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

平成26年 第３回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

平成26年９月４日（木曜日） 

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

議事日程（第１号） 

平成26年９月４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２号 平成２５度健全化判断比率の報告について 

        報告第３号 平成２５年度資産不足比率の報告について 

        報告第４号 しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について 

        報告第５号 東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について 

        報告第６号 株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について 

 日程第４ 議案第64号 平成２６年度築上町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第65号 平成２６年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第６ 議案第66号 平成２６年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第７ 議案第67号 平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第８ 認定第１号 平成２５年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２５年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第10 認定第３号 平成２５年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第４号 平成２５年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第12 認定第５号 平成２５年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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 日程第13 認定第６号 平成２５年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第14 認定第７号 平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第15 認定第８号 平成２５年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第16 認定第９号 平成２５年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第17 認定第10号 平成２５年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第18 認定第11号 平成２５年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第19 認定第12号 平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第20 議案第68号 築上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 日程第21 議案第69号 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の

制定について 

 日程第22 議案第70号 築上町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 日程第23 議案第71号 築上町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の制定について 

 日程第24 議案第72号 築上町長の専決処分事項の指定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25 議案第73号 築上町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第26 議案第74号 築上町職員の勤務時間、休日、休暇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27 議案第75号 築上町特別職の職員で非常勤のもの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 

 日程第28 議案第76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29 議案第77号 築上町旅費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30 議案第78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31 議案第79号 物品売買契約の締結について 

 日程第32 議案第80号 辺地に係る公的施設の総合整備計画の変更について 
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 日程第33 議案第81号 豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について 

────────────────────────────── 

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 

       ②町長の報告 

        報告第２号 平成２５度健全化判断比率の報告について 

        報告第３号 平成２５年度資産不足比率の報告について 

        報告第４号 しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について 

        報告第５号 東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について 

        報告第６号 株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について 

 日程第４ 議案第64号 平成２６年度築上町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第65号 平成２６年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第６ 議案第66号 平成２６年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 日程第７ 議案第67号 平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第８ 認定第１号 平成２５年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２５年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第10 認定第３号 平成２５年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第４号 平成２５年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第12 認定第５号 平成２５年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第６号 平成２５年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第14 認定第７号 平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて 

 日程第15 認定第８号 平成２５年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第16 認定第９号 平成２５年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第17 認定第10号 平成２５年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第18 認定第11号 平成２５年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第19 認定第12号 平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第20 議案第68号 築上町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について 

 日程第21 議案第69号 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の

制定について 

 日程第22 議案第70号 築上町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 日程第23 議案第71号 築上町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の制定について 

 日程第24 議案第72号 築上町長の専決処分事項の指定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25 議案第73号 築上町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第26 議案第74号 築上町職員の勤務時間、休日、休暇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27 議案第75号 築上町特別職の職員で非常勤のもの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 

 日程第28 議案第76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29 議案第77号 築上町旅費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30 議案第78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31 議案第79号 物品売買契約の締結について 

 日程第32 議案第80号 辺地に係る公的施設の総合整備計画の変更について 

 日程第33 議案第81号 豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

- 5 - 



１番 工藤 政由君       ２番 小林 和政君 

３番 宮下 久雄君       ４番 西畑イツミ君 

５番 西口 周治君       ６番 塩田 昌生君 

８番 丸山 年弘君       ９番 吉元 成一君 

10番 武道 修司君       11番 塩田 文男君 

12番 工藤 久司君       13番 中島 英夫君 

14番 田原 宗憲君       15番 信田 博見君 

16番 田村 兼光君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

  局長 木部 英明君       総務係長 脇山千賀子君 

────────────────────────────── 

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 

教育長 ………………… 進  俊郎君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 麦田 厚子君 

総務課長 ……………… 則行 一松君  財政課長 ……………… 八野 繁博君 

企画振興課長 ………… 渡邊 義治君  人権課長 ……………… 金井  泉君 

税務課長 ……………… 神崎 一浩君  住民課長 ……………… 加藤 秀隆君 

福祉課長 ……………… 平塚 晴夫君  産業課長 ……………… 田村 啓二君 

建設課長 ……………… 平尾 達弥君  都市政策課長 ………… 久保 和明君 

上水道課長 …………… 加來  泰君  下水道課長 …………… 古田 和由君 

総合管理課長 ………… 松田 洋一君  環境課長 ……………… 進  信博君 

農業委員会事務局長 … 西畑 尚幸君  商工課長 ……………… 中野 康弘君 

学校教育課長 ………… 繁永 和博君  生涯学習課長 ………… 宮尾 孝好君 

代表監査委員 ………… 尾座本雅光君  監査事務局長 ………… 永野 隆信君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 
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○議長（田村 兼光君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１５名です。定足

