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桂川町告示第17号 

 令和４年第２回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和４年２月18日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和４年３月４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９日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月11日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月23日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和４年 第２回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和４年３月４日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和４年３月４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 桂川町教育委員会委員の任命 

 日程第７ 同意第２号 桂川町公平委員会委員の選任 

 日程第８ 選挙第１号 桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第10 議案第３号 町道路線の認定 

 日程第11 議案第４号 桂川町議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第12 議案第５号 桂川町特別職の職員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第13 議案第６号 桂川町教育委員会教育長の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第14 議案第７号 桂川町宿泊税交付金基金条例の制定 

 日程第15 議案第８号 桂川町職員の育児休業等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９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17 議案第10号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

 日程第18 議案第11号 桂川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定 

 日程第19 議案第12号 桂川町湯の浦総合キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例の制定 

 日程第20 議案第13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21 議案第14号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（第５号） 
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 日程第22 議案第15号 令和３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23 議案第16号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第24 議案第17号 令和４年度桂川町一般会計予算 

 日程第25 議案第18号 令和４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26 議案第19号 令和４年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第27 議案第20号 令和４年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第28 議案第21号 令和４年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第29 議案第22号 令和４年度桂川町水道事業会計予算 

────────────────────────────── 

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 桂川町教育委員会委員の任命 

 日程第７ 同意第２号 桂川町公平委員会委員の選任 

 日程第８ 選挙第１号 桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦 

 日程第10 議案第３号 町道路線の認定 

 日程第11 議案第４号 桂川町議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第12 議案第５号 桂川町特別職の職員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第13 議案第６号 桂川町教育委員会教育長の期末手当の支給の特例に関する条例の制定 

 日程第14 議案第７号 桂川町宿泊税交付金基金条例の制定 

 日程第15 議案第８号 桂川町職員の育児休業等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９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17 議案第10号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

 日程第18 議案第11号 桂川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定 
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 日程第19 議案第12号 桂川町湯の浦総合キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例の制定 

 日程第20 議案第13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21 議案第14号 令和３年度桂川町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第22 議案第15号 令和３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23 議案第16号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第24 議案第17号 令和４年度桂川町一般会計予算 

 日程第25 議案第18号 令和４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26 議案第19号 令和４年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第27 議案第20号 令和４年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第28 議案第21号 令和４年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第29 議案第22号 令和４年度桂川町水道事業会計予算 

────────────────────────────── 

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  山邉 久長君 

教育長  大庭 公正君   総務課長  横山 由枝君 

企画財政課長  小平 知仁君   建設事業課長  原中  康君 

住民課長兼会計管理者  北原 義識君   税務課長  秦  俊一君 
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保険環境課長  永松 俊英君   健康福祉課長  川野 寛明君 

産業振興課長  小金丸卓哉君   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４年第２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、４番、杉村明彦君、５番、大塚

和佳君を指名します。 

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します。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２０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２３日までの

２０日間に決定しました。 

 これより、町長に行政報告、令和４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。 

 日ごとに春の訪れが感じられる季節になりました。 

 新型コロナウイルスによるパンデミックは、様々な経緯をたどりながら３年目を迎えています。

変異株オミクロンが猛威を奮い、全国的に感染が継続している状況にあります。福岡県におきま

しても、まん延防止等重点措置が３月６日まで発出され、まだまだ出口が見えない状況が続いて

います。一日も早いコロナウイルスの終息を心から願う次第でございます。 

 また、北京で開催された冬季オリンピックにおける日本選手の活躍は目を見張るものがありま
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した。しかし、ロシアのウクライナ侵攻は予断を許さない情勢にあり、一刻も早い停戦と平和的

な解決を切に願う次第であります。 

 なお、令和４年度の施政方針及び予算編成については、私の町長としての任期最後の年に当た

ります。基本的には、これまで取り組んできた町づくりを継続して推進し、文化の薫り高い、心

豊かな町づくりを目指していきたいと考えています。 

 さて、本日は、令和４年第２回桂川町議会定例会を開催しましたところ、議員の皆様には公私

ともお忙しい中にもかかわりませず御出席を頂き、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４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。 

 はじめに、本年３月３１日をもって退職します職員は、一般職３名、再任用職員２名、保健師

１名、保育士１名、技能労務職１名の計８名ですが、技術職等の採用については、期間的に採用

試験の実施が困難であったため、４月１日付の採用は一般職５名を内定しているところです。 

 次に、地方公務員法の一部改正に伴い、地方公務員の定年が６０歳から６５歳に改正され、令

和５年４月から２年ごとに１歳ずつ段階的に引き上げられることになりました。今後、関係条例

の整備等が必要になるものと認識しています。 

 次に、人事院は、昨年８月に一般職の国家公務員の期末手当を０.１５月分引き下げる勧告を

行いました。通常であれば１２月の期末手当から実施するものですが、諸般の事情から令和４年

６月の期末手当から減額調整を行うものとされたところです。 

 本町ではこれに伴い、一般職は令和４年６月の期末手当から引下げを行うための条例の改正案

を上程しています。また、町議会議員、特別職、教育長については、０.１５月分の引下げを行

うための特例に関する条例案を上程していますので、よろしくお願いします。 

 次に、個人情報の保護に関する法律等の一部改正により、個人情報ファイル簿を作成し、公表

することが義務付けられました。これは、個人情報取扱いの透明性を図り、適正な管理を確保す

るため、個人情報の名称、利用目的、記録項目などを記録したファイルの作成を必要とするもの

です。令和４年度では準備期間として事務作業を行い、５年度からの実施に取り組んでまいりま

す。 

 次に、行政手続における押印等の見直しについては、法令等により押印が必要とされているも

のや、外部機関、金融機関等から求められているものを除き、慣例的なものについては廃止の方

向で検討しています。 

 今回、押印廃止の条例改正案を上程するとともに、規則等の改正についても取り組んでいると

ころです。 

 次に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について、地域の旅客運送サービスの持続
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可能な提供等を確保することを目的とした、地域公共交通活性化計画の策定が求められています。

この計画は、町内を運行する西鉄バスが国の補助金の適用を受けていることもあり、計画策定の

ための新たな機関として地域公共交通会議を設置したいと考えています。 

 次に、湯の浦総合キャンプ場は、自然体験や登山、宿泊等ができる貴重な地域資源であり、弥

山岳やゆのうら体験の杜などと一体的な利活用を図るために管理運営体制を整備したいと考えて

います。今回、当施設に関する管理運営の所管変更について、条例の改正案を上程していますの

でよろしくお願いします。 

 次に、２月末時点におけるふるさと応援寄附金の状況は、件数で５,４９６件、金額では

５,８５７万９,０００円となっています。今年度は、インターネット掲載サイトの追加や返礼品

の拡充などを求めるとともに、令和２年度に御寄附を頂いた皆様へお礼のパンフレットを送付す

るなど、本町の紹介、ＰＲに取り組みましたが、前年度実績の約５４％にとどまっています。状

況の変化を注視しながら、返礼品の掘り起こしや寄附金ウェブサイトのブラッシュアップに努め、

事業の推進を図ってまいります。 

 次に、県事業で取り組んでいます県道豆田稲築線（九郎丸工区）については、現在、計画道路

に要する用地測量や建物調査に着手され、令和４年度からは用地買収が進められる予定です。本

町としましても、地元協議等に関する支援を積極的に行い、早期に安全で利便性の高い道路整備

を推進してまいります。 

 次に、二反田団地Ｂ棟建築工事については、現在、基礎杭の設置及び１階下の基礎工事が完了

し、２月末現在の進捗率は１１％となっています。本年１２月の完成に向けて順調に工事が進め

られているところです。また、桂川交番付近から二反田団地に通じる町道新町狩野線の道路改良

については、沿道の地権者の皆様の御理解と御協力を頂きながら用地買収を進めているところで

す。 

 次に、本町のまちづくりの基盤となる住みよい定住づくりや民間の開発行為を推進する上で土

地の有効活用が課題になっています。このため、町が所有する遊休地について、競争入札による

公有地販売に積極的に取り組んでまいります。具体的な内容については、広報「けいせん」や町

のホームページ等に掲載しますので、参考にしていただきたいと思います。 

 次に、現在、税金、使用料等の収納は、役場会計窓口及び指定金融機関等にて実施しています

が、収納機会の拡充及びキャッシュレス化による利便性の向上を図るため、コンビニエンススト

アでの納付やスマートフォンによる電子決済を検討しているところです。令和５年度からの実施

を目指しています。 

 次に、昨年１２月に国が実施した新型コロナウイルス対策・子育て世帯臨時特別給付金に関連

して、所得制限による給付金の支給対象外になられた世帯に対し、町独自の取組として、子供
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１人当たり１０万円を給付したいと考えています。 

 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６年度から１１年度までを均一化移行期間としています。本町もこれに対応するため、桂川

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会を中心に、様々な角度から調査研究を続けていると

ころです。 

 本町の場合、県の保険料均一化の前に、現在の課税方法を４方式から３方式に変更する必要が

あります。このため、具体的な内容等について、国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問

し、関係条例の改正等に取り組んでまいります。 

 次に、福岡県央環境広域施設組合のごみ処理施設新工場建設の最終候補地として、桂苑とその

周辺が最適地と判断されていることにつきましては、昨年の１２月議会で報告したところです。

その後、地元説明会等の開催を計画しようとしましたが、コロナの関係で実現できていません。

地元の皆さんの御意見等を伺いながら取り組む必要があると考えています。 

 また、事業の推進に当たり、組合側から本町の職員を再編建設推進室に派遣されたいとの要請

がありましたので、本年４月から派遣したいと考えています。 

 次に、第２期健康増進食育推進計画については、健康づくり推進協議会で御協議いただき、最

終的な取りまとめ作業を行っているところです。また、町民の皆様の健康維持・増進のために、

各種検診、健康教室、介護予防等の内容充実を図るとともに、新規事業として健康ポイント事業

を展開し、幅広く健康増進運動を推進していきたいと考えています。 

 次に、新型コロナウイルス感染症につきましては、本年１月からオミクロン株による感染拡大

が収まらず、本町においても２月末現在で延べ４０８人、２月は２１１人が感染され、特に若い

人は家庭内で感染するケースが増えているようです。 

 本町では、現在ワクチンの３回目接種を推進し、６５歳以上の高齢者の接種は順調に進んでい

ます。また、６４歳以下の方についても、２回目の接種から６か月を経過した人を対象に、順次

接種券を発送し接種を促しているところです。 

 なお、５歳から１１歳までの小児ワクチン接種については３月中旬から実施する計画で、具体

的には５歳、６歳児は、桂川町総合体育館で２市１町合同による集団接種を実施し、７歳から

１１歳児は、個別にそれぞれの医療機関で接種できるように体制が組まれていますので、接種券

が届きましたら、ぜひ御検討くださいますようお願いいたします。 

 次に、農業振興については、農地や農道、水路等の環境保全のため、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取組の支援を継続してまいります。 

 また、新規に就農する青年農業者の支援策として、県や農協と連携しながら農業次世代人材投

資事業を活用し、地域農業の活性化を図ってまいります。 
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 次に、現在、県事業として取り組んでいます七浦溜池の改修については、令和４年度中に国の

審査を受け、令和５年度以降には事業に着手する予定です。 

 次に、桂川駅の観光案内所については、運用開始に向けて備品購入費や管理費などを予算計上

しています。施設の機能としては、観光を含めた桂川町の情報発信及び交通結節点としての休憩

所を柱として想定し、利用者の状況等を勘案しながら実施したいと考えています。なお、皆さん

に親しまれる施設として愛称の募集を行う計画です。 

 次に、令和４年度の保育所入所受付状況については、２月末日現在のところ、申込み児童全員

の受入れが可能な状況になっています。 

 次に、吉隈保育所民営化に向けての取組については、移管先事業者の社会福祉法人明見会と引

継ぎ保育及び事務手続等を順調に進めているところです。 

 また、移管後の私立吉隈保育園の施設改善については、明見会の意向を考慮するとともに、国

の交付金等の活用方法や交通利便性、移設先の用地の確保等についても積極的に支援していきた

いと考えています。 

 なお、土師保育所の施設改善については、町の重要な課題として認識しているところです。 

 次に、安全でおいしい水の提供が求められる上水道事業については、近年、多発している大雨

等による原水濁度の上昇や水質の変化に迅速に対応するため、常時監視観測できる広域監視シス

テム、クラウドシステムを導入したいと考えています。このことにより、これまで職員の目視や

経験による判断に頼っていたことが数値化されることになり、人為的なミスを未然に防ぐととも

に、インターネットによる遠隔指示等が可能になるものです。 

 次に、桂川小学校の屋上の防水及び外壁塗装工事については、先月の臨時町議会において工事

変更契約の議決及び関連予算の御承認を頂き、ありがとうございました。子供たちの学校活動と

並行した工事であり、関係者の皆様には大変御不便、御迷惑をおかけしていることと思いますが、

おかげさまで予定の工期内に完成のめどが立ち、うれしく思っているところです。皆様の御理解

と御協力に心から感謝申し上げます。 

 次に、社会教育事業では、子供から高齢者まで生き生きと暮らせるための学習機会の提供に努

め、「夢・人・未来塾」アンビシャス広場をはじめとする各種事業や、社会教育関係団体と連携

し、町全体で子供たちを見守り、育てる環境づくりに取り組みます。 

 また、デジタル社会の進展に伴い、高齢者を対象にスマートフォン教室を開催し、現代社会に

マッチした生活様式の進化を後押しします。 

 なお、民法の改正に伴い、今年４月から成人年齢が１８歳になりますが、本町の来年の成人式

は、これまでの形態を基本に置いて開催する予定です。 

 次に、町立図書館では、子供向けの折り紙教室、小学生読書リーダー養成講座、英語の絵本を
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使った読み聞かせなどを行っています。 

