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桂川町告示第99号 

 令和４年第３回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和４年６月２日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和４年６月14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 

────────────────────────────── 

○６月21日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○６月22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３回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和４年６月14日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和４年６月14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３号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第７ 承認第３号 桂川町税条例等の一部を改正する条例の制定 

 日程第８ 承認第４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９ 承認第５号 令和３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６号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（専決第

１号） 

 日程第11 承認第７号 令和３年度桂川町土地取得特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第12 承認第８号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第13 承認第９号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第14 承認第10号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（専決第１号） 

 日程第15 承認第11号 令和４年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第16 議案第24号 財産の処分 

 日程第17 議案第25号 動産（電子黒板）の買い入れ 

 日程第18 議案第26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

する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第19 議案第27号 令和４年度桂川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議案第28号 令和４年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 報告第１号 令和３年度桂川町継続費繰越計算書 
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 日程第22 報告第２号 令和３年度桂川町繰越明許費繰越計算書 

────────────────────────────── 

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３号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第７ 承認第３号 桂川町税条例等の一部を改正する条例の制定 

 日程第８ 承認第４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９ 承認第５号 令和３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６号 令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（専決第

１号） 

 日程第11 承認第７号 令和３年度桂川町土地取得特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第12 承認第８号 令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第13 承認第９号 令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第１号） 

 日程第14 承認第10号 令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（専決第１号） 

 日程第15 承認第11号 令和４年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号） 

 日程第16 議案第24号 財産の処分 

 日程第17 議案第25号 動産（電子黒板）の買い入れ 

 日程第18 議案第26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

する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第19 議案第27号 令和４年度桂川町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議案第28号 令和４年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 報告第１号 令和３年度桂川町継続費繰越計算書 

 日程第22 報告第２号 令和３年度桂川町繰越明許費繰越計算書 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 
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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 

建設事業課長補佐  横山 龍一君   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  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。ただいまの出席は１０名です。定足数に達してい

ますので、令和４年第３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、６番、澤川茗代子君、７番、北



- 5 - 

原裕丈君を指名します。 

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６月２２日までの９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６月２２日までの

９日間に決定しました。 

 これより、町長に行政報告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。 

 本町の新型コロナウイルス感染者数については、今年の２月頃から急増し、３月、４月、５月

と高止まりの状況にあり、住民の皆様には、感染防止対策の徹底とワクチン接種についてお願い

をしているところです。４回目のワクチン接種については、６０歳以上の方や基礎疾患をもって

おられる方を対象に来月から順次実施してまいりますので、よろしくお願いいたします。一日も

早い終息を願うばかりでございます。 

 また、ロシアのウクライナ侵攻は、厳しい戦闘を繰り返しながら長期化することが予想されて

いるようです。こうした世界の緊迫した情勢を踏まえ、物価の高騰や品不足など、私たちの日常

生活に大きな影響が出ています。一日も早く戦闘が停止し、平和的で安定した情勢になりますこ

とを心から願う次第であります。 

 さて、本日は、令和４年第３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変わりませず、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及び本日提案いたします議案等の提案理由について御説明

いたします。 

 初めに、これから本格的な梅雨の季節を迎え、集中豪雨や台風等の自然災害が発生しやすくな

ります。気象庁は、近年の災害発生状況に鑑み、本年６月１日から線状降水帯予測を発表するこ

とにしました。線状降水帯の怖さは、平成２９年の九州北部豪雨、朝倉市、東峰村や令和２年の

熊本豪雨、人吉市、球磨村をはじめ、毎年のように発生する大水害からして、身に染みて感じて

いるところであります。 

 災害等の発生がないことを念願するとともに、本町における防災・減災の対策について、気を

引き締めて取り組んでいく必要があると考えています。 

 次に、令和３年度のふるさと応援寄附金は、件数で５,８７２件、金額では６,２００万
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８,０００円となりました。令和２年度と比べますと件数、金額ともに低調であったと言えます

が、その要因については様々な課題があります。ふるさと応援寄附金は、町の自主財源の直接的

確保や地域経済の活性化に資する効果もありますので、事業のＰＲや新たな返礼品の開発、充実、

専門業者の活用によるブラッシュアップに努め、成果を上げてまいりたいと考えています。 

 次に、ｄボタン広報紙については、５月１６日月曜日から運用を開始しました。このｄボタン

広報紙は、九州朝日放送のテレビ画面を利用して、町の情報を発信するもので、テレビリモコン

の簡単な操作で見ることができます。新型コロナウイルスの対策や災害発生時の避難情報、町の

行事やイベントの紹介など、従来の町の情報発信ツールである広報けいせんやホームページ、防

災行政無線、電光掲示板などに加えて、町民の皆様に必要な情報を早くお届けできるよう内容の

充実を図ってまいります。 

 次に、県事業で取組を進めています県道豆田稲築線、九郎丸工区、つまり、桂川町役場から国

道２００号線までの道路改良につきましては、本年度より道路用地として必要な土地の買収協議

が進められると報告を受けています。特に、建物の移転等が必要な関係者の皆様には、長期間、

日常生活に大きな影響を及ぼすことも考えられるため、本町としましても、県並びに関係者との

協議調整を緊密に行い、早期の完成を目指して取り組んでいるところです。 

 次に、二反田団地Ｂ棟建築工事については、浄化槽の設置が完了し、５月末の進捗率は２１％

となっています。現状では、２階の壁面や柱のコンクリート打設及び３階の床面の工事が完了し

ており、１０月中旬には最上階６階までの躯体工事が完了する予定です。 

 また、Ｂ棟建設に伴い住居移転の対象となる二反田団地、土師団地、椿団地の町営住宅に入居

されている皆様には、時期を調整した上で説明会を開催し、入居希望の有無や移転に係る手続、

部屋の位置決定等、具体的な内容について説明してまいります。 

 次に、３月議会の施政方針で示しましたように、本町の国民健康保険税の在り方について、

５月１７日に開催された桂川町国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問いたしました。諮

問の内容は、資産割を廃止し均等割、平等割、所得割の３方式に変更することについてと各方式

における税率、税額等についてです。スピーディな協議が求められますので、口頭ではあります

が、本年８月末を目途に答申をいただきたい旨、お伝えしたところです。 

 次に、国民健康保険の特定健診のうち医療機関における個別健診については、６月１日から

１２月末までの期間、桂川町、飯塚市、嘉麻市の特定健診参加医療機関にて実施いたします。ま

た、集団健診については、８月から来年の２月までの間に４回、総合福祉センターにて実施する

計画です。 

 先月、受診券を送付しましたので、健康チェックのために積極的に受診していただきたいと願

っています。 
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 次に、ふくおか県央環境広域施設組合のごみ処理施設新工場建設につきましては、去る４月

