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築上町告示第19号 

 平成28年第１回築上町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成28年２月17日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成28年３月２日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小林 和政君          宗  晶子君 

宮下 久雄君          有永 義正君 

信田 博見君          鞘野 希昭君 

池亀  豊君          工藤 久司君 

丸山 年弘君          田原 宗憲君 

吉元 成一君          田村 兼光君 

塩田 文男君          武道 修司君 

────────────────────────────── 

○３月７日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月９日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月17日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

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

平成28年 第１回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

平成28年３月２日（水曜日） 

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

議事日程（第１号） 

平成28年３月２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２号 平成２７年度築上町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第５ 議案第３号 平成２７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６ 議案第４号 平成２７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７ 議案第５号 平成２７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

２号）について 

 日程第８ 議案第６号 平成２７年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第９ 議案第７号 平成２７年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第10 議案第８号 平成２７年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第11 議案第９号 平成２７年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第12 議案第10号 平成２８年度築上町一般会計予算について  

 日程第13 議案第11号 平成２８年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第14 議案第12号 平成２８年度築上町奨学金貸付事業特別会計予算について 

 日程第15 議案第13号 平成２８年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計予算につい

て 

 日程第16 議案第14号 平成２８年度築上町霊園事業特別会計予算について 

 日程第17 議案第15号 平成２８年度築上町国民健康保険特別会計予算について 
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 日程第18 議案第16号 平成２８年度築上町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第19 議案第17号 平成２８年度築上町水道事業会計予算について 

 日程第20 議案第18号 平成２８年度築上町下水道事業会計予算について 

 日程第21 議案第19号 築上町行政不服審査会条例の制定について 

 日程第22 議案第20号 築上町情報公開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21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24 議案第22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25 議案第23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26 議案第24号 築上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第27 議案第25号 築上町固定資産評価審査会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26号 築上町下水道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27号 築上町国民健康保険税条例の一部を改正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28号 築上町学習等供用施設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29号 築上町図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第32 議案第30号 築上町文化会館（コマーレ）条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第33 議案第31号 築上町旧蔵内邸条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第32号 築上町公営企業職員の給与の種類及び基準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35 議案第33号 築上町過疎地域自立促進計画について 

 日程第36 議案第34号 連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市との連携協約の

締結に関する協議について 

 日程第37 議案第35号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第36号 町道路線の廃止について 

 日程第39 議案第37号 町道路線の変更について 

 日程第40 議案第38号 築上町教育委員会委員の任命について 

 日程第41 議案第39号 築上町教育委員会委員の任命について 

 日程第42 議案第40号 人権擁護委員の推薦について 
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────────────────────────────── 

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２号 平成２７年度築上町一般会計補正予算（第６号）について 

 日程第５ 議案第３号 平成２７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６ 議案第４号 平成２７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７ 議案第５号 平成２７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

２号）について 

 日程第８ 議案第６号 平成２７年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第９ 議案第７号 平成２７年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第10 議案第８号 平成２７年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第11 議案第９号 平成２７年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第12 議案第10号 平成２８年度築上町一般会計予算について  

 日程第13 議案第11号 平成２８年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第14 議案第12号 平成２８年度築上町奨学金貸付事業特別会計予算について 

 日程第15 議案第13号 平成２８年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計予算につい

て 

 日程第16 議案第14号 平成２８年度築上町霊園事業特別会計予算について 

 日程第17 議案第15号 平成２８年度築上町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第18 議案第16号 平成２８年度築上町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第19 議案第17号 平成２８年度築上町水道事業会計予算について 

 日程第20 議案第18号 平成２８年度築上町下水道事業会計予算について 

 日程第21 議案第19号 築上町行政不服審査会条例の制定について 
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 日程第22 議案第20号 築上町情報公開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21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24 議案第22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25 議案第23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26 議案第24号 築上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第27 議案第25号 築上町固定資産評価審査会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26号 築上町下水道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27号 築上町国民健康保険税条例の一部を改正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28号 築上町学習等供用施設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29号 築上町図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第32 議案第30号 築上町文化会館（コマーレ）条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第33 議案第31号 築上町旧蔵内邸条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第34 議案第32号 築上町公営企業職員の給与の種類及び基準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35 議案第33号 築上町過疎地域自立促進計画について 

 日程第36 議案第34号 連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市との連携協約の

締結に関する協議について 

 日程第37 議案第35号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第38 議案第36号 町道路線の廃止について 

 日程第39 議案第37号 町道路線の変更について 

 日程第40 議案第38号 築上町教育委員会委員の任命について 

 日程第41 議案第39号 築上町教育委員会委員の任命について 

 日程第42 議案第40号 人権擁護委員の推薦について 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 小林 和政君       ２番 宗  晶子君 

３番 宮下 久雄君       ４番 有永 義正君 
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５番 信田 博見君       ６番 鞘野 希昭君 