 また、子育て支援事業の一環としてブックスタート事業を行い、幼少期から本に親しむ環境づ

くりに努めるとともに、本年度に導入した電子図書については書籍の充実を図ってまいります。 

 次に、人権・同和問題は、社会情勢の変化、インターネットの普及等により、ますます多様化

し複雑になっています。今後も町民一人ひとりの人権が保障をされる町づくりを目指して、同和

問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決に取り組んでまいります。 

 次に、王塚古墳については、令和２年度に策定した特別史跡王塚古墳保存活用計画に基づき、

令和４年度は、石室を支える鋼管支柱について検証する調査を開始します。 

 また、昭和４２年に発行された桂川町史をデジタル化し、電子図書として利用者の閲覧に寄与

したいと考えています。 

 次に、一般会計予算について御説明します。 

 まず、議案第１４号令和３年度桂川町一般会計補正予算（第５号）につきましては、補正額

８,１２８万４,０００円を追加し、予算の総額を６８億１,５７５万１,０００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、国の補正予算において措置された普通交付税の臨時費目臨時財政対

策債償還基金費を減債基金に積み立てるものや、住民基本台帳システム改修委託料、宿泊税交付

金基金積立金などを計上しています。そのほかには、決算を考慮した精算見込み等による補正計

上であります。 

 以上が、令和３年度一般会計補正予算（第５号）の主な内容でございます。 

 次に、令和４年度一般会計予算について御説明いたします。 

 総務省が示した令和４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

社会情勢等を含め、歳出面においては地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推

進、消防、防災力の一層の強化等に対応するために必要な経費を計上するとともに、地方団体が

行政サービスを安定的に提供できるよう、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、経済財政運営と改革の基本方針２０２１等を踏まえ、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３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４年度予算は、対前年度比８.４％増の６２億５,５９３万

２,０００円と定めています。 
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 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、１項町民税は、懸念していました新型コロナウイルス感染

症の影響は小さく、令和３年度の町税実績等を勘案して個人分で７.９％の増、法人分で

２０.３％の増を計上しています。 

 また、４項町たばこ税は、加熱式たばこの課税方式見直しの影響により２７.０％の増を見込

み、町税全体では５.５％、５,９９８万７,０００円増の１１億５,８０２万７,０００円を計上

しています。 

 １１款地方交付税については、国全体の総額は１８兆５３８億円で前年度と比べ３.５％の増

となっています。本町の普通交付税は、吉隈保育所民営化の影響や令和３年度国の補正予算にお

ける国税収入の増額補正に伴う地方交付税法定率分の増額による追加交付の皆減等を勘案し、

１６億４,５４１万３,０００円としています。 

 また、特別交付税については、令和２年度の決定額から約２０％減の２億円を計上しています。 

 １７款財産収入では、２項財産売払い収入において、町が保有する遊休地の売払い収入を計上

しています。 

 １９款繰入金では、財政調整基金ほか４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。財政調整基金については前年と同額の２億円、また公共事業整備基金

については、町道豆田稲築線の町移管に伴う修繕費と合わせて６,０００万円を計上しています。 

 ２２款町債は、町営住宅二反田団地建替え（第２期）事業に係る建設事業債や庁舎照明のＬＥ

Ｄ化に係る高効率照明機器整備事業債を新規計上しています。 

 続きまして、歳出予算では、２款総務費において、ふるさと応援寄附金事業費や移住・定住奨

励事業費などのほか、新規事項として公共施設等総合管理計画の策定に係る経費などを計上して

います。 

 ３款民生費では、社会福祉費や障がい者福祉費、老人福祉費など社会生活に必要な経費等を計

上しています。新規事項としては、私立保育園における保育支援者配置及び保育の安全対策に係

る補助金などを計上しています。 

 ４款衛生費では、各種予防接種や健康増進環境衛生施設関係など、健康で衛生的な生活環境を

保持するための関連経費を計上しています。 

 また、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種の関連経費のほか、新規事項として高齢者の

保健事業と介護予防の一体的な支援事業費を計上しています。 

 なお、福岡県央環境広域施設組合負担金については、当組合内の基金の一部取崩しに伴い基金

の還付が生じたため、当該還付分と負担金を相殺した金額を予算計上しています。 

 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
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資金貸与金などを。 

 ６款農林水産業費では、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金などの経費のほ

か、ため池ハザードマップ作製費や水利施設改修事業費を計上しています。 

 ７款商工費では、商工業の振興や消費者行政に関する経費のほか、桂川駅観光案内所の開所関

連経費を。 

 ８款土木費では、道路橋梁の維持改良費や二反田団地建設事業の関連経費などを計上していま

す。 

 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。 

 １０款教育費では、小中学校における少人数学級や学力アップ推進事業、土曜学習教室、セカ

ンドスクール授業、タブレット端末の利活用に関わるＧＩＧＡスクール推進事業費等を新規計上

しています。 

 以上が、一般会計予算の概要でございます。 

 なお、令和３年度国の補正予算において、新たに新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金が措置されました。これを受けて実施します第４次桂川町新型コロナウイルス感染症緊急

支援対策事業の関連予算として、本定例会の中日に令和４年度一般会計補正予算（第１号）とし

て上程しますので、よろしくお願いします。 

 なお、本日御提案します議案は、桂川町教育委員会委員の任命並びに桂川町公平委員会委員の

選任についての同意案件が２件、桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてが１件、

人権擁護委員候補者の推薦についての諮問が１件、町道路線の認定に関するもの１件、町議会議

員及び特別職の期末手当の支給に関する条例の制定についてが３件、基金条例の制定に関するも

の１件、押印の見直しに伴う条例の制定が１件、条例の一部改正が５件、令和３年度補正予算が

３件、令和４年度の一般会計及び特別会計予算が６件の計２２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
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務経済建設委員会の審査結果を報告します。 

 １２月議会定例会を終え本議会まで、延べ４回の委員会を開催いたしました。 

 本年度においては、１０か所の道路事業がなされ、舗装改修を中心とした道路整備がなされて

おります。また、福岡県が実施した桂川町役場から嘉穂総合高校までの新しい道路癩癩県道豆田

稲築線土師工区の整備に伴い、令和４年度内には総合高校北側交差点から又手交差点までの間は

県道となり、従来の県道豆田稲築線が町道管理になる管理替えが行われます。その準備工事とし

て、土居別道交差点より又手交差点までの区間の道路補修工事が福岡県飯塚県土整備事務所によ

りなされております。これに併せて、令和４年度には桂川町が管理している区間においても、道

路補修の対応を町が行う予定となっております。 

 また、６階建ての町営住宅二反田団地の２棟目は、令和３年度より建設される中、その進入路

に当たる新町狩野線についても隣接の農地を用地買収することにより、２車線への拡幅工事の取

組が進められております。 

 一方で、令和３年度においては、予定していた改修ができなかった箇所があり、できるだけ早

い道路改修の対応を指摘したところです。 

 このほか、各行政区長からの要望箇所についても、未整備箇所が数多くあることから、緊急性、

安全性を検討しながら、道路管理の指摘を行っていく予定です。 

 したがいまして、引き続き閉会中の継続審査をお願いして、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、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、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．文教厚生委員会長報告 

○議長（原中 政燵君）  続きまして、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。 
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○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。 

 １２月定例会後、４回の委員会を開催し、ひまわりの里、武道場、グラウンド・ゴルフ場、

ゲートボール場などを視察しました。 

 総合福祉センターひまわりの里の中にあるひまわりのたねは広くなり、幼児が快適に過ごすこ

とができる施設となっています。現在は、コロナ禍で使うことができないのが残念です。 

 武道場は、施設が古くなっていますが整備が行き届いていました。大事に使われていると思い

ました。しかし、周囲の植え込みの中にたばこの吸い殻などがありました。青少年の教育にとっ

て許せないことです。 

 グラウンド・ゴルフ場は寒い中、町の皆さんが笑顔で楽しんでいらっしゃいました。休憩室の

床、コースに設置されている枕木などの劣化が指摘されています。また、屋根がさびてきていま

す。「腐食する可能性があるので、早く修理をしたほうが費用がかからないのに」と言われてい

ました。女性の方は「トイレの便座が冷たい」と言われていました。 

 高齢者の運動や学習などは女性の参加が多く、男性が少ないのが常ですが、グラウンド・ゴル

フ場は男性の参加も多く、町外にも広く知られている施設です。必要な修理は早く行うべきです。 

 ゲートボール場はきれいに整備されています。使われている方がボランティアで掃除などをさ

れているそうです。ありがたいことです。しかし、ゲートボールをされている方は少なくなって

います。ゲートボール場をどのようにしていくのか考える時期に来ているように思われます。 

 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

査をお願いいたします。 

○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、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 
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○議長（原中 政燵君）  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１日に第３６号を発行いたしました。 

 当委員会では、引き続き桂川議会だより第３７号を発行するため、継続審査をお願いし、当委

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、選挙１件、諮問１件、議案２０件であります。 

 同意第１号、２号、選挙第１号、諮問第１号、議案第４号から第６号までの議案は、本日即決

していただき、議案第３号、議案第７号から議案第１６号については、本日質疑を受けた後に各

常任委員会に付託いたします。 

 議案第１４号から議案第１６号については、１１日の本会議で採決を行い、議案第３号、議案

第７号から議案第１３号については、２３日に採決を行います。 

 議案第１７号から議案第２２号までについては、本日説明を受け、１１日の本会議で質疑を受

けた後に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、２３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号桂川町教育委員会委員の任命について同意を求める件を議題
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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）  同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

 本件は、桂川町教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 現在、教育委員として勤めていただいております新宮鈴香氏の任期が、本年３月５日をもって

任期満了となりますので、同氏を再任することについて、提案するものでございます。 

 新宮鈴香氏は、住所は桂川町大字土師３１２８番地５で、昭和２９年４月５日生まれの６７歳

でございます。 

 新宮氏は、昭和５０年３月に鎮西学園短期大学英語科を卒業され、翌５１年４月からアヅマア

イデアル商事株式会社に入社され、出産と育児のため同社を退社された後、平成２年４月から株

式会社カイテックスに入社、平成１８年１０月に同社を退職されています。その後、新宮氏は、

平成３０年３月に本町の教育委員会委員に就任され、現在１期目であります。 

 新宮氏は、性格は大変温厚で、多くの人に親しまれる明るい人柄であります。また、何事にも

熱心に取り組まれる方で、２人のお子さんの育児、教育を経験され、桂川小学校のＰＴＡの役員

としても活動されました。 

 さらに、桂川手話の会の会長を務められ、手話通訳者として全国統一試験に合格されるなど、

福祉ボランティアとしても活動が顕著な方でございます。 

 子供たちを大切に思うと同時に、聴覚障がいを持った人たちとの関わりを大切にし、いとうこ

となく、自分にできることを実行される新宮氏は、教育委員としてふさわしい方であり、本町の

教育行政の推進のために御活躍いただけるものと確信いたしております。 

 議員各位の御理解を頂き、御同意賜りますようよろしくお願い申し上げまして、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。 

○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。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）  日本共産党の澤川茗代子です。 

 私は、人物の評価はいたしません。今回同意を求められております新宮鈴香氏におきましては、

重大な事故や事件を起こしていないということで、私は賛成をいたします。ただし、教育行政の
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決まりについて、改善すべき点もあるということを指摘したいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  今、討論は賛成討論……。はい。 

 これから、同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について同意を求める件を採決いたします。 

 この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めてください。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（原中 政燵君）  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、５番、大塚

和佳君、６番、澤川茗代子君を指名します。 

 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）  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）  事務局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。 
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 開票を行います。大塚和佳君、澤川茗代子君、開票の立会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。 

 以上のとおり、全員賛成です。したがって、同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について

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、桂川町教育委員会委員として任命同意を受けられました新宮

鈴香さんから御挨拶を受けたいと思います。どうぞ。 

○教育委員会委員（新宮 鈴香君）  皆様、おはようございます。 

 このたび、議員の皆様から、教育委員の選任に御同意を頂きました、新宮鈴香と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 教育委員に再任させていただきましたことは、大変光栄に存じますとともに、その責任の重さ

