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築上町告示第95号 

 平成28年第３回築上町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成28年８月22日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成28年９月１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          塩田 文男君 

武道 修司君          田村 兼光君 

────────────────────────────── 

○９月５日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月８日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月15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３回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

平成28年９月１日（木曜日） 

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

議事日程（第１号） 

平成28年９月１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 

       ②町長の報告 

      報告第３号 平成２７度健全化判断比率の報告について 

      報告第４号 平成２７年度資金不足比率の報告について 

      報告第５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６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７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74号 平成２８年度築上町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第５ 議案第75号 平成２８年度築上町奨学金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76号 平成２８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77号 平成２８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８ 認定第１号 平成２７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２７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２７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２７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２７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２７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 
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 日程第14 認定第７号 平成２７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２７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２７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２７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２７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２７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78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21 議案第79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22 議案第80号 築上町ひとり親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23 議案第81号 築上町重度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24 議案第82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25 議案第83号 旧竹内邸条例の制定について 

 日程第26 議案第84号 町道路線の認定について 

 日程第27 議案第85号 町道路線の変更について 

 日程第28 議案第86号 町道路線の廃止について 

 日程第29 議案第87号 財産の取得について 

────────────────────────────── 

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 

       ②町長の報告 
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      報告第３号 平成２７度健全化判断比率の報告について 

      報告第４号 平成２７年度資金不足比率の報告について 

      報告第５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６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７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74号 平成２８年度築上町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第５ 議案第75号 平成２８年度築上町奨学金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76号 平成２８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77号 平成２８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８ 認定第１号 平成２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 
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 日程第20 議案第78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21 議案第79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22 議案第80号 築上町ひとり親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23 議案第81号 築上町重度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24 議案第82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25 議案第83号 旧竹内邸条例の制定について 

 日程第26 議案第84号 町道路線の認定について 

 日程第27 議案第85号 町道路線の変更について 

 日程第28 議案第86号 町道路線の廃止について 

 日程第29 議案第87号 財産の取得について 

────────────────────────────── 

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 

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 
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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 ……………… 八野 繁博君  財政課長 ……………… 元島 信一君 

企画振興課長 ………… 江本 俊一君  人権課長 ……………… 武道  博君 

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

福祉課長 ……………… 椎野 満博君  産業課長兼農委局長 … 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 ………… 永野 賀子君  環境課長 ……………… 長部 仁志君 

商工課長 ……………… 野正 修司君  学校教育課長 ………… 繁永 和博君 

生涯学習課長 ………… 柿本直保美君  代表監査委員 ………… 尾座本雅光君 

監査事務局長 ………… 石井  紫君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（田村 兼光君）  おはようございます。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）  議員の皆さん、おはようございます。 

 もう本当に朝晩めっきりですね、猛暑がうそのように涼しくなってきた、きょうこのごろでご

ざいます。しかし、北海道、東北では台風が３回も続いて、襲来をして大変な河川の氾濫等が出

て、お見舞いを申し上げなきゃならないような状況でございます。本町にとっては、まだちょっ

と、雨が足りないという状況でございますけれどですね、若干、一息ついたかなという状況でご

ざいます。 

 さて、先般、広域圏の理事会がございまして、消防の使途不明金の問題でございますが、刑事

訴訟で３０日に判決の予定でございましたけど、若干延んだというふうな報告を受けておるとこ

でございます。その間の、若干の経過を申し上げますと、不明金が、１億を超える不明金の中で、

相手方の夫名義から７４３万８,３８８円の入金が消防会計のほうにございましたが、ほんの、

スズメの涙ほどの入金でございますけれど、若干ありました。 

 そこで、理事会では、後どうするかというふうなことで、民事訴訟も、これは速やかにやろう

というふうなことで、民事訴訟に、一応、弁護士を通じて入ろうというふうな決議をしました。 

 そして、後の責任問題どうするかという形になるけれども、民事訴訟で弁済ができないという
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時点になったときに、それぞれの関係者に対して、補填の要請を行っていこうと、法的な効力は

