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築上町告示第98号 

 平成20年第２回築上町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成20年５月28日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成20年６月９日 

２ 場 所  築上町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

首藤萬壽美君          塩田 文男君 

工藤 久司君          塩田 昌生君 

田原 宗憲君          丸山 年弘君 

西畑イツミ君          西口 周治君 

有永 義正君          田村 兼光君 

成吉 暲奎君          吉元 成一君 

岡田 信英君          武道 修司君 

平野 力範君          中島 英夫君 

繁永 隆治君          田原  親君 

信田 博見君          宮下 久雄君 

────────────────────────────── 

○６月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月12日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月13日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○６月20日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成20年 第２回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

平成20年６月９日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

平成20年６月９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 

       ②町長の報告 

        ・報告第１号 平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ 

               いて 

 日程第４ 議案第50号 専決処分について（平成１９年度築上町一般会計補正予算（第１３号）

について） 

 日程第５ 議案第51号 専決処分について（平成２０年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号）について） 

 日程第６ 議案第52号 専決処分について（平成２０年度築上町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について） 

 日程第７ 議案第53号 専決処分について（平成２０年度築上町老人保健特別会計補正予算（第

１号）について） 

 日程第８ 議案第54号 専決処分について（築上町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て） 

 日程第９ 議案第55号 専決処分について（築上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） 

 日程第10 議案第56号 平成２０年度築上町一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第11 議案第57号 平成２０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12 議案第58号 平成２０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13 議案第59号 平成２０年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第
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１号）について 

 日程第14 議案第60号 平成２０年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第15 議案第61号 平成２０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16 議案第62号 築上町ふるさと応援寄附条例の制定について 

 日程第17 議案第63号 築上町ふるさと応援基金条例の制定について 

 日程第18 議案第64号 築上町敬老祝金条例の制定について 

 日程第19 議案第65号 築上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 

 日程第20 議案第66号 築上町乳幼児医療費の支給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21 議案第67号 築上町母子家庭等医療費の支給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22 議案第68号 築上町重度心身障害者医療費の支給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23 議案第69号 築上町職員倫理条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第70号 築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第25 議案第71号 築上町奨学金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第72号 町道路線の認定について 

────────────────────────────── 

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 

       ②町長の報告 

        ・報告第１号 平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ 

               いて 

 日程第４ 議案第50号 専決処分について（平成１９年度築上町一般会計補正予算（第１３号）

について） 

 日程第５ 議案第51号 専決処分について（平成２０年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号）について） 
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 日程第６ 議案第52号 専決処分について（平成２０年度築上町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について） 

 日程第７ 議案第53号 専決処分について（平成２０年度築上町老人保健特別会計補正予算（第

１号）について） 

 日程第８ 議案第54号 専決処分について（築上町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て） 

 日程第９ 議案第55号 専決処分について（築上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） 

 日程第10 議案第56号 平成２０年度築上町一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第11 議案第57号 平成２０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12 議案第58号 平成２０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13 議案第59号 平成２０年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第14 議案第60号 平成２０年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 日程第15 議案第61号 平成２０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16 議案第62号 築上町ふるさと応援寄附条例の制定について 

 日程第17 議案第63号 築上町ふるさと応援基金条例の制定について 

 日程第18 議案第64号 築上町敬老祝金条例の制定について 

 日程第19 議案第65号 築上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 

 日程第20 議案第66号 築上町乳幼児医療費の支給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21 議案第67号 築上町母子家庭等医療費の支給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22 議案第68号 築上町重度心身障害者医療費の支給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23 議案第69号 築上町職員倫理条例等の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第70号 築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第25 議案第71号 築上町奨学金条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第24 議案第72号 町道路線の認定について 
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────────────────────────────── 

