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平成30年３月定例会

平成30年度予算審査について
一般会計予算額

204億円
特別会計予算額 110億円
※予算概要は「広報おごおり」４月号をご参照ください。

去る２月

日、全議員で構

部）で十分協議を行い、計画
更に、各種工事により校内

部に対してこれまでの経過を

本件に関しましては、執行

め巡回先に乳幼児健診も追加

応のための助言を行う。平成

職員や保護者に対し、早期対

保育所等へ専門員が巡回し、

◆発達巡回相談事業

における環境が悪化するので

踏まえ、平成

する。

予算審査
特別委員会より

付託されました一般会計予算
はないか等、多くの意見が出

設できるように、また各種工

的に実行されているのか。

及び特別会計予算、計８件に
されましたので、改めて保健

事が重なるので児童の安全面

成する予算審査特別委員会に

つきましては、３月１日、２
福祉部長、教育部長に説明を

年度からは、早期発見のた

日及び５日の３日間、関係部
求めました。

審査した主な
事業の一部

めていくよう、要請しました。

に配慮しながらしっかりと進

年４月から開

課長、係長に出席を求め、慎

その中で、学童保育所の整

執行部の説明

重に審査を行いました。
個々の予算や各部・各課の
説明に対しては様々な質疑、
議論がありましたが、本会は
全議員で構成する特別委員会
疑等につきましては省略をさ

備、自校式給食調理室及び駐

であるため、各課の説明、質
せていただき、委員間討議を

◆ふるさと納税推進事業

◆保育士就職支援準備金

保育士確保のため、市内の

認可保育所に新たに２年以上

万円を給付する。

保育士として勤務する人に最

大

橋梁の点検や稲吉橋の補修

◆橋梁維持補修事業

と歩道整備、三国が丘連絡橋

車場の整備については、ほぼ

特 産 品 の ＰＲ や 返 礼 品 の 拡

の補修などを行い、良好な交

同時進行で実行する予定であ

充等を通して、小郡市の魅力

通環境を確保する。

行いました三国学童保育の件

を全国に発信することにより、

年３月末
の工事完了を目指しています。

更なる寄附金の増収を目指す。

り、いずれも平成

今後とも、保健福祉部、教育

について報告させていただき
ます。

部とで連携し、協議を行いな

後も十分に配慮しながら学校

た、学校環境については、今

い地域の活性化に取り組んで

誘致し、地域に定住してもら

市外（都市地域）の人材を

◆地域おこし協力隊活動事業

かな成長及び地域の教育力向

学校を支援し、子どもの健や

諸団体が協力し、地域全体で

保護者、地域住民及び関係

◆学校支援地域本部導入事業

本件について、学校は、学

と協議して進めていきますと

上を図ることを目的とする。

年度からは全校区へ対

象を広げるとともに、生涯学

平成

習人材バンク制度とも連携し

学校支援を強化する。

各園芸農家による野菜、花

対して補助金を交付する。

帯施設、機械器具等の整備に

き等振興のため、ハウスや附

◆園芸施設等整備事業補助金

もらう。

の説明がありました。
調理室や職員等の駐車場整備
が優先され、学童保育所の整
年度から学童

備が更に遅れるのではないか。
また、平成

保育所の利用は出来るのか。
担当部間（保健福祉部と教育

30

三国小学校においては、給食

び舎として子どものことを第

委員間討議
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一に考えるべきだと思うが、

がら取り組んでいきます。ま
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所管事務調査
（意見交換会）
・新規の介護認定申請を行う場合、

めから介護度２以上とした方が望

介護度の変更が必要になるので初

・癌末期の方は容態が変化しやすく

他市町村においては、ホームペー
ましい。

［主な意見］

ジに申請関係様式等がアップされ

・地域でリハビリができるようにす

日に保健福祉常任委員会の

議員研修会

２月

企画により、市役所において研修会

ており、それをダウンロードして

る仕組み、例えば校区公民館に運

を行いました。

日に保健福祉常任委員会
使えるようになっているが、小郡

動指導員を配置するなどを考えた

１月
の所管事務調査として、ケアマネ
市はそのようになっていないため、

い。状況によっては家族以上にケ

に向けて

【講師】

理事長

医療法人社団豊泉会

丸山病院

丸山

先生

連携して地域包括ケアシステム構築

地域内の医療機関、介護事業所等と

現在、小郡市は小郡三井医師会や

いくのかは極めて重要な課題です。

域医療・介護の体制をどう整備して

５年問題を控え、小郡市における地

後期高齢者が急激に増える２０２

泉

地域包括ケアシステムの構築

【講演内容】

ジャーの皆様との意見交換会を行い

・老老介護や本人が認知症の場合、

アマネジャーのほうが、状況を把

・支援事業については、社会資源の

地域の民生委員でも実態を掴みき

方も多く、必要なサービスを十分

活用が重要だが、小郡市は社会資

握している。

に受けることができていない方も

源が少なく、その状況が改善され

物的、人的資源の総称。

度、機関、知識や技術などの

的に使われる各種の施設、制

※社会資源とは、問題解決の目

で、それを充実させる必要がある。

ないまま、制度だけが始まったの

多くおられるのではないか思う。

れていないことがあり、未申請の

・訪問調査時の立会いを認めてほし

らどうか。

ました。
【テーマ】
・介護申請における現状と課題

年に改正される介護保

について
・平成
険制度に対する課題について
・訪問診療と訪問介護の連携に
おける課題について
地域包括ケアシステムの構築に当
たっては、在宅医療と在宅介護に関
わる事業所及びスタッフの連携が
何より重要になってきます。特に、
サービス提供を行う医療・介護ス
タッフの間で、利用者、家族につい

委員会で整理し、課題については、

のような支援体制が必要なのかが特

民が在宅医療・介護を行うためにど

に取り組んでいます。この中で、市

針の共有が必要です。今回の意見交

担当部署と協議を重ね改善できるよ

に重要です。急性期における入院か

今回、いただいた意見については、

換会では、特にこれらの点について

う取り組んでいきます。

てのきめ細かな情報と医療・介護方

しい。

ダウンロードできるようにしてほ
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意見交換を行いました。
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とも考えたらどうかとの提案もいた

