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開  会  

委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１５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。 

 昨日の梅田委員の民泊についての件で、企画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。 

 企画課長 

企画課長  おはようございます。 

 昨日、梅田委員のほうから農村民泊の受け入れ実績ということで御質問がございま

した。確認をさせていただきましたところ、平成２９年度につきましては１,１４１名

の受け入れが行われているようでございます。市町村ごとの集計についても確認をさ

せていただきましたけれども、市町村ごとの集計は取っていないということなので、

今後、集計を取ってくれということで要請をさせていただいております。きょうはち

ょっと数字をお持ちしておりませんけども、今後把握を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。 

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、こども課の平成２９年度決算につきまして、平成

２９年度歳出歳入決算書、決算審査特別委員会資料によりまして説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 説明に入ります前に、大変申しわけありませんが、２カ所の訂正をさせていただき

たいと思います。別冊の資料のほうです。別冊資料の１０３ページをお願いいたしま

す。１０３ページの成果の列です。 

 白丸の上から二つ目ですが、特別保育事業実績の各園の数値が入っておりますが、

下のほうに美和みどり保育所の項目がございます。その中で、延長保育の人数で「２,

４４４人（約１０人）」となっておりますが、括弧の中の１０人の人数を「（約２０４

人）」で訂正をお願いいたします。 

 もう一カ所、次のページになります。次のページ、同じく成果の列です。下から３

段目、一時預かりの項目で、黒丸の一つ目、延べ利用者数ですけれども、「７２１人」

を「５３８人」に訂正していただきたいと思います。 

 それに伴いまして、その下の利用料が変更になります。利用料のほうを「１,１９３,

８５０」、１１９万３,８５０円に訂正をお願いいたします。大変申しわけありません

でした。 

 それでは、決算書のほうの７３ページから７４ページをお願いいたします。 

 ７３ページ、２款１項２７目こども未来センター費です。こども未来センター全体

の運営に係る経費と、各会議・委員会に係る報酬及び相談員の人件費が主なものです。

支出済額７３０万９,０００円余で、前年度より総額で１７８万４,０００円の増です。 

 増額の主なものは、７節賃金８７万９,０００円余は、相談件数の増加対応のため、

臨時相談員として１名を月１０日程度で雇用したものです。 

 ９節旅費では、総額で前年より５万９,３００円の増額です。福井県で開催されまし

た、子どもの人権・虐待対応内容の全国自治体シンポジウムに１名出席をさせていた

だきました。 

 １１節需用費です。総額で３８万３,０００円余の増額です。ゼンリン地図やチラシ

印刷の印刷用紙から、全戸配布いたしました啓発用パンフレットを印刷製本費で支出
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しております。 

 １５節工事請負費、４５万３,０００円余です。こども未来センター事務室のエアコ

ンの故障のため、取り替え工事を行いました。 

 次に、ページが飛びますが、１０７ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費です。１１節需用費、１３節委託料、１４節使用料及

び賃借料に教育課分が含まれますので、こども課分を説明いたします。 

 ここでは学童保育施設と運営費、子育て支援センターの施設と事業費用、児童福祉

係内庶務に関する経費となっております。こども課の児童福祉総務費は、職員人件費

と教育課分を除きまして、支出済額４,０３４万８,０００円余で、前年度より３１０

万６,０００円の増となっております。 

 増額の主なものは、７節賃金、年度途中から保育所入所申請が増加し、受付事務や

虐待児童対応のための事務臨時職員賃金分を含み、総額で２５万８,０００円の増加を

しております。 

 １１節需用費の４５５万１,０００円余のうち、修繕費と光熱水費に教育課分を含

み、こども課分の支出済額は１０６万円です。 

 主なものは修繕費、三輪小の第２学童を３０年４月から支所別館に開設するため、

エアコンの修理や安全対策のための窓の柵、ドアノブの交換等で約２５万円を支出し

ております。 

 消耗品では、赤ちゃんの駅事業で使用する旗３０枚と支柱の台座の購入で、３万４,

０００円余を含みます。 

 光熱水費は、こども課分は３９万２,０００円余で、子育て支援センター分です。 

 １３節委託料では、学童保育所運営委託料２,３７１万２,０００円余となっており、

３カ所の学童の利用者増に対応のため、統括支援員の設置や支援員の増員、処遇改善

等で、昨年度より３４３万円の増額です。補助割合については、国・県・町とも各３

分の１となっております。 

 １０９ページをお願いします。 

 １８節備品です。学童保育事務を行うため、専用としてパソコンを１台購入し８万

８,０００円余と、ことばの教室で使用するＣＤプレーヤー１台、１万円余を支出して

おります。 

 次に、２目児童措置費です。健康課、教育課分が一部ありますので、このこども課

分を説明いたします。 

 支出済額合計は、こども課分が５億３,２３４万９,４９２円です。主なものは保育

所の運営に係るものです。２８年度より４,０４７万８,０００円余の減額です。これ

は２８年度の民間保育所の建設で１億３,０００万の支出が、２９年度には建設がな

く、保育所運営費の増額もありましたが、その建設費の差し引きで総額が減額となっ

ておるところです。 

 支出の主なものは、１３節委託料として、新設されました園を含め、町内の民間保

育所４カ所及び管外１０施設に対し、保育に係る費用として保育所運営委託料の支出

済額５億１,６１９万３,０００円で、昨年度より８,９９５万３,０００円余の増額とな

っております。これは新設の保育所１園分の増額に当たります。 

 その他の園の委託料としましては、大体１億２,０００万から１億５,０００万程度

になっておりまして、入所児童数によるものです。 

 保育所運営費委託料の補助割合は、国２分の１、県４分の１、町４分の１です。 

 １９節負担金補助金及び交付金、支出済額１,４９５万円で、特別保育事業等補助金

で、民間保育施設への補助金です。一時預かり、延長保育、障がい児保育に対する補

助金となっております。詳しくは別冊の「町補助金・負担金の支出調べ状況」で報告
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させていただきます。 

 ３目母子福祉費です。筑前町母子寡婦福祉会に対する補助金で２万９,０００円を支

出しております。 

 次に、４目美和みどり保育所費です。１０９ページから１１３ページで、町立保育

所の運営に係る経費です。職員の人件費を除いて決算額が５,９３９万５,０００円余

となっており、前年度より２５４万９,０００円の増となっております。 

 １１１ページです。 

 ７節賃金では、ゼロ・１・２歳の低年齢児の増加と、障がい児、発達の気になる子

どもへの対応に、臨時職員を２名から３名に増員し、４９万４,０００円余の増額とな

っております。ほかは嘱託保育士、代替保育士の経費や、完全給食の提供に関わる経

費、施設設備の保守管理や園舎の管理に関するもので、ほぼ昨年と同額です。 

 １３節委託料で、１１３ページをお願いします。園舎の耐震診断委託料３２３万５,

０００円余を支出しております。 

 １５節工事請負費５１万８,０００円余は、年次計画に基づき各保育室が終わりまし

たので、事務所のエアコンの取り替えを行いました。 

 １８節備品購入費は、老朽化した対面式４人乗りベビーカーの買い替えで、１台８

万３,０００円の支出です。 

 決算については以上です。 

 次に、主要施策の成果と課題です。別冊資料のほうをお願いいたします。別冊資料

９８ページです。９８ページから１０５ページがこども課分です。主な内容について

説明させていただきます。 

 始めに９８・９９ページ、こども未来センター事業です。 

 ９９ページにあります要保護児童対策では、要保護児童対策地域協議会を記載のと

おり開催し、２９年度の要保護対策児童として６１名を進行管理し、関係機関との連

携を強化し、対応してきました。総合的な相談事業として、相談件数は延べ５３９件

で、保護者の精神疾患や障がい等により家計の自立ができず十分な食事が摂れない子

どもや、両親の養育力が弱く就労もできず、ネグレクト状態が続いているなど、養育

相談が半数以上を占めております。２９年度の虐待対応の実人員は６４名で、うち新

規が２２名でした。 

 年々相談件数が深刻化し、生命に係わるケースもあり、福祉や警察、児童相談所と

の連携が不可欠となっております。権利救済申し立て件数はゼロ件ですが、子どもの

権利救済委員会では、弁護士、学識者に筑前町の要保護児童の中でも困難ケースにつ

いて、関係機関の連携、アプローチ方法について意見を求め、対応を検討しておりま

す。そうした対応を担うのが家庭児童相談員ですが、緊急性を伴い、養育上の問題が

複雑に絡み合うケースへ、迅速で的確なアプローチを要求され、専門的スキルと人間

性が重視される専門職であるため、現在、嘱託職員であることの問題も含め、継続的

な人材の確保が重大な課題と考えます。 

 虐待予防の防止活動では、子どもの権利に関するアンケートの実施により、筑前町

子どもの権利条例の認知度が約４割であったことから、町内各学校の協力によりまし

て、全小学校の教職員を始めとした出前講座を行いました。また、虐待防止や児童相

談所全国共通ダイヤルについてのパンフレットを作成し、全戸配布いたしておりま

す。命の授業でも、全小中学校の御協力により記載のとおり実施しております。子ど

もの権利を守り、虐待予防につながる啓発活動を、今後も計画的に行うことが重要で

す。 

 次に、１００ページです。児童福祉係の地域子育て支援拠点事業からことばの教室

まで、２カ所の子育て支援センターの事業です。子育て世代の交流や相談、情報提供
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やイベントなどを行っております。参加者数は記載のとおりです。２カ所の事業実施

において、保育士の継続的な確保が課題となっております。 

 赤ちゃんの駅事業は、まずは御寄附いただきました全国の皆様に心から御礼を申し

上げます。また、町内一般の事業者の方々にも御協力により、開設数は公設・私設合

わせて６１カ所となりました。利用が多いのはどうしても公共施設となりますが、個

人の事業所は利用のないところもありますけれども、外出時のおむつ替えなど、町内

での立ち寄り場所の確保のため、継続して協力をいただいているところです。寄附金

の有効な活用になるよう、利用がしやすい工夫を行ってまいりたいと思います。 

 また、公共施設への整備の中で、この９月に本庁２階にありました赤ちゃんの駅を、

コスモスプラザ会議室の農林商工課前へ移設いたしました。これはきのう健康課のほ

うから報告があったかと思いますが、子育て世代包括支援センター、筑前町の通称名

として妊娠・出産・子育て相談センターの相談室と兼ねての利用です。授乳室として

の利用が主となると思われますが、土日の利用や、また夜間のコスモスプラザ利用時

も利用できる施設となりましたので、御報告申し上げます。 

 次に、ファミリー・サポート・センター事業です。子育ての相互援助活動を専門ア

ドバイザーにより調整しています。援助実績は２５０件、実世帯は７世帯ありました。

依頼会員に対し援助会員が少なく、会員確保が課題となっております。 

 次に、幼児版ことばの教室です。利用者は記載のとおりですが、昨年とほぼ同数で

す。発達や言語に心配な子どもが増え、子育てに不安を持つ保護者が増加しているこ

とから、関係機関、特に妊娠・出産・子育て相談センター、開設しましたセンターと

の連携が、今後の継続的な支援も併せまして課題と思われます。 

 次からは、こども課児童福祉係の業務です。 

 放課後児童健全育成事業（学童保育）につきましては、町内３カ所の学童保育所運

営を社会福祉協議会に委託しております。２９年度入所児童数の内訳は記載のとおり

で、合計延べ２,５３８名で、全体数は前年度とほぼ変わりなく、利用の多い状態が続

いております。しかし、２８年度との各学校での延べ人数の差が、三輪小学校では延

べプラスの１２５人、東小田小学校では延べマイナス１４０人、中牟田小では延べプ

ラス２８人となっております。 

 また２９年度内においても、年度初め、年度末での差が生じております。しかし、

入所希望の多い状態となっており、学童の待機児童対策としまして、三輪小学校学童

で第２学童として三輪小学校の特別教室を２０名ほど利用しておりましたが、３０年

度はその場所を教室としての利用が決まり、第２学童を別の場所に移動させる必要が

ありました。２９年度に学校敷地内や周辺地域を検討した結果、総合支所別館２階を

簡易改修し、第２学童として使用することとなりました。２９年度末までに安全対策

とエアコン修理を行い、受け入れ体制を整えてまいりました。年度内による利用者の

人数の変化もあるため、施設の維持管理・修繕等を実施しながら、改修工事の内容や

受け入れ施設の検討が必要と思われます。また、子どもの指導者である支援員の不足

が問題で、人員確保が難しく、入所優先順位の検討も今後は視野に入れる必要があり

ます。 

 子ども・子育て支援事業計画推進事務と里親制度事業については、記載のとおりで

す。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 保育所入所に関する業務です。民間保育所が１園、朝日地区に平成２９年４月１日

より定員９０名で入所を開始いたしました。これで町内の保育所は４カ所の民間保育

所と１カ所の町立保育所で、合計５カ所の認可保育所となり、定員数が５００名から

５９０名に増員されました。各保育所の定員と入所児童数は記載のとおりです。 
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 民間保育所が１園増えましたけれども、ゼロ・１・２歳児の低年齢の入所が増加し

ており、保育士の確保がさらに難しく、今後の課題となっております。入所基準の見

直しとともに、今後は検討していきたいと思います。 

 １０３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４

園の民間保育所に対し、実績に応じ補助を行っております。内容は記載のとおりです。 

 飛びまして１４８ページの、各保育所への支出状況の一覧表も一緒にご覧くださ

い。 

 また１０３ページのほうですけれども、障がい児保育の受け入れについてですけれ

ども、美和みどり保育所において２２名おられます。この２２名全員が発達障がい等

の診断を受けており、療育機関など専門機関に定期的に通っておられます。公立保育

所として障がい児保育の拡大の意味は大きいと考えますが、保育士の確保が非常に課

題となっております。 

 次に、１０３ページの保育料徴収事務です。保育料の賦課徴収に係るもので、滞納

者に対し督促状の発行や分納相談を行っています。 

 １０５－１ページ、保育料収納状況調の表をご覧ください。過年度分につきまして

は、徴収率として前年度比マイナス１５.５％の４９.８％でした。２９年度におきま

しては９９.１％の徴収率で、前年度の０.２％増です。 

 滞納繰越金では、過年度と合わせまして２７３万２,２７３円を３０年度に繰り越し

ております。前年度より２万７５０円の減となっております。滞納者は２０世帯です。 

 戻りまして、１０４ページをお願いいたします。 

 母子・父子・寡婦福祉事業は記載のとおりです。高齢のため会員の減少が問題とな

っております。２９年度会員数は２９名です。 

 次に、美和みどり保育所日常保育業務では、運営基準を遵守し、保育理念及び保育

方針に基づき実施しております。２９年度に園舎の耐震診断を８月に実施いたしまし

た。金額と結果は記載のとおりです。園舎の管理につきましては、耐震診断では問題

はありませんでしたが、老朽化による衛生管理や修繕など、全体的な施設管理の必要

があります。 

 次の一時預かり、延長保育、障がい児保育につきましては、記載のとおりです。地

域支援として、入所していない乳幼児や保護者がいつでも気軽に参加できる園庭開放

や子育て相談や情報の提供を行い、地域との交流を図っております。 

 給食調理業務では、安全・安心な旬の地元野菜を使い、バランスのよい成長に合わ

せた給食を提供しております。また、保育所管理栄養士により、季節のものや行事の

食事などを通し、園の子どもや保護者だけでなく、親子クッキングなど地域での講習

会の講師など、町全体の食育推進にも取り組んでおります。 

 以上で、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。 

 河内委員 

河内委員  資料の１０４ページです。美和みどり保育所、将来の課題として、老朽化による施

設管理の必要があるということですが、建て替えの計画はあるんでしょうか、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。 

 老朽化はございますが、建て替えの計画についてはございません。公共施設のプロ

ジェクト委員会におきまして、検討の課題にもなっておりましたけれども、一応そこ

では、今後５０年はもつ施設というふうな判定がおりまして、今後といいますか、今
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が３９年になりますので、あと２０年ほどあるところでございます。 

 以上です。 

 １０年、１１年ですね。失礼いたしました。 

委員長   横山委員 

横山委員  大きく二つお尋ねをしたいと思います。 

 まず、決算書の１０７、１０８ページの中で、児童福祉費ということで、当初１４

億何がし、それから補正予算でマイナス３,６００万余りということでスタートされて

いるわけですけども、結果的に不用額が２,０００万出ているということなんですけど

も、当初の予算の見立てが甘かったんじゃないかなというふうに感じるわけですけど

も、もちろんこの中には医療費、子ども医療費の、先の見えない医療費があるのはわ

かっているんですけども、当初予算から５,０００万近い減額がされているというのは

どういうことなのか、これをちょっとお尋ねしたいと思います。 

委員長   こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 児童福祉総務費の中には、健康課分が含まれております。健康課分の中で、児童手

当でありますとか扶助費が含まれておりまして、その額が大きいかと思われます。こ

ども課分で申し上げますと、学童保育の委託料のほうがどうしても年度末で補正をさ

せていただくことがあるかと思いますが、許容範囲の最大の分で予算を見積もってお

りまして、その中で、年度内でやはり異動がありまして、入所時はたくさんの児童さ

んがお申し込みになりますが、夏休みを過ぎますと少し減ってくるというふうな傾向

が各学童でございます。そういったところから減額補正をさせていただいているとこ

ろがございます。 

 以上です。 

委員長   横山委員 

横山委員  違う項目でお尋ねをします。資料の１０３ページでございます。 

 この中に、特別保育事業補助金１,３９０万ほどございますけども、この中、町内民

間の４カ所が書いてありますけども、この中で白梅保育園、まあ個別で言っていいの

かどうかわかりませんけども、何か補助金の額が突出しているんじゃないかなという

ふうに思います。負担金の支出状況、１４８ページの中に５９０万とあるんですけど

も、それ以外に保育補助者雇い上げ強化事業としてまた９９万４,０００円あるわけで

すけども、６８０万、約７００万ぐらいいっているんですけども、ほかの保育園との

この大きな差は何なんでしょうか、これをお尋ねしたいと思います。 

委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 詳細の明細につきましては、ちょっと手元に資料がございませんが、例えば１０３

ページのほうの資料におきまして、特別保育事業の内訳がございます。その中で、白

梅保育園につきましては障がい児保育が４名受け入れをしていただいております。そ

ういったところでの差が大きいかと思われます。また、保育補助者雇い上げ強化事業

につきましても、これは９９万４,０００円の支出ですが、お一人を雇われてあります。

そういった障がい児保育に係るスタッフと認識しております。 

 以上です。 

委員長   梅田委員 

梅田委員  同じく１０３ページ、障がい児保育、しっかり対応してくださっておりますが、そ

れぞれの保育所で受け入れがあっております。これは全て発達障がいということで捉

えていいのでしょうか。身体障がい、発達障がい、どういう内訳になっているのか、

まずお尋ねをいたします。 
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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。 

 議員の質問についてですけれども、要綱といいますか、その補助基準の中に、特別

児童扶養手当が出ている児童というふうな規定がございます。その中には、やはり療

育手帳、それから身体障害者手帳ですので、発達障がいから身体障がいというところ

まで含められます。各園の内訳につきましては、今ちょっと手元にございませんし、

報告の義務というのもありませんので、一応、特別児童手当を受給している方という

ことでの報告で上がっている人数でございます。 

 以上です。 

委員長   梅田委員 

梅田委員  美和みどりの場合が受け入れが２２人ということで、この件に関しては発達障がい

というふうに課長の説明がありましたけれども、ここの将来の課題で、「保育士加配

対応の充実等の検討」と書かれてありますが、現在、保育士加配というのは行われて

いるのかお尋ねします。 

委員長   こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 美和みどり保育所につきましては、公立の保育所でありますので、子どもさんの状

況については逐一、所長を始め保育士全体で支援をしているところです。その中で保

育士の人数ですけれども、加配というふうな発想は、民間保育所に対する補助金の項

目でありますので、公立保育所に対しての加配というのはございません。 

 ただ、年齢別の園児に対する対定数と申し上げますかね、保育士さんの人数の国の

基準がございます。それをベースといたしまして、やはり子どもさんの多いクラスで

ありますとかは、代替保育士さんとか嘱託保育士さん、また職員も含めまして、でき

るだけカバーができるような状態で人数を調整しているところです。 

 以上です。 

委員長   梅田委員 

梅田委員  確認ですが、ということは、障がい児の受け入れが多数あったからといって、県な

り何なりに申請して、保育士の加配ということには至らないという理解でいいんでし

ょうか。ちょっとその辺、もう一回お伺いいたします。 

委員長   こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 公立の保育所に関しましてはそういった補助金がございませんので、各園の体制、

町の体制、障がい児を受け入れる町全体の体制としてでの考え方となっております。 

 以上です。 

委員長   最後です。 

 梅田委員 

梅田委員  ということであれば、やはりその部分が町のほうが対応していかないといけないん

じゃないかなというふうに思いますので、副町長おいでですが、そういったふうな予

算措置ということも今後検討していただきたいと思います。 

委員長   中野副町長 

副町長   状況を確認しながら、必要であればそのような措置を取りたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

委員長   一木委員 

一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。９８ページの総合的な相談機能というところでご

ざいます。 
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 世の中の時代の推移とともに、子どもたちのいろんな問題、課題とか、相談の内容

等についても変わってきているというふうに認識をするところでございます。私たち

の小さいころは、親子３世代で生活していましたけどね。今はもうそれぞれ核家族的

なことに状況が進んできていますので、いろんな問題、課題があるかと思います。 

 成果において、相談件数が５３９件と報告されています。この中には、同じ子ども

や保護者からの相談は、それぞれ１件ずつということで取り扱ってあるんじゃないか

なと思いますけど、まずそのことについての確認と、二つ目が、相談内容でどのよう

な相談が多かったのかということで、先ほど課長のほうは、食事が十分摂れないとか、

また命に係わる内容もあるというふうに説明があったと思います。深刻な状況かと思

います。放置できないというふうに考えるわけでございますけれども、もう少しその

あたりですね、特に命に係わるような内容というのは、どういったことがこの相談の

内容として挙げられているものか。 

 それから、相談に対する問題解決の状況についてですね。１００％全てが解決はで

きないと思いますけども、そのあたりの解決の状況についてお尋ね申し上げたいと思

います。 

 またもう一点、相談員ですね。どういった方がこの相談員として相談を聞いていた

だきながら対応してあげるかということについて、少し説明を加えていただきたいと

思います。 

 以上です。 

委員長   こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 先ほど説明で、命に係わるケースもありというふうな説明をさせていただきました