出席議員（20名） 

１番 首藤萬壽美君       ２番 塩田 文男君 

３番 工藤 久司君       ４番 塩田 昌生君 

５番 田原 宗憲君       ６番 丸山 年弘君 

７番 西畑イツミ君       ８番 西口 周治君 

９番 有永 義正君       10番 田村 兼光君 

11番 成吉 暲奎君       12番 吉元 成一君 

13番 岡田 信英君       14番 武道 修司君 

15番 平野 力範君       16番 中島 英夫君 

17番 繁永 隆治君       18番 田原  親君 

19番 信田 博見君       20番 宮下 久雄君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 江本偉久雄君       主査 西畑 弥生君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

会計管理者 …………… 田原基代孝君  総務課長 ……………… 吉留 正敏君 

教育長 ………………… 神  宗紀君  財政課長 ……………… 渡邊 義治君 

企画振興課長 ………… 加来  篤君  人権課長 ……………… 平岡  司君 

住民課長 ……………… 遠久 隆生君  税務課長 ……………… 椎野 義寛君 

福祉課長 ……………… 吉留 久雄君  建設課長 ……………… 内丸 好明君 

上水道課長 …………… 中嶋 澄廣君  下水道課長 …………… 久保 澄雄君 

会計課長 ……………… 川崎 道雄君  総合管理課長 ………… 落合 泰平君 

商工課長 ……………… 竹本  正君  環境課長 ……………… 出口 秀人君 

農委事務局長 ………… 後田 幸政君  学校教育課長 ………… 中村 一治君 

生涯学習課長 ………… 吉田 一三君  監査室長 ……………… 吉留 康次君 
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審議官 ………………… 西村 好文君  審議官 ………………… 白川 義雄君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（成吉 暲奎君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は２０名です。定足

数に達しておりますので、平成２０年第２回築上町議会定例会を開会します。 

 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。町長、新川久三君。 

○町長（新川 久三君）  議員の皆さん、おはようございます。本日、議会の召集をいたしました

ところ、全議員の出席を賜りまして、大変ありがとうございます。 

 少し報告させていただきたいと思いますが、まずミャンマーや中国で大災害が起こっておると

いうことで、７万人を超える死傷者と、双方ともですね、非常に本当に痛まれる事態が起きてい

るようでございます。亡くなった方には哀悼の意を捧げ、また被害者にはお見舞いを申し上げた

いと思います。 

 そして、３月以降の主なできごとと言いますと、３月議会のときにもお知らせをしましたけれ

ども、椎田小学校と中国の南京市の郊外にございます竹鎮地区というところにございますが、小

学校の正式名称は中日友好希望小学校という名前がこの小学校でございますが、４月２日の日に

無事、私、議長、それから教育長、校長と４人で調印をいたしたところでございます。 

 そして、ささやかな交流を行っていこうということで、書道、それから絵画等々、それからイ

ンターネットでのそれぞれの情報交換ということで、とり始める予定で、既にもう行っておると

ころでございます。 

 次に、後期高齢者の保険制度が４月１日から始まりましたが、本町においてはさほど混乱した

形はございません。照会もごく数例しかございませんが、まだまだ国の方では国会で非常に大き

くクローズアップされておると。また、マスコミにおいても非常にこの問題が国民に流されてお

るというようなことで、若干軽減制度の改正をやっていこうというふうな風潮が出ておるようで

ございますが、我々としては国の法改正を望むところでございまして、ぜひ、やはり住民に負担

のならないような保険制度ができればなというように考えておるところでございますし、連合に

おいてもこういう考え方で、いわゆる議員に選ばれておりますんで話を持っていきたいと、この

ように考えているところでございます。 

 それから、さらに４月からふるさと納税制度ということで、新たな寄附金制度が地方税法の中

で、これがいわゆる認められまして、そこの出身者、出身者じゃなくても町外の人がふるさとに、

それから自分のお世話になったところに寄附をしようというふうな申し入れがあった場合ですね、

これをふるさと納税という形で受け入れをしながら、所得税、それから当該、住んでいる市町村

の住民税が控除、この寄附額の１割が控除されるというふうな新しい制度ができまして、早急に
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後の議案にも出しておりますが、ふるさと納税制度の、いわゆるこれをぜひ我々、この貧しい市