医療・介護の現場と世界・国・地

また、今般の地域包括ケアシステ

言っているが、在宅介護至上主義で

域の医療実態の両方に精通されてい

要に応じて専門医に診てもらうとい

とでした。具体的には、小郡市内完

はなく、適材適所で、現在小郡市に

る丸山先生ならではの多面的なお話

ら回復期、リハビリに移る際のきめ

いては、ケアマネジャーを中心に医
結型医療及び介護、施設間情報と行

ある医療・介護の諸機関をうまく活

は大変参考になり学ぶことが多くあ

だきました。

療と介護の担当者が患者情報と介護
政情報とのリンクを目指して小郡三

用していくことが大事だということ

りました。

ムでは、盛んに在宅医療・介護と

方針を共有しておくことが不可欠で
井地域包括ケアシステム研究会が既

でした。特に、家族介護では、排泄

う体制こそ必要ではないかというこ

す。その基盤には医療・介護従事者
にあると言われました。

細かな医療・介護の計画づくりにお

及び小郡市の担当職員間の相互信頼

処理、オムツ交換や認知症による夜

その他にも老老介護など家族介護の

に根差した協力関係ができていなけ

今回、丸山先生から「プライマリ

負担軽減及びケアについても真剣に

間徘徊など夜間の問題が最も深刻で、

・ケア」の考え方を中心に高齢者の

考えていかなければならず、これら

ればなりません。

医療・介護も含む今後の地域医療の

の現実に目をつぶってシステムの構

不足が極めて深刻だということで、

今、医療・介護の現場では人材

いということでした。

築を急ぐことは避けなければならな

在り方を伺うことができました。
※プライマリ・ケアとは、患者
が中心で、身近にあって何で
も相談にのってくれる総合的

は専門が細かく分かれており大学病

話をされました。現在、日本の医療

その中で、欧米における家庭医の

市独自の研修・認定を行い適正証を

あり、それらの人々に対して、小郡

て外国人労働者の受け入れも必要で

優遇策をとるべきで、将来にわたっ

もっと介護従事者の待遇を改善する

院を頂点とした高度医療ばかりが注

発行するなどの工夫も必要ではない

な医療のこと。

目されているが、市民にとって日常

また、地域ボランティアによる認

かとの示唆もいただきました。

康を総合的に見てくれる地域の医師

知症カフェを複数の地域につくるこ

生活で本当に大切なのは、自らの健

であって、そこでの診察の結果、必

4
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３月定例会一般質問通告一覧表

１
２

１

１
２

１

１

公共施設での売店及び自動販売機の設置について
小郡市の企業誘致及び周辺開発について

地域包括ケア体制の推進について

１ 平成 年度施政方針について
２ アンビシャス広場の今後について
（子どもの健全育成）

１
２

高齢者世帯の生活支援
市独自の奨学金創設
学校における働き方改革

待機児童について
公共施設の設計・管理について

生活環境整備と安全対策
公民館制度のあり方について

施政方針について

小郡市発展の為に

竹腰

新原

大場

百瀬

成富

昭

善信

美紀

光子

一典

佐々木益雄

入江

勝栄

新和会代表
山田 忠

理尚会代表
佐藤 尚武

東和会代表
田代 和誠

１
２
３
住宅リフォームについて
国民健康保険について

廣瀬

雅光

年度施政方針について

１
２

働く人たちの労働環境について
市内の過疎地域の対策について

田中

理恵

１

１
２

公共施設管理
都市計画

後藤

30

和隆

１
２

のぞみがおか生楽館の今後のあり方について

−

田代和誠議員
（東和会）

幼稚園・保育所が
公立である意義とは？
これから国の政策で保育園料
無償化の動きが強まる中、サー
ビスチェックの意見に対する市
長対応に三国幼稚園の最大のメ
リットは費用が安いことが多く
理由に挙げられていると書いて
ありました。私も三国幼稚園を
残してほしいという皆さんから
話を聞く機会がありましたが、
安いから預けているという安易
な理由ではなく、三国幼稚園の
存在意義を本当に強く訴えられ
ました。公立幼稚園・保育所の
存在意義をお尋ねします。
保健福祉部長 公立保育所の役
割や意義は、行政の一機関とし
て他の行政機関との情報共有や
連携がとりやすく、私立保育所
では預かりが難しい障害や支援
の必要な子どもの受け入れや保
育に欠ける子どもなどの受け入
れを保障することであると考え
ています。
教育部長 公立幼稚園の役割は、

幼児教育の調査研究、また公立、
私立の保育所、幼稚園との横の
連携、小学校との縦の連携、特
性のある幼児に対し、生活や学
習する上での困難を改善、克服
する支援を行う特別支援教育の
推進などについて、本市の幼児
教育センター的な役割を担って
いると考えています。また、調
査研究した成果を公立・私立幼
稚園や保育所等に普及啓発する
ことは、本市の子どもたちの実
態に合った幼児教育の更なる推
進に寄与するものと考えます。
答弁にあったように料金が安
いことが最大のメリットではな
いはずです。幼稚園、保育園な
ども含めて、これからも幼児教
育に対する真摯な取り組みを進
めていくことによって、小郡市
が子育てに力を入れているとい
う評価につながり、保育士の方
にとってもやりがいと魅力のあ
る職場になるのではないかと考
えます。今後、新しく子ども・
健康部ができる予定ですが、少
子化に対してこれまで縦割りで
行ってきた業務について、横の
連携を図りどのように進めてい
くのか期待しています。

5
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１

−

代表質問
個人質問
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42

佐藤尚武議員
（理尚会）

期日前投票所の増設も検討して
いきます。❷第２次健康増進計
画を策定し、ウォーキング・健
康体操の推進、特定健診の推奨
等を行い正しい知識や情報を提
供します。また、新たに健康づ
くりポイント制など、インセン
ティブの導入の研究を始めてい
ます。国保は、４月から県の管
理に移管されますが、平成 年
度の市の保険料率は現行通り据
え置くようにします。❸農業に
ついては若年農業者や認定農業
者等の要望に耳を傾け、しっか
りと支援します。新たに、販路
確保と内外から人を呼ぶ「食と
農の複合施設」への道筋を付け
ます。商業は、事業者と地域が
一体となり活性化推進を図り、
アイデアの具現化を目指します。
観光は「七夕の里づくり」に再
度着目し、ブランド化を図りに
ぎわい創出に取り組みます。
副市長 ❶バスの無料化は、行
き帰りの時間の都合もあり、今
後ルートの見直しを含め検討し
ます。
※ 年間、市民の皆様応援あり
がとうございました。厚くお
礼申し上げます。
−

49

山田 忠議員
（新和会）

市長の施政方針について
平成 年度の施政方針で、市
長は数多くの事業の実施を示さ
れました。その中から特に重要
と考える項目に絞り、❶都市基
盤整備に関して、今後加速的に
進むと予測される人口減少社会
に対し、将来的に人口を維持し
ていくためのまちづくりについ
て、❷防災に関して、市や地域
で防災訓練は行われているもの
の、それらに参加できない人や
情報の届きにくい人などが圧倒
的に多いのではと思いますが、
その対応について、❸農業振興
に関して、食と農の複合施設の
設置について述べられましたが、
具体的にどのような施設になる
のか、❹学校教育に関して、小
規模校に対し、特色ある教育の
実施が望まれますが、小規模校
の魅力を具体的にどのようにし
て高めていくのかお伺いします。
市長 ❶ 年後の都市像を目標
とする都市計画マスタープラン
において、コンパクトなまちづ
30

