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開発と治水について
小郡市は２年続きの水害にあ
いました。被害にあった地域で
の復旧だけでなく抜本的な施策
を行う考えがありますか。
市長 今後本格的な改修計画を
立て、費用と時間を考え対応可
能なところから検討します。
近年開発が進み又残土置き場
等により田畑や山林が減り、た
め池や水路や河川の機能は低下
し洪水がおこっていますが、対
策はどうされますか。
都市建設部長 水路や河川の改
修・浚渫を計画していきます。
計画を立て実施するにも市の
財源は必要です。一度被害にあ
えば復旧に莫大な費用がかかり
ます。近年は線状降水帯等によ
る局地的大雨が予想され、悠長
に計画は待てません。緊急性の
高い順に早急の対応をすべきで
すが、どうお考えですか。
経営政策部長 国の方針に基づ
き本市でも国土強靭化地域計画
を策定し取り組みを進めていき

ます。
緊急財政対策計画について
財政再建はきちんとした財政
分析が必要です。財政悪化の原
因となった事業及び財政再建の
具体的方策をお尋ねします。
市長 財政悪化の原因としては
人件費・扶助費・公債費の増大
と投資的経費の影響です。５月
に策定した緊急財政対策計画に
基づき対策を行います。
人件費が増えた原因は何かお
尋ねします。
経営政策部長 人件費増大の原
因は職員数と時間外手当の増加
です。
時間外が増加した原因は機構
改革や人事異動、それからサー
ビスチェック等のソフト事業で
あると考えますが、どうですか。
経営政策部長 そういうふうに
捉えられると考えます。
井上第２住宅建設が財政悪化
の原因と言われますが、そうで
はないと思います。実際の費用
をお尋ねします。
都市建設部長 平成 年度から
４年間で総事業費 億円のうち
一般財源からの支出は３千万円
です。
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を進めています。収納課と連携
し、ノウハウと情報の共有を図
る事で、下水道料金を含めた小
郡市全体のさらなる収納率向上
を目指します。
都市建設部長 ❷不納欠損額で
すが平成 年から平成 年度の
５年間で合計４０９８万３３７
０円です。
緊急財政対策計画における
市職員への研修について
小郡市緊急財政対策計画の基
本方針の中に「研修等を通して
職員一人ひとりがコスト意識を
持って自らの事務事業をマネジ
メントする力を向上させ、財政
健全化に向けた新体制づくりに
取り組む」とありますが、その
内容についてお伺いします。
市長 財政健全化のためには、
財政担当課だけではなく、全て
の部署の職員が財政問題を共有
し、理解し、自らの業務を見直
していく改革が欠かせません。
緊急財政対策計画を着実に進め
ていくために、各部署の中でも
所属長がリーダーシップを発揮
し、業務の見直しや課題解決を
図っていくことで、所属職員の
人材育成に取り組んでいきます。
−

7

小野 壽義

今後も、宝満川改修期成会を通
して要望していきます。
防災体制の強化について
❶防災安全係から防災安全課
へ機構改革を予定している経緯
について❷受援計画についてお
尋ねします。
市長 ❶ここ数年頻発する自然
災害の対応は大きな行政課題に
なっており、防災・減災への体
制強化を図るものです。現在の
総務課は選挙事務も所管してい
ます。今年７月の豪雨災害対応
と選挙事務が重なり、危機管理
の面から防災と選挙は別々の課
が所管すべきと判断しました。
市の危機管理体制の整備と防災
力の強化の課題から、行政職員
で対応が困難な部分があり、専
門知識や経験を有する危機対策
専門員、地域防災マネージャー
の配置を行っています。
❷受援計画は、災害が発生した
際に近隣の自治体の職員や支援
物資などを効果的に受け入れる
ための計画です。これに加え非
常時の優先業務を定める業務継
続 計 画 、 ＢＣＰ の 策 定 な ど 総 合
的に計画して災害に強いまちづ
くりの実現を目指します。