数に達していますので、平成２６年第３回築上町議会定例会を開会します。 

 新川町長から行政報告の申し出がありましたのでこれを許します。新川町長。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、おはようございます。 

 第３回定例会を招集いたしましたところ、全議員の参集を賜り大変ありがとうございます。

６月から今回までの若干の町政の報告をさせていただきたいと思います。 

 まず冒頭に、非常に、天候異変のために全国各地で、非常に災害もしくは人命が奪われている

ということで、特に広島県では大災害と、それから、福岡県でも志免町で警察官が１名、水路の

ほうに、道路と水路の境がわからなかったということで、水路に落ち込んで流されて、そのまま

大きい川のほうに流されて行ったという不幸もあって、亡くなられた方に御冥福を申し上げると

ともに、被災された方にはお見舞いをこの場を借りて申し上げたいと、このように考えていると

ころでございます。 

 さて、基地の問題からまず御報告をいたしますけれども、皆さんのお手元にも御配付をしてお

ると思いますけど、築城基地の滑走路延長ということで、これはかねてから相当、福岡防衛局、

そして防衛省のほうに要望してまいっておりました。昨年から文書をもっていたしたところ、今

年、調査費を幾分かつけようというふうなことが省議で決定をされて、４００万円、一応、調査

費を財務省のほうに予算要求をするということで、これが８月２９日付で発表されたということ

で、８月２７日のほうには、当方には事前に、地方通知があったところでございます。本当に、

非常に、地域住民はカメラミッションで騒音に、相当、悩まされておるというふうな実情をずっ

と訴えてきたところ、何とかしようという運びになってきたところでございます。 

 今後、どのような形に調査が進むのか、また、今後の推移を見ながら、待っておる人の意見を

防衛省のほうに要望していきたいと、このように考えておるところでございます。 

 それから、Ｆ─１５が沖縄のほうに、これが２８年度に移転するということになっている、そ

のかわりに三沢基地からＦ─２が築城基地に一応、所管外になると、これで人員が約５０名を築

城基地、動員すると、こういう方向性での計画が、通知を受けておるところでございまして、御

報告を申し上げておきたいと、このように考えておるところでございます。 

 あと、合併に関することでございますけれども、合併してはや９年が経過してます。そして、

東北の大震災等々、経験して震災地域についての財源措置という中で、一緒に合併した市町村に

もさらに、いわゆる特例債の対応期間を５年間延長しようと、このようなことで決定がされてお

るところでございます。 

 そのために、今後、３月までに一応、新庁建設計画の見直しをいたしまして、県との協議を得

た上で議会の皆さんに議決をしていただく予定をしておるところでございますんで、その折はど
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うぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そしてあと、災害の部分でございますけど、ちょっと申し添えましたが、義援金箱を、これは

広島市に送る義援金箱ということで、本町支所、それから社協の窓口に設置をしておりますんで、

ゴジョウダイのほうよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そして、築城中学校の予算の関係で、皆さんにはいろいろ御心配をおかけしておりますが、ア

ンケート実施をいたしましたところ、アンケートの世帯が子どものいる世帯を対象にということ

で、４０％強の方からアンケートが、一応、回答していただいたところで、その中の８０％強が

このまま築城中学校を早く建ててほしいという要望でございますし、２校体制でいってほしいと

いう要望もございます。そういう形の中で、今回また、ぜひ皆さん方の御理解を得たく予算提案、

一応、基本計画の提案をさせていただいたところでございます。 

 そして、本議会は決算議会が主でございますけれども、一般会計で１０億を超える剰余金を出

しておるところでございますけれども、報告が第３セクターの経理状況の報告等と、それから、

財政の健全化報告ということで、５件、報告をさせていただいておるところでございます。 

 それから一般会計ほか４件が補正予算、そして決算の認定が１２件と、あと条例改正、若干、

国の法律が変わった関係で、地区の修正等々の条例もありますけれども、１１件、それから契約

案件、これは液肥の車の契約をしようということで、これが１件、その他、他の団体との契約、

そして、ということで、２件ほど計上をさせていただいて、合計、決算案件ともで、３０議案を

提案させていただいておりますんでよろしく御審議をいただきながら、承認、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。よろしくお願いします。 

○議長（田村 兼光君）  これで行政報告を終わりました。 

 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（田村 兼光君）  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、１１番、塩田文男議員、

１２番、工藤久司議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（田村 兼光君）  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。信田委員長。 

○議会運営委員長（信田 博見君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 ９月１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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 ９月４日木曜日と、本日は本会議で議案の上程、なお、議案第７９号物品売買契約の締結につ