に身の引き締まる思いがいたしております。 

 私は、これまで教育委員を４年間勤めさせていただきました。保護者の視点から、また、福祉

の視点から、桂川町の教育の在り方を見させていただきました。自分なりに、どの子供たちにも、

町民の皆様にも、教育が行き渡るようにと考え、多くの会議の中で意見を述べさせていただきま

したが、教育とは奥深いものがあり、本当に勉強させられることばかりでした。 

 ４年間の任期を終え、私でよかったのかなと思う反面、いや、もっと教育に関わっていきたい

という思いも強くなってまいりました。 

 本日、このように再任の御同意を頂きましたことは、もっとしっかりと教育に関わりなさいと

いう、議員の皆様の激励だと受け止めさせていただきたいと思っております。 

 桂川町を大きく発展させていくためには、まず、人づくりが大切だと考えます。そのために、

教育の果たす役割は大きいものがあると思います。特に、これからの桂川を担う子供たちの豊か

な心の育成が重要だと認識しております。 

 誠に微力ではございますが、桂川町の教育の推進のために努力してまいりたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○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１５分より再開します。

暫時休憩。 

午前11時01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 
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午前11時15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号桂川町公平委員会委員の選任について同意を求める件を議題

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）  同意第２号桂川町公平委員会委員の選任について御説明いたします。 

 本件は、桂川町公平委員会委員の任期が令和４年３月２５日をもって満了することから、公平

委員会委員の選任について地方公務員法第９条の２の規定により、議会の同意を求めるものであ

ります。 

 今回、御提案しています方は、松尾朋氏、諫山慶秀氏、都田智子氏であります。参考資料とし

て、７ページから９ページに資料を添付していますので見ていただきたいと思います。 

 初めに、松尾朋氏は、昭和５８年９月２６日生まれの３８歳で、住所は佐賀県鳥栖市本鳥栖町

６３３番地１０です。平成２１年３月に、西南学院大学法務研究科を修了され、平成２２年９月

に司法試験合格、平成２３年１２月に弁護士登録をされ、現在は飯塚市内に松尾・足立法律事務

所を開設されています。松尾氏は桂川町の出身で、令和３年４月から本町の情報公開・個人情報

保護審査会委員を務めていただいております。現在１期目でございます。 

 次に、諫山慶秀氏は、昭和３４年１月２日生まれの６３歳で、住所は桂川町大字土師２２７０番

地１１であります。昭和５６年３月に福岡教育大学を卒業され、同年４月から桂川小学校をはじ

め管内の小学校等に教師として勤務、平成２０年４月には田川市立弓削田小学校教頭、平成

２６年４月から田川市立鎮西小学校の校長等を歴任され、令和３年６月に退職されています。 

 次に、都田智子氏は、昭和２８年３月１２日生まれの６８歳で、住所は桂川町大字土師

３６８３番地であります。昭和４８年３月に、山口県立山口女子短期大学を卒業され、同年４月

には医療法人西福岡病院に就職、その後昭和４９年４月に医療法人ユーアイ西野病院に就職され、

昭和５４年４月から本町の職員に採用、管理栄養士として勤務されました。平成２５年３月に退

職されています。 

 ３人の方は、いずれも人格は高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務に理解があり、

人事行政に関し識見の高い方であります。本町の公平委員にふさわしい方でありますので、議員

各位の御理解を頂き御同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明と

いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（原中 政燵君）  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
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せんか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  日本共産党の澤川茗代子です。 

 ７点ほど質問をしたいと思います。まとめて申し上げます。 

 公平委員会とは、どのような組織なのか。 

 次に、この全員が再任されるのか。 

 そして、受付窓口はどこになるのか。 

 次に、報酬はどうなるのか。 

 職員への周知はどうしているのか。 

 桂川町にこの公平委員会ができたのはいつ頃か。 

 最後に、過去にこの救済措置申入れはあったか、なかったか。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  御質問にお答えいたします。 

 公平委員会とはどのような組織かというお尋ねでございますが、市町村に勤務する職員の利益

の保護と公平な人事権を行使する保障するためにある機関で、職員が納得できないペナルティー

を町長等から与えられたときに、物申すことができる救済機関となります。いわゆる役場職員の

駆け込み寺といったような存在になります。 

 全員が再任なのかという御質問でありますが、今回は全員入替えとなっているところでござい

ます。 

 窓口は、総務課人事電算係となります。 

 報酬についてのお尋ねですが、報酬は、桂川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償

に関する条例に基づき、委員長は６,０００円、委員は５,０００円となっております。 

 職員への周知でございますが、新人研修等通じて職員のほうには通知をしております。 

 桂川町ではいつから設置しているのかという御質問でございますが、桂川町単独の設置といた

しましては平成１８年からとなっております。 

 救済の申入れの御質問でございますが、平成１８年の桂川町単独の設置からお調べしましたが、

救済の申入れはございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  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）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○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。 

 これより同意第２号を採決します。 

 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号桂川町公平委員会委員の

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．選挙第１号 

○議長（原中 政燵君）  選挙第１号桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について、地方

自治法第１８２条第１項及び第２項の規定によって、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推

選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、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名すること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、議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員会委員には、大塚清文さん、栗原和子さん、深江紀子さん、足立秀子さん、以上

の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異

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、ただいま指名しました、大塚清文さ

ん、栗原和子さん、深江紀子さん、足立秀子さん、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されま

した。 

 次に、選挙管理委員補充員には、中園節男さん、吉住和代さん、田中哲男さん、吉田健一さん、

以上の方を指名します。 
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 お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異

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、ただいま指名しました、中園節男さ

ん、吉住和代さん、田中哲男さん、吉田健一さん、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されま

した。 

 次に、補充員の順序について、お諮りします。 

 補充員の順序は、ただいま議長が指名しました順序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、補充員の順序は、ただいま議長が指

名した順序に決定しました。 

 別途文書で、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知を行います。 

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９．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、人権擁護委員の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池田静子委員の任期が、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をお願いするものでございます。 

 池田氏は、住所は桂川町大字中屋４８９番地１、昭和２３年８月２７日生まれの７３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。 

 池田氏は、昭和４４年３月、市立尾道短期大学、現在の市立尾道大学、経済学部を卒業され、

出版社の編集業務に携われた後、昭和６２年３月から第一生命保険相互会社に勤務され平成６年

７月に退社、平成６年８月から平成１６年８月までの古書店ウイングを経営されていました。現

在は、桂川町に居を移され本町の人権教育啓発推進委員会委員、自治基本条例推進委員会委員を

務められています。また、平成２８年７月から人権擁護委員として御活躍いただき、現在２期目

でございます。 

 池田氏は、性格は誠実かつ温厚な方で常日頃からボランティア活動等に積極的に参加され、大
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変人望の厚い方であります。これまでのいろいろな人生経験や豊富な知識と併せて誰にでも親し

まれるお人柄は、町民の皆さんの基本的な人権を擁護すると同時に、多岐にわたる相談事や心配

事に的確に対応できる方であり、責任感と使命感を持って御活躍いただけるものと確信いたして

おります。 

 議員各位の御理解を頂き議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。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に、御注意をお願いいたします。 

 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。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  日本共産党の澤川茗代子です。 

 この人権擁護委員会というところの、構成している人数、総数を教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  本町には３名おられます。 

○議長（原中 政燵君）  川野課長。 

○健康福祉課長（川野 寛明君）  桂川町の人権擁護委員の総数ということでございますか。

（「聞こえません」と呼ぶ者あり）桂川町の人権擁護委員総数ということでよろしいでしょうか。

（「今、町長答えたよ」と呼ぶ者あり）４名です。すみません、４名です。 

○議長（原中 政燵君）  ちょっと待って。暫時休憩。ちょっと調整して。 

○町長（井上 利一君）  申し訳ございません。私の間違いでございました。４名であります。 

○議長（原中 政燵君）  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）  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号を採決します。 

 お諮りします。本件は、池田静子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、池田静子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 
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日程第１０．議案第３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第３号町道路線の認定についてを議題とします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案書の１４ページをお開きください。 

 議案第３号町道路線の認定について御説明いたします。 

 道路法第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。 

 認定する路線は表に示しております３路線でございます。 

 路線名、六反坪線、道路の起点、桂川町大字豆田字六反坪５番１地先、終点、桂川町大字豆田

字六反坪５番５地先。 

 次に、路線名、十三塚線、道路の起点は桂川町大字土師字十三塚１４０１番８地先、終点は桂

川町大字土師字十三塚１３９４番地先。 

 次に、路線名、古野２号線、道路の起点は桂川町大字土居字古野６２９番１７地先、終点は桂

川町大字土居字古野６２９番２１地先でございます。 

 提案理由といたしましては、道路法上の道路として認定するに当たり、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。 

 次のページに、参考資料として路線の延長、幅員、位置図を添付しておりますので、御参考い

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、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、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）  日本共産党の澤川茗代子です。 

 議案８号、３か所の道路を町道として認定するということでありますが、この説明書を読んだ

ときに、私がふと疑問に思ったのが、延長の長さであるとか、幅員の数値がいろいろまちまちな

ので、町道とする基準というものがですね、あるのかなと疑問に思いましたので、もし基準があ

ればですね、どういう基準なのか、それを教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  ただいまの町道認定の基準というものでございますけれども、

具体的な幅員というですね、設定ではなくてですね、公共性のある道路であり、交通の安全が確

保された道路、安全で円滑な交通を図るために町が主体的に設置管理をする道路、こういった道

路をですね、管理することができると町長が認める道路について認定の対象としております。 

 具体的には、町道ともう既に認められた道路に接続しておりですね、かつ、通り抜けが可能、
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また車両の旋回等の必要な構造が設置できている、こういったものが条件というふうになってお

ります。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。はい、どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  大体分かりましたけど、すみません、併せてですね癩癩この案件

に地図が添付してありました。私、分からないからこの地図に基づいて現地に行ったわけなんで

すけれど、なかなかその地図を見るときによく分からない、大きなものがこういうものだという

ふうにあったら分かるんですけど、分からないから担当課長に詳しく聞いて、そして現地に行っ

ても道に迷いながらですね、行くというようなことがありました。だから、せっかく添付されて

も、分かるように、私たちが分かるような地図を添付していただきたい。これ、要望です。 

 以上です。 

○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。 

 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１１．議案第４号 

日程第１２．議案第５号 

日程第１３．議案第６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第４号桂川町議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例の制

定について、議案第５号桂川町特別職の職員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定につい

て、議案第６号桂川町教育委員会教育長の期末手当の支給の特例に関する条例の制定について、

以上３件を一括議題とし、質疑・討論・採決は、それぞれ議案ごとに行います。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案第４号から第６号は、議会の議員、特別職の職員、教育長の期

末手当を改定するため特例措置を講じようとするもので、関連しておりますので一括して御説明

させていただきます。 

 議案書の１９ページをお願いいたします。 

 議案第４号桂川町議会の議員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定について御説明申し

上げます。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。 

 本条例は令和３年８月の人事院勧告を踏まえて、桂川町議会の議員の令和４年６月に支給する

期末手当の支給割合を１００分の１５を減じ、１００分の１３０に定めようとするものでござい
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ます。 

 議案書の２１ページをお願いいたします。 

 議案第５号桂川町特別職の職員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定について御説明申

し上げます。 

 議案書の２２ページをお願いいたします。 

 本条例は令和３年８月の人事院勧告を踏まえて、桂川町特別職の職員の令和４年６月に支給す

る期末手当の支給割合を１００分の１５を減じ、１００分の１３０に定めようとするものでござ

います。 

 議案書の２３ページをお願いいたします。 

 議案第６号桂川町教育委員会教育長の期末手当の支給の特例に関する条例の制定について御説

明申し上げます。 

 議案書の２４ページをお願いいたします。 

 本条例は令和３年８月の人事院勧告を踏まえて、桂川町教育委員会教育長の令和４年６月に支

給する期末手当の支給割合を１００分の１５減じ、１００分の１３０に定めようとするものでご

ざいます。 

 附則でございますが、いずれの条例におきましても公布の日からとし、令和４年６月３０日限

りでその効力を失うこととしております。 

 以上、簡略でございますが、議案第４号から第６号の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、議案第４号桂川町議会の議員の期末手当の支給の特例に関す

る条例の制定についての質疑を行います。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）  何点かあります。 

 まず、井上町長にお尋ねいたします。今回、町長、副町長、教育長、そして私たち議員、計

１３名の期末手当を引き下げるという議案ですが、今、この議案を出されるのはなぜなんですか。 

 総務課長にお尋ねします。じゃ、実際に、私の年間の給与、賃金といいますか、町の皆さんの

血税を頂いているんですが、幾ら頂いているのか、年間。そして、じゃあ、今までの期末手当は

幾らで、６月に今度減るだろうのは幾ら減るのか、同じく、町長は１年間幾らで、期末手当は今

までは幾らあって、６月どうか。副町長も、教育長も、ということで教えてください。 

 あと、確認ですが、条例を見る限り６月の１回だけになっているようですが、その確認でよろ

しいですか。 

 以上です。 
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○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。 