町村をぜひ都会の皆さんからこういう寄附金を多くしてもらおうという考えのもとで、新たな条

例も一応提案させていただいておるところでございます。 

 そして、あと築城基地の問題でございますけれども、基地の拡張は一たん、一応空白期間を置

こうというふうなことで、国の方も一応今の拡張については少し検討しようというふうなところ

まで行っておるようでございます。 

 そして、米軍の非常に事件が多いというようなことで、４月に福岡の九州防衛局に抗議に、

１市２町の首長でまいりました。そして、先般、防衛省の方にこの米軍に非常にまあ悪質な事件

が多いということで、善処方を求めるために上京しました。 

 そして、その際、再編交付金についてもまだまだ使い勝手が悪いというふうなことで、ぜひ

我々の思った事業に使えるように、何とか早く制度改正をしながら、我々の要望をかなえてほし

いというふうなことを、防衛省の地方協力局の方に要請を行ってきたところでございます。 

 本議会は、繰越明許の報告が１件、それから専決処分が６件、このうち補正予算を４件用意し

ております。それから税関系、ふるさと納税関係等々の税関系の専決が２件と、それから新たな

２０年度の補正予算が６件、その他の条例等々１１件ということで、計２３議案を提案をしてお

るところでございます。 

 よろしく御審議をいただきながら、全議案、御採択をお願い申し上げまして、私の行政報告と

させていただきます。 

○議長（成吉 暲奎君）  これで、行政報告は終わりました。 

 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（成吉 暲奎君）  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１１８条の規定により、３番、工藤久司議員、４番、

塩田昌生議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第２、会期の決定について議題とします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。宮下久雄委員長。 

○議会運営委員長（宮下 久雄君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 ６月４日、議会運営委員会を開会し、お手元に配付の日程案のとおり決定いたしました。 
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 ６月９日の本日は、本会議で議案の上程、なお専決処分については本日即決することとして協

議しました。 

 ６月１０日を議案考案日とします。 

 ６月１１日は本会議で、議案に対する質疑、委員会付託を行います。 

 ６月１２日は本会議で、一般質問とします。 

 ６月１３日は一般質問の予備日とします。なお、一般質問の予備日を使用しない場合は休会と

いたします。 

 ６月１４日と１５日は休会とします。 

 ６月１６日は休会で、厚生文教常任委員会とします。 

 ６月１７日は休会で、産業建設常任委員会とします。 

 ６月１８日は休会で、総務常任委員会とします。 

 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します。 

 ６月１９日は休会で、委員会予備日とします。 

 ６月２０日金曜日は本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決です。なお、一般質問の受付締

切は本日午後３時までとします。また、議案考案日も十分な日数をとりましたので、事前に議案

を熟読していただき、短期間の議会運営に御協力をお願いいたします。 

 以上、会期は本日から６月２０日までの１２日間とすることが適当だと決定いたしましたので、

御報告をいたします。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さまでございました。 

 以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

 お諮りします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日９日から６月２０までの１２日

間と決定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（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月２０日までの

１２日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 お手元に配付しておりますように、議案は第５０号外２２件でございます。また、例月出納検

査報告は配付のとおり提出されておりますので、御報告いたします。 
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 町長から報告第１号として、平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告があり

ますので、職員の朗読の後、町長の説明を求めます。はい。 

○財政課長（渡邊 義治君）  報告第１号平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について、平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により別紙のとおり報告する。平成２０年６月

９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  報告第１号は、平成１９年度築上町一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告でございますが、３件ほど一応繰り越しの手続きで御承認をいただいております。その中の