−

（おごおり創志会）

河川の災害対策について
口無川の災害対策については、
昨年６月議会で浚渫工事が必要
と質問しましたが、その後どの
ような対策が行われているのか、
また宝満川の改修工事について
県への要望は行われているのか
お尋ねします。
市長 口無川は、以前は河川幅
が狭く度々水害が発生していま
したが、三国地区のほ場整備事
業などと合わせて河川改修を
行ってきました。改修後、被害
は大きく減少してきましたが、
昨年、今年の豪雨で大きな災害
に見舞われています。口無川の
堆積土砂の撤去は県に要望して
いますが、川底が低くなる恐れ
があることから土砂の撤去は十
分な確認が必要です。県との協
力体制については、相互に現地
などを確認し、地元の要望など
情報共有し連携していきます。
都市建設部長 宝満川改修につ
いては堆積土砂の撤去、木の伐
採が済んでいる箇所があります。
−

佐藤 源

20

（おごおり創志会）

下水道料金の収納について
❶平成 年度における過年度
分の収納額と収納率について❷
過去５年間の下水道事業会計に
おける不納欠損した金額につい
て❸今現在実施している収納率
向上策について❹今後実施を検
討している収納率向上策につい
てお答えください。
市長 ❶過去の滞納額は１億１
６８万３０８３円で、これに対
する収納額は２０６４万４６３
０円。未納額は７０８８万９１
３３円で、収納率は ・３％で
す。❸コンビニでの納付受付や、
三井水道企業団と協定を結んだ
ことによる上下水道料金の一体
徴収の開始で、納付しやすい環
境づくりと収納率の向上を図り
ました。滞納対策として、債権
管理一元化の試行の中で得られ
たノウハウを活かし、預金差し
押さえなどの滞納処分を実施し
ています。❹収納課を中心とし
て、効果的でかつ効率的な滞納
処分を目指す新たな体制づくり
−

−
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新原 善信

教職員の人間らしい働き方なし
に、よい学校教育はない
学校において働き方改革が必
要な理由、学校現場で働き方改
革を阻んでいる要因、今後重点
的、具体的に取り組むことは何
かについてお尋ねします。
教育長 過労死ラインを超える
長時間勤務が続けば、教職員が
日々の生活の質や教職人生を豊
かにし、人間性や創造性を高め
ることが難しく、健康でやりが
いを持って働くことができませ
ん。その結果、学校教育の質が
大きく低下すると考えています。
改革を阻む要因は、学校への
多くの調査や依頼、教育委員会
が勤務時間を適切に把握、管理
し改善する取り組みが十分では
なかったこと、子どものために
と業務が拡大し続けてきたこと
があります。また、管理職によ
る労働環境のマネジメントが不
十分な状況があります。
今後、教育大綱、学校経営要
綱に働き方改革を位置づけ、業
務量の大幅な削減にむけ、会議
や学校行事の精選、学校及び教
師が担うべき業務の適正化を行
う必要があると考えています。
10

小坪 輝美
（日本共産党）

教育長が考える小郡市の教育に
ついて
月より秋永晃生氏が教育長
に就任。小郡市の教育の現状と
課題についてお尋ねします。
教育長 地域ぐるみで子どもを
健やかに育んでいこうとする温
かい教育風土が培われているこ
とが小郡の大きな強みではない
かと感じています。学校では本
分である授業づくり、授業改善
が進められ、学力や体力の向上
とともに人を大事に思い、人と
つながろうとする心が育まれて
います。小郡市が教育大綱に掲
げている「学びでつながるひと
・まち・未来」という理念が着
実に具現化・具体化されてきて
いることを実感しています。不
登校傾向や発達障害など個別の
配慮を要する児童生徒の増加が
今後対応すべき課題であると認
識しています。
教育長が目指す教育について
お尋ねします。
教育長 これからの変化の激し
−