 なぜこの時期にということでございますけれども、行政報告の中でも申し上げましたように、

本来であれば昨年の１２月の期末手当からの引下げが妥当でございました。しかし、御承知のよ

うに衆議院選挙等の関係もありまして、国としても対応ができなかったということで６月に、延

期したような形になっております。６月に実施するためにはですね、やっぱりこの時期にきちっ

と条例化しておく必要があると、そのように判断した結果であります。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  御質問にお答えいたします。 

 まず、議員の年間の報酬ということでございますが、議員の年間収入額として報酬額２９４万

円、期末手当額８６万７,３００円、合計といたしまして３８０万７,３００円でございます。

６月の期末手当で減額を予定しています額は４万４,１００円でございます。 

 続きまして、町長の年間収入額として給与額８４８万４,０００円、期末手当額２５０万

２,７８０円、総額といたしまして１,０９８万６,７８０円でございます。６月の期末手当で減

額を予定しています額は１２万７,２６０円でございます。 

 副町長の年間収入額として給与額７００万８,０００円、期末手当額２５０万２,７８０円、総

額といたしまして９０７万５,３６０円。今回、６月で予定しております減額額は１０万

５,１２０円でございます。 

 教育長につきましては、年間収入額、給与額６４９万２,０００円、期末手当額１９２万

５,１４０円、総額といたしまして８４０万７,１４０円でございます。６月の期末手当で減額を

予定しております額は９万７,３８０円でございます。 

 先ほどの御質問で、今回６月限りということでございますが、議員御質問のとおり、そのとお

りでございます。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  もう一つ、じゃあ、今までの期末手当で、私の場合は８６万

７,０００円ということは分かったんですが、町長、副町長、教育長は今までは幾らだったのか

教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  先ほども御質問にもありましたとおり、町長は２５０万二千…… 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ごめん、ごめんなさい、すみません。 

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

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ここに書いてある、この条例はこの６月３０日限り、１回限りと

いうことなんですけど、なぜ１回限りなんですか。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  昨年の１０月２２日の全員協議会の協議の内容を踏まえまして、こ

のような結果と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）  これより討論行います。討論ありませんか。林君。 

○議員（２番 林  英明君）  賛成をいたしますけれども、まずは私の持論を述べさせていただ

きます。 

 今、日本各地、町村においては議員の成り手不足が非常に深刻な状態になっており、桂川町に

おいても喫緊の課題だと思っています。桂川町をよくするためには若い人に議員になっていただ

く、これが一番だと思っておりますし、そのためには議員報酬を上げることであると、こう思っ

ています。 

 議員定数の推移を見てみますと、私が議員になる前の年、平成１６年１８名、１７年１４名、

１８年１２名、そして２６年に１０名にしています。月額議員報酬は２４万５,０００円の８％

引き２２万５,０００円、これを１０年間続けて、７年前ぐらいですかね、元の２４万５,０００円

に戻しています。議会全体で年間約３,０００万、１６年当時に比べて年間３,０００万以上は削

減してきています。 

 このように、議会がこれでもかこれでもかというぐらいに削減しているときに、職員の給料が

同じように下がったでしょうか。全く下がっていません。職員の給料が上がったときに、同じよ

うに議員の給料も上がったでしょうか。そんなことも、全くありません。このたび、職員の期末

手当が下がったことにより、議員の期末手当も下げる、こんな追従はすべきではないと思ってい

ます。 

 しかし、この人事院勧告により職員の期末手当の削減は、コロナによる影響が非常に大きいと

思っております。コロナ禍により住民の皆さんが苦しんでおられる中、議会としてもこのことは

酌み取らなければいけない、苦渋の選択によって賛成いたします。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに討論ありませんか。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  林さんの言ったことも、一致点と違う点があります。 

 一つは若い議員が要るって要ります。じゃあ、彼らが生活、議員一本でやろうとする人は生活

できるんかどうかといったときは、厳しい、明らかに厳しい。 

 私のように年金１５万で、手取り毎月１９万９,０００円入ります。額面２６万ぐらいだと思
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うんだけど、非常にやっていけます。ありがたい。 

 しかし、若い人がってなったときに、林さん言われるように厳しい。じゃあ、だから若い議員

ができないかって、そうじゃないと思ってます。議員が、議員の仕事が何なのかは、若い方は御

存じない。だって、議員が見せてないから。そんな中で本当に、じゃ、こんな仕事があるんじゃ

ないか、こうですって議員が動く中で、必要なんだと、議員て大変なんだ、給料上げてやらない

と町民から出たときに、ようやく上がるんじゃないかなと思っています。それは長い経験がある

林さんと、私まだ３年目ですから、その経験の違いがあるんだろうと思っています。 

 で、私、以前から下げろと言ってました。議員のボーナス下げたらって。なぜかっていったら、

職員が下がって議員が下がらないと、非常に居心地が悪い。私の先達っていうか、好きなおじさ

んが言いました。厳しい状況を選んどんしゃんです、あえて。何でですかっつったら、人はじる

いときに座っちょうときに、座らんちゅうわけいかんめいもん、一緒に座らな。 

 私は職員が上がった時期、知りませんので、下がったときはやっぱり下がるべきだと思ってる

ので、今まで申してきたとおりです。ちなみに、飯塚や嘉麻も最初の段階で下がってました。議

員はね。 

 で、そういう私ですが、特に町の場合考えたらトップは町長であり、ナンバー２は副町長です

から、行政のトップは下がらんでそれを支える職員だけ下がったら、そら大概、僕は居心地悪い

どころじゃないだろうという思いで、下げるべきだと言ってきました、今までも。なおかつ、ち

ょっと、今、先ほど給料聞いたら結構あるなと安心はしております。 

 僕自身は、職員が下がったとき、やっぱ下がっていくような、その連動するやり方が要るだろ

う、林さんが言われたように、上がるときには、じゃあ、上げていかなっちゃないかなとも思い

ます。今のこの町の三役と議員の１０人、ここの在り方自体を問われるときやないかな、問うて

いかないかんのやないかなとは思っています。 

 多々述べましたが、私もこういう状況ですので、議員のボーナスですね、期末手当が下がるこ

とに賛成です。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  それでは柴田議員のほうも賛成討論ということでいいですね。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  はい。 

○議長（原中 政燵君）  両名方、それでよろしいですね。 

○議員（２番 林  英明君）  はい。 

○議長（原中 政燵君）  これより議案第４号を採決。 

 お諮りします。本件は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〕 
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○議長（原中 政燵君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４号桂川町議会の議員の期末

手当の支給の特例に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

 これより、議案第５号桂川町特別職の職員の期末手当の支給の特例に関する条例の制定につい

ての質疑を行います。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５号を採決します。 

 お諮りします。本案は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５号桂川町特別職の職員の期

末手当の支給の特例に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

 これより、議案第６号桂川町教育委員会教育長の期末手当の支給の特例に関する条例の制定に

ついての質疑を行います。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６号を採決します。 

 お諮りします。本件は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６号桂川町教育委員会教育長

の期末手当の支給の特例に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。 

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７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第７号桂川町宿泊税交付金基金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。小金丸産業振興課長。 

○産業振興課長（小金丸卓哉君）  議案第７号桂川町宿泊税交付金基金条例の制定について御説明
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させていただきます。 

 議案書２５ページをお開きください。 

 福岡県宿泊税条例の制定に伴い交付される宿泊税交付金を基金に積み立て、本町が実施する観

光資源の魅力向上、旅行者の受入れ環境の充実、その他の観光の振興を図る施策に要する費用に

充てるため、必要な事項を定めた桂川町宿泊税交付金基金条例を制定するに当たり、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、次の２６ページをお開きください。 

 第１条は設置の目的について、第２条は積立額について、第３条は基金の管理について、第

４条は運用基金の処理について、第５条は振替運用について、第６条は基金の処分について、第

７条は委任について、それぞれ定めております。 

 附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものとしております。 

 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）  日本共産党の澤川茗代子です。質問いたします。 

 この宿泊税を徴収している施設が本町にありますか。また、その金額は幾らでしょうか。 

 それと、この条例に書いてあります文言でですね、基金に属する現金は云々で、最後ら辺に、

有利な有価証券に換えることができると書いてあります。有利な有価証券とは、具体的にどのよ

うなものですか。 

 以上２点、合計で３点になりますかね、答えてください。 

○議長（原中 政燵君）  小金丸課長。 

○産業振興課長（小金丸卓哉君）  議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、対象となる施設といたしましては、ゆのうら体験の杜、それから湯の浦総合キャンプ場、

バンガローの部分となります。ただし、キャンプサイト、ゆのうら体験の杜の外ですね、キャン

プサイトは対象外となります。 

 税額につきましては、１人１泊２００円を徴収しているところでございます。 

 あと、２つ目の質問のちょっと有価証券につきましては…… 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  お答えします。 

 代表的なものといたしましては、国債ですね、日本国債が挙げられます。 

 以上です。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  はい。 
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○議長（原中 政燵君）  澤川君、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）  ほかに質疑ありませんか。癩癩これで…… 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  国債は買われるんですね。今、国債の金利は幾らですか。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  はい。国債を買うことができるという規定でありますので、買

うかどうかはまだ分かりません。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  はい。分かりました。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  新発債の、国債の利率ですけど、今朝の新聞で見ましたところ、

たしか新発債で０.１６５％だったと記憶しています。 

 以上です。 

○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。 

 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。 

 これ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。 

午前11時59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１５．議案第８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第８号桂川町職員の育児休業等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。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書２８ページをお願いいたします。 

 議案第８号桂川町職員の育児休業等に関する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、非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和と育児休業を取得しやす

い勤務環境を整備するための措置等を講じるため、本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２９ページをお願いいたします。主な改正内容について御説明いたします。 
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 非常勤職員が育児休業及び部分休業の取得について、任命権者を同じくする職に、引き続き在

職した期間が１年以上の要件を廃止すること、育児休業を取得しやすい環境を整備するため、妊

娠・出産等申し出た職員に対する個別の周知・意向の確認、育児休業に関する研修や相談体制の

整備など、必要となる措置を規定する条文を加えることでございます。 

 ３１ページから３３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。 

 附則でございますが、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、簡単でございますが、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）  日本共産党の澤川茗代子です。 

 すいません、教えてください。私、今、気がついたんですけどね、これ、この題目っちいいま

すか、提案理由として、非常勤職員の育児休業・介護給付って、でも、これをしたときに私は育

児休業だけだと思ってたんですけど、介護休暇って書いてあるから、介護休暇もこれで変わるっ

ていうことですかね。１点目。 

 それから、あと一つは、この育児休業をしているときの給料は、どういうふうになるのか、こ

の２点、お願いします。 

○議長（原中 政燵君）  横山課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  今回、介護休暇につきましても、引き続き在職した期間が１年以上

である要件というものが廃止されております。ただし、本町につきましては、介護休暇につきま

しては、規則で制定しておりますので、今回、議会の上程がないものであります。 

 育児手当につきましては、加入している保険より給与の３分の２が支給されるような形になり

ます。 

 以上でございます。 

○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。 

 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１６．議案第９号 

○議長（原中 政燵君）  議案第９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
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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。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書の３４ページをお願いいたします。 

 議案第９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御説明申し上

げます。 

 改正の理由でございますが、令和３年８月の人事院勧告に基づき、国の一般職の給与について

一部改定が行われ、これに伴い、桂川町の職員の給与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３５ページをお願いいたします。主な改正内容について御説明いたします。 

 令和４年度からの職員の期末手当を「１００分の１２７.５」から「１００分の１２０」に、

再任用短時間勤務職員の期末手当を「１００分の７２.５」から「１００分の６７.５」に改める

ものでございます。 

 附則でございます。第１条で、施行日を令和４年４月１日からとし、第２条で、本来、令和

３年１２月の期末手当で減額すべき金額を、令和４年の６月の期末手当で減額するための特例措

置を規定し、第３条で、この条例の施行に関し、必要な措置は規則で定めるとしております。 

 ３６ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照ください。 

 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。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ずっと同じ質問で申し訳ありません。同じ質問します。 

 職員の一人一人、いっぱい、いろいろありますから、平均給与、１年間の平均賃金、１年間、

血税を幾ら頂かれているのか。と、平均期末手当額、新年の６月の平均、新年度６月に減る、そ

の期末手当の平均を教えてください。 

 もう一つ確認ですが、これ、減るのは新年度の６月のみですか、これは。さっき、違うように

聞いたけど、違うんですか。そこの確認もお願いします。 

○議長（原中 政燵君）  総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  御質問にお答えいたします。 

 職員の平均給与につきましては、年間の平均給与額３５０万７,９８４円、平均の期末手当額、

年額で７１万４,６１０円、合計いたしまして４２２万２,５９４円でございます。 

 ６月の期末手当で減額を予定しています額は、７万３,０９６円でございます。 

 職員につきましては、令和４年１２月の期末手当からも０.０７５月分減額されるような形と
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なっております。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  職員の部分の期末手当、いわゆるボーナスは、本年度も下げまし