１件が清掃費の中の最終処分場建設事業費、これは１億８１０万２,０００円が最終的に５月

３０日現在で調整をした繰越額でございます。 

 次に、農業費の中で、小鹿尾川水路外１改修工事ということ。これ８条事業の関係でございま

すけれども、１,１４７万４,０００円を繰越計算でするようになりました。 

 次に、水産業費、八津田漁港の整備事業費に、これについては１億３,０６４万５,０００円と

いうことで、一応額が確定をいたしたところでございます。合計２億５,０２２万１,０００円を

繰り越すものでございます。 

 以上、報告します。 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、議事に入ります。お諮りします。日程第４、議案第５０号の

専決処分、平成１９年度築上町一般会計補正予算（第１３号）についてから、日程第９、議案第

５５号の専決処分、築上町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでを、会議

規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略し、本日即決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（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５０号から議案第５５号までを委

員会付託を省略し、本日即決することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第５０号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第４、議案第５０号専決処分について（平成１９年度築上町一般会

計補正予算（第１３号）について）を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。渡邊財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  議案第５０号専決処分について（平成１９年度築上町一般会計補正

予算（第１３号）について）、平成２０年３月２８日付で専決処分したので報告し、承認を求め
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る。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５０号は、平成１９年度築上町一般会計補正予算（第１３号）を

専決処分いたしました。専決処分の内容は、既定の歳入歳出予算の総額を９９億９,５４８万

２,０００円に歳入歳出それぞれ１,１４０万円を追加いたして１００億６８８万２,０００円と

定めるものでございます。 

 内容は、最終処分場の建設事業費の中の、いわゆる工事管理の関係で３００万円の増額をし、

そしてあとは歳入について、いわゆる公債費にかかる起債枠の追加がございました。これで

１,１４０万円を増額して、歳入の一般財源を少なくしておるところでございます。 

 そういうことでございますんで、よろしく御審議をいただきながら、御承認をいただくようお

願い申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第５０号について採決を行います。議案第５０号は原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５０号は原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第５１号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第５、議案第５１号専決処分について（平成２０年度築上町住宅新

築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について）を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。渡邊財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  議案第５１号専決処分について（平成２０年度築上町住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について）、平成２０年５月３０日付で専決処分したの

で報告し、承認を求める。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５１号は、平成２０年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計
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補正予算（第１号）についてでございますが、本予算は、既定の歳入歳出予算の総額が３,１６７万

８,０００円に３億６,３００万円を追加いたしまして、３億９,４６７万８,０００円と定めるも

のでございます。 

 内容は、御承知のように、平成１９年度決算において、約、現金が３億６,３００万円、一応、

次の２０年度の収入からもっていかなければ決算できないというふうな状況になっているわけで

ございます。繰り上げ充用を３億６,３００万円行って決算を行うものでございます。 

 よろしく御審議のほどお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第５１号について採決を行います。議案第５１号は原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５１号は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第５２号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第６、議案第５２号専決処分について（平成２０年度築上町国民健

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。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。渡邊財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  議案第５２号専決処分について（平成２０年度築上町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）について）、平成２０年５月３０日付で専決処分したので報告し、

承認を求める。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５２号、これは平成２０年度築上町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）についてでございますが、本予算は、既定の歳入歳出予算の総額２７億３９万

３,０００円に１億８,２４７万４,０００円を増額いたしまして、２８億８,２８６万

７,０００円と定めるものでございます。 

 補正の主な内容は、本特別会計におきましても、平成１９年度決算見込みによりまして、赤字
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が出ます。これが１億８,２４７万４,０００円の赤字が見込まれているわけでございますけれど

も、これを２０年度の歳入から繰り上げ充用するため、やむを得ず２０年度の補正予算といたし

まして、専決処分をしたものでございます。 

 よろしく御審議の上、御承認をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第５２号について採決を行います。議案第５２号は原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５２号は原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第５３号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第７、議案第５３号専決処分について（平成２０年度築上町老人保