７番 池亀  豊君       ８番 工藤 久司君 

９番 丸山 年弘君       10番 田原 宗憲君 

11番 吉元 成一君       12番 塩田 文男君 

13番 武道 修司君       14番 田村 兼光君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 木部 英明君       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 ………………… 亀田 俊隆君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………  神崎 博子君 

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

企画振興課長 ………… 江本 俊一君  人権課長 ……………… 柿本直保美君 

税務課長 ……………… 江本昭二郎君  住民課長 ……………… 加藤 秀隆君 

福祉課長 ……………… 平塚 晴夫君  産業課長 ……………… 今富 義昭君 

建設課長 ……………… 平尾 達弥君  都市政策課長 ………… 竹本 信力君 

上水道課長 …………… 加來  泰君  下水道課長 …………… 吉留梯一郎君 

総合管理課長 ………… 塩田 健治君  環境課長 ……………… 進  信博君 

農業委員会事務局係長 …………………………………………………… 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 ………… 吉元 保美君  監査事務局長 ………… 永野 賀子君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（田村 兼光君）  それでは会議に入ります。 

 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、平成２８年第１回築上町議会

定例会を開会します。 
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 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）  議員の皆さん、おはようございます。第１回定例会を招集いたしました

ところ、全議員の参加をいただきまして大変ありがとうございます。 

 なお、先ほど、有永議員におかれましては、永年議員活動ということで全国表彰を受けられま

した。大変おめでとうございます。 

 さて、最近の行政報告でございますけれども、まずやっぱり皆さんが一番関心のお持ちの消防

の公金不明事件という形で、昨年の５月に広域圏の消防特別会計の中で、公金約九千数百万の不

明が発見されたというふうなことで、それ以来内部調査を重ねてきまして、ある程度の内部調査

ではわかっております。 

 そこで、刑事告発ということで、昨年の１２月の５日に告訴状を豊前警察署に、この告訴状は

２,７００万円ということで、この刑事事件については時効が５年というふうなことで、調査し

た中の２,７００万円を告発、告訴していったというところでございます。そして、その間、豊

前警察署のほうで、不明金調査を警察署に提出をしておるわけでございます。そして、警察署の

ほうもようやくいろんな吟味をしながら、ことしの２月１日に、一番小さな４７万円を横領容疑

で逮捕したというふうな形になっております。 

 そして、この横領容疑がある程度裏がとれたということで、次の、さかのぼっていきまして、

２８年の２月２２日に、拘留期限が切れる寸前に再逮捕ということで、これは４７万円以前の

１５０万円を横領したということで再逮捕をいたしてるとこでございます。そして、まだまだ裏

がとれ次第、この、その前の分も、時効の前までもやっていくんであろうということで、拘留期

限が多分２１日しかないんで、それまでにはまた再逮捕になるという可能性があるようでござい

ます。 

 あとの件は、警察署の判断で行うんで何とも言えませんけど、その間、広域圏のほうでも、再

発防止対策プロジェクトチームを発足をいたしまして、作業内容の確認、それから関係者聴取、

事情聴取のスケジュールと、それから福岡銀行に赴きまして、伝票調査も福岡市の本店に行って

さしてもらったということと、それから再発防止のプロジェクトチーム第２回を、関係者の意見

を聞きながら事前打ち合わせをしておるという形でございます。 

 そして、現在では、一番再発防止というようなことで、監査業務、今まで年に１回しか行って

なかったのを、今、毎月監査員のところに預金の通帳の写しと、それから月末締めの資金収支の

関係を監査員のほうに（  ）をしておると。そしてなお、４月からは、例月監査を行うという

ことで、予算が今回広域圏の中で提案さしていただきまして、例月監査を行い、そして銀行から

も残高証明を添付しながら、どこの自治体も行っておるような例月監査を行っていくというふう

なことで、それと、今現在では、預金の通帳を消防長が管理をしているというふうなことで、今
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までは担当者管理でございましたけれども、これを消防長管理と、このようなことに変更してお