−

（市民クラブ）

新たな子育て支援計画
第１期子ども・子育て支援事
業計画の成果と課題、来年度か
ら始まる第２期計画でもととな
る実態分析と注力する施策につ
いてお尋ねします。
市長 待機児童の解消のため保
育所の整備と保育士の確保に取
り組み、１２０人分の定員が新
たに確保できています。学童保
育所は小郡、東野学童の改修で
全ての施設において国の基準に
沿った整備が終了します。
また、子ども・健康部を新設
し、子ども総合相談センター、
子育て世代包括支援センターの
連携で切れ目のない子育て支援
に取り組んでいます。
保育のニーズは、幼児教育・
保育無償化で、特に認定こども
園と幼稚園の預かり保育の希望
が増加しています。
第２期計画では、特に保育の
受け皿確保のほか、児童虐待防
止、子どもの貧困対策について
も取り組みたいと考えています。
−

−

い困難な時代の中で、子ども達
は未来をたくましく生きていく
ことが求められます。そこで、
これからは学力や体力とともに、
その基盤となる自信や意欲・志
・人と力を合わせて繰り返し挑
戦・努力していく態度等、学び
に向かう力や人間性を育むこと
が重要。特に３つのつながりを
重視した教育を大事に進めてい
きたいと考えています。１つは、
学校と地域とのつながりを大切
にした教育。学力の向上はもと
より、命や人権を守ろうとする
態度、郷土への愛着や誇り、故
郷に貢献しようとする志を育ん
でいきます。２つは、保・幼・
小・中のつながりを大切にした
教育。学びが連続するような継
続的な子どもへの支援を充実さ
せ、きめ細やかに学力の向上、
学力保障、通いたくなる学校づ
くりに努めていきます。３つは、
学校と教育委員会とのつながり
を大切にした教育。教職員の業
務改善も推し進める必要があり、
教育委員会としても、学校の状
況やニーズに寄り添い、支援体
制の充実、教育条件、教育環境
の整備に一層努めていきます。

8

おごおり市議会だより

−

9

立山 稔

災・減災事業で、順次整備を進
める計画です。
現在、市内各地で開発行為が
行われています。法律上は調整
池等の設置が義務付けられてい
ない開発地域に、行政側から調
整池を作ってもらうようなお願
いはできませんか。
副市長 公的な権限は有するも
のではありませんが、制度設計
のコンセプトは、水が低いとこ
ろに流れていく時間を遅くして
やることによって、災害を最小
限にとどめるということです。
地域の要望を受けて、調整機能
を有するよう開発業者等に促し
ていくようなことも考えていく
必要があると思っています。
環境経済部長 企業からは立地
に関して、雨水排水対策や河川
等への流入状況も含めて、地元
行政区や地域の関係者の皆さん
に丁寧な説明をしていただき、
また協議をしていただく。そう
いった部分でしっかりお願いを
していきたいと考えています。

−

（おごおり創志会）

30

（公明党）

風土が醸成されるということ」
２つは「学校、家庭、地域の教
育力が向上することにより児童
等の生きる力が育成されるとい
うこと」３つは「地域住民等と
学校との信頼関係が深まること
によって地域が支え、地域に開
かれた信頼される学校となるこ
と」とあり、これからの学習指
導要領が目指す社会に開かれた
教育課程の方向性とまさに一致
しており、そこを目指していま
す。❷学校支援地域本部コー
ディネーターの参加については、
現在、事務局で議論をしている
ところです。コミュニティ・ス
クールと学校支援地域本部事業
が相互によさを活かしながら展
開していくことが望ましい形だ
と思っています。他市では学校
運営協議会の中にコーディネー
ターが入ると、学校が目指す教
育課題に向け地域人材を積極的
に調整していただけるという声
を聞いています。コーディネー
ターがそれぞれの学校運営協議
会の中で活躍できるような仕組
みを整えることが望ましいと考
えています。
−

55

治水対策ついて
昨年度は１回、そして今年度
は２回の浸水被害にあわれた住
居がありましたし、農業分野で
も甚大な被害が出ました。これ
まで行われた治水対策について
と、これからの治水対策につい
てお尋ねします。
市長 市が管理する河川は鎗巻
川、石原川、川原田川、口無川
の上流部の４河川で、川原田川
と口無川、石原川の上流部はほ
場整備や開発と合わせて整備を
終えています。現在、県道塔ノ
瀬十文字小郡線歩道整備事業、
また大崎下岩田 号線道路整備
事業と合わせて河川の拡幅を行
っていますが、国道５００号線
下流の松崎付近から起点までの
区間は未整備の状況です。また、
鎗巻川は一部護岸の設置をして
いる箇所はありますが、未整備
の状況で、修繕や災害復旧工事
などで対応しています。また、
今年度 個のため池のうち 個
を防災重点ため池に選定し、防
14