けれども、重篤なケース、深刻なケースということが、また近年増えてきております。

余り細かな事例を言いますと特定されるケースの内容になってまいりますので、ちょ

っとざっくりとした説明をさせていただきますと、例えば生活保護であったり、また

は、多少お仕事はされてある保護者はおられますが、定期的な収入がなかったりとい

うふうな状況があり、家計をうまくコントロールができていない保護者の方がおられ

ます。そういう状況の中で、例えば携帯電話とかパソコンには非常に、支給される、

または給料をもらう、それを一番に支払いはして、それだけは確保するけれども、食

費まで回っていかないケースでありますとか、そういうケースが最近目立ってきてい

るように思います。最終的に、もう月末とか次の支給までには非常に食費もままなら

ない状況ということで、福祉課のほうと相談いたしまして、いろんなレスキューのサ

ービスを受けてあったりとかという方もおられました。 

 そして、未来センターが非常に、平日ではありますけれども、気軽に相談に来てい

ただける場所として、対応というところに入っていきますけれども、関係をつくらせ

ていただいたケースの保護者の方に御案内をいたしまして、「何でもいいから相談に

来てよ。コーヒーのみでもいいから、ちょっと気軽においでください」というふうな

働きかけをさせていただきまして、近くに寄ったときとかまたちょっと困ったとき、

なんか話したいときには来ていただくような体制もとっております。 

 また関係機関、説明もいたしましたけれども、警察とか児童相談所とも、ケースの

相談、または対応についても逐一相談をしております。警察の方も非常に対応が迅速

で、いろんな相談を受けていただいております。非行とか警察問題に限らず、この養

育の問題についても非常に情報網を持っていらっしゃいます。対応も可能になってあ

りますので、いろんなケースに関わっていただいているところでございます。 

 児童相談所も一時保護でありますとか施設に保護されるケースだけではなく、やは

り要保護児童対策として、リスト化しております、進行管理をしておりますメンバー
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については、全員報告をさせていただきながら、さらに深刻な状態が深まりましたら、

児童相談所とも連携をとりながら、子どもの命を守る、権利を守るという視点で、保

護であったりとか児童相談所から動いていただくような体制を整えているところで

す。 

 また相談員につきましては、嘱託の相談員で２名、それから増員いたしました臨時

の相談員で１名、合計３名の体制で２９年度はやっております。資格としましては、

児童家庭相談員という中で、教職員の免許を取っておられる方とか、それから社会福

祉士の資格を持っている方、それから保育士でありますとか保健師でありますとか、

いろんな職種で持っている方を応募させていただいているところであります。 

 今現在、２９年度では教職員の資格を持ってある方、それから校長の職を退職され

た方、それから保育士を退職された方、この３名で対応しておりまして、それぞれ年

齢層が６０代以上とか４０代とか５０代とかというところの相談員がおりますので、

それぞれ若いケース向きとか、ママ向きでありますとか、その保護者向き、また最近

では祖父母をお呼びしていろいろ相談をしているケースがありまして、非常に細かく

家庭の中に入り込んでの相談をさせていただいているところです。 

 以上です。 

委員長   一木委員 

一木委員  御説明をいただきましてよくわかりました。子どもたちもまた卒園したり、また卒

業したりすれば変わっていきますし、こういったいろんな相談は今後も引き続きなが

ら続いていくかと思われます。ひとつ御丁寧に、そういった相談を受けとめていただ

きながら、問題の解決に当たっていただきながら、子どもたちが健康で元気に、健や

かに育つように、今後もよろしく御指導等お願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

委員長   河内委員 

河内委員  資料の１０２ページです。入所児童数で、篠隈保育所とかなずな保育園、白梅保育

園は、定員を非常にオーバーして受け入れているんですが、園児１人当たりの面積は

確保できているんでしょうか。また、何人まで定員を超えて受け入れられるのかお尋

ねをします。 

委員長   こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 面積基準につきましては、１人当たりの面積は今のところクリアしているところで

ございます。全体の許容の幅といたしまして、定員数の１２０％までが許容の最大の

幅というところになっております。 

 以上です。 

委員長   河内委員 

河内委員  次に、資料の１０５ページの１、保育料収納状況調べでお尋ねします。 

 平成２２年度、２３年度、２４年度は、もう既に卒園されて学校に通っている子ど

もたちだと思うんですが、その方、全部で未納世帯が２０世帯という御説明をいただ

きましたが、そこは回収できる見込みはあるんでしょうか、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。 

 委員のおっしゃいますように、卒園した児につきましてはなかなか難しい状況もご

ざいます。ただ、こども課といたしましては、やはり滞納はきちっと納めてもらうと

いう姿勢のもとに、督促を継続して続けていくというところでございます。 

委員長   河内委員 

河内委員  小学校、中学校と協力してやるというお考えはないんでしょうか。 
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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。 

 これまでにはそういった事例はございませんでしたけれども、滞納のある家庭とい

うのはいろんな家庭的に問題のある場合もございますので、こども未来センターとか

いろんな学校機関も含めまして、その対応を検討しながら、小中学校とも協力をして

いきながら、今後その方策については検討していきたいと思います。ありがとうござ

います。 

委員長   ほかにございませんか。 

 （なし） 

委 員 長  以上でこども課を終わります。 

 福祉課の説明を求めます。 

 福祉課長 

福祉課長  福祉課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳出の説明から始めさせていただきます。 

 決算書の９１ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございます。この社会福祉総務費のうち福祉課所管

の予算現額は３,８０５万８,０００円、支出済額は３,６２９万７,０００円余となって

おります。 

 主な支出は、健康福祉館の管理に関する各種委託費、社会福祉協議会、保護司会、

遺族会など１７団体・法人等への補助金・負担金で、内訳は決算書９３ページの備考

欄のとおりでございます。 

 次に、９７ページをお願いいたします。 

 ３款１項５目老人福祉費でございます。老人福祉費のうち福祉課所管の予算現額は

４億５,５０６万３,０００円、支出済額は４億４,９６３万円余となっております。 

 主なものは、９７ページ、１節報酬は備考欄記載のとおり。続きまして９９ページ、

１３節委託料は、継続して実施しました事業に加えまして、地域支援事業として昨年

度開始しました事業が四つございます。 

 下から５行目の地域リハビリテーション活動支援は、介護保険法に基づく介護予

防・日常生活支援総合事業、通称「総合事業」と言っております事業で、その中の一

つの一般介護予防として実施いたしました。 

 その下の通所型サービス、一番下の訪問型サービスも総合事業で実施したものでご

ざいます。 

 下から二つ目の生活支援体制整備事業は、包括的支援事業の一つでございます。地

域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実態把握や高齢者の日常生活支援体制の

充実及び強化を目的としたもので、生活支援コーディネーターを社協に委託したもの

でございます。 

 １０１ページの１９節負担金補助及び交付金は、介護保険広域連合負担金、シルバ

ー人材センターへの補助金、老人クラブへの補助金など、備考欄記載のとおりでござ

います。 

 同じく１０１ページ、３款１項６目障害者福祉費でございます。予算現額は６億３,

７６３万３,０００円、支出済額は６億８４７万７,０００円余となっております。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金の地域活動支援センター機能強化補助

金、そしてこの障害者福祉費支出の約９５％を占めております２０節の扶助費５億７,

５７６万２,０００円余でございます。なお、扶助費は２８年度から約３,９５６万円

増加しております。 

 続きまして、１０３ページの３款１項９目めくばり館費でございます。予算現額１,
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０２４万７,０００円、支出済額は９８８万３,０００円余となっております。支出は

例年と同じく建物修繕費用や燃料費、警備委託や設備機械、消防設備等の保守点検費

用、それからシルバー人材センターへの管理委託料などでございます。 

 同じく１０５ページ、３款１項１０目そったく基金事業費でございます。予算現額

３４７万６,０００円で、支出済額は３２７万１,０００円余となっております。そっ

たく基金を活用しまして、在宅介護者のリフレッシュを目的とした小旅行や、紙おむ

つなどの介護用品給付を実施しております。 

 次が最後になります、同じく１０５ページ、３款１項１１目臨時福祉給付金でござ

います。消費税の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して制度

的な対応を行うまでの間、暫定的、臨時的な措置として、国の方針のもと実施したも

のでございます。平成２８年度から２９年度へ明許繰越して、経済対策臨時福祉給付

金を実施いたしました。これまでの臨時給付金と同じように、対象者と思われる方に

は申請書を郵送いたしまして、本庁とめくばーる健康福祉館、２カ所で受け付けを実

施いたしました。申請書送付のほか、未申請者へのはがきでの再通知、広報で周知を

図り、申請の勧奨をいたしました。 

 以上が決算の概要でございます。 

 続きまして、決算に係る主要施策の成果及び将来の課題の説明に移ります。 

 決算審査特別委員会資料の１０６ページをお願いいたします。 

 始めに、高齢者福祉係の担当分でございます。１枠目の福岡県介護保険広域連合事

業につきましては、記載のとおりでございます。将来の課題につきましては、高齢者

人口の増加に伴いまして、現状でも介護相談や介護認定申請などがほぼ毎日、複数あ

っております。これらの対応業務が増加することは避けられないため、しっかりとし

た体制の確保と継続が必要と考えております。 

 次のいきいきサロン事業につきましては、民生委員、区長、老人クラブ等の御理解

と御協力により、記載のとおりの実施成果になっております。将来の課題も記載のと

おりでございますが、事業につきましては継続して推進してまいります。 

 次の社会福祉協議会、在宅介護支援センター運営業務、敬老館運営事業につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

 次の配食サービス事業も、施策の方向や具体的措置などは記載のとおりでございま

す。実施要綱に規定する利用対象者には該当しないような方から要望が出される場合

もございまして、民間サービスの情報提供など利用支援を行っております。 

 次の老人クラブ助成事業につきましては、将来の課題として、老人クラブ連合会か

らの脱会や地域クラブの休会が増える傾向にあることから、老連本部にも運営の検討

などをお願いしているところでございます。 

 一番下の介護用品給付事業は、在宅介護者の支援として紙おむつの給付を行ったも

ので、今後、在宅介護の対応が増えると予想されることから、継続したいと考えてお

ります。 

 １０７ページをお願いいたします。 

 １枠目のコスモスプラザ食堂運営と、２枠目の老人保護措置業務につきましては、

資料で確認をお願いいたします。 

 ３枠目と４枠目は、決算書のところで説明いたしました総合事業で実施した事業で

ございます。 

 ３枠目の介護予防・日常生活支援サービス事業は、軽度な支援が必要な高齢者に対

し、生活援助等の訪問型サービス、それから医療・保健専門職による短期間の訪問型・

通所型サービスを実施いたしました。 

 ４枠目の一般介護予防事業は、要介護になることの予防や進行を防止するために実
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施した事業でございます。２７年度から開設しております常設サロン「ひなたぼっこ」

は、交流の場、活動や運動の場として、多くの方が利用されております。体操教室は、

導入編と実践編の二つのコースに分けて実施しておりまして、ほかに認知症予防教室

を事業として実施いたしました。 

 次のシルバー人材センター運営事業は、高齢者の簡易な就労の場の提供や生きがい

づくりなど、社会的な機能に対して健全かつ適正な運営の確保を支援する目的と、国

の補助金の目的額を参酌し、補助を実施いたしました。 

 一番下のめくばり館管理運営事業、１０８ページのひとり暮らし高齢者等見守りネ

ットワーク推進補助事業は、記載のとおりでございます。 

 ２枠目の高齢者等見守り・生活支援システム、その次の健康福祉館管理業務につき

ましては、昨年度と同じ内容で継続した事業でございます。 

 ４枠目の高齢者虐待防止等緊急支援業務は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律」に基づき実施したもので、高齢者を虐待という権利侵

害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援してお

ります。 

 一番下の経済対策臨時福祉給付金につきましては、明許繰越して実施したもので、

決算書の中で説明したとおりの内容でございます。受付期間、支給決定者、支給金額

は記載のとおりでございます。 

 次に、１０９ページをお願いいたします。生活福祉係の担当分でございます。 

 この１０９ページから１１０ページの１枠目までの各施策は、障害者総合支援法に

基づく自立支援給付や、児童福祉法に規定する障がい児の生活支援等の施策として実

施した事業等を記載したものでございます。 

 １０９ページ、一番上の枠の障害者自立支援医療事業は、更生医療、育成医療、療

養介護医療、精神通院の４事業分で、施策の内容や成果、将来の課題は記載のとおり

でございます。 

 ２枠目の障害者補装具給付事業は、障がい者・障がい児の補装具の給付で、装具に

より身体機能を補いまして、日常生活の向上や仕事の能率向上などを図ることを目的

として、車椅子、上下肢装具、補聴器などを給付したもので、措置、成果は記載のと

おりでございます。 

 一番下の障害者自立支援給付事業、障害児通所支援給付事業は、障がい者・障がい

児の日常生活の向上と自立を支えるための事業として実施いたしました。具体的措

置、成果、課題等につきましては記載のとおりでございます。 

 １１０ページになります。 

 障害者地域生活支援事業、施策の方向と具体的措置は、それぞれの欄の①から⑦の

記載のとおりでございます。 

 ここまでが、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障がい者・障がい児への施策

ですが、扶助費の額は決算書で説明しましたとおり、前年比３,９５６万円の増加とな

っております。今後の課題、見通しとしましては、一層のサービス料の増加とそれに

伴う事務と費用の増加が見込まれます。 

 ２枠目の福祉タクシー料金助成事業につきましては、在宅の重度障がい者の方に、

外出支援、社会参加支援として、月４枚を基準に、タクシーの初乗り料金の補助を町

の単独事業として実施いたしました。 

 一番下の民生委員・児童委員協議会事務及び活動支援業務につきましては、施策、

成果等は記載のとおりでございます。民生委員の円滑な活動や負担感軽減のために、

事務局の役割を担っております福祉課の一層の支援、協力も必要と考えております。 

 次に、１１１ページをお願いいたします。地域包括支援係の担当分でございます。 
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 包括的支援事業は、２９年度から新たに⑧の生活支援体制整備事業を開始し、主要

施策の方向に記載のとおり、大きく八つの事業での構成となっております。⑥の在宅

医療・介護連携推進事業は、高齢者が住みなれた地域で必要な医療・介護サービスを

利用しながら、自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護を一体

的に提供するために必要な支援を行うための事業でございます。朝倉市、東峰村と共

同で費用を負担しまして、朝倉医師会に委託しております。検討会や研修、出前講座

を実施しております。 

 ⑦の認知症総合支援事業のうち、認知症初期集中支援事業は、認知症になっても本

人の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域のよい環境で暮らし続けることがで

きるように、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支

援体制を構築するものでございます。朝倉記念病院に委託しまして、相談対応、訪問、

普及啓発活動を実施いたしました。認知症地域支援推進員は、町の職員の兼務ではご

ざいますが、２９年度新たに設置したところでございます。 

 ①から⑧の事業の具体的措置とその成果も、記載のとおりの内容でございます。 

 次の指定介護予防事業は、要支援の状態にある方に対するケアプランを作成し、要

介護への進行を予防あるいは穏やかにし、在宅での生活を長く送っていただくために

実施しているものでございます。この事業と、さきの包括的支援事業につきましては、

高齢者の増加に合わせ、各種相談に対する支援や、家庭内虐待的行為に対する調査や

保護など、困難案件が増加しておりまして、介護予防が必要な方も今後一層増えると

予想されるため、これらに対する施策を展開するための体制の拡充が必要と考えてお

ります。 

 以上が、福祉課の決算と主要施策等の説明でございます。 

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  資料のほうでお尋ねいたします。ページは１０７ページのコスモスプラザ食堂運営

委託事業についてお尋ねをいたします。 

 将来の課題で、収支の黒字化は困難であると。町から食堂運営委託料として６６１

万９６３円を支出しております。委託先のことですけども、赤字は幾らほどになって

いるのかお尋ねできればということが一点と、この赤字が出た場合は委託先の責任と

いうことで、もう町はこの食堂運営委託料のほかは支出はされていないかと思います

けども、そのあたりの説明を求めたいと思います。 

 それから、このまま放置していけば赤字が積み重なるということで、運営的にも相

当厳しい状況が続くわけでございます。町としての対策改善についての考えがどのよ

うになっているかということで、お尋ねをしたいと思います。 

 以上です。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 コスモスプラザ食堂の経費の件の御質問でございました。町は委託料として払って

おります分で全額賄っておりますが、食堂の売上金は町に雑入として入れておりま

す。委託料から売り上げを引きますと、平成２９年度は約１６９万６,０００円のマイ

ナスといいますか赤字になっております。委託先の社協が費用負担しているというこ

とはございません。 

 それと、赤字が続いていると御指摘の件ですが、平成２３年度をピークに、年々赤

字は減少はしております。ちなみに、平成２８年度の赤字分としましては１８４万４,

０００円、平成２７年度が２０２万３,０００円、徐々ですが、メニューを工夫したり

とかそういう改善、あとは調理員を、別に配食サービスを社協のほうに委託しており
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ますけども、やりくりをして同じ調理員の方を食堂のほうへも回したりとか、そうい

うふうな工夫をしていただきまして、赤字は解消しつつございます。 

 赤字ということで、黒字化するのがもちろん一番よろしいんですけども、あそこの

食堂を止めることといいますか、取り止めることによって、また今度は敬老館の利用

者の減少も考えられるのではないかということもありまして、今、食堂利用者がどれ

くらい、構成としてですね、敬老館を利用してある方がどれくらい食堂を利用してあ

るのかというふうなアンケートを取るようにしております。それをもちまして、また

結果を見まして、今後の方向性を考えたいと考えております。 

委員長   一木委員 

一木委員  説明でわかりましたけども、売り上げも町のほうへ入ってきているということで、

トータルいたしましての赤字が発生しているということで説明をいただきました。赤

字も金額は減少しているものの、毎年ということでこれからも続いていくということ

を考えれば、やはり努力が必要じゃないかなというふうに考えるわけでございます。 

 議会のほうも、議会の中でですね、食堂のほうで食事をいただいたり、また職員の

方も利用されている方等もおられますし、もっとそういった利用をしていただくこと

への、職員の方へも呼びかけをされているかと思います。議会のほうも機会あるごと

食堂のほうの利用を高めますけども、来館された方たちにもそういった職員の利用あ

たりを、機会があればひとつ努力をしていただきながら、少しでも、黒字にならなく

ても赤字の幅を縮小するという努力をお願いしたいと思います。何事でもそうでござ

いますけどね、赤字が続きますと経営的に相当厳しくなっていきますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

委員長   木村委員 

木村委員  資料のほうでお尋ねします。資料の１０８ページの一番上の、ひとり暮らし高齢者

等見守りネットワーク推進補助事業でございます。 

 これについては補助金の再々延長を行わないということで、これはぜひ私としては

続けていただきたいと思っている部分でございますが、まずお尋ねしますが、昨年度、

ひとり暮らしが１,３００件ほど、ふたり暮らしが１,５００件ほどという報告があっ

ておりましたが、今この推移はどれぐらいになっているか、わかったら教えてくださ

い。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。今年の４月１日現在での数字しか持ってきておりませんので、それ

でよろしいでしょうか。 

 今年の平成３０年４月１日現在で、高齢者の単身世帯数は１,２３６人になっており

ます。 

委員長   木村委員 

木村委員  昨年度聞いとった１,３００人の部分が１,２６０人になったということでよろしい

ですか。まあ大体、同じぐらいの推移で行きよるということで、これをなくしてしま

うと、このサービスによって受益されてある方は、これからどういった形でカバーし

ていこうと思われてあるか、お尋ねします。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  この補助金のそもそもの目的が、地域での見守り体制をつくっていただこうという

きっかけづくりの補助金でございました。何月議会か忘れましたけども、一般質問で

もいただいておりましたので、そこら辺の趣旨についてはその折にお答えさせていた

だいております。 

 平成２２年度からこの事業をスタートいたしまして、最長で８年ということで、３



15 

 

２の行政区が昨年度、平成２９年度をもってこの補助金の対象となることが終了いた

しました。高齢者の見守りは、区長さんとか民生委員さんが中心になっていただいて

区のほうでしていただいているほかに、老人クラブの方が会員さんのところを回られ

るとか、気になる……。気になるというのはちょっと言葉が悪いですけども、ちょっ

と注意して見たほうがいいなという高齢者に対しましては、町のほうから訪問した

り、在宅介護支援センターから訪問したりしております。 

 今、先ほど生活支援体制整備事業のお話をさせていただきましたけども、その中で、

自分たちの地域のことは自分たちである程度していこうという体制づくりをする事

業でございますけども、まだまだ始まったばかりで、ちょっとまだ先が長うございま

すけども、そういう事業を通じまして、地域の支援、見守り体制は図っていきたいと

考えております。 

委員長   木村委員 

木村委員  丁寧に答弁いただいてありがとうございます。これは包括的に支えていく部分です

から、いいです、わかりました。聞き方も悪かったかもしれませんけど、簡潔によろ

しいです。 

 これは２行政区でもうやめられたということですが、こうやって地域に移行してい

くきっかけづくりということであれば、この二つの地区については、助成がやめられ

た後、どういった活動をされてありますでしょうか。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  ２地区の、多分、申請がされていない地区のことをおっしゃっているんですかね。

２９年度で終了したのは２２地区になります。その２地区につきましては、一つの地

区はもう補助金をもらわなくてもできているとおっしゃる区と、もう一つの区はすご

く小さい区でございまして、それがなくても隣近所での見守りができているというこ

とで、申請をされておりません。これから申請されれば、当然、全然今までされてお

りませんので、対象とはなりますけども、必要ないということで申請をされていない

区でございます。 

委員長   河内委員 

河内委員  資料の１０８ページです。経済対策臨時福祉給付金、主要施策の方向で、一番下に

「生活保護受給者は対象外」となっていますが、生活保護者こそこういう給付金がな

いと生活が苦しいんじゃないかなと思うんですが、どうして生活保護世帯は対象外に

なったんでしょうか、お尋ねします。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 生活保護者につきましては、生活保護費の中でその分は見てあるということで、対

象外になっております。 

委員長   河内委員 

河内委員  次に、資料の１１１ページです。ケアプランのことについてお尋ねします。 

 生活支援サービスで、訪問回数が１日１回以上を超えるケースというのはどのくら

いあるかわかりますか。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 実態は詳細には把握しておりませんけども、１日数回訪問することはないと思いま

す。 

委員長   河内委員 

河内委員  認知症の方とかは複数回、多分訪問されていると思うんですが、今度１０月から、

国が定める訪問回数を一定数超えるケアプランに対しては、市町村に届け出ることが
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義務づけられています。その届けられたケアプランは地域ケア会議にかけられて、必