２３日に地元九郎丸区の新役員さんを対象に、また、５月２２日には九郎丸区の皆様を対象に説

明会を開催し、これまでの経過等について御説明してきたところです。 

 今後とも、地元の意見を尊重しながら事業の進展に努めるとともに、町としての研究、研さん

が必要になってくるものと考えています。 

 次に、国のコロナ対策事業として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を１世帯当た

り１０万円、また、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外として児童１人当たり

５万円を給付することになっています。これは、コロナの影響が長期化する中で、様々な困難に

直面した人に対し、生活、暮らしの支援を行う観点から給付されるもので、本町では、給付金が

早く該当者のお手元に届くように６月１日付で関係予算を専決処分し、事務処理を進めていると

ころです。 

 次に、健康ポイント事業として「けいせんけんこうＫポイント」の参加登録の申込みを、６月

１日から開始しています。町民の皆さまの健康維持、増進を進めていくための事業として、積極

的に展開してまいりますので、ぜひ御参加いただきますようお知らせします。 

 次に、プレミアム付き商品券の発行は、桂川町商工会と協力して、原油価格などの高騰により

様々なものが値上げ傾向にある中、地域消費者の購買意識の喚起及び地元商工業者支援のために

実施しているところです。 

 プレミアム率は３０％で、商工会を窓口に１万３,０００冊を準備して応募を受け付けました

ところ、１万６,８６７冊の申込みがあったと報告を受けています。 

 次に、桂川駅の観光案内所については、今月２０日から開設する計画です。また、施設の愛称

を募集しましたところ、多数の御応募をいただき、検討した結果「ｋｅｉｓｅｎまちプラザ」に

決定しました。 

 この施設は、駅利用者の待ち合いとくつろぎの場所として、あるいは、町内の施設案内や住民

の皆様の作品等の展示、作物や商品の販売など、多様な利活用ができるように柔軟に対応してい

くとともに、まちの魅力を発信していきたいと考えています。 

 次に、本年４月に民営化された私立吉隈保育園については、移管先である社会福祉法人明見会

の業務等の引継ぎも無事終え、良好な保育事業が実施されています。 

 社会福祉法人明見会の意向として、吉隈保育園を新築移転したいとの申出があり、新園舎建設

用地について検討された結果、本町の公有地である土師字コノマ１１１７番地２３他１筆を適地

として選択され払下げ申請がありました。本町としましても民営化を推進してこともあり、申出

に応えるべく対応してきたところです。多様化する子育てニーズへの対応、保育施設環境の改善、

待機児童問題等の解決のためにも新築移転は必要な措置であると判断しています。 
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 よって、本件に関する仮契約がまとまりましたので、財産の処分について議案を上程していま

す。よろしくお願いいたします。 

 次に、学校におけるＩＣＴ環境の整備については、町内小中学校に配置する電子黒板３８台分

の関係予算成立後、５月１７日に指名競争入札を行い、５月２０日に契約予定業者と仮契約を締

結しましたので、本議会に物品の購入契約の締結について議案を上程しています。 

 納期は、不安定な社会情勢を考慮し９月３０日までとしていますが、できるだけ早く納入でき

るように努めＩＣＴ教育の推進を図っていきたいと考えています。 

 次に、予算につきましては、専決処分による令和３年度補正予算の承認６件と、専決処分によ

る令和４年度補正予算の承認が１件、令和４年度の補正予算２件を提案しています。 

 まず、令和４年３月３１日に専決処分しました承認第５号から承認第１０号までの補正予算に

つきましては、各会計の決算を見込んだ予算の整理が主なものでございます。 

 このうち、承認第５号令和３年度一般会計補正予算(専決第６号)は、補正額１億５,２１６万

３,０００円を追加し、予算の総額を６９億６,７９１万４,０００円と定めたものです。予算整

理を行った結果、本補正において歳入が歳出を上回りましたので、歳入余剰分については、基金

への積立てにより調整しています。 

 具体的には、減債基金に２億円、教育・保育施設整備基金に１億円、公共事業整備基金に

５６０万３,０００円を積み立てる予算計上を行っています。 

 また、承認第８号令和３年度国民健康保険特別会計補正予算(専決第１号)においても同様に、

国民健康保険給付費等支払準備基金に７００万円を積み立てる予算を計上しています。 

 このことにより、主な基金の令和３年度末現在高は、財政調整基金が７億４,０００万円、減

債基金が４億５,７００万円、公共事業整備基金が３億３,７００万円、教育・保育施設整備基金

が２億２,４００万円、国民健康保険給付費等支払準備基金が１億４,３００万円となるものでご

ざいます。 

 次に、承認第１１号令和４年度一般会計補正予算(専決第１号)は、補正額６,１２２万

９,０００円を追加し、予算の総額を６４億４,４７４万８,０００円と定めたものでございます。 

 令和４年５月３１日に成立しました国の令和４年度補正予算に係る新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策に伴う住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業及び子育て世帯生活支援特別給付金

事業の関連予算で、早期の支給事務を進めているところです。 

 次に、議案第２７号令和４年度一般会計補正予算(第２号)は補正額７,２４７万８,０００円を

追加し、予算の総額を６５億１,７２２万６,０００円に定めようとするものでございます。補正

の主な内容は、歳入予算では、１５款国庫支出金において、新型コロナウイルス感染症対策に係

る学校保健特別対策事業費国庫補助金を追加計上しています。 
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 次に、１６款県支出金では、学習指導員等配置事業費県補助金や、県教育委員会からの指定を

受けて実施する児童生徒の情報活用能力向上事業費県委託金を追加計上しています。 

 次に、１７款財産収入では、議案第２４号の関連予算である町有地公売収入を、２２款町債で

は、庁舎ＬＥＤ照明改修工事に係る高効率照明機器整備事業債を追加計上しています。 

 一方、歳出予算では、２款総務費において町有地公売収入を教育・保育施設整備基金に積み立

てる予算を追加計上するとともに、令和４年度当初予算に計上していた庁舎ＬＥＤ照明改修工事

については、起債対象事業の取扱い変更に伴い追加計上しています。 

 １０款教育費では、県の研究協力校として実施する情報活用能力向上事業費や国庫補助金を財

源とする新型コロナウイルス感染症対策費、桂川中学校の３年生の修学旅行実施に伴う要保護・

準要保護生徒に対する教育扶助費等を追加計上しています。 

 以上が令和４年度一般会計補正予算(第２号)の主な内容でございます。 

 なお、去る５月３１日に出納整理期間を終え、令和３年度一般会計の繰越額として３億

８,５８５万８,０００円を見込んでいます。このうち、令和４年度への繰越事業に充当する財源

を差し引いた３億８,１０５万６,０００円が純繰越金額になります。繰越金については令和４年

度の当初予算において６,０００万円を計上していましたので、その差額３億２,１０５万

６,０００円については、次の補正予算に追加計上いたします。 

 また、国が取り組んでいます、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（コロナ禍

における原油価格・物価高騰対応分)に関する予算につきましては、改めて専決予算で対応した

いと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 本日御提案します議案は、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１件、

専決処分の承認が９件、財産の処分が１件、動産の買入れが１件、条例の改正に関するものが

１件、令和４年度補正予算が２件、報告２件の計１７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
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務経済建設委員会の審査結果を報告いたします。 

 ３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。 

 中の坪橋から県営住宅泉ケ丘団地までの土居笹尾線は、歩道拡幅工事が進められております。

また、土師ファミリーマート前から二反田団地抜ける新町狩野線についても、この整備に係る拡

幅工事が進められております。そのほか、本年度においては１７か所の道路修繕工事が予定され、

舗装改修を中心とした道路の維持管理対策は計画されております。 

 また各行政区長からの要望箇所についても、新たに提出されており緊急性、安全性等を検討し

ながら、優先すべき改修箇所の指摘を行っていく予定であります。 

 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、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。 

○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。 

 ３月定例会後、４回の委員会を開きました。 

 ４月２６日に飯塚市旧頴田町にある児童発達療育センターテコテコに行き、施設を見学し意見

交換をしてきました。この施設は桂川町・飯塚市・嘉麻市の委託事業所で、発達障がい児等の相

談支援事業を含むこども発達療育センターとなっています。最近は仕事量が増えてきていると言

われていました。 

 人材確保のために２市１町の財政的な支援が必要と思われます。５月２６日には屋上や外壁の
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改装が終了した桂川小学校を視察しました。屋上の草はすっかりなくなっていました。校長先生