ございませんが、補填の要請を関係者にやっていこうと、このようなことで、理事会を終えたと

ころでございます。 

 そしてまた、この理事会でもう１つ、今までは、周防灘湾岸道路建設促進期成会というのがご

ざいましたが、これが平成２２年に一時、休止をしておりました。というのも、東九州道が完成

するまでは、２つも、ちょっと要望できないだろうという１つの観点で、東九州道が完成するま

では、この分は凍結しようというふうなことで、県とも協議をして休止をしておりました。これ

が、２２年の５月、一応、休止を決定したわけでございますけれども、東九州道完成したという

ことで、平成２８年度中にこの会を、再度、再開しようというふうなことで、広域圏の理事会の

中で意見が一致したところでございます。 

 そういった形の中で、関係者の総会を２８年度中には、必ず行うということで、一応、理事会

では合意をしたところでございます。 

 そして、あと、きょうの９月議会ということで、決算の議会が主な形になりますけれども、報

告が第三セクターの、いわゆる決算報告等々が５件ございます。そして、議案といたしましては、

補正予算が一般会計補正予算ほか３件と。そして、あと決算が、それぞれ１２会計ございますが、

１２の決算の認定。そして、あと条例の一部改正、それから条例の制定というふうなことで、こ

れが６件ございます。あとは、町道の認定、廃止が３件、そしてあと、財産の取得ということで、

先般、臨時議会で承認をいただいた、農業公園内の未買収地の土地の買収契約ができましたんで、

今回、議案として提案をさせていただいておるとこでございます。 

 計２５議案が、今回、皆さん方に審議をお願いしている議案でございますんで、よろしく御審

議をしていただきながら、全て採択をいただきますよう、お願いを申し上げまして、行政報告と

させていただきます。 

○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、１番、小林和政議員、２番、

宗晶子議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

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。 

CA0304
ハイライト表示

CA0304
ハイライト表示



- 8 - 

 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。 

 ８月２９日、議会運営委員会を開催し、手元に配付の会期日程案のとおり決定いたしました。 

 ９月１日本日、木曜日は本会議で議案の上程、なお、議案第８７号財産の取得については、本

日即決とすることとし協議いたしました。 

 ９月２日金曜日は、考案日です。 

 ３日土曜日、４日日曜日は、休会といたします。 

 ５日月曜日は、本会議で議案に対する質疑と委員会付託とします。 

 ６日火曜日は、考案日とします。 

 ７日、８日は、本会議で一般質問とし、なお、８日は一般質問の予備日といたします。 

 ９日は考案日とし、１０日、１１日は、休会といたします。 

 １２日月曜日は、厚生文教常任委員会。 

 １３日火曜日は、総務産業建設常任委員会といたします。なお、総務産建常任委員会について

は、築城支所第４、第５会議室で行います。 

 １４日水曜日は、委員会予備日といたします。 

 １５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９月２日正午までといたします。 

 以上、会期は、本日から９月１５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。 

○議長（田村 兼光君）  これで、議会運営委員長の報告は終わりました。 

 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９月１日から１５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１５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７４号ほか２５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。 
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 次に、町長から報告があります。報告第３号平成２７年度健全化判断比率の報告についてから、

報告第７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までを一括して報告をしてい

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。先に、元島財政課長。 

○財政課長（元島 信一君）  報告第３号平成２７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３項の規定により、平成

２７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４号平成２７年度資金不足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２２条第１項の規定により、平成２７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（八野 繁博君）  報告第５号……。 

○議長（田村 兼光君）  議長からの指名を受けんと、隣組の会議と違うよ。 

 続いて、第５号から第７号。八野総務課長。 

○総務課長（八野 繁博君）  報告第５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３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

 報告第６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（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７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２８年９月１日