要があれば是正を促すと厚労省は言っております。地域ケア会議の中で利用制限を図

っていくつもりなのか、お尋ねをいたします。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 今後の検討課題としております。まだ始まったばかりで実態がわかりませんので。 

委員長   河内委員 

河内委員  必要な支援が制限されれば、家族介護や自費での保険外サービスを利用しなくては

なりません。地域ケア会議が利用制限の場にならないことを強く要望しておきます。 

委員長   一木委員 

一木委員  資料の１０７ページをお尋ねいたします。めくばり館管理運営事業についてでござ

います。 

 将来の課題の中で、敬老館と同様に利用者が減少しているということで、利用者に

ついては具体的措置のところで記入されてございます。１日当たり平均で２８名とい

うことでございます。施設の老朽化により、設備の修繕費用が毎年かさんでおり、維

持コストがかかっているということでございます。まさしくそうかというふうに理解

をするところでございます。 

 町にはこのめくばり館と敬老館がございまして、同じような利用をしていただいて

いる方たちがおいででございます。福祉の提供増進ということで大事なことではござ

いますけども、一つの町に二つの施設がございますけども、老朽化、修繕とか維持管

理とかですね、利用状況は少なくなってきているといった中で、バス移動で１０分ぐ

らいでできる位置にございます、町の巡回バス等でですね。 

 今後の課題として、所管課のほうでこういったことに対しては答弁がなかなか難し

いかと思われます。質問するほうもなかなか難しいことと承知していますけども、今

後においてやはり、どちらか一つへ統合していくというふうなことも考えていかなけ

ればいけないというふうな時期にも進んでいるかなというふうに考えますけども、こ

のことについての見解を求めたいと思います。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 公共施設の検討委員会がございますので、その中で今後検討をお願いしたいと思っ

ております。 

委員長   田口委員 

田口委員  資料の１０６ページ、配食サービス事業について、月平均利用者数が４４.３人とい

うふうなことでございますけれども、配食される方の今現在の人数はどのぐらいおら

れるかということを、ちょっとお尋ねします。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 すみません、手元に資料を持ってきておりませんので、後でお答えさせていただき

ます。 

委員長   田口委員 

田口委員  この配食される方は、多分ボランティアだろうと思います。非常にボランティアの

確保というか、そういうのが多分厳しいと思います。その手だてというか、月２回ぐ

らい、そういうことも含め、ボランティアの方の手だてというか、そういうこともで

すね、ただ社会福祉協議会に任せておけばいいという発想じゃなくして、そういう目

線もやはり課長は頭の中に入れておく必要があるのではないかと思います。今後よろ

しくお願いします。 
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委 員 長  福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 すみません、先ほどお尋ねになったのは、配食をしてある方の人数ということです

かね、利用されている方ではなくて。申しわけありません。 

 （「配食をしてある方は４４.３人と書いてあるから、配食される方が今何人おられ

るかということ」の声あり） 

 はい、すみません。大変失礼いたしました。ボランティアとおっしゃっていました

けども、有償ボランティア的な感じだと思いますけども、１時間当たり幾らという賃

金をお支払いいたしまして、社協のほうが人の手配はしていただいておりますけど

も、時間単価でお支払いをしているところでございます。 

委員長   木村委員 

木村委員  資料の１１１ページでお尋ねいたします。 

 地域包括支援について総合的ですが、まず、その下の段のケアプラン作成件数が、

ちょっと調べてみましたところ、２６年は２,６００件ほどだったんですね。これが大

幅に３,４３５件ということで増えております。その当時、ケアマネジャー１人当たり

が大体４０件から５０件ぐらいということでお聞きしておったんですが、計算してみ

れば、じゃ、これは充てるケアマネジャーさんを増やして対応されてあるということ

で理解してよろしいでしょうか。 

委員長   福祉課長 

福祉課長  お答えします。 

 平成２９年度はケアマネジャー３人でスタートいたしました。予算は４人分取って

おったんですけども、なかなか応募される方がなくて、ずっと欠員のままでおりまし

たけども、昨年度１月から１人応募者がありまして増えまして、本年度については４

人でスタートしております。ケアマネジャー４人と、あと保健師、社会福祉士、主任

ケアマネジャーといいまして別に職種の専門職がおりますけども、そちらのほうも一

部ケアプランを作成しておりまして、ケアマネジャーが１人増えたこと、それとほか

の専門職がカバーしているということで、現在業務を行っているところでございま

す。 

委員長   木村委員 

木村委員  ということは、本来ケアマネジャーが対応すべきことを処理できずに、結局その周

りの方がカバーしてあるということでいいわけですね。 

 そのもう一つ上の段もなんですが、この介護予防ケアマネジメント事業からずらっ

と事業が幾つも書いてありますけど、これも調べてみましたところ、軒並み２６年か

ら、昨年度からすれば１割とか２割の増加と件数がなっているんですけど、２６年か

ら比べたら、ほぼ倍なんですね。４番の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に

ついては、もう６倍とかいう数字なんですね。 

 これだけ増えている中で、このマンパワーの不足というのは、ここ何年か前からず

っと言われてあるんですが、やはりこの相談とかいろいろあったときに、件数自体は

それだけ増えて、それ以上にまた家族の理解とか協力ですね、この脆弱化というのが

大きい要因で、やっぱり１件１件つくるのに、処理するのに、時間をものすごく要し

ているということで、その部分はマンパワーでしか結局解消できないというような回

答も、以前からいただいておったんですが、そこが全然、全然とまでは言わなくても、

本当に今言われた、回答されたとおりに、カバーして、カバーして、どうにかおさめ

ていくという、だからものすごく職員の方、携わっている方に負担がかかっているん

じゃないかと思うわけなんですね。 

 もちろんこの部分については、どうやっても財源が確保できないことには、大きな
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予算を伴うものですから、どうでしょう、副町長。そのあたりはどう考えているか、

ちょっとお願いします。 

委員長   中野副町長 

副町長   件数がかなり増えているということで、有資格者が対応しなければならないという

ふうな条件でございます。そういう中で、１人当たりが年間どれくらい対応できるの

かというのも、ちょっと私のほうも把握していませんし、今、七百何十件ということ

で、４人で対応しているということで、ざっと計算して年間１人当たり１８０ぐらい

になるんですかね。そういう形で、それが可能な対応件数なのか、オーバーワークな

のかというのも、ちょっと把握し切れておりません。そういうことで、中身をもう少

し吟味させていただいて、必要であればそれなりの措置はやむを得ないだろうという

ふうには考えております。 

 以上です。 

委員長   ほかにございませんか。 

 （なし） 

委員長   これで福祉課を終わります。 

 ここで休憩をとりたいと思いますけども、お諮りしたいと思います。 

 午前中に農林商工課まで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

休  憩  

委員長   それでは、１１時３５分から始めます。 

（１１：２５） 

再  開  

委員長   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：３５） 

委 員 長  先ほどの田口委員の配食サービスの件で、福祉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。 

 福祉課長 

福祉課長  先ほどの配食サービスの配達をされている方の人数でございます。昼の配食につい

ては２人、夜の配食分が３人、１時間当たり１,０００円の賃金をお支払いしておりま

す。 

委員長   それでは、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、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３３目地方創生費、拠点整備の関係でございます。支出済額１億９,５６９

万８,０００円余につきましては、弁当工房新築事業として、平成２８年度から繰越明

許手続を行ったものでございます。 

 内容につきましては、１２節役務費１５万８,０００円は建築確認等に要した手数料

でございます。 

 １３節委託料１,４７９万６,０００円は、実施設計及び工事監理委託料でございま

す。 

 １５節工事請負費１億７,６４２万４,０００円余は、弁当工房の建築工事費でござ

います。 

 １８節備品購入費４３２万は、弁当工房に要する机、椅子等の備品の関係でござい

ます。 
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 同款同項３４目地方創生推進費の関係でございます。委託料、支出済額６２７万６,

０００円のうち、農業参入トータルサポート委託料５８万６,０００円につきまして

は、ハウスの規模、附帯設備の内容、栽培方法などの検討について、専門家へ指導、

助言をお願いしたものでございます。 

 農産物加工セミナー委託料３２９万４,０００円につきましては、６次産業化の推進

や起業・創業者の創出を図るため、加工セミナー開催などを委託したものでございま

す。 

 クロダマルイベント等実施委託料４０万につきましては、さらなる筑前クロダマル

の知名度アップを図るため、収穫体験や試食会等のイベント実施を委託したものでご

ざいます。 

 １６節原材料費６５万円につきましては、本年度定植を予定しておりますイチゴの

親苗代でございます。 

 飛びまして、１２３、１２４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２,６６２万２,０００円余でありまして、

主なものといたしましては、１節報酬９３５万１,０００円余は、農業委員報酬及び嘱

託職員１名の報酬でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ８節報償費１６万９,０００円余は、農業委員会改選に伴う退職記念品料及び農地あ

っせん等の謝金でございます。 

 ９節旅費３８万３,０００円は、農業委員会開催時の費用弁償及び普通旅費でござい

ます。 

 飛びまして、１９節負担金補助及び交付金３２万１,０００円余は、上部団体である

福岡県農業会議などへの負担金でございます。 

 同款同項２目農業総務費です。支出済額６,７１１万３,０００円余の主なものとい

たしましては、１節報償費５３万１,０００円は、農事組合長への報酬でございます。 

 １２７、１２８ページをお願いいたします。 

 同款同項３目農業振興費です。支出済額３億７,６１１万１,０００円余でございま

す。 

 そのうち１９節負担金補助及び交付金２億４,１７７万３,０００円余につきまして

は、ハウスなどの園芸農家に対し、省力栽培施設導入などに対する支援である活力あ

る高収益型園芸産地育成事業費や、１２９、１３０ページに書いております、トラク

ターなどの高性能機械導入に対する水田農業担い手機械導入支援事業１,５２４万６,

０００円、それから、新規青年就農者に対します青年就農給付金１,７６２万５,００

０円、町全体で取り組みを行われております多面的機能支払交付金──いわゆる農

地・水・環境事業に対する交付金でございますが──が１億４,９３３万３,０００円

余、条件不利地域でございます山間部に対します中山間地域等直接支払交付金４８５

万９,０００円などでございます。 

 また、地方創生・６次化等推進事業補助金につきましては、町内で生産された農産

物による新たな加工品の開発・加工・販売までを行う６次化の取り組みに対しまして、

支援を行ったものでございます。 

 次に、同款同項４目につきましては畜産費でございます。支出済額１３万３,０００

円でございます。 

 続きまして、同款同項５目農地費、支出済額５,３０７万２,０００円でございます。

そのうち両筑土地改良区の施設管理に要する経費として、国と町それぞれ２分の１を

行っている、国営造成施設管理体制整備促進支援事業７８９万９,０００円でございま

す。 
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 ここで、支出説明の科目に誤りがありましたので、修正をお願いいたします。 

 負担金補助及び交付金の中の下から３行目です。両筑第１基幹水利施設保全型（県

営第２）事業費負担金、「１,１７３万６,９００円」と記載がございますが、これを「４,

４５４万１,９００円（４４,５４１,９００）」、それからその下の基幹水利施設保全型

（両筑第５地区）県営測量設計業務負担金、「３,３１６万５,５８４円」を、「３６万

１,５８４円（３６１,５８４）」に訂正をよろしくお願いいたします。二つの合計は変

わりません。 

 説明に戻ります。 

 県営２期事業負担金につきましては、現在行われております両筑平野農業用水の施

設改修の負担金でございます。また、県営測量設計業務委託金につきましては、今後

行われる予定である両筑第５地区の工事の測量設計業務に係る負担金でございます。 

 次に、同款同項６目農業土木費、支出済額１,０６９万円余でございます。１３１、

１３２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費につきましては、昨年、堤体決壊のおそれがあり、緊急に工事を

要しました勝山地区のため池堤体の改修工事などでございます。 

 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て、町が支援してきたものでござい

ます。ちなみに、平成２９年度は７組織でございました。 

 続きまして、同款２項１目林業総務費でございます。支出済額２０２万２,０００円

余でございます。主なものは林地台帳システム構築の委託料１９４万４,０００円でご

ざいます。 

 続きまして、同款同項２目林業振興費、支出済額１０８万５,０００円余でございま

す。 

 主なものは、１９節負担金補助・交付金、町内生産森林組合への育成助成及び朝倉

森林組合への負担金でございます。 

 続きまして、６款１項１目商工総務費、支出済額１,５００万円余でございます。 

 １３３、１３４ページをお願いいたします。 

 主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち、筑前町商工会が発行するプレミ

アム商品券に対する支援及び商工会の運営助成などでございます。 

 最後に、同款同項５目消費者行政推進費、支出済額４１８万７,０００円余でござい

ます。 

 １３５、１３６ページをお願いいたします。 

 主なものは、平成２７年度より消費生活センターの運営を公益財団法人のほうへ業

務委託いたしております相談員の委託料が主でございます。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 続きまして、特別委員会の資料のほうをお願いいたします。 

 １１２ページをお願いいたします。 

 まず、地方創生費でございます。 

 御存じのとおり、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

し、農産物の生産者、事業者の所得拡大や雇用の確保、Ｕ・Ⅰ・Ｊターンを促進する

６次化創業スクールを開催しているところでございます。２８年度の繰越事業とし

て、２９年度において、みなみの里の北側に弁当工房を建設し、地元農産物の活用を

図るとともに、雇用の促進を目指すところでございます。 

 また、みなみの里に隣接した農地にイチゴ観光農園を設置し、今後計画される道の

駅構想とあわせて、観光・地域振興の拠点づくりの事業計画を行ってきたところでご

ざいます。あわせて、昨年に引き続き６次化スクールを開催し、年度末に実践販売と
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して６次化マルシェを開催したところでございます。 

 続きまして、農業委員会費です。 

 農業委員会におきましては、毎月の定例総会開催及び随時運営委員会などを開催

し、円滑な農業委員会の運営を図ってまいりました。特に平成２９年度末に新たな農

業委員会法による農業委員改選が行われ、これまでの公選法に準じた選考から、公

募・推薦等による方式に改められ、３月２２日よりスタートしたところでございます。

その中で、農地の権利移動である農地法３条、農地転用である農地法４条、農地法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、農地の利用移動等の迅速なデータ更新による農地基本台

帳の整備、農業経営基盤強化促進法による賃貸借・使用貸借などの権利設定業務など

を適正に行ったところでございます。 

 １１３ページでございます。 

 農業振興費です。 

 町では、「食に感謝し、平和を願う町」を合い言葉に、地産地消の推進に努めてま

いりました。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

定例会の開催、各小学校等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まいりました。 

 １１４ページをお願いします。 

 町内で生産された農産物の加工品の開発・加工・販売などの、個々の農家などを支

援するため、町単独事業において施設整備や研修等に対する支援を行ってきたところ

でございます。 

 次に、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・後継者の育成支援、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してまいりました。特に新規就農者につきましては、農業次世

代人材投資資金、もとの青年就農給付金を活用し、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きているところでございます。また、町の農業振興につきま

しては、関係各機関との連携は不可欠なものでございまして、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」を開催し、情報の共有に努めてきたとこ

ろでございます。 

 １１５ページでございます。 

 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多面的機能支払交付金、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払事業、それから一つ飛びますけれども、条件不利地域

の農業生産維持のため中山間地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。 

 １段戻っていただきまして、次に効率的な農業運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の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。特に平成２９

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

は２経営体であり、主なものにつきましては、冬春キュウリ、冬春ナスの農家の自動

防除機導入や、省力栽培温室などの施設設置などでございました。また、水田担い手

機械導入支援事業につきましては６経営体でございまして、トラクター、田植え機、

ブームスプレーヤー、マニュアスプレッダーなどでございます。 

 また、農地中間管理事業につきましては、優良農地の担い手への集積を目的に創設
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されました農地中間管理機構を活用し、農地集積をされたもので、実績といたしまし

ては２件、３.１ヘクタールでございました。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 農地費でございます。 

 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期事業につきましては、平成２９年

度をもって完了し、今後は国営で整備された幹線から分岐した支線水路改修事業を県

営で進められているところでございますが、多額の事業費の負担が今後予想されると

ころでございます。 

 次に、農業土木費につきましては、国・県の事業を活用し、老朽化したため池の改

修や、補助対象とならない農道等の整備、ため池等の整備事業の推進、簡易的な農業

用施設工事の地元施工に対する助成などを、受益者の主体的な取り組みを支援すると

ともに、地域の農業振興に努めてまいったところでございます。 

 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、農産物被害防止に

努め、計画的な駆除活動の実施を行ってまいりました。 

 続きまして、林業振興費でございます。 

 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施業を計画しておった

ところでございますが、昨年の九州北部豪雨の復旧作業のため、事業実施が２９年度

はできなかったところでございます。 

 また、都市住民との交流や地域の活性化のため、竹林オーナー園の取り組みの支援

や、林業担い手育成・確保のために、管内市町村と連携し、朝倉森林組合の育成支援

を行ってきたところでございます。 

 １１７ページをお願いいたします。 

 商工費でございます。 

 近年、都市部につきましては、景気は回復傾向ということでございますが、中小零

細企業が多い本町につきましては、まだまだ環境は厳しいものでございます。このよ

うな中、筑前町商工会員の振興の取り組みとしまして、プレミアム商品券発行助成、

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による資金供給の円滑化、筑

前町商工会の育成支援のための運営費の支援などを、引き続き行ってきたところでご

ざいます。 

 次に、労働総務費でございます。 

 労働者の雇用確保のため、ハローワークと連携をとりながら支援をするとともに、

近隣自治体と連携し相談会を開催するなど、地元就職への支援を行ってまいりまし

た。 

 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、消費生活相談窓口を開設し、さまざまなトラ

ブルの仲介、助言に当たってきたところでございます。特に平成２７年度よりセンタ

ー運営を社団法人のほうへ業務委託することにより、より専門的なアドバイスや近隣

自治体の情報収集ができ、あわせて地域公民館における出前講座による啓発活動など

により、被害の防止の一翼に貢献できたのではないかと考えておるところでございま

す。御存じのとおり、今後は成人年齢の引き下げとともに、さらに相談件数が増加す

るのではなかろうかと、心配もしておるところでございます。 

 以上で、農林商工課、農業委員会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。 

 一木委員 
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一木委員  資料のほうでお尋ねいたします。１１７ページ、緑化推進事業事務ということで、

過去において緑の募金として行政区募金、住民区費からのということで行っていまし

た。募金は県に納めた後、県から町へその中の一部が緑化推進事業活動費として支払

われていました。当時、事件が発生いたしまして募金を取りやめていますが、まずお

尋ねいたします。この事業に対する、現在手持ち残高は幾らになっているものか。 

 二つ目。２９年度、１団体への補助ということで、どちらの団体で幾ら支出したも

のかということで、お尋ねいたします。 

 以上です。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。１１７ページ、緑化推進事業でございます。これにつきまして

は、いわゆる一般会計を通らないお金でございます。 

 まず昨年度末につきまして、残余金がどのくらいあるかということでございます

が、一応、ことしの要望を取りまとめまして、それを仮に支出した場合に、残余金が

約１３０万円余だったと思います、の次年度への繰越金というような形になります。 

 それともう一つ、昨年の……。申しわけございません、ちょっと手元に資料を持っ

てきておりませんので、後で報告させていただきます。 

委員長   河内委員 

河内委員  同じく１１７ページです。商工費の商工業振興事業事務で、将来の課題で、「プレ

ミアム商品券のプレミアム分については、近隣の状況を見ながら検討する必要があ

る」とありますが、これはアップの方向で検討されるのか、それともダウンの方向で

検討される、どちらの方向で検討をしていくつもりなのかお尋ねします。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  プレミアム商品券の助成の関係でございます。実はこれは近隣市町村もさまざまで

ございます。助成の関係、それからプレミアム率もさまざまでございます。本町につ

きましては、現在たしか１０％のプレミアムだったかと思いますが、これにつきまし

ては、今のところ現状維持を考えております。これはあくまでも景気対策の一環でご

ざいますので、今後、景気の動向を注視しながら、アップあるいはダウン、その辺は

検討させていただきたいと考えます。 

 以上です。 

委員長   山本一洋委員 

山本(一)委員  資料の１１５ページの多面的機能支払交付事務事業の部分でお尋ねをします。 

 将来の課題のところに、中段以降に、組織の担当者が高齢化している組織があり、

組織運営の後継者育成が課題であるというふうに書いてあります。私、勉強不足かも

しれませんが、聞くところによると、平成３０年度で終わるようなことを聞いており

ましたけれども、この文章からすると、まだ続くのかなというふうなことも想定でき

ますが、どんなふうになっているのか。また、その以降に地元とどのような形で涵養

するのかというようなことも、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  今、山本委員のほうから御指摘がございました。今の多面的支払交付金事業につき

ましては、５年スパンでございまして、確かにことしが１回目といいますか、区切り

でございます。 

 実はこの多面的支払交付金につきましては、以前は予算主義のやり方でございまし

た。ところが、一昨年でございましたか、この多面的支払交付金と中山間直接支払、

それと環境保全型、この三つが法制化されました。ということで、私どもとしまして

は次年度も、またさらなる５年間の制度、これが続くと考えております。ただし、い

わゆる助成額と申しますか、その内容については変更はあるかと思います。まだそこ
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までの情報がうちのほうに来ておりませんので、それが来次第、組織の代表者などを

招きまして、説明会等をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

委員長   川上委員 

川上委員  川上です。主要施策の成果と課題についてお尋ねをいたします。 

 １１４ページの特産品の開発振興についてお尋ねをいたしますが、これは平野養鶏

場様が、２０１０年２月ですからもう９年目を迎えているんですが、寄附によって取

り組んでおられる事業だと私は判断をしております。黒大豆、木酢、小麦、米粉を使

用して商品開発し、認知度を高め、ブランド化を進めていくというようなことでの取

り組みだと思いますが、これは事前にちょっとお尋ねしていたものですからお聞きし

ますが、この事業はいつから取り組みをされて、今どれぐらいの事業費がかかってい

るか、まずお尋ねします。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 この６次化の補助金でございますが、これは平成２８年度から行っているもので、

