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桂川町告示第17号 

 令和３年第１回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和３年２月16日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和３年３月２日 

２ 場 所  桂川町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

原中 政燧君          林  英明君 

柴田 正彦君          杉村 明彦君 

大塚 和佳君          澤川茗代子君 

北原 裕丈君          下川 康弘君 

竹本 慶澤君          青柳 久善君 

────────────────────────────── 

○３月８日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月９日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月17日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和３年 第１回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年３月２日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和３年３月２日  午前10時00分開会 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 同意第１号 桂川町副町長の選任 

 日程第７ 同意第２号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第９ 承認第１号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号） 

 日程第10 承認第２号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第７号） 

 日程第11 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更 

 日程第12 議案第２号 桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更 

 日程第13 議案第３号 町道路線の廃止及び認定 

 日程第14 議案第４号 桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の制定 

 日程第15 議案第５号 桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第16 議案第６号 桂川町営駐車場条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第17 議案第７号 桂川町駐輪場条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第18 議案第８号 桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第19 議案第９号 桂川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第20 議案第10号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第21 議案第11号 令和２年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
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 日程第22 議案第12号 令和３年度桂川町一般会計予算 

 日程第23 議案第13号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 日程第24 議案第14号 令和３年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第25 議案第15号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第26 議案第16号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第27 議案第17号 令和３年度桂川町水道事業会計予算 

 日程第28 報告第１号 専決処分の報告（工事請負契約の変更について） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）教育環境整備について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 同意第１号 桂川町副町長の選任 

 日程第７ 同意第２号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第８ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第９ 承認第１号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号） 

 日程第10 承認第２号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第７号） 

 日程第11 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更 

 日程第12 議案第２号 桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更 

 日程第13 議案第３号 町道路線の廃止及び認定 

 日程第14 議案第４号 桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の制定 

 日程第15 議案第５号 桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第16 議案第６号 桂川町営駐車場条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第17 議案第７号 桂川町駐輪場条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第18 議案第８号 桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 
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 日程第19 議案第９号 桂川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第20 議案第10号 令和２年度桂川町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第21 議案第11号 令和２年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第22 議案第12号 令和３年度桂川町一般会計予算 

 日程第23 議案第13号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 日程第24 議案第14号 令和３年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第25 議案第15号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第26 議案第16号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第27 議案第17号 令和３年度桂川町水道事業会計予算 

 日程第28 報告第１号 専決処分の報告（工事請負契約の変更について） 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 原中 政燧君       ２番 林  英明君 

３番 柴田 正彦君       ４番 杉村 明彦君 

５番 大塚 和佳君       ６番 澤川茗代子君 

７番 北原 裕丈君       ８番 下川 康弘君 

９番 竹本 慶澤君       10番 青柳 久善君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

         事務局長 神﨑 博和君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  井上 利一君   副町長  森田 増夫君 

教育長  大庭 公正君   総務課長  山邉 久長君 

企画財政課長  原中  康君   企画財政課長補佐  小平 知仁君 

建設事業課長  小金丸卓哉君   住民課長兼会計管理者  北原 義識君 

税務課長  秦  俊一君   保険環境課長  横山 由枝君 

健康福祉課長  川野 寛明君   産業振興課長  大屋 智久君 
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子育て支援課長  江藤 栄次君   水道課長  山本  博君 

学校教育課長  平井登志子君   社会教育課長  原田 紀昭君 

王塚装飾古墳館長  尾園  晃君   社会教育課長補佐  吉貝 英貴君 

 

午前10時00分開会 

○議長（原中 政燵君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和３年第１回桂川町議会定

例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．署名議員の指名 

○議長（原中 政燵君）  会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、１０番、青柳久善君、３番、柴

田正彦君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（原中 政燵君）  会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月１７日までの１６日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から３月１７日までの

１６日間に決定しました。 

 これより、町長に行政報告、令和３年度の施政方針及び提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  おはようございます。 

 三寒四温の言葉どおり、春の訪れが間近に感じられる季節になりました。 

 現在、新型コロナウイルスの感染症の終息に向けて様々な取組が展開され、福岡県は先月末を

もって緊急事態宣言が解除されましたが、はっきりした見通しは立っていない状況にあります。

引き続き感染防止の取組が求められているところです。 

 また、今年は、東京オリンピック・パラリンピックの開催や１０月に任期満了を迎える衆議院

議員の選挙、さらに福岡県においては知事の辞職に伴う選挙が行われるなど、重要案件が山積し、

予断を許さない状況にあります。 

 さて、本日は、令和３年第１回桂川町議会定例会を開催しましたところ、議員の皆様には、公
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私とも大変お忙しい中にもかかわりませず、御出席をいただき、心から感謝申し上げます。 

 それでは、これまでの主な行政報告、令和３年度施政方針及び本日御提案します議案等の提案

理由について御説明いたします。 

 まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策に関する状況等についてですが、本町における

２月末日現在の感染者数は９人です。ほかの市町村に比べますと少ない状況にあります。このこ

とは、町民の皆さんの感染防止対策に対する御理解と御尽力のたまものであり、心から敬意を表

したいと存じます。 

 また、国の地方創生臨時交付金等を活用し、町の独自事業として、学校給食費の免除や住宅改

修特別促進事業、新生児に対する特別定額給付金の支給など、延べ４９の事業に取り組むととも

に、公共施設の利用制限をはじめ感染防止に向けた取組を実施しているところです。 

 新型コロナウイルス感染症対策の切り札として期待されていますワクチンの接種については、

現在、国の方針により、医療従事者に対して先行接種が行われていると聞いていますが、高齢者

や一般住民の皆様の接種については具体的な情報がなく、国策も流動的なところがあります。 

 本町では、国や県と連携を図るとともに、飯塚市、嘉麻市並びに飯塚医師会等と協議し、住民

の皆様の速やかな接種を 優先課題として取り組んでまいります。当面は、４月から始まる予定

の高齢者の方への接種券の準備、接種時期や具体的な方法等について協議・調整を行っていると

ころです。今後、ワクチン接種に関する内容等が決まりましたら早急にお知らせしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 コロナウイルス対策事業のそれぞれの事業内容については、町のホームページや町報「けいせ

ん」、臨時発行のチラシ等でお知らせしています。また、関連する予算を本定例会に計上してい

ますので、改めてお知らせしたいと考えています。 

 次に、本年３月３１日をもって退職します職員は４名です。このうち定年による退職者が２名、

他の２名は勧奨退職によるもの１名、自己都合によるもの１名となっています。 

 なお、４月１日採用予定者は、一般職４名、保育士２名、保健師２名を内定しているところで

す。 

 次に、第６次総合計画については、先日、総合計画審議会会長から答申を頂きましたので、本

定例会の会期中に追加提案したいと考えています。 

 今回の計画は、「自然と文化が息づく笑顔あふれるまち“けいせん”」を町の将来像とし、各

分野における目標達成に対する進捗度を分かりやすくするための成果指標の設定や平成２７年

９月の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」ＳＤＧｓを表記し、総合計画の

施策との関係性を示しています。 

 審議会委員の皆様には、長期間にわたり住民アンケート調査や各課のヒアリングシート、中学
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生のワークショップなどを基に御審議をいただき、総合計画の答申を賜りました。心から感謝申

し上げます。 

 次に、今年度策定を進めています第２期桂川町まち・ひと・しごと創生総合戦略については、

第１期に引き続き、定住・教育・産業・王塚古墳の４本の柱を施策に掲げ、評価指標を設定し、

目標達成を目指してまいります。また、桂川町の特色ある教育に関する情報発信や大学・高校と

連携したまちづくりに関する取組、あるいはＳｏｃｉｅｔｙ５.０、ＳＤＧｓなど、新たな施策

を導入しているところです。 

 次に、ふるさと応援寄附金については、本年度１億円を超える寄附を頂いています。本年１月

末時点の実績は、件数では１万５２件、金額では１億６８１万円となっています。今後は、寄せ

ていただいた寄附金を有効活用し、町の情報発信につなげていきたいと考えています。なお、当

事業は、自主財源の確保につながると同時に地域産業の育成・振興に資する施策でありますので、

今後ともＰＲの強化や返礼品の充実など、積極的な取組を進めてまいります。 

 次に、桂川駅自由通路等の整備につきましては、現在、自由通路及び新しい駅舎の内装工事が

ほぼ終了し、駅舎内のサイン等を取りつける作業を行っています。１月末時点の進捗率は９６％

であります。また、南側交通広場は、駅前道路の舗装が完了し、歩道のインターロッキングや駐

車場付近の舗装工事を進めているところです。 

 工事の進捗に伴い、九州旅客鉄道株式会社と締結している桂川駅自由通路等整備工事の基本協

定において、工事費の減額と期間の延長について変更する必要が生じましたので、協定の変更に

関する議案を本議会に提案しています。なお、工事期間中に使用した仮駅舎や既存の跨線橋等の

撤去については、新駅舎開業後の令和３年度に行う予定です。 

 なお、自由通路の開通式については、町制施行８０周年のお祝いと併せて３月２１日に行う計

画です。コロナウイルスの感染予防のため、ささやかな催しになりますが、桂川町の将来の発展

を期して、これからのまちづくりの重要な生活基盤として利活用を図るとともに、周辺地域の活

性化に努めてまいりたいと考えています。 

 近隣住民の皆様、駅利用の皆様には、長期間にわたり多大なる御迷惑をおかけしました。皆様

の御協力により順調に工事を進めることができましたことを、この場をお借りしまして心よりお

礼申し上げます。 

 また、桂川駅南側駐車場の新設等に伴い、桂川町駐車場条例の一部を改正する条例を上程して

いますので、よろしくお願いします。 

 次に、町営住宅二反田団地Ｂ棟の建設については、造成工事及び敷地内道路の整備が完了して

います。Ｂ棟は、６階建ての鉄筋コンクリート造りで、計画戸数は４７戸です。来年度には建設

工事に着手することになります。 
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 次に、公共施設の個別計画については、日常的に不特定多数の人が利用する施設や災害時等の

避難所に指定されている施設など、計１５施設を対象に老朽化対策等に関する方針を定めること

としています。計画を基に施設の適切な運用と維持管理を図ってまいります。 

 次に、県道豆田稲築線（九郎丸工区）、つまり、桂川町役場横から国道２００号までの道路改

良工事については測量業務が完了し、道路詳細設計が行われていると報告を受けています。今後、

用地の確保や学校施設とのアクセス道路の整備など、いろいろな課題がありますので、県と連携

を図りながら早期実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 

 次に、公有地の中で利活用が可能な遊休地については積極的に利活用できるように、その対応

策の検討が必要であり、今後のまちづくりの課題解決や移住・定住者向けの住宅や宅地の提供の

ためにも早急に取り組まなければならないと考えています。 

 次に、ふくおか県央環境広域施設組合のごみ処理施設再編計画については、昨年の１２月議会

で再編計画に係る３つの方針について御報告をした後、桂苑がある九郎丸区の役員の皆さんに御

説明をいたしました。町民の皆さんには、広報「けいせん」３月号でお知らせすることにしてい

ます。 

 次に、本町が加入している福岡県介護保険広域連合は、高齢者１人当たりの介護給付費の実績

に応じて、構成市町村をＡからＣまでの３つのグループに分け、グループ別に保険料を設定し、

３年ごとに見直しを行っています。 

 平成３０年度から令和２年度までの３年間は第７期に当たり、来年度からの３年間は第８期に

なります。本町は、過去において保険料が も高いＡグループのときもありましたが、近年では

皆さんの介護予防や健康増進の取組により、Ｂグループとなっています。今後とも、介護予防事

業や健康診査等の取組を強化する必要があると考えています。 

 次に、福岡県は国民健康保険運営方針として、県内市町村の保険料水準の均一化を目指すため、

令和５年度までを制度定着期間、令和６年度以降は均一化移行期間として取組を進める方針を策

定しました。 

 本町もこの運営方針に沿って、現在、国保税算定方式としている４方式を、県が標準方式とし

て示す３方式に見直す必要があります。今後、課題等の整理に努め、準備を進めてまいります。 

 次に、現在、策定作業を進めております第２期地域福祉計画、第６期障がい福祉・第２期障が

い児福祉計画、第８期高齢者福祉計画、第２期男女共同参画基本計画につきましては、それぞれ

の施策推進協議会委員の皆様に御協議をいただき、現在、 終的な取りまとめ作業を行っている

ところです。 

 次に、農業振興については、農地や農道、水路等の農業環境保全のため、多面的機能支払交付

金や中山間地域等直接支払交付金を活用した支援を継続してまいります。 
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 また、福岡県やＪＡと連携して、農業次世代人材投資事業を活用し、新規に就農する青年農業

者の支援に努め、地域農業の活性化につなげたいと考えています。 

 次に、桂川中学校のすぐ横にあります七浦溜池は、老朽化のため斜樋管が閉塞した状況になり、

ため池機能の回復と防災上の改修工事が必要になっています。このため、県農林事務所と協議を

行い、県営事業としてため池改修工事に取り組んでいただくことになりました。 

 令和３年度は調査・測量を実施し、その結果を見て事業の計画を立て、取組を進めることにな

ります。なお、工事の実施に当たっては一定の町の負担金が必要になります。 

 次に、プレミアム付き商品券の発行事業については、県から地域経済の活性化に積極的に取り

組んでいくため、１０％の補助を予算化している旨の通知がありました。これを受けまして、本

町は、実施主体であります商工会と協議を行い、昨年の状況を参考にしながら事業支援に取り組

んでいきたいと考えています。 

 次に、保育所民営化に向けた取組として、桂川町保育事業の在り方について見直しを行うため、

昨年４月より庁舎内検討委員会、県子育て支援課との協議等を踏まえ、本年２月１９日に開催し

ました桂川町子ども・子育て会議において、保育事業整備計画案の趣旨説明をさせていただきま

した。会議の次回開催時に委員の御意見を取りまとめ、町民の皆様へパブリックコメントを実施

したいと考えています。 

 本町においては、多様化する子育てニーズへの対応、保育施設環境の改善、保育士確保、待機

児童の解消等を進めることは喫緊の課題であります。このための方策として、国の交付金の対象

となる保育所の民営化計画を進めてまいります。 

 なお、児童福祉法において、監護を必要とする児童等の保育実施については市町村の責務とさ

れていますので、１施設は町立保育所として継続し、責務を果たしていきたいと考えています。 

 次に、教育環境の整備の中で早急な対応が必要とされる学校施設は、桂川小学校の屋上の雨漏

り防止工事と外壁の塗装工事であると認識しています。このため、国の令和２年度第３次補正予

算で示された文部科学省の長寿命化改良事業を活用して実施したいと考えています。なお、この

予算は補正予算であるため、令和２年度の一般会計補正予算書（第４号）に計上していますので、

よろしくお願いいたします。 

 また、学校給食共同調理場の調理室等の温度管理を行うスポットクーラーが経年劣化している

ため、国の第３次補正予算に伴う補助事業を活用し、新たなエアコン方式に変更したいと考えて

います。 

 次に、住民センター大ホールの空調・換気設備改修工事については、現在、順調に工事が進捗

しています。本年１月末に既設機器の撤去が終わり、今月中旬には完成する予定です。 

 次に、地域コミュニティーの活性化を目的に創設した地域はつらつ応援助成金事業は、本年度
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で３年目となりますが、コロナ禍により、地域分館の事業は減少しています。令和３年度は、事

業の情報共有やコロナ禍でも行える事業の情報を提供するなどの取組に努め、地域活動の推進を

図りたいと考えています。 

 次に、図書館の利用に関する取組ですが、図書館機器をリプレースしましたので、４月から、

貸出し中の本の借入れ予約をパソコンやスマートフォンのインターネットでウェブ予約ができる

ようになります。今後も、読書の推進と住民の方々の交流の場として利用しやすい環境づくりを

進めていきたいと考えています。 

 次に、令和２年度中に策定します特別史跡王塚古墳保存活用計画に基づき、町のシンボルにふ

さわしい王塚古墳のより効果的な公開、活用及び観光に取り組んでいきたいと考えています。そ

して、王塚古墳の文化遺産としてのすばらしさを全国に発信できるよう、専門家の指導を受けな

がら、国・県との連携を強化してまいります。 

 次に、令和２年度の一般会計予算について、概略の御説明をいたします。 

 まず、承認第１号令和２年度桂川町一般会計補正予算の専決第６号については、ふるさと応援

寄附金の金額が予算を上回りましたので、その事業に関わる経費と、新型コロナウイルス感染症

対策に関わるワクチンの接種体制確保事業費を追加し、予算の総額を８０億４,４３９万

８,０００円に定めたものでございます。 

 次に、承認第２号令和２年度桂川町一般会計補正予算の専決第７号は、国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の第３次交付内示額１億２７７万６,０００円のうち、