いて、及び議案第８１号豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更については、契約

及び組合規約の案件です。よって、本日即決することとして協議をいたしました。 

 ９月５日金曜日は議案考案日とします。 

 ９月６日土曜日、７日、日曜日は休会とします。 

 ９月８日月曜日は、本会議で議案に対する質疑と委員会付託を行います。 

 ９月９日火曜日は本会議で一般質問とします。 

 ９月１０日水曜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。 

 ９月１１日木曜日は厚生文教常任委員会とします。 

 ９月１２日金曜日は産業建設常任委員会とします。 

 ９月１３日土曜日、１４日日曜日、１５日月曜日は休会とします。 

 ９月１６日火曜日は総務常任委員会とします。 

 ９月１７日水曜日は委員会予備日とします。９月１８日木曜日は本会議で委員長報告、質疑、

討論、採決です。 

 なお、委員会の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

般行政事務管理については一般質問でお願いいたします。一般質問の受付締切は明日、９月５日、

正午までといたします。 

 以上、会議は本日から９月１８日までの１５日間とすることが適当だと決定いたしましたので

報告いたします。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  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月４日から１８日までの１５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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月１８日までの１５日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（田村 兼光君）  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６４号ほか２９件です。
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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、あわせて報告いたします。 

 次に、町長から報告があります。報告第２号平成２５年度健全化判断比率の報告について、報

告第３号平成２５年度資産不足比率の報告について、報告第４号しいだサンコー株式会社の経営

状況の報告について、報告第５号東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について、

報告第６号株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告についての５件を一括して報告してい

ただきます。 

 職員の朗読に続いて、報告内容の説明を求めます。 

○財政課長（八野 繁博君）  報告第２号平成２５年度健全化判断比率の報告について、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、平成

２５年度健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告する。 

 報告第３号平成２５年度資金不足比率報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成２５年度資金不足比率を別紙

監査委員の意見をつけて報告する。 

○総務課長（則行 一松君）  報告第４号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 報告第５号東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について、地方自治法（平成

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２号の規定）により別紙のとおり報告する。 

 報告第６号、株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。平成２６年

９月４日提出、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  報告第２号は、平成２５年度健全化判断比率の報告についてでございま

す。 

 本報告は、平成１９年の６月に公布されました地方公共団体の財政の健全化の関する法律に基

づき平成２５年度の決算数値をもとに算出をした健全化判断比率の４指標を報告するものでござ

います。その４指標とは実質赤字公債費比率、それから連結実質赤字比率、それから、３番目が

実質公債費比率、４番目が将来負担比率でございますが、平成２５年度の決算におきましては、

実質赤字比率及び連結実質赤字比率はございません。実質公債費比率は１１.６％、将来負担比

率は６５.３％となっておるところでございます。 

 次に、報告第３号平成２５年度資金不足の比率の報告でございますが、これも同じく１９年

６月に公布されました財政の健全化の関するの法律に基づいての報告でございますが、本町では

資金不足の比率は全くないということで御報告をいたしておきます。 
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 それから、報告第４号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告についてでございます。本報

告は、しいだサンコーの２５年度の経営状況でございますが、純売上高が５,８９１万９,０２０円

で、対前年比が７１７万２,６７１円の増収となったところでございます。これに対して営業費

用は５,９０４万２,１２６円で、対前年比８３８万５,８２２円の増額となっております。差し

引きで、経常利益が１７万２,０００円で、税引き後の当期純利益が１０万６,２７６円となって

おるところでございます。 

 次に、報告第５号東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告でございます。当期の

経営状況は売り上げ利益が１,７４３万９,０１６円で、対前年比に対して１０８万２,２６７円

の、収入は少なくなっております。これに対して、営業費用、販売費及び一般管理費等々でござ

いますが、１,６００万４,４９７円でございまして、１０９万２,９４６円、これも減額となっ

ておるところでございます。そして、経常利益金額は１５０万１,９６８円で、当期純利益金は

１３１万９,４７２円となり、昨年に引き続き黒字となっておるところでございます。 

 次に、報告第６号株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告でございます。当期の経営状

況は純売上高が９,８４７万１,９７３円で、前年度に対し１３９万８,７７４円の増収でござい

ます。これに対して、営業費用は８９７万４,９４２円で、前年に対して、１７４万２,３５０円

の、これは費用も増加となっております。経常利益は９３６万２３５円でございます。当期純利

益は６８７万５,４３５円となっております。この中から町のほうに２００万円ほど寄附金をい

ただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田村 兼光君）  これで説明は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６４号 

日程第５．議案第６５号 

日程第６．議案第６６号 

日程第７．議案第６７号 

○議長（田村 兼光君）  議事に入ります。 

 お諮りします。日程第４、議案第６４号平成２６年度築上町一般会計補正予算（第２号）につ

いてから日程第７、議案第６７号平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）についてまでを会議規則第３７条の規制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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第６４号から議案第６７号までは一括議題とすることに決定しました。 
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 日程第４、議案第６４号平成２６年度築上町一般会計補正予算（第２号）についてから、日程