るということで、理事会では報告があっておるところでございます。 

 なお、今後の推移は、まだどうなるかちょっとわかりませんけど、中間の報告を以上さしてい

ただきます。 

 それから、あと、農業委員会の委員さんの選定で、さきの臨時会で議決を定数条例いただきま

したが、公募をいたしましたところ、２７名の応募がございました。この中で、基本的には、い

わゆる法に基づきながらある程度吟味をしていかなければいけないというようなことで、まずは

全く農業に関係ない、利害の関係ない人を１名ということで、まずこれを優先的に選んでいこう。 

 それから、法でできるだけ望ましいということで、女性２名以上、それから若者という形の中

で、それぞれ２名ずつを２７名の中から選定をしていこうというふうなことで決定され、あとの

残りの１４名引く５ですので、９名を各地区に、基本的には１人ずつ配分していこうと。そして、

面積の多いところにはプラス１ずつやっていこうということで、そういう形で基本的に選定の基

準をつくりまして、中日の日に提案はさしていただきますけど、そういうことで農業委員会の一

応、そしてあと、認定農業者、それから農業委員会の関係、経験者といいますか、そういう人た

ちをもう一つの吟味の対象にしていこうと。それから、極力若者というようなことで、対象にし

ていこうというようなことで、選定の町長部局の課長会議をいたしまして、そういう一つの選定

の基準案づくりを行って選定をいたしておるとこでございます。 

 なお、紙面につきましては、中日の日に皆さんに議案として出させていただきたいと、このよ

うに考えてるとこでございます。 

 それと、あともう１点、今、唐津市の佐賀県立名護屋城博……、３月１日ごろの広報にも私は

書かしていただきましたが、小川敬吉資料展というようなことで、この方が八津田村の村長だけ

ではなかったということで、朝鮮において活動で、非常に朝鮮のほうから、韓国のほうから評価

を得てるというようなことで、彼が八津田村の村長になる前は朝鮮総督府の文化調査官というと

で、彼がすばらしい調査結果を残しておるということで、佐賀県立名護屋城博物館、これは韓国

との交流センターという名前も持っておりますんで、ここが全て窓口になっておるということで、

こういう小川敬吉資料展というのを、先日日曜日、私も行ってまいりましたが、すばらしい資料

がたくさん展示されて、築上町にもこんなすばらしい方がおったかなというふうなことで、広報

にも書かさしていただいておりますけども、御報告をいたしておきたいと思います。 

 なお、本日の本議会の提案は、２７年度の補正予算が８件、それから２８年度当初予算９件、

それから条例の一部改正等々が１４件、それからその他の議案ということで、中枢都市圏の議案

と、それから過疎の議案、それから道路認定等々ということで、５件をその他で計上さしていた

だいておる。それから、あと人事案件を、本日教育委員の選任案件２件、それから人権擁護委員
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の選任案件１件ということで提案をさしていただいておりますんで、よろしく御審議をいただき、

御採択をいただきますようお願いを申し上げまして、御挨拶とさしていただきます。 

○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、吉元成一議員、

１２番、塩田文男議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

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。吉元委員長。 

○議会運営委員長（吉元 成一君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 ２月２４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。 

 ３月２日水曜日、本日は本会議で議案の上程。なお、議案第３８号から第４０号の人事案件に

ついては、中日、３月７日に採決することと協議いたしました。 

 ３月３日木曜日、４日金曜日は考案日といたします。 

 ３月５日土曜日、６日日曜日は休会といたします。 

 ３月７日月曜日は、本会議で議案に対する質疑と委員会付託といたします。 

 ３月８日火曜日は、考案日といたします。 

 ９日水曜日は、本会議で一般質問、１０日木曜日は、考案日といたします。 

 ３月１１日金曜日は、一般質問の予備日といたします。 

 ３月１２日土曜日、１３日日曜日は、休会です。 

 ３月１４日月曜日は、厚生文教常任委員会を開催いたします。 

 ３月１５日火曜日は、総務産業建設常任委員会といたします。なお、総務産業建設常任委員会

は、築城支所の第４、第５会議室で行います。 

 ３月１６日水曜日は、委員会予備日といたします。 

 ３月１７日木曜日は、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、所管外の事務質疑、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。 

CA0304
ハイライト表示

CA0304
ハイライト表示



- 10 - 

 一般質問の受付締め切りは、あす３月３日正午までといたします。 

 以上、会期は、本日から３月１７日までの１６日間とすることが適当だと決定いたしましたの

で、議会運営委員会の報告といたします。 

○議長（田村 兼光君）  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、委員長報告のとおり、本日３月２日から１７日までの

１６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３月１７日までの

１６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２号ほか３８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、あわせて報告いたします。 

 議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第２号 

日程第５．議案第３号 

日程第６．議案第４号 

日程第７．議案第５号 

日程第８．議案第６号 

日程第９．議案第７号 

日程第１０．議案第８号 

日程第１１．議案第９号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第４、議案第２号平成２７年度築上町一般会計補正

予算（第６号）についてから、日程第１１、議案第９号平成２７年度築上町水道事業会計補正予

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２号から議案第９号までを一括議

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。 
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○財政課長（八野 繁博君）  議案第２号平成２７年度築上町一般会計補正予算（第６号）につい

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度築上町一般会計補正予算（第

６号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第３号平成２７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２７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４号平成２７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２７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。 

 議案第５号平成２７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２７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２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第６号平成２７年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（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２７年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第７号平成２７年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（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２７年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第８号平成２７年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（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２７年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第９号平成２７年度築上町水道事業会計補正予算（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２７年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）を別紙のと

おり提出する。平成２８年３月２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２号は、平成２７年度築上町一般会計補正予算（第６号）につい