は雨漏りもなくなり子供達が快適な環境で生活できていますと言われていました。 

 今後とも教育環境整備のために学校、幼稚園、保育所などの視察が必要です。 

 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、委員会報告を終わります。 

○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、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）  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。 

 ３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・発行について協議を行い、本年５月２日に第３７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３８号を発行するため、継続審査お願いし、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。 
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 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１件、承認９件、議案５件、報告２件であります。このう

ち、同意第３号及び承認第４号から第１１号までは、本日即決していただき、承認第３号及び議

案第２４号から第２８号までは、本日質疑を受けた後、各常任委員会に付託いたします。６月

１５日、１６日、２０日の３日間で審議をしていただき、６月２２日の本会議で採決を行います。 

 それでは、日程に従い、順次上程をいたします。 

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３号 

○議長（原中 政燵君）  同意第３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３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武本正満氏は、本年４月２１日をもって任期満了を迎え

られましたので、その後任として、住所は、桂川町大字土居７６１番地、昭和２９年３月１４日

生まれの川波和富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。 

 川波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。 

 川波氏は、昭和４７年３月に福岡県立嘉穂高等学校を卒業され、昭和５１年４月に桂川町役場

職員として就職されました。そして平成２２年４月には健康福祉課課長補佐、平成２３年４月に

は健康福祉課課長に就任され、平成２６年３月に退職されています。その後、平成３０年４月か

ら土居一区長を２期にわたり務めていただきました。６８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

生活にわたる発言をしたり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。澤川君。 
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○議員（６番 澹川瘋代子君）  すいません。今気がついたんですけれど、ここの略歴のところで、

高等学校を４７年の３月に卒業なさって、５１年の４月に桂川町の職員として採用されたと書い

てあります。その間の３年間は何をしておられたんですか。 

○議長（原中 政燵君）  井上町長。 

○町長（井上 利一君）  これはもうプライバシーに関することですから、この場の回答は控えた

いと思います。 

○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。 

 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３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３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いたしました。 

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７．承認第３号 

○議長（原中 政燵君）  承認第３号桂川町税条例等の一部を改正する条例の制定の専決処分の承

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。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  承認第３号について御説明申し上げます。議案書５ページをお願い

いたします。 

 本承認は、桂川町税条例等の一部を改正する条例の専決処分でございます。 

 改正の理由としまして、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正す

る政令、地方税法施行規則等の一部を改正する省令が令和４年３月３１日に公布され、同年４月

１日から施行されることに伴い、桂川町税条例等の一部を改正する必要が生じましたが、町議会

を招集する時間的余裕がなかったため、同条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第

１項の規定により、令和４年３月３１日付で専決処分しましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 改正内容については、６ページから１２ページまで、新旧対照表を１３ページから２９ページ

に記載しております。 

 議案書の６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。 
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 １点目は、固定資産税に関わる登記所から市町村への通知の拡大でございます。民法等の一部

改正により登記簿に登記される事項が新たに追加されることになりました。要因として相続登記、

住所変更登記等の未了により所有者が判明しない、連絡がつかない土地等の対策として登記名義

人の死亡の符号、外国居住者の国内の連絡先、会社法人番号、ＤＶ被害者等の住所に変わる事項

等が登記簿に登記されるようになり、それに伴う閲覧交付の手数料は変わらないものとするもの

でございます。 

 次に断熱改修を行った既存住宅に関わる固定資産税の減額措置の拡充でございます。現在、既

存住宅において、断熱改修工事費が５０万円を超える工事を行った場合、翌年度の固定資産税額

が３分の１に減額されています。今回の改正により断熱改修工事費が６０万円を超えるもの、ま

たはこれまでの断熱改修工事内容に加え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もし

くは、太陽熱利用システムの設置工事に関わる費用と合わせて６０万円を超える工事に拡充され

るものです。 

 次に、住宅ローン控除の見直しに関わる個人住民税の控除についてでございます。 

 現行制度において、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除する措置を講じる

ということになっておりますが、今回の改正は所得税における住宅ローン控除の特例措置の見直

しに合わせて、個人住民税の住宅借入金特別控除の適用期限を令和２０年度まで延長するもので

す。 

 以上が主な改正の内容でございます。その他関係法令の改正に伴い、本条例の条文の整備を行

っております。 

 １０ページをお願いします。附則としまして、施工期日でございますが、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。ただし改正規定の内容によりまして、別に期日を定め

ております。 

 以上、簡略の説明でございますが、報告終わります。御審議の上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。 

〔「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承認第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８．承認第４号 

○議長（原中 政燵君）  承認第４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の専
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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。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  承認第４号について御説明申し上げます。議案書３０ページをお願

いいたします。 

 本承認は、桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についてでございます。 

 改正の理由といたしまして、地方税法施行令等の一部を改正する政令及び新型コロナウイルス

感染症に感染するなど一定の要件を満たした被保険者に対する軽減措置として国民健康保険税の

減免について令和４年度においても引き続き措置することに伴い、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ましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、同条例の一

部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付で専決処

分いたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認をお願いするものでご

ざいます。 

 改正内容については、３１ページ、新旧対照表を３２ページから３３ページに記載しておりま

す。 

 議案書の３１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。 

 １点目は、国民健康保険税の課税限度額の改定でございます。今回の改正においては、負担の

公平性の確保及び中間所得層の負担軽減を図る観点から、国民健康保険税の基礎課税分の課税限

度額を現行６３万円から６５万円に、後期高齢者支援金等課税額を１９万円から２０万円に改正

するものでございます。 

 次に、昨年度も実施しました新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険

者等に対する減免措置を、今年度においても引き続き措置することに伴い、令和５年３月３１日

まで延長するものです。 

 附則といたしまして、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、簡略な説明ではございますが、報告終わります。御審議の上、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。 

〔「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。 
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 これより承認第４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４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９．承認第５号 

○議長（原中 政燵君）  承認第５号令和３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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書３４ページ、承認第５号令和３年度桂川町一般会計補正

予算（専決第６号）について御説明いたします。 

 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

がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付

で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこれを御報告し、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、予算書フォルダ内のファイル①、令和３年度一般会計３月専決予算書第

６号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。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

５,２１６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億６,７９１万

４,０００円に定めたものでございます。なお、本補正の主な内容は、決算見込みによる予算調

整でございます。 

 ７ページをお開きください。第２表繰越明許費補正でございます。３款民生費１項社会福祉費

の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業８,７７３万３,０００円と２項児童福祉費の子育

て世帯への臨時特別給付金給付事業４５１万３,０００円につきまして、国の制度にのっとり繰

越明許費に追加するものでございます。 

 次に、８ページ、第３表地方債補正では、公共事業等債ほか３事業につきまして、起債予定額

にて限度額の整理を行っております。 

 １２ページをお開きください。ここから歳入について御説明いたします。 

 １款１項町民税１,６２６万４,０００円の追加、１３ページ、２項固定資産税４７４万

６,０００円の追加、１４ページ、３項軽自動車税１４万１,０００円の追加は、決算見込みによ
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るものでございます。 

