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───────────────────────────────────────────
令和元年 第４回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）
令和元年12月５日（木曜日）
───────────────────────────────────────────
議事日程（第１号）
令和元年12月５日 午前10時00分開会
日程第１ 会議録署名議員の指名
日程第２ 会期の決定
日程第３ 諸般の報告
①議長の報告（提出された案件等の報告）
日程第４ 議案第87号 令和元年度築上町一般会計補正予算（第４号）について
日程第５ 議案第88号 令和元年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について
日程第６ 議案第89号 令和元年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
て
日程第７ 議案第90号 令和元年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）について
日程第８ 議案第91号 令和元年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について
日程第９ 議案第92号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整備に関する条例の制定について
日程第10 議案第93号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について
日程第11 議案第94号 築上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第12 議案第95号 築上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
日程第13 議案第96号 新町建設計画の変更について
──────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程第１ 会議録署名議員の指名
日程第２ 会期の決定
日程第３ 諸般の報告
①議長の報告（提出された案件等の報告）
日程第４ 議案第87号 令和元年度築上町一般会計補正予算（第４号）について
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日程第５ 議案第88号 令和元年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について
日程第６ 議案第89号 令和元年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
て
日程第７ 議案第90号 令和元年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）について
日程第８ 議案第91号 令和元年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について
日程第９ 議案第92号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整備に関する条例の制定について
日程第10 議案第93号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について
日程第11 議案第94号 築上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第12 議案第95号 築上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
日程第13 議案第96号 新町建設計画の変更について
──────────────────────────────
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町長 …………………… 新川 久三君

副町長 ………………… 八野 紘海君
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──────────────────────────────
午前10時00分開会
○議長（武道 修司君） ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、令和元
年第４回築上町議会定例会を開会いたします。
新川町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。新川町長。
○町長（新川 久三君） 議員の皆さん、おはようございます。仲秋初冬ということで、もう冷気
を感ずるようなきょうこのごろになりました。今年最後の定例会ということで、全議員の御臨席
が整いまして、大変ありがとうございます。
さて、この前の臨時議会以降のちょっと主な御報告をさせていただきますと、臨時議会の次の
日に福岡県人会の大会が、世界各国から福岡県に参集をしていただき、本町に北九州班という形
で、バス１台が１１月の８日の日に本町を訪れていただきまして、藏内邸、メタセの杜というと
ころで、すばらしい藏内邸ということで評価を得たところでございまして、もう、本当にこれが
世界に皆さんが情報を発信してもらえればありがたいかなと思って、遠くはオランダとか、それ
から南米ボリビア等々、ブラジルもたくさんおりましたけど、唯一本町に宮本和子さんという方
が本町出身で、鞘野の洋服屋さんの関係という話を聞いて、それからまた築城の織田木工の会長
のいとこと、そういう話もしておりまして、本当に築上町を懐かしがっていただいて、私もお土
産もいただいたとこでございます。
それからあと、これもう皆さんにお話ししたと思いますけど、中国の訪問が１１月２０日から
いわゆる友好交流ということで、小学生の２２名を引率して、８名が引率という形でついて行き
ましたが、非常にことしの児童たちは本当にすばらしい交流をしていただきました。訪問も１校
ふえて、前の薛埠鎮中心小学校の校長が異動になって、ぜひうちの学校にも来てほしいというこ
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とで、「カワトウ」という、さんずいの河に頭という、向こうの字はちょっと、日本の字では頭
という字で、河頭小学校というところで、薛埠鎮中心小学校からそんなに遠くないところでござ
いますけど、３校訪問させていただいて、それから次の日は、椎田小学校との中日友好希望小学
校にも行って、非常にいい交流ができたということで、子供たちも非常に、本当に児童の皆さん
行く先々でメモをとりながら、中国の帰って作文に書いてもらうよという話もあったと思います