第７、議案第６７号平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）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。八野財政課長。 

○財政課長（八野 繁博君）  議案第６４号平成２６年度築上町一般会計補正予算（第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２６年度築上町一般会計補正予算（第

２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６５号平成２６年度築上町椎田駅前周辺活性化促進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２６年度築上町椎田駅前周辺活性化促

進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６６号平成２６年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、平成２６年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６７号平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第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２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を別紙のとおり提出する。平成２６年９月４日、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第６４号は、平成２６年度築上町一般会計補正予算（第２号）でご

ざいます。本予算は既定の歳入歳出予算の総額９８億４,６１０万円に３億４,９８０万円を追加

をいたしまして１０１億９,５９０万円に定めるものでございます。 

 歳出から先に申しますけれども、歳出の主なものは鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業というこ

とで４,０９４万４,０００円を計上させていただいて、これは主に国から交付金をいただいてネ

ットのお金は主な事業です。 

 それから、民生安定事業設備費ということで、学習等共用施設に太陽光の発電施設をやろうと

いうことで、４カ所ほど計画をしておりますが、２,１３０万円、それからスポーツ施設改修事

業費ということで、これは築城の体育館のほうが非常に屋根が損傷しているということで

３,８１０万円ほど計上。それからあと、築城中学校の基本計画の計画費、前回に続きまして

２,２５０万円も計上をさせていただいておるところで。 

 歳入の主なものは、国からの交付金が地域活性化効果実感臨時交付金と、これが４,２８３万

９,０００円、これは国からの交付金。それから、防衛施設周辺民生安定事業の補助金１,７５３万

円２,０００円、それから鳥獣、先ほど申しました、歳出のほうで申しましたが、鳥獣被害防止

緊急捕獲等対策交付金４,０７８万９,０００円ということで、大体、これが１００％の事業でご

ざいます。それからあと、前年度の繰越金を２億２,２８４万９,０００円ほど計上させていただ
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いておるところでございます。 

 次に、議案第６５号平成２６年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計補正予算（第

１号）でございますが、本予算は歳入歳出の予算の総額を２１２万円に、既定の歳入歳出予算、

３０万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を２４２万円とするものでございますが、こ

れは滞納者に対する弁護士で訴訟しなければ時効になるというふうなことで訴訟を検討して、弁

護士費用を計上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号は平成２６年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第３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２８億５,３０３万５,０００円に５０万

円を追加させていただきまして、２８億５,３５３万５,０００円と定めるものでございます。補

正の主な内容は第三者納付金の増額と、それから国民健康保険税納付に対する過誤納付金の還付

等に要する還付加算金等々の予算でございます。歳入の主なものは、第三者納付金５０万円、そ

れから歳出の主なものは国民健康保険税に関する過誤納付還付金２０万円を計上、それから還付

加算金３０万円と、一応その補正でございます。 

 次に、議案第６７号平成２６年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。本予算は、既定の歳入歳出予算の総額３億１,５０５万５,０００円に対しまして、

８９９万３,０００円を追加いたしまして総額を３億２,４０４万８,０００円と定めるものでご

ざいます。補正の主なものは決算繰越額を計上いたしまして、保険料収納繰り越しに伴う福岡県

後期高齢者医療広域連合への納付金を計上するものでございます。歳入は前年度の繰越金を

８９９万３,０００円、充てようというものでございます。あとは、歳出は県の連合への負担金

ということで８９９万３,０００円を（  ）でございます。 

 ４議案とも、よろしく御審議をいただきながら御採択をいただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．認定第１号 

日程第９．認定第２号 

日程第１０．認定第３号 

日程第１１．認定第４号 

日程第１２．認定第５号 

日程第１３．認定第６号 

日程第１４．認定第７号 

日程第１５．認定第８号 

日程第１６．認定第９号 
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日程第１７．認定第１０号 

日程第１８．認定第１１号 

日程第１９．認定第１２号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第８、認定第１号平成２５年度築上町一般会計歳入

歳出決算の認定についてから認定第１２号平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定

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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第１２号までは一括議題とすること決定しました。 

 日程第８、認定第１号平成２５年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第

１９、認定第１２号平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認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。八野財政課長。 

○財政課長（八野 繁博君）  認定第１号平成２５年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町一般会計歳入歳出予算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第２号平成２５年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定に付する。 

 認定第３号平成２５年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第４号平成２５年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町椎田駅前周辺活性化促進

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第５号平成２５年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委