国の地方創生事業が平成３１年度終了の予定でございますので、それにあわせて本町

のこの単独事業も、３１年度までの合計４年間の計画で要綱をつくらせていただいて

いるところでございます。 

 二つ目に、どのくらい使ったかということでございます。平成２８年度につきまし

ては、ハード事業関係で──補助金額だけでよろしいですか、はい──で３００万、

ソフト事業、これは研修関係で１３万４,０００円。２９年度につきまして、加工所関

係で３００万、それとソフト事業の関係、全国の研修会等の旅費関係で６万５,０００

円でございます。 

 以上です。 

委員長   川上委員 

川上委員  私もずっと前から見ていたんですが、これは歳入の繰出金の関係で聞いてもよかっ

たと思うんですが、２７年度もこの特産品の開発、それから振興ということで、５５

２万円の繰出金が出ているんですね。ですから私は、２７年度からこれはずっと取り

組みをされているのかなということで認識しておったんですよ。それで、こう見てみ

ますと、３０年度も９００万、このそったく基金事業から、特産品の開発とそれから

振興ということで、私は２７・２８・２９・３０、この４年間をそったく基金事業か

ら繰り出して、そしてこの事業に充てておられるということで認識していたもんです

から、２７年度からの取り組みだと思っていたんですが、それは違うんでしょうか。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 この事業につきましては、先ほど説明いたしましたように２８年度からでございま

す。で、３１年度までとさせていただいているところでございます。内容につきまし

ては、先ほど申しましたように６次化を進めるために、各農家・団体等へ、ハード事

業面、それからソフト事業面への支援をさせていただいているところでございます。 

 ちなみに、先ほど御質問の中でありました、３０年度も９００万円の予算措置はさ

せていただいているところでございまして、団体としては、みそグループや、あと各

農家がドレッシングの加工場とか、それからジャムの加工場、そういうのを現在計画

されておりまして、現在審査をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

委員長   川上委員 

川上委員  私は、これがそったく基金事業から繰り出している必要性があるのかなということ
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で、やっぱり筑前町の基幹産業は農業でございますから、その取り組みについては、

私は別途、本当に基本的なことですから、資金的にはこれを使わなくてもどんどん振

興していただきたいというふうな気持ちを持っているんですね。そのことにつきまし

ては、また財政課のほうに聞きたいと思っているんですが、私はこの振興事業、特産

品の開発等については、これを使わなくてもいいんじゃないかなという気持ちを持っ

ているんですが、町長、どんなでしょうか。ああ、副町長、考えはありませんか。 

委員長   中野副町長 

副町長   お答えします。 

 地方創生でできるものは、こちらのほうを優先していきたいというふうには思って

おります。それでもまだという、地方創生もあと１年余りでございますが、その後も

となってきますと、平野さんからいただいたそったく基金、平野さんの要望もござい

ますし、農業関係に使ってくれというふうなこともございますし、そういうのも一つ

の財源としては視野に入れて進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

委員長   川上委員 

川上委員  ３１年度までということで所管課長から聞いたんですが、３０年度までを見てみま

すと、２億円いただいた寄附金が、もう９,０００万になるというようなことを見てみ

たんです。そうしますと、ここに一年一年この事業に充てるというのも、それはいい

かもしれませんが、もうそろそろ形に残るような大きな一つの事業に特化して取り組

むことも必要な時期じゃないかなと。もう今、９年目を迎えているわけですし、基金

の残高としては９,０００万近くしかならんと。３１年度はまたそれから下がってくる

となれば、私はそういうことも視野に入れないといけないのかなというようなことを

考えるわけなんですが、ぜひそこら辺の検討を今後進めていただきたいと思います

が、もう一度見解をお尋ねします。 

委員長   中野副町長 

副町長   形に残るような残し方をしたいというふうに、町長といつもお話はしているところ

でございます。そういう御意見もあるというふうなことで、非常に心強い支援という

ふうな形で、今後も進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

委員長   木村委員 

木村委員  資料のほうでお尋ねします。１１２ページの一番下の農業委員会です。 

 農地法３条、４条、５条の業務について、適正な農地管理に努めるということで進

めてあるわけですが、まずちょっとお尋ねしたいのが、今度、二地区の峰古野池の、

御存じだと思いますが、下に、一番左端に洪水吐きがあるわけですね。一番左の端に、

下から見てですね。その下に、以前ですね、ここ１年かそのあたり前に、新築のアパ

ートが建ってありますけど、あれはもともと農地で、転用されてアパートが建ったん

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。 

 今、木村委員が御質問された地区は、たしか私の覚えでは農地からの転用だったと

思います。 

 以上です。 

委 員 長  木村委員 

木村委員  私もどこで聞けばいいかということで考えておったんですが、農地の転用というこ

とであれば、ここでお尋ねしたいと思います。 

 もちろん、上の池についても農林商工課が担当で管理を掌握されてあると思うんで
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すが、洪水吐きの下にですね、幾ら農地転用について、３条、４条、５条の要件に照

らし合わせて、そこに合致すれば粛々と進めていくということで進めてあるんだろう

とは思いますが、あの池に対してあれだけの小さい洪水吐きで、この前の災害のとき

なんか、すごい水が超えてきたんですね。多分、あの洪水吐きのことは見てあるだろ

うと思います。その下が結局溢れていたんですね、ものすごく大きな。 

 そういう場所に転用の申請が来た場合に、これは幾ら３条、４条、５条に照らし合

わせて、農地法に照らし合わせて、これは転用するべきと判断されたかもしれません

けど、こういう危険なところにそういうふうな転用を許可するというのは、これは適

正と考えておられますでしょうか、お尋ねします。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、今委員が発言されました地区につきましては、確かに洪水吐きなども非常に

小さいということで、御心配されているかと思いますが、一つの最終的な許可権限は

本庁にはございません。あくまでも進達段階でございます。 

 それと二つ目に、この申請が上がった場合には、地元の区長、農業委員さんのいわ

ゆる判こ、同意ですね、そういうものを取らせていただいております。その辺で判断

はさせていただいておりますし、また逆に、それが不可という理由はございません。

そういう形で、町の農業委員会といたしましては、一応この転用については了解とい

う形で、県のほうに進達をさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

委員長   木村委員 

木村委員  残念です、そういう判断でですね。今回も私、すぐ現場に駆けつけたんですが、水

がえらいものすごい勢い、怖い勢いであふれてきたんですね。そこで駐車場で電話し

てから、住民の方が、そのアパートに住んである方が電話したんですよ、一生懸命、

「こうなりようから、あふれてきようから怖い」ということで。「早く逃げなさいよ」

と、そういうふうに言うんですけど、そういう状況にあったんです。人災が出なかっ

たからこういう議論もできますけど、幾ら法律に見合っとるからということで、それ

は全部許可をできるということには私はならないと思います。 

 この一番最後、課題のところにも書いてありますけども、専門的な知識が必要にな

ってくるということで、その専門的な知識というのは、農地法に関することだけでは

なく、職員の方は防災面についても勉強してあると思うんですね。だから、そういう

ところで横のつながりを持って、きちっと網をかけていただきたい。そう思いますの

で、よろしくお願いします。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  ちょっと回答が重複するかもしれませんけど、先ほど御説明しましたように、私ど

もといたしましては、法令に照らし合わせまして農業委員会をかけております。確か

にあの地域が、今回の大雨災害によって危険な地域であったということがわかりまし

たけれど、危険であったから転用は認めないという、こういう判断にはなりません。 

 以上、回答させていただきます。 

委員長   ほか、ございませんか。 

 梅田委員 

梅田委員  梅田です。 

 １１６ページの資料です。林業に関してなんですが、荒廃竹林の対策事業事務で、

施策の方向性は次世代へ引き継ぐということになっておりまして、成果も２地区でサ

ポートされておりますが、地域の活性化、そして町外からの参加者も多いということ

で、成果が出ているというふうに判断できますが、確かに企業進出等があって、いろ
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いろ議論されたことだとは思います。今後このことは、平成３１年度をもって終了す

るということになってはおりますけれども、実際問題、終了して、この竹林オーナー

制度というのは町の施策としてはやめられるのか、その辺をお伺いいたします。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 竹林オーナー制度、いろいろお客さんがお見えになってにぎわっているところでご

ざいますが、この制度そのものは、資料に書いておりますように３１年度をもって廃

止を考えております。ただし、この同様の、例えばタケノコ狩りとかそういうものに

つきましては、現在、みなみの里のほうでも実施しておりますので、そちらのほうで

引き続き検討をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

委員長   梅田委員 

梅田委員  ということは、もうみなみの里が、このオーナーさんになられる方を募集なり働き

かけをして、今後はそういう方向でいくということなんですね。そしてオーナー制度

を設けるに当たって、いろいろ整備もされていたと思うんですが、そこの予算措置と

かいうのは、これはみなみの里がされるということで理解していいんでしょうか。 

委員長   農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 まず、みなみの里をこっちから主導するわけではございません。現在も併用してみ

なみの里も行ってありますので、そちらのほうにもし御希望でしたら御案内をすると

いうような形になるかと思います。 

 整備の関係というのはちょっとわからないんですけど、確かにこの森山地区関係の

竹林オーナー制度につきましては、県営のたしか補助金か何かを受けて、作業道の整

備などを行っておりますけれど、引き続き、例えばみなみの里がされる場所につきま

しては、現在でも作業道のある程度の整備がされておりますので、まあ必要なのかど

うかは私もちょっと現地を確認しておりませんけれど、現在このままでできるのでは

ないかと考えているところでございます。 

 以上です。 

委員長   梅田委員 

梅田委員  みなみの里としっかり協議なり連携していただきまして、そしてまた道の駅が計画

もされておりますので、交流人口、地域の活性化のためには、このタケノコ掘りとい

うのは町外の方から魅力あるものになると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

委員長   ほかにございませんか。 

 （なし） 

委員長   以上で、農林商工課、農業委員会を終わります。 

 農林商工課長 

農林商工課長  失礼します。先ほどの質問の中で、緑づくりの関係でございます。２９年度１団体、

どこだったのという話でございます。 

 依井区の関係で申請をされておるところでございまして、補助金は５０万でござい

ます。 

 以上です。 

委員長   それでは、以上で、農林商工課、農業委員会を終わります。 

休  憩  

委員長   ここで休憩をします。 

 午後１時２０分より再開します。 
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（１２：２２） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：２０） 

委 員 長  建設課の説明を求めます。 

 建設課長 

建設課長  建設課でございます。よろしくお願いいたします。 

 平成２９年度決算につきまして、ご説明をいたします。 

 事項別明細書、決算書の７３ページをお願いいたします。 

 ２款１項２６目交通安全対策費でございます。 

 １５節の工事請負費１,１９９万９,０００円余は、主にカーブミラー、ガードレー

ルなどの交通安全対策工事を１７件実施いたしております。 

 次に、１３１ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費７４万８,０００円余で、主なものとして１５節の工事請負費４

９万８,０００円余は、林道の補修工事１件分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７,７４３万２,０００円余、１節の報酬は、登記嘱託技術

専門官、一般非常勤職員、計３名分の報酬でございます。 

 ２節の給与から４節の共済費につきましては、人件費のため説明を省略いたしま

す。 

 １３節の委託料につきましては、主に境界や分筆に伴う測量委託料１５件分でござ

います。 

 １４節の使用料及び賃借料の主なものにつきましては、工事積算用のシステムの借

上料が主なものでございます。 

 次に、１３７ページをお願いいたします。 

 １９節の負担金補助及び交付金は、道路協会、国県道の道路促進期成会への各種負

担金等でございます。 

 次に、２項１目道路橋梁総務費８,６０６万３,０００円余、橋梁及び舗装の長寿命

化のための委託及び工事費でございます。 

 １３節の委託料は、丸町の天神前橋の橋梁委託１件分と、三箇山開発線の道路補修

委託１件分でございます。 

 １５節の工事費につきましては、朝日東の間片橋、篠隈橋の補修工事２件と、久光

当所線の舗装工事１件分でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、県の曽根田川河川改修に伴います薬

師前橋の架け替え工事の負担金でございまして、平成２６年度から県と実施協定を締

結しておりましたけれども、平成２９年の末に完了いたしております。 

 同２目道路維持費６,０２４万５,０００円余、主なものにつきましては、１３節の

委託料の道路管理等の業務委託料でございまして、約２４３万５,０００円余はシルバ

ー人材センターによる、毎月、月４回の道路パトロール及び小規模な道路破損箇所の

補修、それから草刈りなどの道路管理委託料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料３１万９,０００円余はグレーダー使用料で、本年の１月３

１日、それから２月８日に降った雪で、主に山間地域の除雪作業に伴うものでござい

ます。 

 １５節工事請負費５,４９３万５,０００円余は、区からの要望や苦情対応などによ

る維持工事分として６５件ほど実施をいたしております。 

 １６節の原材料費１４１万９,０００円余は、各行政区への道路愛護に伴う砕石散布
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が主なものでございます。 

 同項３目道路新設改良費１億９,４７４万７,０００円余、道路新設改良につきまし

ては、予備費から２５８万円を１３９ページの１３節委託料へ流用いたしておりま

す。理由といたしましては、不動産鑑定料と建物調査委託料分でございますけれども、

やすらぎ荘入口交差点改良計画に伴いまして、昨年の１１月に臨時議会でご承認いた

だきました用地取得及び建物物件等の補償費を算出するための委託料でございまし

て、用地交渉の前段で早急に調査を行う必要が生じたためでございます。 

 １３節委託料の１００１万２,０００円余は、ちょうど３件分の測量設計費と、先ほ

どの調査関係の委託費でございます。 

 １５節工事請負費の道路改良工事８,５４９万９,０００円余は、８件分の工事費で

ございます。 

 １７節の公有財産購入費２,１６８万１,０００円余と、２２節補償補填及び賠償金

７,７５５万３,０００円余は、主にやすらぎ荘交差点改良分の用地及び建物等の補償

費でございます。 

 ３項１目河川総務費４３８万１,０００円、１９節負担金補助及び交付金の主なもの

につきましては、県のクリーンリバー推進対策事業の河川を守る会等の実施区、１９

団体、２６行政区への補助金でございます。 

 同２目河川維持管理費５１１万８,０００円余、１５節工事請負費は、町管理河川の

浚渫及び維持工事の５件分が主なものでございます。 

 １９７ページをお願いいたします。 

 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１,８２８万円余、１５節工事請負費の災

害復旧工事につきましては、昨年の７月５日から７日に発生いたしました九州北部豪

雨の影響による災害復旧費でございます。合計１８件の復旧費でございますけれど

も、そのうち２件分が補助債で実施いたしております。 

 同３目林道災害復旧費１８９万円、同じく同時期の大雨による林道災害復旧費でご

ざいます。工事３件を実施いたしております。全て単災のほうで実施をしております。 

 ２項３目公共災の現年発生道路橋梁災害復旧費４２９万円余でございます。 

 １５節の工事請負費につきましては、先ほどと同じく大雨の影響でございまして、

８件分の道路の災害復旧工事を実施いたしております。これにつきましても、全て単

災のほうで行っております。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 続きまして、平成２９年度決算に関わる主要施策の成果及び将来の課題について、

ご説明をいたします。 

 別冊の決算審査特別委員会資料の１１８ページから１１９ページでございます。 

 先ほどご説明いたしました決算書の内容を詳細に今回記入しておりますので、重複

する内容が多いため、重点のみをご説明させていただきたいと思います。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 まず、交通安全対策費でございます。 

 交通安全対策特別交付金を活用しまして、町道に路面標示、ガードレール、カーブ

ミラーなどを設置するものでございます。車両、歩行者等の交通安全確保を目的とし

まして、１７件の工事を行っております。 

 また、地元からの信号機などの設置要望につきましても朝倉警察署へ進達をしてお

りますが、警察署の設置基準がなかなか厳しいということもございまして、要望どお

りに達していないのが現状でございます。しかし、平成３０年３月末に朝日の国道部

において、かねてから地元要望がございました信号機が新たに設置されております。
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今後も引き続きまして、地元要望にお応えするために、関係機関と連携しまして取り

組んでいきたいと考えております。 

 林道費は、８路線の林道の維持補修を行うものでございます。 

 平成２９年度につきましては、石坂林道１件の工事を実施いたしております。 

 将来の課題といたしまして、８路線とも老朽化しておりますので、今後、維持費の

増大が危惧されるところでございます。 

 土木総務費でございます。町道とか里道などの境界確認、登記、寄附等の事務でご

ざいます。それぞれの件数につきましては、具体的措置の欄に記載のとおりでござい

ますので、あとでお読み取りいただきたいと思います。 

 道路橋梁総務費につきましては、道路橋梁等の長寿命化対策を重点的に実施いたし

ております。主なものとして、朝倉県土整備事務所による県営河川の曽根田川改修に

伴います薬師前橋架け替え工事の負担金と間片橋及び篠隈橋の維持補修工事、天神前

橋の委託、久光・当所線の道路舗装補修工事等を実施いたしております。 

 平成２６年の７月の道交法の改正で定められた、橋梁の５年に１回の近接目視点検

を、平成２７年度から任用いたしました専門家と職員によりまして、平成２９年度末

で３１５件を実施いたしております。 

 今後につきましては、点検結果に基づく計画的かつ経済的な修繕、補修を行いなが

ら、安心・安全な道づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 道路維持費につきましては、各行政区からの要望とか苦情等に基づいて、道路、水

路等の維持補修を行うものでございまして、昨年度６５件実施いたしております。 

 この件につきましては、議会の中でも取り上げられておりましたが、単独事業のた

め予算の増額というのは厳しいものがございますけれども、予算の範囲内で緊急性、

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まして、またなるべく

直営でできるものにつきましては職員で対応しながら実施させていただきたいと思

っています。 

 ただ、いまだに未処理件数もかなり多く残っておる状況でございます。町の財源も

限度がございますので、与えられた予算の範囲内で維持費の抑制あるいは経済的な工

法等の対策を研究しながら改善を図ってまいりたいと考えております。 

 １１９ページでございます。道路新設改良費でございます。 

 現在、合併特例債を活用しまして、改良工事を実施しております。 

 昨年度は、具体的措置に記載しておりますように、依井・高田線ほか合わせて８件、

延長で約２.１㎞の新設改良工事を実施いたしております。いまだに狭い道路とか歩道

の整備の必要な場所はまだ数多く残っている状況でございます。 

 今後は、この事業に伴う財源確保としまして、合併特例債の期限あるいは限度額等

の関係もございますので、新たな財源確保のために国の交付金制度の研究を行いなが

ら、生活道路の整備を図り、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。 

 河川総務費及び維持管理費でございます。主に県営河川の愛護活動の実施行政区に

対する補助金の交付、浚渫工事など５件の工事を実施いたしました。 

 河川愛護活動につきましては、高齢化及び農家の減少に伴いまして、一般質問でも

ございましたように、多くの課題を抱えております。今後、作業負担の軽減対策等が

必要になってきている状況でございます。 

 最後に、災害復旧費でございます。災害復旧につきましては、危険箇所の定期点検

と迅速な災害復旧を基本に実施いたしております。 

 平成２９年度につきましては、７日５日に発生しました九州北部豪雨の影響で、農

災、林道災、公共災合わせて３１件、約２,６１５万９,０００円余の復旧工事を行っ
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ております。最近では、昨年の九州北部豪雨と今年の７月６日に発生いたしました西

日本豪雨災害、本町も甚大な災害がございました。現在、復旧本部としましても、早

期復旧のために日々尽力している状況でございます。ここ数年、全国的に台風及び地

震による災害、さらには局地的な集中豪雨が発生する頻度が高くなっております。水

害や河川の氾濫等による人的災害、住宅等への浸水、道路や農地等への被害など、危

険度は徐々に増してきている状況でもございます。日ごろから防災意識の向上、危険

箇所の定期点検を引き続き行いながら、災害発生時には、迅速かつ適正な復旧に努め

てまいりたいと思いますし、先ほど申し上げましたように、一日でも早い復旧に努め

てまいりたいと考えております。 

 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１１９ページです。建設課土木建設係、公共土木施設災害復旧費、一番下に

町内１件と書いてあるんですけれど、場所はどこですか。 

委 員 長  後で報告しましょうか。 

 建設課長 

建設課長  後ほどご回答させていただきたいと思います。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 木村委員 

木村委員  資料の１１９ページでお尋ねいたします。 

 河川総務費についてですが、これは以前から、何度もこの管理についてはいろいろ

質問させていただいております。 

 先日、横山委員からも、委員会の総務建設常任委員会の総意ということで質問があ

ったと思います。そういった中で、副町長のご回答にも、それなりの専門の協議する

委員会なりで協議をして、前向きに、例えば機械を補助するとかそういういろいろな

手当てを検討したいということで答弁があっておりましたが、今現在どのあたりまで

進んでいるか進捗状況をお尋ねいたします。 

委 員 長  中野副町長 

副 町 長  お答えいたします。 

 ７月の中旬に幾つかの会社にお願いしてデモをするところだったんですけど、今回

の災害で、延び延びというか中止をいたしております。 

 そして、最近、農業新聞でまた珍しい機械、新しい草刈機が出たということでネッ

トでも紹介があっておりましたので、その会社に電話をいたしまして、これは岐阜か

どこかの会社だったんですけど、無人で刈れる草刈機ということで、これだったらキ

ャタピラーで人命に危険はないなということで、お願いしたらすぐにでもデモをして

もいいですよということで今月の２１日に予約をいたしまして、２１日の午後、この

近辺で、まだ場所は決めておりませんが、デモをする予定でございます。 

 そういうことで、草刈りに関しましては、人口減少、そしてそういう作業をしてく

れる年齢層が高くなったということで非常に心配されておりますので、町もこの点に

ついては十分理解しております。だから、いろいろな方策を検討しながら、そして大

体の方針が決まれば、検討委員会でも開いて今後の方針を決めたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

委 員 長  木村委員 

木村委員  ありがとうございます。 

 今、言われたとおりに、そのような特殊な機械を活用するというのは十分有効な、



32 

 