５,５５２万９,０００円を財源に実施する事業として、生活困窮者支援給付金給付事業や感染症

拡大防止協力事業者応援事業など、本町独自の新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業費と、

国の補助事業を活用して実施する高齢者等のＰＣＲ検査事業費を追加し、予算の総額を８１億

１０１万２,０００円に定めたものでございます。 

 なお、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第３次交付内示額の残額

４,７２４万７,０００円については、令和３年度の補正予算として追加計上し、４月以降、つま

り新年度も引き続き実施する緊急支援対策事業の財源として活用してまいります。本定例会の中

日に、令和３年度一般会計補正予算（第１号）として追加提案したいと考えていますので、よろ

しくお願いします。 

 次に、議案第１０号令和２年度桂川町一般会計補正予算（第４号）は、補正額１億９,２３８万

７,０００円を追加し、予算の総額を８２億９,３３９万９,０００円に定めようとするものでご

ざいます。 

 今回の補正の主なものは、先ほど述べました桂川小学校の屋上の防水工事及び外壁の塗装工事

と、学校給食共同調理場の空調工事です。なお、工事等のスケジュールの関係上、両事業とも当
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該予算を令和３年度に明許繰越しいたします。 

 また、桂川駅自由通路等整備事業に係る継続費については、九州旅客鉄道株式会社との基本協

定の変更に伴い、事業費の減額と期間延長を行うものです。 

 このほか、決算を考慮した精算見込み等による補正額を計上しています。 

 以上が、令和２年度一般会計補正予算（第４号）の主な内容でございます。 

 次に、令和３年度一般会計予算について御説明します。 

 総務省が示した令和３年度の地方財政対策の概要は、「極めて厳しい地方財政の現状及び現下

の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地方団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地

域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靭化、地方創生の推進、地域社会の維持・再生等に対

応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行

う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、新型

コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、「経済財政運営と改革の基

本方針２０１８」で示された新経済・財政再生計画を踏まえ、交付団体をはじめ地方の安定的な

財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和２年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不

足について、地方財政の運営上、支障が生じないよう適切な補痾措置を講ずることとする」とさ

れたところです。 

 このような状況の下、本町の令和３年度予算は、対前年度比２.８％減の５７億６,９５７万

７,０００円と定めています。 

 それでは、予算の主な内容について御説明します。 

 まず、歳入予算の１款町税ですが、固定資産税と軽自動車税及び町たばこ税は、実績を勘案し

て前年度とほぼ横ばい状態になるものの、町民税においては、新型コロナウイルス感染症の影響

等により、個人分、法人分ともに減収の見込みで、町税全体では、前年度より６.１％、金額に

して７,１３３万４,０００円減の１０億９,８０４万円を計上しています。 

 次に、１１款地方交付税ですが、地方公共団体に交付される地方交付税の国全体の総額は

１７兆４,３８５億円であり、前年度と比べプラス５.１％、８,５０３億円の増となっています。

本町の場合、普通交付税においては、前年度決定額からプラス２.６％の１７億５,７６６万

７,０００円を見込んでおり、当初予算の計上額を１６億４,９７９万２,０００円としています。

また、特別交付税は、直近の実績値であります令和元年度決定額から、マイナス２０％程度を見

込み、２億円を計上しています。 

 次に、１８款寄附金は、前年度より６倍強に当たる１億円を計上しています。これは、令和

２年度のふるさと応援寄附金の受入れ実績に基づいて計上したものです。 
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 次に、１９款繰入金では、財政調整基金のほか３基金について、それぞれの基金条例の設置目

的に沿った繰入れを行っています。財政調整基金につきましては、前年度より２,０００万円減

の２億円、また、公共事業整備基金につきましては、前年度より１億円減の４,０００万円で計

上しています。 

 続きまして、歳出予算についてですが、２款総務費において、ふるさと応援寄附金事業費や地

方創生結婚新生活応援事業補助金などの取組のほか、新規事業として、第２期まち・ひと・しご

と創生総合戦略に基づく移住・定住奨励事業や、空き家・空き地のデータバンク化などを進めて

いきたいと考えています。 

 次に、３款民生費では、児童福祉や障がい者・高齢者福祉など、町民の皆様の社会生活に必要

な経費を計上しています。新規事業では、飯塚市、嘉麻市と連携して実施する定住自立圏病児保

育事業負担金や、土師保育所、吉隈保育所での英語指導業務委託料、災害時に避難所となる総合

福祉センターでの安全確保のためのガラス飛散防止フィルム貼り委託料などを計上しています。

また、子ども医療制度の拡充に係る経費については、増額の措置をしているところです。 

 次に、４款衛生費では、各種予防接種や健康増進、食育、ごみ処理などの関係経費を計上して

います。新規事業としては、小児がん等の治療のため、造血細胞移植を行った方に対する任意予

防接種ワクチン再接種費用補助金を計上しています。また、第２期の健康増進計画・食育推進計

画策定に取り組んでまいります。 

 次に、５款労働費では、嘉麻・桂川広域シルバー人材センター委託料や若年者専修学校等技能

習得資金貸与金などを計上し、６款農林水産業費では、農地・農業用施設の保全管理活動のため

の多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金、荒廃森林整備事業費などのほか、水利

施設の改修事業費を計上しています。 

 次に、７款商工費では、商工業の振興や消費者行政、観光に関する経費を計上し、８款土木費

では、道路橋梁の維持・改良費や町営住宅二反田団地Ｂ棟建設事業経費などを計上しています。

なお、住宅の本体建設に係る事業費の総額を１０億２,８８１万８,０００円とし、工事期間を令

和３年度と４年度の２か年とする継続費を設定しています。 

 次に、９款消防費では、飯塚地区消防組合負担金や、町消防団の組織運営・装備充実に係る経

費を計上しております。 

 また、１０款教育費では、小中学校における３０人学級の継続や習熟度別授業を行うけいせん

学力アップ推進事業、土曜学習教室、セカンドスクール事業等、教育環境の充実を図る取組や地

域公民館の建設費補助金、国特別史跡・王塚古墳の保存活用計画に基づく再整備研究費、また、

東京２０２０オリンピック聖火リレーに係る開催地負担金などを計上しています。 

 以上が一般会計予算の概要でございます。 
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 今後とも、限られた財源で 大の事業効果が得られるよう努力してまいりますので、議員各位

の御理解と御協力を賜わりますよう、お願いいたします。 

 なお、本日御提案します議案は、桂川町副町長並びに桂川町固定資産評価審査委員会委員の選

任に関する同意案件が２件、人権擁護委員候補者の推薦に関する諮問が１件、令和２年度一般会

計補正予算の専決処分の承認が２件、福岡県市町村退職手当組合の規約の変更に関するもの１件、

桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更に関するもの１件、町道路線の廃止及び認定に関する

もの１件、条例の制定に関するもの１件、条例の改正に関するもの５件、令和２年度補正予算が

２件、令和３年度の一般会計及び特別会計予算が６件、専決処分の報告が１件の計２３件でござ

います。 

 人事案件につきましては、私から、その他の議案等につきましては、担当課長が御説明いたし

ますので、慎重審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告、施政方針及び

提案理由の説明とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．総務経済建設委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  閉会中の審査事件として、各常任委員会に付託しておりました事件の審

査結果の報告を求めます。 

 総務経済建設委員会に付託しておりました道路管理についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。下川委員長。 

○総務経済建設常任委員長（下川 康弘君）  閉会中の付託事件審査である道路管理について、総

務経済建設委員会の審査結果の報告をいたします。 

 １２月議会定例会を終え、本議会まで延べ３回の委員会を開催いたしました。 

 桂川駅自由通路整備の進捗について、施設の周辺にあった足場が撤去され、新しい桂川駅の色

鮮やかな外観が見えるようになりました。各施設の内装が出来上がり、現在、施設内のサインを

取りつける作業が行われており、工事は順調に進んでおります。 

 また、南側の駅前道路等の整備につきましては、現在、周辺道路の舗装、歩道のインターロッ

キング、駐輪場整備などが施工中であり、今後は駅南駐車場の舗装に着手するとのことです。 

 次に、舗装の修繕については継続的に進められているところであり、令和２年度の実績として

１５路線、舗装面積およそ８,３００ｍ２を実施しております。 

 また、交通安全対策では、危険な交差点におけるカーブミラーや車止めのポールを設置、劣化

した区画線や路面標示の引き直しなどを重点的に行い、安心、安全の確保に努めております。 

 これらの道路の維持管理は、皆様の快適な生活環境を守るために必要なインフラ整備の一つで
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あり、ぜひ継続して行っていただきますようお願いいたします。 

 したがいまして、引き続き閉会中の継続審査をお願いいたしまして、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対して、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件について、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託されたい

との申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、道路管理については、委員長から申

出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．文教厚生委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  文教厚生委員会に付託しておりました教育環境整備についてを議題とい

たします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。柴田委員長。 

○文教厚生常任委員長（柴田 正彦君）  文教厚生委員会に付託されています教育環境整備につい

て、当委員会の審査の結果を報告します。 

 文教厚生委員会では、１２月定例議会以降、１月に２回、２月に２回、計４回の委員会を開催

しました。王塚古墳、総合福祉センターひまわりの里、図書館を視察しました。 

 ひまわりの里では、特に光庭を視察しました。「こうてい」は「光」の「庭」と書きます。光

あふれる庭という意味でしょう。工事が進行中でした。子供たちが太陽の下で楽しく安全に遊ぶ

ことができる施設になりそうです。 

 今後とも、教育環境整備のために視察が必要です。 

 つきましては、教育環境整備について継続審査をお願いし、報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり
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ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、教育環境整備については、委員長か

ら申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議会広報委員長報告 

○議長（原中 政燵君）  続きまして、議会広報委員会に付託しておりました議会広報の編集及び

発行についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。林委員長。 

○議会広報委員長（林  英明君）  議会広報委員会に付託されています議会広報の編集及び発行

について、当委員会の報告をいたします。 

 １２月定例会後、３回の委員会を開催しております。 

 この間、議会広報の編集及び発行について協議を行い、本年２月２日に第３２号を発行いたし

ました。 

 当委員会では、引き続き「けいせん議会だより」第３３号を発行するため、継続審査をお願い

し、委員会の報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報の編集及び発行については、

委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

 本定例会に上程された案件は、同意２件、諮問１件、承認２件、議案１７件、報告１件であり

ます。 

 同意第１号、２号、諮問第１号、承認第１号、２号、議案第１号は本日即決していただき、議

案第２号から議案第１１号については、本日、質疑を受けた後に各常任委員会に付託します。 

 議案第１１号については、９日の本会議で採決を行い、議案第２号から議案第１０号について

は、１７日に採決を行います。 
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 議案第１２号から議案第１７号までについては、本日、説明を受け、９日の本会議で質疑を受

けた後、各常任委員会に付託いたします。４日間で審議をしていただき、１７日の本会議で採決

を行います。 

 それでは、日程に従い、順次上程いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．同意第１号 

○議長（原中 政燵君）  同意第１号桂川町副町長の選任について同意を求める件を議題といたし

ます。 

 この同意案件については、山邉総務課長が当事者でありますので、退席をお願いいたします。 

〔総務課長 山邉 久長君 退席〕 

○議長（原中 政燵君）  本件について内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  同意第１号桂川町副町長の選任について御説明します。 

 本件は、桂川町副町長の選任について、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

 現在、副町長として務めていただいております森田増夫副町長が本年３月３１日をもって退職

され、県職員に復職されることから、その後任について提案するものでございます。 

 提案に先立ち、改めまして、平成３１年４月から２か年にわたり、本町のまちづくりの推進、

発展のために、誠心誠意御尽力いただきました森田副町長に、この場をお借りし、心から感謝申

し上げます。 

 その後任として御提案しますのは、住所は桂川町大字土師１番地３９６、氏名は山邉久長氏、

昭和３６年４月２２日生まれの５９歳でございます。 

 山邉氏は、昭和５９年３月に九州共立大学経済学部を卒業され、同年４月に株式会社寿屋に入

社、昭和６２年３月に同社を退社後、同年４月に桂川町役場に職員として採用されています。以

来、桂川町役場職員として勤務に就かれ、平成２５年４月からは学校教育課課長、平成２６年

４月には水道課課長、平成２７年４月からは企画財政課課長、そして平成３０年４月から総務課

課長を歴任され、現在に至っておられます。 

 山邉氏は、温厚で真面目な性格の持ち主で、桂川町を愛し大切に思う気持ちが、人一倍強い人

物であると評価しています。また、責任感が強く、物おじしない人柄であり、仕事上の困難な事

案に対しても、その解決のために熱心に努力を重ねるタイプであります。そして、部下の職員を

含め、多くの人の信頼も厚く、今回の新型コロナウイルス感染防止対策についても中心的な役割

を担ってきました。 

 時代が激しく変化、進展していく中、まちづくりの課題も複雑多岐にわたり、住民のニーズも
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多様化しています。そのような大切な時期において、町職員としての信頼関係を育み、町民の皆

様の期待に応え、将来をしっかり見据えたまちづくりのために知恵を絞り、汗をかくことをいと

わない山邉氏に期待するところ、大きなものがございます。 

 桂川町職員として３４年間勤務された経験と、町の隅々にわたる知見を持っておられる山邉氏

は、桂川町の副町長として適任であり、本町のさらなる発展、振興のために力を発揮される方だ

と確信いたしております。 

 どうか、議員各位の御同意を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私

生活にわたる発言をすることのないように御注意を願います。 

 それでは、質疑を行います。大塚君。 

○議員（５番 大塚 和佳君）  ３点の質問をいたします。 

 まず１点目ですが、今まで福岡県から３名の方が副町長として来てありますが、通算、何年で

あったか。 

 ２点目は、県とのパイプ役として招聘をされたと思っておりますが、どのような件でパイプ役

として仕事をしていただいたんでしょうか。 

 ３点目は、今まで福岡県庁から来ていただきましたが、なぜ今回、地元の桂川町から副町長に

したいと提案されたのか、その理由を教えてください。お願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  まず 初の県からの分ですけども、これは通算しますと８年になると思

います。ごめんなさい、９年です。通算で９年になります。 

 それから、パイプ役としての活用、これは一つ一つ挙げれば切りがないんですけれども、まち

づくりの中でいろんな課題があって、県庁との協議をする折につきましても、そういう県庁の窓

口、あるいは担当する人とのコンタクトを取る、そういういろんな面で生かされておりますし、

また、私どももそういう意味では県にお願いに行く場合もございますが、そういう中での一つ一

つについて、県のほうも職員を派遣しているという、そういう面での心配りといいますか、そう

いったものは感じられたところでございます。 

 それから、なぜ今回、県ではなくてということですけれども、これは正直に申し上げまして、

以前から桂川町関係者で副町長をつくるということは大きな課題であると思っておりました。な

かなかそういう状況にこれまでならなかったというのが、もう率直なところです。今回、先ほど

申し上げました山邉総務課長につきまして適任であると、そのように私自身が確信をいたしまし

たので、議員の皆さんにお願いをしているところでございます。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。柴田君。 
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○議員（３番 柴田 正彦君）  私は、議員になって、まだ３年目ですので、全て県庁におられた

方が見えていて、また終わったら戻っていかれるという方で、地元の副町長という存在を、お付

き合いが全くありませんので、比較にはならないので云々言うことはないし、次になられる方も、

うん、いいよねとは思っているんですが、ちょっと質問したいのは、今の話の中で、あくまでも

県の意向ではなくて、これは町の意向でそうするんだということが分かりました。 

 それで、１点、問題に今後なるのは、パイプ役としてというのを常々町長言われていたし、そ

ういう意味では必要なのかなと僕も思っていたんですが、今後は、それがある面、なくなってく

るんですが、その部分はどのようにされていかれるんでしょうか。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  当然のことながら、状況としては変わってくると思います。で、県との