てでございます。 

 本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額１０６億９,０８０万円に２億５,６４０万円を追加い

たしまして、歳入歳出予算の総額を１０９億４,７２０万円に定めるものでございます。 

 歳出の主なものは、電子計算費、これは特に社会保障・税番号制度関連で２,５８４万

５,０００円、地方創生加速化交付金事業ということで航空交流館基本設計業務、これは地方創

生の中で取り上げられていただきまして、航空交流館の基本設計を認めていただきました
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２,８６９万６,０００円。 

 それから、ふるさと古民家再生事業ということで、これは旧竹内邸の再生事業ということで、

３,２４４万２,０００円をいただきます。財政調整基金積立金２億２,０６３万７,０００円など

でございます。 

 歳入は、先ほど申しましたように、社会保障・税システム１,０７７万９,０００円、地方加速

化が６,０００万円いただいております。環境施設基金繰入金が３,０００万ということで、また、

繰越明許費が７件、地方債の補正２件、変更３件ということで、計上しておるところでございま

す。 

 次に、議案第３号平成２７年度築上町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございます

けれども、本予算は、既定の歳入歳出予算の総額３１億６,２４６万２,０００円に１,０１６万

４,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を３１億７,２６２万６,０００円と定め

るものでございます。 

 この最後の補正でございますし、国、県への返納金の確定、それから一般会計への繰入金の増

額等々ということで、予算調整をさしていただいておるところでございます。 

 次に、議案第４号平成２７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。 

 本補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額が３億３,３９４万３,０００円に４万円を追加いた

しまして、歳入歳出予算の総額を３億３,３９８万３,０００円ということで、これは人勧に伴う

人件費の増額をさしていただいております。 

 それから、議案第５号平成２７年度築上町特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第

２号）についてでございます。 

 本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額２億３,０２１万８,０００円に１３万円を追加をいた

しまして、歳入歳出予算の総額を２億３,０３４万８,０００円と定めるものでございます。これ

も、人事院勧告の人件費の増でございます。 

 議案第６号平成２７年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額２億５１１万７,０００円に歳入歳出それぞれ１２万

円を追加いたしまして、２億５２３万７,０００円と定めるものでございます。これも、人件費

の計上をさしていただいております。 

 議案第７号は平成２７年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額６億６,７９６万８,０００円に歳入歳出それぞれ

１０万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億６,８０６万８,０００円と定

めるものでございます。補正の主な要因は、これも人件費の増額による一般会計補助を増額する



- 13 - 

ものであります。 

 次に、議案第８号平成２７年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額３億７,８２０万７,０００円に、３２２万円を追加いたしま

して、歳入歳出予算の総額を３億８,１４２万７,０００円と定めるものでございます。 

 歳入は一般会計からの繰入金３２２万円を予定しております。歳出は、人事院勧告に伴う人件

費２２万円、そして漏水に伴う施設修繕及び工事材料費を３００万円計上をしておるとこでござ

います。 

 次に、議案第９号平成２７年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）でございますが、本案

は既定の第３条予算の収益的支出に１２万円を追加いたしまして、総額を２億３,２４８万

３,０００円に改めるものでございます。これは、人勧の人件費の増額を計上さしていただいて

おるとこでございます。 

 ２号議案から９号議案まで、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。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１０号 

日程第１３．議案第１１号 

日程第１４．議案第１２号 

日程第１５．議案第１３号 

日程第１６．議案第１４号 

日程第１７．議案第１５号 

日程第１８．議案第１６号 

日程第１９．議案第１７号 

日程第２０．議案第１８号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第１２、議案第１０号平成２８年度築上町一般会計

予算についてから、日程第２０、議案第１８号平成２８年度築上町下水道事業会計予算について

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１０号から議案第１８号までを一

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１０号平成２８年度築上町一般会計予算について、地方自治

法第２１１条第１項の規定により、平成２８年度築上町一般会計予算を別紙のとおり提出する。 

 議案第１１号平成２８年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、地方自治法
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第２１１条第１項の規定により、平成２８年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算を別

紙のとおり提出する。 

 議案第１２号平成２８年度築上町奨学金貸付事業特別会計予算について、地方自治法第

２１１条第１項の規定により、平成２８年度築上町奨学金貸付特別会計予算を別紙のとおり提出

する。 

 議案第１３号平成２８年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計予算について、地方自

治法第２１１条第１項の規定により、平成２８年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計

予算を別紙のとおり提出する。 

 議案第１４号平成２８年度築上町霊園事業特別会計予算について、地方自治法第２１１条第

１項の規定により、平成２８年度築上町霊園事業特別会計予算を別紙のとおり提出する。 

 議案第１５号平成２８年度築上町国民健康保険特別会計予算について、地方自治法第２１１条

第１項の規定により、平成２８年度築上町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり提出する。 

 議案第１６号平成２８年度築上町後期高齢者医療特別会計予算について、地方自治法第

２１１条第１項の規定により、平成２８年度築上町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり

提出する。 

 議案第１７号平成２８年度築上町水道事業会計予算について、地方公営企業法第２４条第２項

の規定により、平成２８年度築上町水道事業会計予算を別紙のとおり提出する。 

 議案第１８号平成２８年度築上町下水道事業会計予算について、地方公営企業法第２４条第

２項の規定により、平成２８年度築上町下水道事業会計予算を別紙のとおり提出する。平成

２８年３月２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１０号は平成２８年度築上町一般会計予算でございます。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１９億６,７５０万円に定め、一時借入金の限