員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第６号平成２５年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第７号平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自
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治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第８号平成２５年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町特定環境保全公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第９号平成２５年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１０号平成２５年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１１号平成２５年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１２号平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見をつけて議会の認定に付する。平成２６年９月４日提出、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  認定第１号は、平成２５年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定でござ

います。 

 歳入総額１１６億２４７万８,６４７円、歳出総額１００億８,０４７万１,５９４円、歳入歳

出の差し引き額は１５億２,２００万７,０５３円です。 

 翌年度へ繰り越した一般財源は６,９３５万９,０００円、実質収支額は１４億５,２６４万

８,０５３円。単年度収支が２億７,５０５万２,８２５円、実質単年度収支は４億５,８６９万

３,８１５円の数値となっておるところでございます。主要な施策等は、決算付属資料に掲載さ

せていただいておりますんで、どうぞ御参照していただきながら決算の中身に御利用いただけれ

ば幸いというところでございます。 

 次に、認定第２号平成２５年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。本予算は、歳入総額が１,３８６万５,４６８円、歳出総額２億９,６７８万

１,０８７円で、歳入歳出の差し引きは２億８,２９１万５,６１９円の赤字となっております。

この不足額は、平成２６年度の歳入予定金額から繰り上げ流用をいたして補填をしておるところ

でございます。よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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 なお、その滞納状況でございますけれども、現在の滞納が４億９,２８９万８,４３３円、調定

が５億３,３５１万９０２円。収納金額が９７８万１,２１７円、不納欠損が６７万２,２５２円、

収納率は１.９６％となってございます。 

 次に、認定４号平成２５年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の認定

でございます。本決算は、歳入の総額２万９,２２０円、歳出総額ゼロ（「３号やろ」と呼ぶ者

あり）ごめんなさい。失礼しました。認定３号平成２５年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定でございます。本予算は歳入総額が４６０万３,３７０円、歳出総額が２２０万

２３３円でございます。その差し引きは２４０万３,１３７円でございます。 

 次に、先ほどちょっと飛びましたけど、認定第４号、平成２５年度の築上町椎田駅前周辺活性

化促進事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、歳入総額が２万９,２２０円、

歳出総額がゼロということになっております。これも、非常に回収が困難な状況になっておりま

すんで、冒頭、申しましたけれども、予算のときに申しましたけれども、弁護士で訴訟しなけれ

ば時効に落ちるというような状況になっておるんで、非常に困難なものでございます。 

 それから、認定第５号平成２５年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定でございます。

歳入総額が３８９万６,３７９円、歳出総額が３１３万２,１４１円、歳入歳出の差し引き額が

７６万４,２３８円でございます。昨年、売れたのが小が３基、販売ができておるところでござ

います。 

 それから、認定第６号平成２５年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定でござい

ます。歳入総額が２６億３,０６７万９,４９９円、歳出総額が２７億１,３１２万７４２円、歳

入差し引きの差し引き額が８,３６３万３,２２５円の赤字となっております。 

 単年度収支は、７,２１２万２,６５４円の黒字となっております。この赤字の総額は２６年度

の歳入から繰上げ（  ）を補填しておりますが、２４年度の赤字分は半分ぐらい黒字になった

ということで、赤字額が減少をしてましりました。 

 次に、認定第７号平成２５年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定でございま

す。歳入総額が２億９,５０４万４,２０２円でございます。歳出総額が２億８,６０４万

９,０７１円。歳入歳出の差し引き額が８９９万４,９３１円でございます。この黒字については、

平成２５年度の保険料収入でございますんで、２６年度で福岡県の後期高齢者の保険金に納付を

しなければならないというものでございますんで、１カ月おくれで納めておるということで御理

解のほどお願い申し上げます。 

 次に、認定第８号平成２５年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定でございますが、これは旧築城の下水道でございます。歳入総額は２億１,９７１万３,０９３円。