健特別会計補正予算（第１号）について）を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。渡邊財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  議案第５３号専決処分について（平成２０年度築上町老人保健特別

会計補正予算（第１号）について）、平成２０年５月３０日付で専決処分したので報告し、承認

を求める。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５３号は、平成２０年度築上町老人保健特別会計補正予算（第

１号）でございますけれども、既定の歳入歳出予算の総額を２億９,０４８万円に２,３０９万

７,０００円を増額いたし、３億１,３５７万７,０００円と定めるものでございます。 

 主な補正は、やはりこの会計も赤字が見込まれるということで、平成２０年度から１９年度へ

の赤字を繰り上げ充用しなければなりません。２,３９７万円を一応繰り上げ充用するものでご

ざいます。 

 なお、この会計においては、赤字額については２０年度において国、県より生産交付がされる

ようになっておるところでございます。よろしく御審議の上、御承認をいただきますようお願い
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を申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第５３号について採決を行います。議案第５３号は原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５３号は原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第５４号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第８、議案第５４号専決処分について（築上町税条例の一部を改正

する条例の制定について）を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第５４号専決処分について（築上町税条例の一部を改正する条

例の制定について）、平成２０年４月３０日付で専決処分したので報告し、承認を求める。平成

２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５４号は、築上町税条例の一部を改正する条例の制定でございま

すけれども、本条例改正につきましても、これは国の地方税法が改正をされました。それに基づ

き税条例を改正するものでございます。 

 主なものは、平成２１年度から町に対する寄附金控除の見直し及び公的年金にかかる個人町民

税の年金からの特別徴収等でございます。 

 また、証券税制の改正、新築住宅の軽減措置の延長、省エネ対策住宅の固定資産税の軽減等が

内容でございます。 

 よろしく御審議をいただき、御承認をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。反対意見のある方。西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  この築上町税条例の一部を改正する条例の制定についてですが、

来年の１０月から６５歳の住民税が年金から天引きされるということになっておりますが、年金

から天引きするということは、本人の了解なしに年金を天引きするという後期高齢者医療制度に

おいても大変な不満の声が上がっておりますので、これの年金から天引きするということについ

ては反対をいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 反対意見がありますので、これより議案第５４号について採決を行います。議案第５４号は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（成吉 暲奎君）  起立多数です。よって、議案第５４号は原案のとおり可決することにな

りました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第５５号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第９、議案第５５号専決処分について（築上町国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について）を議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第５５号専決処分について（築上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）、平成２０年４月３０日付で専決処分したので報告し、承認を

求める。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５５号は、築上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が、本条例案につきましては、地方税法の第１７９条の第１項の規定に

より専決処分させていただきました。 

 主な改正理由といたしましては、医療分の課税限度額、今まで５６万円から４７万円に減額を

するものでございます。そして、また新たに後期高齢者の支援金の創設に伴いその限度額を

１２万円とするものでございます。 

 また、社会保険加入者の後期高齢者保険の加入に伴う被扶養者にかかる国民健康保険税の減額

を創設するものでございます。 

 よろしく御審議をいただき、御承認をいただきますようお願い申し上げます。 
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○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  この築上町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、

やはり医療分をですね、４７万円にしても後期高齢者支援金が１２万円加算されます。最高でで

すね。そうなれば、３万円ふえるということに、やはりこれは負担がふえるということと、それ

から単身世帯にあった場合に、平等割が２分の１になると言われますが、５年間だけの控除なん

で、５年後はもっと負担がふえるということで、この条例についても反対いたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 反対意見がありますので、これより議案第５５号について採決を行います。議案第５５号は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いいたします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（成吉 暲奎君）  起立多数です。よって、議案第５５号は原案のとおり可決することにな