度額を１０億円と定めるものでございます。前年度当初予算と比較しますと、約２０％の増でご

ざいます。２０億３,８０１万３,０００円という増加でございます。 

 この要因は、保育所の建設事業、それから中学校の建設事業、液肥の施設建設事業ということ

で、非常にこの大きな３つの事業を抱えたために、こういう大きい予算になってきておるとこで

ございます。なお、この３つの事業も、単年度ではしおおせないので、債務負担行為を保育所、

それから液肥は２９年の２カ年の事業、そして中学校については、３カ年の債務負担行為を設定

をさしていただいてるとこでございます。あと、臨時財政対策債など、６事業の地方債の限度額

を定めておるとこでございます。 

 なお、今先ほど申した３事業も、築城中学においては、基本的には２カ年事業と、国の予算の
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関係で、あと残務の工事等を平成３０年度に行わざるを得ないということで、例えば仮校舎の撤

去とか、そういう形のものが多分平成３０年度の事業ということで、中学校の新しい校舎への入

居は、３０年の４月に入居できるような算段で今計画を立てておるとこでございます。 

 保育園については２カ年事業ということで、これも２９年の４月には入れるような予定にして

おると。 

 液肥も本来なら単年で行かなきゃなりませんけど、これも国の予算の都合というふうなことで、

２カ年事業ということで、国に応募しては、２９年度は早急に補助金の交付を受けていただきた

いと、このような形で、そうすれば上半期には施設も利用できるだろうというふうなことで考え

ておるとこでございます。 

 特に、予算的には非常に大きな予算でございますけれども、収入は若干減少目でございます。 

 町民税の減税等々が約１,２００万ほど昨年よりは減っております。 

 それから、地方譲与税も５４０万の減、それから地方交付税も、これも人口減等々があって、

それから合併も１０年が過ぎたというふうなことで、これも８,７００万円ほど減らされる予定

でございます。 

 あと、臨時財政対策債を含んだ実質的な地方交付税の総額では、約８,４００万円になるんじ

ゃなかろうかなという想定をしておるとこでございます。 

 あと、町債は、非常に先ほど申した３つの事業の事業量ということで、これは昨年の倍増でご

ざいます。１５億約５,０００万ほど町債が去年よりはふえておるということでございます。 

 歳出におきましても、先ほど申した形で、人件費が約６,５００万ほど減っておるとこでござ

いますし、それから、公債費は定期償還等の増により若干ふえて、３,７００万の増でございま

す。 

 扶助費は５,１００万円増ということで、非常にやっぱり扶助費がだんだんふえてきておる状

況でございます。 

 それとあと、義務的経費ということで、２,３００万ほど増加しておるということで、あと、

非常に経常経費的な形で少しずつふえていってる状況でございます。 

 そういう形の中で、普通建設事業が１８億８,７００万ほどふえておるというふうなことで、

予算の特徴ではないかなとこのように考えておるとこでございます。 

 次に、議案第１１号は、これは平成２８年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算でご

ざいますが、本予算も、歳入歳出予算の総額を３６１万８,０００円と定めまして、一借の最高

限度額を２億７,５００万と定めるものでございます。 

 歳出の主なものは、総務管理費ということで、基本的には時効にならないための裁判費用とか、

そういうものが主でございます。そして、貸付金の元利収入は９９万２,０００円及び県の補助
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金等々を充てておるという状況でございます。 

 あと、滞納については、職員一生懸命に取り組んで、少しでも滞納金額の回収に務めておると

いうことで、最近でも相当実績が上がっておるようでございますし、とにかく時効にならないよ

うな措置で、この会計を少しでも滞納額を少なくしていこうという形で頑張っておるとこでござ

います。 

それから、議案第１２号平成２８年度築上町奨学金貸付事業特別会計でございますけれども、本

予算の総額は３９１万１,０００円など、それぞれ歳入歳出で定めるものでございますが、歳出

の主なものは、貸付予定新規２名ということで、あと継続者が３名ということで予算計上をさし

ておるとこでございます。 

 それから、議案第１３号平成２８年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計予算でござ

います。 

 本予算は、歳入歳出の総額をそれぞれ１９２万７,０００円と定めるものでございます。本会

計も既貸付金の返済回収業務を行っているものでございますんで、非常にやっぱりなかなか回収

に対しては苦労をしておりますが、少しずつでもやっていこうというふうなことで、これも時効

にならないような形で頑張ってるとこでございます。 

 議案第１４号平成２８年度築上町霊園事業特別会計予算でございます。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３５万３,０００円と定めるものでございます。