たが、もう１年前も下げた記憶があります、昨年。そのときに議員が下がってないとおかしいん

やないかと、僕は言ったはずです。そのときはね、０.０５、大体平均１万５,０００円ぐらいや

ったような気がするんですよね。多分、その間、僕はストックしたから覚えがあるんですが。そ

れで、要するに、ちょっと、ここおかしくなっているんじゃないかなと思うのは、職員は昨年

０.０５か月分減って、さらに、そこから本年度０.１５下がっている。つまり、過去に比べたら

０.２か月分下がっているはずです。それを、さらにまた下げていこうって言うんでしょう、こ

れ。ここで終わりですか。とりあえず、今回ここまでですね。さらに１２月は、またってことで

すよね。でも、議員は戻るんですよね。で、町長とか三役も、これ高いから、この辺ですよね。

今回、６月は下がるけど、戻っちゃうと。議員も下がるけど、戻っちゃう。 

 ここは、ここ、ここ、起点がどんどん下がっていっている。このボーナスは、上がりよるとき

は、いいんだけれども、こんだけ下がるということは、生活設計に影響がないだろうかっていう

のが心配なんです。ボーナスとかを当てにして家建てたり、若い人はされると思うんだけども、

そこんとこは大丈夫なのかな、これから物価も上がるのに、心配しています。 

 問題は、だから、そういう中で、この案を通すかどうかになるんですが、ただ、国や県の動き

があるということもある、分かります。うちだけが、じゃあ、としたときに、どんなことが起こ

るのか僕には分かりません。多分、総務経済建設委員会で、ここは話し合っていただきたい。 

 前の中でも言ったけど、どうもこのシステムのずれがまずいと思っていますので、今後どうし

ていくか、これは総務経済建設委員会にかかるならば、そこで熟慮、討議をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○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。 

 ただいま議題となっております議案第９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１７．議案第１０号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１０号押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。 
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 本案について、内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書の３７ページをお願いいたします。 

 議案第１０号押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

 提案の理由でございますが、現在、本町で進めております行政手続における押印の見直しに伴

い、関係条例を整備する必要が生じましたので、今回、５つの関連条例を整理条例として、１つ

の条例の中で一括して改正するようにしております。 

 それでは、議案書の３８ページをお願いいたします。 

 今回、押印の見直しに伴い、桂川町職員の服務宣誓に関する条例、公平委員会の委員の服務の

宣誓に関する条例、桂川町固定資産評価審査委員会条例、桂川町火入れに関する条例、桂川町石

炭、水洗炭、木材、石材等事業取締条例、この５つの条例について押印を廃止するものでござい

ます。 

 ３９ページから４１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。 

 附則でございますが、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、簡単でございますが、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１０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１１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１１号桂川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書４２ページ。 

 議案第１１号桂川町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。 

 提案理由といたしまして、桂川町地域公共交通会議の設置に伴い、桂川町特別職の職員で非常
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勤の者の報酬及び費用弁償に関する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。 

 昨年度、策定いたしました第６次桂川町総合計画におきまして、その策定段階で実施しました

アンケート調査の結果、重点改善分野癩癩満足度が低く重要度が高い分野のことでございます

が癩癩これの上位に、公共交通の利便性改善が掲げられましたため、同計画の重点プロジェクト

の一つとして、公共交通網整備の推進を掲げたところでございます。 

 また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律におきまして、地域旅客運送サービスの持

続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画、いわゆる地

域公共交通計画の作成を求められているところでございますが、今般、同法に基づく補助金制度

の見直しにより、計画作成が補助要件に定められました。 

 当該補助金は、西鉄バス碓井線、２７番路線の運行財源として、国、県から直接西鉄バスに交

付されており、これにより、当該路線運行の赤字補痾に係る２市１町の負担金が軽減されており

ます。引き続き、当該補助金制度の適用を受けるためには、本町におきましても、令和５年度ま

でに桂川町地域公共交通計画を策定する必要が生じており、これらの事情を勘案いたしまして、

その計画策定に関する調査、審議を行う機関としまして、地域公共交通会議を設置したいと考え

ております。 

 議案書の４３ページに条例案を、４４ページに新旧対照表を掲載しております。 

 それでは、改正内容について御説明いたします。 

 第１条中、第５１号臨時その他の非常勤の委員、調査員、嘱託員等を第５２号としまして、第

５１号に「桂川町地域公共交通会議委員」を加えております。 

 附則でございますが、この条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

 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、質問します。２点ほど質問したいと思います。 

 今、課長の説明によりますと、私が聞き間違っていたらごめんなさい。西鉄に対して、補助金

が県から出るというふうに、私、聞こえたんですけれど、従来、国や県から西鉄には補助金が出

ていましたよね。それとは別に出るんですか。 

 それと、あと１点はですね、この１１条、地域公共交通会議の構成員の人数を教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  御質問にお答えいたします。 
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 １点目の質問でございますが、補助金の種類は同じでございます。同じ補助金を受けるために、

この会議なり計画なりが必要になってまいります。 

 ２点目でございますが、委員構成につきましては、現在２０名程度で考えておるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○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。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  補助金は国や県から西鉄に出ていたものと同じものというこ

と癩癩ただ額が上がるんですか。そして、私たちの桂川町とか嘉麻市とかが出してたのが減るっ

ていうふうに、何かさっき聞こえたんですけど、上がるんですか。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  補助金の制度が変わりまして、地域公共交通計画っていうのを

つくらないと、桂川町だけでなく、飯塚市、嘉麻市も補助金相当額を別途負担しなきゃならなく

なるということです。補助金の制度自体は、金額とかが大きく変わるわけではありません。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  いいですか。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  補助金の制度自体が変わるんですね。そして、そのことによって

桂川町が少しメリットが出るっていうか、飯塚、嘉麻も負担額は減るんですか。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  すいません、ちょっと説明が悪いんですけど、今の補助金制度

を続けて受けるために、桂川町でも計画が必要になるということです。飯塚市、嘉麻市は、もう

既にこの計画は持っていますので、飯塚市、嘉麻市は何も変わりません。 

○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１１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１２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１２号桂川町湯の浦総合キャンプ場の設置及び管理等に関する条

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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書４５ページ。 

 議案第１２号桂川町湯の浦総合キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明いたします。 
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 提案理由といたしまして、桂川町湯の浦総合キャンプ場は、ゆのうら体験の杜及び弥山岳とと

もに、本町指定の都市公園、やすらぎの森湯の浦公園に位置しており、これらを自然体験や登山、

宿泊等が可能な地域資源として一体的に利活用するべく、管理運営の所管を、社会教育課から企

画財政課へと変更するため、桂川町湯の浦総合キャンプ場の設置及び管理等に関する条例の一部

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ページから４７ページにかけまして条例案を、４８ページから５０ページにかけ

まして新旧対照表を掲載しております。 

 主な改正内容について御説明いたします。 

 まず、第３条におきまして、当施設の管理運営の所管を、社会教育課から企画財政課へと変更

するため、「桂川町教育委員会（以下、委員会という）」を「町」に改めております。 

 次に、第４条第３項第３号におきまして、利用許可を与えないことができるものにつきまして、

管理上支障があると認めるときの前に、「災害その他やむを得ない理由により」を加えておりま

す。 

 次に、第９条におきまして、利用許可を行った場合でも必要に応じ、「利用を拒否し、または

中止を命ずることができる」に改めております。 

 次に、別表、第６条第１項関係におきまして、入場料、宿泊室、テント、キャンプセットを削

除しております。入場料につきましては、利用者に自由に御来場頂くため、宿泊室につきまして

は、セントラルロッジの解体により、テント及びキャンプセットの貸出しにつきましては、その

需要が極めて低いこと、また、衛生上の観点から廃止しますため、それぞれ削除するものでござ

います。 

 次に、備考におきまして、１泊の利用時間を「午後３時から翌日の１０時まで」から「午後

２時から翌日の正午まで」に改めるとともに、日帰りの利用時間「午前９時から午後９時まで」

を加えております。 

 附則でございますが、この条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

 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。柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  以前から、これは一体で一つの課がするべきだと僕も思っていま

したし、社会教育委員会でも、そんな話が実は出ました。その折は、むしろ社会教育課に任せた

らいいんじゃないかという意見だったと思うんですが、企画財政課の所管にされる理由、これが

１点。 

 あと、最後ですけども、子供の入場料、小学生未満は無料とするっていうのがあるのが、削除



- 40 - 

ということは、お金を取るという意味なのかな。ちょっと説明してください。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  ちょっと順番逆になりますけど、まず入場料のほうからですけ

ど、入場料、全くもう削除しますので、もう何も取らないってことですね。子供だろうが大人だ

ろうが。（「あ、そういう意味」と呼ぶ者あり）そういう意味です。入場料っていう、そのもの

が削除になります。 

 １点目のほうなんですけども、企画財政課である理由でございますが、１つ目は人員体制です

ね。具体的に、係であれば社会体育係、こちら１名の配属です。企画広報係は４名です。係長以

下４名おります。人員体制が一つ。 

 それと、あと施設を含む事務体制ですね。社会教育課の所管であったセントラルロッジ、解体

されました。もうあそこにありません。ゆのうら体験の杜であれば、エリアの入り口に位置して

いるということと、事務室もあり、管理人室もあり、それで事務体制も取れるということが一つ。 

 あと最後なんですけど、今後の事業展開の中でですね、できれば地方創生関係の補助金とか交

付金を活用したいと考えております。そのときに、私どもがやっていることでありますので、企

画財政課に一本化したいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  私はですね、社会教育課から企画財政のほうに所管を替える、そ

の理由は何でしょうか。 

○議長（原中 政燵君）  小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  先ほど、柴田議員の質問にお答えしたんですけれども、それで

は不足でしょうか。（「再度答えて」と呼ぶ者あり） 

 人員体制ですね。係の人数が社会教育課の社会体育係よりも企画広報係のほうが多いこと。あ

と、事務体制が取れるということですね、施設的なものも含めて。あと、今後の事業展開におき

まして、地方創生関係の補助金・交付金を使いたいということで、企画財政課で所管したいと考

えております。 

 以上でございます。 

○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。 

 ただいま議題となっております議案第１２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたしま

す。 
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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２０．議案第１３号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１３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５１ページをお願いいたします。 

 議案第１３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、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されたことに伴い、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、５２ページから５３ページ。新旧対照表を５４ページから６３ページに

記載しております。 

 議案書の５２ページをお願いいたします。主な改正内容について御説明申し上げます。 

 国民健康保険制度の保険料は、応益と応能に応じて設定されています。その上で、低所得者に

対しては、応益保険料の軽減措置が講じられていますが、今回の改正により、子育て世帯の経済

的負担軽減の観点から、国、地方の取組として、未就学児の均等割保険料の自己負担分を５割軽

減するものでございます。 

 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すが、ただいま御説明申し上げまし

た軽減措置等一部の改正規定は、令和４年４月１日から施行するものです。 

 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１３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２１．議案第１４号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１４号令和３年度桂川町一般会計補正予算（第５号）についてを



- 42 - 

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書６４ページ。 

 議案第１４号令和３年度桂川町一般会計補正予算（第５号）について御説明いたします。 

 本議案は、令和３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、予算書フォルダー内のファイル、①令和３年度一般会計３月補正予算書

第５号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。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,１２８万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８億１,５７５万１,０００円

に定めようとするものでございます。 

 次に、５ページをお開きください。第２表繰越明許費でございます。 

 ２款１項総務管理費のＡＤサーバー・ファイルサーバー機器更新事業４７８万５,０００円に

つきましては、当該機器の供給不足の影響により、次の３項戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳

システム改修事業、転出・転入ワンストップ化２７０万６,０００円につきましては、国から早

期に事業着手する旨の要請がございますが、期間的に年度内の完了が困難なことから、令和４年

度に繰越しして実施するものでございます。 

 次に、６ページをお願いします。第３表地方債補正でございます。 

 変更としまして、公共施設等適正管理推進事業債の起債限度額を２,７００万円から２,９４０万

円に増額するものでございます。 

 次に、１０ページをお開きください。ここから歳入予算について御説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税５,８３０万８,０００円の追加は、普通交付税の追加計上で、この

うち財源調整分が１,２１３万６,０００円、減債基金積立分が４,６１７万２,０００円となって

おります。この減債基金積立分についてでございますが、今般、国の令和３年度補正予算（第

１号）におきまして、普通交付税の臨時費目としまして、臨時財政対策債償還基金費が創設され、

普通交付税が追加交付されました。 

 臨時財政対策債につきましては、いわゆる借金ではありますものの、その償還財源が、国から

全額、後年度に措置されますため、町負担は発生しない仕組みになっておりますが、今回の追加

交付につきましては、令和３年度臨時財政対策債の償還財源の一部を前倒しして措置されるもの

でございまして、前倒しして措置されました分、後年度の措置額が減額されることになります。

このため、追加交付分につきましては、減債基金への積立てを確実に行うとともに、償還財源と

しての計画的な活用を国から要請されているものでございます。 
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 次に、１１ページ、１５款１項１目民生費国庫負担金１,１２９万４,０００円の追加は、障害