田中 雅光

コミュニティ・スクール
（通称・地域運営学校）
について
推進については以前も質問し
ていますが、市では今年度より
全小・中学校において実施され
ています。他市では成果をおさ
めているところも多く存在しま
すが、導入後、協働体制をうま
くつくり上げられず形骸化した
ところもみられます。
❶教育委員会が目指そうとし
ているコミュニティ・スクール
像はどんなものですか。❷学校
運営協議会委員の選任について
は、非常に大事だと感じていま
す。委員の職種も統一感がなく
各学校で違いがありますが、特
に学校支援地域本部コーディ
ネーターの配置は重要と考えま
す。今後検討はされますか。
教育長 ❶小郡市の学校運営協
議会規則で３つ目標像を掲げて
います。１つは「地域住民が学
校との連携のもと目標を共有し、
責任を分かち合い、協働して幼
児・児童・生徒の育ちに関わる
−
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−

深川 博英
（志成会）

を得ません。補助制度を創設す
ることで今後懸念される影響も
考えられ、現時点で止水板の補
助制度のみを創設することは適
当ではないとの判断からこの議
会への上程を見送ることにしま
した。
河北苑について
９月の決算審査特別委員会の
際、基山町の河北苑施設利用が
検討されていると伺いましたが、
何らかの進展がありましたか。
環境経済部長 現在、本市、大
刀洗町、基山町で連絡協議会を
設置して事務レベル段階での協
議を行っています。まだ整理を
しなければならない課題も多い
ので、今後の方向性を示す段階
までは協議が至っていない状況
です。ただ、来年２月に予定し
ている小郡市・大刀洗町葬斎施
設組合会議において一定程度報
告ができるように今進めている
ところです。
−

−

百瀬 光子
（公明党）

障がい者支援について
障がい児・者が自らのぞむ地
域生活を営むためには、支援の
より一層の充実や環境整備が必
要です。そこで、次の３点につ
いてお尋ねします。
１．発達障がい児・者への支援
について
❶早期発見、早期支援の取り
組みについて❷自立支援の取り
組みについてお尋ねします。
市長 ❶１歳６カ月児健診と３
歳１カ月児健診が重要と捉え、
機能強化を図ってきました。お
子さんの状態から療育機関へ繋
いだり、親子あそび「きらきら
教室」への参加を勧めています。
❷小郡市自立支援協議会を設置
し、共に障害を持つ方が住み慣
れた家庭や地域の中で安心して
生活し、様々な社会活動ができ
自立可能な支援体制の構築を目
指します。
２．配慮の必要な児童生徒への
支援について
❶学校における支援について

❷日常的に医療的ケアの必要な
児童生徒に対する看護師配置事
業の導入についてお尋ねします。
教育長 ❶支援対象者が増加傾
向にあり、支援員を毎年増員し
ていますが、更なる増員に努め
ます。また、指導や支援内容の
充実を図るために、巡回相談を
活用しています。❷担当医等が
必要だと判断すれば、この事業
を活用することが適当か教育委
員会で慎重に判断して進めてい
きます。
３．災害時の避難支援について
近年、自然災害が急増し、障
がい者や家族は避難や避難所生
活に不安を募らせています。そ
こで、災害時の避難支援につい
てお尋ねします。
市民福祉部長 避難行動要支援
者名簿を作成し、要支援者への
平常時からの声かけや見守り等
の支援づくりを進めることが必
要だと考えています。
経営政策部長 特別な配慮が必
要な方が安心して避難生活がで
きるよう、必要に応じ福祉避難
所を開設します。