提出、築上町長、新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  元島財政課長。 

○町長（新川 久三君）  報告第３号は、平成２７年度健全化判断比率の報告でございます。 

 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に関する法律に基

づき、平成２７年度の決算数値をもとに算定され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。 

 健全化判断比率の４指標とは、実質赤字比率、それから連結実質赤字比率、３番目が実質公債

費比率、４番目が将来負担比率であり、平成２７年度決算においては、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率は比率がございません。実質公債費比率は８.９％、将来負担比率は４９.５％となっ

ておるとこでございます。 

 次に、報告第４号平成２７年度資金不足比率の報告についてでございます。 

 本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２７年度の決算数値をも

とに算定された公営企業会計の資金不足比率を報告するものでございます。 
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 ２７年度決算においては、特定環境保全公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、

公共下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計及び水道事業会計の資金不足比率は比率なしと

なっておるとこでございます。 

 次に、報告第５号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告でございます。 

 本報告は、平成２７年度しいだサンコー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、純売上高５,８８３万４,５００円で、対前年３６０万２,７７４円、

６.５２％の増収となりました。これに対し、営業費用、販売費及び一般管理費は５,８８３万

３,８３０円で、対前年３５４万１,７９３円、６.４１％の増額となっておるところでございま

す。そして、経常利益は１７万９,６０２円、税引き後の当期純利益は７万２,３１１円となって

おります。 

 それから、報告第６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。 

 本報告は、２７年度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あります。 

 当期の経営状況は、売上利益２,００３万９,０８４円で、対前年に対し８５万７,９２３円、

４.５％の増収となっております。これに対しまして、営業費用、販売費及び一般管理費は、

１,７２６万３,４７３円で、対前年に対し２０万９,１５８円、１.２％の減額となっておるとこ

でございます。また、経常利益金額は２９１万７,３１１円、当期純利益は２４９万６,３８４円

となり、昨年度に引き続き黒字となっております。 

 次に、報告第７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。 

 本案は、平成２７年度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が、当期の

経営状況は、純売上高１億１,２４５万３１９円で、前年度に対し１,６３４万９,５０６円、

１７.０１％の増収になっております。これに対しまして、営業費用、販売費及び一般管理費は

１億３９５万１２３円で、前年度に対して、１,４１５万９７７円、１５.７６％の増加となりま

した。また、経常利益は８８８万７,０２６円、当期純利益は６５７万５,２６１円となっておる

とこでございます。 

 これらの報告は、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、議会の報告をするものでご

ざいます。以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７４号 

日程第５．議案第７５号 

日程第６．議案第７６号 

日程第７．議案第７７号 

○議長（田村 兼光君）  議事に入ります。 
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 お諮りします。日程第４、議案第７４号平成２８年度築上町一般会計補正予算（第５号）につ

いてから、日程第７、議案第７７号平成２８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７４号から議案第７７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。元島財政課長。 

○財政課長（元島 信一君）  議案第７４号平成２８年度築上町一般会計補正予算（第５号）につ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２８年度築上町一般会計補正予算（第

５号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第７５号平成２８年度築上町奨学金貸付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２８年度築上町奨学金貸付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７６号平成２８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２８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７７号平成２８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２８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９月１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７４号は、平成２８年度築上町一般会計補正予算（第５号）でご

ざいます。 

 本予算案は、既定の歳入歳出予算の総額１２２億９,０２９万円に６億５８７万７,０００円を

追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を１２８億９,６１６万７,０００円と定めるものでござ

います。 

 歳入の主なものは、社会保障・税番号制度システム整備費補助金１５０万円、保育対策総合支

援事業費補助金３００万円、農地利用最適化交付金２３９万８,０００円、前年度繰越金を６億

３,９６５万９,０００円、一応、充てておるとこでございます。 

 そして、歳出の主なものは、ネットワーク強靭化事業等３,３７１万１,０００円、道路維持事

業、町内一円でございますけれども、これを３,５００万。道路新設改良事業、日奈古５４号線、

これは仮の名称でございますけれども、２,０００万円。橋梁維持事業、新宮渡橋１,１５０万円、

公共施設等整備基金積立金４億を積立金としてするようにしておるとこでございます。 
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 ほかに、債務負担行為の追加、地方債の変更という形で、債務負担行為の補正については、京