20

27

さらなる飛躍〝小郡〟を期して
❶市民の声を反映させる市議
会議員選挙が４月にありますが、
投票率が年々低下しています。
投票期間中のバスの無料化や投
票所のスーパー設置等の投票率
向上策について、❷〝幸せ〟は
健康からと思います。健康のバ
ロメータである医療給付費が全
国で平成 年に約 兆円で、毎
年一兆円増加し、小郡市の国保
でも約 億円と毎年増加してい
ます。医療費減少のための健康
増進策及び国保累積赤字の解消
策、また国保の県移管後の対策
について、❸ふるさと納税増や
節減対策も大事ですが、本当に
〝住みよいまち〟〝明るいまち〟
を創る基本は「事業の振興」だ
と思います。農業、商業、観光
等の今後の振興策についてお尋
ねします。
市長 ❶高校生との座談会を広
報に掲載するなど、選挙の啓発
活動を推進します。また、期日
前投票が増加していますので、
−

16

−

30

くりを位置付けています。市街
化調整区域の既存集落において
は、きめ細やかな交通手段の確
保を行い、生活利便施設などに
アクセスできるよう、多極に集
約されたまちづくりを目指して
いきます。❷今後、地域防災力
の核となる自主防災組織の活動
がさらに活性化するよう、必要
な支援を行っていくとともに、
自主防災組織を中心とした地域
コミュニティによる避難行動要
支援者に対する安否確認や避難
支援の体制づくりを進めていき
ます。❸市の地理的優位性を活
用し、にぎわいを呼び込む食と
農をテーマとする複合施設を設
置していくことは優先度が高い
事業です。現在、全国の成功事
例を精査し、小郡市に当てはめ
て運用できるような複数のビジ
ネスモデルを見出す調査に取り
組んでいます。❹小規模校の児
童・生徒数が減少傾向にある中
で、小規模校の持つ特色を活か
した魅力ある学校づくりを推進
していくため、平成 年度に教
育委員会において小規模校魅力
化検討委員会を立ち上げ検討し
ていきます。

30
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行います。
公民館制度のあり方について
❶社会教育の中心施設である
校区公民館を、コミュニティセ
ンターへ変更する理由について
は丁寧な説明が必要ではないで
すか。❷営利活動ができるコ
ミュニティセンターになると、
社会教育実践の拠点であった校
区公民館の役割が弱体化するの
ではないですか。❸自治公民館
は、地域の拠点施設で、老朽化
が懸念されています。超高齢化
社会を迎え、 年前に制定され
た建築補助金交付規則を改定し、
整備を進めるべきと考えます。
市長 ❶協働のまちづくり協議
会の発展のために、施設運用の
弾力化を図ることが可能なコ
ミュニティセンターへ移行しま
す。❷従来の公民館機能を残し、
社会教育の推進は今までどおり
実施します。❸自治公民館は、
住民の一番身近なコミュニティ
の場で、維持、活性化は重要で
す。コミュニティ助成金などの
制度活用も踏まえながら建設補
助金の制度充実について調査研
究を行います。

を大幅に拡大した自治体もあり、
首長の思い切った政策、決断が
必要と思いますが、積極的な待
機児童解消に向けた今後の取り
組みについてお尋ねします。
市長 ❶❸待機児童解消は保育
所施設の整備と保育士確保の２
つを進める必要があります。施
設整備は今年度３園の施設の改
築、新築に補助支援を行い、新
たに 人分の定員確保を進めて
います。また保育士確保につい
ても潜在保育士研修、保育実
習・就職ガイダンス、就職支援
金の創設等により 人の保育士
が確保され、今後も待機児童ゼ
ロを目指しあらゆる事業を検討
し積極的に取り組みます。
保健福祉部長 ❷入所選考は早
く申し込みをされた１次申請者
を優先する評価基準では無いた
め、先着順ではなくその時に最
も保育の必要性が高い人を優先
しています。基準についてもそ
の時点で検討はしますが現実的
には変更は行なわず、いろいろ
なケースがありその状況を把握
しながら対応しています。申請
期間も課題であり今後十分検討
していきたいと考えています。

−
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−
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佐々木益雄議員
（清風会）

37

待機児童ゼロなお遠く！
入所基準・入所選考に矛盾！
❶一月一日現在待機児童は
名、希望の園待ちが 名の合計
１０５名いますが、待機児童を
無くす為の今日までの取り組み
の成果と課題について、❷１次
申し込みをしたものの基準点が
低い為に待機児童となり、４月
以降は年度途中ではあるが基準
点の高い方を優先的に入所させ
る為、一度待機児童になるとこ
の児童はいつまでも待機児童の
ままであるのが現状です。保護
者はパート・臨時であれ働かな
ければ職を失い次の職を探さな
ければならない為、働く意欲と
預けたい気持ちがより強く１次
に申し込みをしたものの、基準
点が低いために待機児童となり
いつまでも入所できません。こ
れは非常に矛盾しており入所選
考を検討する必要があると思い
ますが、その考え方について、
❸保育所不足に対しても一部で
は首長のトップダウンで受け皿
68

入江和隆議員
（東和会）

生活環境整備と
安全対策について
❶水草などがはびこり、ヘド
ロが堆積している大板井上堤の
整備方針についてお尋ねします。
❷平成 年度に緊急雇用対策事
業補助金を活用して道路上に貼
られた市役所や観光地までの道
順を示す案内プレートは、記載
内容が判別できないほど傷んで
います。また傷みの激しい点字
ブロックもありますが、道路整
備の方針をお尋ねします。
市長 ❶去年、大板井１区から
埋め立てによる環境改善の要望
書が提出されましたので、来年
度は、上堤の調整池機能の必要
性や、埋立事業に係る概算工事
費の積算など、環境改善の検討
を行う予定です。❷歩道案内標
示は劣化が激しいので撤去して
いきますが、地元で管理されて
いる案内標示は、地元と協議の
上で対応します。点字ブロック
の破損箇所についてはユニバー
サルデザイン推進のため補修を
−

−
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成富一典議員
（清風会）

平成 年度施政方針について
政策目標の中のいくつかのポ
イントについてお尋ねします。
市長 都市機能・都市基盤づく
りの道路につきまして、下町西
福童 号線をはじめ、この夏開
通予定の県道鳥栖朝倉線バイパ
スや準備段階調査に入ったスマ
ートインターチェンジの設置な
ど、市民の皆さんの安全で快適
な生活の実現に努めていきます。
地域資源を活用した特産品づく
り に つ い て 、 観 光 協 会 、 ＪＡ み
い、生産農家の方々と連携して
青大豆きよみどりの産地化、特
産品化の取り組みを進めていま
す。正尻川雨水幹線について、
ゲリラ豪雨等による道路や住宅
などの浸水被害を未然に防ぐた
めに、整備を進めているところ
です。あすてらすについて、こ
れまでどおり保健活動の拠点と
しながら、今後は機構改革によ
り、子どもに関する施策の拠点
としてもさらに活用していく予
定です。
30