平成２８年度の予定販売数は、小区画を２区画見込み、計上をしておるとこでございます。 

 歳入は、使用料及び手数料が１３０万９,０００円というふうなことで、あと基金への繰り出

しということで、２０４万円ほど計上さしていただいておるとこでございます。 

 次に、議案第１５号平成２８年度築上町国民健康保険特別会計予算でございます。 

 本予算案は、歳入歳出の総額をそれぞれ３１億２,０７３万５,０００円と定め、一時借入金の

限度額を３億円と定めるものでございます。本年度は２７年度の医療費実績を勘案いたしまして、

医療費総額を前年度比３.９％増で計上をさしていただいております。 

 歳入の主なものは、税３億９,８１９万１,０００円、国庫支出金７億７,１７０万円、それか

ら療養給付等交付金１億６,９２４万９,０００円、それから前期高齢者交付金への支出として

７億１,３５５万８,０００円ということで、それから県支出金として、受け入れが１億

９,１６７万円と、あと共同事業交付金ということで、これが６億５,２７１万４,０００円とい

うことで、それとあと、一般会計から繰り入れが２億２,２２２万円を繰り入れる予定でござい

ます。 

 歳出の主なものは、給付費ということと、それから後期高齢者への支援金と、それから介護納

付金等々が主な支出金となっておるとこでございます。 
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 次に、議案第１６号平成２８年度築上町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億８６７万３,０００円と定めるものでござい

ます。この特別会計は、後期高齢者医療の保険料を徴収して県の連合に納める特別会計でござい

ます。 

 そういう形の中で、保険料として２億６１万８,０００円を予定しておるとこでございます。

それから一般会計繰入金として、１億８０１万７,０００円を計上さしていただいておるとこで

ございます。 

 次に、議案第１７号平成２８年度築上町水道事業会計予算でございますが、本予算は、業務の

予定量と収益的・資本的収入支出額及び一時借入金の借り入れ限度額を３億と定めるものでござ

います。具体的には、第３条予算の水道事業収益は４億２,９５４万４,０００円で、水道事業費

用は３億９,３５３万７,０００円となっておるとこでございます。それから、第４条予算の資本

的収入３億３,８２１万９,０００円で、資本的支出は４億５,５６０万３,０００円でございます。 

 いずれも２８年度の予算の議案でございますんで、よろしく御審議をいただきながら、御採択

をお願い申し上げます。 

 もう一つ、ごめんなさい。 

 議案第１８号平成２８年度築上町下水道事業会計予算についてでございますが、下水道事業は

特定環境保全公共下水道事業、それから農業集落排水事業、公共下水道事業の３つの特別会計を

廃止をいたしまして、２８年４月から公営企業会計に移行して、築上町下水道事業会計となりま

す。 

 本予算は、業務の予定量と収益的・資本的収入支出額及び一時借入金の限度額を１億７,０００万

円を定めるものであります。具体的な内容は、第３条予算の下水道事業収益５億８,７７５万

１,０００円を定めて、そしてあと下水道事業費用は５億９,７５６万４,０００円と定めている

とこでございます。第４条の資本的収入は２億６,７８８万９,０００円、資本的支出は４億

１,３２２万９,０００円という予算にいたしておるとこでございます。 

 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。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第１９号 

日程第２２．議案第２０号 

日程第２３．議案第２１号 

日程第２４．議案第２２号 

日程第２５．議案第２３号 
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日程第２６．議案第２４号 

日程第２７．議案第２５号 

日程第２８．議案第２６号 

日程第２９．議案第２７号 

日程第３０．議案第２８号 

日程第３１．議案第２９号 

日程第３２．議案第３０号 

日程第３３．議案第３１号 

日程第３４．議案第３２号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２１、議案第１９号築上町行政不服審査会条例の

制定についてから、日程第３４、議案第３２号築上町公営企業職員の給与の種類及び基準に関す

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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号から議案第３２号までを一

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１９号築上町行政不服審査会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２０号築上町情報公開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２１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２２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２３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２４号築上町職員の給与に関する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２５号築上町固定資産評価審査委員会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２６号築上町下水道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
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とおり提出する。 

 議案第２７号築上町国民健康保険税条例の一部を改正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２８号築上町学習等供用施設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２９号築上町図書館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３０号築上町文化会館（コマーレ）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３１号築上町旧蔵内邸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３２号築上町公営企業職員の給与の種類及び基準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。平成２８年３月２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１９条は、築上町行政不服審査会条例の制定でございます。 