パイプは、これはもうこれまでにも培ってきたものがありますし、今後は新たにつくっていかな

ければいけない部分はあると思います。 

 そういう中で、これまで副町長に担っていただいた部分があったわけですけれども、それは今

後、新しい副町長も含めて、私どもも努力をしていく必要があると思っております。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  副町長の任務というのは、町長を補佐し、その補助機関たる職員

の担任することを監督する特別職の公務員であり、町長が欠けたときには、その職責を代行しな

くてはいけない重要な職務であると私は認識しておりますので、３点ほどお尋ねしたいと思いま

す。 

 まず１点目、大塚議員の質問と重複するかも分かりませんけれど、町長が町内の方を選任する

ことについて、私は賛成ですが、なぜ山邉課長を選任するのか、その根拠。何か山邉課長のこう

いうところが突出している、すごいから、こういうところを今後協力しながらですね、やってい

きたいと、そういうふうに考えているのかなというふうに思いましたので、そこのところを説明

していただきたいと思います。 

 ２点目についてですが、山邉課長は、今まで行政上、賞罰はありましたでしょうか。あれば、

具体的に教えていただきたいと思います。 

 ３点目は、給料と退職金についてです。前任者は県からの派遣でありましたので、退職金は発

生しないと思いますが、今度、副町長になられる方は、給料や退職金はどうなるのでしょうか。

そこのところの説明を求めたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  初の質問の、なぜ山邉課長ということでしたけども、これ、先ほど提

案理由の中で申しました。もうそこに取りまとめておりますので、御理解願いたいと思います。
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いわゆる、私からしまして適任者であると、そのように判断したところでございます。 

 それから、賞罰については伺っておりません、ないと思います。 

 それから、退職金とか給料ですけれども、これは条例にのっとってやっていきます。また、退

職金については退職手当組合がありますので、そちらのほうの規定にのっとって処理されますの

で、ここで具体的な数字と言われましても、ちょっと資料を持っておりません。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  私は、この同意１号に賛成の立場ですが、一言意見を述べさせて

いただきたいと思います。 

 本町におきましては、同和行政をいつまでも続けるのではなく、高過ぎる国保税の引下げなど

を実施し、町民に寄り添った行政を、今後、副町長とともに実行していただきたいということを

切望いたします。 

○議長（原中 政燵君）  これから、同意第１号桂川町副町長の選任について同意を求める件を採

決します。 

 この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。 

 ただいまの出席議員は１０名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に、７番、北原

裕丈君、８番、下川康弘君を指名します。 

 投票用紙を配ります。念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記

載願います。白票及び賛否の明らかでない投票は否とみなし、反対とみなします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（原中 政燵君）  それでは、投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（原中 政燵君）  ただいまから投票を行います。 



- 20 - 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、記載台で記入の上、順番に投票願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 ２番 林  英明議員       ３番 柴田 正彦議員 

 ４番 杉村 明彦議員       ５番 大塚 和佳議員 

 ６番 澤川茗代子議員       ７番 北原 裕丈議員 

 ８番 下川 康弘議員       ９番 竹本 慶澤議員 

 １０番 青柳 久善議員                   

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（原中 政燵君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。北原裕丈君、下川康弘君、開票の立会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

○議長（原中 政燵君）  投票の結果を報告します。 

 投票総数９票、有効投票９票、無効投票０票。有効投票のうち、賛成９票、反対０票です。 

 以上のとおり、全員賛成です。したがって、同意第１号桂川町副町長の選任については同意す

ることに決定しました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（原中 政燵君）  ただいま、桂川町副町長として選任同意を受けられました山邉久長さん

から御挨拶をお受けしたいと思います。お願いします。 

○総務課長（山邉 久長君）  議長のお許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げさせて

いただきます。 

 私は、昭和６２年４月に桂川町役場に奉職して以来、今日まで、町長はじめ職場の先輩方や同

僚の方々、また、議会の中では、議員の皆様より、学び、育てていただいたものと思っておりま

す。 

 そして、このたび、井上町長より、副町長という、私には身に余る職への御提案を賜り、また、

議員の皆様に御同意を賜りましたことに対しまして、心より感謝申し上げるとともに、その職責

の重さに身が引き締まる思いでございます。 

 まだまだ未熟者の私でございますが、本日のこの気持ちを忘れることなく、「初心忘るべから
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ず」を座右の銘として、森田副町長をはじめ、先輩副町長の残していただいた道筋を大切にしな

がら、学ぶこと、努力することを忘れず、誠心誠意仕事に向かいたいと決心した所存でございま

す。議員の皆様方におかれましては、今後、格別の御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上

げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日は、誠にありがとうございました。（拍手） 

〔総務課長 山邉 久長君 着席〕 

○議長（原中 政燵君）  ここで、暫時休憩といたします。再開は１１時２０分でお願します。暫

時休憩。 

午前11時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時20分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．同意第２号 

○議長（原中 政燵君）  同意第２号桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求

める件を議題とします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  同意第２号桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明申

し上げます。 

 本町の固定資産評価審査委員会委員の塚崎恵治氏は、本年４月９日をもって任期満了を迎えら

れますので、その後任として、住所は桂川町大字土師３９９３番地３５、昭和４０年４月５日生

まれの八児賢一氏を選任することについて、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同

意を求めるものであります。 

 八児氏の経歴等については、別紙に参考資料として添付していますので、参考にしていただき

たいと思います。 

 八児氏は、平成元年３月に八幡大学、現在の九州国際大学経営経済学部を卒業され、平成元年

４月から株式会社新出光に入社、平成４年５月に同社を退社後、株式会社オリオンガスに入社さ

れ、平成６年９月に専務取締役に就任、平成１９年５月から代表取締役に就任されています。現

在５５歳で、心身ともに健康であり、本町の固定資産評価審査委員会委員として、その職務を全

うしていただけるものと確信しています。 

 御審議の上、御同意賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私
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生活にわたる発言をすることのないように御注意願います。 

 それでは、質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。ことより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより同意第２号を採決いたします。 

 お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、同意第２号桂川町固定資産評価審査

委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．諮問第１号 

○議長（原中 政燵君）  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 

 本件は、人権擁護委員候補者に推薦することについて、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 現在、人権擁護委員として務めていただいております齊藤裕委員の任期が本年６月３０日をも

って任期満了となりますので、引き続き同氏の再任についてお願いするものでございます。 

 齊藤氏は、住所は桂川町大字土師１番地２３４、昭和２４年８月１２日生まれの７１歳でござ

います。 

 次のページに参考資料を添付いたしておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

 齊藤氏は、昭和４７年３月に近畿大学九州工学部建築学科を卒業され、同年４月から村本建設

株式会社に入社、昭和５７年９月に同社を退社後、株式会社飯田工務店に入社され、平成２８年

１１月に退社されています。この間、一級建築士として、建築業務に携わってこられました。 

 齊藤氏は、性格は温厚で、スポーツ好きの明朗闊達なお人柄で、多くの人たちから慕われる人

であります。また、地元笹尾一区の区長として活動されるとともに、桂川東小学校のアンビシャ

ス運動や子供たちの見守り隊に参加されるなど、大変人望の厚い方であります。平成３０年７月

から人権擁護委員として御活躍いただき、現在１期目でございます。 

 齊藤氏は、地域の発展及び住民の安全、安心のために少しでもお役に立ちたいとの希望が強く、

これまでの豊富な経験を生かして、町民の皆さんの基本的な人権を擁護すると同時に、町民の皆
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さんの多岐にわたる相談事、心配事に的確に対応できる方であります。 

 議員各位の御理解をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私

生活にわたる発言をすることのないよう御注意願います。  

 それでは、質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。下川君。 

○議員（８番 下川 康弘君）  １つお聞きします。 

 齊藤さんに対して、もう全然同意なんですが、この人権擁護委員の任期と、その前の固定資産

税評価委員を大体２期ぐらいをめどにということ、私聞いたことがあるんですが、この人権擁護

委員さんも何期とかいう大体めどとかがあるのか、いや、できる範囲だったら、ずっとしてもら

っていいということなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  別に規定があるわけではございません。固定資産のほうも法的な規定が

あるわけではありません。ただ、これまでの慣例としてそういうことを、要するに固定資産の場

合には２期までという、あまり同じ方が長くなると、固定資産の評価ですから、長くなるとあま

りよくないということもあります。 

 で、人権擁護委員のほうは、これはむしろ経験が非常に必要になってきますので、私どもとし

ましては、ちょっと言い方は悪いかもしれませんけれども、逆に、なる人が少ないんですよね、

心配事、相談事の対処ですから。ですから、そういう意味では、御本人希望があればですね、で

きるだけ優先したいと、そういう気持ちでおります。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  この齊藤さんに再任をするということなんですけれど、その再任

する理由といいますかね、この方が人権擁護委員として、光ってるちゅうか、不服等やってくれ

るとか、そういうもの、気がついたところがあって、やはりまたですね、引き続きこの方にやっ

ていただきたい、人権擁護ということだから、みんなに平等にということは分かりますけれど、

先ほどの説明でもいろんなことをおっしゃいました。しかし、それはありきたりのそういうこと

であって、私も個人的に知っておりますから、あの人の人となりはよく存じておりますけれど、

町長から、人権擁護委員としてのそういう仕事を通じて、こういうところがいいよと、だから、

私はこの方をもう一度、人権擁護委員として推薦したいと、そういうふうに考えておられるのか、

何かありましたら一言説明を求めたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  まず、人権擁護委員の大きな役割としましては、そういう心配事とかを
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持っておられる方の相談を受けるのに適した性格であるかどうかということが一つあります。 

 それともう一つは、やはり守秘義務ですね。個人情報をまともに受けるわけですから、そうい

う意味では、やはり守秘義務をきちっと守れる方。齊藤氏については、そういう面では申し分な

いと考えております。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 お諮りします。本件は齊藤裕さんを適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推

薦については、齊藤裕さんを適任とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．承認第１号 

○議長（原中 政燵君）  承認第１号令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号）の専決処

分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書１０ページをお開きください。 

 承認第１号令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号）について説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的余裕

がなかったため、令和３年１月２０日付をもって、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりまして、これを報告し、御承認をお願いす

るものでございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で説明いたします。 

 それでは、補正予算書の２ページをお開きください。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,４６６万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８０億４,４３９万８,０００円と定めたものでございます。 

 ５ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正です。 
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 ４款１項保健衛生費、新型コロナワクチン接種体制確保事業費２,０６２万６,０００円を繰越

明許費に追加するものです。 

 ８ページをお開きください。 

 歳入でございます。 

 １１款１項地方交付税５９７万１,０００円の追加は、財源調整です。 

 次の９ページ、１５款２項国庫補助金２,３６９万５,０００円の追加は、新型コロナワクチン

接種体制確保事業国庫補助金によるもの。 

 次の１０ページ、１８款寄附金では、年末におけるふるさと応援寄附金が想定を大きく超えた

ことによるもの。 

 次の１１ページ、１９款１項１目財政調整基金繰入金４,０００万円の減は、歳入が歳出を超

えたため、財政調整基金からの繰入れを減じております。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ２款１項６目企画費４,０９７万１,０００円の追加は、ふるさと応援寄附金に対する返戻関連

経費です。 

 ４款１項２目予防費２,３６９万５,０００円の追加は、新型コロナワクチン接種体制確保に係

る人的体制の整備や健康管理システムの改修、印刷、郵送準備等に係る経費によるものです。 

 なお、一般会計予算につきましては、別紙で予算案集計表を予算関係ホルダーにつけておりま

すので、御参照いただきますようお願いいたします。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対して、質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより承認第１号を採決します。 

 お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、承認第１号令和２年度桂川町一般会

計補正予算（専決第６号）の専決処分の承認を求める件については、承認することに決定しまし
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た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．承認第２号 

○議長（原中 政燵君）  承認第２号令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第７号）の専決処

分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書１１ページをお開きください。 

 承認第２号令和２年度桂川町一般会計補正予算（専決第７号）について説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計補正予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的

余裕がなかったため、令和３年２月１０日付をもって、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりまして、これを報告し、御承認をお願

いするものでございます。 

 内容につきましては、２月１０日の全員協議会でも説明しましたように、国の新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の第３次交付内示額１億２７７万６,０００円のうち

５,５５２万９,０００円を財源として実施する内容を主に追加しております。 

 内容については、予算書で説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお開きください。 

 補正額５,６６１万４,０００円を追加し、予算の総額を８１億１０１万２,０００円と定めた

ものでございます。 

 補正の概要を説明させていただきます。 

 まず、５ページの第２表に示しております繰越明許費補正でございますが、２款１項総務管理

費、新型コロナウイルス感染症対策消耗品配備事業８８０万円を繰越明許費に追加するものでご

ざいます。 

 ８ページをお開きください。 

 歳入について説明いたします。 

 １１款地方交付税５４万３,０００円の追加は、財源調整です。 

 次の９ページ、１５款２項１目総務費国庫補助金５,５５２万９,０００円の追加は、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第３次内示によるもの。 

 次の３目衛生費国庫補助金５４万２,０００円の追加は、高齢者等ＰＣＲ検査等に対する疾病

予防対策事業費国庫補助金によるものです。 

 １０ページからは歳出です。 

 ２款総務費１項１目諸費９４８万円の追加は、第３次桂川町新型コロナウイルス感染症緊急支
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援対策事業で、繰越明許費でも説明しました新型コロナウイルス感染症対策消耗品費や区長会助

成金によるもの。 

 次の１１ページ、３款民生費１項１目社会福祉総務費１,０３４万９,０００円の追加は、第

３次桂川町新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業であります生活困窮者支援事業、罹患者

見舞金事業、民生児童委員協議会等助成金によるもの。 

 次の１２ページ、４款衛生費１項保健衛生費１,５３５万円の追加は、第３次桂川町新型コロ

ナウイルス感染症緊急支援対策事業であります医療機関等感染症対策支援事業費、ＰＣＲ検査実

施医療機関等応援事業費、一般廃棄物収集運搬業感染症対策支援事業費、国の疾病予防対策事業

であります高齢者個人のＰＣＲ検査に対する医療施設へのＰＣＲ等検査委託料によるものです。 

 次の１４ページ、７款商工費２,１０３万５,０００円の追加は、第３次桂川町新型コロナウイ

ルス感染症緊急支援対策事業であります住宅改修特別促進事業補助金や県からの夜８時以降、休

業要請に応じた飲食店等に対し、１事業者当たり２０万円を支援する感染拡大防止協力事業者応

援金によるものです。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  感染拡大防止協力事業者応援事業費についてです。２０万円が

８０件と、プラス事務費等が入っていまして１,６０２万８,０００円と予算が組んであります。

というよりも、これは専決で動いていると思います。 

 中小事業者に対しての支援については、ずっと言ってきました。第１回目の支援のときは、半

数近くがそういった中小業者に対するもので、それはちょっと手厚過ぎるんではないかと言いま

した。 

 しかる後、コロナが長引くという状況、私の予想をはるかに超えて長引く中で、ここは手当て

をせんでいいのかと逆に言いました。１回目に２０万やったきりやったからです。バスをつくっ

たり、エアコン入れるよりも、そっちが先じゃないかと述べてきました。そして、今回、２０万

円をというんですが、僕はこれは何でかの、今度また反対やから、いつも何か分からないんです。

なぜなんですかというのは。 

 なぜかというと、１月１６日から２月７日まで、県の支援で６万円、８時以降休業したら６万

円行っているはずです、行くはずです。さらに、２月８日から３月７日も６万の予定が、福岡県

は２月２８日で終わりましたので、そこは６万、それ以降は４万円に、７日までなると思う。だ

から、１日６万円あれば、結構な店はほっとできるはずなんです。例えば、単純計算したら、
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１月１６日から２月７日、 大１３８万、２月８日から３月７日、６万円だったら、計算したら