本当に一番有効なことだとは思います。 

 しかし、今年うちも、私の住んでいる朝日も山家川で２回ほど河川管理をしたんで

すが、浚渫部分をもうよそはされていないところもあるそうなんですけど、あそこの

草刈りもものすごく面積的に広がるもんですから、大変になっているんですね。 

 だから、機械の活用の部分で検討していただくというのももちろん重要ですが、そ

ちらも含めて、農地水でクリーンリバーの補助金部分というのは一緒にできないもの

ですから、農地水の予算を持っていても扱いたくてもそこは扱えないという部分があ

るものですから、なかなか形状が悪い部分とかがものすごく管理が困っているとい

う、そこに手がものすごくかかっているという部分もありますので、ぜひ総合的に含

めて検討をよろしくお願いします。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 建設課長 

建設課長  先ほどの河内委員のご質問に対して、お答えをさせていただきたいと思います。 

 町内１件ということで表記しておりました。この分につきましては、町内数カ所、

崩土撤去がございました。その分の法面の道路に崩土がありましたので、その分の撤

去を複数箇所させていただいたということで、町内１件というところでさせていただ

いております。 

 以上でございます。 

委 員 長  田口委員 

田口委員  １１８ページの土木総務費の中で、用地買収、寄付採納等に伴う登記事務が掲げら

れております。非常に寄付採納、用地買収による登記事務はたくさん出てくると思い

ます。現在、未登記数はどのぐらいあるかお尋ねします。 

 それとともに、普通、寄付採納、セットバックしたときの所有権移転登記等を早く

しないといろいろなところで争いというか、私は登記されていないものだからセット

バックして下がったけれども税金がかかるということで、これは公道だから誰でもが

通っていいんだという争いごとも出てきております。そういうことから、早く登記事

務はしてもらったらどうかということです。そういうことで、この専門性というか、

住民課の戸籍、それから登記事務というのは大変特殊なものでありますから、あわせ

て副町長にお尋ねですが、専門性を生かした人を配置するということをお願いしたい

ということでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  副町長 

副 町 長  登記ができる専門職ということだと思いますが、まずは測量が必要なんですよね。

測量して、そして決まれば登記はすぐできるわけですが、測量する専門官がこれと一

体となっていないと意味がないのかなと思います。そういう分野においては、やはり

餅は餅屋に、今の形では委託しながらやっているというのが現状でございます。 

 セットバック分については、非常に、ほんとうに今まで漏れている分、こういうの

もたくさん本当はあると思います。ところどころで聞きますので。言われるように、

セットバックしていただければその分、即、登記まで簡潔に終わるような指導を今後

していきたいと思っております。 

 以上です。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  未登記の件数ということでお尋ねがあっております。 

 ちょっと今、手持ち資料がございませんので、詳細な数につきましては今の段階で

はお答えはできませんので、後で調べてお答えをさせていただきたいと思います。た

だ、数百件以上は残っているということで、お答えはさせていただきたいと思います。 
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委 員 長  ほかにございませんか。 

 （なし） 

 以上で、建設課を終わります。 

委 員 長  それでは、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  都市計画課です。よろしくお願いします。 

 歳入歳出決算書の７７ページをお開き願います。 

 ２款１項３０目地方創生費、支出済額１,６９９万４,０００円、１９節負担金補助

及び交付金、住宅リフォーム補助金でございます。町民の居住環境の向上と地域経済

の活性化を図るための事業で、町内９９人の方が活用され、町内中小企業者の方へ約

１億３,０００万円の経済効果が上がっております。 

 次に、１３９ページでございます。 

 ７款４項１目都市計画総務費、支出済額７億９,０１６万８,０００円余、１節報酬

から９節旅費までと１１節需用費は、人件費等の経常経費及び物件費のため省略いた

します。 

 １５節工事請負費３８１万２,０００円余は、四三嶋地区企業誘致ゾーンの池田・向

原線道路舗装工事です。 

 １９節負担金補助及び交付金は、義務的経費執行分です。 

 ２８節繰出金７億２,００９万８,０００円、公共下水道事業特別会計と、工業用地

造成事業特別会計に支出しており、都市計画総務費の９１％を占めております。 

 続きまして、７款４項２目公園費、支出済額９,８８２万円余。公園につきましては、

町が設置した公園が２３カ所、開発により町に帰属された公園が５５カ所で、合計７

８カ所を管理しております。 

 １節報酬１８１万３,０００円余、嘱託職員１名の報酬です。 

 １１節需用費６５６万８,０００円余、公園の電気、ガス、水道使用料金及び施設修

繕料が主なものです。 

 １３節委託料２,６４８万７,０００円余、町内７８カ所の公園を安全で快適に利用

していただくため、清掃及び樹木等の維持管理委託料です。 

 １５節工事請負費６,１９１万７,０００円余、二地区公園整備事業で取り組んでい

ます進入道路の道路舗装及び側溝敷設工事とトイレ等建築工事２,３３６万３,０００

円余です。また、公園施設長寿命化対策支援事業交付金で、遊具の更新工事２,４３３

万９,０００円余のほか、維持工事を全体で１３カ所行っております。 

 次に、７款４項３目国交省公園事業費、支出済額２,６３４万３,０００円余。 

 主な執行予算につきましては、１１節需用費２２１万２,０００円余、多目的運動公

園の管理等及びナイター電気使用料等です。 

 １３節委託料１,８６５万２,０００円余、多目的運動公園内植生等の維持管理及び

清掃費です。 

 １５節工事請負費５０３万２,０００円余、２号調整地の法面保護工事です。 

 続きまして、７款５項１目住宅管理費、支出済額３,３９２万９,０００円余。 

 主な執行予算につきましては、１４５ページの１１節需用費９９５万５,０００円

余、町営住宅の修繕料、光熱水費及び住宅管理に要する消耗品費と軽自動車の燃料費

です。 

 １３節委託料１,１８８万２,０００円余、上水道接続工事監理委託や、井戸使用の

住宅は水質検査や給水施設、滅菌施設の維持管理、貯水槽の清掃等を行い、またエレ

ベーターの保守点検及び消防用設備点検委託料です。なお、今年度は新太刀洗団地で

入居数５８世帯の火災非難訓練を予定しております。 
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 弁護士委託料につきましては、町営住宅明渡請求及び滞納使用料請求事件として３

件の訴訟を行った際の費用で、裁判では相手側が全面的に従う結果となっておりま

す。 

 町営住宅長寿命化計画改訂業務につきましては、既存計画の見直しであり、更新期

を迎える老朽化した住宅を長期的に活用していくため、計画的な改修や統合あるいは

廃止等を検討し、健全な公営住宅の維持管理を行うものです。 

 １５節工事請負費、８３８万６,０００円余、一昨年に引き続き、井手団地Ｃ棟の

上水道接続工事や、さくら・ゆりのき団地の濡れ縁作り替えの工事を行っております。 

 １９節負担金補助及び交付金１２２万６,０００円、井手団地１８戸分の水道加入

金です。 

 次に、７款５項２目住宅建設費、支出済額９,８０５万２,０００円余、主な執行予

算につきましては、１３節委託料４１２万９,０００円余、東小田団地建替工事に伴

う監理委託が主なものです。 

 １４節使用料及び賃借料５０７万８,０００円余、東小田団地の解体から建替工事

期間中の仮住居費７カ月分です。 

 １４７ページをお願いします。 

 １５節工事請負費８,６２５万円余、東小田団地の老朽化した平屋建て３１戸の解

体工事と、現在２カ年継続で建築しています鉄筋コンクリート２階建て１４戸の建替

工事でございます。 

 以上が、都市計画課の歳出決算状況です。 

 引き続き、主要施策の成果及び将来の課題についてのご説明をいたします。 

 決算審査特別委員会資料の１２０ページをお願いします。 

 まず、都市計画係です。 

 西田地区の住環境整備につきましては、平成２２年度に国庫補助を受け、基礎調査

を実施しています。以降、まちづくり推進委員会を中心に計画案のたび重なる検討が

なされ、概算事業費を再試算しています。これまで一般質問にありましたが、大きな

事業料と事業費がかかることとなるため、財政事情のバランスを考慮した改良整備の

絞り込みが必要と考えます。同時に、住民コンセンサスも必要となりますので、現在

調整協議中でございます。 

 次に、公園・緑地管理について、町内７８カ所の公園は誰でもいつでも安心して利

用できるように適正な維持管理を行い、老朽施設の計画的な修繕、更新など安全性の

高いオープンスペースの確保に努めています。本町で一番大きな都市公園である多目

的運動公園は、オープンから一年が経ち、多くの方に利用されております。今後も魅

力を維持するために適切な管理を行っていきます。 

 二区公園整備事業につきましては、昨年度、進入道路舗装工事とトイレ等建築を行

いました。しかし、今年７月の豪雨により、隣接山林の土砂約１,６００立方メート

ルや岩、そして樹木がグラウンドに流れ込み、使用不能となっています。トイレ内の

土砂は清掃し使うことができますが、グラウンド内には大量の流出土砂とあわせ、設

置している防風ネットが支柱ごと倒れており、復旧工事には多額の費用がかかるもの

です。町にも相談があっておりますが、グラウンドと山林は二区の所有地であり、対

応できる補助事業等を探していますが、なかなか見つからない状況です。二区では、

今後の防災対策とあわせ、対応について協議が行われているところです。 

 次に、窓口業務及び指導業務として、建築確認５５件、道路調査３４件、開発許可

３件、町開発協議が１３件と、分譲住宅のミニ開発や共同住宅建設が増加傾向にあり、

適切な指導、協議を行っているところです。 

 屋外広告物事務では、良好な都市景観の形成を目的とし、昨年は許可申請２６件の
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受け付けと、違反広告物の監視により１５５枚の除却を行っております。 

 次に、１２１ページをお願いします。 

 住宅政策係につきましては、建替・改修、住宅維持管理、上水道接続、住宅使用料

賦課・徴収、この四つに分けて整理しております。 

 建替・改修では、町営住宅長寿命化計画をもとに、東小田団地建替事業に着手し、

解体工事及び建替工事等を行いました。既存施設内の建て替え及び社会資本整備交付

金の配分が十分でないため、今年度までの２カ年の継続費となっております。 

 町営住宅維持管理につきましては、入居者の要望に対応し修繕を行っていますが、

住宅設備の経年劣化に伴い修繕件数は横ばい状態となっています。 

 また、老朽住宅からの住み替えも入居者には案内している状況で、１件の入居者が

新しい団地に入居されています。 

 公営住宅は、法の目的により、低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することで、生

活の安定と福祉の増進に寄与するものであり、本来であれば近傍同種の家賃が相応で

すが、公営住宅の趣旨を鑑み、減収補填として、国から、建築後１０年間家賃低廉化

事業の補助金が交付されております。 

 上水道接続は、井戸水を使用している町営住宅について、計画的に切りかえていま

す。２９年度は井手団地Ｃ棟１８戸を切り替えております。 

 住宅使用料の徴収に関しましては、現年分徴収率が９１.０６％と、前年度を１.０

２％下回る結果となっています。町営住宅建て替えに伴い、段階的な傾斜家賃を設定

しているため、調定額が前年度より２.４％上がってきているものです。 

 滞納繰越分収納率は８.５８％と、前年度比１.９３％増となりました。先ほどの決

算で報告しました訴訟判決の一部納入があったためで、収納額が前年度比４０％増と

なっているものです。今後も、早期の電話督促や訪問徴収等の徹底と、滞納者には分

納誓約書の提出を促し、生活に支障のない範囲での支払いなど、使用料未納額の改善

に努めてまいります。 

 空き家対策事業につきましては、データベースの整理を行い、空き家所有者等へ適

正管理の周知を図っております。昨年は２２件の苦情や相談がありまして、ほとんど

が低木、庭木ですね、庭木や草の繁茂についてでした。今後は、利活用のための空き

家バンク等の取り組みも進めていきます。 

 最後に、企業誘致係です。四三嶋工業団地の環境整備として、計画的に団地周辺道

路の拡張工事を実施しています。企業誘致の推進は、株式会社ヤクルト本社へ土地の

引き渡しを行いましたので、今後、操業までの工程及び奨励措置等の協議を進めてい

きます。また、残る工業団地用地については、年に２３社から問い合わせがあってい

るものの、面積や地下水等の要件が合わず立地に至っていませんので、県と連携を図

りながら進めてまいります。 

 以上で、都市計画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。 

 河内委員 

河内委員  資料の１２１ページ、住宅政策係、町営住宅建替・改修事業でお尋ねします。 

 町営住宅で空きが出た場合、応募の数はすごい数が来ると思うんですね。で、空き

家は一戸か二戸。東小田団地は、建て替えに当たり、今まで住んでいた人の分しか建

て替えないわけですが、これが２階建てですね。なぜ３階建てで応募されている方を

受け入れるようなつくりにならなかったのか、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。 

 町営住宅の町の考え方としましては、今、各所に分散している住宅、これをある程
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度集約して維持管理費、コストの縮減、これを一つの狙いとしております。というこ

とで、今が３９３戸ありますけど、これを将来的には町のストック計画、あとこうい

った長寿命化計画も合わせまして、３００程度には減らしていきたいと考えておりま

す。なので、今、住んである方はもちろん入居できるようなことはやりますが、今後

もそういったことで整理はしていきたいと考えております。 

 以上です。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  低所得者に対して低廉な家賃を提供するのが町の仕事じゃないんですか。そう思う

んですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 一番いいのはそういった低所得者の方、全ての入居者希望の方を受け入れられるよ

うな施設を将来的に維持管理できればよろしいんですが、町の財政も考えますとそこ

まで無限大に住宅を広げるわけにもいきません。なので、これは最近決まった話では

なく、昔からそういったストック計画を立ててきた中で、今、建て替えも含めて建築

をやっているところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  同じく東小田団地でお尋ねします。 

 引き渡しが８月末から１０月に移ったということで、２カ月分の今まで住んでいた

方たちの家賃が町の負担となるんですが、それは業者の負担にはならないんでしょう

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。 

 工建期は、全協のほうでもご説明しましたように、今年の異常な暑さによって延び

たこともございまして、業者の負担とはしておりません。町の予算で賄うようにして

おります。 

 以上です。 

委 員 長  ちょっとお待ちください。 

 すみません。先ほどの田口委員の未登録の案件で、建設課の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。 

 建設課長 

建設課長  先ほど、田口委員から、未登記の案件の件数というご質問があっております。約３

５１件でございます。３０年３月末でございます。 

 主な要因としましては、相続問題とか抵当権が入っているという問題があっての残

りの件数でございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  資料でお尋ねいたします。１２２ページでございます。 

 町営住宅使用料賦課・徴収業務の成果のところでございます。住宅使用料の収納状

況ということで、現年度分未納滞納額が差し引きますと７２０万８,８６６円というこ

とになりますけども、この未納滞納は何世帯分に当たるのか。 

 それから、できましたら、最近建設をいたしました町営住宅あたりの未納滞納が発

生しているものか、どちらの町営住宅の入居者滞納分が多いのか、あるのかですね。

この点について、お答えができたらお願いします。 

委 員 長  都市計画課長 
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都市計画課長  お答えいたします。 

 昨年度の滞納者数ですが、６１名いらっしゃいます。 

 それと、新しく建て替わった分で滞納されてある方、新しいといえば篠隈が一番新

しいんですが、そちらが４２件入れるようになっておりますが、その中の２件が滞納

があるような状況です。 

 以上です。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  未納、滞納というのは、それぞれ入居者の方にもいろいろな諸事情があるというこ

とは理解もできないわけではございませんけれども、そういったことがずっと重なり

まして、繰越分の金額が今でも多額にあるわけでございます。今後も、東小田団地も

また新しく建て替わるわけでございますけれど、くれぐれも入居される方たちにはそ

ういったことをきちっと滞納にならないようにということを、ご苦労と努力をされて

あるということは十分承知でございますけれども、さらなる努力をいただきまして、

未納滞納が少しでも少なくなりますように、滞納繰越分を含めてご努力をさらにお願

いいたします。 

 以上です。 

委 員 長  矢野委員 

矢野委員  ちょっと聞き間違ったかどうか知りませんけれど、今現在、町営住宅は３９３戸あ

るということを言われましたね。３９３戸。それを３００戸にしたいと言われたんで

すかね。３００戸にしたいと。だから９３戸減らすという話ですね。 

 私が聞きたいのは、１２１ページに、今後の将来の課題として、「老朽化又は耐用

年数を超過した公営住宅の早期の建替・改修」と書いてありますけど、要は、町営住

宅は今３９３戸ありますけど、本当に町の経営でこれをどんどんやっていいのかと、

今後とも、そうすべきではないんじゃないか、もう限度があるんじゃないかと。少な

くするほうがいいんじゃないかという考えは、私も全く同じです。 

 けど、この仕方というか、建て替えをするときに、例えば５０戸あるところを壊し

て５０戸建てるんじゃなくて、例えばそのときに２０戸しか建てないとか、そのよう

にしないと減らないわけですね。そういう計画を明確にする必要が僕はあるんじゃな

いかなと思っているんですよ。そうしないと、減らないですよ、町営住宅は。今、借

家がどれだけ建っていますか。相当建っていますよ。そういうことで、民間に任せる

べき時期に来ているんじゃないかなと思っていますけど、いかがでしょうか。 

委 員 長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 先ほど、３９３戸と私は申し上げましたが、これは昨年の８月時点でございます。

その後に東小田が３１戸解体しております。それと、福島が１戸残っておりましたけ

ど、それももう解体をしております。なので、３２戸はそれから差し引くようなこと

になってまいります。なので、３６１ですね。それが現在の戸数でございます。 

 委員がおっしゃいますとおり、戸数を減らさないとコスト削減にはならないという

ことで、筑前町の町営住宅長寿命化計画を策定いたしまして、その中で耐用年限を超

えている木造の平屋建ての住宅、こういったものが５０件ほどありますので、今後、

耐用年数を超えているという形もありますから、募集を停止するとか用途を廃止して

いくとかいうことは、この計画の中では考えておるところです。 

 以上です。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 （なし） 

 以上で、都市計画課を終わります。 
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休  憩  

委 員 長  ここで休憩をします。 

 ２時２５分に再開します。 

（１４：１６） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：２５） 

委 員 長  教育課の説明を求めます。 

 教育課長 

教育課長  教育課より、まず決算書について説明いたします。 

 決算書８７、８８ページをお開きください。 

 ２款５項５目学校基本調査費です。支出済額１万４,０００円でございます。 

 毎年５月１日を基準日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

耗品等の調査事務費を支出しております。 

 １０７、１０８ページをお願いします。 

 ３款２項１目児童福祉費です。支出済額７５５万５,０００円余でございます。 

 教育課が配置されております、こども未来館の維持管理に必要な費用として、１１

節、１３節、１４節の一部を教育課から支出しております。 

 ２９年度は壁の改修工事を行い、工事費から２５０万円を支出いたしました。 

 １５１、１５２ページ、教育費の説明をいたします。 

 ９款１項１目教育委員会費です。支出総額２５２万３,０００円余でございます。 

 教育委員の報酬、旅費及び朝倉郡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。 

 ２目事務局費です。支出済額１億４,５４４万９,０００円余でございます。２８年

度決算に比べ、約５０６万円の減額となっております。 

 主な要因は、学校図書、パソコン・プリンターの備品購入費の減によるものです。 

 １５７、１５８ページをお願いします。 

 ３目私立学校振興費です。支出済額６,５２８万６,０００円余でございます。２８

年度比、約１２８万円の増となっておりますが、これは支出単価の改定によるもので

ございます。 

 次に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、光熱水費、修繕料、工事費等の学校維持管理費のほか、図書司書

の賃金、学校管理員業務委託料、給食調理業務委託料などを支出しております。 

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

どを支出しております。 

 それでは、２項三並小学校費について説明いたします。支出済額２,９３４万４,０

００円余でございます。 

 １目学校管理費として２,４０６万１,０００円余の支出です。２８年度比、約４８

０万円の増ですが、主な要因はグラウンド排水工事費の増によるものでございます。 

 １５９、１６０ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として５２８万３,０００円余の支出となっております。 

 １６１、１６２ページをお願いします。 

 ３項中牟田小学校費です。支出済額５,１６８万２,０００円余でございます。 

 １目学校管理費として３,９９８万６,０００円余の支出です。２８年度比、約１,０
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４４万円の増ですが、主な要因は１年教室間仕切り壁改修工事費とグラウンド排水工

事費の増によるものです。 

 １６３、１６４ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として１,１６９万６,０００円余の支出となっております。 

 次に、４項東小田小学校費です。支出済額５,８５６万円余でございます。 

 １６５、１６６ページをお願いします。 

 １目学校管理費として４,５５１万円余の支出です。２８年度比、約７３５万円の増

ですが、主な要因は外構フェンス取替工事費、グラウンド排水工事費、プールろ過装

置修繕工事費の増によるものでございます。 

 １６７、１６８ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として１,３０５万円余の支出となっております。 

 次に５項三輪小学校費です。支出済額８,２２２万６,０００円余でございます。 

 １目学校管理費として６,２７０万８,０００円余の支出です。２８年度比、約１,２

０３万円の増ですが、主な要因は体育館音響工事費、教室後部棚工事費、グラウンド

排水工事費の増によるものでございます。 

 １７１、１７２ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として１,９３９万円余の支出となっております。 

 ４目通級指導教室費です。１２万７,０００円余の支出でございます。２９年度から

新たに情緒の教室を開設することができております。 

 １７３、１７４ページをお願いします。 

 ６項夜須中学校費です。支出済額９,６３５万円余でございます。 

 １目学校管理費として７,０５６万８,０００円余の支出です。２８年度比、約２,４

４９万円の減ですが、主な要因は体育館天井改修工事費の減によるものでございま

す。 

 １７５、１７６ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として２,５７８万１,０００円余の支出となっております。 

 次に７項三輪中学校費です。支出済額６,１４０万４,０００円余でございます。 

 １目学校管理費として４,１０２万７,０００円余の支出です。２８年度比、約３１

３万円の増ですが、主な要因は給食調理員の増員による給食調理業務委託料の増によ

るものでございます。 

 １７７、１７８ページをお願いします。 

 ２目教育振興費として２,０３７万６,０００円余の支出です。２８年度比、約１９

６万円の減ですが、主な要因は給食代替負担補助金の減によるものでございます。 

 次に１９１、１９２ページをお願いします。 

 ９項文化財保護費です。支出済額３,６９７万５,０００円余でございます。 

 １目文化財保護総務費として１,０５３万７,０００円余の支出です。２８年度比、

約５３８万円の減ですが、主な要因は１節報酬の町史編纂嘱託職員報酬の減によるも

のでございます。 

 ２目埋蔵文化財調査費として１２８万６,０００円余の支出です。ここでは開発に伴

う試掘調査費を支出しております。 

 １９３、１９４ページをお願いします。 

 ３目文化財補助事業費として２,１６０万円余の支出です。事業としましては、東小

田峯遺跡の整理作業を行いました。２８年度比、約６６７万円の減ですが、主な要因

は甕棺整理委託料の減によるものです。 

 ４目埋文調査受託事業費として３５５万円余の支出です。開発に応じた埋蔵文化財

発掘調査の受託事業でありまして、２件の調査を実施いたしました。 
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 以上、教育課の決算について報告を終わります。 