16 −

アンビシャス広場の今後と
子どもの健全育成について
小郡小学校アンビシャス広場
がなくなるといううわさにより、
不安や心配だという声が聞かれ
ます。保護者や地域の人々の心
配や不安を取り除く取り組みを
示していただきたい。
教育長 これまで、小郡小学校
の生活科室を小郡小アンビシャ
ス広場の事務室として常時借用
してきたところですが、児童数
増加により生活科室においても
少人数クラスをはじめ、学校利
用に配慮する必要性が出てきま
した。そのため、小郡小学校ア
ンビシャス広場の事務室機能を
市生涯学習センターと小郡小学
校職員室に移すことで、授業時
間中の学校活用と、今までどお
りの地域の方々による中休みや
昼休みの子どもの見守りの協力
も存続できるものと考えていま
す。一部には、小郡小アンビシ
ャス広場の活動そのものがなく
なるという誤った情報があった
と聞いておりますが、放課後子
ども総合プランを活用した、さ
らなる活動支援を目指していく
ものです。
−

−

百瀬光子議員
（公明党）

30

地域包括ケアの体制の推進
地域包括ケアシステムとは可
能な限り住み慣れた地域で誰も
が、医療、介護、介護予防、住
まい、生活支援等のサービスを
一体的に切れ目なく受ける体制
のことです。その中から平成
年度までに整備すべき４事業、
❶在宅医療・介護の連携につい
て、❷認知症ケア体制の整備に
ついて、❸生活支援体制の整備
について、❹地域ケア会議の充
実についてお尋ねします。
市長 ❶来年度から在宅医療介
護連携推進事業を医師会に委託
し、小郡三井在宅医療・介護連
携支援センターを中心に関係機
関との連携を深め、高齢者の在
宅生活への支援に努めます。❷
認知症初期集中支援チームを設
置します。認知症地域支援推進
員の配置は完了しています。
保健福祉部長 ❸第１層の生活
支援コーディネーターを今年４
月から介護保険課の職員が兼務
する形で配置し、本年度中に２
−

名体制に、また第２層も兼務す
ることで検討しています。❹現
在、地域ケア会議を月１回開催
し、多職種のアドバイスによる
個別支援の質的向上をめざすと
ともに内容の検討から地域の課
題を発見し、解決に向けた施策
の立案、提言を行います。
介護職確保について
切れ目のない在宅医療と在宅
介護の提供ができる体制に不可
欠な介護職の確保についてお尋
ねします。
保健福祉部長 国や県の福祉介
護人材の確保対策等の周知を行
なっていきます。
地域ケア課創設について
地域包括ケアシステムの構築
は医療や福祉にとどまらず、持
続可能なまちづくりにつながる
ものであり、自治体にとって、
一番の総合政策になると言われ
ています。充実した体制づくり
の為の地域包括ケア課の創設に
ついて見解を伺います。
市長―地域包括支援センターの
運営の見直しを検討しています。
その後の状況を踏まえて地域包
括ケアシステムのあり方全般に
ついて検討します。

−
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心につながるように取り組みを
進めていきます。
小郡市の企業誘致及び
周辺開発について
自主財源確保は急務であると
ともに、子育て世代の定住促進
を促すためにも雇用の創出は不
可欠です。企業誘致及び周辺開
発についてお尋ねします。
市長 小郡市が持つ高い交通利
便性から、現在、物流業のみな
らず、幅広い業種のさまざまな
企業から小郡市への進出につい
てのご相談をいただいています。
去年 月には企業誘致をより推
進していくために、小郡市企業
誘致推進本部会議を設置し、さ
らに関係課で構成する土地利用
調整会議もあわせて設置するこ
とで、企業誘致に対する課題を
共有し、関係部署が一丸となっ
て対応していく体制も整えてき
ています。積極的に企業誘致を
推進し、小郡市にとって有益と
なる企業の立地を目指し、より
精力的に取り組んでいきたいと
考えています
−
70

新原善信議員
（市民クラブ）

わが家でくらし続けるために
高齢者夫婦のみ及び高齢者ひ
とり暮らし世帯の状況とすべて
の高齢者の在宅医療介護支援は
どうなっていますか。
歳以上の独居及び夫婦
市長
のみの世帯は、合わせて４５１
１世帯で全世帯の ％となって
います。在宅で介護、介護予防
サービスを受けている方は１４
０６人で利用者全体の ．５％
です。見守りは、台帳を基にふ
れあいネットワークが行ってい
ますが、担い手育成が課題です。
在宅高齢者のための医療介護連
携は、在宅医療介護連携支援セ
ンターを中心として在宅生活へ
の支援に努めていきます。家族
負担軽減については、デイサー
ビス、ショートステイなどの利
用で家族の時間をとったり、定
期巡回、訪問介護、看護サービ
スなどの利用により、介護職員
と看護師が訪問したりすること
で、家族介護の負担軽減が図ら
れています。

ふるさと納税で
給付型の奨学金創設を
市独自の奨学金創設について
庁内奨学金検討委員会の検討内
容はどうなっていますか。
教育長 市としては大学等を対
象とした給付型奨学金の実施に
向け、安定的な財源の確保等、
引き続き検討していきます。
今度こそ学校における
働き方改革、徹底すべし
文部科学省の学校における働
き方改革緊急対策及び取り組み
の徹底通知を受け、具体的にど
う取り組みますか。
教育長 ノー部活動デーは平日
に週１日、土日に週１日以上設
定します。また、教職員間で業
務の見直しについて話し合う機
会を設け適正化を図ります。さ
らに、年次有給休暇が取得でき
るよう長期休業期間に学校閉庁
日を設定し、計画的に実施して
いきます。管理職等に対しては
働き方に関する研修を行うとと
もに、教育委員会として年度当
初、教職員、保護者、地域に向
け、働き方改革に関する市とし
ての方針を出したいと考えてい
ます。

9

−

−

−
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55

大場美紀議員
（清風会）

公共施設への
自動販売機の設置について
小郡市において公共施設に設
置している自動販売機は、民間
企業が扱うものが多く見受けら
れますが、庁舎や公共施設を目
的外に使用許可をする場合の、
今後の考え方についてお尋ねし
ます。
市長 今後の自動販売機設置に
関する考え方として、既存の特
定の目的がない自動販売機につ
きましては、できるだけ速やか
に、３年以内には行政経費の負
担を伴わずに防犯カメラ支援自
動販売機へ移行していきます。
また、新たに公共施設に設置す
る場合につきましても、防犯カ
メラ支援自動販売機や障害者支
援、福祉団体を支援する目的の
自動販売機などを設置すること
にしています。このように、民
間の力を活用した自動販売機の
設置などの取り組みを充実し、
さらなる財政負担の軽減だけで
はなく、市民の皆様の安全・安
−
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を受けて市町村の財政負担に変
動が生じることから、国、県は
激変緩和措置を実施します。小
郡市の来年度の税率については、
最終的な被保険者が支払う保険
税に制度変更に伴う影響が生じ
ないよう、激変緩和措置を踏ま
え慎重に検討した結果、現行通
りに据え置くことを国保運営協
議会に諮問し、答申として得て
います。❸今年度の決算の状況
をよく見ながら、今後示される
納付金、標準保険料率を踏まえ
て、累積赤字への対応や激変緩
和措置後への対応を含め、県単
位化に適応した適正な保険税率
などについて引き続き検討を行
います。
32