 本条例案は、行政不服審査法の全部を改正する法律が２８年４月１日に施行されることにより

まして、築上町行政不服審査会を設置する必要があるため、新規に条例を制定するものでござい

ます。 

 次に、議案第２０号築上町情報公開条例の一部を改正する条例の制定でございます。 

 本条例案も、行政不服審査法が平成２８年４月１日に施行されまして、不服申し立て構造の見

直しにより、不服申し立ての種類が「審査請求」に一元化され、審査請求期間が現行６０日から

３カ月に延長されるなど、制度が改められたことにより条例を改正するものでございます。 

 次に、議案第２１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。 

 本条例案も、前条例と一緒で、行政不服審査法が改正をされまして、不服申し立ての構造の見

直し等々、不服申し立ての種類が「審査請求」だと、また「裁決又は決定」が「裁決」に一元化

されるなど、制度が改められたことによるものでございます。 

 それから、議案第２２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、本条例案は、学校教育法等の一部を改正する法律が、平成２８年

４月１日から法改正を行って施行されます。育児または介護を行う職員の早出遅出勤務を行うこ

とができる職員の要件が改められることにより、条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第２３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

正する条例の制定でございますが、本条例案も、これは行政不服審査法が４月１日に施行されま
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す。築上町行政不服審査会を設置することから、委員報酬について定める必要がありますんで、

条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第２４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、人事院勧告制度を尊重いたしまして、適切な改定を行うため及び地方公務員法及

び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成２８年４月１日から施行されまして、築上町

職員の給与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２５号築上町固定資産評価審査会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。 

 本条例案は、行政不服審査法、これも２８年４月１日、同じ法でございますけど施行されまし

て、中身が改正を必要といたしますんで、これが相当項目、この分は改正がされるようでござい

ますけれど、文言等を改正をするものでございますんで、条例改正をさしていただいております。 

 それから、議案第２６号築上町下水道条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本案

は下水道法施行令の一部を改正する政令が２７年の１０月２１日に施行されたことに伴い、下水

道に排除される排水の水質基準が強化されたために条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第２７号築上町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の

制定でございますが、平成２２年３月３１日に国民健康保険税条例の一部を改正がされました。

その際に、改正内容に遺漏があったというふうなことで、本町におきまして国民保険制度の一部

を遅まきながら改正をさしていただくものでございます。 

 改正内容は、被保険者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶

養者の保険料の軽減期間について、資格取得の日から２年に限られてたものを後期高齢者医療制

度が廃止されるまでの当分の間軽減を行うための改正でございます。現に２年に限り軽減を行っ

てる該当者については、改正後に税額を更正し、還付したいと。該当者１名おりますので、さか

のぼってしたいと、このように考えておるとこでございます。 

 次に、議案第２８号築上町学習等供用施設条例の一部を改正する条例の制定でございますが、

本条例案は、指定管理制度により、築上町学習等供用施設の管理を行っておりますが、本文中に

実態と異なるものがございまして、指定管理を適切に行うため、築上町学習等供用施設条例の一

部を改正するものでございます。 

 次に、議案第２９号築上町図書館条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本条例は、

図書館の年末年始の休館日をコミュニティセンター等の類似施設と統一するため、築上町図書館

条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３０号築上町文化会館（コマーレ）条例の一部を改正する条例の制定でございますが、

本条例案も、文化会館（コマーレ）の年末年始の休館日をコミュニティセンター等の類似施設と
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統一するため、築上町文化会館条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３１号築上町旧蔵内邸条例の一部を改正する条例でございますが、本条例案は、築上町

旧蔵内邸において、平成２８年４月１日より休館日を週２日から週１日ということで、休館日は

水曜日のみと。今までは火、水が休みでございましたが、水曜日に変更するために、築上町旧蔵

内邸条例の一部を改正するものでございます。 

 議案第３２号築上町公営企業職員の給与の種類及び基準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、職員の所有に係る住宅に対する住宅手当について、国家公務員の制度と同様にす

ることに伴い、築上町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するもので

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。 

────────────・────・──────────── 

日程第３５．議案第３３号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３５、議案第３３号築上町過疎地域自立促進計画についてを議題

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３３号築上町過疎地域自立促進計画について、築上町過疎地

域自立促進計画を別紙のとおり定めるものとする。平成２８年３月２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３３号は築上町過疎地域自立促進計画についてでございます。 

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が平成２４年６月２７日に施行されまして、

法の執行期限が平成３３年３月３１日まで５年間延長がされました。このため、本町においても、

この地域の自立促進を図るための事業ということで、延長期間に必要な各種事業をこの計画に基

づいて国のほうに申請していこうというふうなことで、平成２８年度から３２年度までの５年間

までの事業を別紙のとおり上げておりますんで、御審議をいただきながら、また変更に当たって

は、また議会の議決をいただこうと、このように考えておるとこでございます。 

 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。 

────────────・────・──────────── 

日程第３６．議案第３４号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３６、議案第３４号連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る

北九州市との連携協約の締結に関する協議についてを議題とします。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３４号連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市
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との連携協約の締結に関する協議について、北九州市との協議により、次のとおり連携協約を締

結する。平成２８年３月２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３４号は、連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る北九州市