けれど、いろんなメモをとりながら、まあ、中国感を味わってきたところでございまして、また、
向こうの子供たちも非常に親近感を持って、未来の日中関係がうまくいくようになればいいがな
と、このように考えておるところでございます。
それから、今後の日程でございますけれど、８日の日が、これは築城基地の一大イベントであ
る航空祭がございます。ことしはブルーインパルスが来るというようなことで、ぜひ皆さんもお
いでいっていただければと思っておるところで。
それとあと、１２月１５日、これ築上町とは切っても切れない話でございますけど、延塚奉行
の顕彰する武道大会、それから追悼式がございますんで、ぜひ皆さんも御参加をしていただきた
いと、このようにお願い申し上げます。
それとまた、今議会に提案は、一般会計補正予算ほか４件の予算、そして条例案件が、職員関
係の条例が主でございますけれども、いわゆる今まで臨時職員、嘱託職員等々を任用職員という
形で任用するようになるんですが、それらの条例整備、そしてあと、種々４件条例をお願いした
いと。もう一つは、合併特例債が延長になりましたので、その分の新町建設計画を若干追加をさ
せていただくために変更するということで、議会のほうの皆さんに御審議をしていただくという
ことで、提案をさせていただいたとこでございます。
よろしく御審議をいただき、全議案御採択をお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただき
ます。
○議長（武道 修司君） 行政報告が終わりました。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
────────────・────・────────────
日程第１．会議録署名議員の指名
○議長（武道 修司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１３番、池亀豊議員、１４番、
田村兼光議員を指名をいたします。
────────────・────・────────────
日程第２．会期の決定
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○議長（武道 修司君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。
議会運営委員会委員長の報告を求めます。塩田議会運営委員会委員長。
○議会運営委員長（塩田 文男君） 議会運営委員会の報告をいたします。
１２月２日、議会運営委員会を開催し、お手元に配付の会期日程案のとおり決定いたしました。
１２月５日、本日は本会議で議案の上程をします。
１２月６日は、考案日といたします。
１２月７日、８日は、休会といたします。
１２月９日は、本会議で議案に対する質疑と委員会付託といたします。
１２月１０日、考案日です。
１２月１１日、１２日は、本会議で一般質問とします。
１３日は、一般質問予備日とします。
１４日、１５は、休会とします。
１２月１６日は、厚生文教常任委員会とします。
１２月１７日は、総務産業建設常任委員会とします。
１２月１８日は、委員会予備日です。
１２月１９日は、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決といたします。
なお、委員会審議については、所管の議案審議、所管の事務質疑、所管外の議案質疑とし、一
般行政事務関連については、一般質問でお願いいたします。
一般質問の受付締め切りは、あすの１２月６日正午までとします。
以上、会期を本日から１９日までの１５日間とすることが適当だと決定しましたので、御報告
いたします。
○議長（武道 修司君） お疲れさまでした。議会運営委員会委員長の報告が終わりました。
お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日１２月５日か
ら１９日までの１５日間と決定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（武道

修司君）

異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月１９日までの

１５日間に決定をいたしました。
────────────・────・────────────
日程第３．諸般の報告
○議長（武道 修司君） 日程第３、諸般の報告をいたします。
本日提案されています議案は、お手元に配付していますように、議案第８７号ほか９件です。
ほかに、例月出納検査報告が、配付のとおり提出されていますので、あわせて報告をいたします。
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────────────・────・────────────
日程第４．議案第８７号
日程第５．議案第８８号
日程第６．議案第８９号
日程第７．議案第９０号
日程第８．議案第９１号
○議長（武道 修司君） 議事に入ります。
お諮りします。日程第４、議案第８７号令和元年度築上町一般会計補正予算（第４号）につい
てから、日程第８、議案第９１号令和元年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について
までを、会議規則第３７条の規定により、一括議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（武道 修司君） 異議なしと認めます。よって、議案第８７号から議案第９１号までを一
括議題といたします。
職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。椎野財政課長。
○財政課長（椎野 満博君） 議案第８７号令和元年度築上町一般会計補正予算（第４号）につい
て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年度築上町
一般会計補正予算（第４号）を別紙のとおり提出する。
議案第８８号令和元年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、地方自治
法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年度築上町国民健康保険
特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出する。
議案第８９号令和元年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、地方自
治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和元年度築上町後期高齢者
医療特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。
議案第９０号令和元年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）について、地方公営企業法