 次に、１５ページ、４項町たばこ税２,２８７万５,０００円の追加、１６ページ、２款１項自

動車重量譲与税１５１万２,０００円の追加、１７ページ、２項地方揮発油譲与税２９万円

９,０００円の追加、１８ページ、３項森林環境譲与税１万９,０００円の減、１９ページ、３款

利子割交付金１６２万５,０００円の減、２０ページ、４款配当割交付金２２３万６,０００円の

追加、２１ページ、５款株式等譲渡所得割交付金２８４万６,０００円の追加、２２ページ、

６款法人事業税交付金５５５万６,０００円の追加、２３ページ、７款地方消費税交付金

１,５５４万２,０００円の追加、２４ページ、８款ゴルフ場利用税交付金９０万５,０００円の

追加、２５ページ、９款環境性能割交付金３０万５,０００円の追加は、全て決定によるもので

ございます。 

 次に、２６ページ、１０款地方特例交付金７６５万円の追加は、中小企業等に対する固定資産

税の課税標準の特例措置に係る新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補痾特別交付金を決定

額にて追加計上しております。 

 次に、２７ページ、１１款地方交付税は、１億３,９４４万５,０００円の追加、うち普通交付

税につきましては、財源調整、特別交付税につきましては、決定により追加計上しております。 

 次に、２８ページ、１４款１項使用料７４５万７,０００円の減、２９ページ、２項手数料

４６万６,０００円の減につきましては、各種施設使用料、事務手数料の決算見込みによるもの

でございます。 

 次に、３０ページ、１５款１項国庫負担金８８５万１,０００円の減、３１ページ、２項国庫

補助金５,６５９万１,０００円の追加、３３ページ、１６款１項県負担金５０５万６,０００円

の減、３４ページ、２項県補助金１,８６１万８,０００円の減、３６ページ、３項県委託金

７４万１,０００円の減につきましては、各種負担金、補助金等の決定及び決定見込みによるも

のでございます。 

 次に、３７ページ、１７款２項財産売払収入１７６万９,０００円の追加は、町有地売払収入

の決定によるものでございます。 

 次に、３８ページ、１８款１項寄附金３,７９７万円の減は、主にふるさと応援寄附金の決算

見込みによるものでございます。 

 次に、３９ページ、１９款２項特別会計繰入金５６０万３,０００円の追加は、住宅新築資金

等貸付事業特別会計繰入金の決算見込みによるものでございます。 

 次に、４０ページ、２１款１項延滞金、加算金及び過料１５２万の追加は町税延滞金の決算見

込みによるもの。４１ページ、４項雑入２６３万９,０００円の減は、説明欄に記載の各収入の

決定及び決定見込みによるものでございます。 
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 次の４２ページ、２２款１項町債５,０２０万円の減は、各事業債を起債予定額にて整理した

ものでございます。 

 続きまして、４３ページから歳出でございます。１款１項議会費１２１万６,０００円の減は、

特別旅費、常任委員会調査研修旅費の皆減でございます。 

 次に、４４ページ、２款１項総務管理費２億７,００８万７,０００円追加の主なものは、３目

財政管理費におきまして、今回の補正で歳入が歳出を上回りましたので、教育保育施設整備基金

積立金を１億円、減債基金積立金を２億円追加計上しております。また、公共事業整備基金積立

金５６０万３,０００円の追加計上につきましては、歳入で申しました住宅新築資金等貸付事業

特別会計繰入金を全額積み立てるものでございます。４６ページ、２項徴税費９３万円の減、

４８ページ、４項選挙費１１３万５,０００円の減、４９ページ、６項監査委員費２１万

５,０００円の減は、決定及び決算見込みによるものでございます。 

 次に、５０ページ、３款１項社会福祉費４,２８１万４,０００円減の主なものは、４目重度障

がい者医療費及び５目子供医療費の医療補助費の決算見込みによる減額計上や８目介護保険事業

費の福岡県介護保険広域連合負担金の決定による減額計上でございます。５１ページ、２項児童

福祉費８１９万円の減は、児童手当の決定によるもの。５２ページ、４項同和対策費３２万

３,０００円の減は決算見込みによるものでございます。 

 次に、５３ページ、４款１項保健衛生費２００万円の減は、合併処理浄化槽設置整備事業補助

金の決算見込みによるもの。５４ページ、２項清掃費８１万３,０００円の減は、福岡県央環境

広域施設組合負担金の決定によるものでございます。 

 次に、５５ページ、５款２項労働諸費２３９万２,０００円の減は、若年者専修学校等技能習

得資金貸与金の皆減でございます。 

 次に、５６ページ、６款１項農業費６１８万３,０００円の減は、主に６目農地費の水利施設

等改修に係る測量調査等委託料などの決算見込みによるもの。５７ページ、２項林業費１２万

６,０００円の追加は、主に森林環境整備基金積立金の追加計上によるものでございます。 

 次に、５８ページ、７款１項商工費１６８万円の減は、商工祭助成金の皆減などによるもので

ございます。 

 次に、５９ページ、８款１項土木管理費２５１万８,０００円の減は、木造戸建て住宅耐震改

修促進事業補助金の皆減などによるもの。６０ページ、２項道路橋梁費７９０万３,０００円の

減は、道路台帳作成業務委託料の決定によるもの及び３目道路橋梁新設改良費の決算見込みによ

るもの。６１ページ、３項都市計画費１,０３３万８,０００円の減は、主に２目街路事業の道路

後退用地取得に係る測量委託料などの皆減や、５目都市再生事業費の桂川駅周辺整備工事の決定

によるもの。６２ページ、４項住宅費２１８万４,０００円の減は、主に町営住宅長寿命化計画
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策定業務委託料の決定によるものでございます。 

 次に、６４ページ、１０款２項桂川小学校費４３１万４,０００円の減、６５ページ、３項桂

川東小学校費１３万９,０００円の減、６６ページ、４項桂川中学校費８２３万６,０００円の減

は、少人数指導教育職員人件費などの教育振興費の決算見込みによるもの。６８ページ、７項社

会教育費９１９万４,０００円の減は４目文化財保護費の町内遺跡発掘調査事業に係る短時間勤

務会計年度任用職員報酬などの皆減のほか、各社会教育事業費の決算見込みによるものでござい

ます。 

 次に、７２ページ、１１款２項農林水産業施設災害復旧費５００万円の減、７３ページ、３項

公共土木施設災害復旧費３３万３,０００円の減は、工事請負費の決算見込みによるものでござ

います。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、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。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  共産党の吉川でございます。４点ほど質問いたします。１個ずつ

いきます。 

 ３９ページ、よろしいでしょうか。 

○議長（原中 政燵君）  はい、どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  繰入金ということで、５６０万３,０００円という金額をこの住

宅新築資金に繰り入れるわけですよね。この金額が多いように思いますけれど、一般会計から住

宅新築資金に入れるんですね。住宅資金からこっちに入れる、そしたらいいです。これ、回収金

額が、多いように思うんですけれど、どうやって回収をされたのか。 

 次にいいですか、一つ一つ……。 

○議長（原中 政燵君）  はい、全部いいですよ。４つでしょ、４項目どうぞ。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  次に、５２ページ、民生費３款４項２目１０節食糧費っていうの

が、９万２,０００円ですか、減になっている、食糧費ってこれ何でしょうか。 

 次に、５９ページ、８款の１項１目でブロックの撤去補助金が１０１万８,０００円上がって

います。このことで、これは、私の心配なんですけれど、御存じのように、数日前、もっと前に

なりますかね、山田の方であのベトナムからいらっしゃった方が、あの公共工事で途中で亡くな

りましたよね。だからそういうことで、このなんか補助金が減ったりしているけれど、この働い

ている人たちの安全とか、そういう面で大丈夫なんかなとそういうことをちょっと心配している

もので、桂川町としてそういう事故がないようにしていただきたい。偶然じゃない、やはり未然
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にそういう事故のないようにするためには、やはりきちっとしたガードといいますか、そういう