との連携協約の締結に関する協議についてということで、本議案は、中核性を備える中心都市と

近隣の市町が連携し、人口減少社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある経済社会を維持

するための拠点形成を目的とする連携中枢都市圏構想において、北九州市を中心とした北九州都

市圏域の形成に向け、地方自治法第２５２条の２第１項の規定による連携協約を北九州市と締結

するため、同市と協議する必要があるということで、同条第３項の規定によりまして、議会の議

決を得ながら北九州市と連携をして、本町のある程度親交を図っていきたいと、このように考え

ておるとこでございますんで、よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げたいと思い

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３７．議案第３５号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３７、議案第３５号公の施設に係る指定管理者の指定についてを

議題とします。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３５号公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理

者を次のとおり指定したいので、町議会の議決を求める。平成２８年３月２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３５号は公の施設に係る指定管理者の指定についてでございます。 

 本議案は、現在上城井活性化センターについて、上城井ふれあい協議会が指定管理者として管

理を行ってるとこでございます。平成２８年の３月３１日で協定期間が満了になり、今後も同施

設を効果的に活用する必要があるため、引き続き指定管理者の指定を行うものでございます。 

 築上町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条のただし書き「公募を行わ

ないことについての合理的な理由」を適用して、継続して上城井ふれあい協議会に指定を行うた

め、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、この施設は、築上西高の上城井分校を廃校した後で、今まで上城井地区の自治会がふれ

あい協議会を結成しながら、現在活性化のために頑張っておるという協議会でございますんで、

よろしく御審議をいただきながら、御採択をお願い申し上げたいと思います。 

────────────・────・──────────── 
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日程第３８．議案第３６号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３８、議案第３６号町道路線の廃止についてを議題とします。則

行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３６号町道路線の廃止について、次のように町道路線を廃止

するものとする。平成２８年３月２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３６号は町道路線の廃止でございます。 

 本案は、町道西八田７１号線の用地が、国有地であり、防衛省の管理道路であるため、町道路

線を廃止するものでございます。位置的には、国道１０号線から自衛隊の正門に入る道でござい

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。 

────────────・────・──────────── 

日程第３９．議案第３７号 

○議長（田村 兼光君）  日程第３９、議案第３７号町道路線の変更についてを議題とします。則

行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３７号町道路線の変更について、次のように町道路線を変更

するものとする。平成２８年３月２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３７号は町道路線の変更でございますが、本案は、築城３号線の

終点の町道を下別府築城線まで延長し、これと連結するため、町道変更す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。 

────────────・────・──────────── 

日程第４０．議案第３８号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４０、議案第３８号築上町教育委員会委員の任命についてを議題

とします。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３８号、築上町教育委員会委員の任命について、築上町教育

委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

１項の規定により、議会の同意を求める。平成２８年３月２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３８号は築上町教育委員会委員の任命でございます。 

 本案は、教育委員の中村ひろ子氏が、平成２８年の３月２４日をもって任期満了になります。

引き続き、築上町教育委員会委員に中村ひろ子氏を任命することについて、議会の同意を求める
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ものでございます。 

 なお、中村氏は、進教育委員の後任として、昨年皆さんの同意を得て就任しておるとこでござ

いますし、残任期間でございましたんで、１年ちょっとの任期でございました。再任をよろしく

お願いしたら引き受けていただきましたんで、よろしくお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４１．議案第３９号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４１、議案第３９号築上町教育委員会委員の任命についてを議題

とします。則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第３９号築上町教育委員会委員の任命について、築上町教育委

員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求める。平成２８年３月２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３９号も築上町教育委員会委員の任命でございます。 

 本議案は、築上町教育委員会の委員、田中真理子氏が平成２８年３月２４日をもって退任をす

るということで、新たに築上町教育委員会委員に永井和美氏を任命することに議会の同意を求め

るものでございます。 

 田中さんが保護者代表と、教育委員会法では保護者を教育委員にすることが望ましいというふ

うなことでしておりましたけれども、本人から辞任の届けが来ておりますんで、あと残任期間、

永井和美氏にお願いしようというふうなことで、永井氏はお手元に御配付の経歴でございますけ

れども、保護者として熱心な活動をされておる方でございますんで、どうぞよろしく同意のほう

をお願い申し上げたいと思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第４２．議案第４０号 

○議長（田村 兼光君）  日程第４２、議案第４０号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。

則行総務課長。 

○総務課長（則行 一松君）  議案第４０号人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員に次の者

を推薦することについて意見を求める。平成２８年３月２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４０号は人権擁護委員の推薦でございますけれども、本議案は、

人権擁護委員吉田冨美代氏が平成２８年の６月３０日をもって任期満了となります。引き続き人

権擁護委員を引き受けていただきたくお願いをしたら、よろしいと、引き受けましょうというふ

うな御返事をいただきまして、議会の同意を、意見を求めるものでございまして、よろしくお願
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い申し上げたいと思います。 

○議長（田村 兼光君）  それでは、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、あす

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。御苦労さまでした。 

午前11時10分散会 

────────────────────────────── 
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