−

−

−

河川の治水対策について
現段階での口無川、築地川の
維持管理、さらには宝満川の改
修について進捗状況をお伺いし
ます。
都市建設部長 宝満川について
は、宝満川改修工事促進期成会
を通じて改修の要望と適切な維
持管理の要望を行っています。
また、口無川、築地川、高原川
それぞれ河川ごとに要望書を提
出しています。
７つの行政区が関係する口無
川については、具体的にいつか
ら協議を始めますか。
都市建設部長 県の河川になり
ますので、県土事務所と協議を
して進めていきたいと考えてい
ます。
止水板設置補助金については、
月補正予算にも計上されてい
ません。当該補助金を給付され
るのか否か答弁願います。
市長 現時点では、個人住宅で
の止水板の設置では浸水被害を
防止することは困難と言わざる
12

−

−
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11

後藤 理恵

型観光を積極的に推進していく
ことによって交流人口の増加、
また地域及び地域経済の活性化
にもつなげていきたいと考えて
います。
環境経済部長 市民レベルにお
いて、みんなで共有できるビ
ジョン、そのビジョンに基づい
た具体的行動の取りまとめまで
は現時点ではできてない状況で
す。
備品・消耗品の購入・管理につ
いて
消耗品は１つ１つの額が少額
でも、使用数量が多く、関係す
る事務の効率化、コスト意識の
徹底等を図ることで経費の削減
効果が期待できると考えます。
平成 年度庁内の備品購入費は
１億１１５６万１２７６円、消
耗品費は１億５８９２万５６２
３円でした。そこで管理状況と
削減目標についてお尋ねします。
市長 備品台帳や消耗品帳簿に
よる管理を行っています。 ％
削減を目標として消耗品は在庫
管理の徹底による節減、備品購
入についても、原則更新の場合
のみで、新規を認めないという
方針で削減に努めています。

−

（志成会）

が、取り組みには至っていない
現状です。市は活動を促進する
形で関わっていますが、苦情を
寄せられた方にしか情報提供が
できていないという現状があり
ます。今後の周知方法について
は検討します。
豪雨や台風により、ここ数年
多くの避難勧告指示が出ていま
す。ペットを飼っている方は、
迷惑をかけてしまわないか避難
がしにくいとの声を聞きます。
対策についてお尋ねします。
環境経済部長 今年度、ペット
同行避難受入マニュアルとペッ
ト防災手帳を作成しました。災
害発生時にペットがいるから避
難を躊躇することがないように、
指定避難所全てにおいてペット
同行避難が可能です。避難生活
が長期化した場合はペット同行
避難所を５カ所指定させていた
だき、雨のかからない屋外にス
ペースを確保します。またペッ
ト用品、ペットフード等の支援
物資は優先的に配布、支給をす
るという位置づけになっていま
す。
−
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今後の観光ビジョンについて
観光産業が、我が国の基幹産
業になりつつある今、政府はイ
ンバウンド観光の推進に当たり、
２０２０年に４千万人、２０３
０年には６千万人、さらに 億
円の経済効果目標を掲げていま
す。あわせて、地域の新しい観
光コンテンツの開発をはじめ、
地方誘客、消費拡大に資するそ
の他さまざまな施策を講じてい
ます。一方、本市の観光振興に
おいては、観光入込客数が毎年
増加していますが、それに伴う
経済効果は明確ではありません。
今後、観光産業の活性化を図る
ことは、本市の交流人口の増加
や、税収の増加にも大きく寄与
すると考えます。そこで、本市
の観光振興における現状と課題、
そして今後のビジョンについて
お尋ねします。
市長 七夕をキーワードとした
地域のブランディングや、新た
な視点からの観光資源の発掘、
創出に取り組むとともに、着地

10

30

−

田代 和誠

動物保護と飼い方・対策！
年々、無責任な餌やり、飼い
主がいても去勢していない猫の
放し飼いなどにより、様々な被
害が増えています。今後、この
ようなトラブルを減らしたり、
不幸な命を増やしたりしないた
めにも、県や地域との協力体制
強化が求められています。対策
と地域猫活動の現状についてお
尋ねします。
環境経済部長 猫に関する苦情
やトラブルが年々増加傾向にあ
ります。苦情が寄せられた場合
は現地確認と聞き取り調査をし
て、注意喚起をしています。ま
た、地元区長、福岡県、そして
動物愛護推進員等に相談し対応
を行っています。地域猫活動に
ついては、令和２年までは県か
ら補助金が交付されます。市で
は過去に取り組まれた地域もあ
りますが、現在はありません。
県や地域猫サポーター、動物愛
護推進員と協力して継続的に指
導を行っている地域はあります
−