ものを整備していかなくてはいけないと思いますので、私の心配で、これと直接じゃないかもし

れんけどですね、ちょっとあの聞きたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  あと一つ。７２ページ、１１款１目で工事請負費が現年発生農地

等災害復旧工事っていうのが５００万減額で上がっていますけど、減らしても災害復旧工事って

ありますけど、減らして大丈夫なんかなと、そういう心配からですね、これを大丈夫ですかとい

うことで質問します。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  それでは、順次担当課長。秦課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  議員御質問の３９ページ。住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金

の５６０万３,０００円、これについて説明させていただきます。 

 これにつきましては、次の予算書にて説明するんですけども、これは、特別会計であります桂

川町住宅新築資金等貸付事業特別会計から、令和３年度より繰出金が５６０万３,０００円ござ

います。その分を一般会計に組み入れるものでございます。ちょっと金額が大きいということな

んですけども、これにつきましては、住宅新築資金等貸付助成事業県補助金というのがございま

して、これにつきましては、住宅新築貸付金と貸付事業を実施した市町村、桂川町もそうなんで

すけども、それの資金の償還推進に要する経費の一部を助成するというものがございまして、こ

の分が今回、ちょっと大きく金額が膨らんだ要因ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  次に。３９ページから……。民生関係はどなたかな。原田課長。 

○社会教育課長（原田 紀昭君）  御質問にお答えします。 

 議員御質問の５２ページの１０節需用費食糧費でございますけども、これにつきましては小・

中学校生の合宿、研修会時の食糧費でございます。これにつきましては、令和３年度、中止して

おりますんでそれに伴う減額でございます。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  次、５９ページ、原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  ５９ページの２５１万８,０００円の減額についてでございま

す。 

 ブロック塀撤去費補助金、全体で２０８万ございました分を１０１万８,０００円減額するも

ので、令和３年度の件数としては７件のブロック塀撤去補助金を交付しておるところです。 

 桂川町ブロック塀等撤去補助金につきましては、１.２ｍ以上の高さの空洞ブロック、生け垣
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の危険なところを事前に撤去することによって、通学等の子供さん等の安全対策を図るというこ

とで、この残額を専決処分で約１０１万８,０００円落としたという内容でございます。 

 次に、７２ページでございます。７２ページにつきましては、５００万円を農林災害復旧事業

費の工事費から減額しております。全体的には１,６５０万の予算がございました。それで、現

場等の合法のいろんな検討を行った結果５００万円が、残額が残ったということで最終的にこれ

を減額しております。工事の安全性については、無理をしたとそういった状況ではございません。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ２点あります。１点目、６１ページ、３項５目１４節工事請負費

が５８０万５,０００円減に出ています。桂川駅周辺整備工事。桂川駅周辺整備は、もう終わっ

ていると思っていたけど、これだけ減ということです。５００万、６００万近い減ということは、

大きな工事があったんかなと思いますがどんな工事があったのか、そしてまた、何で減になった

のかも教えてください。それから７１ページ、保健体育費でその他のところで、３目、４目、マ

イナスになっています。そして一般財源から入れるように組替えが行われています。なぜかと思

ったんですが、どうも２８ページに答えがあったようで、２８ページ、総合体育館使用料、グラ

ンドゴルフ場使用料が、かなりダウンしています。合わせて収入が、ここは大体４割減ぐらいに

なっているんですけど、この４割減の要因がコロナなのかどうか、そこをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（原中 政燵君）  それでは、原中課長からお願い。 

○建設事業課長（原中  康君）  ６１ページ、８款３項５目１４節工事請負費５８０万５,０００円

の減額につきましては、昨年度９月議会で最終的な撤去工事費等が減額になって、工事作業等も

軽減できて５８０万６,０００円を協定額を引き下げたという内容ございました。これに伴い最

終的に年度が終わる３月３１日時点で、ちょっと端数で１,０００円分がちょっと違うんですけ

れども、最終的に専決処分で５８０万６,０００円を不要額で落としたと、こういう内容になっ

ております。 

○議長（原中 政燵君）  次に、原田課長。 

○社会教育課長（原田 紀昭君）  御質問にお答えします。 

 ２８ページの１４款１項６目教育使用料の７節総合体育館使用料、８節グランドゴルフ場使用

料の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の発出による利用停止

等によるものでございます。特に総合体育館につきましては、県の新型コロナワクチン優先接種

会場として使用されましたので、その分長く長期にわたって利用停止期間があったということで

ございます。 
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 以上です。 

○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、承認第５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５号令和３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

た。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は１１時３０分より再開します。暫時休憩。 

午前11時13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29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１０．承認第６号 

○議長（原中 政燵君）  承認第６号令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（専決第１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。秦税務課長。 

○税務課長（秦  俊一君）  承認第６号について御説明申し上げます。 

 議案書３５ページをお願いします。本承認は、令和３年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（専決第１号）についてでございます。 

 本会計予算において補正の必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付で専決処分を行いましたので、

同条第３項の規定により、これを報告し、議会の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、別紙補正予算書にて御説明いたします。 

 予算書フォルダー②の資料になります。 

 補正予算書２ページをお願いいたします。本予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４１８万３,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７００万

５,０００円にするものでございます。 
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 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４０４万７,０００円の増額は、決定

によるものです。 

 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４万８,０００円

の増額、１項２目住宅新築資金貸付金元利収入２３万円の増額、３目宅地取得資金貸付金元利収

入１３万円の減額、９ページ、２項１目県住宅改修資金貸付金元利収入１２万円の減額でお願い

しております。事業の増減額は、それぞれ償還見込みによるものでございます。 

 １０ページをお願いします。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費４１８万３,０００円の増額は、決定によ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、承認賜りますようよろ

しくお願いします。 

○議長（原中 政燵君）  課長、９ページをね、１万２,０００円を「１２万」って言った可能性

がありますんで、そこを修正してください。訂正してください。 

○税務課長（秦  俊一君）  申し訳ございません。先ほどの９ページの分で、ちょっと金額の報

告を間違えていました。申し訳ございません。 

 ２項１目県住宅改修資金貸付金元利収入１万２,０００円の減額になります。申し訳ございま

せんでした。 

○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。 

 これより承認第６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６号令和３年度桂川町住宅新

築資金等貸付事業特別会計補正予算（専決第１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．承認第７号 
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○議長（原中 政燵君）  承認第７号令和３年度桂川町土地取得特別会計補正予算（専決第１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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書３６ページ、承認第７号令和３年度桂川町土地取得特別

会計補正予算（専決第１号）について御説明いたします。 

 理由といたしまして、土地取得特別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

ございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付で

専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、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、予算書フォルダー内のファイル③令和３年度土地取得特別会計３月専決

予算書（第１号）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。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１,０５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１万７,０００円に定めたもの

でございます。 

 ７ページをお開きください。令和３年度は財産の取得等がございませんでしたので、歳入の

２款１項１目土地開発基金繰入金を１,０５０万円減額計上、８ページの歳出、２款１項１目公

有財産取得事業費を１,０５０万円減額計上したものでございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、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。 

〔「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７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７号令和３年度桂川町土地取

得特別会計補正予算（専決第１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。 
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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１２．承認第８号 

○議長（原中 政燵君）  承認第８号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（専決第

１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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の３７ページをお願いいたします。 