（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第３項の規定により、令和元年度築上町水道事業会計補
正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。
議案第９１号令和元年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）について、地方公営企業法
（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第３項の規定により、令和元年度築上町下水道事業会計
補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。
令和元年１２月５日、築上町長新川久三。
○議長（武道 修司君） 新川町長。
○町長（新川 久三君） 議案第８７号は、令和元年度築上町一般会計補正予算（第４号）でござ
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います。
本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額１３２億８,１９２万円に７,９２０万円を追加いたし
まして、歳入歳出予算の総額を１３３億６,１１２万円と定めるものでございます。
歳入の主なものは、障害者自立支援給付費負担金、それから米軍再編の関連訓練移転等交付金
これはちょっと減額をさせていただいております。
そしてあと、財政調整等積立基金、それからあと過疎対策事業債、これも事業の実績により減
額をさせていただいております。
それから、前年度の繰越金が５,４５１万２,０００円ということで、歳入を組まさせていただ
いております。
あと、歳出の主なものにつきましては、人事院勧告がございまして、この勧告に準じて本町職
員の人件費のアップを認めまして、事業費の人件のほうということで計上させて。あとは、国県
の事業費確定による国県の返納金、スターコーンＦＭの出資金６００万円ということで、一応機
材が非常にもう損耗してしまって、なかなか故障が多くなってきておるということで、機材を更
新するということで、出資をするように算定をお願いしております。
それから、先ほど障害者自立支援事業の歳入を申しましたが、２分の１補助で、これが２,０００万
円ほど歳出でお願いしておる。あと、財政調整等基金の積立金ということで、３,２００万ほど
予定をさせていただいているところでございます。
その他、地方債の変更が１件、債務負担行為の追加を２件計上しております。
よろしくお願いしたいと思います。
それから、議案第８８号令和元年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でござい
ますけれども、本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額２１億２,００９万３,０００円に１,５２４万
１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を２１億３,５３３万４,０００円とするものでござ
います。
補正の主な内容は、人事院勧告に準じて、人件費を精算していただいております。それから、
制度改正に伴うシステム改修の委託料、保険給付費及び過年度国県返納金の確定に伴う償還金の
補正をさせていただいておるところでございます。
歳入は、それに基づいて歳入が入ってくるという状況でございますし、よろしくお願い申し上
げたいと思います。
それから、議案第８９号令和元年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい
てでございますが、本会計は、既定の歳入歳出予算の総額が３億５,７７４万３,０００円に２万
１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を３億５,７７６万４,０００円とするものでございます。
補正の主な内容は、人勧に伴う人件費の補正をさせていただいておるというとこでございます。
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議案第９０号令和元年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）についてでございます。
本案は、既定の収益的支出を１３万１,０００円を増額し、総額を４億３,５４２万１,０００円
と改めるものでございます。
内容としては、人事院勧告に準じた人件費の補正でございます。それとまた、令和２年度から
令和４年度まで水道事業検針業務委託を行うため、債務負担行為を計上させていただいておると
ころでございます。
よろしく御審議をいただき、お願い申し上げたいと思います。
議案第９１号令和元年度築上町下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。
本予算案は、既定の収益的収支予算の支出を８７７万８,０００円を減額し、総額を５億５,０４４万
９,０００円に改めるものでございます。
既定の資本的収支予算の支出を５７万４,０００円減額し、総額を５億６,８４６万２,０００円
に改めるものでございます。
内容としては、人事院勧告及び人事異動に伴う人件費の補正と修繕費を補正をさせていただい
ておるところでございます。
よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。
以上です。
────────────・────・────────────
日程第９．議案第９２号
日程第１０．議案第９３号
日程第１１．議案第９４号
日程第１２．議案第９５号
○議長（武道 修司君） お諮りします。日程第９、議案第９２号地方公務員法及び地方自治法の
一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、日程第１２、
議案第９５号築上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までを、会議
規則第３７条の規定により、一括議題としたいが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（武道 修司君） 異議なしと認めます。よって、議案第９２号から議案第９５号までを一
括議題といたします。
職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。元島総務課長。
○総務課長（元島 信一君） 議案第９２号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、標記条例案を別紙のとおり提出する。
議案第９３号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備