りました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５６号 

日程第１１．議案第５７号 

日程第１２．議案第５８号 

日程第１３．議案第５９号 

日程第１４．議案第６０号 

日程第１５．議案第６１号 

○議長（成吉 暲奎君）  お諮りします。日程第１０、議案第５６号の平成２０年度築上町一般会

計補正予算（第１号）についてから、日程第１５、議案第６１号の平成２０年度築上町水道事業

会計（第１号）についてまでを一括上程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（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５６号から議案第６１号までを一

括上程することに決定しました。 

 日程第１０、議案第５６号の平成２０年度築上町一般会計補正予算（第１号）についてから、

日程第１５、議案第６１号の平成２０年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）についてまで
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を一括議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。渡邊財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  議案第５６号平成２０年度築上町一般会計補正予算（第１号）につ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２０年度築上町一般会計補正予算（第

１号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第５７号平成２０年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（２号）について、地方自治

法第２１８条第１項の規定により、平成２０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５８号平成２０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

自治法第２１８条第１項の規定により、平成２０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５９号平成２０年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２０年度築上町特定環境保全公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６０号平成２０年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、地

方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２０年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６１号平成２０年度築上町上水道事業会計補正予算（第１号）について、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、平成２０年度築上町上水道事業会計補正予算（第１号）を別紙の

とおり提出する。 

 平成２０年６月９日、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

 新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第５６号は、平成２０年度築上町一般会計補正予算（第１号）でご

ざいますが、既定の歳入歳出予算の総額８４億８,７４３万７,０００円に９億４,０５０万

７,０００円を追加いたすものでございます。総額を９４億２,７９４万４,０００円と定めるも

のでございます。 

 また、債務負担行為の追加、変更ということで提案をさせていただいております。補正予算の

主なものは、再編交付金関係事業費３億４,８７３万円、それから特定防衛施設周辺事業の９条

関係の予算が１億７,２１６万４,０００円と、それから辺地対策事業ということで、さきの議会

で議決をいただきました辺地の事業で、県の方の承認をいただきまして、３,５４１万７,０００円

の事業が認められております。 
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 それで、あと教育施設等の騒音防止対策事業がこれが８,２３０万円と、あと合併関連の事業

費ということで、火葬場の建設事業費１億８,５６７万５,０００円を増額しているところでござ

います。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第５７号平成２０年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてで

ございますが、既定の歳入歳出予算の総額２８億８,２８６万７,０００円に４,５１７万

７,０００円を増額いたしまして、歳入歳出の総額を２９億２,８０４万４,０００円と定めるも

のでございます。 

 主な中身については、人事異動に伴う人件費の減額及び医療費制度の改正に伴う退職被保険者

療養給付費等の補正でございます。療養給付費等の交付金が４,５７２万７,０００円の増額とい

うようなことでございます。 

 それから、これは歳入でございますが、歳出の主なものは、退職被保険者等療養給付費が

４,３３３万２,０００円不足の計算になっておりますんで、計上させていただいております。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第５８号平成２０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。 

 本予算は、既定の歳入歳出の増減はございませんが、中身の補正ということで、後期高齢者医

療保険料の徴収に関する経費の補正でございます。歳出の主なものは納付書発送用封筒印刷費等

１０８万円を財源ふりかえしているところでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第５９号平成２０年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）でございますが、本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５１万

４,０００円を減額いたしまして、それぞれ３億８,０２２万８,０００円と定めるものでござい

ます。補正の要員は人事異動に伴う人件費の減額ということでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げたいと思います。 

 次に、議案第６０号平成２０年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）でござ

いますけれども、既定の歳入歳出の総額それぞれ７１３万円を減額いたしまして、６億３,１４８万

５,０００円と定めるものであります。補正の要員は、これも人事異動に伴う人件費の減でござ

います。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第６１号平成２０年度築上町水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 既定の歳入歳出予算に２,２４５万円を増額いたしまして、総額を２,４８１万９,０００円に
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支出を２,３００万円を増額し、総額をそれぞれ９,８０８万７,０００円に改めるものでござい