 承認第８号令和３年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（専決第１号）について御説明申

し上げます。 

 本会計予算において補正の必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がございません

でしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付で専決処分をさ

せていただきましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、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、別紙補正予算書で御説明いたします。予算書のフォルダー④をお願いい

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から歳入歳出それぞれ

１億７,２７９万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億２,８６９万円に定

めたものでございます。 

 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目一般被保険者国民健康保険税３４１万９,０００円の増額は、見込みによるもの

でございます。 

 ８ページをお願いいたします。２款１項１目督促手数料３万１,０００円の増額は、見込みに

よるものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。３款１項１目災害臨時特別補助金４１万１,０００円の増額は、

決定によるものでございます。 

 １０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１億７,４２７万８,０００円

の減額は、見込みによるものでございます。 

 １１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４６９万７,０００円の減額は、

決定によるものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。８款１項１目延滞金２３２万４,０００円の増額は、見込み

によるものでございます。 

 １４ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付費は１億４,２９３万８,０００円の減額、３目一般被保険
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者療養費３８８万６,０００円の減額は、いずれも見込みによるものでございます。 

 １５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２,５３１万９,０００円

の減額は、見込みによるものでございます。 

 １６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３７８万円の減額は、見込みに

よるものでございます。 

 １９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３８６万７,０００円の

減額は、決定によるものでございます。 

 ２０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、

歳入と歳出の整理を行ったところ、歳入余剰の見込みが立ちましたので、７００万円を基金に積

立てをしております。 

 以上、簡略な説明ではございますが、御審議の上、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。 

〔「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）  日本共産党の澤川でございます。私は、この８号議案に反対の立

場から討論に参加いたします。 

 この議案書には、今期黒字として７００万円出そうなので、その分を積立金に回すということ

ですが。積立金は、既に１億４,７８７万４５０円もあります。高過ぎる国保税の負担軽減に回

すべきだと思い、私は反対をいたします。 

○議長（原中 政燵君）  ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  これで討論を終わります。 

 反対討論がありますので、これより承認第８号を採決します。起立により採決いたします。本

件は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（原中 政燵君）  起立多数であります。したがって、承認第８号令和３年度桂川町国民健

康保険特別会計補正予算（専決第１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 



- 27 - 

日程第１３．承認第９号 

○議長（原中 政燵君）  承認第９号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第

１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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の３８ページをお願いいたします。 

 承認第９号令和３年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第１号）について御説明

申し上げます。 

 本会計予算において補正の必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がございません

でしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年３月３１日付で専決処分をさ

せていただきましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、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、別紙補正予算書で御説明いたします。予算書フォルダーの⑤をお願いい

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から歳入歳出それぞれ

２３７万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１,０４６万

４,０００円に定め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。 

 ３款１項２目保険基盤安定繰入金２３７万１,０００円の減額は、決定によるものでございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金２３７万１,０００円の減額は、決定によるもの

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、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。 

〔「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９号を採決します。 
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 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９号令和３年度桂川町後期高

齢者医療特別会計補正予算（専決第１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１４．承認第１０号 

○議長（原中 政燵君）  承認第１０号令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（専決第１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。山本水道課長。 

○水道課長（山本  博君）  承認第１０号令和３年度桂川町水道事業会計補正予算（専決第

１号）について御説明いたします。 

 議案書３９ページをお開きください。提案理由は、水道事業会計予算の最終補正に当たり、町

議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和

４年３月３１日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを報告し、議会

の承認を求めるものでございます。 

 予算書フォルダー内の⑥令和３年度桂川町水道事業会計３月専決予算書（第１号）にて説明い

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３１７万８,０００円増額し、補正後の額を

２億２,８２０万１,０００円に定めようとするものでございます。 

 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。収益的収入及び支出の支出におきまして、１款水道事業費用、

１項営業費用、２目配水及び給水費２,０００円の増額は、給水管等修繕材料費、同じく、５目

減価償却費８８万３,０００円の増額は、有形固定資産減価償却費、同じく、６目固定資産除却

費１１４万７,０００円の増額は、浄水場ポンプ棟の固定資産除却費の確定によるもの、同じく、

２項営業外費用、２目消費税１１４万６,０００円の増額は、申告納付消費税の決定によるもの

です。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上は、御承認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て、質疑ありま

せんか。澤川君。 



- 29 - 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  補正予算説明書４ページ、質問いたします。 

 今、課長が説明されました内容のところで、６目資産癩癩減耗費ですか。ここで、１１４万

７,０００円、固定資産除却費が上がっております。これは、今、説明では何か、ポンプ棟とか

おっしゃいましたけれど、これはもう資産台帳から資産としてなくなるわけですね。 

 そしたら、次にですね、その下に営業外費用として、消費税が補正で１１４万６,０００円上

がっております。そして、補正後で１,３８１万８,０００円になっておりますけれど。そしたら、

この消費税１,３８１万８,０００円っていう金額を納めるわけですね、国に。これは、いつ納め

るんですか。もう納めたんですか。 

○議長（原中 政燵君）  山本課長。 

○水道課長（山本  博君）  申告納付の期限は、すみません。はっきりと覚えていないんですが、

たしか７月ぐらいに納める予定だったと思います。 

○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。 

 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１０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１０号令和３年度桂川町水道

事業会計補正予算（専決第１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１５．承認第１１号 

○議長（原中 政燵君）  承認第１１号令和４年度桂川町一般会計補正予算（専決第１号）の専決

処分の承認を求める件についてを議題とします。 

 本件について、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４０ページ、承認第１１号令和４年度桂川町一般会計補

正予算（専決第１号）について御説明いたします。 

 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

がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年６月１日付で
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専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、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、予算書フォルダー内の⑦令和４年度一般会計６月専決予算書（第１号）

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。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６,１２２万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億４,４７４万

８,０００円と定めたものでございます。 

 ７ページをお開きください。歳入について御説明いたします。 

 １５款２項２目民生費国庫補助金６,１２２万９,０００円の追加は、住民税均等割非課税世帯

や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯に対し、１世帯当たり現金１０万円

を給付する、国の住民税非課税世帯等臨時特別給付に係る事業費国庫補助金４,５００万円及び

事務費国庫補助金２３１万９,０００円と、独り親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し児童

１人当たり現金５万円を給付する、国の子育て世帯生活支援特別給付に係る事業費国庫補助金

１,１２０万円及び事務費国庫補助金２７１万円の追加計上でございます。なお、独り親世帯で

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、本町の場合、県から給付されま

す。 

 ８ページをお開きください。歳出でございます。 

 ３款１項１３目住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費４,７３１万９,０００円の追加は、

住民税非課税世帯等臨時特別給付に係る３節超過勤務手当から１２節システム改修委託料までの

事務費合計２３１万９,０００円と給付金４,５００万円の追加計上でございます。 

 次のページ、３款２項６目子育て世帯生活支援特別給付金給付費１,３９１万円の追加は、子

育て世帯生活支援特別給付に係る、１節短時間勤務会計年度任用職員報酬から１２節システム改

修委託料までの事務費合計２７１万円と給付金１,１２０万円の追加計上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、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。澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すみません、この金額のことについてお尋ねします。 

 社会福祉費国庫補助金として４,７３１万９,０００円と児童福祉費国庫補助金として１,３９１万

円計上されております。それで、最初の社会福祉のとは、非課税世帯の臨時給付金ということで

ありますけれど、これを、金額を再度確認したいと思います。併せて、その下の児童に対する給

付金ですか、これも金額を再確認したいと思います。教えてください。 
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○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。 