児通所支援給付費国庫負担金の追加計上。 

 次の１２ページ、２項１目総務費国庫補助金２７０万６,０００円の追加は、転出・転入手続

のワンストップ化に係る住民基本台帳システム改修費国庫補助金の追加計上。２目民生費国庫補

助金３万６,０００円の追加は、障がい者福祉に係る地域生活支援事業費と国庫補助金の追加計

上でございます。 

 次に、１３ページ、１６款１項１目民生費県負担金５６４万７,０００円の追加は、障害児通

所支援給付費県負担金の追加計上。 

 次の１４ページ、２項２目民生費県補助金１万８,０００円の追加は、障がい福祉に係る地域

生活支援事業費等県補助金の追加計上。５目農林水産業費県補助金３７万５,０００円の追加は、

新規就農経営開始に係る農業次世代人材投資事業費県補助金の追加計上。９目商工費県補助金

５０万円の追加は、福岡県宿泊税交付金の追加計上でございます。 

 １５ページ、２２款１項１目土木債２４０万円の追加は、道路維持保全事業債の決定見込みに

よるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について御説明いたします。１６ページをお開きください。 

 ２款総務費１項１目一般管理費６４９万２,０００円の追加は、勧奨退職２名分に係る特別負

担金であります退職手当組合負担金の追加計上。３目財政管理費４,６１７万２,０００円の追加

は、歳入の１１款地方交付税のところで御説明いたしました減債基金積立金の追加計上。１０目

諸費１８４万５,０００円の追加は、西鉄バス路線運行補助金の決定見込みによるもの。 

 次の１７ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費２７０万６,０００円の追加は、転出・転入ワ

ンストップ化に係る住民基本台帳システム改修委託料の追加計上でございます。 

 次に１８ページ、３款民生費１項２目障がい者福祉費２,４７２万５,０００円の追加は、障害

者地域支援事業費負担金及び障害児通所支援給付費につきましては、見込みにより、前年度障害

者自立支援給付費県負担金等返還金につきましては、確定により追加計上。 

 次の１９ページ、２項６目吉隈保育所費５７万６,０００円の追加は、吉隈保育所の民営化に

伴う電話機リース解約及び廃材等処理に係る手数料の追加計上でございます。 

 次に２０ページ、４款衛生費１項１目保健衛生総務費１９２万３,０００円の追加は、診療報

酬の減に伴う公費負担の増によります飯塚休日夜間急患センター運営費負担金と新型コロナウイ

ルスのＰＣＲ検査のため、令和３年度も継続設置されました地域外来検査センター運営事業費負

担金の追加計上でございます。 

 次に２１ページ、６款農林水産業費１項４目農業振興費３７万５,０００円の追加は、新規就

農経営開始の個人型から夫婦型への移行に伴う農業次世代人材投資事業補助金の追加計上でござ
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います。 

 次に２２ページ、７款商工費１項３目観光費５０万円の追加は、基金創設に係る宿泊税交付金

基金積立金の追加計上でございます。 

 次に２４ページ、１０款教育費４項１目桂川中学校の学校管理費１８０万８,０００円の減は、

桂川中学校図書館司書１名分の短時間勤務会計年度任用職員人件費の皆減によるもの。 

 ２５ページ、８項１目保健体育総務費２１４万２,０００円の減は、東京２０２０オリンピッ

ク聖火リレー負担金の減額計上でございます。 

 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。 

〔「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１４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２２．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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の６５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３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。 

 予算書のフォルダー②をお願いいたします。補正予算書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５４万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８億１４８万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。 

 ４款１項１目保険給付費等交付金５４万３,０００円の増額は、財源調整をお願いしておりま

す。 
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 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ８款１項３目償還金は、国庫負担金等の精算返還金として５４万３,０００円を増額計上して

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。 

 ただいま議題となっております議案第１５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 

日程第２３．議案第１６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１６号令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（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。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  議案第１６号につきまして御説明申し上げます。 

 議案書６６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補正予算（第３号）でございます。令和３年度桂川

町水道事業会計予算を別紙のとおり補正したいので、本議会の決定に付するものでございます。 

 内容につきましては、別紙の桂川町水道事業会計補正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条では、当初予算の第３条で定めました収益的収入

及び支出のうち、支出におきまして、水道事業費用を３８２万６,０００円増額し、補正後の額

を２億２,５０２万３,０００円に定めようとするものです。 

 内容につきましては、４ページからの補正予算説明書で御説明させていただきます。 

 ４ページをお開きください。 

 １款１項１目原水及び浄水費の３８２万６,０００円の増額は、職員の退職勧奨に伴う負担金

の追加によるものです。 

 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。 

○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）  退職手当組合負担金３８２万６,０００円ということですけれど、



- 46 - 

これは何名分ですか、１人分ですか。 

○議長（原中 政燵君）  水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  １名分でございます。 

○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。 

 ただいま議題となっております議案第１６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２４．議案第１７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１７号令和４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。小平課長。 

 本案は、２時１０分まで継続して受けますので、その後に暫時休憩を取りたいと思いますので、

皆様の御協力をお願いします。小平課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書６７ページ、議案第１７号令和４年度桂川町一般会計予

算について御説明いたします。 

 本議案は、令和４年度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、予算書フォルダー内のファイル、④令和４年度一般会計予算書で御説明

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、予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億５,５９３万２,０００円に定めようとするも

のでございます。 

 第２条の地方債につきましては、後ほど９ページで御説明いたします。 

 第３条は、一時借入金の借入最高額を７億円に定めようとするものでございます。 

 第４条は、歳出予算の流用につきまして、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

できるよう定めようとするものでございます。 

 次に、９ページをお開きください。第２表、地方債でございます。地域活性化事業ほか５事業

の起債限度額等を設定するものでございます。次の１０ページに、参考といたしまして、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掲載しております。 

 １３ページをお開きください。ここから、歳入予算について御説明いたします。 
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 １款町民税１項１目町民税個人４億５,１４９万４,０００円、２目町民税法人４,９７６万

５,０００円。 

 次の１４ページ、２項固定資産税４億７,４２２万２,０００円。 

 次の１５ページ、３項軽自動車税４,５３５万９,０００円は、令和３年度の調定実績等を考慮

しましたもの。 

 次の１６ページ、４項町たばこ税１億３,７１８万７,０００円は、令和４年度地方財政計画の

伸び率等を勘案し、計上しております。 

 以下、同様の算出方法で、１７ページ、２款１項自動車重量譲与税４,１０２万６,０００円。 

 １８ページ、２項地方揮発油譲与税１,４１６万３,０００円。 

 １９ページ、３項森林環境譲与税２４１万８,０００円。 

 ２０ページ、３款利子割交付金２２３万５,０００円。 

 ２１ページ、４款配当割交付金４３１万７,０００円。 

 ２２ページ、５款株式等譲渡所得割交付金７２３万５,０００円。 

 ２３ページ、６款法人事業税交付金１,６４０万円。 

 ２４ページ、７款地方消費税交付金２億７,７３３万円。 

 ２５ページ、８款ゴルフ場利用税交付金１,７６６万７,０００円。 

 ２６ページ、９款環境性能割交付金１,０６５万５,０００円。 

 ２７ページ、１０款地方特例交付金１,０８３万４,０００円等を計上しております。 

 次に２８ページ、１１款地方交付税は、１８億４,５４１万３,０００円を計上しております。

うち、普通交付税につきましては、１６億４,５４１万３,０００円の計上。吉隈保育所民営化の

影響や令和３年度国の補正予算による追加交付の皆減等を勘案いたしまして、令和４年度交付見

込額を前年度決定額からマイナス８.６％の１８億１,３６８万４,０００円としており、ここか

ら財源留保額１億６,８２７万１,０００円を差し引いたものでございます。また、特別交付税に

つきましては、直近の実績値であります令和２年度決定額から約２０％減の２億円で計上してお

ります。 

 次に２９ページ、１２款交通安全対策特別交付金２１２万６,０００円は、直近の実績を勘案

したものでございます。 

 次に３０ページ、１３款分担金及び負担金１項１目民生費負担金５,１４１万円は、各サービ

スの利用者数等を見込みました計上でございます。 

 次に３１ページ、１４款使用料及び手数料１項使用料５,９０１万６,０００円は、１目総務使

用料から３２ページの６目教育使用料まで、各町有施設等の利用者数などを見込みました計上。 

 次の３４ページ、２項手数料５,１６２万円は、１目総務手数料から３５ページの４目土木手
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数料まで、前年度実績等に基づき、計上しております。 

 次に３６ページ、１５款国庫支出金１項国庫負担金６億５,９９１万１,０００円は、１目民生

費国庫負担金及び２目衛生費国庫負担金の説明欄に記載の各事業に係る国庫負担金の計上。 

 次の３７ページ、２項国庫補助金４億１,８６５万５,０００円は、１目総務費国庫補助金から

３８ページの５目教育費国庫補助金の説明欄に記載の各事業に係る国庫補助金の計上。 

 次に３９ページ、３項国庫委託金２９３万円は、１目総務費国庫委託金から３目農林水産業費

国庫委託金まで各受託事業に係るものの計上でございます。 

 次に４０ページ、１６款県支出金１項県負担金３億５,３３２万円は、１目民生費県負担金か

ら４１ページの５目土木費県負担金の説明欄に記載の各事業に係る県負担金の計上。 

 次の４２ページ、２項県補助金１億３,５１６万４,０００円は、１目総務費県補助金から

４４ページの８目教育費県補助金の説明欄に記載の各事業に係る県補助金の計上。 

 次の４６ページ、３項県委託金３,０９１万８,０００円は、１目総務費県委託金から３目教育

費県委託金まで、各受託事務に係るものの計上でございます。 

 次に４７ページ、１７款財産収入１項財産運用収入４０８万１,０００円は、前年度実績等を

考慮しましたもの。 

 次の４８ページ、２項財産売払い収入９３３万９,０００円は、旭ケ丘団地１区画分の土地売

払い収入のほか、新規に町有地公売収入を計上しております。 

 次に４９ページ、１８款寄附金１億円は、ふるさと応援寄附金の計上でございます。 

 次に５０ページ、１９款１項基金繰入金２億６,３２４万６,０００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。このうち、２目公共事業整備基金繰入金につきましては、

県道豆田稲築線の町移管に伴う修繕費等を繰り入れますため、前年度より２,０００万円増額計

上しております。 

 次に５１ページ、２０款繰越金６,０００万円は、前年度繰越金の計上でございます。 

 次に５２ページ、２１款諸収入１項延滞金加算金及び過料１０万円は、町税延滞金の計上。 

 次の５３ページ、２項町預金利子は、１,０００円の計上。 

 次の５４ページ、３項貸付金元利収入１５万８,０００円は、各技能習得資金貸与金元利収入

の計上。 

 次の５５ページ、４項雑入１億３,３９３万６,０００円は、１目弁償金２,０００円の存置科

目的計上と、２目雑入１億３,３９３万４,０００円。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きまして、前年度実績等を考慮し、計上しております。 

 ５９ページ、２２款１項町債５億１,２２８万１,０００円は、１目総務債から４目消防債まで、

説明欄に記載の各事業債の計上。５目臨時財政対策債は、令和３年度実績額に地財計画の伸び率
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等を勘案し、計上しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

○議長（原中 政燵君）  課長、歳入で１回休憩取りたいと思いますので。 

 これで暫時休憩といたします。２時１０分より再開します。よろしくお願いします。 

 暫時休憩。 

午後１時56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）  それでは、引き続き会議を開きます。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  では、続けさせていただきます。 

 歳出について御説明いたします。 

 ６０ページ、１款１項１目議会費６,７０９万２,０００円は、議員報酬や議会事務局の職員人

件費、議会運営費等の計上。 

 次の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

を計上しております。 

 次に、６３ページ、２款総務費１項１目一般管理費２億７,７１６万３,０００円は、特別職を

含む職員人件費や、総務一般管理に係る事務経費の計上。新規事項といたしましては、６５ペー

ジ、改正個人情報保護制度対応業務委託料や、改正定年延長制度対応業務委託料を計上しており

ます。 

 次の６６ページ、２目文書広報費６４１万３,０００円は、県広報紙配布や法制執務等に係る

経費の計上、３目財政管理費２２９万４,０００円は、財務事務に係る経費や財政調整基金、減

債基金などの基金運用に伴う積立金の計上。 

 次の６７ページ、４目会計管理費３４９万２,０００円は出納事務等に係る経費の計上、５目

財産管理費７,００８万６,０００円は、庁舎等に係る管理経費の計上。新規事項といたしまして

は、６８ページ、町有地公売に係る土地境界確定測量委託料及び土地不動産鑑定委託料や、

６９ページ、公共施設等総合管理計画会計業務委託料、庁舎ＬＥＤ照明改修工事を計上しており

ます。 

 次の６目企画費８,１７４万９,０００円は、ふるさと応援寄附金事業や、移住定住奨励事業等

に係る経費の計上。 

 次の７２ページ、７目企画広報費４６３万円は、広報「けいせん」の発行経費の計上、８目都

市対策費２万８,０００円は、当該事務費の計上、９目電算管理費９,０７２万円は、電算システ

ムの保守経費等の計上。 
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 次の７４ページ、１０目諸費３,６１９万円は、区長会や防犯外灯の関係経費のほか、西鉄バ