ます。 

 内容は、米軍再編の交付金事業を高塚浄水場の改良に充てることで承認を得ましたんで、この

補正となっております。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

 お諮りします。日程第１６、議案第６２号の築上町ふるさと応援寄附条例の制定についてか

ら…… 

○議員（１４番 武道 修司君）  先ほどの６１号なんですけどね、提案の表は上水道事業会計と

なっているんですが、中身が水道事業会計となっているんです。どちらが本当なんですかね。提

案と中身が違うというのは、ちょっと修正をしてもらいたいんですけど。 

○議長（成吉 暲奎君）  財政課長。 

○財政課長（渡邊 義治君）  申しわけありません。議案第６１号につきましては、水道事業会計

が正しいものであります。訂正方、よろしくお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  失礼しました。よろしいでしょうか、武道議員。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第６２号 

日程第１７．議案第６３号 

日程第１８．議案第６４号 

日程第１９．議案第６５号 

日程第２０．議案第６６号 

日程第２１．議案第６７号 

日程第２２．議案第６８号 

日程第２３．議案第６９号 

日程第２４．議案第７０号 

日程第２５．議案第７１号 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、お諮りします。日程第１６、議案第６２号の築上町ふるさと

応援寄附条例の制定についてから、日程第２５、議案第７１号の築上町奨学金条例の一部を改正

する条例の制定についてまでを一括上程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（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第６２号から議案第７１号までを一

括上程することに決定しました。 
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 日程第１６、議案第６２号の築上町ふるさと応援寄附条例の制定についてから、日程第２５、

議案第７１号の築上町奨学金条例の一部を改正する条例の制定についてまでを一括議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第６２号築上町ふるさと応援寄附条例の制定について、標記の

条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第６３号築上町ふるさと応援基金条例の制定について、標記の条例案を別紙のとおり提出

する。 

 議案第６４号築上町敬老祝金条例の制定について、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第６５号築上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、標記の条例案

を別紙のとおり提出する。 

 議案第６６号築上町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第６７号築上町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第６８号築上町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第６９号築上町職員倫理条例等の一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を別

紙のとおり提出する。 

 議案第７０号築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を別紙の

とおり提出する。 

 議案第７１号築上町奨学金条例の一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を別紙の

とおり提出する。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第６２号は、築上町ふるさと応援寄附条例の制定でございますが、

本条例は、行政報告で申しましたように、地方税法が４月３０日に改正をされました。そういう

形の中で、町条例は専決処分で改正させていただいたわけでございますけれども、なお一層、こ

の寄附、ふるさと納税の趣旨を町外の皆さんに知っていただくという意味、そして寄附の目的を

定めた方がよかろうというふうなことで、このふるさと応援寄附条例というものを制定するよう

な形で提案をさせていただいておるところでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第６３号築上町ふるさと応援基金条例の制定についてということで、前議案の寄附
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があった場合、これを基金として、いわゆる目的ごとに積み立てをしながら使用していくという

ふうなことで、ふるさと応援の寄附の明らかな形で使っていこうというもので、基金制度を設け

るものでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第６４号築上町敬老祝金条例の制定についてということで、これはもう議員の皆様