29

廣瀬勝栄議員
（市民クラブ）

働く人たちの労働環境について
自治体で働く非正規職員に大
きく関わる改正地方公務員法が
平成 年４月に施行され運用開
始となります。総務省が想定す
るスケジュールによれば、法施
行前に速やかに条例改正を提案
するよう示されています。現段
階では、どのように進めている
のか、また、今後どのように進
めていくのかお尋ねします。
市長 改正法対応のスケジュー
ルについてですが、改正法の施
行は平成 年４月１日となって
いますので、まずは臨時・非常
勤職員の実態把握を行い、いず
れの任用根拠に位置付けるかと
いう点について、それぞれの職
の必要性を吟味した上で検討し
ていきます。また、会計年度任
用職員の任用勤務条件などの設
定についても検討を行い、関係
条例案及びシステム改修に関わ
る予算案を議会に上程します。
市内の過疎地域の対策について
当市において、高齢化の影響
32

−

竹腰 昭議員
（共産党）

国民健康保険の現状と
今後の取り組みについて
小郡市の国民健康保険につい
て、❶今年度の決算見込みにつ
いて、❷現在の状況と来年度か
らの取り組みについて、❸県単
位化に向けた小郡市の国保の将
来についてお聞きします。
市長 ❶歳入では今年度も８千
万円を一般会計から法定外繰り
入れし、制度改革に伴う国の財
政支援の拡充、資格適正化の取
り組み、医療費適正化の取り組
みなどで歳入の確保を図ってき
ています。歳出では前年度まで
の高額薬剤等の影響が減少し、
医療費で対前年度比マイナス１
％と、前の年度を下回る水準に
推移しています。 年度決算は
単年度収支で１億円を超える黒
字がここ２か年続いている中、
同様な状況を迎えると見込んで
います。❷来年度からの新国保
制度については、県が財政運営
の責任者になり、国保事業費納
付金制度が導入され、その影響
−

により買い物弱者の増加が懸念
されています。そこで、当市に
おける高齢者、障がい者等の買
い物弱者に対する現状と課題、
今後の取り組みについてお尋ね
します。
市長 小郡市においてもシルバ
ー人材センターによる御用聞き
や買い物代行サービス、高齢者
や障がい者への配食サービス、
重度の障がいのある方への福祉
タクシーの利用助成、コミュニ
ティバスの大型商業施設イオン
への乗り入れ、自治会バスの運
行など、様々な取り組みを行っ
ています。特に自治会バス事業
については、のぞみが丘小学校
区と御原小学校区の２つの校区
において、ボランティア運転士
による運行が行われています。
また、さらなる地域の買い物支
援の取り組みとしては、現在味
坂校区のまちづくり協議会で検
討会議を設置していただき、住
民ボランティアを中心とした移
動販売事業について検討を進め
ています。

−
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財源計画も当然持ち合わせなけ
ればならないので、今後そのよ
うな方向で対応していきたいと
思います。❷民間との連携は小
郡市には欠くことができない検
討課題だと認識しています。来
年度から、専門的に扱う職員を
配置し、民間との連携のあり方
について研究するとともに財源
を含めた長期計画を作成し実現
可能な計画としていきたいと思
います。
都市計画道路について
早期に取り組む短期整備路線
では、津古から始まる筑紫祇園
線があります。福岡都市圏から
の交流人口を増やす意味でも非
常に有効な道路だと思いますが、
考えをお尋ねします。
都市建設部長 短期整備路線に
指定している筑紫祇園線は北部
都市と中心部を結び、通学路と
しても重要な路線と認識してい
ます。指定している短期整備路
線の中でもさらに重要な区間が
あるので、検証しながら整備を
進めていきたいと考えています。
10

う施策が打ち出されました。住
民の間では地域の格差が更に広
がることが懸念されています。
そこで、のぞみがおか生楽館
の新設問題について、今後どの
ように進められるのかお尋ねし
ます。
市長 平成 年度に予定してい
る調査では、施設の建設、学校
財産の転用、学校利用の制限緩
和やさらなる活用、今後どのよ
うな方向性にしていくのかを含
め総合的に調査検討を行いたい
と思います。
副市長 他の小学校区にある校
区公民館と形態が違うことはデ
メリットですが、学校施設を活
用したコミュニティのつくり方
を実践し、成功している例もあ
ります。のぞみがおか生楽館で
のこれまでの 年間の学社融合
は成功していると思いますので、
その成功例は崩さず、成果を十
分踏まえてデメリットを解消す
るところから検証を進めたいと
思います。

11

10

10

−

30

20

後藤理恵議員
（理尚会）

のぞみがおか生楽館の
今後のあり方について
校区公民館は社会教育の場と
しての役割以外にも地域住民の
居場所づくり、そして地域住民
の活躍する場としても利用され
ています。のぞみがおか生楽館
は小学校に併設しているため、
利用する上では様々な制約を受
けています。 のぞみがおか生
楽館の移設・新設問題について、
既に地域の住民代表によって３
回にわたり、要望書が出されて
います。さらに地域住民が施設
の新設を熱望していることから、
３回目の要望書には地域住民の
半数以上の署名が添えられてい
ました。これに対し、行政も地
域住民と同じ様な認識を持ち、
新しい施設の建設について検討
し、実現出来ることを以前の２
回の一般質問を通して約束され
ました。
この度、問題の根本的な改善
に至らないまま、公民館をコ
ミュニティセンター化するとい

−

田中雅光議員
（公明党）

公共施設マネジメントについて
昨年３月に公共施設等総合管
理計画が作成されました。この
計画の中では、公共施設及びイ
ンフラ資産の状況と将来にわた
る 年間の更新費用などが示さ
れ、これらの公共施設の維持管
理について分析をされています。
これから迎える少子高齢化の厳
しい財政状況の中で、体育館や
庁舎の建て替え、教育施設や文
化施設などの維持補修、インフ
ラの整備など、今後、公共施設
の維持管理は多額の費用負担を
伴います。そこで、❶ 年ぐら
いの長期財政予測が必要だと思
いますが、その考え方について、
❷財政負担軽減のための民間と
の 連 携 （ ＰＦＩ な ど ） に つ い て
お尋ねします。
副市長 ❶昨年、財政状況の概
略を検証した結果、長期的なビ
ジョンに立って カ年の計画を
つくる必要があると判断し、今
年度中にめどを立てるようにし
ています。その中で、 カ年の
40