ス路線運行補助金などの計上。新規事項といたしましては、地域公共交通会議の議員報酬及び費

用弁償を計上しております。 

 次の７６ページ、１１目公平委員会費８万９,０００円は、当該委員会運営費の計上、１２目

防災諸費５９８万８,０００円は、自主防災組織の運営費や防災行政無線システムの保守経費等

の計上でございます。 

 次に、７８ページ、２項１目税務総務費８,０００万９,０００円は、職員人件費や過誤納還付

金などの計上。 

 次の７９ページ、２目賦課徴収費２,０５３万９,０００円は、税務事務に係る経費の計上。新

規事項といたしましては、共通納税対象税目拡大対応に係る総合行政システム改修業務委託料及

び共通納税システム改修業務委託料や、８０ページ、固定資産評価替えに係る不動産鑑定業務委

託料を計上しております。 

 次に、８１ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費４,５７３万４,０００円は、職員人件費や住

基ネットシステム、マイナンバーカード関連事務等に係る経費の計上、新規事項といたしまして

は、戸籍システムの構築や副本全件送信、符号取得関連作業に係る委託料を計上しております。 

 次に、８３ページ、４項１目選挙管理委員会費６８万４,０００円は、当該委員会運営費の計

上、２目選挙常時啓発費は２１万１,０００円の計上、３目参議院議員通常選挙費９６８万

６,０００円。 

 次の８５ページ、４目福岡県議会議員一般選挙費２４８万１,０００円。 

 次の８６ページ、５目町長選挙及び町議会議員一般選挙費２,２００万７,０００円は、それぞ

れ任期満了による改選に伴う事務経費の新規計上。 

 次の８７ページ、衆議院議員総選挙費は廃目でございます。 

 次に、８８ページ、５項１目統計調査総務費６,０００円、２目指定統計費１６万円は、統計

事務関係経費の計上でございます。 

 次に、８９ページ、６項１目監査委員費７３６万９,０００円は、監査委員報酬や監査委員事

務部局の職員人件費、事務費等の計上でございます。 

 次に、９１ページ、３款民生費１項１目社会福祉総務費２億２,６８２万１,０００円は、職員

人件費や福祉事業に係る助成金、国保特別会計への繰出金などの計上。 

 次の９３ページ、２目障害者福祉費６億２,１４０万円は、障害者自立支援給付費や、障害児

通所支援給付費などの計上。新規項目といたしましては、遠隔手話サービスの提供に係る経費を

計上しております。 

 次の４９ページ、３目老人福祉費３億２２万円は、職員人件費や高齢者福祉に係る助成金、後
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期高齢者医療特別会計への繰出金などの計上。新規項目といたしましては、避難者行動要支援者

システムの導入及び保守経費を計上しております。 

 次の９７ページ、４目重度障害者医療費５,２２５万７,０００円、５目子ども医療費

４,９９２万５,０００円、次の９８ページ、６目ひとり親家庭等医療費１,２２５万円、７目未

熟児養育医療費５９４万４,０００円は、各医療扶助に係る経費の計上。８目介護保険事業費

２億８,２３３万円は、職員人件費や福岡県介護保険広域連合負担金等の計上。 

 次の９９ページ、９目介護予防事業費５,４４３万５,０００円は、職員人件費や介護予防日常

生活支援、在宅介護支援等に係る経費の計上。 

 次の１０１ページ、１０目地域包括支援センター事業費４,７１３万４,０００円は、職員人件

費や認知症地域支援、在宅医療介護連携推進等に係る経費の計上。 

 次の１０４ページ、１１目総合福祉センター費４,９７１万６,０００円は、当該センターの管

理運営費の計上。新規項目といたしましては、１０８ページ、ホールＬＥＤ照明取替えや駐車場

舗装・補修に係る工事費などを計上しております。 

 次の１０６ページ、１２目男女共同参画費３９万８,０００円は、ＤＶ相談員の講師謝礼等を

計上しております。 

 次に、１０７ページ、２項１目児童福祉総務費３億６,２５２万６,０００円は、４月から民営

化される吉隈保育園や善来寺保育園等の私立施設に対する子どものための教育・保育給付費負担

金等の計上。新規項目といたしましては、保育体制強化事業費補助金や、１０８ページですよね、

保育補助者雇上げ強化事業費補助金、保育環境改善等事業費補助金を計上しております。 

 次の２目児童措置費２億６０９万２,０００円は、児童手当給付費の計上、３目児童福祉施設

費３,２８１万６,０００円は、学童保育所運営委託料等の計上。 

 次の１０９ページ、４目子育て支援費４,２２２万４,０００円は、職員人件費や子育てセン

ター、子育て支援センター「ひまわりのたね」の運営費、飯塚、嘉麻市との定住自立圏病児保育

事業負担金などの計上。 

 次の１１１ページ、５目土師保育所費１億７,６７１万９,０００円は、職員人件費や保育所運

営費の計上。 

 次の１１４ページ、吉隈保育所は、民営化に伴い廃目となります。 

 次に、１１５ページ、３項１目国民年金費５８１万２,０００円は、職員費や事務費の計上で

ございます。 

 次に、１１６ページ、４項１目同和対策総務費８４５万４,０００円は、同和対策推進費助成

金等の計上。次の２目人権センター運営費１,４５０万１,０００円は、職員人件費や当該セン

ターの管理、運営費の計上。 
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 次の１１８ページ、３目人権・同和問題協議会運営費２０９万３,０００円は、当該協議会の

委員報酬や、学校人権同和教育推進委員会助成金などの計上でございます。 

 次に、１２０ページ、４款衛生費１項１目保健衛生総務費５,３５２万７,０００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。 

 次の１２２ページ、２目予防費１億１,３９１万４,０００円は、職員人件費や各種予防接種に

係る経費の計上。新規項目といたしましては、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種などに

係る経費を計上しております。 

 次の１２４ページ、３目環境衛生費２,５５１万４,０００円は、河川等の水質検査や町管理の

汚水施設に係る維持費、合併処理浄化槽設置制度事業補助金等の計上。 

 次の１２５ページ、４目健康づくり推進費４,６９３万６,０００円は、職員人件費や各種健診

委託料等の計上。新規項目といたしましては、健康ポイント事業費や高齢者の保健事業と介護予

防の一体的支援事業実施委託料などを計上しております。 

 次に、１２９ページ、２項１目清掃総務費２億４,０５５万９,０００円は、ごみ処理に係る各

種委託料や、ふくおか県央環境広域施設組合負担金の計上でございます。なお、ふくおか県央環

境広域施設組合負担金につきましては、当該施設組合におきまして、飯塚市クリーンセンターの

令和４年度改修経費を組合内の基金で財源措置されましたところ、構成市町の持ち分率により、

飯塚市については基金順延、嘉麻市、桂川町分については、基金還付が生じることになりまして、

当該還付分と今年度負担金を相殺しました結果、令和４年度に限り前年度より大幅減となってお

ります。 

 次に、１３１ページ、５款労働費１項１目失業対策総務費９９７万１,０００円は、職員人件

費の計上。 

 次に、１３２ページ、２項１目シルバー人材センター委託援助事業費は、１,９９３万

９,０００円の計上、２目職業訓練費２７３万１,０００円は、若年者専修学校等技能習得資金貸

与金等の計上でございます。 

 次に、１３３ページ、６款農林水産業費１項１目農業委員会費５９６万９,０００円は、当該

委員会運営費の計上。 

 次の１３４ページ、２目農業総務費４,９６０万４,０００円は、職員人件費や農業施設の維持

管理費、有害鳥獣対策費等の計上。新規項目といたしましては、１３５ページ、ハザードマップ

作成業務委託料などを計上しております。 

 次の１３６ページ、３目農業者年金費１１万５,０００円は、事務費の計上、４目農業振興費

１,２４１万３,０００円は、農業次世代人材投資事業補助金など、農業振興に係る経費の計上。 

 次の１３８ページ、５目畜産業費５,０００円は、事務費の計上、６目農地費５,３３７万
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８,０００円は、職員人件費や水利施設等の改修事業費の計上。新規項目といたしましては、

１３９ページ、水路橋補修設計業務委託料を計上しております。 

 次に、１４０ページ、２項１目林業総務費７１万６,０００円は、森林保険料等の計上、２目

林業振興費９７万９,０００円は、森林組合強化対策事業負担金等の計上。新規項目といたしま

しては、町有林調査業務委託料を計上しております。 

 次の３目荒廃森林整備事業費は、２９０万円の計上でございます。 

 次に１４１ページ、７款商工費１項１目商工総務費１,１００万７,０００円は、職員人件費や

消費者行政経費、商工会助成金等の計上、２目商工振興費３８９万１,０００円は、住宅改修事

業補助金など商工振興に係る経費の計上。 

 次の１４２ページ、３目観光費２４４万１,０００円は、定住自立圏観光ルート開発事業負担

金等の計上。新規項目といたしましては、桂川駅観光案内所に係る防犯カメラ設置や施設管理委

託料、また、備品購入費を計上しております。 

 次に、１４３ページ、８款土木費１項１目土木総務費１,８９１万３,０００円は、職員人件費

や町有地草刈り委託料、また、木造戸建て住宅耐震改修促進事業及びブロック塀等撤去に係る補

助金等を計上しております。 

 次に、１４５ページ、２項１目道路橋梁総務費２,３６６万９,０００円は、職員人件費や町道

路線に係る道路台帳作成業務委託料等の計上。新規項目といたしましては、１４６ページ、道路

台帳閲覧システム構築業務委託料を計上しております。 

 次の２目道路橋梁維持費は、８,５６５万６,０００円の計上。今年度は、県道豆田稲築線の町

移管に伴う修繕等により、増額計上となっております。また、新規項目といたしましては、桂川

駅自由通路等清掃委託料や桂川駅鳥類ふん害対策委託料などを計上しております。 

 次の１４７ページ、３目道路橋梁新設改良費は、１億９８５万４,０００円の計上。今年度は、

町道新町狩野線の拡幅事業等により、増額計上となっております。 

 次の４目交通安全対策費は、５００万円の計上でございます。 

 次に、１４８ページ、３項１目都市計画総務費１,０７９万９,０００円は、職員人件費や事務

費等の計上。新規項目といたしましては、１４９ページ、都市計画道路変更支援業務委託料を計

上しております。 

 次の２目街路事業費３０１万５,０００円は、建築工事等に係る道路後退用地整備等に係る経

費の計上。 

 ３目公園費１,３０６万６,０００円は、都市公園、西田清流公園やゆのうら体験の杜などの管

理運営費の計上。 

 次の１５０ページ、４目駐車場等費２８２万６,０００円は、桂川駅前駐輪場及び自動車整理
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場等に係る管理費の計上。 

 次の１５１ページ、都市再生事業費は、桂川駅自由通路等整備事業の完了により廃目となりま

す。 

 次に１５２ページ、４項１目住宅管理費２,２５３万１,０００円は、職員人件費や町営住宅の

維持管理費、使用料の滞納対策経費等の計上。 

 次の１５４ページ、２目住宅建設費は、６億４,１１６万６,０００円の計上、令和３年度から

２か年の継続事業であります町営住宅二反田団地Ｂ棟建築事業が盛期を迎えることにより、増額

計上となっております。 

 次に、１５６ページ、９款消防費１項１目非常備消防費２億４,６６８万円は、町消防団の活

動費や飯塚地区消防組合負担金などの計上。新規項目といたしましては、１５７ページの備品購

入費、町消防団に配備する可搬ポンプ購入費を計上しております。 

 次の１５８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。３目水防費は、

１７万６,０００円、災害対応に係る経費の計上でございます。 

 次に、１５９ページ、１０款教育費１項１目教育委員会費２６５万円は、当該委員会運営費の

計上。２目事務局費７,０２１万４,０００円は、特別職を含む職員人件費やスクールソーシャル

ワーカー報酬、学校支援地域本部の運営費等の計上。新規項目といたしましては、１６１ページ

の通信運搬費、１人１台タブレット端末に係るモバイルルーター通信費や、１６２ページ、ＧＩ

ＧＡスクール推進事業委託料を計上しております。 

 次に、１６３ページ、２項１目学校管理費４,３５０万８,０００円は、桂川小学校の維持管理

運営費の計上。 

 次の１６５ページ、２目教育振興費３,４１５万５,０００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、その他、教育振興に係る経費の計上でございます。 

 次に１６７ページ、３項１目学校管理費２,４６１万３,０００円は、桂川東小学校の維持管理

運営費等の計上。 

 次の１６９ページ、２目教育振興費５９６万６,０００円は、桂川学力アップ推進事業や就学

援助、その他教育振興に係る経費の計上でございます。 

 次に、１７１ページ、４項１目学校管理費３,７５４万２,０００円は、桂川中学校の維持管理

運営費の計上。 

 次の１７３ページからの２目教育振興費３,５８７万８,０００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、就学援助、その他教育振興に係る経費の計