 続きまして、２９年度主要施策の成果と課題について説明いたします。 

 資料の１２４ページをお開きください。 

 始めに訂正を１点申し上げます。１２４ページの中段の小中学校コンピューターイ

ンストラクター派遣事業の行で、一番右側の列に公務支援システム電子黒板とある中

で、公務支援の「公」の字がおおやけの「公」となっておりますが、こちらは学校の

「校」の誤りでした。訂正をお願いいたします。申し訳ございませんでした。 

 では戻りまして、１２３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。 

 主な点について説明をいたします。 

 特別支援教育事業につきましては、小学校１１クラス、中学校５クラスの５２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

な支援が行われました。 

 また、町単独費による特別支援教育支援員９名と学習支援員２名を雇用し、各学校

に配置いたしました。 

 教職員研修事業では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・研究を実施いたしました。 

 １２４ページをお願いします。 

 教育支援センター事業については、不登校児童生徒の学校復帰を支援する目的で、

適用指導教室を平成２４年度に教育委員会内に開設しました。２９年度はそのうちの

中学３年生１名が高校へ入学することができました。 

 スクールソーシャルワーカー事業では、その専門性から学校と家庭のパイプ役とし

て問題を抱える子の対応に大きな成果があり、学校からも評価を受けているところで

す。 

 ＡＬＴ事業では、２名のＡＬＴを配置し、生の英語に触れ、児童生徒の英語や外国

文化への興味、関心の高まりが見られました。 

 １２５ページをお願いします。 

 コミュニティスクール事業については、地域に開かれた学校づくりの推進を目指

し、２４年度以降、町内全ての小中学校で取り組み、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、協議活動の支援が行われました。 

 英語力強化事業では、小中学生を対象とした立命館アジア太平洋大学留学生との交

流事業を実施しました。 

 また、英検受験料の全額補助により全中学生に英語検定を受検させ、英語教育環境

の整備を図りました。 

 いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業では、平成２５年度からの事業で

あり、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

施いたしました。 

 １２６ページをお願いします。 

 通級指導教室事業については、平成２５年度にことばの教室を開設し、２９年度か

ら新たに情緒の教室を開設しました。 

 三輪小学校に専門の研修を受けた教員を配置し、個別の教育的ニーズに対して支援

を行うことができました。 

 ２９年度はことばの教室１７人、情緒の教室１１人の在籍がありました。 

 教育情報化推進事業では、より高度なＩＣＴの活用により、豊かで充実した教育の

実現を図りました。 
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 中１ギャップ対策事業では、夜須中、三輪中両校に英語の常勤講師を配置し、中学

校入学後の英語へのつまずきを支援する取り組みを行いました。 

 １２７ページをお願いします。 

 次に、文化財に移ります。 

 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おります。 

 ２９年度は事前協議、問い合わせが３３２件、事前審査が２５件、うち試掘確認調

査１５件を行いました。 

 文化財報告書作成事業については、国の補助事業により、東小田峯遺跡の整理作業

を行いました。まだ県営補助事業整備に関連した３０遺跡以上の過年度の未報告遺跡

があり、今後１３年ほどかかる予定となっておりまして、大きな課題ではありますが、

現状としては計画的に進めているところであります。 

 町史編纂事業では、平成２７年度に刊行した本編に続いて、歴史資料編、考古資料

編の刊行が完了いたしました。 

 朝倉古窯跡群調査事業では、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将来の保存活用に向けた整理作業を

行いました。 

 次に１２７の１ページをお願いします。 

 学校給食費の収納状況についてです。 

 平成２９年度末で小中６校合わせた滞納額が１６４万２,９２７円となり、古いもの

では平成１３年度からのものも含まれておりました。 

 これまで各学校とも完済を目指し、未納者に対して繰り返しの督促等、粘り強く行

ってきたところですが、長期滞納者については所在不明等により督促不能の状態にあ

り、回収が見込めず長期滞納のまま残っております。 

 このような状況のために、筑前町教育委員会では学校徴収金等取扱マニュアルを整

備し、その中で給食費、学級費の会計処理及び未納金の債権放棄等の基準を定めてお

りましたので、その定めに基づき法制度や会計処理の適正化の観点から、２９年度末

に未納金のうち１３７万９,７２９円について、不能欠損処理を行ったところでありま

す。 

 三輪小学校と三輪中学校の残る２６万３,２００円の未納分については、現在各学校

において完済に向け、保護者との交渉中にあるという状況でございます。 

 以上で、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。 

 河内委員 

河内委員  今のページ、１２７の１、資料のほうです。 

 滞納額が１６４万２,９２７円とありますが、２９年度、滞納がどこの学校もなかっ

たわけですから、２８年度の残と数字でないとおかしいと思うんですが、２８年度の

残は１６３万９,９７８円です。この違いの説明をお尋ねします。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 ２６年度末からの滞納金額の合計額の違いについては、２９年度中に督促なり徴収

活動を行われた結果、いくらかなりの徴収金額が回収されたということで、金額に差

が出てきたものと思われます。 

 以上でございます。 

委 員 長  河内委員 
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河内委員  徴収されたというなら減らないとおかしくないですか。増えているんですよ。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 額につきましては、再度確認をしてお答えしたいと思います。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  資料の１２５ページでお尋ねいたします。 

 日本スポーツ振興センター災害給付制度ということで、学校管理下において発生し

た不慮の事故、または災害に対して、医療費などを給付する制度ということで、負傷、

疾病発生件数が２４４件と報告されています。 

 三つほどお尋ねしたいんですけども、まずどのような災害が多いのか。二つ目は各

学校ごとの災害件数を把握されてあれば、お尋ねしたいということが２点目で。一番

大事なのは再発防止、児童生徒にどのように伝え、指導しているのかということで、

繰り返し同じような災害が発生しないようにということ等の指導が大事と思います。 

 以上３点について、お尋ねいたします。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 災害発生件数につきましては、平成２９年度が６校合わせたところで２４４件、平

成２８年度が２５５件となっております。 

 各小中学校の明細につきましては、手元に資料を持ち合わせておりませんので、細

かい数字はわからない状況です。 

 発生の種別ですけれども、平成２９年度の１番は骨折によるものが一番多かったで

す。２番が挫傷、打撲というふうになっております。２８年度においても一番多かっ

た件数が挫傷、打撲、２番目に骨折というような形で、学校についてのけがの種類に

ついてはおおよそこの二つが上位を占めているところでございます。 

 それから学校についての災害の防止についてですけれども、児童生徒が安全、安心

で学校生活を送ることが基本であり、災害が起こらないことが第一ではあります。 

 学校につきましても、学校生活において子どもたちのけがの防止、事故の防止には

先生方も努力され、注意喚起をされてあるところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  説明でおおむね伝わってくるんですけども、繰り返して同じような類似災害とか疾

病とかがないように、そういったことをやはりきちっと児童生徒たちに伝えながら、

そしてそういったことを少しでも少なくしていくという取り組みが大事でございま

す。 

 そういったことの指導を月に１回とか、全体で生徒児童が集まる場とかで指導され

てあるものか、個々にそういった疾病とか事故があったときに随時指導されてあるの

か、いろいろそういったことを取り組みをされてあると思いますけど、そういったこ

とをやはり生かされていかなければいけないと思うんですね。そのあたりがどういう

ふうに指導されてあるのかなと。ちょっと漠然としかわかりませんでしたので、もう

少し詳しくお願いしたいと思います。 

委 員 長  教育長 

教 育 長  お答えいたします。 

 子どもたちの安全、安心というのは非常に大切なことだと思います。 

 例年、先ほどから申し上げますように、２５０件程度のそういった事故が発生して

おります。小さなちょっとした打撲から骨折とか、そういったこともあります。 

 日々、いろんな集会等での啓発、それからＰＴＡを通じてのそういった事故防止の
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啓発とかも取り入れながら努めておるところではございますけれども、まだまだ減ら

していく努力はしていかなくてはいけないと思います。 

 今後とも十分にそういった事故等が発生しないように努めてまいりたいと思いま

す。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  このようなことはやはりきちっと記録等を残されてあると思いますけども、そうい

ったことを通して、また先生方も変わられたりしますから、だから後に引き継ぎなが

ら、先ほどから申しますように、きちっと終わったことはもう済んでしまったことで

忘れることなく、時々いろんな機会を通して、やはり子どもたちにこういったけがが

あったよとか、通学途中の事故があったよとか、そういったことを伝えていただきな

がら、けが、事故、疾病防止に努めていただきたいというふうに願います。 

 以上です。 

委 員 長  梅田委員 

梅田委員  資料の１２５ページ、英語力強化事業についてでございます。 

 幸いなことに、英検３級を取得するための受験料を全額助成していただいていると

ころでございます。三輪中、夜須中、そして、１、２、３年生いるわけですが、それ

ぞれ受験者数と合格者数の実態をお伺いいたします。学年ごとに。 

委員長   教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 中学１年生につきましては、５級を受験していただいております。 

 三輪中学校については１０９名に対して９０名の合格。夜須中学校は１４６名に対

して１００名の合格となっております。 

 中学２年生につきましては、４級の受験となります。 

 生徒数が、三輪中学校が１０５名に対して６２名の合格。夜須中学校が１４５名に

対して６２名の合格となっております。 

 中学３年生につきましては、三輪中学校の受験者数１２７名に対して、３級ですけ

れども、４５名の合格。夜須中学校が１５８名の受験者に対して５０名の合格となっ

ております。 

 パーセントでいきますと、中学１年生が８２％の合格率、中学２年生が５６％、中

学３年生が４０.４％の合格率となっております。 

委 員 長  梅田委員 

梅田委員  ３級の合格率が４０.４％ということですが、これは全国的にといいますか、福岡県

内で見て、この合格率というのはどういう位置にあるのかなと思います。 

 その点がわかりましたら、お尋ねいたします。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  国・県の調査が２９年１２月現在の数字ですけれども、福岡県が１４.３％、国のほ

うが１８.１％という状況にあります。 

 以上です。 

委 員 長  梅田委員 

梅田委員  筑前町では本当にしっかり教育行政に力を入れていただいておりまして、予算措置

もしていただいているわけでございます。 

 それで今、報告を受けますと、４０.４％というのは立派な数字だと思います。そう

いったことでやはり町外への情報発信といいますか、いいものはどんどん発信してい

ただけたら、もっと町が活性化しますし、町外からの転入者も増えることが期待でき

るのではないかというふうに思います。 

 せっかく受験料を全額助成していただいておりますので、より多くの子どもたちが
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受験に挑戦していただきますように指導をお願いしたいと思います。 

 それと、立命館アジア太平洋大学の留学生との交流が行われておりますが、そこに

おきまして、コミュニケーションが発揮できているんじゃないかなと思いますが、そ

の点はどういう現状にあるのか、お尋ねいたします。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 立命館アジア太平洋大学の留学生との交流事業を行っておりますが、毎年、応募４

０名の定員に対して、４０名を超えるような応募があっております。 

 昨年度６月に小学生を大分のほうに連れていきましたけれども、４０名のうち、当

日の欠席が出たために３９名となりました。１１月には中学生ですが、中学生におい

ても３８名の出席があっております。毎回子どもたちの興味、関心も高く、この事業

に関しましては、毎回多くの児童生徒に参加していただいております。 

 英語教育において、このような事業を行うことで、児童生徒の自己が選択した進路

実現を果たそうとする意欲を高めることや英語教育に対しての関心等が高まってお

ることを感じております。 

 以上です。 

委 員 長  梅田委員 

梅田委員  これからの子どもたちが生きていく社会といいますのは、本当にグローバル化の中

で生きていかなければなりませんので、今後とも定員が４０名ということになってお

りますが、できたらもう少し定員を増やしていただくような努力もしていただいて、

より多くの子どもたちが参加できるように願います。 

 以上です。 

委 員 長  教育長 

教 育 長  人員を少しでも多く、そういった体験をさせてあげたいということもありまして、

本年度は逆にアジア太平洋大学のほうから本町のほうに約４０名ほどの留学生に来

ていただいて、それぞれ学校に分かれて入っていただいて、子どもたちとの交流会を

ことしは実施したところでございます。 

 また来年以降もそういった取り組みを、また充実して深めて取り組んでまいりたい

と思います。 

委 員 長  横山委員 

横山委員  ２９年度の決算数値について、お尋ねをいたします。 

 資料のほうですけども、先ほど河内委員からも言われましたけども、１２７の１ペ

ージでございます。 

 この中で不納欠損処理関係の表があるわけですけども、今までも御提示があったと

思うんですけども、１３年度からあったというのは、また改めて意外だなと思いまし

た。 

 ところで、この中で相対的に２３年度ぐらいから、以前は不納欠損処理ということ

をとってあるみたいですが、その中で三輪小学校、平成２０年と２１年度の不納欠損

が１件。それから滞納額として、おのおの１件ずつ残っているんですけども、これは

どういうことなのかということと、三輪中学校、１８年度、１９年度、２０年度、こ

の３年間が不納欠損処理ではなく、滞納額として残っています。これはどういうこと

なのか、お尋ねをいたします。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 不納欠損処理につきましては、教育委員会内で基準を定めまして、それにのっとっ

て滞納処理を行ったところですけれども、この三輪小学校の４件、それから三輪中学
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校の１８年度からの４件。それから２６年度、この方々につきましては現在保護者と

の連絡が取れておりまして、債権回収が見込まれるというところで不納欠損処理を行

っていないような状況です。 

 以上でございます。 

委 員 長  福本委員 

福本委員  決算書の１６３ページ、中牟田小学校の学校管理の工事請負額が７７０万計上され

ております。 

 これは説明では間仕切りという工事だったということですが、私もちょうど現場で

見ましたんですが、この被害の原因、そういったものは教育課のほうに報告はあって

おりますでしょうか。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えいたします。 

 この工事内容につきましては、中牟田小学校の１年生の各クラス、教室と教室の間

を挟む間仕切りの壁が左右前後、隙間があいてきまして、壁がたわんできて倒壊のお

それがありましたので、その工事を行ったところです。 

 以上です。 

委 員 長  福本委員 

福本委員  説明いただき、わかりましたけど、私も現場で工事される方とちょっとやりとりを

しました中では、ちょっと不可解な被害であるというふうなお話をされておりまし

た。何かねじれたような、引き合ったような、結果として間仕切りを全部取りかえな

きゃいけないと、そういう説明でしたので、恐らく教育課のほうには結果報告があっ

ておるだろうということで、わかりましたので、以上です。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  以上で、教育課を終わります。 

 それでは、生涯学習課の説明を求めます。 

 生涯学習課長 

生涯学習課長  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１億７９万２,０００円余で、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、下段、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４,３６１万４,０００円余で、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等の委託料でございます。 

 １１節需用費、修繕料９５６万５,０００円余につきましては、めくばーる学習館内

の防災監視盤、中央監視システム、障害者駐車場舗装、町民ホール屋根改修等でござ

います。 

 続きまして、決算書１８３ページ、３目の中段の公民館費でございます。 

 支出総額６７２万８,０００円余でございます。町公民館長報酬、自治公民館長、青

少年育成指導員報酬、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、自治公民館等コミュニティ整備費補助金、三箇山と四三嶋にしております。 

 続いて、決算書１８５ページをお願いいたします。 

 ４目公民館支館費４１６万７,０００円余でございます。公民館支館、コスモス公民
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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４,２１７万９,０００円余で、決

算書１８６ページ、１１節消耗品費２０９万３,０００円余は、図書館雑誌、新聞購入

などでございます。 

 １３節委託料では、図書館運営業務委託料２,７４３万６,０００円余を支出してお

ります。 

 また、１４節使用料及び賃借料の使用料の図書システム使用料として、３７７万６,

０００円余を支出しております。 

 １８節備品購入費では、図書資料購入費６４９万６,０００円余を支出しておりま

す。 

 続きまして、決算書１８７ページ、６目めくばーる図書館費は、支出総額４,１３１

万７,０００円余となっております。支出内容につきましては、コスモス図書館費とほ

ぼ同様でございます。 

 続きまして、決算書１８９ページ、中段、８目文化振興費は、支出総額１,７３４万

２,０００円余でございます。 

 決算書１８９ページに記載されておりますように、自主文化事業開催のための委託

料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、上段をごらんください。 

 １０項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては、７２８万４,０００円余で

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。 

 １９６ページ、１３節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。 

 １９節負担金補助の全国規模大会出場補助金は、テニス、レスリング、剣道、空手

道、少林寺拳法等の１０の団体と個人に助成をしております。 

 続きまして、同じページの２目体育施設費につきましては、支出総額１億１,７２０

万１,０００円余でございます。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ものでございます。 

 １１節需用費の修繕料３０１万円余は、農業者トレーニングセンターの床張り替

え、町民プールスライダー、夜須中夜間照明の修繕などでございます。 

 １３節委託料では、多目的運動公園管理委託７６８万５,０００円余、体育施設管理

委託料９７６万７,０００円余を支出しておりますが、主なものといたしましては、農

業者トレーニングセンター管理業務、三輪小学校体育館での三輪地区施設管理業務、

町民プール管理業務などでございます。 

 また、１７節公有財産購入費８,１５８万８,０００円は、長年の課題でありました

農業者トレーニングセンターの用地の購入費でございます。 

 以上が、決算の報告でございます。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について、御説明いたします。 

 資料の１２８ページをお願いいたします。 

 各種スポーツ大会につきましては、町主催によるキックベースボール大会やファミ

リーバドミントン大会を実施いたしました。 

 また、昨年は九州北部豪雨で中止になりました朝倉市郡水泳大会、県民体育大会、

夏季大会、秋季大会に町民の方が出場されておりますので、事務的作業や大会当日の



47 

 

お世話をしているところでございます。 

 続きまして、体育協会補助事業でございますが、体育協会１４団体の活動に対して

補助金を助成しているところでございます。 

 また、ソフトボール大会、ビーチボールバレー大会、パークゴルフ大会、うぐいす

マラソン大会につきましては、筑前町スポーツフェスタと位置づけ、それぞれの部に

運営を委託し、連携して開催しているところでございます。 

 続きまして、資料の１２９ページをお願いいたします。 

 文化協会補助事業でございますが、文化協会主催による筑前文化まつりの開催、部

会主催のカラオケまつり、菊花展が開催をされました。 

 しかしながら、高齢化や部会の減少により、菊花展につきましては２９年度が最後

の開催となりました。 

 また、時代の趨勢により、文化協会全体の会員数も減少傾向にあり、何らかの手だ

てが必要ではないかと考えております。 

 続きまして、資料の１３０ページをお願いいたします。 

 自主文化事業でございますが、資料に掲載しているコンサートや講演を開催いたし

ました。創意工夫しながらの計画した内容でありましたけども、２８年度と比べて来

場者は少なくなっております。 

 一部のコンサートを除くと、来場者は６０代以上の方が７割以上を占めており、予

算の関係やホールの収容人数の関係で、若者が望むようなコンサートを開催するには

困難な状況でございます。 

 今後は昨年度立ち上げました自主文化検討委員会の意見を参考に、多くの方が来場

されるような内容を計画しなければならないというふうに考えております。 

 続きまして、資料の１３１ページをお願いいたします。 

 自治公民館コミュニティ施設整備事業では、地域の公民館活動を充実するため、コ

ミュニティ施設整備に係る経費の助成を行っております。 

 ２９年度は先ほど申しましたように、四三嶋区、三箇山区の施設整備に助成を行い

ました。平成３０年につきましては、資料に記載しておりますように三つの区の整備

事業に対して助成を行う予定でございます。 

 続きまして、資料の１３２ページをお願いいたします。 

 青少年育成町民会議事業でございますが、育成部会、家庭部会、環境安全部会、広

報部会の各部会による筑前町青少年の健全育成を図ることを目的としたさまざまな

取り組みが活発に行われたところでございます。 

 続きまして、資料の１３３ページをお願いいたします。 

 通学合宿事業は、地域の方の協力を得ながら３小学校区で実施をいたしました。２

９年度は記載のとおりですが、３０年度は既に中牟田村公民館及び下高場公民館で実

施、今月末に高田公民館で実施予定でございます。 

 続きまして、資料の１３４ページをお願いいたします。 

 中牟田小学校アフタースクール事業でございます。２９年９月から放課後の子ども

たちの居場所づくりを目的として、地域ボランティアの協力を得ながら、学習活動、

体験活動を週２日実施をいたしました。子どもたちの成長を支援し、地域全体の教育

力の向上が図られたと考えております。 

 続きまして、資料の１３５ページをお願いいたします。 

 社会教育員設置事業でございますが、筑前町子どもの約束の啓発事業として、夏休

み期間中に大刀洗平和記念館中学生ボランティアガイドを実施いたしました。大刀洗

飛行場の学習をし、一般来館者向けのガイドを行い、今後も継続して実施するよう関

係機関と連携していきたいと考えております。 
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 続きまして、出前講座業務でございますが、この事業は町職員が講師として地域に

出向き、専門知識を生かした講習などを行いました。２９年度は１３９件の申し込み

があったところでございます。 

 続きまして、資料の１３６ページをお願いいたします。 

 図書館サービスの充実に係る事業では、第２次子ども読書推進計画を策定いたしま

した。また、布絵本講座や小学生を対象とした読書リーダー養成講座、４カ月対象の

ブックスタート事業、家庭での読書を推進する家読推進事業を実施いたしました。 

 図書館利用の促進事業では、スマートフォンの普及等により、本町のみならず全国

的に活字離れが進行し、図書の貸し出しが減少傾向にありますが、広報ちくぜんへの

掲載、ホームページの情報発信、各種図書館行事においてＰＲに努め、図書館利用の

促進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。 

 河内委員 

河内委員  資料の１３６ページ、図書館資料について、お尋ねします。 

 コスモス、めくばーる合わせて１万２,３８２点、購入されておりますが、この中で

ダブっているのはどのくらいあるんでしょう。 

委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  数字は把握しておりませんが、なるべくダブらないような種類で購入しておるとこ

ろでございます。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 河内委員 

河内委員  せっかく二つ図書館があるわけですから、それぞれ違った図書をこれからも置いて

いただきたいなと思います。 

委 員 長  木村委員 

木村委員  資料でお尋ねいたします。 

 １３２ページの一番下です。子ども会議事業です。 

 それと１ページめくりまして、１３４ページの筑前町探検隊と貢献隊ですね。 

 この２点についての２９年度の参加人数、これを教えてください。この事業に参加

した子どもの人数ですね。 

委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  子ども会議につきましては、２９年度は１８名でございます。社会力育成事業につ