 まず、住民税非課税世帯等臨時特別給付金につきましては１世帯当たり１０万円ですね。この

子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、児童１人当たり５万円という給付になっており

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。 

 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１１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１１号令和４年度桂川町一般

会計補正予算（専決第１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。 

 ちょうど１２時になりましたが、このまま進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原中 政燵君）  はい。 

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２４号 

○議長（原中 政燵君）  それでは、議案第２４号財産の処分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４１ページをお開きください。議案第２４号財産の処分

について御説明いたします。 

 本議案の財産とは、桂川町が所有する土地でございます。 

 １、譲渡する土地の所在、地目及び面積でございますが、所在地は桂川町大字土師字コノマ

１,１１７番２３ほか１筆です。地目は雑種地です。譲渡しようとする面積は、５,４８４ｍ２で

す。 

 ２、譲渡金額は、３,２９０万４,０００円です。 
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 ３、譲渡の目的、教育・保育施設建設用地と表記しておりますが、具体的には、私立吉隈保育

園を新たに別の場所に新築するための用地を有償譲渡するものです。 

 ４、譲渡の方法、随意契約でございます。 

 ５、仮契約日は、令和４年５月３０日に締結しております。 

 ６、譲渡の相手方は、住所、福岡県飯塚市小正４５番１、氏名、社会福祉法人明見会、理事長

細川義朋です。 

 提案理由につきましては、桂川町が所有する土地の譲渡について、桂川町立吉隈保育所民営化

に伴い、私立吉隈保育園の運営を行う社会福祉法人明見会に対し譲渡するものであり、相手方は

町の政策目的を達成するための公共的団体であるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号の規定により、随意契約とするものです。 

 よって、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、町議会の議決を求めるものであります。 

 次の４２ページをお開きください。参考資料１、譲渡する土地に関する内容です。 

 譲渡の目的については、桂川町立吉隈保育所の民間移管先である社会福祉法人明見会が運営す

る私立保育園園舎新築移転の建設用地のためでございます。 

 ２の譲渡する土地の単価でございますが、不動産鑑定士に鑑定を依頼し、得た評価額を参考に

決定し、１ｍ２当たり６,０００円、坪単価約１万９,８００円で算定し、譲渡金額３,２９０万

４,０００円で契約するものです。 

 ３、譲渡の払下げ申請日を当者から令和４年１月２６日に提出されております。その後、申請

地に係る現況調査を行い、相手方へ町の契約条件を提示した後、４番の仮契約日の契約日の締結

ですが、５月３０日に仮契約を行っております。 

 なお、この契約が効力を発生するのは、本議案の議決を得たときでございます。 

 ６、既存の吉隈保育園に係る土地建物についてでございますが、新たな保育園が建設移転後、

１年以内に建物を解体撤去の上、町へ返還するものとなっております。 

 次の４３ページには、位置図、次の４４ページには、詳細図及び各筆の面積を表示しておりま

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。 

○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）  これ、議案２４号は、桂川町の土地を明見会に譲渡するというも

ので、譲渡金額が３,２９０万４,０００円ということでありますけれど、この鑑定評価、先ほど

おっしゃったみたいなんですけど、よく聞き取れませんでした。もう一度、おっしゃってくださ
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い。鑑定評価は、どこがなさったのでしょうか。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  鑑定評価でございますけれども、桂川町のほうで４月１日に有

限会社アセッツ鑑定、福岡市内の不動産鑑定士でございますけれども、このほうに依頼して、こ

の６,０００円の評価額の単価を得て、これに基づき、町のほうで決定をいたしております。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  鑑定士にお願いした、その鑑定士っていうのは、名前とかはない

んですかね。よく分からないんですけど。 

 桂川町の鑑定士っておっしゃいましたけれども、鑑定士か鑑定する会社かよく分からないんで

すけど。そこのところを答えていただきたいと思います。 

○議長（原中 政燵君）  原中課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  会社ですけれども、有限会社アセッツ鑑定でございます。 

○議長（原中 政燵君）  柴田君。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  民営化やむなしと意見を述べてきました。明見会が桂川に入ると

いうことで、その経過もいろいろと話を聞いています。 

 その中で、吉隈保育園がちょっと狭いので、いずれ土地を別なところにしたいと、明見会のほ

うが言われていました。可能ならばと。できるだけ、そこで話として、町からの要望として、東

校区にお願いできんかということをあったと思います。できるだけで。できんかったんやろうと

思うし、今度選ばれた土地は、確かに寄り付きはいいと思っているんですが、問題は、その吉隈

保育園の保護者は、これでいいと言われているのか。そこの意見は聞かれているのか。賛成、反

対どうやったのか、あったのかどうか教えてください。 

○議長（原中 政燵君）  江藤課長。 

○子育て支援課長（江藤 栄次君）  御質問にお答えいたします。 

 この移転先につきましては、まだ保護者等には説明をしておりません。今回、議会に上程して

おりますので、議決いただきましたら、説明等になるかっていうふうに思っておるところでござ

います。 

○議長（原中 政燵君）  よろしいですか。 

〔「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２４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１７．議案第２５号 
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○議長（原中 政燵君）  議案第２５号動産（電子黒板）の買い入れ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。平井学校教育課長。 

○学校教育課長（平井登志子君）  議案第２５号動産（電子黒板）の買い入れについて御説明申し

上げます。 

 議案書４５ページをお願いいたします。本議案は、町内の小中学校に電子黒板を整備するため、

買入れ業者との物品購入契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容について御説明申し上げます。 

 買入れ物品は、液晶一体型電子黒板３８台でございます。 

 契約の相手方は、飯塚市徳前２４番地２、株式会社玉置、代表取締役玉置一貴氏でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札。 

 買入れ機器は、さつき株式会社製ミライタッチＭ６５ＣＥ２Ｓ。 

 買入れ価格は１,４６２万５,８２０円うち消費税額１３２万９,６２０円。 

 履行期限は、契約の効力の発生の翌日から令和４年９月３０日まででございます。 

 次のページを御覧ください。入札は、令和４年５月１７日に行い、５月２０日に仮契約を締結

したものでございます。 

 氏名、業者名は、記載のとおりでございます。 

 参考資料として、４７ページに電子黒板の仕様について、４８ページに、購入する電子黒板を

カタログより抜粋して掲載しておりますので、御参照ください。 

 以上、簡略ではございますが、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２５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１８．議案第２６号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２６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４９ページをお願いいたします。議案第２６号桂川町議会議
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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。 

 提案理由でございますが、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、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５０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。 

 最近の物価変動等に鑑み、公職選挙法施行令が一部改正され、選挙運動用自動車の使用、選挙

運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に要する費用の限度額が一部引き上げられたこと

に伴い、公費負担限度額を改めるものでございます。 

 附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 

 議案書の５１ページから５２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。 

〔「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２６号は、会期中、総務経済建設委員会に付託をいたし

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２７号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２７号令和４年度桂川町一般会計補正予算（第２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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書５３ページ、議案第２７号令和４年度桂川町一般会計補

正予算（第２号）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⑧令和４年度一般会計６月補正予算書

（第２号）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。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,２４７万

８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億１,７２２万６,０００円
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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表地方債補正でございます。 

 地域活性化事業債の起債限度額を３,７９０万円から４,４４０万円に変更を行うものでござい

ます。 

 次に、９ページをお開きください。ここから歳入について御説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税２,８３１万９,０００円の追加は、普通交付税を財源調整により追