歳出総額は２億１,０９１万５,７８８円ということで、差し引きは８７９万７,３０５円の黒字

- 16 - 

denshii
ハイライト表示

denshii
ハイライト表示

denshii
ハイライト表示

denshii
ハイライト表示

denshii
ハイライト表示

denshii
ハイライト表示



でございます。 

 次に、認定第９号平成２５年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定でござい

ます。歳入総額２億８,３８３万１１４円、歳出総額は２億６,６１４万９０２円、歳入歳出差し

引き額は２,３２１万５,２１２円でございます。翌年度に繰り越した財源は１,０２８万円でご

ざいます。実質収支額は１,２９３万５,２１２円でございます。この下水道も今年度、椎田南部

の分は供用開始の予定でございます。 

 認定第１０号平成２５年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でございますが、

歳入総額が４億７,２６２万４９円、歳出総額４億６,１２６万５,５７３円、差し引き額が

１,１３５万４,４７６円。翌年度へ繰り越した財源が７００万円でございます。実質収支額は

４３５万４,４６７円となっておるところでございます。 

 次に、認定第１１号平成２５年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でございま

す。歳入総額２億５,８４８万８,４０２円、歳出総額が２億３,７３５万５,５２８円でございま

す。差し引きが２,１１３万２,８７４円。翌年度へ繰り越した財源が１,４１０万６,０００円で

ございます。実質収支額が７０２万６,８７４円となっておるところでございます。 

 次に、認定第１２号平成２５年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定でございます。本決

算は営業収益が２億３,６６５万１,９１６円、営業外収益が４億６,９２１万７,０００円で、総

収益が２億３,１１２万１,１３３円でございます。 

 実質支出につきましては、営業費用が１億８,４６４万１,２１３円、営業外費用１,７７２万

５,９７８円、総費用は２億２３６万７,１９１円で、当年度の純利益が２,８７５万３,９４２円

となっております。 

 資本的収支については、消費税込みで２９６万６,２５０円。総支出が９,０１６万９,８２０円

となっております。不足額８,７２０万３,５７４円は過年度分損益勘定留保資金及び当年度の消

費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしておるところでございます。 

 内容といたしましては、収入が工事負担金２９６万６,２５０円。支出は建設改良費としてと

改良事業と、それから浄水器の購入費ということで８２３万６,７０６円。それから、企業債の

償還金が８,１９３万８,１１８円となっておるところでございます。 

 １２の歳入歳出決算の認定案でございます。よろしく御認定いただきますようお願い申し上げ

まして説明を終わらさせていただきます。 

○議長（田村 兼光君）  それでは、ここで代表監査委員に決算の監査結果の報告を求めます。代

表監査委員の尾座本雅光さん、お願いします。 

○代表監査委員（尾座本雅光君）  おはようございます。代表監査委員の尾座本です。 

 築上町の平成２５年度の決算における審査を７月の２２月から８月の５日にかけまして、監査
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事務局で丸山監査委員さんと実施をいたしました。その結果につきまして御報告を申し上げます。 

 平成２５年度一般会計歳入歳出決算の状況は、歳入が１１６億２４７万８,６４７円でありま

す。歳出は１００億８,０４７万１,５９４円であります。差し引きますと、１０億２,２００万

７,０５３円であります。実質収支は１４億５,２６０万８,０５３円の黒字となっています。 

 単年度収支は２億７,５０５万２,８２５円の黒字となっています。特別会計の合算額ですけど

も、歳入が４１億８,２７６万９,７９６円です。歳出は４４億７,２６２万７,２４７円でありま

す。差し引きますと２億８,９８５万７,４５１円の赤字であります。実質収支においても、３億

２,１１２万３,４５１円の赤字となっており、単年度収支は７,６５３万２,７４６円の黒字とな

っています。 

 そこで、一般会計と特別会計を合わせた総決算額ですけども、歳入は１５７億８,５２４万

８,４４３円です。歳出は１４５億５,３０９万８,８４１円で、差し引きますと１２億

３,２１４万９,６０２円となります。実質収支は１１億３,１４０万４,６０２円の黒字となって

います。単年度収支は３億５,１１５万８,０００円、３億５,１５８万５,１７１円の黒字失礼し

ました。実質単年度収支も５億３,５２２万６,５６１円の黒字であります。 

 平成２５年度の決算統計調査では経常収支比率が９０.１ポイント、対前年度ポイント、財政

力指数は０.３３０ポイント、対前年度０.００６ポイントの改善となってます。 

 また、「地方公共団体の財政健全化の関する法律」に基づく４指標では実質赤字比率、連結実

質赤字比率は比率なし。実質公債費率は１４.６ポイント、対前年度１.２ポイントの改善となっ

ています。将来負担比率は６５.３ポイント、対前年度１０.１ポイントの改善となっております。

資金不足比率は各会計とも比率なしとなっています。地方公共税の削減が予想される今、自主財

源の確保、適切な予算執行を行い、財政の健全化につなぐことを望むものであります。 

 また、一般会計住宅新築資金等貸付事業特別会計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療

特別会計におきましては、それぞれ３,１９３万１,４４９円、６７万２,２５２円、１,１１３万

６,５７０円、１２万９,８３０円の不納欠損処分が行われてます。 

 町税、保険税、それから住宅家賃、及び貸付金等の収支、未済額の増加、不納欠損の発生は行

政の計画的な執行に支障を来すもののみならず、これを放置することは負担の公平性を欠いて、

ひいては行政に対する信頼を失いかねないというものであります。今後、収納益の向上に努め、

収入未済額の縮減に実効ある対策を講じられるよう要望いたします。 

 次に、水道事業会計決算の上程であります。総収益は２億３,１１２万１,１３３円、総費用は

２３６万７,１１９円であります。当年度、純利益額は２,８７５万３,９４２円で、前年度純利

益額が３,７３４万８,２９３円に比べ、８５９万４,３５１円の減となっております。 

 単年度の経常状況は安定傾向にあると思われますが、より一層の収益の向上を目指すよう要望
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いたします。特に、収益の根幹となる有収率は当年度８２.０％で、前年度の７８.４％に対して