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に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、標記条例案を別紙のと
おり提出する。
議案第９４号築上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
標記条例案を別紙のとおり提出する。
議案第９５号築上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、標記条例
案を別紙のとおり提出する。
令和元年１２月５日、築上町長新川久三。
○議長（武道 修司君） 新川町長。
○町長（新川 久三君） 議案第９２号は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定でございます。
本条例案は、先ほど申した地方公務員法、地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会
計年度任用職員制度が導入されるようになります。そのために、関係条例の一部を改正するもの
でございます。
なお、関係条例は、築上町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条
例、それから築上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例、築上町職員
の給与に関する条例の一部を改正する条例、築上町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正
する条例ということで、この４つの条例が、この９２号の内容でございます。
それから、議案第９３号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてということで
ございます。
この条例案は題のとおり、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等を
設けている制度について、各資格・職種・業務等に適した能力の有無を個別的・実質的に審査し、
判断する仕組みに移行されるようという中身のものでございます。
なお、関係条例もこれも関係条例がございます。築上町職員の分限に関する手続及び効果に関
する条例、それから、築上町職員の給与に関する条例、築上町旅費に関する条例、築上町消防団
員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例、築上町表彰条例、築上町家庭的保
育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例が関係条例でございます。
次に、議案第９４号築上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定で
ございます。
本条例案は、常勤の特別職の職員に常勤の一般職職員と同じく通勤手当を支給できるようにす
るため、築上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正するものでございます。
通勤手当を今まで支給しておりませんでしたが、この条例が成立後にしたいということでござ
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いますので、よろしく御審議をいただき、御採択をお願いしたいと思います。
それから、議案第９５号築上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でございます。
本条例案は、現行の地方行財政の状況等地域の実情を踏まえ、人事院勧告制度を尊重して、こ
の勧告に準じて適切な改定を行うための条例の一部を改正するものでございます。
中身は、俸給表別についておりますけれども、給料表の初任給が大体１,５００円から１,９００円
引き上げ、若年層は２００円から１,９００円引き上げと、それから、勤勉手当が０.０５月分増
ということで、現行「４.４５」が「４.５カ月」という形になる内容でございます。
あと、住居手当の支給対象下限を４,０００円引き上げ、「１万２,０００円」を「１万６,０００円」
にする。それから、民間状況等を踏まえ、手当の上限を１,０００円引き上げ、「１万６,０００円」
を「１万７,０００円」にすると、このような形でございます。
よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。
以上です。
────────────・────・────────────
日程第１３．議案第９６号
○議長（武道 修司君） 日程第１３、議案第９６号新町建設計画の変更についてを議題といたし
ます。
職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。元島総務課長。
○総務課長（元島 信一君） 議案第９６号新町建設計画の変更について、市町村の合併の特例に
関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条７項の規定により、提出する。
令和元年１２月５日、築上町長新川久三。
○議長（武道 修司君） 新川町長。
○町長（新川 久三君） 議案第９６号新町建設計画の変更についてでございます。
築上町の新町建設計画は、平成１８年度から平成３２年度までの１５年間を計画期間としてお
りましたが、平成３０年４月、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律
の一部を改正する法律の施行に伴い、合併特例債を起債できる期間が５年間延長されました。
築上町でも新町建設計画の計画期間を５年間延長し、現在実施中の事業を着実に推進するとと
もに、今後、合併特例債の活用が見込まれる事業の財政負担の軽減を図るため、当計画の計画期
間を令和７年度まで５年間延長するものでございます。
つきましては、市町村の合併の特例に関する法律第５条７項の規定により、議会の議決を求め
るものでございます。
よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。
────────────・────・────────────
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○議長（武道 修司君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。
議案に対する資料要求及び所管委員会以外の議案質疑を希望される議員は、所定の様式で事務
局まで提出をしてください。
なお、一般質問の締め切りはあすの正午までといたします。
これで散会いたします。お疲れさまでした。
午前10時28分散会
──────────────────────────────
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