も御承知のように、９月、１２月、そして今回３回目というようなことで提案させていただいて

おります。 

 支給金額は、現行が年２回、９,０００円、９,０００円を年１回の１万２,０００円に、これ

は平成２０年度から改正するものでございます。そして、なお、もとの古い年金条例ですか、こ

れは１万８,０００円、これは事後の支給になっておるところでございますんで、もう５月には

既に支給を９,０００円行っている。さらに１１月に９,０００円支給を行うと。そして、この

１１月に支給するときに新たな条例で、さらに１１月に１万２,０００円ということで、２万

１,０００円を支給、１１月にすると、こういう趣旨で、祝金条例とそれから敬老年金条例、こ

れは敬老年金条例、先ほど申したように、後追いの支出になっている。それから、祝金条例はこ

れは半年前倒しの支出になるというようなことで、今年度に限り、重複した形で、いただく方は

平成２０年度のいわゆる支給額は、失礼しました、半年分だから６,０００円ですかね、新しい

祝金条例は１万２,０００円じゃなくて６,０００円と９,０００円で１万５,０００円という支給

になります。 

 そして、さらにもう５月に９,０００円支給しておるので、総額２万４,０００円と、このよう

な形で支給をしていこうと、そして平成２１年度からは９月の敬老の日前に支給をしようと、こ

ういうふうな条例案にさせていただいておるところでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第６５号築上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

ますが、本条例につきましては、医療費の医療分を後期高齢者と支援分に振り分けるもので、一

応これを、一応条例で提案させていただいておるところでございます。 

 次に、議案第６６号築上町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますけど、本条例案は、県の乳幼児医療費の支給制度が２０年の１０月１日から改

正するようになりました。それに基づきまして、本町では、従前はもうこのいわゆる乳幼児の医

療費が小学校に入るまでの、いわゆる期間は一応乳幼児の医療費を公費負担でしておったわけで

ございますけれども、１０月から県もするというようなことになって、県の条例にあわせていく

ものでございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をいただきますようお願い申し上げます。 
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 次に、議案第６７号築上町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でござ

いますけれども、これも県の方が母子家庭等医療費の支給制度を２０年の１０月１日から一応県

が改正するというようなことで、県のいわゆる条例に基づきまして、本町も条例を改正するもの

でございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をいただきますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第６８号ですが、これは築上町重度心身障害者医療費の支給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けれども、これも県のいわゆる条例改正に伴い、１０月１日か

ら改正するようになりましたんで、今回、一応この条例案を出すものです。 

 新たに、所得制限が入ってまいります。それと、自己負担分も県の制度とあわせるために、ま

た精神障害者を新たに対象とするために築上町重度心身障害者医療費の支給の条例に関する条例

の一部を改正する必要があるというようなことで改正するものでございますんで、よろしく御審

議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第６９号は、築上町職員倫理条例等の一部を改正する条例の制定でございますけれ

ども、４月１日から機構改革を行いまして、関係部課の名称等がかわっております。これで条例

を整備する必要がありますんで、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、議案第７０号築上町保育園条例の一部を改正する条例の制定でございますけれども、築

城保育所の定員が現在１５０名でございますが、実際の園児は７５名というふうなことでござい

ます。少子化の中で、今後も入園の大幅な増加は見込めないというふうなことから、現実に近い

数に一応改正をさせていただこうと、このように考え、提案をさせていただいておるところでご

ざいます。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 次に、議案第７１号築上町奨学金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が、

築上町奨学金運営審議会委員である民生委員の役職名が民生児童委員という役職に名称変更をい

たしております。これがこの条例の提案をする理由でございます。 

 よろしく御審議の上、御採択をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第７２号 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、日程第２６、議案第７２号町道路線の認定についてを議題と

します。 

 職員の朗読に続き、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 
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○総務課長（吉留 正敏君）  議案第７２号町道路線の認定について、次のように町道路線を認定

するものとする。平成２０年６月９日提出、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７２号は、町道路線の認定でございますけど、道路新設に伴い、

町道として新しく認定するものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、ここで議案に対する資料要求があれば、お手元に配付してま

す様式により、事務局まで申し出てください。 

 これで資料要求を終わります。 

 なお、一般質問の締め切りは本日の午後３時までといたします。 

 また、所管委員会以外の議案質疑を希望される議員は、お手元に配付の様式で、事務局まで提

出してください。議案以外の受け付けは不可とします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（成吉 暲奎君）  以上で、本日の日程はすべて終了しました。これで散会いたします。御

苦労さまでございました。 

午前10時55分散会 

────────────────────────────── 