１６８万でした。これはちょっと減ります、４万に変わりますので。 

 で、それだけの収益を通常上げているのかなと、桂川の店が。中洲とかやったら分かりますよ。

その６万円もらうのは、何ちゃ云々言っているんじゃないんです。そこに町が２０万円上乗せす

ることは何でなんだろう、そこの意味がようと分からん。出すなら、もっと前やろう。ひょっと

したら、長引くなら後やろうと、何で今なのかが分からないので質問です。何で２０万円掛ける

８０件が出ているのか教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  大屋課長。 

○産業振興課長（大屋 智久君）  御質問にお答えします。 

 まず、御理解いただきたいのは、この応援金ですけども、飲食店の営業時間短縮によります減

収補痾の意味合いではございません。 

 今回、福岡県を対象とした２回目の非常事態宣言が１月１６日から開始されまして、２月

２８日をもって解除されました。それ以後、飲食店の営業時間の短縮は若干緩和されましたけど

も、外食を避けるような、要はデリバリーであったりとか、テークアウトを利用して外食を避け

るような生活様式が、この１年間で定着してきているというような状況がございますので、飲食

店にとって厳しい状況というのは、今後も長く続く可能性があると。このような状況の中でも、

感染症の拡大防止に取り組みながら町内で営業を続けておられます飲食店に対しまして、今後も

ずっと桂川町で営業続けていただきたいということで、応援するための応援金ということでござ

います。 

 それから、先ほど件数の件がございましたけども、令和元年１月時点の経済センサスの飲食店

関係の件数が４６件ございました。で、それ以降等に、また、経済センサスでピックアップでき

ていない事業者があるかもしれないということで、８０件ということで計上させていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません、９ページのですね、国庫支出金のところで、３目で

保健衛生国庫補助金のところで、５４万２,０００円のところで高齢者ＰＣＲのというふうに何

か言われたように聞こえました。 

 それで、この高齢者に対するＰＣＲ検査をすることに対して、国から補助金が出るわけなんで

すね。そしたら、桂川町は出さなくていいんでしょうか。そして、その高齢者というのは何歳以

上でとか、そういうことをもう少し詳しくお話ししていただけないでしょうか。 

○議長（原中 政燵君）  川野課長。 
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○健康福祉課長（川野 寛明君）  澤川議員の御質問にお答えいたします。 

 高齢者のＰＣＲ検査の事業でございますが、補助金につきましては、国２分の１、町が２分の

１という形の負担割合になっております。 

 この助成につきましては、６５歳以上の高齢者の方が対象です。ただし、６５歳未満であって

も基礎疾患ですね、肺とか腎臓とか慢性腎臓病とか、そういった基礎疾患をお持ちの方につきま

しても対象とする形にはなっております。ですから、基本的には６５歳以上の高齢者の方を対象

という形でさせていただいております。 

 で、要件としては、基本的には無症状、いわゆるせきあるとか発熱であるとか、そういったコ

ロナに疑われるような方につきましては、まず病院のほうに受診をいただいて、行政検査を受け

ていただくと。で、そういう症状がない方、でも、そういう方と会合を持ったとか、気になるよ

という方につきましては、こういう助成を使っていただいて検査を受けれると。ただし、これは

あくまで行政検査でございませんので、一部自己負担を頂くというような形で制度設計をさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  無症状者に対してＰＣＲ検査は行うということなんですね。そし

て国が２分の１、町が２分の１補助するわけですね。ということは、本人の負担はないわけです

ね。 

○議長（原中 政燵君）  川野課長。 

○健康福祉課長（川野 寛明君）  いえ、御本人さんの負担もございます。７５歳以上の方につき

ましては、ＰＣＲ、今回、２医療機関に委託をさせていただいておりますけども、飯塚市立病院

につきましてはＰＣＲ検査、これはＬＡＭＰ法という検査法でございますが、こちらにつきまし

ては７５歳以上の方は２,０００円、それから７５歳未満の方が６,０００円、生活保護世帯の方

は御負担なしと。それからもう１か所、済生会飯塚嘉穂病院のほうで行っていただきます抗原定

量検査、これ、ちょっとＰＣＲ法とは違いますけども、同種の検査でございます。こちらにつき

ましては７５歳未満が４,５００円、それから７５歳以上が１,５００円、生活保護の方がゼロ円

という形で、これは飯塚市、嘉麻市とも、いわゆる調整をかけさせていただいて、病院さんのい

わゆる事務御負担もないような形で制度設計をさせていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  いや、 初のとあれだから、ちょっとまた追加で出たような感じ

するんですけど。７５歳以上と７５歳未満の方についての、今説明をしてくださったんですね。
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そして、その病院は、済生会は聞こえました。あと１か所。 

 それとあと一つは、済生会で、何とかが６,０００円で、抗体ですか、病院によって、検査の

あれが違うんですね。抗体というのは、唾液ちゅうか、それのことですか。 

○議長（原中 政燵君）  川野課長。 

○健康福祉課長（川野 寛明君）  御質問にお答えいたします。 

 厳密にＰＣＲ検査法、飯塚市立病院さんはＰＣＲ検査法にはなりますけども、この検査方法が

幾つかございまして、いわゆるＰＣＲ検査の中でもＬＡＭＰ法という検査法がございます。通常、

保健所等で行っているのはリアルタイムＰＣＲ検査法といって、ちょっと精度が高い検査法でご

ざいます。で、飯塚市立病院さんが導入されているこのＬＡＭＰ法につきましては、若干精度は

落ちますけども、いわゆる同種のＰＣＲ検査という形になっております。 

 で、済生会の飯塚嘉穂病院さんにつきましては抗原定量検査ということで、ちょっとＰＣＲと

いう、その検査の方法は違いますけども、この検査を受けることによって、コロナに感染してい

るかどうかっていうところが分かる検査法になっておりまして、いわゆる唾液ですね、唾液をキ

ットに入れていただいて病院のほうにお持ちいただくというような形で考えております。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  もう３回です。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  その病院によって、検査するあれが違うんですね。ＰＣＲ検査と

いうのは鼻に何か入れてこうすると思っていたんですけれど、飯塚市立病院の場合は、鼻に入れ

てこうするわけですね。そっちのほうが確率としたら悪いというわけですか。そしたら、済生会

病院のほうでする、抗何とかっておっしゃった、そっちのほうが陽性か陰性という確率の判定と

しては高いというわけですか。私が新聞読んだ限りでは、反対だと思ったんですけれど、そうい

うことですね。 

 それとあと一つは、無症状の方が検査をしてもらいたいと。そうしたときに、行くのは、私、

市立病院に行こう、私は済生会病院に行こうと、自分勝手にぱっぱと行ってぱっぱとできるんで

すか。どっか申し込んどって、それで順番待ちとか、何かそういうことがあるんですかね。 

○議長（原中 政燵君）  澤川議員、もう３回なっています。（発言する者あり）町長、答えます

か。 

○町長（井上 利一君）  答えるというか、ちょっと取りまとめで。 

○議長（原中 政燵君）  そしたら、町長お願いします。 

○町長（井上 利一君）  今、説明はしましたけれども、非常に重要な問題でありながら、いろん

なことが飛び交っていますので、聞いている段階ではなかなか分かりにくい、つながりにくい部

分があります。資料を作って提示しますので、御了解ください。 
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○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

○議員（８番 下川 康弘君）  １つ、いいですか。 

○議長（原中 政燵君）  下川君。 

○議員（８番 下川 康弘君）  住宅改修補助金がありますね、１人、 高限度額３０万円。あれ

が、この間の委員会でもちょっと出ていたんですが、補正予算組む前に、ちょっと申請して工事

完了までが３月３１日というふうに承ったんですが、今申請されてある方たちは３月３１日で終

わりそうなんでしょうか。それを、課長、把握されていますか。そこ、教えてください。言うこ

と分かりますか。 

○議長（原中 政燵君）  もう一度、どうぞ。 

○議員（８番 下川 康弘君）  住宅改修の補助金が出ておりますね、１人３０万。５００万とい

うのが、ここに専決で上がっています。ということは、私たち説明を受けたときに、前回まで申

請された方が何名、お金を支払ったのが幾らというのがずっと出ていたんですけども、補正予算

で、これ第３次が出る前に、申請が一時止まったことがあるんですよ、申請受付が。だから、こ

れが決まったから申請受け付けました。でも、これ、工事完了しないともらえないというふうに

聞いております。３月３１日までだったですね、でしょ。その申請の日にちによっては、工事完

了しない方が出てくるんじゃないかということをちょっと気になっていたもんで。今申請してあ

る方は３月３１日で完了される方か、できない人がいるのか、それを教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  議員の直接の質問にお答えするわけじゃないんですけれども、実はまだ

提案しきっていないんですが、国の３次補正の関係で、今言われました住宅改修については、非

常に思ったよりも希望者が多いということと、それから期間がやっぱり、きちっと決められると、

それまでに完了するかどうかが分からないというような部分もございます。で、私どもの考え方

としては、この事業については、年度を越しても継続して実施できるようにしたいというように

考えています。 

 ただ、そのためには予算が必要です。その予算が必要ですから、その予算については、先ほど

言いますように、令和３年度の一般会計の補正予算の中で提示をしていきたいと考えております。 

○議員（８番 下川 康弘君）  ありがとうございます。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。 

○議員（８番 下川 康弘君）  はい、結構です。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより承認第２号を採決します。 

 お諮りいたします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、承認第２号令和２年度桂川町一般会

計補正予算（専決第７号）の専決処分の承認を求める件については、承認することに決定しまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山邉総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  議案書１２ページをお開きください。 

 議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡県市町

村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。 

 本件の提案理由は、令和３年４月１日から田川地区広域環境衛生施設組合が新規設置されまし

たことにより、福岡県市町村職員退職手当組合に加入することに伴い、当該組合を組織する地方

公共団体の数を増やし組合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

 次の１３ページをお願いいたします。 

 福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約でございます。変更の内容について

御説明申し上げます。 

 組合を組織する地方公共団体を示した別表第１、組合議会の議員の選挙区及び選挙すべき議員

の数を示した別表第２において、田川地区広域環境衛生施設組合を加えるものでございます。 

 また、この変更に伴い、退職手当組合を組織する地方公共団体の数が、現在の７９団体から

８０団体に変更になるものでございます。 

 １４ページから１６ページにかけまして、新旧対照表を掲載しておりますので御参照ください。 

 なお、附則にて、本規約の施行日を令和３年４月１日と定めたところでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
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○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１号福岡県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時より再開いたします。暫時休憩。 

午後０時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２号桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更についてを議題と

いたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小金丸建設事業課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  議案第２号桂川駅自由通路等整備工事基本協定の変更について

御説明いたします。 

 議案書１７ページをお開きください。 

 平成３０年１２月２７日に議会定例会において議決を受けました桂川駅自由通路等整備工事に

係る基本協定について、次のとおり基本協定の一部を変更するものでございます。 

 工事名、桂川駅自由通路等整備工事。 

 相手方、九州旅客鉄道株式会社。 

 協定額、変更前１１億７,１５１万１,０００円（消費税含む）、変更後１０億９,７８８万

６,０００円（消費税含む）。 
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 期間、変更前、協定締結の日から平成３３年３月３１日までを、変更後、令和３年９月３０日

までとしております。 

 提案理由といたしましては、桂川駅自由通路等整備工事基本協定について、工事進捗に伴い、

協定額及び期間を変更する必要が生じましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 議案書１８ページ、参考資料をお開きください。協定書の内容について説明いたします。 

 工事名は記載のとおりでございます。 

 変更協定成立日は本議案の議決を経た日となります。 

 ３、工事費用の減額。予算総額、変更前１１億７,１５１万１,０００円、変更後１０億

９,７８８万６,０００円。変更後の金額は、変更前の金額に対して９３.７％となります。その

差額は７,３６２万５,０００円の減額となり、変更前の金額に対して６.３％分に相当いたしま

す。 

 費用負担の減額。桂川町の負担は、変更前１１億４,１４７万６,０００円、変更後１０億

６,７８５万１,０００円。変更後の金額は、変更前の金額に対して９３.６％となります。その

差額は７,３６２万５,０００円の減額となり、変更前の金額に対して６.４％分に相当いたしま

す。九州旅客鉄道株式会社の負担額に変更はなく、３,００３万５,０００円でございます。 

 このように減額となった理由は、大きく３つ挙げられます。 

 １つ目、コスト縮減を目指して施工方法等を十分に検討し、効率的に施工できたこと。２つ目、

建設資材の選定等を工夫したことから、建設費を縮減することができたこと。３つ目、突発的な

事案が生ずることなく、ほぼ計画工程どおりに施工することができたことから、附帯工事や管理

費、安全費等を大きく縮減することができたことなどでございます。 

 期間の変更理由は、工事期間中に設置しました仮駅舎や仮設ヤード及び駅のホームをつなぐ既

存の跨線橋等について、新しい駅舎への切替え後に撤去する必要があるためでございます。期間

を令和３年９月３０日までとし、１８３日間の延長となります。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  コストが７,３６２万５,０００円下がったということで非常にあ

りがたいんですが、そこで要因を３点挙げられましたが、その３点が、１つはコスト縮減図った

こと、建設資材の工夫、突発的事故がなかったと、３点言われましたが、それぞれ大体幾らぐら

いになるのか、教えてください。 
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○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  それぞれというのは、工事全体のことに関わってきますので、

それはちょっと把握しておりません。申し訳ありません。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３号町道路線廃止及び認定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小金丸建設事業課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  議案第３号町道路線の廃止及び認定について御説明いたします。 

 議案書１９ページをお開きください。 

 道路法第１０条第１項の規定により町道路線を廃止、同第８条第１項の規定により町道路線を

認定するものでございます。廃止する路線の路線名は椎木・ビワタ線、道路の起点は桂川町大字

土師字椎木１１９５番地先、終点は桂川町大字土師字ビワタ２１０８番地先です。認定する路線

は２つあり、路線名、岩渕側道線、道路の起点は桂川町大字土師字岩渕２１２７番２地先、終点

は桂川町大字土師字岩渕２１３０番１地先。路線名、ビワタ側道線、道路の起点は桂川町大字土

師ビワタ２０９８番１地先、終点は桂川町大字土師字ビワタ２１０７番地先でございます。 

 提案理由といたしまして、県道豆田稲築線（土師工区）の整備に伴い、既存路線が当該県道と

重複することから既存路線を廃止し、既存道路の代替として整備された側道を新たに道路法上の

道路として認定するに当たり、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議

決をお願いするものでございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 今回対象となる路線の延長と幅員について説明いたします。廃止する路線、路線番号５８３号、

椎木・ビワタ線、延長１８１.２ｍ、平均幅員４.０５ｍ。認定する路線、路線番号６３０号、岩

渕側道線、延長１７６.８ｍ、平均幅員４.５３ｍ、路線番号６３１号、ビワタ側道線、延長

１１９.２ｍ、平均幅員４.６５ｍでございます。これらの路線は、いずれも泉河内川に架かる平

成七瀬橋の東側に位置いたします。 

 次の２１ページをお開きください。 

 今回、廃止する路線椎木・ビワタ線について説明いたします。上の地図は、県道豆田稲築線が

整備される前のもの、当該路線は平成１６年３月に認定されております。中段の地図は、県道豆
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田稲築線（土師工区）が整備された後のものであり、既存町道と県道が重なっているのが見て取

れます。下段の図面は、役場から総合高校に向かって見た道路断面図であり、青く表示したとこ

ろ癩癩これが町道ですが、この上に県道が整備されたことを示しております。このように町道と

県道が重複することから、この町道路線を廃止するものでございます。 

 次の２２ページをお開きください。 

 今回認定する岩渕側道線及びビワタ側道線について説明いたします。 

 ここに示す地図及び道路断面図は、県道豆田稲築線（土師工区）が整備された後のものでござ

います。認定する路線は、県道の整備に伴い廃止となる町道の代替として、また、南北の隣接す

る農地を継続して営むことを目的に整備された側道であります。県道の北側に位置する路線が岩

渕側道線、南側に位置する路線がビワタ側道線であり、起点・終点は図に示すとおりでございま

す。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、会期中、総務経済建設委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第４号桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山邉総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  議案書２３ページをお願いいたします。 