わずかに改善はいたしていますが、依然として低い数字にあります。その原因に努めるとともに、

水道料金の収納率向上に一層の努力をされることを要望いたしまして監査報告とさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田村 兼光君）  御苦労さまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第６８号 

日程第２１．議案第６９号 

日程第２２．議案第７０号 

日程第２３．議案第７１号 

日程第２４．議案第７２号 

日程第２５．議案第７３号 

日程第２６．議案第７４号 

日程第２７．議案第７５号 

日程第２８．議案第７６号 

日程第２９．議案第７７号 

日程第３０．議案第７８号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２０、議案第６８号築上町特定教育保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてから日程第３０、議案第

７８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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第６８号から議案第７８号までは一

括議題とすることに決定しました。 

 日程第２０、議案第６８号築上町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定についてから日程第３０、議案第７８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。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第６８号築上町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定め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の制定につい
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て、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７０号築上町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

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号築上町鳥獣被害対策実施隊の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７２号築上町長の専決処分事項の指定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７３号築上町個人情報保護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７４号築上町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７５号築上町特別職の職員で非常勤のもの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、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７６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、標記の条

例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７７号築上町旅費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７８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。平成２６年９月４日、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第６８号は、築上町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。 

 本条例案は子ども子育て支援法の制定に伴いまして、特定教育保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準が必要になりました。そのために、法に基づいてこの条例を制定をするも

のでございます。 

 議案第６９号、この条例は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

の制定についてでございますけれども、本案もさきの６８号の議案と同様に法律によってこの基

準を設けなければならないというふうなことでございまして、関係（   ）の整備に関する法

律による児童福祉法の改正等々に伴いまして家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が定

めるものでございます。 

 次に、議案第７０号築上町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

についてということで、これも法の子ども子育て支援法及びもろもろの法律の一部改正がござい
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まして、この放課後児童健全育成型事業についても基準を定めるというふうなことで提案をさせ

ていただいておるところでございます。 

 次に、議案第７１号築上町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の制定についてということ

で、本条例案は農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等、その他被害防止施策

を適切に実施を行うために、鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特例措置に関する

法律というのがございます。この条例に基づきまして条例を制定するものでございます。 

 次に、議案第７２号築上町長の専決処分事項の指定に関する条例の一部を改正する条例の制定

ということで、本案は前の予算のときも申しましたけれども、築上町椎田駅前周辺活性化促進事

業資金の貸付金返還収納について必要な訴え、提起、和解及び調定に関し、迅速に事務処理をす

る必要があるために条例の一部を変えさせていただくものでございます。 

 次に、議案第７３号築上町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定でございますが、行

政機関個人情報保護法で行政機関の職員、自宅業務従事者及び個人情報の介助を受けた者が行っ

た一定の不正行為に関する罰則が、規定がされております。町条例では、この罰則、今までなか

ったんで、この実効性を担保するために条例の一部を改正して罰則を設けるものでございます。 

 次に、議案第７４号築上町職員の勤務時間、休日、休暇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が、地方公務員法の改正に伴いまして、築上町職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第７５号築上町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例案でございますが、本案は築上町鳥獣被害対策実施隊の設置に伴い実施隊の任

命した方については、非常勤の特別職ということで報酬を支給するために報酬条例を改正するも

のでございます。 

 次に、議案第７６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

が、本案も地方公務員法の改正に伴いまして築上町職員の給与に関する条例を準じて改正するも

のでございます。 

 議案第７７号築上町旅費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が、これも地

方公務員法の改正に伴い、これに準じて築上町旅費に関する条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 それから、議案第７８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、この条例は２割軽減の申請制度廃止及び特定継続世帯の世帯平等割額減額制度につ

いての条例改正の際に改正内容に遺漏がございました。それで、今回、申しわけないんですけど、

準則通りの改正をさせていただくため制定をいたしておるところでございます。 

 なお、事務については準則どおりの事務を行ってるみたいですけど、遺漏があったということ
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で申しわけなく、今回、提案をして改正時まで遡及をさせていただくということでございます。

この件については、誠に申しわけございませんでしたけれど、遺漏ということで御理解を願いた

いと思います。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第７９号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。 

 日程第３１、議案第７９号物品売買契約の締結については契約案件です。よって、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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第７９号は、委員会付託を省略し、