−
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いくために職員も少し増える

答：市民サービスを維持して

いますか。

課との調整はきちんとできて

７月実施としていますが、各

行わないということで、各事

答：基本的には、身体拘束は

どういう意味ですか。

問：身体拘束等の適正化とは

という規定を追加しています。

講じなければならない。」

されました。その保存や影響

ニバス」をはじめ数種が発見

るスイレン科の水生植物「オ

絶滅危惧２類に認定されてい

ため池で昨年夏頃に環境省で

を予定していましたが、この

う賃借人に課税を行うための

の所有者ではなく、事業を行

作を、償却資産として建築物

の他、天井・床・建具等の造

建築物に付随する壁仕上げ

条 例 ）（ 報 告 第 １ 号 ）

常任委員会
審査報告
と考えていますが、人件費を

★専決処分を報告し、承認を

総務文教

までは、工事を見合わせるこ

求めることについて（平成

特例の条文を規定するもので

とになったため、今回、繰り

す。

険がある方も中にはおられま

越して工事を行う予定です。

について県や地元等で協議を

すので、その場合は３か月に

問：今後の工事と絶滅危惧種

行っており、その結論が出る

の混乱というご指摘について

１回会議を行い、本当に身体

の保存や影響について。

業所には取り組んでいただい

は、年度途中の機構改革にな

拘束が必要なのかどうかをき

ています。ただし、生命の危

総務文教常任委員会は、３
りますので途中で組織が変わ

ちんと判断したうえで実施す

抑えるために、再任用の方の

月７日に開催され、付託を受
ることで、若干の分かりにく

活用を予定しています。現場

けた執行部提出議案８件（分
さが生じると思います。

常任 委 員 会 報 告

割付託１件を含む）の審査を

年度小郡市一般会計補正

行いました。主な質疑は次の

件（分

月８日に開催され、付託を受

保健福祉常任委員会は、３

都市経済常任委員会は、３

です。

るということを明記したもの

いということを基本に、県や

工事の影響により絶滅させな

いかという結論になりました。

事をすれば問題ないのではな

水量を一定確保した上で、工

法について協議を行う中で、

予定していましたが、保存方

答：水を全て抜いての工事を

体の数の減少及び福岡県市

組合を組織する地方公共団

★福岡県市町村職員退職手当

より執行したものです。

６７４万２千円を専決処分に

礼品代や郵送料等の不足額

て受け入れていますが、返

る、寄附金は、随時歳入とし

ふるさと納税推進事業によ

（報 告 第 ２ 号）

予 算（第 ６ 号）
）

ため、小郡市役所部設置条例

けた執行部提出議案

市の関係課、地元等と協議し

町村職員退職手当組合規約

とおりです。

の全部を改正し、「経営政策

月９日に開催され、付託を受

ていきますが、現況のままの

号）

置するものです。

防サービスの事業の人員、設

小郡市指定地域密着型介護予

とおりです。

とおりです。

行いました。主な質疑は次の

割付託１件を含む）の審査を

は、今後の課題です。

移す方がいいのか等について

方がいいのか、別のところに

の変更について

常任委員会報告

問：今回の機構改革は、職員

平成

の数を減少し、本規約に定め

組合を組織する地方公共団体

福岡県市町村職員退職手当

（議案第１号）

数はそのままで、部と課が増

備及び運営の基準等に関する

正 予 算（第 ７ 号）の 承 認 に つ い

年度小郡市一般会計補

えることにより管理職が増え

条例の一部を改正する条例の

る関係規定から「豊前広域環

★専決処分を報告し、承認を

★特別職の職員で非常勤のも

のです。

境施設組合」の文言を削るも

新たに「指定介護予防認知

５０万円の繰り越しについて

求めることについて（小郡

議案の主な内容

ます。そのことにより職員の

号）

善と市民サービスの向上を目

症対応型共同生活介護事業者

は、自衛隊用地と交換するた

のの報酬及び費用弁償に関

東野校区道路整備事業３７

指す機構改革ですが、日々の

は、身体的拘束等の適正化を

市税条例の一部を改正する

て（議案第

仕事に追われ、市民サービス

めに、ため池の埋め立て工事

20

29
図るため、次に掲げる措置を

11

が低下することはないですか。

号）
制定について（議案第

織機構による行政運営を行う

本年７月１日から新たな組

について（議案第

小郡市役所部設置条例の制定

部」「環境経済部」「都市建

割付託１件を含む）の審査を

けた執行部提出議案６件（分

都市経済

設部」「市民福祉部」「子ど

行いました。主な質疑は次の

常任委員会報告

も・健康部」の５つの部を設

保健福祉

29

負担が増えませんか。業務改

14

16

12
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を規定されている公民館運営

により、社会教育法上、設置

ティセンターへ改正すること

地方自治法に基づくコミュニ

ている校区公民館について、

社会教育法に基づき設置し

（議案第２号）

条例の制定について

する条例の一部を改正する

一部を改正する条例の制定

★ 小郡市国民健康保険条例の

条例とするものです。

市コミュニティセンター設置

公民館設置条例の全部を小郡

ンターに変えるため、小郡市

規定に基づくコミュニティセ

社会教育法から地方自治法の

改革に合わせ、校区公民館を

の貸館使用料の規定と、機構

★ 小郡市部落差別撤廃・人権

るものです。

期高齢者医療の被保険者とす

を引き継ぎ、従前住所地の後

療に加入した場合には、特例

歳到達により後期高齢者医

イサービスの指定を受けた事

児童発達支援又は放課後等デ

おける生活介護、自立訓練、

介護として、障害福祉制度に

次に、共生型地域密着型通所

「介護医療院」の字句を追加。

改正内容としては、まず

に、ケアマネジャーは利用者

るという規定を追加。５点目

同意を得て、主治医に提供す

るものについては、利用者の

る情報のうち必要と認められ

者の心身又は生活の状況に係

た時は、その情報の中で利用

保険者とされているものが、

審議会委員を廃止するもので

部改正により、協議会の名称

す。更に国民健康保険法の一

外れるため、規定から削りま

とに伴い、本条例の対象から

非常勤から常勤へ改正するこ

す。また「家庭相談員」を、

うものです。

その他の条文の文言整理を行

るため、条例の一部を改正し、

営に関する協議会に変更とな

名称が国民健康保険事業の運

国民健康保険運営協議会の

について（議案第５号）

を改正する条例の制定につ

★ 小郡市介護保険条例の一部

す。

び啓発の充実」とするもので

３点目は、第６条を「教育及

て「相談体制の充実」を追加。

目は、新たに条例第５条とし

条に、本法律名を追加。２点

改正の１点目は、条例第１

て（議案第８号）

改正する条例の制定につい

擁護に関する条例の一部を

する条例の制定について

を定める条例の一部を改正

な支援の方法に関する基準

る介護予防のための効果的

に指定介護予防支援等に係

の事業の人員及び運営並び

★ 小郡市指定介護予防支援等

準を設定するものです。

指定を受けられるものとし基

共生型地域密着型通所介護の

業所であれば、介護のほうの

する条例の制定について

査委員会条例の一部を改正

★ 小郡市予防接種健康被害調

う規定を追加しています。

交付しなければならないとい

を作成した際は、主治医にも

めて、それに伴うケアプラン

た時は、主治医に意見書を求

が医療系のサービスを希望し

号）

を「国民健康保険運営協議

の一部を改正する条例の制