 議案第４号桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制

定についてでございます。 

 本議案は、公職選挙法の一部改正に伴い、桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例を制定する必要が生じたため、本条例案を提出するものでございます。 

 次の２４ページから２８ページにかけて条例案を掲載いたしておりますが、その趣旨といたし

ましては、条例案の第１条で示しております、当該選挙において選挙運動用自動車の使用、選挙

運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る、これらの３件の経費に対する公費負担に関し

て必要な事項を定めるものでございます。 
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 次に、これら３件の対象経費についての概要を御説明いたします。 

 まず、第２条から第５条では、選挙運動用自動車の公費負担について定めているところでござ

いますが、その主な内容は、一般運送契約においては、対象期間中、１日当たりの費用負担上限

額を６万４,５００円とすることなどを定めているところでございます。 

 次に、第６条から第８条に定めた選挙運動用ビラの公費負担については、その１枚当たりの単

価についての上限額を１枚７円５１銭癩癩これは、１円未満は 終的には切り上げるということ

でございますが癩癩定めるものでございます。なお、枚数の上限については、公職選挙法で定め

られた１,６００枚となっていることを申し添えさせていただきます。 

 次に、第９条から第１１条が、選挙運動用ポスターについての公費負担について定めていると

ころでございます。ここでは、１枚当たりの作成単価５２５円６銭に、ポスター掲示場の数癩癩

本町は４９か所、箇所がございますが癩癩その４９を乗じて得た金額に、定額である３１万

５００円を加えた額を公費負担の上限額とするものでございます。 

 これら３件の上限額で試算をしたところ、約６７万円の公費負担があるということで試算をし

ているところでございます。 

 なお、当該公費負担については、各候補者と有償契約を締結した業者からの請求に基づき、町

が支払うということになっておりますので、承知方よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、附則にて、本条例の施行日は、公布の日と定めたところでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第５号 

○議長（原中 政燵君）  議案第５号桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。山邉総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  議案書２９ページをお願いいたします。 

 議案第５号桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 本議案は、人事院規則の一部改正に伴い、本町職員の給与に関する条例の一部を改正する必要
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が生じたため、本条例案を提出するものでございます。 

 次の３０ページから３１ページにかけまして条例案を掲載いたしております。 

 改正内容は、当ページにお示しをいたしておりますとおり、別表第２に定められた感染症防疫

作業手当に、新たに第２号として、新型コロナウイルス感染症が発生している病院や宿泊施設の

内部並びにこれらの施設での移動時の動線上及び車内等において、新型コロナウイルス感染症か

ら国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、対象者に接し

て行う作業及び対象者が使用した物件の処理に従事した職員に対しまして、日額３,０００円を

支払うとするものでございます。 

 また、当該作業において、新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いのある者の身

体に接触し、また、これらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他、町長がこれに準ずる

と認める作業に従事した場合にあっては、日額４,０００円を支払うとするものでございます。 

 ３２ページから３３ページにかけて新旧対照表を掲載いたしておりますので御参照ください。 

 また、本条例の施行日につきましては、附則にて公布の日と定めるものでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません、今、説明していただきましたけれど、少し分かりま

せんので、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。 

 この感染症防疫作業手当の中身がちょっと変わってくるわけですね。それで、今、説明を受け

た限りでは、今までは感染症防疫作業に従事する職員として日額１,０００円というのが今まで

あったわけですね。次に２項目めというのが、今回新しく追加されるわけですね。そしたら、そ

このところで右のほうに支給額というのが書いてございまして、日額３,０００円、そして、そ

の括弧の中に何かいろいろと詳しく書いてありまして、新型コロナウイルス感染症の患者、もし

くはその疑いのある者の体に接触して、または、これらの者に長時間にわたり接して行う作業と

か書いてあるんですけれど、長時間という時間は、大体どのくらいのことを言っておられるんで

しょうかね。ちょっと曖昧なような感じがするんですけれど、大体でいいです。 

○議長（原中 政燵君）  山邉総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  国の人事院規則の改正並びに一般職の給与に関する法律、これは国

家公務員の法律なんですが、その改正を受けまして、今回の条例改正を行っているところでござ

いますけども、長時間というものに対して具体的に何時間と示した概念はございませんけども、

任命権者が、これはもう長時間という判断をしたら、それが長時間というところで考えられると
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思います。 

○議長（原中 政燵君）  どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  そしたらですね、これを認めた場合には、３,０００円は

４,０００円になるんですか。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（山邉 久長君）  所見のとおりでございます。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。癩癩ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第６号桂川町営駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書の３４ページをお開きください。 

 議案第６号桂川町営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

 本議案は、町営桂川駅南側駐車場の新設に伴い、桂川町営駐車場条例の一部を改正するもので

す。 

 ３５ページをお開きください。 

 改正する内容として、改正後の１２条、損害賠償の条例に２項を追加して、駐車場内での利用

者に対する盗難や車両相互の接触による破損や天災等、不可抗力によって生じた損害について、

町が責任を負わないことを定めております。 

 第７条、料金の返還では、月極駐車利用者に対しては事前の使用料が納付された後、月極利用

が可能となりますが、特別な利用がある場合には、これを返還することができると定めておりま

す。 

 ８条では、月極駐車利用者が駐車券を紛失した場合の弁償金の納付を定めております。 

 次の５条の駐車料金の徴収をするときについては、新たに整備された南側駐車場については交

通系ＩＣカードでの支払いが可能となるため、「カード精算のとき」を追加しております。また、

月極駐車場については、「承認したとき」を追加しております。 

 第３条では、月極駐車場の導入に伴い、月極駐車券を交付することができることを定めており

ます。 
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 次のページの別表第１は駐車場の位置、別表第２は駐車料金を定めております。 

 次の３７ページ、３８ページでは新旧対照表をつけておりますので、御参照いただきますよう

お願いいたします。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません、２点ほどお尋ねします。 

 この月極をしたいときには、どこに申し込むんでしょうか。 

 それとあと一つ、月極をしたときの料金、何か５,５００円と書いてございますけれど、ＩＣ

カードというのをどこかでもらうんですか。そして、それを入れて、毎月、自分で払っていくん

ですか。そこのところ、詳しくお願いします。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  月極駐車場の申込みですけれども、これは企画財政課のほうに

申し込みをいただいて、使用の許可を出す形になります。その月極駐車場を許可する際に、月極

駐車場専用のカードをですね、交付します。これを月極契約を許可された方にお配りして、月極

駐車場を利用する方は、そのカードを自動のところにかざせば、駐車が出られる形になります。 

 ここで条例の中に書いてあるＩＣカードという表現は、これはまた、月極駐車場のカードとは

違うものでですね、交通系ＩＣカードというＳＵＧＯＣＡとかｎｉｍｏｃａという、こういう交

通系のカードですね、クレジット精算できるカード、これも対応できる精算機になっております

ので、その内容をＩＣカードというふうに表現しておりますので、月極駐車場のカードとは別物

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  そしたらですね、月極を企画財政課に申し込んだら専用カードが

交付されるわけですね。そして、そのカードで車入れたら、そしたら、この専用カードちゅうの

を入れたお金、どこから、私の口座から落ちるんですか。何かそこら辺がよく分からないんです

けど。 

 それは分かります、私の言わんとしていること。 

○議長（原中 政燵君）  課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  支払いについては規則で定めますけれども、基本的には申込み

がありました。そして、月５,５００円の料金を１年間なり納めていただいて、そこで企画財政

課のほうで月極のカードを発行するという流れになりますので、企画財政課のほうにお支払いを
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いただくと、一括で頂くという形になります。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  そうしたら、あれですね、申し込んだときに１か月分とか２か月

分とか、そこで企画財政にはお金払うんですか。そして、そのカードをもらうんですね。分かり

ました。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、会期中、総務経済建設委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第７号桂川町駐輪場条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書の３９ページをお開きください。 

 議案第７号桂川町駐輪場条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

 本議案は、桂川駅南側駐輪場の新設に伴い、桂川町駐輪場条例の一部を改正するものです。 

 ４０ページをお開きください。 

 現在、桂川駅北側で御利用いただいております桂川駅前第１駐輪場、第２駐輪場に追加して、

桂川駅南側に第３駐輪場から第５駐輪場まで、３か所の駐輪場を追加するものです。 

 ４１ページには新旧対照表をつけておりますので、御参照いただきますよう、お願いいたしま

す。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません、お伺いします。 

 以前ですね、北側の駐輪場のところも、何か管理人さんみたいな方がいらっしゃって、常時巡

回して管理していると、何かそういうふうなことを聞いたような記憶がありますけれど、今回、

この南側が３か所ですね、できるわけですよね。その管理体制というのはどういうふうになって

いるんですか、同じ方なんですか。そしてまた、その方に支払う料金ちいいますか、そんなんは

発生するわけですかね。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  今、駐輪場の管理ですけれども、北側のほうの御利用の中でで
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すね、駐輪をされる方の並べ方がちょっと悪かったりというような状況を整理していただいてい

る管理人の方を契約して、昨年度、整理をしていただいております。来年度におきましても、新

年度予算の中でそういった経費を計上しまして、管理していただく予定になっております。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。はい。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  そしたら、同じ人に頼むか、新しい人に頼むか、ちょっと分かり

ませんけれど、結局、範囲が広くなりますでしょ、北側と南側に今度３か所増えるわけですから、

当然、その料金ちゅうのが上がってくるわけですね。管理費ちゅうのは上がらないんですか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  料金についてはですね、昨年同様の額で行おうというふうに考

えております。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに質疑ありませんか。何かあれば、いいですか。再度、大丈夫です

か、いいですか、今の答弁で。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  それでは、これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第８号桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  議案書４２ページをお願いいたします。 

 議案第８号について御説明申し上げます。 

 本議案は、桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 改正の理由といたしまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の

施行に伴い、桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、この条例案を提出

するものでございます。 

 改正内容については４３ページ、新旧対照表を４４ページに記載しています。 

 議案書の４３ページをお願いいたします。改正内容について御説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に関する特例を定めている新型インフルエンザ等対策特別措置法附

則第１条の２が削除されるため、同法附則第１条の２第１項を引用している新型コロナウイルス

感染症の規定の文言を整理するものでございます。 
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 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、報告を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．議案第９号 

○議長（原中 政燵君）  議案第９号桂川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保険環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案書の４５ページをお願いいたします。 

 議案第９号桂川町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 改正の理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が

施行されたことに伴い、桂川町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会

の議決をお願いするものでございます。 

 議案書の４６ページをお願いいたします。条例の改正内容について御説明申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に関する特例を定めている新型インフルエンザ等対策特別措置法附

則第１条の２が削除されるため、同法附則第１条の２第１項を引用している新型コロナウイルス

感染症の規定の文言を整理するもので、先ほど説明のありました議案第８号と同様の改正となり

ます。 

 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第９号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２０．議案第１０号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１０号令和２年度桂川町一般会計補正予算（第４号）についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書の４８ページをお開きください。 

 議案第１０号令和２年度桂川町一般会計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 提案理由といたしまして、令和２年度一般会計予算を別紙のとおり補正したいので、地方自治

法第２１８条第１項の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお開きください。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

９,２３８万７,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億９,３３９万

９,０００円に定めようとするものです。 

 ５ページをお開きください。第２表継続費補正でございます。本議会にも上程しております桂

川駅自由通路等整備工事基本協定の契約変更により、総額の変更と期間の延長及び年割額の変更

を行うものです。 

 次に、７ページ、第３表繰越明許費補正をお願いいたします。桂川小学校の屋上防水及び外壁

改修事業と学校給食共同調理場の空調改修事業及びその事務費につきまして、繰越明許費に追加

するものです。 

 次の８ページ、第４表地方債補正については、上段の表については学校教育施設等整備事業以

下３事業の追加、下段の変更については公共事業等以下４事業について限度額の変更をしており

ます。 

 １２ページをお開きください。歳入でございます。 

 １１款１項１目地方交付税２,０２１万７,０００円の減は、財源調整によるものです。 

 １３ページ、１４款使用料及び手数料５２万２,０００円の追加は、コロナ禍の巣籠りにより、

ごみ袋需要が増加したことによるもの。 

 １４ページ、１５款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金２１８万５,０００円の追加は実績

見込みによるもの。 

 次の１５ページ、２項４目土木費国庫補助金９４１万４,０００円の減は、交付額の決定によ

るもの。４目教育費国庫補助金４,４２４万１,０００円の追加は、公立学校情報機器整備事業費

国庫補助金の追加や、桂川小学校の屋上防水及び外壁改修事業と学校給食共同調理場の空調改修

事業につきまして、学校施設環境改善国庫交付金の採択を受けましたので計上をしております。 

 １６款県支出金１項１目民生費県負担金１０９万２,０００円の追加は実績見込みによるもの。 
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 次の１７ページ、２項９目商工費県補助金５０万円の追加は、福岡県からの宿泊税交付金によ

るものです。 

 次の１８ページ、２２款町債１項１目農林水産業債２００万円の追加。次の２目土木債

３００万円の追加、次の５目災害復旧事業債３０万円の追加は、県同意額によるもの。６目教育

債１億６,２１０万円の追加は、学校施設環境改善国庫交付金の採択によるもの。７目減収補痾

債６０７万８,０００円の追加は、新型コロナ感染症対応による特例措置によるものです。 

 １９ページからは歳出でございます。 

 ２款総務費１項１０目諸費１２１万１,０００円の追加は、西鉄バス路線運行赤字の見込額の

増加に伴うものです。 

 次の２０ページ、３款民生費１項２目障がい者福祉費４３７万円の追加。 

 次の２１ページ、４項１目保健衛生総務費１１８万７,０００円の追加は決定見込みによるも

の。 

 次の２２ページ、２項清掃費２１万８,０００円の追加は、指定ごみ袋の販売増に伴うもので

す。 

 次の２３ページ、６款農林水産業費、次の２４ページ、８款２項道路橋梁費では財源組替えを

行っております。 

 次の２５ページ、３項都市計画費２,０８２万９,０００円の減は、継続費の期間延長に伴い、

仮駅舎撤去等の工事費を新年度に計上しておりますので、本年度分から減じております。 

 ２６ページからの１０款教育費については、桂川小学校の屋上防水及び外壁改修事業と学校給

食共同調理場の空調改修事業につきまして、学校施設環境改善国庫交付金の採択を受けたため、

関連予算を計上しております。１項教育総務費４３万５,０００円の追加は事務費の計上です。 

 次の２７ページ、２項桂川小学校費１目学校管理費１億７,５４５万円の追加は、設計業務委

託料及び工事費の見込額を計上しております。２目教育振興費、次の２８ページ、３項２目桂川

東小学校教育振興費、次の２９ページ、桂川中学校教育振興費では財源組替えを行っております。

次の３０ページ、６項共同調理場では、空調設備改修工事費を計上しております。 

 次の３１ページ、災害復旧費では財源組替えを行っております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長に対し、質疑ありませんか。

柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  学校施設の桂川小学校校舎、体育館外壁等改修事業費について質

問をします。 

 非常に戸惑っています。桂川小学校の建て替えが焦眉の急であるということは、ずっと申し上
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げてきました。そして、実は１２月にもそのことを言い、町長は「御指摘のように、私も胸が痛