築広域圏事務組合負担金で、これは災害対応特殊緊急自動車事業に係る元利償還金ということで、

これ平成２９年度から３２年度、３２２万円、京築広域市町村圏の事務組合負担金、これも救助

工作車事業に係る元利償還金、２９年度から３２年、１,４１８万５,０００円、京築広域市町村

圏事務組合負担金、これも全国瞬時警報システム整備事業に係る元利償還金と、これも２９年度

から平成３１年度までということで４７万２,０００円、京築広域市町村圏事務組合負担金とい

う、これも消防緊急無線デジタル化整備工事に係る元利償還金ということで、２９年から３６年

まで７,２９３万７,０００を債務負担行為で補正を追加させていただいております。 

 それから、変更につきましては、地方債の補正でございますけれども、臨時財政対策債、一応、

限度額３億でございましたけれども、限度額を２億５,５６５万４,０００円に減額をさせていた

だいておるところでございます。 

 以上、一般会計の概要でございます。 

 次に、議案第７５号平成２８年度築上町奨学金貸付事業特別会計補正予算（第１号）でござい

ますが、本補正予算案は、歳入予算の組み替えでございます。既定の歳入歳出予算の総額が

３９１万１,０００円の変更はございません。歳入歳出予算の内容は、平成２７年度決算に伴う、

繰越金２１３万１,０００円の減額と、奨学基金繰入金２１３万１,０００円の増額ということで、

一応、歳入操作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７６号平成２８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３２億５,８３５万５,０００円の範囲で予

算費目の、これも組み替えでございます。 

 補正の主なものは、過年度国県返納金の確定に伴う償還金の増額補正及び国庫補助金交付要件

変更に伴う予算科目の組み替えでございます。 

 歳入の主なものは、国庫補助金１６２万円の増額補正及び一般会計繰入金１６２万円の減額補

正となっておるとこでございます。 

 歳出の主なものは、償還金１,５５３万７,０００円の増額補正並びに保険給付金１,５５３万

７,０００円の減額補正となっておるとこでございます。 

 以上、もう１つ議案第７７号が、これは平成２８年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）

についてでございます。 

 本予算は、既定の第３条予算の収益的収入を２５０万円増額いたしまして、総額４億

３,２０４万４,０００円に、収益的支出を５００万円増額いたしまして、総額４億１２０万

１,０００円に改めるものでございます。 

 内容といたしましては、経営戦略策定業務委託料の計上による増額でございます。 
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 ３議案とも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 

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２７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２７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。元島財政課長。 

○財政課長（元島 信一君）  認定第１号平成２７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２７年度築上町一般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２号平成２７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２７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の認定に付する。 

 認定第３号平成２７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２７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２７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
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いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７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２７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２７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２７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２７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２７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

治法第２３３条第３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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７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２７年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、平成２７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２８年９月１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号平成２７年度築上町一般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１１７億５,８３１万７,０２１円でございます。それから、歳出総額

が９８億３,６９６万２,２２９円となっておるとこでございます。その歳入歳出の差し引き額は、

１９億２,１３５万４,７９２円となっており、この差額のうち翌年度へ繰り越すべき一般財源が、

２,１６３万７,０００円含まれております。したがって実質収支額は、１８億９,９７１万
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７,７９２円となります。そして、昨年の実質収支を引いた単年度収支額が、２億７,１３２万