本日、即決することに決定しました。 

 日程第３１、議案第７９号物品売買契約の締結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。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第７９号物品売買契約の締結について、がんばる地域交付金事

業、液肥散布用バキューム車購入について、次のように物品売買契約を締結するものとする。平

成２６年９月４日提出、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７９号は物品の売買契約の締結でございます。 

 本案は液肥散布用バキューム車の購入でございますが、本契約は平成２６年の７月２４日に

３社による指名競争入札を行い、結果は別紙入札結果表のとおりでございます。 

 三菱ふそうトラックバス、それから九州ふそう中津日田支店が消費税込みで１,０２５万

４,４００円で落札をいたして、仮契約を現在、いたしておるところでございます。本契約は議

決後に本契約ということでなりますんでよろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 

 なお、４トン車ということで、１台を購入するものでございます。 

○議長（田村 兼光君）  終わりました。これから質疑を行います。質疑のある方。西畑議員。 

○議員（４番 西畑イツミ君）  この説明書を読みますと、辞退されたところが１社ありますが、

どういう理由で辞退されたのか、わかれば教えてください。 

○議長（田村 兼光君）  八野財政課長。 

○財政課長（八野 繁博君）  財政課の八野です。１社、辞退しておりますけれども、辞退理由が

この時期がモデルチェンジの時期ということで、参加できないということで辞退届が出ておりま
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す。以上です。 

○議長（田村 兼光君）  西畑議員。 

○議員（４番 西畑イツミ君）  モデルチェンジするから辞退と、今、言われたんですか。 

○議長（田村 兼光君）  八野財政課長。 

○財政課長（八野 繁博君）  財政八野ですけど。モデルチェンジのために該当の車種がないとい

うことで、そういう理由で辞退届を事前に提出されております。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  西畑議員。 

○議員（４番 西畑イツミ君）  この売買契約をするときは、どういう機種でどうこうとか、そう

いうのは出さないで、この入札に参加された業者の持っている車種、そういうので入札が行われ

る、それとも事前に、こういう形で、こういう機種でとかいう説明があったわけでしょうか。 

○議長（田村 兼光君）  八野財政課長。 

○財政課長（八野 繁博君）  財政課の八野です。お手元の資料に追加資料、議案資料というのが

配付されておりますけど、この中に仕様書というのがつけられておりますけれども、この仕様書

を配付しまして入札に参加するという形でとっております。この仕様書を見て、業者のほうが辞

退届が出たということでございます。 

○議長（田村 兼光君）  説明が、女性の方、入札関係があまりあれやから、わかりやすう、説明

してやってよ。 

○財政課長（八野 繁博君）  はい、すいません。気をつけます。 

○議長（田村 兼光君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第７９号について採決を行います。議案第７９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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第７９号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．議案第８０号 
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○議長（田村 兼光君）  日程第３２、議案第８０号辺地に係る公的施設の総合整備計画の変更に

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。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第８０号辺地に係る公的施設の総合整備計画の変更について。

平成２２年３月１７日付、議案第２９号をもって議決された辺地に係る公的施設の総合整備計画

について、別紙のとおり変更する。平成２６年９月４日提出、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第８０号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更でござい

ます。本案は辺地に係る公共的整備で、町道さわだ線の、一応今、事業を行っておりますが、ま

だこれが延長しなければいけないというようなことで、整備計画を変更する必要が生じました。 

 このために、財政上の特別処置に関する法律等々、これが辺地でございますけれど、５項によ

る規定により、議会の議決が必要になってまいります。そういうことで、よろしく御審議をいた

だき、御採択をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第８１号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。 

 日程第３３、議案第８１号豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更については、

組合規約の案件です。よって会議規則第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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８１号は委員会付託を省略し、本

日即決することに決定しました。 

 日程第３３、議案第８１号豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更についてを議

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。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第８１号豊築地区障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号第２５２条の７第２項）の規定により、豊築地

区障害程度区分認定審査会共同設置規約を別紙のとおり変更する。平成２６年９月４日提出、築

上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第８１号は、豊築地区の障害程度区分認定審査会共同設置規約の変

更でございますが、本案は地域社会における共生の実現に向けた新たな障害保険福祉施策を講じ
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るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。 

 そして、障害者自立支援法の一部改正が行われまして、これに伴う規約を変更するものでござ

います。これも字句の修正が主なものとなっ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。 

○議長（田村 兼光君）  説明、終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ありませんか、反対意見。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第８１号について採決を行います。議案第８１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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案のとおり可決されま

した。 

 ここで、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

で事務局まで提出してください。 

 なお、一般質問の締め切りは明日の正午までとします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 これで散会します。 

午前11時15分散会 

────────────────────────────── 
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