いては後ほど答えさせていただきたいと思います。 

委員長   木村委員 

木村委員  ちょっと後ほどじゃ、その人数によって質問も変わるんですけど。 

 １３２ページの子ども会議については２８年度と同数ということになると思いま

す。これが貢献隊、探検隊の分はちょっとわかりませんが、伸びももちろんないし、

全体の対象人数からしたら、かなり少ないんだろうと思いますが、これはこのまま続

けて事業を取り組んでいかれようと考えとるわけですか。それをお尋ねします。 

委 員 長  教育長 

教 育 長  子ども会議について、お答えしたいと思いますけれども、子ども会議というのは、

これは三輪校区の各行政区の各子供会の代表者１名を集めて、そしてその子どもが各

地域に行って自分たちの子供会を運営していく上で、その技術を身につけるという

か、それがもともとの発想で始まった事業ですので、もとから１８名、１８行政区を

対象にその代表者の集まりでしているものが、この子ども会議になっておりますの

で、人数はずっと変わらないというか、そういう事業でございます。あとの別の探検
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隊等についてはお答えすると思います。 

委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  社会力育成事業につきましては、１５名の参加でございました。実は平成３０年度

から子ども会議、今まで三輪地区だけで行っておりましたけども、河内委員からも一

緒にしたらどうだということで、３０年度から子ども育成塾ということで、子ども会

議と子ども社会力育成事業を一緒にしたということでございます。 

委 員 長  木村委員 

木村委員  わかりました。 

 その１３２ページのもう一つ一段上も、参加人数が町内の小学校６年生１９名です

か、分母の数がどれだけか、対象者の数がどれだけかわかりませんが、かなり少ない

ように感じております。 

 これについては、２８年度に３２名で大きく減少しております。しかも、２泊３日

だったのを１泊２日にしてハードルを下げて参加者を増やそうとされてあったかも

しれませんけども、ここ何年かだんだん減少していっている、もうあからさまに。そ

して、それでも中身を変えたり、プログラムを変えて継続していこうとされてあると

いうのが、これは事業見直しも含めて必要じゃないかなと思うんですが、どう考えて

いますか。お尋ねします。 

委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  ２９年度につきましては、子どもたちが、６年生が卒業した後に実は行いました。

そういう関係もあって、卒業式が終わっていろんなところに子どもたちが行ったりす

るようなこともあったんじゃないかなということで、申し込みが少なかったのかなと

いうことを思っております。 

 ３０年度につきましては、１２月に開催をいたしますけども、今、委員が言われま

したように、中身も十分検討しながら開催をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本(一)委員  資料の１３０ページの自主文化事業のところでお尋ねをしたいと思います。 

 先ほどの説明の中でも今年度の参加数が少なくなったという報告は受けましたが、

決算のところでは委託料が５１６万９,４００円で、収入が１０７万５００円なんで

す。ざっと計算してもマイナス４１０万というようなことで、いろいろなジャンルで

の講演というのは非常に事務局も大変であろうというのは十分わかります。 

 私、前にも質問をしたと思いますけれども、このやり方の問題だと思います。今回

８回の講演をやってありますけれども、一番少ないのは講師を招いて、四百何十席で

７３名、大変講師に気の毒だなという思いもします。 

 それで、次年度の予算編成の時期にお願いもしたいんですが、それぞれ講演という

のが生涯学習じゃなくてもほかの課でも、例えば企画課は女性センターでも何か文化

講演があっていると思います。ほかのところでも講演があっています。それぞれ人

権・同和もあっております。そういうものを集めて、どこかの課でやることによって、

これが５００万が６００万の予算になるし、それを少なくすると、例えば１５０万円

の講師を雇ってすれば、「福岡、都会に行かなくても、筑前町のホールであんな素晴

らしい人が来るんだ」という、なんかそういう形をすれば、例えば１５０万使っても

満席になれば、２,０００円したら８０万は１回でなるわけ。単純に計算をしています

けれども、そういうふうな仕掛けをやることが大事じゃないかと思います。 

 ２８年度もしましたら、１２回のいろんなジャンルを集めて講演をやられていま

す。そのときも五百何十万を使っています。収入が１８０万程度だったと思います。

それをずっと続けていっていいのかということです。 
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 前回も質問したのはそういう分も含めて、ぜひどこかの課でまとめてやることも必

要ではないかというふうに思いますが、御意見をいただきたいと思います。 

委 員 長  生涯学習課長 

生涯学習課長  まず７３名ということで、これは自主文化講演会の向井亜紀さんのときだったと思

いますが、これは九州北部豪雨災害の後でございまして、そういった関係もございま

して、向井亜紀さんは大変有名な方でございますが、少なかったのかなということで

思っております。 

 先ほど委員が言われましたように、入場率というのが２８年度に比べて下がってお

りますし、収入におきましても同様に下がっておるところでございます。 

 先ほど言いましたように、自主文化検討委員会を２９年度から立ち上げております

ので、その中で十分検討していきたいというふうに思っておりますし、２９年度、こ

の資料の１３０ページの一番下に書いておりますように、マンスリーコンサート爆笑

お笑いライブということで、地元の町田さんとか、甘木の方とか呼んだんですけども、

なかなか広がらなかったと。 

 以前、ある議員さんから、地元とか久留米とかにそういう方がおられるから呼んだ

らどうかということもありましたので、そういったことでやりましたけど、なかなか

集まらなかったというのが現状でございますが、今後、先ほど申しましたように、ほ

かの課とも協議をいたしながら、そしてうちも自主文化検討委員会で検討しながら、

今後については計画をしていきたいというふうに考えております。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本(一)委員  一つの参加人数のところだけをとりましたから、そういう回答があったかもしれま

せんが、全体的にも百何十人なんですよね。 

 それぞれの課もそれぞれ講師選定に向けて、非常に苦労してあると思うんですよ。

誰を呼ぼうか、予算が例えば２０万円しかない、じゃあ、あの人ぐらいかなと。それ

をまとめれば、それなりの予算というのは配分できるし、逆に６００万使ったのを５

００万の予算で１００万削っても、要所要所で持ってくればどこかの課で選定をやり

ながら、あなたのところはこの人を呼びなさいとか、この人がいますよという情報提

供も含めてやれば、それだけいいんじゃないかと思うんですよ。 

 ぜひ、来年の予算の編成のときは考慮していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

委 員 長  木村委員 

木村委員  資料でお尋ねします。 

 １３５ページです。一番上の社会教育委員の部分でお尋ねしたいと思います。 

 先ほどの課長の補足説明にもありましたけども、中学生ボランティアが記念館でボ

ランティア活動をして、それをサポートしていただいたということで、社会教育委員

さんにボランティアで出ていただいて、大変頭の下がる思いでございます。 

 そういった中で、この交流会があったと思います。沖縄から子どもたちがわざわざ

遠いところ来てくれて、毎年、これはもう５回目ぐらいになるんですかね、来ていた

だいたということで、２９年度には台風か何かで開催されなかったということなんで

すけども。 

 将来の課題ということで、これからの取り組みの方向ということでお尋ねしたいん

ですが、今年度も３０年度はあったと思います。その中において、もちろん担当係長

なり休みの日に出ていただいて、対応をしていただいたと思います。その中に社会教

育委員さんが４人ほど出ていただいて、中学生ボランティアも８名ほど出ていただい

たということで、休みの日に大変ありがたく思うんですが、沖縄からお見えになった

のが、子どもたちが１８名と聞いております。引率が７名ほど市役所の役員さんとか
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いろいろお見えになったということで、この訪問を受ける立場として、これがどうな

んだろうかとちょっと感じたわけですね。 

 もちろん災害もあっております。本当、大変な中で職員さんも時間外でたくさん出

てあります。それもちろんわかりますけども、町長さん、副町長さん、教育長さん等、

大変お忙しいと思いますが、土曜日とはいえ、一、二時間の拘束時間だと思うんです

ね。その交流会の間といったら。もうちょっと受けるほう側もたくさんで出て、よう

こそいらっしゃいましたという姿勢を、これもうずっと継続的につながって、これか

らも多分やっていかれるんだと思います。これやっぱり大事にしていかないかん部分

だろうと思いますので、ぜひ、そういった方向で大勢でお迎えをする、交流をすると

いうのをお願いしたいんですが、そのあたりをこれから教育長、どう考えていますか。 

委 員 長  教育長 

教 育 長  お答えしたいと思います。 

 今年は８月の最初の土曜日だったと思います。それが割と決まって実施まで期間が

なかったとふうに聞いておりますけれども、ちょうど中学生ボランティアの開校式に

出席して、そのときにこういうことで、言い訳にはなりますけれども、次に交流会が

あるから出席できないだろうかというような御案内も実際受けたところでございま

すけれども、期間的にもうスケジュールが既に入っておりましたので、なかなかその

日には私は参加できませんでしたけれども、後で中学生のボランティアに参加した人

がその沖縄から来た平和大使と一緒に交流会をしたということはしっかり聞いてお

るところでございます。 

 それから、今回たまたま、いつも夏休みに来るんですけれども、向こうから来られ

て十分対応できるようにしっかり態勢を整えてお迎えすることが大事だというふう

に思いますので、その辺、十分また充実を図りたいと思います。 

委 員 長  先ほどの山本一洋委員の回答はよかったですかね。 

山本(一)委員  はい、いいです。 

委 員 長  一木委員 

一木委員  もう質問じゃございませんけども、文言の間違いの確認ということで、１３４ペー

ジでございます。 

 上から２段目の子ども社会力育成推進事業の一番右のほうの将来の課題、３段目で

す。地域貢献隊の「隊」が違っていると思いますけれども。ということで訂正をよろ

しくお願いします。 

 以上です。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  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  ここで休憩をいたします。 

 １５時４５分、開会します。 

（１５：３６） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１５：４５） 

委 員 長  歳入の説明を求めます。 

 財政課長 

財政課長  一般会計歳入につきまして、説明をいたします。 
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 歳入につきましては、決算の概要においても説明をしておりますので、重複しない

ように主なものを説明をいたします。 

 決算書９ページからの事項別明細書で説明をいたします。 

 ９ページの１款町税につきましては、決算の概要でも説明をいたしておりますので

省略をいたします。 

 １１ページをお願いします。 

 ２款地方譲与税につきましては、前年度からわずか減少しておりますが、１億４,

６１６万４,０００円です。 

 ３款利子割交付金は、前年度より２２０万９,０００円の増。 

 ４款配当割交付金も、３９３万円の増となっております。 

 １３ページの５款株式等譲渡所得交付金も、前年度より７５５万１,０００円の増額

です。 

 ６款地方消費税交付金は、４億８,００５万８,０００円で、前年度より１,１１７万

１,０００円の増となっています。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金は、前年度より６８万９,０００円余の増です。 

 ８款自動車取得税交付金は、５,３６２万１,０００円で、前年度より１,４５８万８,

０００円の増で、大幅に増えております。 

 ９款国有提供施設等所在市町村助成交付金は１,３１３万４,０００円で、前年度よ

り５８万３,０００円の減です。 

 １０款地方特例交付金は２,２８９万９,０００円で、前年度より１０２万５,０００

円増加しています。 

 １１款地方交付税は決算の概要で説明をいたしましたが、前年度より９,２３５万

６,０００円減少しております。 

 １７ページです。 

 １２款交通安全対策特別交付金は、前年度とほぼ同額です。 

 １３款分担金及び負担金は、調停額２億１,９７５万３,０００円余に対し、収入額

２億１,７０２万１,０００円余、収入未済額２７３万２,０００円余です。 

 収入未済額につきましては、１９ページ、２項３目１節児童福祉費負担金の保育料

の未納分であります。 

 １４款使用料及び手数料は、調停額２億６,６００万１,０００円余に対し、収入額

２億１,７６３万２,０００円余、収入未済額４,８３６万８,０００円余です。 

 収入未済額につきましては、２１ページ、７目２節の町営住宅使用料が主なもので

す。 

 なお、３節公園使用料の収入未済額１,０００円につきましては、３月末に利用申し

込みがありました、ふれあいファームの使用料でありますが、実際は利用をされなく

て、そしてキャンセルの連絡が遅れたということでありまして、調停を減額すること

ができなかったというものであります。 

 ２３ページをお願いします。 

 １５款国庫支出金ですが、収入済額１２億１,４４２万２,０００円余です。前年度

比２億９,９２３万６,０００円余の減額です。 

 主なものは、１項３目民生費国庫負担金の児童手当負担金３億６,９２４万円余、児

童福祉負担金１億８,１４２万９,０００円余、心身障害者保護費負担金２億９,３５３

万８,０００円余。 

 ２５ページの２項２目総務費国庫補助金の総務費補助金１億４０１万７,０００円、

２項３目民生費国庫補助金の社会福祉費補助金８,７２８万２,０００円、児童福祉費

補助金２,３５７万円、２項７目土木費国庫補助金の道路整備費補助金３,７９５万円。 
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 ２８ページです。住宅費補助金２,７７１万４,０００円などでございます。 

 １６款県支出金ですが、収入済額８億７,００４万円余です。前年度比１億３３８万

６,０００円余の減額です。 

 主なものは２９ページの１項３目民生費県負担金の児童手当負担金７,９８９万２,

０００円余、国民健康保険基盤安定負担金８,３７６万６,０００円余、児童福祉負担

金９,０９３万６,０００円余、心身障害者保護費負担金１億４,６７６万９,０００円

余、後期高齢者医療保険基盤安定負担金７,００８万８,０００円余。 

 ３１ページの２項３目民生費県補助金の社会福祉費補助金６,１０４万７,０００円

余、児童福祉費補助金６,０８３万２,０００円余、５目農林水産業費県補助金２億７

万９,０００円余などでございます。 

 ３５ページをお願いします。 

 １７款財産収入、収入済額８億３,９８５万８,０００円余です。前年度比６億４,７

４２万９,０００円余の増額です。 

 増額の主な要因は３７ページ、２項１目不動産売払収入のヤクルト工場用地及び少

年自然の家職員宿舎跡地の売払収入によるものです。 

 １８款寄附金、収入済額１億９２万１,０００円余です。前年度比４,２６７万７,０

００円余の増額です。ふるさと応援寄附金の増加によるものです。 

 １９款繰入金、収入済額６億６,８４３万７,０００円余です。前年度比４億１,８４

１万１,０００円余の減額です。 

 減額の主な要因は、３９ページの財政調整基金繰入金が前年度より２億円の減、地

域振興基金繰入金が前年度より２億６,４３０万５,０００円余減少したことによるも

のです。 

 ２１款諸収入は、収入済額１億４,８８５万５,０００円余です。 

 ４５ページをお願いします。 

 ２２款町債につきましては、８億３,１０５万円の借り入れを行っております。前年

度比４億５,０６２万７,０００円の減です。 

 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。 

 川上委員 

川上委員  繰入金の考え方について、ちょっとお尋ねをしたいと思いますが、２９年度、基金

の取り崩しを６億６,５００万ですか、基金を取り崩されて事業費に充てられておりま

す。 

 その中で財政調整基金を３億円取り崩されているわけですが、昨年が５億やったで

すかね、財政調整基金を取り崩されて。平成３０年度が２億２,０００ばかり取り崩さ

れるということで、今年まで計算すると１０億ちょっと財政調整基金を取り崩される

わけですが、その積み立ての計画はもちろんありませんということで財政調整基金は

平成２７年度末が３１億たしか４,０００万ばかりあったのが、平成３０年度末を迎え

れば２２億ぐらいになるんじゃないかなということで心配をしておるわけですね。 

 ただ、その財政調整基金が今言うように１０億ぐらい減るわけですが、適正積立金

というのがどのくらいが財政調整基金の積立金の適正残高かというのが私には難し

くてわからないわけなんですよ。 

 まずはそこをどのように考えておられるのか、まずお尋ねします。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  お答えいたします。 

 適正な規模というのは特に定められたものはないというふうに思います。 

 ただ、今、地方が基金を貯めていると、国が借金をして地方に地方交付税を交付を
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しておりますけど、それなのに地方の基金は増えているということで、この地方の基

金に対して何らかの財政措置を行うような話が今あっておるところで、そういったこ

ともありまして、昨年基金の調査を国がいたしております。その結果、財政調整基金、

これはあくまで平均でありますけど、標準財政規模の１０％を各自治体が今それを積

み立てておるということです。本町のその標準財政規模の１０％は７億程度になりま

す。 

 ただ、財政計画の中でも目標を立てましたけど、やはり今回のような災害とか、そ

れ以上の災害があった場合にはどうしても財政調整基金などが必要になりますので、

２０億程度は必要であるということで、特に基準であるわけではございませんけど、

本町としては２０億程度を確保しておきたいということで考えております。今、ちょ

っと減っておりますけど、それを目安に取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 

委 員 長  川上委員 

川上委員  わかりました。ただ、今回の工業用地の売払が７億数千万あって、５億３,０００万

ばかり基金繰り入れをまたされると思います。地域振興基金に繰り入れをされている

んですが、余裕があるときにその財政調整基金は預けていって、もしものときにはそ

れを自由に取り崩される基金でございますので、私はそちらのほうに預けとったほう

がいいんじゃないかなというような気持ちも持っていたわけです。 

 ただ、今、課長の答弁ではそういうこともあるのなら、それでもいいのかなと思う

んですが、ただ、今、言われますように、今度の大きな災害が発生し、今度それに対

してのどういうふうな資金がなければ、財政調整基金を取り崩すということになれ

ば、まだまだこれから先ないわけでございますので、ただ、そこら辺、工業用地売払

の地域振興基金に譲渡された何か目的というのがあるんですかね、お尋ねします。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  ヤクルト用地の売却分については、地域振興基金から繰り出しをしておりましたの

で、そういったことでそれ以上の売却益がありましたけど、その分を地域振興基金に

戻したということです。 

 ちょっと説明が不足をしておりましたけど、国がそういった地方の基金に注目して

いるということで、何にもわかりませんけど、何らかの財政措置をされるじゃないか

なということで今言われております。それで、財政調整基金とあと減債基金、これは

一般財源化基金ということで区分をされております。他の目的基金は目的があって積

み立てておると。 

 ただ、財政調整基金と減債基金として。減債基金も一般財源が不足しておるので、

基金として減債のために貯めておって毎年の公債費に充てていくと、そういった基金

でありますので、この基金を今の段階で余り増やしていくというのも、ちょっとどう

なのかなという。まだ何もわからない状況でありますけど、実はそういった考えも持

っておるところです。 

委 員 長  川上委員 

川上委員  私もそこら辺がわからんで、余り基金を貯めておってもどうかなということもあっ

たんですが、ただ、そうすることであれば、私は繰上償還もまだどんどんしていいん

じゃないかなというようなことも考えるわけですね。 

 やはり住民の方は非常にそこら辺を関心を持たれて、起債の状況なり基金の状況も

事務の方は取り崩されたらやかましい方もおられます。 

 しかし、このような状況がわかれば、私たちが説明できると思うんですが、なるべ

くそういうものであれば、２９年度の２０億以上の繰上償還をされておりますので、

そういう条件が合えば、私たちはそこまで含めて取り組みを今後考えていただきたい
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と思うんですが、いかがでしょうか。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  お答えいたします。 

 繰上償還については、国から借りている分については、原則の繰上償還ができない

ということで、それでも繰上償還をするということになれば、将来の利子も一緒にそ

のときに返さなければならないということです。 

 ただ、銀行から借り入れている分がまだ少しございますので、ちょっと大きいのが

一つございますので、そういった繰上償還もぜひ実施をして、公債費を減少させたい

と。 

 ただ、一時的にその基金がその分は減るということにはなりますけど、将来の利子

は確実に減りますので、そういった措置はぜひやっていきたいというふうに思ってい

ます。 

委 員 長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第１号「平成２９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。 

 これに御異議ありませんか。 

 （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願います。 

 （賛成者挙手） 

委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第１号「平成２９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２９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  お疲れさまです。健康課です。 

 これから特別会計に入りまして、トップバッターとしてよろしくお願いいたしま

す。 

 では、平成２９年度国民健康保険事業特別会計決算及び実績報告書について、始め

に決算のほうから御説明申し上げたいと思います。 

 決算書の２２２ページをお願いいたします。 

 歳出から御説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費、支出総額６,２１３万１,０００円余。前年度より１,４６

０万円余の増となっており、増の主な要因としましては、１３節委託料、職員の出産

育児休暇による代替の人材派遣委託料１９４万３,０００円余と、３０年度の制度改正

に伴います国保市町村事務処理標準システム導入と委託料１,２９０万６,０００円に

なります。 

 同じく、２目連合会負担金、支出総額１４５万１,０００円余。これは国保連合会へ

の事務費負担金になります。 

 ２２４ページ、１款２項１目賦課徴収費、支出総額２７８万円余。 

 主に８節報償費の国保税に係ります収納対策専門員の報償費と課税通知によりま

す１２節通信運搬費が主なものです。 
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 １款３項１目運営協議会費、支出総額７万８,０００円。これは国保運営協議会３回

開催の委員の日額報酬になります。 

 ２款に入りまして、保険給付費です。支出総額２３億１,８３８万２,０００円余。

前年度から５,０８５万３,０００円余の増となりました。 

 主な要因としましては、被保険者数は減少し、件数も総合的には減少しております

けれども、内容を見てみますと、主に外来での費用が増加しているものと見ておりま

す。 

 １項の療養諸費ですけども、前年度から４,８４１万５,０００円余の増で、支出総

額２０億１,４４４万９,０００円余となっております。 

 ２２６ページ、２項高額療養費です。前年度から１.８％増の支出総額２億９,２７

３万円余となっております。 

 ４項出産育児諸費につきましては、前年度から５件減の２４件分で支出をしており

ます。 

 ５項葬祭諸費、前年度から８件減の３７件分で支出をしております。 

 ３款後期高齢者支援金等につきましては、前年度から０.４％減の支出総額３億９,

７８９万５,０００円余となっております。なお、この３款につきましては、３０年度

制度改革によりまして３０年度予算につきまして廃款となっております。 

 ２３０ページです。 

 ４款前期高齢者納付金です。 

 対象者の増と対象者の医療費負担増の調整によりまして、前年度から１１２万８,

０００円余の増で、支出総額１４２万４,０００円余となっており、この款も３０年度

から廃款となっております。 

 ５款老人保健拠出金、事務費拠出金７,０００円余を支出しまして、同じく３０年度

から廃款となっております。 

 次に２３２ページ、６款介護納付金です。 

 前年度から６０８万円余の減で、１億５,２７４万７,０００円余となっております。

これも３０年度から廃款となっております。 

 ７款共同事業拠出金、３０年度からの制度改革に伴いまして廃止となりまして、財

源調整が行われ、前年度から２,９９０万７,０００円余の減となっております。 

 なお、同じく３０年度予算につきましては、４款で残っておりますけれども、頭出

しの予算措置となっております。 

 ２３４ページです。 

 ８款保健事業費になります。 

 この８款では、主に特定健診事業、レセプト点検事業関係の支出となっており、支

出総額３,３８３万６,０００円余となっております。 

 前年度から２８５万７,０００円余の増となっておりますが、１目１３節委託料で特

定健診受診率向上対策の一つとして、新たに取り組みました受診勧奨業務委託料３４

０万９,０００円余が主な増額要因となっております。 

 １項の特定健康診査等事業費につきましては、２７４万６,０００円が前年度から増

となっておりますけれども、主な支出としましては、１３節委託料の特定健診委託料

１,２５６万２,０００円余で、主な増額要因としましては、先ほど説明いたしました

受診勧奨業務委託料になります。 

 ２３６ページ、２項保健事業費です。 

 前年度から１１１万１,０００円余の増で、８５２万１,０００円余となっておりま

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５９３万４,
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０００円余で、前年度から１６万３,０００円余の減となっております。 