−
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古賀 敏彦

ないと思っています。
財政運営について
財政運営は市政運営の根幹を
なすものです。前市長時代の平
成 年４月と、２年後の加地市
長になった今年の４月の職員数
を比較すると 名増となり、人
件費が約１億２千万円増えてい
ます。大分県杵築市では、課長
職を から へ減らし人件費を
減らすそうです。小郡市は経常
収支比率が福岡県内 市中悪い
方から４番目です。管理職を減
らすなどして人件費の削減は考
えないのですか。
小郡市緊急財政対策計画にお
いて、財政調整基金が令和２年
度からの３年間で１４００万円
しか増えず、令和４年度には
億４千万円にしかなりません。
少なくとも ～ 億円になるよ
うにすべきではないですか。
経営政策部長 管理職の削減は
考えていませんが、人件費の増
加は大きな課題と捉えています。
今後、適正な職員数の検討及び
人員配置に努めていきます。財
政調整基金は、令和５年度以降
に増やすよう進めています。
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（志成会）
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大場 美紀

民生委員児童委員について
民生委員児童委員の業務量の
拡大に伴う負担軽減や、担い手
確保についてお尋ねします。
市長 現在策定中の第２次地域
福祉計画において、地域での福
祉活動の担い手育成を重点項目
の１つとして設定し、民生委員
児童委員の確保に向けた取り組
みについて進めていく予定です。
今後も、民生委員児童委員協議
会との協議を継続し、活動にあ
たっての課題解消に向けた取り
組みを進めていきたいと考えて
います。
福祉員制度や民生委員をサポ
ートする協力制度導入について
お尋ねします。
市民福祉部長 民生委員児童委
員協議会から意見具申もいただ
いていますが、統一的な制度化
は難しいと思われます。もう少
し柔軟なあり方を検討していく
必要があると捉えており、引き
続き協議を進めていきたいと考
えています。

−
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−

道の駅について
道の駅建設については、前市
長時代に約８４６万円、加地市
長になって約５２２万円。合わ
せて約１３６８万円の費用が掛
かっています。参入に興味を
持っている民間企業があるとの
ことですが、いつ結論が出るの
ですか。
環境経済部長 民間企業の参入
については、まだ具体化する段
階まで至っていません。明確な
時期をお示しすることは出来ま
せん。
市三役の給与カットについて
今議会に、市長が ％、副市
長と教育長が４％の給与カット
が提案されています。大分県杵
築市では、本市と同様な財政状
況の中、市長が ％、副市長と
教育長が ％の給与カットが提
案されています。この違いを市
長はどのように考えられますか。
市長 状況はそれぞれ違います
ので、ほかの自治体がどうだと
いうことについては特に問題は
30

（おごおり創志会）

公共施設における自動販売機に
ついて
公共施設内における自動販売
機は市民に還元できるもの、さ
まざまな市民ニーズに応えるた
めに有効活用していくべきです。
平成 年３月議会において市は、
さらなる財政負担の軽減だけで
はなく、市民の安全・安心につ
ながる取り組みを進めていくた
め、３年以内に、特定の目的の
ない自動販売機を見直していく
と言われました。現状どのよう
に進んでいるかお尋ねします。
市長 平成 年 月に小郡市自
動販売機の設置に係る行政財産
の目的外使用許可に関する規則
を定めました。その後、市の財
政負担の軽減や歳入増を図ると
ともに、防犯対策などの公共の
目的に寄与するよう取り組みを
進めています。要件に該当しな
い自動販売機は、令和２年３月
末までを期限とし、許可要件に
該当するものへ全て移行するこ
ととしています。
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