上。なお、３項とも新規項目といたしまして、１人１台タブレット端末に係る学習支援ソフト使

用料を計上しております。 
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 次に、１７６ページ、５項１目桂川幼稚園費３,０６９万円は、職員人件費や幼稚園の維持管

理運営費の計上でございます。 

 次に、１７９ページ、６項１目共同調理場費８,４７３万６,０００円は、職員人件費や施設の

維持管理費等の計上でございます。 

 次に、１８２ページ、７項１目社会教育総務費４,１４５万５,０００円は、職員人件費や社会

教育・文化活動団体に対する助成事業費等の計上。 

 次の１８４ページ、２目公民館費４８１万７,０００円は、地域はつらつ応援助成金など、地

域公民館事業の関係経費の計上。 

 次の１８５ページ、３目青少年問題対策費１０７万円は、青少年の健全育成に係る経費の計上。

４目文化財振興費２,０２０万７,０００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。新規項目といたしましては、１８６ページ、王塚古墳石室安定化検討等業務

委託料や、桂川町史デジタル化業務委託料などを計上しております。 

 次の１８７ページ、５目住民センター費１,７５２万２,０００円は、施設の維持管理費等の計

上。新規項目といたしましては、１８８ページ、大ホール舞台吊物機構改修工事を計上しており

ます。 

 次の６目王塚古墳館費３,１９７万１,０００円は、職員人件費や施設の維持管理費、企画展等

に係る運営費の計上。 

 次の１９０ページ、７目図書館費３,９９８万３,０００円は、職員人件費や図書館の維持管理

運営費の計上。 

 次の１９２ページ、８目人権教育費５３４万円は、職員人件費や人権啓発費等の計上でござい

ます。 

 次に、１９５ページ、８項１目保健体育総務費４６５万５,０００円は、スポーツ振興に係る

経費や町体育協会補助金等の計上。 

 次の１９６ページ、２目体育施設費４３１万３,０００円は、武道場など社会体育施設の維持

管理費等の計上。 

 ３目総合管理費３,１６９万６,０００円は、職員人件費や施設の維持管理運営費の計上。 

 次の１９８ページ、４目グラウンドゴルフ場費は、８４０万６,０００円の計上でございます。 

 次に、２００ページ、１１款災害復旧費１項１目鉱害復旧相談窓口費１６万８,０００円は、

特定鉱害復旧対策の申出に伴う取次事務費の計上でございます。 

 次に、２０１ページ、１２款公債費１項１目元金４億１,９９０万２,０００円、２目利子

１,６１５万９,０００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

利子の計上でございます。 
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 最後に２２２ページ、１３款１項１目予備費７００万円は、例年同様の計上でございます。 

 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。 

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１８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１８号令和４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６８ページをお願いいたします。 

 議案第１８号令和４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４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

１９３万８,０００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款県支出金１項１目住宅新築資金等貸付事業、県補助金２５万５,０００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おります。 

 ８ページをお願いします。２款事業収入１項１目住宅改修資金貸付金元利収入６万円、２目住

宅新築資金貸付金元利収入１００万１,０００円、３目宅地取得資金貸付金元利収入６０万

８,０００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１９３万８,０００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。 

 以上、簡略ではございますが、説明を終わります。議審議の上、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 
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日程第２６．議案第１９号 

○議長（原中 政燵君）  議案第１９号令和４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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書６９ページ、議案第１９号令和４年度桂川町土地取得特

別会計予算について御説明いたします。 

 本議案は、令和４年度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、予算書フォルダー内のファイル⑥令和４年度土地取得特別会計予算書で

御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。令和４年度予算の総額を歳入歳出それぞれ１,０５０万

４,０００円に定めようとするものでございます。 

 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４,０００円は、土地開発基金預金利子の計上でござい

ます。 

 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、土地購入等に係る財源

を当該基金から繰り入れるものでございます。 

 続きまして、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４,０００円は、土地開発基金の預金利子積立金の計上でござ

います。 

 １０ページ、２款１項１目公有財産取得事業費１,０５０万円は、土地購入費及びその関係経

費の計上でございます。 

 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。 

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２０号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２０号令和４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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の７０ページをお願いいたします。 

 議案第２０号令和４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４年度桂川町国民健康保険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。 
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 内容につきましては、別紙予算書で御説明いたします。予算書のフォルダーの⑦をお願いいた

します。 

 予算書の２ページをお願いいたします。第１条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１７億３,２５９万４,０００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

借入れの最高額を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、２億６,９０８万５,０００円を計上しておりま

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、４万５,０００円

を計上しております。 

 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、１２万円を計上しております。 

 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、１,０００円を存置科

目として計上しております。 

 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１３億２７６万７,０００円

は、桂川町の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１２億７,４２９万

２,０００円、保険者努力支援制度や特別調整交付金として、交付される特別交付金２,８４７万

５,０００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、１,０００円を存置

科目として計上しております。 

 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、１６万円を計上しております。 

 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、１億５,９３０万円を計上

しております。 

 １７ページをお願いいたします。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、それぞれ１,０００円を存置科目として計上しております。 

 １８ページをお願いいたします。８款１項１目延滞金は、一般被保険者分と退職被保険者分等

を等分として、合わせて１０万１,０００円、２目加算金も、一般、退職それぞれ１,０００円、

合わせて２,０００円を存置科目として計上しております。３目過料につきましては、１,０００円

を存置科目として計上しております。 

 １９ページをお願いいたします。８款２項１目預金利子は、１,０００円を存置科目として計

上しております。 

 ２０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、１,０００円を存置



- 59 - 

科目として計上しております。 

 ２１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、

２目退職被保険者等第三者行為納付金から８目雑入までは、それぞれ１,０００円を存置科目と

して計上しております。 

 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ページに記載をしており、職員２名分の人件

費並びに国保事務等に関する経費１,６５８万７,０００円を計上しております。 

 ２３ページをお願いいたします。１款１項２目国民健康保険団体連合会負担金は、１０３万

２,０００円を計上しております。 

 ２４ページをお願いいたします。１款２項１目賦課徴収金は、１４万６,０００円を計上して

おります。 

 ２５ページをお願いいたします。１款３項１目運営協議会費は、６０万円を計上しております。 

 ２６ページをお願いいたします。１款４項１目医療費適正化特別対策事業費３２８万７,０００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円を計上しております。 

 ２７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１１億１,３７６万

１,０００円、２目一般被保険者療養費は１,５６８万３,０００円、３目審査支払手数料は

２４８万３,０００円を計上しております。 

 ２８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費は１億６,７１０万

９,０００円、２目一般被保険者高額介護合算療養費は５０万円を計上しております。 

 ２９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、１０万円を計上してお

ります。 

 ３０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円を計上しております。 

 ３１ページをお願いいたします。２款５項１目葬祭給付費は、４０件分、１２０万円を計上し

ております。 

 ３２ページをお願いいたします。２款６項１目傷病手当金は、１０万円を計上しております。 

 ３３ページをお願いいたします。３款１項１目一般被保険者医療給付費負担金は２億６,５８２万

１,０００円、２目退職被保険者等医療給付費負担金は８万５,０００円。 

 ３４ページをお願いします。３款２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等負担金は７,９６５万

７,０００円、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等負担金は６,０００円を計上しております。 

 ３５ページをお願いいたします。３款３項１目介護納付金負担金は、２,５８０万１,０００円
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を計上しております。 

 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円を計上しております。 

 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１３６万円、２目疾病予防費は

１９万２,０００円を計上しております。 

 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、特定健康診査及び特

定保健指導に関する事業費として２,１３０万４,０００円を計上しております。 

 ３９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１６万１,０００円を計上しております。 

 ４０ページをお願いいたします。７款１項１目利子は、一時借入金利子分として２０万円を計

上しております。 

 ４１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

償還金は、１,０００円を存置科目として計上しております。 

 ４２ページをお願いいたします。９款１項１目予備費は、５００万円を計上しております。 

 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２８．議案第２１号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２１号令和４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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の７１ページをお願いいたします。 

 議案第２１号令和４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４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。予算書フォルダーの⑧をお願いいたし

ます。 

 予算書２ページをお願いいたします。第１条につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億２,０７６万４,０００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、年金から納めていただく保険料で９,９６２万１,０００円、

２目普通徴収保険料は、納付書や口座振替により納めていただく保険料で、現年度分を４,０９８万



- 61 - 

７,０００円、滞納繰越分を９０万円を計上しております。 

 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、１万円を計上してお

ります。 

 ９ページをお願いいたします。３款１項１目県支出金は、法改正に伴い、本年７月と９月に、

後期高齢者医療の保険加入の皆様に被保険者証を２回交付する必要がございます。その２回目の

交付事務に関する交付金として２３万円を計上しております。 

 １０ページをお願いいたします。４款１項１目事務費繰入金は１,４８６万８,０００円、２目

保険基盤安定繰入金は６,１３４万６,０００円を計上しております。 

 １１ページをお願いいたします。５款１項１目繰越金は、２３０万円を計上しております。

１２ページをお願いいたします。６款１項１目保険料還付金は５０万円。 

 １３ページお願いいたします。２項１目雑入は１,０００円の存置科目。 

 １４ページをお願いします。３項１目延滞金も１,０００円の存置科目として計上しておりま

す。 

 １５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、１５ページから１６ページに記載をしており、短時間勤務会計年

度任用職員１名分と職員１名分の人件費や、郵便料として７１５万３,０００円を計上しており

ます。 

 １７ページをお願いいたします。１款２項１目徴収費は６１万８,０００円を計上しておりま

す。 

 １８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、２億１,１４９万３,０００円を計上しております。 

 １９ページをお願いいたします。３款１項１目保険料還付金は５０万円を計上しております。 

 ２０ページをお願いいたします。４款１項１目予備費は１００万円を計上しております。 

 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２９．議案第２２号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２２号令和４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２２号について御説明申し上げます。 

 議案書７２ページをお開きください。 
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 本議案は、令和４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。 

 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５,９１９戸、年間の

有収水量は１３０万８,９３６ｍ３、１日平均有収水量は３,５８６ｍ３を予定しております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入の第１款水道事業収益では２億２,５６９万２,０００円、支出では、第１款水道事業費用

として２億２,２３９万２,０００円を予定しています。差引きの事業収益では３３０万円の黒字

を見込んでおります。 

 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６,２０５万６,０００円を予定しています。また、収入が

支出に対して不足している額６,２０５万６,０００円につきましては、過年度損益勘定留保資金

５,８０７万１,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３９８万５,０００円

で補填痾するものです。 

 第５条は議会の議決を得なければ、流用することができない経費として、職員の給与費

７,０７２万９,０００円を定めております。 

 第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４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２億１,５６８万８,０００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２０５万円は、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２０万６,０００円。 

 ２６ページをお開きください。２目長期前受金戻入は７７４万５,０００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９,１５５万４,０００円は、浄水場に係る経費で、

主なものは職員３名分と会計年度任用職員３名分の人件費や施設の維持管理に伴う委託、修繕、

動力等の整備費等を計上いたしております。 
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 ２９ページをお開き下さい。２目配水及び給水費３,７８１万１,０００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名分と会計年度任用職員１名分の人

件費、水道配水管の漏水調査委託料、修繕費等の計上いたしております。 

 ３０ページをお開き下さい。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３,４２６万円は、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名分と会計年

度任用職員２名分の人件費、検針人や集金に対する委託料、口座振替手数料等をそれぞれ計上い

たしております。 

 ３１ページをお開き下さい。５目減価償却費４,１０６万１,０００円は、浄水場の建物、構築

物、機械及び装置等の減価償却費、６目資産減耗費３５６万５,０００円は、機械及び装置等の

除却費。 

 ３２ページをお開きください。７目その他営業費用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。２項１目支払利息及び企業債取扱諸費３７６万７,０００円は企業債借入

金利子、２目消費税９３７万円は消費税見込額、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円は存置科目として計上いた

しております。４項１目予備費、予備費として１００万円を計上しております。 

 ３３ページをお開き下さい。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３７万８,０００円は、メーター器の

購入費として、２目建設改良費３,６８５万５,０００円は、豆田浄水場のろ過施設の設備更新費

や、近年の大雨等による原水変化並びに職員の高齢化等に対するため、インターネットを活用し

て原水や浄水状況等を常時監視・観測できるクラウドシステムの設置経費を計上しております。 

 ４目固定資産購入費６６０万円は、浄水場等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１,７２２万３,０００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１,０００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。 
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○議長（原中 政燵君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後３時06分休憩 
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午後３時07分再開 

○議長（原中 政燵君）  それでは、会議を開きます。 

課長からの訂正の申出がありますので、訂正を報告させます。山本課長。 

○水道課長（山本  博君）  申し訳ありませんでした。 

 ３３ページの資本的収入及び支出でございます。 

 １款４項の予備費でございますが、１,０００円と申し上げたようですので、１００万円と改

めさせていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議長（原中 政燵君）  これで会議を終了しました。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時08分散会 
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