加計上しております。 

 次に、１０ページ、１５款２項５目教育費国庫補助金２１７万５,０００円の追加は、小中学

校における新型コロナウイルス感染症対策に係る学校保健特別対策事業費国庫補助金及び桂川中

学校現３年生の修学旅行実施に係る要保護児童生徒援助費国庫補助金の追加計上でございます。 

 次に、１１ページ、１６款２項８目教育費県補助金２８万円の追加は、市町村立学校学習指導

員等配置事業費県補助金の追加計上。 

 次の１２ページ、３項３目教育費県委託金１２０万円の追加は、小中学校における情報活用能

力向上事業費県委託金の追加計上でございます。 

 次に、１３ページ、１７款２項１目不動産売払い収入３,２９０万４,０００円の追加は、議案

第２４号関連の予算で、町有地購買収入の追加計上でございます。 

 次に、１４ページ、２１款４項２目雑入１１０万円の追加は、自治体情報システムの標準化・

共通化に係るデジタル基盤改革支援補助金の追加計上。 

 １５ページ、２２款１項１目総務債６５０万円の追加は、庁舎の高効率照明機器整備事業費の

追加計上でございます。 

 続きまして、歳出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５６３万５,０００円の追加は、

福岡県介護保険広域連田川・桂川支部派遣の常時勤務会計年度職員の１名分及び産休代替の臨時

的任用職員１名分の人件費の追加計上。 

 ３目財政管理費３,２９０万４,０００円の追加は、歳入側で触れました、町有地購買収入を全

額、教育・保育施設整備費に積み立てるもの。 

 ４目会計管理費１６万円の追加は、指定金融機関の会計窓口業務の変更に伴う備品、納付依頼

書記入用の記載台購入費の追加計上。 

 次の、１７ページ、５目財産管理費７２６万２,０００円の追加は、起債対象事業の取扱変更

に伴う庁舎ＬＥＤ照明改修工事費の追加計上。 

 ９目電算管理費１１０万円の追加は、地方公共団体情報システム機構を通じて国の１００％補

助で実施いたします、自治体情報システムの標準化・共通化に向けた、文字の標準化に係る文字
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同定業務委託料の追加計上。 

 次の１８ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費１６０万４,０００円の追加は、産休代替の臨

時的任用職員１名分の人件費の追加計上でございます。 

 次に、１９ページ、３款民生費１項１３目住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費１,５０９万

７,０００円の追加は、令和３年度に受入れ超過となりました住民税非課税世帯等臨時特別給付

金給付費国庫補助金の返還金を追加計上しております。 

 次に、２０ページ、４款衛生費２項１目清掃総務費１５４万１,０００円の追加は、短時間勤

務会計年度任用職員１名分の追加計上でございます。 

 次に、２１ページ、５款労働費２項２目職業訓練費２万５,０００円の追加は、地域改善対策

専修学校等技能習得資金返還金の追加計上でございます。 

 次に、２２ページ、１０款教育費１項１目事務局費１２０万円の追加は、県からの委託を受け、

小中学校が研究協力校として実施します、情報活用能力向上事業に係る消耗品費の追加計上。 

 次の２３ページ、２項桂川小学校費１８０万円の追加、次の２４ページ、３項桂川東小学校費

９０万円の追加は、国庫補助を受けて実施します、新型コロナウイルス感染症対策に係る学校保

健特別対策事業消耗品費、備品購入費、教育補助金の追加計上。 

 次の２５ページ、４項桂川中学校費３２５万円の追加は、両小学校同様の学校保健特別対策事

業消耗品費、備品購入費、教育補助金と新型コロナウイルス感染症の影響により延期しておりま

した、桂川中学校の現３年生の修学旅行実施に伴う要保護・準要保護生徒に係る教育扶助費を経

過計上しております。 

 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２７号は、会期中、総務経済建設委員会、文教厚生委員

会の各常任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２０．議案第２８号 

○議長（原中 政燵君）  議案第２８号令和４年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）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。永松保険環境課長。 

○保険環境課長（永松 俊英君）  議案書の５４ページをお願いいたします。 
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 議案第２８号令和４年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１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４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。 

 予算書フォルダーの⑨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３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１７億３,２８９万４,０００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。 

 ４款１項１目保険給付費等交付金は、国民健康保険被保険者に対する新型コロナウイルス感染

症傷病手当金の給付に伴う国からの財政支援措置として３０万円の増額を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。 

 ２款６項１目傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症傷病手当金として３０万円を計上して

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２８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２１．報告第１号 

○議長（原中 政燵君）  報告第１号令和３年度桂川町継続費繰越計算書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。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書５５ページ、報告第１号令和３年度桂川町継続費繰越計

算書につきまして、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、別紙関係書類をもって御

報告いたします。 

 次の５６ページをお開きください。令和３年度桂川町継続費繰越計算書でございます。 
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 ８款４項住宅費の町営住宅二反田団地第２期建設事業につきまして、令和３年度継続費予算現

額４億１,１５２万７,０００円から、令和３年度支出済額３億６,５３１万円を差し引きました

残額４,６２１万７,０００円を令和４年度に逓次繰越ししております。 

 なお、その財源内訳は、繰越金１万７,０００円、地方債４,６２０万円となっております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。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。 

 報告第１号令和３年度桂川町継続費繰越計算書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 

日程第２２．報告第２号 

○議長（原中 政燵君）  報告第２号令和３年度桂川町繰越明許費繰越計算書についてを議題とし

ます。 

 本件について、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５７ページ、報告第２号令和３年度桂川町繰越明許費繰

越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙関係書類をもっ

て御報告いたします。 

 次の５８ページをお開きください。令和３年度桂川町繰越明許費繰越計算書でございます。 

 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及び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、３款１項社会福祉費の住民非課

税世帯等臨時特別給付金給付事業及び２項児童福祉費の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、

以上の４事業につきまして、繰越限度額合計９,９７３万７,０００円のうち、９,９７３万

６,３４３円を令和４年度に明許繰越ししております。 

 なお、その財源内訳は、国県支出金９,４９５万１,３４３円、一般財源が４７８万５,０００円

となっております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御報告を終わります。 

○議長（原中 政燵君）  これより質疑を行います。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）  ５８ページですかね。桂川町繰越明許費繰越計算書のところで、

総務管理費でＡＤサーバー・ファイナルサーバー機器更新事業。なかなか聞き慣れない言葉が出

てきております。このＡＤサーバー・ファイナルサーバーっていうの、簡単に分かりやすく説明
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してください。 

○議長（原中 政燵君）  横山課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  こちらのほうは、電算システムを運用していく中の機種の一種でご

ざいます。令和３年度が入替えの年度になっておりましたけれども、御存じのとおり半導体不足

で、品の調達ができませんでしたので、令和４年度に繰越明許をお願いしているものでございま

す。 

 令和４年度に繰越しをしましたが、システムの運用上は問題はありませんので、追加で説明を

させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（原中 政燵君）  澤川君。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  ごめんなさい、分かりません。 

 私は、この言葉ですね。言葉がよく分かんない。ＡＤサーバー・ファイナルサーバー機器って

いうのが、大体、どういうものかということを説明を求めます。 

○議長（原中 政燵君）  横山課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  パソコンを運用していくために必要な機種の一種でございます。 

○議長（原中 政燵君）  じゃあ、詳しくは、後ほど伝えてください。 

 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。 

 報告第２号令和３年度桂川町繰越明許費繰越計算書について終わります。 

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、これで散会といたします。お疲れさまでした。 

午後０時３４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 