む思いであります。桂川小学校のいわゆる環境的な美化環境も含めて早急に行うべき」と言われ

ました、１２月です。実は、１０月１６日の総合教育会議では外壁の塗り替えを行いたいと言わ

れていたようです。 

 これがですね、私が戸惑っているのは、実は、僕が今住んでいる家は築５０年たっています。

この間、改築、増築、もうエアコンが効かないようなすーすーの家やから、いろんなことをやっ

てきました。結局、妻に聞いたんです。「これ、家１軒以上建っていない」ちゅうたら、「２軒

分は建っているやろうね」って。 

 ここで１億７,０００万使われます。今、説明で１億７,５４５万かかるんですが、環境改善交

付金で３,３７６万７,０００円が、これが国から来ますので、差引きおよそ１,４００万残って

いるわけです。これを事業債、つまり借金でやっていこうと言われている。 

 何を戸惑っているかというと、学校は変えたほうがいいです、特に見た目もひどいから。でも

ですね、変えないかんのは中身なんです。新しい酒は新しい革袋やないといかんのです。今の時

代を生きる子供たちの、今の生きる環境機器が要るわけです。そこを変えないと、新しい酒を古

い革袋に入れたら破れちゃうんです。酒も、元も子もなくなる。だから、新しい酒は新しい革袋

に、今を生きる子供たちにはそれなりの環境を整えて、そして、そこで新しい学習してほしいと

思って、桂川小学校を何とか建ててくれんかとずうっとお願いしている。 

 で、この壁ができることによって、学校建つのはどこに行くんですか。町長は、そこも検討し

たいと言われていましたが、学校が建たんでこれだけされても何もならんと思っています。 

 それで、そこのところを含めて、学校建設についてはどう考えなのかということを教えてくだ

さい。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  御質問にお答えしたいと思います。 

 議員御指摘のように、私も以前からですね、桂川小学校の教育環境といいますか、美化も含め

て、何か対応が急がれるということは申し上げてきたとおりです。 

 今回、国の３月補正はですね、非常に財源的には有利な内容になっております。これはまた委

員会等で担当のほうからも説明すると思いますので、それをぜひお聞き願いたいと思います。 

 議員が言われます癩癩お酒の話をされましたけれども、私は、やっぱり当面する課題としては

ですね、現状をできるだけ早く改善する必要があると思っています。指摘されますように、すぐ

にでも建て替えができるんだったらですね、それはまた考え方が違うと思いますけれども、前回

のときにも申しましたように学校の再編とかですね、あるいはその再編内容によっては場所の問

題とか、いろんな問題が絡んできます。そしてまた、町民の皆さんへの影響というものも非常に
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大きなものがあります。そういった前段の課題というものが、まだ全然クリアされていない状況

の中で、今のままで、特に桂川小学校を放置しておくのは、これは私としては、やっぱり責任が

あると思っています。 

 ですから、これは、あくまでも当面の措置ということになるかもしれませんけれども、今、通

っている子供たちがいるわけですから、その子たちのためにも、少なくとも屋上の雨漏り、それ

から外壁の改修、これを行いたい。そして、中身の問題言われましたけれども、中身の問題につ

いては、これはまた、いろんな角度からですね、検討していく必要があると思っていますが、い

ずれにしましても、子供たちのための少しでもよい環境づくり、そういったものを進めるために

も、今回のこの事業はぜひ実施したい、そのように思っております。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  これは、総合計画のときのまちづくり住民アンケートです。この

中に外壁を替えてくれというのは幾つか意見があります。それ以上に多いのは学校の建て替えな

んです。もう今は、そこまで来ていると思っています。 

 何が心配かちゅうたら、１億何ぼ使いましたよと、だから、もう学校は終わりですと。そうじ

ゃなくて、今言われたのは、そこをしっかりと町長の責任で取り組んでいくんだということは、

そう判断してよろしいんですか。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  結構です。先ほども言いましたように、まず当面する課題、これはぜひ

今回の工事でやっていきたいと思っております。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  分かりました。 

○議長（原中 政燵君）  いいですか。ほかに質疑ありませんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ２３ページの農地費、財源組替えということですけれど、財源組

替えの理由を説明してください。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  ２３ページの農地費につきましては、これは緊急自然災害防止

対策事業で癩癩少々お待ちください癩癩水路を修繕する部分をしております。それが起債事業で

できますので、２００万、これが地方債のほうに行って、一般財源が２００万減りましたという

内容でございます。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ちょっとよく分からない、ごめんなさい。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  今の説明でよく分からない。緊急支援防止対策事業というんです

か。それで、この農地費を……（「災害関係」と呼ぶ者あり）一般財源を減らして、そのお金が
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下りてくるわけ。地方債って借金ですよね。よく分からない。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  お答えいたします。 

 当初はですね、単独債でする話だったんですけれども、起債事業で、国から緊急自然災害防止

債ということで事業が適用できましたので、それを適用したということでございます。 

○議長（原中 政燵君）  どうぞ。 

○町長（井上 利一君）  まだ、納得されていないようですから。やっている事業は何も変わらな

いわけですね。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  えっ。 

○町長（井上 利一君）  やっている事業。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  事業は。 

○町長（井上 利一君）  これは何も変わらないわけです。ただ、やっている事業の財源が、以前

は一般財源でやらなきゃいけなかったのが、いろいろと測量とか調査とかやったときに、こうい

う国の起債の対象になりますよということに変わりましたので、財源の組替えを行っているとい

うことです。 

○議長（原中 政燵君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題になっております議案第１０号は、会期中、総務経済建設委員会、文教厚生委員

会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．議案第１１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１１号令和２年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保険環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案書の４９ページをお願いいたします。 

 議案第１１号令和２年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について御説明申し

上げます。 

 提案理由でございますが、令和２年度桂川町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり補正し

たいので、地方自治法第２１８条第１項の規定により、本議会の決定に付しようとするものでご

ざいます。 

 内容につきましては、別紙補正予算書で御説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億３,３６２万
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１,０００円に定めようとするものでございます。  

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 ５款１項１目保険給付費等交付金４万９,０００円の増額は、財源調整によりお願いしており

ます。 

 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ７款１項３目償還金は、国庫負担金等の精算返還金として４万９,０００円の増額をお願いし

ております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１１号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。１４時です、１０分より再開します。暫時休憩。 

午後２時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時10分再開 

○議長（原中 政燵君）  会議を開きます。 

 議案第１０号に、澤川議員の質問に対して、担当課長より訂正の申出がありましたので、先に

受けたいと思います。原中課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案第１０号の澤川議員の御質問の中で、駐輪場の管理委託に

ついて、予算を昨年度と今年度でどうしたのかという内容がございました。それにつきまして、

私のほうで、昨年同様、今年度の委託をしている旨の発言がありましたけれども、まだ、令和

３年度予算、上程する前の状況であり、このような同等というような発言が適切ではないという

ことで訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２２．議案第１２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１２号令和３年度桂川町一般会計予算についてを議題といたしま

す。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書５０ページをお開きください。 
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 議案第１２号令和３年度桂川町一般会計予算について説明いたします。 

 提案理由といたしまして、令和３年度桂川町一般会計予算を地方自治法第２１１条の規定に基

づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙予算書で説明いたします。予算書の２ページをお開きください。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５７億６,９５７万７,０００円と定めようとする

ものです。 

 第２条、継続費につきましては、８ページの第２表継続費にて説明いたします。 

 第３条、地方債につきましては、１０ページ、第３表地方債にて説明いたします。 

 第４条、一時借入金では、借入れの 高額を７億円と定めるものです。 

 第５条では、歳出予算の流用について、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合、同一款内での各項の間で流用が

できるよう定めるものです。 

 それでは、８ページをお開きください。第２表継続費でございます。８款土木費において、新

規に町営住宅二反田団地第２期建設事業費１０億２,８８１万８,０００円を令和３年から令和

４年において計上しております。次の９ページに、参考として、継続費の事業進行状況等に関す

る調書を掲載しております。 

 １０ページをお開きください。第３表地方債について、公共事業以下４事業について地方債の

限度額を定めております。次の１１ページに、参考として、地方債の各年度末における現在高の

見込み等に関する調書を記載いたしております。 

 １４ページをお開きください。歳入でございます。 

 １款１項町民税は４億６,３２１万６,０００円で、１目個人４億２,１８４万２,０００円、

２目法人４,１３７万４,０００円。 

 次の１５ページ、２項１目固定資産税４億７,４６１万７,０００円、２目国有資産等所在町交

付金及び納付金８２５万２,０００円。 

 次の１６ページ、３項軽自動車税４,３９３万円の計上は、前年度実績等を考慮し、計上した

もの。 

 次の１７ページ、４項１目町たばこ税１億８０２万５,０００円。 

 次の１８ページ、２款１項１目自動車重量譲与税３,９６０万５,０００円は、地方財政計画の

伸び率等を勘案したものです。 

 以下、同様の算出で、次の１９ページ、２項１目地方揮発油譲与税１,４０８万１,０００円。 

 次の２０ページ、３項１目森林環境譲与税１８６万６,０００円。 

 次の２１ページ、３款利子割交付金２２６万２,０００円。 
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 次の２２ページ、４款配当割交付金４２０万円。 

 次の２３ページ、５款株式等譲渡所得割交付金４６６万３,０００円。 

 次の２４ページ、６款法人事業税交付金９８３万３,０００円。 

 次の２５ページ、７款地方消費税交付金２億６,７９６万７,０００円。 

 次の２６ページ、８款ゴルフ場利用税交付金１,８１１万９,０００円。 

 次の２７ページ、環境性能割交付金６７２万６,０００円。 

 次の２８ページ、１０款地方特例交付金１,３７０万４,０００円を計上しております。 

 次の２９ページ、１１款地方交付税１８億４,９７９万２,０００円の計上をいたしております

が、その内訳といたしまして、普通交付税におきましては、令和２年度決定額から２.６％増の

１７億５,７６６万７,０００円を見込みまして、当初予算での計上額は、財源留保額１億

７８７万５,０００円を差し引いた１６億４,９７９万２,０００円の計上としております。また、

特別交付税につきましては、令和元年度決定額２億５,４６５万３,０００円から２０％減の２億

円を計上しております。 

 次の３０ページ、１２款交通安全対策特別交付金２０４万２,０００円は、過去の実績等を勘

案したものです。 

 次の３１ページ、１３款分担金及び負担金１項１目民生費負担金４,６０６万４,０００円の計

上は、各サービスの利用等を見込んだ計上でございます。 

 次の３２ページ、１４款１項使用料６,１４９万２,０００円の計上は、１目総務使用料から

６目教育使用料に係る各町有施設の使用料等について、利用者等を見込み、計上しております。

なお、５目土木使用料では、湯ノ浦森林公園におけるキャンプサイトに係る都市公園使用料や、

新規に桂川駅南側自動車整理場使用料を計上しております。 

 次に、３５ページをお願いいたします。２項手数料５,０８６万６,０００円の計上は、１目総

務手数料から４目土木手数料まで、前年度実績等を考慮し、計上しております。 

 次の３７ページ、１５款１項国庫負担金５億４,８０３万８,０００円は、１目民生費国庫負担

金について、説明欄に記載の各事業に係る国庫負担金の計上です。２目教育費国庫負担金は廃目

となっております。 

 次の３８ページ、２項国庫補助金２億６,７４４万９,０００円は、１目総務費国庫補助金から

５目教育費国庫補助金の各事業に係る国庫補助金の計上によるものです。 

 次の４０ページ、３項国庫委託金２９５万９,０００円は、１目総務費国庫委託金から３目農

林水産業国庫委託金まで、各受託事業に係る委託金の計上によるものです。 

 次の４１ページ、１６款１項県負担金４億６,８２３万９,０００円は、１目の民生費県負担金

から５目土木費県負担金までの各事業に係る県負担金の計上をしております。教育費県負担金は
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廃目です。 

 次に、４３ページ、２項県補助金１億１,９１５万２,０００円の計上は、１目総務費県補助金

から７目教育費県補助金まで、各事業に係る県補助金の計上。 

 次に、４６ページ、３項県委託金２,８７３万２,０００円は、１目総務費県委託金から３目教

育費県委託金まで、各受託事業に係る委託金の計上です。土木費県委託金については廃目となっ

ております。 

 次の４７ページ、１７款１項１目財産貸付収入１３２万２,０００円は、前年度実績等を考慮

し、計上しております。次の２目利子及び配当金４１７万６,０００円は、説明欄に記載してお

ります各基金の運用収入の計上です。 

 次の４８ページ、２項１目不動産売払い収入６５３万９,０００円は、旭ケ丘団地１区画分の

売払い収入相当額を計上しております。 

 次の４９ページ、１８款１項１目一般寄附金１億円は、ふるさと応援寄附金の計上です。 

 次の５０ページ、１９款１項基金繰入金２億４,２７３万１,０００円は、各基金条例の設置目

的に沿った繰入金の計上でございます。泉ケ丘団地汚水処理施設管理基金繰入金は廃目となって

おります。 

 次の５１ページ、２０款１項１目繰越金６,０００万円の計上は、前年度繰越金でございます。 

 次の５２ページ、２１款諸収入１項１目延滞金１０万円は、町税延滞金を計上しております。 

 次の５３ページ、２項１目町預金利子１,０００円の計上です。 

 次の５４ページ、３項１目貸付金元利収入１８万３,０００円は、若年者専修学校等技能習得

資金貸与金元利収入等の計上です。 

 次の５５ページ、４項１目弁償金２,０００円は、それぞれ存置科目として計上しております。

２目雑入１億１３万４,０００円は、５５ページから５８ページにかけて記載しております説明

項目の各収入について、前年度実績等を考慮し、計上しております。 

 次の５９ページ、２２款町債１項１目土木債２億８,１７０万円は、１節公共事業等債から

３節公営住宅事業債まで、説明欄に記載しております各事業債の計上です。次の２目臨時財政対

策債１億９,４６８万２,０００円は、令和２年度実績額に地財計画の伸び率を考慮して計上いた

しております。農林水産事業債、消防債は廃目です。 

 次の６０ページからは歳出でございます。 

 １款１項１目議会費６,７５５万７,０００円は、議員報酬及び事務局職員の人件費と議会運営

費を計上しております。 

 次に、６２ページ、２目特別委員会費４万７,０００円は、決算審査特別委員会に係る費用弁

償の計上をしております。 
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 次の６３ページからの２款１項１目一般管理費３億４７０万５,０００円は、特別職及び一般

職に係る人件費と総務一般管理に係る事務経費の計上です。 

 次に、６６ページ、２目文書広報費６３９万３,０００円は、各事務等に係る経費の計上、

３目財政管理費３１８万円は、予算事務等に係る経費及び基金運用収入の積立金の計上。 

 次の６７ページ、４目会計管理費１２３万６,０００円は、出納事務に係る経費の計上、５目

財産管理費３,５７６万８,０００円は、庁舎等に係る管理経費の計上です。なお、新規に公共施

設マネジメントシステム更新業務委託料を計上しております。 

 次に、６９ページからの６目企画費８,１７０万２,０００円は、地域おこし協力隊員報酬、ふ

るさと応援寄附金事業費等の計上です。なお、本年度は、ふるさと応援寄附金ＰＲパンフレット

作成業務委託料や空き家・空き地データバンク化事業委託料等を新規に計上。また、結婚新生活

応援事業補助金の増額等の計上を行っております。 

 次に、７１ページ、７目企画広報費４５３万円は、広報「けいせん」の発行に係る費用の計上

です。 

 次の７２ページ、８目土地対策費２万８,０００円は、事務に係る経費の計上です。次の９目

電算管理費１億３２７万９,０００円の計上は、電算システム等に関する費用の計上です。なお、

新規に次期セキュリティークラウド移行業務委託料、ＡＤサーバー・ファイルサーバー機器更新

業務委託料、電算室空調設備更新工事を計上しております。  

 次に、７４ページからの１０目諸費３,３９９万７,０００円は、区長会経費、防犯外灯経費、

西鉄バス路線運行補助金等の計上です。 

 次の７６ページ、１１目公平委員会費８万９,０００円は、委員報酬等運営費の計上、次の

１２目防災諸費７３６万５,０００円は、自主防災組織の運営費や防災行政無線システム保守等

に係る経費の計上です。 

 次の７８ページ、２項１目税務総務費７,９５１万４,０００円は、職員人件費と過誤納還付金

等の計上です。 

 次の７９ページからの２目賦課徴収費９１６万１,０００円は、事務に係る経費の計上でござ

います。新規に軽自動車税システム改修業務委託料や画地比準計算業務委託料を計上しておりま

す。 

 次に、８１ページから３項１目戸籍住民基本台帳費５,１９５万１,０００円は、人件費や住基

ネットワークシステム、戸籍及びマイナンバーカード等の事務に係る経費の計上です。 

 次の８３ページ、４項１目選挙管理委員費６８万４,０００円は、委員報酬等運営費の計上で

す。２目選挙常時啓発費２１万円は、事務経費の計上です。次の３目衆議院議員総選挙費

９５３万円は、今年１０月の任期満了による選挙事務の関連経費の計上です。 
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 次の８６ページ、５項１目統計調査総務費６,０００円、２目指定統計費４３万７,０００円は、

