財産運用収入は、財政調整基金の利子です。 
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 続きまして、２４７、２４８ページをお願いします。 

 ５款２項貸付金元利収入は、借受人から返済された額です。 

 歳入合計は１,３１５万円です。 

 ２５１ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額１,３１５万１,０００円、歳出総額５１３万６,

０００円、差し引き８０１万５,０００円で、実質収支額は同額の８０１万５,０００

円です。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料をお願いします。 

 資料の３１ページをお願いします。 

 この貸付金事業は、平成４年度が最後の貸付けとなっています。償還期間が２５年

となっていますので、平成２９年度が最終の償還年度となります。 

 総括の中ほどにも記載をしておりますが、借入者の高齢化や生活の厳しい世帯が多

くなってきていますが、引き続き借入者との連絡を密にし、貸付金の回収に努めてい

きたいと考えております。 

 滞納件数は、国費、県費合わせて７７件。 

 続きまして、３２ページをお願いします。 

 平成２７年度の回収状況を記載しています。 

 現年度分、元金・利子合わせた調定額１１５万１,０００円に対し、収入７４万９,

０００円、過年度分、元金・利子合わせた調定額１億６,７４５万１,０００円、収入

額４２４万８,０００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  資料の３１ページでお尋ねします。 

 下のほうです。５段目、借入者の高齢化及び不況により生計の厳しい世帯が多く、

収入未済額が前年に比べ増えているということですが、ご本人が返せないんだった

ら、保証人のところには行っているんでしょうか、お尋ねをします。 

 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。 

 保証人の方にも連絡を取り合って、回収に努めているところです。実際保証人の方

からも借入金の返還、返済ですかね、それをしていただいているところでございます。

以上です。 

 委 員 長  質疑ございませんか。 

 質疑をこれで終わります。 

 これから、認定第４号「平成２７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、ご異議ございませんか。 

 （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２７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いたしました。 

 以上で、平成２７年度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

ての審査を終了しました。 
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 散  会  

 委 員 長  本日は、これで散会します。 

 明日は、午前１０時から会議を開きたいと思います。９時３０分までに議員控室に

ご集合ください。 

 お疲れさまでした。 

（１６：２８） 

 