★ 小郡市国民健康保険税条例

の制定について

条例の一部を改正する条例

★ 小郡市まちづくり支援基金

正するものです。

額、介護納付金課税額の算定

額、後期高齢者支援金等課税

納付金制度のもと、基礎課税

新たな国民健康保険事業費

定について（議案第６号）

階に規定している合計所得金

やし

万円未満のグループ、

段階へ増。更に第６段

増。次に所得段階を１段階増

保険料額を月額５０１０円へ

改正の内容としては、まず

付。３点目は、ケアマネジャ

るよう説明することの義務

してもらい、選ぶことができ

ケアマネジャーから複数提示

介護予防サービス事業者を、

アプラン作成時に、利用者が

事業者を追加。２点目は、ケ

改正の１点目は、相談支援

号）

の制定について

条例の一部を改正する条例

★ 小郡市家庭児童相談室設置

するものです。

ますので、今回、医師と明記

は医師でない可能性も出てき

在の所長は医師ですが、今後

ら医師を想定したもので、現

事務所所長は、その専門性か

査委員の北筑後保健福祉環境

本来、予防接種健康被害調

（議案第

会」から「国民健康保険事業

（議案第３号）

基準が変更になったため、条

額を

ーは、利用者が入院する場合、

（議案第

の運営に関する協議会」へ改

ふるさと納税制度の寄付金

例の一部を改正するものです。

グループと分けるものです。

いて（議案第９号）

について、基金の使途の制限

する条例の一部を改正する

★ 小郡市後期高齢者医療に関

万円以上１２０万円未満の

号）
び運営の基準に関する条例

ビスの事業の人員、設備及

ケアマネジャーが事業者等か

という条文を追加。４点目は、

て、綿密な連携を取るように

嘱託に変更するために、条例

談員を非常勤嘱託から、常勤

導業務に従事している家庭相

家庭児童相談室の相談・指
の一部を改正する条例の制

ら、利用者の情報提供を受け

定について（議案第

号）

（議案第

を外し、多様なまちづくりに

（議案第７号）

活かせるように条例の一部を

国民健康保険法の規定によ

入院先へ担当職員名等を伝え

★ 小郡市公民館設置条例の一

り、住所地特例の適用を受け

★ 小郡市指定地域密着型サー

部を改正する等の条例の制

条例の制定について

定について（議案第４号）

て、従前住所地の市町村の被

14

12

80

12

13

改正するものです。

味坂校区公民館の増設部分

10

13

75

80
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す。

の終日勤務に変更するもので

談員を常勤嘱託とし、週５日

するため、今回、この家庭相

すが、増加する相談等へ対応

時間勤務で業務を行っていま

は、非常勤嘱託で週４日、短

されている家庭相談員の３名

現在、子育て支援課内に配置

の一部を改正するものです。

者の指定申請に係る資格につ

のです。ケアマネジャー事業

こととなったため制定するも

伴い、市町村の条例で定める

都道府県からの権限移譲に

定について（議案第
号）

する基準を定める条例の制

の事業の人員及び運営に関

★小郡市指定居宅介護支援等

行は７月１日からとなります。

整理して変更するもので、施

変更になるため、関係条例を

改修業務委託料１３５万５千

介護認定審査支援システム

の承認について

護 保 険 事 業 勘 定 ）（ 第 ５ 号 ）

事業特別会計補正予算（介

★平成

です。

号）

う歳入の整理を計上するもの

び一般会計繰入金の確定に伴

負担金の確定による減額及

（第 ５ 号）の 承 認 に つ い て

保険事業特別会計補正予算

規道路です。立石・松崎中４

ては、いずれも開発による新

２２２４号線の４路線につい

５８５号線、及び御原・二森

郡・寺福童３５８４号線、３

小郡・下町３５８３号線、小

備事業に伴う新設道路です。

を１千万円減額し、工事請負

の公共下水道整備費の補償費

橋本竹利

小郡市大保１３８６番地３

年度小郡市介護保険

（議案第

す。

号）

★市道の認定及び路線変更に
ついて（議案第

号線道路整

御原・下岩田２２２３号線
は大崎・下岩田

承認について
（議案第

・三沢５８４８号線ほか８路

島田郁子

号

藤岡廣子

６５７番地

久留米市津福今町

審査委員会委員］

［固定資産評価

小郡市小郡２６８番地１

［教育委員会委員］

人 事 案 件

★小郡市地区計画の区域内に
いては、条例で定めることに

年度からの

３ ７ ０・４ ３ ７ １ 号 線 の ２ 路

費を１千万円増額するもので

おける建築物の制限に関す
なっていますので、小郡市と

円の増額は平成

線については新規、立石・松

号）

る条例の一部を改正する条
しては、法人であること、そ

制度改正に伴う、プログラム

（議案第

例の制定について
号）

等の改修作業を依頼するもの

（議案第
れと暴力団を排除する内容を

月
規定するものです。

年

日の「津古

平成

［人権擁護委員候補者］

の地区計画」決定及び三沢駅

線、三国・横隈５８５７号線

小郡市小郡６３０番地

久留米市本山

いて（議案第

については開発による新設道

崎中４０４０号線他３路線に

本市の特性にあった景観の

号）

路です。三国・三沢５６９７

です。

に伴い、津古地区計画の区域

保全、創出等の取り組みを推

収益的収入の他会計負担金

号線は、大保駅北歩道整備事

★小郡市景観条例の制定につ

と建築制限の追加及び三沢駅

進するために制定するもので

１億４６９９万８千円の増額

業に伴う変更道路です。

南地区の地区計画変更の決定

南地区、地区計画における建

す。今回の条例は、本市の全

については、昨年、地方公営

22

丸山知英

番

築制限の内容を変更し、条例

域を対象区域として、景観に

企業法の適用に伴い、下水道

有川政次

杉

小郡市松崎５１８番地

二丁目

の一部改正と併せてその他の

与える影響の大きい一定規模

年度で特例
回、一般会計繰入をお願いす
るものです。次に資本的支出

ついては、路線変更で、いず

条文の文言の整理を行うもの

の建築、開発行為に対して、

年３月
この時に発生した平成

28

れも開発よるものです。三国

です。

事業特別会計を平成

業 会 計 補 正 予 算（第 ５ 号）の

★行政機構の改革に伴う関係

景域ごとに景観形成基準を設

日で打ち切り決算しており、
の未払金を平成

け、景観形成重点地区は、景
観形成基準とは別に地区の特

制定について

性に応じた基準を設けて、景

的支出としていますので、今

年度
観の形成、保全を図るもので

号で説明しました

組織機構の改革に伴い、現在

号）

条例の整理に関する条例の

年度小郡市下水道事

32

14

21

す。
年度小郡市国民健康

29

（議案第

★平成

20

18

の各部課で所管しています審

議案第

号）

30

22

23

29

19

★平成

31

38

27

議会や委員会の所管部課名が

29

哲哉

10

15

17

12

10

29

29

29

16

14

おごおり市議会だより

３月定例会議案審議結果一覧
議案番号
報告第１号
報告第２号

事
件
名
専決処分を報告し、承認を求めることについて（小郡市税条例の一部を改正する条例）
専決処分を報告し、承認を求めることについて
（平成29年度小郡市一般会計補正予算（第６号））

審議結果
承 認
承

認

第１号

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県市町村職
員退職手当組合規約の変更について

可

決

第２号

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