統計事務関係経費の計上です。国勢調査費は廃目となっております。 

 次の８７ページ、６項１目監査委員費８０７万６,０００円は、監査委員の報酬及び職員人件

費と事務局に係る事務費の計上です。 

 次に、８９ページの３款民生費１項１目社会福祉総務費２億３,０７４万９,０００円は、職員

人件費と福祉事業に係る助成金や国保特別会計への繰出金等の計上です。 

 次に、９１ページからの２目障害者福祉費５億９,４１５万１,０００円は、障害者自立支援給

付費等の計上でございます。 

 次に、９２ページ、３目老人福祉費２億８,５３０万７,０００円は、職員人件費と各種高齢者

福祉サービス事業費や後期高齢者医療特別会計への繰出金等の計上です。 

 次に、９４ページ、４目重度障害者医療費５,２２１万３,０００円、次の９５ページ、５目子

ども医療費４,９９８万５,０００円、次の６目独り親家庭医療費９８５万円、次の９６ページ、

７目未熟児療育医療費５９４万４,０００円は、いずれも医療扶助費の計上が主なものです。次

の８目介護保険事業費２億７,４１５万７,０００円は、福岡県介護保険広域連合に対する負担金

等の計上です。 

 次の９７ページ、９目介護予防事業費５,５４５万３,０００円は、職員人件費及び介護予防に

係る委託料費の計上です。 

 次に、９９ページ、１０目地域包括支援センター事業費４,２６６万３,０００円は、職員人件

費や認知症地域支援に係る委託料等の計上です。新規に軽自動車、ノートパソコン等の備品購入

費を計上しております。 

 次に、１０２ページからの１１目総合福祉センター費４,６２４万６,０００円は、施設の管理

運営費の計上です。なお、新規にガラス飛散防止フィルム貼り委託料を計上しております。 

 次の１０３ページ、１２目男女共同参画費３８万６,０００円では、委員報酬や講師謝礼等を

計上しております。 

 次の１０４ページ、２項１目児童福祉総務費２億１,４９２万１,０００円は、子ども・子育て

会議の運営費や善来寺保育園等に対する保育給付費負担金等の計上です。 

 次の１０５ページ、２目児童措置費２億８８７万７,０００円は、児童手当等の計上です。次

の３目児童福祉施設費３,３０９万１,０００円は、学童保育所の運営委託料等の計上です。 

 次の１０６ページからの４目子育て支援費４,５７１万２,０００円は、職員人件費や子育て支

援センター「ひまわりのたね」の運営費等を計上しております。なお、新規に定住自立圏病児保

育事業負担金として７４万４,０００円を計上しております。 

 次に、１０８ページからの５目土師保育所費１億２,４８７万１,０００円、次の１１０ページ
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からの６目吉隈保育所費１億２,８７４万２,０００円は、職員人件費を含む保育所運営費の計上

です。両保育所とも、新規の計上として、英語指導業務委託料を計上しております。 

 次の１１４ページ、３項１目国民年金費５７６万２,０００円は、職員人件費及び国民年金事

務に係る経費の計上。 

 次の１１５ページ、４項１目同和対策総務費８４５万４,０００円は、同和対策推進助成金等

の計上です。次の２目人権センター運営費１,４６０万２,０００円は、職員人件費とセンター運

営費等の計上です。 

 次に、１１７ページからの３目人権・同和問題協議会運営費２０９万３,０００円は、委員報

酬等の計上です。 

 次の１１９ページからの４款衛生費１項１目保健衛生総務費５,００３万７,０００円は、職員

人件費や各種保健衛生事業に係る負担金、補助金等の計上です。 

 次に、１２１ページからの２目予防費５,１０８万２,０００円は、各種予防接種に係る委託料

等の計上です。なお、新規に任意予防接種ワクチン再接種費用補助金を計上しております。 

 次の１２２ページからの３目環境衛生費２,４３８万１,０００円は、町管理の汚水処理施設に

係る管理経費や合併処理浄化槽の設置に係る補助金等の計上です。なお、新規に泉ケ丘団地汚水

処理施設修繕工事を計上しております。 

 次の１２３ページからの４目健康づくり推進費４,９９６万４,０００円は、各種健診委託料等

の計上です。新規に健康増進計画・食育推進計画策定委託料を計上しております。 

 次に、１２７ページからの２項１目清掃総務費３億７６９万４,０００円は、ごみ処理に関す

る各種委託料や福岡県央環境広域施設組合に対する負担金等の計上です。 

 次の１２９ページ、５款労働費１項１目失業対策総務費１,０８８万７,０００円は、職員人件

費の計上です。 

 次の１３０ページ、２項１目シルバー人材センター委託援助事業費２,０４３万４,０００円は、

嘉麻・桂川広域シルバー人材センターに対する委託料等の計上です。次の２目職業訓練費

２６４万１,０００円は、若年者専修学校等技能習得資金貸与金等の計上です。 

 次の１３１ページ、６款農林水産業費１項１目農業委員会費６０６万４,０００円は、委員会

運営費等の計上です。 

 次の１３２ページからの２目農業総務費４,３４０万３,０００円は、職員人件費や農業施設の

維持管理費、各種負担金等の計上です。なお、新規にため池劣化状況評価業務委託料を計上して

おります。 

 次に、１３４ページ、３目農業者年金費１１万円は、事務費の計上です。次の４目農業振興費

１,７６３万３,０００円は、農業振興に係る各種補助金等の計上です。 
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 次に、１３６ページ、５目畜産業費３,０００円は、職員出張旅費の計上です。次の６目農地

費１,９４５万３,０００円は、職員人件費と水利施設等の改修工事関連経費の計上です。 

 次の１３８ページ、２項１目林業総務費３９万９,０００円、２目林業振興費１０万２,０００円

は、負担金等の計上。なお、１目林業総務費では、新規に森林保険料を計上いたしております。

次の３目荒廃森林整備事業費２１０万円は、委託料等の計上です。 

 次の１３９ページからの７款商工費１項１目商工総務費１,０９３万６,０００円は、職員人件

費と商工会助成金等の計上、次の２目商工振興費３８９万１,０００円は、商工まつり助成金や

住宅改修事業補助金等、商工振興に係る経費の計上です。 

 次の１４０ページ、次の３目観光費７６万６,０００円は、定住自立圏観光ルート開発事業費

負担金等の計上です。 

 次の１４１ページからの８款土木費１項１目土木総務費１,４９５万４,０００円は、道路管理

に係る会計年度任用職員人件費や草刈り委託料、また、木造戸建て住宅の耐震改修促進事業、ブ

ロック塀等撤去に係る補助金等の計上です。 

 次の１４３ページ、２項１目道路橋梁総務費３,４７０万７,０００円は、職員人件費と町道路

線に関する道路台帳作成業務委託料の計上。なお、新規に道路台帳既成図数値化業務委託料を計

上しております。次の２目道路橋梁維持費６,１２４万円は、道路及び橋梁に係る維持修繕に関

する経費の計上です。新規に桂川駅自由通路エレベーターの電気料や保守点検業務委託料を計上

しております。次の３目道路橋梁新設改良費３,６９４万９,０００円は、道路新設改良整備のた

めの改修費、土地購入費等の計上です。 

 次の１４５ページ、４目交通安全対策費５００万円は、交通安全に係る施設整備費の計上です。 

 次の１４６ページ、３項１目都市計画総務費１,６４９万８,０００円は、職員人件費及び都市

計画関係事務費等の計上です。１２節委託料では、平成６年８月に決定された都市計画道路７路

線について、福岡県都市計画道路検証方針に基づき、都市計画道路の変更について検証を行うた

めの都市計画道路検証業務委託料を新規に計上しております。 

 次の１４７ページ、２目街路事業費３０１万５,０００円は、建築行為等に係る道路後退用地

整備に関する経費の計上です。 

 次の１４８ページ、３目公園費１,２３４万５,０００円は、都市公園等に係る維持管理費及び

ゆのうら体験の杜施設管理業務委託等に係る経費の計上です。次の４目駐車場等費２６４万

８,０００円は、桂川駅前駐輪場及び自動車整理場に係る管理費の計上です。新規に桂川駅南側

自動車整理場管理業務委託料、駐車場巡回業務委託料、桂川駅浄化槽維持管理業務委託料等計上

しております。 

 次の１４９ページ、５目都市再生整備事業費２,０８２万９,０００円は、桂川駅自由通路等整
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備工事基本協定における仮駅舎撤去等の工事費を計上しております。 

 次の１５０ページからの４項１目住宅管理費２,５４２万３,０００円は、職員人件費や町営住

宅に係る維持管理費、使用料滞納対策経費等の計上です。新規に町営住宅長寿命化計画策定委託

料を計上しております。 

 次に、１５２ページからの２目住宅建設費４億２,４９１万４,０００円は、職員人件費や町営

住宅二反田団地建て替え第２期建設工事の関連経費の計上です。 

 次に、１５４ページからの９款１項１目非常備消防費２億３,２８３万５,０００円は、町消防

団に係る活動費や飯塚地区消防組合負担金等の計上。 

 次に、１５６ページ、２目消防施設費２５７万円は、消火栓改良工事費等の計上。次の３目水

防費１７万６,０００円は、災害対応に係る経費の計上です。 

 次の１５７ページ、１０款教育費１項１目教育委員会費２７４万７,０００円は、委員会運営

費です。次の２目事務局費６,０９５万６,０００円は、１６０ページにまでかけて特別職及び職

員人件費と事務局に係る事務費、スクールソーシャルワーカー報酬や学校地域支援本部の運営費

の計上です。新規に幼稚園有識者会議委員報酬を計上しております。 

 次の１６１ページからの各小中学校費においては、新規に学習支援員等委託料、またはスクー

ルサポートスタッフ委託料、また、１人１台タブレット端末用管理保守委託料を計上しておりま

す。２項１目桂川小学校学校管理費４,２８５万２,０００円は、学校運営費及び施設に係る維持

管理費等の計上。 

 次に、１６３ページからの２目教育振興費４,１２２万６,０００円は、桂川学力アップ推進事

業や少人数学級指導教育、就学援助費、その他教育振興に係る経費の計上です。 

 次に、１６５ページからの３項１目桂川東小学校学校管理費２,３５７万９,０００円は、学校

運営費及び施設に係る維持管理費等の計上です。 

 次に、１６７ページからの２目教育振興費７６８万２,０００円は、桂川学力アップ推進事業

や就学援助費等、教育振興に係る経費の計上です。 

 次に、１６９ページからの４項１目桂川中学校学校管理費３,６９６万９,０００円は、学校運

営費及び施設に係る維持管理費等の計上です。新規にグラウンド防球ネット設置工事等を計上し

ております。 

 次に、１７５ページからの２目教育振興費４,４７２万４,０００円は、桂川学力アップ推進事

業や少人数学級指導教育、クラブ活動に対する補助金及び就学援助費等、教育振興に係る経費の

計上です。 

 次に、１７４ページからの５項１目桂川幼稚園費３,１８４万９,０００円は、職員人件費と町

立幼稚園運営費の計上です。 



- 58 - 

 １７７ページからの６項１目共同調理場費７,９４５万３,０００円は、職員人件費と施設の維

持管理費等に係る経費の計上です。なお、老朽化による真空冷却機の新規購入費を計上しており

ます。 

 次に、１８０ページからの７項１目社会教育総務費４,２１９万９,０００円は、職員人件費や

社会教育全般に係る経費の計上です。 

 次に、１８２ページ、２目公民館費１,４２０万８,０００円は、地域はつらつ応援助成金をは

じめとする地域公民館事業の関連経費の計上です。なお、天道区及び土師四区に対する地域公民

館建設費補助金を計上しております。 

 次の１８３ページ、３目青少年問題対策費１０７万６,０００円は、青少年健全育成に係る経

費の計上、次の４目文化財保護費１,１７７万８,０００円は、王塚古墳をはじめとする町内文化

財の保護・調査に係る経費の計上です。 

 １８５ページからの５目住民センター費１,４２７万２,０００円は、施設の維持管理費等の計

上です。新規に特定建築物等定期報告業務委託料及びガラスフィルム貼りつけ委託料を計上して

おります。 

 次の１８６ページからの６目王塚装飾古墳費３,１４５万６,０００円は、職員人件費や古墳館

の運営費等の計上。なお、福岡県立美術館所蔵品巡回展「移動美術館展」負担金を新規計上して

おります。 

 次に、１８８ページからの７目図書館費３,８８２万８,０００円は、職員人件費と図書館運営

費の計上です。 

 次に、１９０ページからの８目人権教育費５３２万５,０００円は、人権教育に係る啓発費等

の計上です。 

 次に、１９２ページ、８項１目保健体育総務費９１４万１,０００円は、スポーツ振興に係る

関係経費や町体育協会補助金等の計上です。なお、東京２０２０オリンピック聖火リレーに係る

負担金４５６万６,０００円を計上しております。 

 次の１９３ページ、２目体育施設費１,００６万８,０００円は、町有体育施設等の維持管理費

等の計上です。 

 次に、１９４ページからの３目総合体育館費３,２３７万円は、職員人件費と施設の維持管理

費等の計上です。新規に湯の浦キャンプ場やセントラルロッジの解体関係費を計上しております。 

 次の１９５ページからの４目グラウンドゴルフ場費８１４万６,０００円は、施設の維持管理

経費の計上です。 

 次に、１９７ページ、１１款災害復旧費１項１目鉱害復旧相談窓口費２０万１,０００円は、

特定鉱害復旧対策の申出に伴う取次事務に係る経費の計上です。 
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 次の１９８ページ、１２款公債費１項１目元金３億９,３６６万４,０００円、２目利子

１,８１０万４,０００円は、前年度までの地方債借入金に対する元利償還金と一時借入金の償還

利子の計上です。 

 次の１９９ページ、１３款１項１目予備費７００万円は、前年度と同額の計上です。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．議案第１３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１３号令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  議案書５１ページをお願いいたします。 

 議案第１３号令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について御説明申し上げ

ます。 

 提案理由といたしまして、令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を地方自治

法第２１１条の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙予算書にて御説明申し上げます。 

 予算書２ページをお願いいたします。第１条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２０５万１,０００円に定めようとするものでございます。 

 ７ページをお願いします。歳入でございます。 

 １款県支出金１項１目住宅新築資金等貸付事業県補助金３５万１,０００円は、住宅新築資金

等貸付助成事業費県補助金を見込みにより計上しています。 

 ８ページをお願いいたします。２款事業収入１項１目住宅改修資金貸付金元利収入６万

１,０００円、２目住宅新築資金貸付金元利収入１０１万５,０００円、３目宅地取得資金貸付金

元利収入６１万円、９ページ、２項１目県住宅改修資金貸付金元利収入１万２,０００円は、そ

れぞれの実績を参考に貸付金の償還額を見込みにより計上しております。 

 １０ページをお願いいたします。３款繰越金１項１目繰越金１,０００円は、前年度繰越金の

存置科目をお願いしております。 

 １１ページ、４款諸収入１項１目雑入１,０００円は、民事執行予納金の還付の受入先として

存置科目をお願いしております。 

 １２ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款総務費１項１目一般管理費２０５万１,０００円は、弁護士委託料や競売になった場合の

予納金などの必要経費を計上しております。 
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 以上、簡略ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．議案第１４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１４号令和３年度桂川町土地取得特別会計予算についてを議題と

いたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中企画財政課長。 

○企画財政課長（原中  康君）  議案書５２ページをお開きください。 

 議案第１４号令和３年度桂川町土地取得特別会計予算について説明いたします。 

 提案理由といたしまして、令和３年度桂川町土地取得特別会計予算を地方自治法第２１１条の

規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、別紙予算書で説明いたします。 

 桂川町土地取得特別会計予算書の２ページをお開きください。第１条で、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１,０５１万７,０００円と定めようとするものです。 