３,８９５円となっておるとこでございます。この単年度収支に平成２７年中の積立金の増減を

加えたところが、４億６,６９１万２,８８９円の実質単年度収支となっておるとこでございます。 

 主な施策等につきましては、決算附属資料に掲示しておりますんで、御参照いただければ幸い

に存じます。あとの会計についても、決算附属資料で御参照いただくようお願い申し上げておき

ます。 

 次に、認定第２号平成２７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で

ございます。 

 本認定は、平成２７年度の築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、歳入総額が

２,２５３万７,１８２円、歳出総額が２億７,４６４万６,２６６円、歳入歳出の差額が２億

５,２１０万９,０８４円の、これは赤字となっておるとこでございます。この不足額は、平成

２８年から、繰上充用金によって補填をしておるところでございます。 

 次に、認定第３号平成２７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。 

 歳入総額が３６１万７６４円、歳出総額２３０万４,６２７円、歳入歳出差し引き額が

１２９万６,１３７円でございます。以上のような形になっておるところでございます。なお、

収納率は、昨年ゼロとなっておるとこでございます。 

 それから、認定第４号は平成２７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。 

 歳入総額が１００万円、歳出総額が９５万円、歳入歳出差し引き額は５万円でございます。こ

の会計は、貸付金の返済回収業務を行っているものでございますが、一応、昨年の回収は、これ

はできておりません。滞納金額が１,２８３万４,４８２円あるわけでございます。 

 次に、認定第５号平成２７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。 

 本会計は、歳入総額が１６６万７,６５７円、歳出総額１５５万４,７７７円、歳入歳出の差し

引き額が１１万２,８８８円となっておるとこでございます。なお、２７年度中に一応、販売し

たのが、小１基ということでございます。ちなみに残区画は、大が１１、中が２９、小が

１５１基ということで、合計１９１区画、売れたのは、大が１９、中が２９、小が１３１、計

１７９が現在までの販売実績となっておるとこでございます。 

 次に、認定第６号平成２７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２８億５,７５６万７１６円、歳出総額が２９億７,６６５万８,３３４円、歳入歳出

差し引き額が１億２,５９０万１,６１８円の赤字となっております。毎年のようでございますけ

れど、この不足額は、繰上充用というようなことで、２８年度の収入金額を補填するように措置
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をしておるとこでございます。 

 次に、認定第７号平成２７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３億９４１万２,２９７円、歳出総額が２億９,８３３万３,９５８円、歳入歳出差

し引き額が１,１０７万８,３３９円となっておるとこでございます。 

 次に、認定第８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歳入歳出決算の認

定でございます。 

 歳入総額が２億１８７万１,７３１円、歳出総額１億４,１６７万２,６２６円、歳入歳出の差

し引き額は６,０１９万９,１０５円でございます。翌年度へ繰り越す財源が１,５３７万円ござ

いまして、実質収支は４,４８２万９,１０５円となっておるとこでございます。なお、翌年度へ

繰り越した財源及び実質収支額は、平成２８年４月１日付けで地方公営企業法が適用されたこと

に伴い、地方公営企業会計に引き継ぎをしております。 

 それから、認定第９号は、平成２７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。 

 歳入総額が２億２,９４９万７,４５１円、歳出総額が１億７,８５６万９,３４０円、歳入歳出

差し引き額が５,０９２万８,１１１円でございます。なお、この会計も地方公営企業法が適用さ

れたことに伴い、地方公営企業会計に引き継ぎをいたしておるところでございます。 

 認定第１０号平成２７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。 

 歳入総額が３億５,１９６万３４５円、歳出総額が３億２,９１１万７,４５４円、歳入歳出差

し引き額が２,２８４万２,８９１円となってます。翌年度へ繰り越す財源が、２,２８４万

２,０００円となっており、実質収支額が８９１円でございます。なお、この会計も地方公営企

業会計に引き継ぎをいたすことにいたしております。 

 認定第１１号平成２７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が、

歳入総額が３億４,９０９万９,８８４円、歳出総額３億４,０９８万３,０７１円、歳入歳出差し

引き額が８１１万６,８１３円となっておるとこでございます。なお、この会計については地方

公営企業法ということで、水道会計のほうに統合することになっておりますんで、２７年度をも

って、この特別会計も終わります。 

 それから、認定第１２号平成２７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。 

 総収益２億５,６３９万４,７５２円、総費用１億９,１４５万６,７１３円、純利益は

６,４９３万８,０３９円となっておるとこでございます。 

 今まで、認定１号から１２号まで提案をいたしましたが、よろしく御審議をいただき御認定を

いただきますようお願いを申し上げます。 
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○議長（田村 兼光君）  これで説明を終わります。ここで、代表監査委員に決算の監査報告の報