可

決
決
決
決
決
決
決
決

第１０号

小郡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の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

可
可
可
可
可
可
可
可

決

第１１号

小郡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

可

決

第１２号

小郡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定
について

可

決

第１３号
第１４号

小郡市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
小郡市家庭児童相談室設置条例の一部を改正する条例の制定について

可
可

決
決

可

決

可
可

決
決

可

決

可
可
可

決
決
決

可

決

可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
同
同
同
同
同
同

決
決
決
決
決
決
決
決
決
決
意
意
意
意
意
意

第３号
第４号
第５号
第６号
第７号
第８号
第９号

第１５号
第１６号
第１７号
第１８号
第１９号
第２０号
第２１号
第２２号
第２３号
第２４号
第２５号
第２６号
第２７号
第２８号
第２９号
第３０号
第３１号
第３２号
同意案第１号
同意案第２号
同意案第３号
同意案第４号
諮問第１号
諮問第２号
15

小郡市まちづくり支援基金条例の一部を改正する条例の制定について
小郡市公民館設置条例の一部を改正する等の条例の制定について
小郡市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
小郡市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
小郡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定について
小郡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

小郡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
小郡市役所部設置条例の制定について
行政機構の改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

小郡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につ
いて
小郡市景観条例の制定について
平成29年度小郡市一般会計補正予算（第７号）の承認について
平成29年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の承認について

平成29年度小郡市介護保険事業特別会計補正予算（介護保険事業勘定）
（第５号）の承認
について
平成29年度小郡市下水道事業会計補正予算（第５号）の承認について
平成30年度小郡市一般会計予算の承認について
平成30年度小郡市国民健康保険事業特別会計予算の承認について
平成30年度小郡市後期高齢者医療特別会計予算の承認について
平成30年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護保険事業勘定）の承認について
平成30年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）の承認について
平成30年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の承認について
平成30年度小郡市工業団地整備事業特別会計予算の承認について
平成30年度小郡市下水道事業会計予算の承認について
市道の認定及び路線変更について
教育委員会委員の任命について（島田郁子氏）
固定資産評価審査委員会委員の選任について（橋本竹利氏）
固定資産評価審査委員会委員の選任について（藤岡廣子氏）
固定資産評価審査委員会委員の選任について（丸山知英氏）
人権擁護委員候補者の推薦について（有川政次氏）
人権擁護委員候補者の推薦について（杉哲哉氏）

おごおり市議会だより

６／ ７（木）

保健福祉常任委員会
６／ ８（金）

都市経済常任委員会

６／ 18（月）

本会議（一般質問）

６／ 19（火）

本会議（一般質問）

６／20（水）

本会議（一般質問予備日）

６／22（金）

本会議（委員長報告と質疑・討論・採決）

雅光

総務文教常任委員会

田中

６／ ６（水）

一典
勝栄

尚武

和隆

本会議（質疑）

成富
廣瀬

佐藤
忠

田中登志雄

山田

善信

入江
光子

６／ ４（月）

小 郡 市 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら、 平 成

年

年３月定例会の会議録

５月以降の市議会会議録がご覧いただけ
な お、 平 成

ま す。
は、 ５ 月 下 旬 頃 よ り ご 覧 い た だ け る 予 定

４月

日に行われる市議会

議員選挙によって、行政の

チェック機関である議会の議

５年間） 及び常任委員会

ー ジ か ら、 本 会 議 （ 過 去

小郡市議会のホームペ

いると考えます。編集する上

よりは重要な役割を果たして

内容が集約されている議会だ

全体及び各議員の日頃の活動

員が選ばれる訳ですが、議会

の生中継・録画中継がご

では、市民の皆さんに分かり

やすく、そして議会の情報や

各議員の取り組む姿勢などが、

「善政は民の財を得、善教

き ま し て は、 小 郡 市 総 合

は民の心を得」良い社会を作

ダイレクトにお伝えできるよ

おりますテレビモニター

保健福祉センターあすて

で も 放 映 し て お り ま す。

る根底には良い教育、即ち人

う工夫しています。

あすてらすにお越しの際

づくりは一番大事なことです。

に つ き ま し て は、 シ ス

※常任委員会の録画中継

る故郷づくりが必要です。４

分らしくイキイキと生活でき

今日、市民の一人ひとりが自

月

（後藤理恵）

日は「明るい選挙」が行

ら

われることに期待します。

日間の閲覧となり

ます。
ご了承ください。

テ ム の 関 係 上、 開 催 か

人生１００年時代と言われる

は ぜ ひ ご 覧 く だ さ い。

らす内ロビーに設置して

一般質問の生中継につ

覧 い た だ け ま す。

小郡市議会
本会議・常任委員会の
インターネット中継が
ご 覧 い た だ け ま す。
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副委員長

委 員 長

竹

古

後

城

腰

賀

藤

山

敏

理

雅

彦

恵

朗

員

田

松

中

村

雅

みやこ

光

員

昭

員

委

委

委

委

員

議会広報特別委員会

22

本会議（議案上程）

18

新原

百瀬
雅朗

６月定例会の会期日程
（予定）

小郡市議会会議録がご覧いただけます。

５月臨時会の会期日程
（予定）
で す。

30

議員改選に伴う正副議長選等
５／14（月）

昭

城山
和誠

×

竹腰

田代
敏彦

議案第17号

佐々木益雄

古賀
美紀

×

６／ １（金）
30

大場

案

件

理恵

議員名

後藤

議案第16号

松村みやこ

賛否が分かれた案件（案件名については、15ページをご参照ください。）

●議長（井上勝彦）は表決に参加しません。
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