 主な増額要因としましては、通信運搬費ですけども、医療費通知を年４回から６回

に変更したことによるものです。 

 １０款公債費、歳入欠陥時に基金及び金融機関から一時借り入れを行った際に、一

時借入金利子５万９,０００円余を支出しております。 

 ２３８ページ、１１款諸支出金です。 

 前年度から５８７万円余の減となっております。減の主な要因としましては、前年

度国庫負担金過年度返還金の減によるものです。 

 ２４０ページ、１３款前年度繰上充用金です。 

 ２８年度国保会計の収支が１億２５２万４,０００円余の赤字となりましたので、２

９年度予算から繰上充用を行ったものでございます。 

 以上、歳出予算現額で４０億３,９８４万６,０００円に対しまして、歳出済額を３

９億５,１７７万１,０００円余で決算を終えております。 

 続きまして、２０６ページ、歳入でございます。 

 ちょっと戻ります。よろしくお願いいたします。 

 １款国民健康保険税は、被保険者数の減によりまして、前年度から１,９１３万９０

００円余の減の６億７,６９４万６,０００円余を収納しております。 

 収納対策アドバイザーの指導等により、還付未済を除く収納率は、現年度分で前年

度から０.４８％アップの９６.３３％となっております。 

 ２０８ページ、２款使用料及び手数料です。 

 前年度から２万９,０００円余の減の督促手数料８１万４,０００円を収納しており

ます。 

 ３款国庫支出金です。 

 前年度から４,８９１万１,０００円余の増で、収入総額８億４,０５４万１,０００円

余となっております。 

 この要因としましては、１項１目療養給付費等負担金の現年一般分で、療養給付費

見込み増によりまして、前年度から５,２２２万３,０００円余の増となっていること

が主な増額要因になります。 

 また、２１０ページの２項２目災害臨時特例補助金５,０００円につきましては、東

日本大震災のときの被災者に対する国保一部負担金免除によりまして、それの特例措

置によりまして収入している分になります。 

 ３目国保制度関係業務準備補助金１,１８９万１,０００円は、３０年度国保制度改

革に伴いますシステム改修補助金なります。 

 ４款療養給付費交付金、前年度から４,４４７万２,０００円余の減となっておりま

す。 

 これは退職被保険者に係る療養給付費相当額を社会保険診療報酬支払基金が交付

するものでございます。退職被保険者の減少により減となっております。 

 なお、この款につきましても、３０年度予算では廃款となっております。 

 ５款前期高齢者交付金、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

されるものでございます。前年度より３,９１５万１,０００円余の増で収入となって

おります。なお、４款と同じく国保制度改革によりまして、３０年度予算では廃款と

なっております。 

 ２１２ページです。 

 ６款県支出金、前年度から４,５５６万５,０００円余の減となっております。 

 主な要因としましては、昨年度、医療費抑制に係る分が増額ということでなってお
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りましたけども、この分につきまして２９年度は見られなかったことによる減が主な

要因となっております。 

 ７款共同事業交付金、前年度から１,３５０万１,０００円余の減で、８億２,９２１

万２,０００円余となっております。この款につきましても、制度改正によりまして廃

款となっております。 

 ２１４ページ、９款繰入金です。 

 繰入金につきましては、昨日内容につきましては御説明申し上げましたので、省略

をさせていただきます。昨日の説明では繰出金のところで説明をさせていただきまし

た。 

 ２１６ページ、１１款諸収入、前年度から１,９９５万６,０００円余の減で、収入

総額８７９万７,０００円余となっております。 

 減額の主な要因となりましたのは、昨年、第三者行為によりまして１,３００万の高

額納付がありましたので、その部分が減となっております。 

 ２２０ページ、７目歳入欠かん補填収入、予算額１億２,１５２万５,０００円は、

２８年度国保会計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ございます。 

 以上、歳入予算現額４０億３,９８４万６,０００円に対しまして、収入済額３９億

３,２７５万４,０００円余で決算を終えております。 

 ２４２ページに記載されておりますけども、歳入総額３９億３,２７５万５,０００

円に対し、歳出総額３９億５,１７７万２,０００円となり、差し引き１,９０１万７,

０００円の赤字となっております。 

 この赤字につきましては、翌年度の国保特別会計予算のほうから繰上充用の措置を

行っております。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料で説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 １番の国民健康保険事業特別会計決算の状況につきましては、御説明申し上げまし

たので省略をさせていただきます。 

 ２２ページ、国保世帯被保険者の状況です。 

 前年度から比較しますと、世帯数は２９年度平均で４,０００世帯となり、前年度よ

り６５世帯減少しております。平均被保険者数は７,１０１人で、前年で２４１人減少

しております。なお、７５歳以上は後期高齢者医療に移行することもあり、被保険者

数は年々減少傾向にございます。 

 医療費の状況につきましては、総医療費で対前年度比３.４２％の増となっておりま

す。 

 ４番の保険給付等の状況につきましては、国保で負担しました金額となりますけれ

ども、療養諸費全体で前年度より件数は減少しておりますが、費用は３.１４％の増と

なっております。 

 総合的に被保険者数は減少しておりますが、件数も全体的に減少しましたけども、

先ほど申しましたように、特に内容を見てみますと、外来で１件当たりの費用が増加

していることが影響しているものと考えられます。 

 ２３ページ、国保税の状況についてでございます。 

 滞納分は０.７３％下回りましたけども、現年分につきましては０.４８％上回り、

先ほど申しましたように収納率９６.３３％となっております。 

 ６番のレセプト点検の実績につきましては、国保連合会で実施しています１次点検

の強化によりまして、前年度から効果額は減少しておりますけれども、１,３００万円

以上の効果額は出ておりますので、継続しての取り組みを行いたいというふうに思っ
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ております。 

 ７番のジェネリック医薬品の使用促進につきましては、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、ジェネリック医薬品と先発医薬

品との差額通知を実施しておりますけども、この通知による削減額は前年度から１４

８万７,０００円余の増で１,０１１万１０００円余となっております。今後も継続し

ての取り組みを行いたいと考えております。 

 ２４ページ、８番の徴収金等の状況です。 

 これは交通事故などによります第三者行為と資格喪失後受診の医療費返還の合計

ですけども、前年度から１,９６６万４,０００円減の４６２万円と大幅に減額してお

ります。 

 これにつきましては、先ほど説明しましたように第三者行為によります前年度高額

納付金があったことによります減になっております。 

 ９番、特定健診・特定保健指導につきましては、まず大変申しわけございませんが

訂正をお願いしたいと思っております。 

 ２５ページの一番上の表の２８年度の法定報告３５.１％となっておると思います

けども、３５.１％から３５.２％へ御訂正をお願いしたいと思っております。おわび

して申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 説明につきましては、６月から１１月にかけて２９回の集団健診を実施しました。

対象者数４,８８０人、受診者数１,７７８人で、受診率は暫定でございますが３６.４％

と前年度より１.２％増加しました。 

 主な要因としましては、昨日一般会計で御説明したとおりでございます。 

 特定健診の結果につきましても、昨日御説明したとおりでございますけども、健康

課スタッフの頑張りによりまして、保健指導実施率、大きくアップしております。継

続して効果的な保健指導の実施に努めていきたいと考えております。 

 ２６ページです。 

 １０番の重症化予防の取り組みにつきましても、昨日御説明したとおりでございま

すので、省略をさせていただきます。 

 ２７ページ、１１番健康寿命の延伸に視点を置いた各種事業の推進では、運動習慣

を身につけてもらおうということを目的にしまして、エクササイズスペースを初め、

２７ページ記載の４事業に取り組みをしております。 

 最後になりますが、１２番、当面の課題と、１３番、具体的措置につきましては、

記載のとおりでございますけども、２９年度につきましては医療費が増額となりまし

た。一般会計からの繰入金増額、制度改革に伴います共同事業の廃止等によりまして、

昨年度に引き続き単年度収支の黒字とはなっておりません。 

 また、３０年度の制度改革前に累積赤字解消ともなりませんでした。しかしながら、

決算上、累積赤字は１,９０１万７,０００円まで縮小することができております。 

 県主体となりました３０年度の国保財政運営につきましては、制度改革スタート１

年間、経過してみないとどうなるかわからないというのが現状でございますけども、

今後、円滑な国保財政運営をしていくために大きな課題でございます。 

 累積赤字の解消と３０年度当初予算でも計上しております。赤字補填額及び納付金

負担緩和措置分と合わせまして、今年度国保税率改正を含めた協議・検討を行うとと

もに、保険者努力支援制度の取り組みでもあります、健診受診勧奨対策、重症化予防

者対策、医療費抑制対策を行いまして、国保財政健全に向けた取り組みを進めていき

たいというふうに考えておりますので、今後とも御指導のほどよろしくお願いしたい

と思っております。 

 以上で、２９年度国民健康保険事業特別会計決算及び実績報告書の説明を終わらせ
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ていただきます。よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号「平成２９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。 

 これに御異議ありませんか。 

 （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２９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いたしました。 

委 員 長  済みません。先ほどの河内委員の給食費の件で、教育課の課長から申し出があって

おりますので、これを許可します。 

 教育課長 

教育課長  先ほどの河内委員からいただいておりました、学校給食費の収納状況の滞納額につ

いて、お答えいたします。 

 ２８年度の滞納額と今回２９年度の滞納額に、新たな滞納が発生していないにもか

かわらず金額の差が出ておりまして、それが増額ということでしたけれども、夜須中

学校の給食会計のほうに確認をとりまして、今回２９年度末で不納欠損処理を行うに

当たり、各保護者個人個人の過去の滞納状況を精査し、不納欠損処理を行うべき額を

確定した際に、２７年度に報告しておりました平成１７年１８年、この２カ年の金額

について、２,９５０円の差が発生していることが発覚しました。 

 それによりまして、今回２９年度末での不納欠損額につきましては、新たに正しい

数字をもって不納欠損額をさせていただいたという状況であります。 

 以上でございます。 

河内委員  何で今まで気がつかなかったんでしょう。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  学校給食の会計につきましては、各学校の事務によりまして給食会計事務を行って

いただいております。それを定期監査の際に毎年提出をしていただいて、それをもと

に教育課のほうでも状況を把握しているところでした。 

 夜須中学校の１７、１８年度の額につきましては、過去の事務官からの引き継ぎの

中で、この金額での台帳の引き継ぎを受けておったんですけれども、不納欠損に当た

っては、個人個人の過去の滞納状況を個別に当たった際に、端数的なところで突合で

きずに今回詳細を調べた結果の金額が正しかったということがわかったような状況

でございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  じゃあ、今までの決算の資料で出された数字は、１８年度、２０年度から間違った

資料が提出されていたということですね。 

委 員 長  教育課長 

教育課長  お答えします。 

 事務所のほうに戻りまして確認をとりました際に、２８年度についての確認をして

おります。恐らくそれ以前についてもこの金額で報告しておったのではないかと思わ
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れます。 

委 員 長  それでは進めます。 

 認定第３号「平成２９年度筑前町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算の認定に

ついて」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 健康課長 

健康課長  国保に引き続きまして、健康課です。よろしくお願いいたします。 

 ２９年度後期高齢者医療特別会計決算及び実績報告書について御説明申し上げま

す。 

 まず始めに、決算について、御説明いたします。 

 決算書の２９４ページ、歳出から御説明を申し上げます。 

 ２９４ページ、歳出１款１項１目一般管理費、前年度から２万９,０００円余の増で、

歳出総額１６２万３,０００円余となっております。 

 主な支出としましては、１２節役務費の保険証の郵送費となっております。 

 １款２項１目徴収費、前年度から２万円余の増で、歳出総額５５万７,０００円余と

なっております。 

 主な支出としましては、１２節役務費の通信運搬費で、保険料賦課通知に要した費

用となっております。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、前年度から被保険者数の増によりま

して２,３２５万５,０００円余の増で、歳出総額３億５,３７７万５,０００円余を支出

しております。 

 ３款１項償還金及び還付加算金、前年度から５６万５,０００円余の減で、歳出総額

５６万３,０００円余を支出しております。 

 予算現額３億６,２５５万１,０００円に対しまして、支出済額３億５,６５２万円余

を歳出決算で終えております。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ２８８ページをお願いいたします。 

 １款後期高齢者医療保険料です。被保険者数の増によりまして、前年度から２,３３

５万８,０００円余の増で、収入総額２億５,２７９万２,０００円余となっております。 

 １目特別徴収保険料は、前年度から１,７２５万４,０００円余の増で、１億５,８４

８万７,０００円余となり、収入額が調定額を上回っておりますけども、１７万１,０

００円余は還付未済額です。 

 ２目普通徴収保険料は、前年度から６１０万４,０００円余の増で９,４３０万５,０

００円余となっております。 

 ２款使用料及び手数料、２目督促手数料は、前年度から２万２,０００円余の減とな

っております。 

 ４款繰入金、２９０ページのほうですけども、１目事務費繰入金につきましては、

前年度とほぼ変わらず７６５万２,０００円余で、前年度と同じく広域連合事務費の分

を繰り入れを行いまして、町の事務費の分につきましては繰越金の中で対応いたしま

した。 

 ２目保険基盤安定繰入金、前年度から８３万８,０００円余の増となっております。 

 ５款繰越金につきましては、前年度からの繰越金になります。 

 ６款諸収入、１項１目延滞金として１０万円余、２項１目保険料還付金、２３万円

余を広域連合をより受け入れております。 

 歳入予算現額は３億６,２５５万１,０００円に対しまして、収入済額３億５,９１９

万４,０００円余で決算を終えております。 
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 ２９８ページにあります実質収支に関する調書で、歳入歳出差引２６７万５,０００

円となっております。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 資料の２９ページをお願いいたします。 

 総括に記載しておりますけども、後期高齢者医療に関する町の業務はこれまでと変

わらず、保険料の徴収・相談、申請や届け出の受付、保険証の引き渡し等を行ってお

ります。 

 決算の状況につきましては、先ほど説明いたしましたので省略をいたします。 

 ２番、被保険者の状況です。２９年度末時点で前年度から５８人増加の４,１２０人

となっております。 

 ３０ページ、保険料の状況になります。 

 現年分の保険料調定額は、前年度から２,２３７万４,０００円余の増で２億５,２３

２万５,０００円余、収納額は前年度から２,３０１万円余の増で２億５,０６０万円余

となり、収納率は前年度から０.３５％増の９９.３２％となり、県平均９９.２５％を

超えました。それでも県下では収納率は下位のほうのため、引き続き、収納向上対策

に努めてまいります。 

 滞納分の保険料調定額につきましては、前年度から９万５,０００円余の増で５１４

万３,０００円余、収納額は前年度から４２万３,０００円余の増で１９８万２,０００

円余となり、収納率３８.５４％と前年度から７.６６％増となりました。 

 また、昨年度質問がありました滞納分の普通徴収調定額と収納額の件数につきまし

ては３３４件と１８７件となっております。 

 なお、収納額につきましては、今年度報告分から還付未済額を含まず計上しており

ますので、よろしくお願いします。 

 ４番、繰入金の状況、５番、広域連合納付金の状況につきましては、決算で御説明

しましたので省略をさせていただきます。 

 ６番、重点施策につきましては、広報紙の掲載、窓口でのリーフレット配布などの

取り組みと広報活動の充実に努めさせていただきました。 

 ３１ページ、不納欠損につきましては、不納欠損事由に該当するものについて、適

切に事務処理を行い、ページ記載のとおり４０件、８０万４,０００円余を不納欠損処

理しております。 

 最後になりますけども、後期高齢者は被保険者１人当たりの医療費につきまして

は、平成１４年度から連続で福岡県が全国１位となっております。その全国第１位の

福岡県の中で、筑前町は平成２７年度が第４位、平成２８年が第５位に位置しており

ます。国保と同様に医療費削減に向けた取り組みに努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑はないようです。これで質疑を終わります。 

 これから、認定第３号「平成２９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。 

 これに御異議ありませんか。 

 （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） 
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委 員 長  挙手多数です。 

 したがって、認定第３号「平成２９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２９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 

 それでは、住宅新築資金特別会計の御説明をいたします。 

 まず歳出について、事項別明細書で御説明をいたします。 

 決算書の２５１、２５２ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費、予算現額３１８万円、支出済額は３１５万９,０００円余

です。これは特別会計事務に係る経費や弁護士相談の委託料及び事務に従事しました

職員の給与の一部として３００万円を一般会計に繰り出ししたものでございます。 

 ２目財政調整基金費、予算現額５万４,０００円、支出額４,０００円余、これは財

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、予算現額３５万８,０００円、支出額３５万７,０００円余、借入

先のかんぽ生命保険機構への償還金です。元金が３４万５,０００円余、利子が１万１,

０００円余で、合計３５万７,０００円余の償還で借入金の償還が完了いたしました。 

 ３款１項１目予備費は、１款１項１目１１節に７,０００円を充用いたしました。こ

れは消耗品の購入に予算不足が生じたための支出となっております。 

 歳出合計額３５２万円余となっております。 

 次に、歳入の説明をいたします。 

 ２４７ページ、２４８ページをお願いいたします。 

 １款１項県補助金、１目は住宅新築資金等借入金の利子補給金で５,０００円の収

入、２目が償還推進助成事業で事務費の補助として４３万５,０００円、計４４０万円

の収入でございます。 

 ２款１項財産収入は、財政調整基金の利子で４,０００円余となっております。 

 ４款繰越金は、前年度繰越金１,３３７万７,０００円余です。 

 ５款諸収入です。 

 ２４９、２５０ページをお願いいたします。 

 ２項貸付金元利収入は、借受人からの返済金です。貸付種類別に受け入れをしてお

ります。 

 １目から４目の合計で調定額１億６,００９万８,０００円余に対し、収入済額４１

２万８,０００円余、不納欠損額が２,５７５万２,０００円余で、収入未済額が１億３,

０２１万７,０００円余となっております。 

 歳入合計としまして、１,７９４万９,０００円余でございます。 

 ２５３ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書です。 

 歳入総額１,７９５万円、歳出総額３５２万円、差し引き１,４４３万円で、実質収

支額は同額の１,４４３万円です。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料の３２ページをお願いいたします。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計の実績報告です。資料の一部を訂正させていただ

きましたことをおわび申し上げます。 

 それでは御説明します。 

 御存じのとおり、昭和４０年の同対審答申を受けて、実態的差別の解消を目指した

環境改善対策として、同和対策事業とともにこの貸付事業が昭和４１年度より始まり
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ました。 

 筑前町では昭和４２年から平成４年までに住宅の新築改修、土地取得について、６

６５件の貸し付けが行われております。 

 平成２９年度の特別会計の決算状況につきましては、先ほど決算書で御説明したと

おりです。 

 現在、債務者や保証人の死亡、高齢化や経済変動による生活困窮などにより、貸付

金の滞納件数は６６件、金額は約１億３,０００万円です。 

 ３３ページのほうに貸付金の回収状況を添付しております。 

 調定額は１億６,００９万８,５８６円で、収入済額が４１２万８,４４４円、不納欠

損額が２,５７５万２,４０６円で、収入未済額は１億３,０２１万７,０００円余となり

ます。 

 平成２９年度におきましては、自己破産等により貸付金の回収が困難と認められ、

国の助成制度の対象となった案件４名の債務者に係る８件の債務、合計２,４９４万

７,０３４円の債権放棄について議会の議決を得ました。 

 また、この８件のほかに、平成１２年に条例の免除規定の適用により、債務の一部

免除された案件が１件未処理で残っておりましたので、その８０万５,３７２円を合わ

せて２,５７５万２,４０６円を不納欠損処理いたしました。 

 町が借り入れた起債の償還は終了しましたので、３０年度以降は貸付金の回収業務

となります。 

 引き続き、債務者ごとの時効管理、督促等により納付の推進を行いながら債務者の

状況把握、必要に応じて弁護士相談の活用等もあわせて取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 以上で御説明を終わります。 

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  この償還助成事業の対象となった方たちは、今はどちらに、そこの住宅には住んで

ないんでしょうね。 

委 員 長  人権同和対策室長 

人権同和対策

室長 

 お答えいたします。 

 当然、償還推進助成を受けるためには、できる限りのことをしないと国の助成に乗

りませんので、もちろん抵当権があればそれを実行したり、そういったことを法的手

続等を行った上で、もう回収困難と認められたケースですので、住んでいらっしゃる

方はいらっしゃらないです。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  昨年の滞納件数が７６件だったんです。この９件を引いたら６７件になるんです

が、あとの１件はどういう理由でしょうか。 

委 員 長  人権同和対策室長 

人権同和対策

室長 

 お答えいたします。 

 あとの１件は年度末で完納された方の分です。 

 以上です。 

委 員 長  ございませんか。これで質疑を終わります。 

 失礼しました。 

 横山委員 

横山委員  すみません。手を挙げるのが遅くなりました。 

 調定額というのが全体で１億６,０００万あるわけですよね。不納欠損で２,５００

万、いまだに１億３,０００万が残っているということです。 
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 筑前町において１億３,０００万、これだけの住宅資金だけで１億３,０００万ある

というのは、やっぱり大変なことだと思います。 

 今後、貸し付け時の調査、その他あると思うんですけども、そのあたりを厳しく、

それから先ほどちょっと話が出た担保の問題とか、そのあたりを一層見直しをして厳

しくやってほしいという、これはお願いでございます。 

 以上です。 

委 員 長  回答ありますか。 

 ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 これから、認定第４号「平成２９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。 

 これに御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２９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。 

散  会  

委 員 長  平成２９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審査が終了

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 あすは午前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御

集合ください。 

 本日はお疲れさまでした。 

（１６：４２） 

 