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）  平成２７年度築上町各会計の歳入歳出決算の監査報告をいたし

ます。 

 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２７年度の決算における審査

を７月の１９日から２８日にかけまして、町監査事務局で丸山監査委員さんと実施いたしました。

その結果につきまして御報告を申し上げます。 

 平成２７年度一般会計、特別会計の総決算額は、歳入が１６０億７,９７３万１,０４８円であ

ります。一方、歳出は１４３億８,１７６万２,６８２円であります。差し引きますと、１６億

９,７９６万８,３６６円となります。実質収支は１６億３,８１１万９,３６６円で、単年度収支

は３億４,２１３万５,８９２円です。実質単年度収支は５億３,７７２万４,８８６円で、それぞ

れ黒字となっています。 

 平成２７年度の決算統計調査では、経常収支比率は８８.５％、対前年度５.３ポイントの改善

で、財政力指数が０.３４、対前年度０.０１ポイントの改善となっています。 

 また、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」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、実質公債費比率は８.９％、対前年１.４ポイントの改善であります。

将来負担比率は４９.５％、対前年２.０ポイントの改善、それから、資金不足比率は各会計とも

比率なしとなってます。 

 なお、運用面では債券を購入して得た利益を各基金に配当するなどの努力も見られます。運用

につきましては、今後も計画的な取り扱いをお願いいたしたいところであります。 

 また、一般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いて、それぞれ不納欠

損処理が行われており、負担の公平性の観点から、慎重かつ適切な取り扱いを求めます。 

 社会情勢が変化する今日、地方創生、人口減少対策、それから少子高齢化対策、学校建設とさ

まざまな課題が山積しており、限られた財源を生かした、重点的、効率的な町政運営に励み、積

極的な自主財源の確保、健全な自主自治体経営を要望いたします。 

 次に、水道会計決算の状況です。 

 総収益が２億５,６３９万４,７５２円、当年度純利益額は６,４９３万８,０３９円で、前年度

に比べて、４７７万２,２４２円の減となっております。 

 より一層の収益率の向上を目指すよう要望いたします。また、収益の根幹となる有収率は、当

年度は８４.４％で、前年度の７８.１％から改善しており、今後も引き続き水道料金の収納率向

上に努力されることを要望いたします。 

 以上をもちまして、監査報告といたします。 
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○議長（田村 兼光君）  御苦労さまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第７８号 

日程第２１．議案第７９号 

日程第２２．議案第８０号 

日程第２３．議案第８１号 

日程第２４．議案第８２号 

日程第２５．議案第８３号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２０、議案第７８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から日程第２５、

議案第８３号旧竹内邸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７８号から議案第８３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。八野総務課長。 

○総務課長（八野 繁博君）  議案第７８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、表記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第７９号築上町乳幼児医療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、表

記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第８０号築上町ひとり親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、表記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第８１号築上町重度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、表記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第８２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、表記の条例案を別紙の

とおり提出する。 

 議案第８３号旧竹内邸条例の制定について、表記の条例案を別紙のとおり提出する。平成

２８年９月１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７８号は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。 

 本条例案は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農地利用最適化推進委員を委嘱するこ
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とになりました。よってこの条例を、委員さんに支払う報酬、それから費用弁償ということで、

なお、報酬については年額１０万５,０００円、費用弁償は１日当たり２,０００円ということで、

一応、条例化するものでございます。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７９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