 ７ページをお開きください。歳入でございます。 

 １款財産収入１項１目利子及び配当金１万７,０００円は、土地開発基金預金利子の計上です。 

 次の８ページ、２款繰入金１項１目土地開発基金繰入金１,０５０万円は、前年度と同額の計

上です。 

 ９ページをお開きください。歳出でございます。 

 １款総務費１項１目財産管理費１万７,０００円は、土地開発基金への預金利子積立金の計上

です。 

 次の１０ページ、２款１項１目公有財産取得事業費１,０５０万円は、前年度と同額の土地購

入費及び購入に係る測量調査委託料保証金の計上です。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．議案第１５号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１５号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算についてを議

題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保険環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案書の５３ページをお願いいたします。 

 議案第１５号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、令和３年度桂川町国民健康保険特別会計予算を地方自治法第
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２１１条の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。内容につきまして

は、別紙予算書で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１７億４,６０６万１,０００円に定めようとするものでございます。第２条では、一時借入金の

借入れの 高額を１億円と定めるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税は２億７,７４１万７,０００円をお願いしておりま

す。 

 ９ページをお願いいたします。１款１項２目退職被保険者等国民健康保険税は１４万２,０００円

お願いしております。 

 １０ページをお願いいたします。２款１項１目督促手数料は１２万円をお願いしております。 

 １１ページをお願いいたします。３款１項１目災害臨時特例補助金は、存置科目として

１,０００円お願いしております。次の総務費国庫補助金は廃目となっております。 

 １２ページをお願いいたします。４款１項１目保険給付費等交付金１３億６９７万７,０００円

の内訳は、医療給付費の支払いとして県から交付される普通交付金１２億７,３７５万７,０００円

や、保険者努力支援制度や特別調整交付金等として県から交付される特別交付金３,３２２万円

となっております。 

 １３ページをお願いいたします。４款２項１目財政安定化基金交付金は、存置科目として

１,０００円お願いしております。 

 １４ページをお願いいたします。５款１項１目利子及び配当金は、国民健康保険給付費等支払

準備基金預金利子として２万５,０００円をお願いしております。 

 １５ページをお願いいたします。６款１項１目一般会計繰入金は１億６,０２６万３,０００円

お願いしております。 

 １６ページ、７款１項１目療養給付費交付金繰越金及び２目その他繰越金は、存置科目として、

それぞれ１,０００円お願いしております。 

 １７ページをお願いいたします。８款１項１目延滞金は１０万１,０００円、２目加算金は、

一般被保険者分と退職被保険者等分として、それぞれ１,０００円の存置科目としてお願いして

おります。３目過料も、存置科目として１,０００円お願いしております。 

 １８ページ、８款２項１目預金利子は、存置科目として１,０００円お願いしております。 

 １９ページをお願いいたします。８款３項１目特定健康診査等受託料も、存置科目として

１,０００円をお願いしております。 

 ２０ページをお願いいたします。８款４項１目一般被保険者第三者行為納付金は１００万円、
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２目退職被保険者等第三者行為納付金、３目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金、

５目療養給付費等負担金、６目療養給付費等交付金、７目特定健康診査等負担金、８目雑入は、

存置科目として、それぞれ１,０００円をお願いしております。 

 ２１ページ、一部負担金は廃款、廃項、廃目となっております。 

 ２２ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費は、２２ページから２３ページに記載しており、職員２名分の人件費

並びに国保事務等に関する経費１,６４９万２,０００円をお願いしております。 

 ２３ページ、１款１項２目国民健康保険団体連合会負担金は１０２万３,０００円をお願いし

ております。 

 ２４ページをお願いいたします。１款２項１目賦課徴収費は１４万６,０００円、２５ページ、

１款３項１目運営協議会費は６０万円、２６ページ、１款４項１目医療費適正化特別対策事業費

３１８万７,０００円は、医療費適正化やレセプト点検等に関する経費でございます。２目収納

率向上特別対策事業費は５１万２,０００円をお願いしております。 

 ２７ページをお願いいたします。趣旨普及費は、廃項、廃目となっております。 

 ２８ページをお願いいたします。２款１項１目一般被保険者療養給付費は１１億２,００３万

８,０００円、２目退職被保険者等療養給付費は１,０００円の存置科目、３目一般被保険者療養

費は１,５７８万６,０００円、４目退職被保険者等療養費は１,０００円の存置科目、５目診査

支払手数料は２４８万５,０００円をお願いしております。 

 ２９ページをお願いいたします。２款２項１目一般被保険者高額療養給付費は１億６,４６１万

９,０００円、２目退職被保険者等高額療養費は１,０００円の存置科目、３目一般被保険者高額

介護合算療養費は５００万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費は１,０００円の存置科

目をお願いしております。 

 ３０ページをお願いいたします。２款３項１目一般被保険者移送費は１０万円、２目退職被保

険者等移送費は１,０００円の存置科目をお願いしております。 

 ３１ページをお願いいたします。２款４項１目出産育児一時金は、２０件分、８４０万

５,０００円お願いしております。 

 ３２ページ、２款５項１目葬祭給付費は、４０件分、１２０万円をお願いしております。 

 ３３ページをお願いいたします。３款は、福岡県に納付する国民健康保険事業費納付金となっ

ております。３款１項１目一般被保険者医療給付費分は２億６,８８６万３,０００円、２目退職

被保険者等医療給付費分は１３万９,０００円、３４ページ、３款２項１目一般被保険者後期高

齢者支援金等分は８,３４５万６,０００円、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は１万

８,０００円をお願いしております。 
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 ３５ページ、３款３項１目介護納付金分は２,８４４万９,０００円をお願いしております。 

 ３６ページをお願いいたします。４款１項１目その他共同事業事務費拠出金は、退職者医療年

金受給者リスト作成費用負担金として１,０００円を、国民健康保険団体連合会からの通知によ

りお願いしております。 

 ３７ページをお願いいたします。５款１項１目保健衛生普及費１３５万９,０００円、２目疾

病予防費は１９万２,０００円をお願いしております。 

 ３８ページをお願いいたします。５款２項１目特定健康診査等事業費は、３８ページから

３９ページに記載しており、特定健康診査及び特定保健指導に関する事業費として２,１７５万

８,０００円をお願いしております。 

 ４０ページをお願いいたします。６款１項１目国民健康保険給付費等支払準備基金積立金は、

基金預金利子積立金として２万６,０００円をお願いしております。 

 ４１ページをお願いいたします。７款１項１目利子は、一時借入金利子として２０万円をお願

いしております。 

 ４２ページをお願いいたします。８款１項１目一般被保険者保険税還付金は１５０万円、２目

退職被保険者等保険税還付金と３目償還金は１,０００円の存置科目をお願いしております。 

 ４３ページをお願いいたします。９款１項１目予備費は５００万円お願いしております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．議案第１６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１６号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山保険環境課長。 

○保険環境課長（横山 由枝君）  議案書の５４ページをお願いいたします。 

 議案第１６号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算を地方自治法第

２１１条の規定に基づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。  

 内容につきましては、別紙予算書で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

１,３５６万８,０００円に定めようとするものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入でございます。 

 １款１項１目特別徴収保険料は、年金から徴収する保険料で９,７３６万円、２目普通徴収保
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険料は、納付書、口座振替等により徴収する保険料で、現年度分４,００５万６,０００円、滞納

繰越分４２万円をお願いしております。 

 ８ページをお願いいたします。２款１項１目督促手数料は、１００件分、１万円をお願いして

おります。 

 ９ページをお願いいたします。３款１項１目事務費繰入金は１,４２３万２,０００円、２目保

険基盤安定繰入金は、低所得者の保険料軽減分を補痾するもので、５,８６８万８,０００円をお

願いしております。 

 １０ページをお願いいたします。４款１項１目繰越金２３０万円、１１ページ、５款１項１目

保険料還付金は５０万円。 

 １２ページ、５款２項１目雑入は１,０００円の存置科目、１３ページ、５款３項１目延滞金

も１,０００円の存置科目でお願いしております。 

 １４ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費は、１４ページから１５ページに記載しており、短時間勤務会計年度

任用職員１名分と職員１名分の人件費として６８６万４,０００円をお願いしております。 

 １６ページをお願いいたします。１款２項１目徴収費は６９万１,０００円をお願いしており

ます。 

 １７ページをお願いいたします。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の

分担経費及び保険料等の納付として２億４５１万３,０００円をお願いしております。 

 １８ページ、３款１項１目保険料還付金は５０万円。 

 １９ページ、４款１項１目予備費は１００万円をお願いしております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．議案第１７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１７号令和３年度桂川町水道事業会計予算についてを議題といた

します。 

 本案について、内容の説明を求めます。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  議案第１７号について御説明申し上げます。 

 議案書５５ページをお開きください。 

 本議案は、令和３年度桂川町水道事業会計予算でございます。 

 本予算につきまして、地方公営企業法第２４条第２項の規定に基づき、本議会での議決に付す

るものでございます。 
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 内容につきましては、別紙の桂川町水道事業会計予算書にて御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。第２条、業務の予定量は、給水戸数５,９１４戸、年間

の有収水量は１３４万７,３３６ｍ３、１日平均有収水量は３,６９１ｍ３を予定いたしておりま

す。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 第１款水道事業収益では２億３,１８８万９,０００円を予定しております。支出では、第１款

水道事業費用として２億２,０５６万３,０００円を予定しています。差引きの事業収益では

１,１３２万６,０００円の黒字を見込んでいます。 

 ３ページをお開きください。第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。  

 収入の予定はありません。支出では３,１９４万３,０００円を予定しています。また、収入が

支出に対して不足する額３,１９４万３,０００円につきましては、過年度分損益勘定留保資金

３,０６６万５,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１２７万８,０００円

で補痾するものでございます。 

 第５条は、議会の議決を得なければ流用することのできない経費として、職員の給与費

７,５１２万円を定めています。 

 ６条では、棚卸資産の購入限度額を２００万円と定めております。 

 予算内容につきましては、２５ページからの令和３年度桂川町水道事業会計予算説明書で御説

明させていただきます。 

 ２５ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款水道事業収益１項１目給水収益の２億２,１４４万３,０００円は水道使用料金、２目受託

工事収益１,０００円は修繕料、３目その他の営業収益１５４万４,０００円は、各種手数料及び

口径別納付金として、それぞれの調定見込額を計上いたしております。２項１目受取利息及び配

当金は、預金利息として５８万２,０００円。 

 ２６ページをお開きください。２目長期前受金戻入は８３１万７,０００円、４目雑収益は

１,０００円を、それぞれ計上いたしております。３項１目過年度損益修正益１,０００円は、存

置科目として計上いたしております。 

 ２７ページをお開きください。収益的支出でございます。 

 １款水道事業費用１項１目原水及び浄水費８,８９９万２,０００円は、浄水費に係る経費で、

主なものは職員３名分と会計任用職員３名分の人件費、施設の維持管理に伴う委託費、修繕費、

動力費、検査手数料、施設の整備等を計上いたしております。 

 ２９ページをお開きください。２目配水及び給水費３,９４１万２,０００円は、給配水設備等

に係る経費で、主なものは水道設備の維持管理を担当する職員２名分と会計任用職員１名分の人
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件費、水道配水管の漏水調査委託料、修繕費等を計上いたしております。 

 ３０ページをお開きください。３目受託工事費１,０００円は、材料費を存置科目として、

４目総係費３,２２４万５,０００円は、経理事務全般に係る庶務的経費で、主なものは関係職員

３名分と会計任用職員１名分の人件費、検針人や集金人に対する委託料、口座振替手数料等をそ

れぞれ計上いたしております。 

 ３１ページをお開きください。５目減価償却費４,０１８万３,０００円は、浄水場の建物、構

築物、機械及び装置、水利権の減価償却でございます。６目資産減耗費１９６万３,０００円は、

機械及び装置等の除却費、７目その他営業費１,０００円は、存置科目としてそれぞれ計上いた

しております。 

 ３２ページをお開きください。２項１目支払利息及び企業債取扱諸費４０９万２,０００円は

企業債借入利息、２目消費税１,２６２万２,０００円は消費税見込額、３目雑支出１,０００円

は、存置科目としてそれぞれ計上いたしております。３項１目過年度損益修正損１,０００円は、

存置科目を計上いたしております。 

 ３３ページをお開きください。４項１目予備費、予備費として１００万円を計上いたしており

ます。 

 ３１ページをお開きください。資本的収入及び支出です。 

 収入についての予定はありません。 

 支出でございます。１款資本的支出１項１目メーター費２９万円は、メーター器の購入費とし

て、２目建設改良費７００万円は、豆田浄水場のろ過池連絡管の更新工事費として、４目固定資

産購入費６７５万４,０００円は、浄水場などにおける機械及び装置の購入費をそれぞれ計上い

たしております。 

 ２項１目企業債償還金１,６８８万９,０００円は、企業債借入金の元金分を計上いたしており

ます。 

 ４項１目予備費、予備費として１００万円を計上いたしております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上は議決賜りますようお願いいたしまして、提案

説明とさせていただきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２８．報告第１号 

○議長（原中 政燵君）  報告第１号工事請負契約の変更の専決処分についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。小金丸建設事業課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  報告第１号専決処分について御説明いたします。 

 議案書５６ページをお開きください。令和２年１０月２８日に、臨時議会において議決を受け



- 67 - 

ました総合福祉センターガスヒートポンプエアコン更新等設備工事請負契約について、次のとお

り工事請負契約の一部を変更し、令和３年１月１３日付で専決処分したので御報告いたします。 

 工事名、工事請負人につきましては記載のとおりでございます。 

 工事請負額、変更前８,１４０万円（消費税含む）、変更後８,３３３万４,９００円（消費税

含む）。 

 工期、変更前、契約の効力発生の翌日から令和３年１月１５日までを、変更後は令和３年２月

５日までとしております。 

 変更の理由につきまして、総合福祉センターガスヒートポンプエアコン更新等設備工事につい

て、工事の進捗に伴い工事費用及び期間を変更する必要が生じましたので、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同条第２項の規定により、これを報告する

ものでございます。 

 議案書５８ページをお開きください。変更の内容について御説明いたします。 

 請負契約額の増額、変更後の金額は８,３３３万４,９００円、これは変更前の金額に対して

１０２.４％となります。その差額は１９３万４,９００円の増額となり、変更前の金額に対して

２.４％分に相当いたします。 

 期間の変更理由、非常用発電機は受注生産品であり、その製作に時間を要したため、期間を令

和３年２月５日まで２１日間延長いたしました。 

 主な変更内容について御報告いたします。 

 エアコン室内機の設置数が９０台から８５台に減り、６８万１,０００円の減額となっており

ます。 

 次に、ＬＰガス非常用発電機設備工事につきましては、基礎工事が追加され１８１万円の増と

なっております。 

 次に、供給設備工事、ガス配管等でございますが、実績に伴う変更で６８万８,０００円の増

額となっております。 

 次の議案書５９ページをお開きください。図１は、屋内空調設備配置図を示しております。室

内機８５台の位置を示しているものでございます。 

 次の６０ページをお開きください。図２は、屋上の空調設備配置図を示しております。図の中

で赤く示している印は、電源切替盤及び非常用ＬＰガス発電機を示しており、これらの基礎を追

加して設置しております。 

 以上、簡略な説明ではございますが、専決処分の御報告とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。ただいまの課長に説明に対し、質疑ありませ



- 68 - 

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  質疑なしと認めます。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すみません。この一番 後の地図を見せていただいても、私、分

からないんですけど、位置変更ってありますけど、位置は何で変更したんですか。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○建設事業課長（小金丸卓哉君）  議員の質問にお答えいたします。失礼します。 

 当初、計画しておりました位置につきましては、建物の構造を考慮したときに、はりの上に発

電機を載せたほうが建物に負荷がかからない、補強する必要がないということで変更になりまし

て、この位置に変更となっております。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  難しいこと、よく分からないけど、元は、はりの上じゃなかった

んですね。そしたら、はりの上に載せたほうがいいちゅうことでなった。 初、誰が設計したか

知らないけど、それ、 初気がつかなかったんですか。そして、これによって、お金が上がった

んでしょ。気がつかなかったんですね。そうですか。はい。 

○議長（原中 政燵君）  澤川議員、よろしいですか。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  はい。 

○議長（原中 政燵君）  それではですね、質疑なしと認めます。癩癩これで質疑を終わります。

失礼しました。 

 報告第１号工事請負契約変更の専決処分についてを終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（原中 政燵君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時21分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