でございます。 

 本条例案は、福岡県子ども医療制度の改正に伴いまして、これまでの乳幼児医療費支給制度と

子ども医療費支給制度が統合されます。現行の築上町子ども医療費の支給に関する条例を廃止い

たしまして、本条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第８０号築上町ひとり親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

制定でございます。 

 本条例案は、児童扶養手当法の改正に伴いまして、引用している条項が変わるため、条例の一

部を改正するものでございます。 

 次に、議案第８１号築上町重度障害者医療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。 

 本条例案は、福岡県の子ども医療費制度が改正されることに伴い、３歳から１２歳になる年度

末までの重度障害者対象児が、重度障害者医療費支給制度を選択した場合に、子ども医療費支給

制度の利用との不均衡が生じないようにするため、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第８２号築上町奨学金条例の一部を改正する条例の制定でございます。 

 本条例は、貸し付けの対象区分及び人員が、大学４人及び短期大学２人に分かれて、各区分の

人員が、それぞれ限定されているものを、区分をなくして、新規人員の６人と改め、広く貸し付

けができるように対応するようにいたしたものでございます。 

 もう一点が、貸付金の償還期間について、貸付期間の２倍としているものを、奨学生の卒業後

の経済状況等を鑑みて、現行より猶予を持たせ、３倍に拡大して償還しやすいように、延長する

ことといたしておるところでございます。 

 次に、議案第８３号旧竹内邸条例の制定についてでございます。 

 近代和風住宅の旧竹内家住宅の保存と活用、また有意義な管理、運営を行い、築上町の地域文

化と観光の振興を図るため、条例を制定するものでございます。 

 いずれの条例も、よろしく御審議をしていただき、御採択をお願い申し上げるよう、お願いい

たします。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第８４号 
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日程第２７．議案第８５号 

日程第２８．議案第８６号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２６、議案第８４号町道路線の認定についてから、

日程第２８、議案第８６号町道路線の廃止についてまでを、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８４号から議案第８６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。八野総務課長。 

○総務課長（八野 繁博君）  議案第８４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。 

 議案第８５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。 

 議案第８６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９月１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８４号は町道路線の認定についてでございます。 

 本案は、東八田地区の基盤整備事業の換地処分の完了に伴う７路線と西八田地区の２路線の町

道を認定するものでございます。 

 議案第８５号町道路線の変更については、本案も東八田地区の基盤整備事業の完了に伴う換地

処分において、区域内の町道変更をするものでございます。 

 議案第８６号町道路線の廃止については、町道湊４２号線の地権者より、町道認定区間の廃止

について申し出があり、調査した結果、これを妥当と認め、町道路線を廃止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２９．議案第８７号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２９、議案第８７号財産の取得についてを、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（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８７号財産の取得については委員

会付託を省略し、本日即決することに決定しました。 
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 日程第２９、議案第８７号財産の取得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。八野総務課長。 

○総務課長（八野 繁博君）  議案第８７号財産の取得について、次のように財産を取得すること

について議決を求める。平成２８年９月１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８７号は財産の取得についての提案でございます。 

 本案は、先般の８月５日に臨時議会において予算を可決いただきました、この農業公園用地の

購入でございます。 

 平成２８年の８月１９日に契約を行いまして、内容はお手元に別添契約書を参考資料でつけて

おりますが、購入金額が５,８０６万８,０００円ということで、１平方メートル当たりの単価が

６,０００円ということで、地籍が９,６７８平方メートルということで、このような金額になる

ようでございます。 

 契約の相手方は、今倉貞夫氏でございます。なお、所有権移転は本議会の承認後に、代金の支

払いと一緒に行う予定に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。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「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。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８７号について採決を行います。 

 本案に対し反対意見はありません。議案第８７号は、原案のとおり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。よって議案第８７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 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。 

────────────・────・──────────── 
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○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02分散会 

────────────────────────────── 
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