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緊急財政対策について
今年度の小郡市の予算は２２
０億円を超える過去最大規模で
すが、今回示された緊急財政対
策計画の要点と実現・継続の可
能性についてお尋ねします。
市長 今回策定した緊急財政対
策計画においては目的、基本方
針、取り組み目標額等を掲げ、
令和２年度から令和４年度まで
の３年間で、投資的経費を５億
３千万円、事務事業、経常経費
の見直しにより４億８千万円、
総人件費の圧縮により１億２千
万円の削減を目標としています。
また、３年間の収入対策として、
ふるさと納税制度の充実による
まちづくり支援基金からの繰入
金を４億５千万円の増、市有地
売却や企業誘致による３億８千
万円の増、土地開発公社からの
寄附金による２億円の増収を目
標としています。なお、経費削
減対策は、今後、私をトップと
する小郡市財政対策本部を中心
に全庁的な検討を重ね、９月末

までに令和２年度当初予算編成
に向けた削減プランを決定して
いきます。この取り組みにより
３年間で段階的に財政調整基金
への依存を減らし、取り崩しか
ら積み増しへの転換を目指して
いきます。
小郡市財政対策本部の人員構
成はどのように考えていますか。
経営政策部長 市長をトップに
副市長、教育長、全部長で構成
することにしています。
その人員構成では今年度予算
を編成した時と同じですが、行
政の財政に詳しい学者や有識者
などを入れる考えはありません
か。
経営政策部長 今後、緊急財政
対策計画に基づいた削減プラン
をつくりますが、外部有識者や
関係団体の役職員、公募市民の
９名で構成されている行政改革
推進委員会という審議会にも提
示し意見等をいただきながら進
めていきたいと考えています。
議会でもしっかりと議論し、
何ができるかを検討する委員会
を立ち上げることも視野に入れ
ながら、覚悟を持って活動して
いきます。

−

−

代表質問
個人質問

一般質問については、議場での発言に基づき、質問者（本人）が編集しています。
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新原 善信
（市民クラブ）

協働のまちづくりの行方は？
現在取り組まれている協働の
まちづくり協議会について、現
状認識をお尋ねします。また今
後の協働のまちづくりの進め方
についてお尋ねします。
市長 各校区のまちづくり協議
会では、それぞれの地域の課題
や資源に応じてさまざまな取り
組みが住民主体で進められてい
ます。事業を通して地域の皆さ
んの安心や喜びが共有されてき
たことから、少しずつまちづく
り協議会の取り組みが理解され、
校区内での存在感を高めている
ものと考えています。
次に、今後の進め方では、ま
ちづくりの指針となる条例の策
定を検討します。しかし今、ま
ちづくり協議会以外の多様な担
い手が広がっているので、市民
の意見を反映できる方法で丁寧
に条例を策定していきます。ま
た、校区ごとのまちづくり計画
の策定支援を進めます。行政区
とまちづくり協議会の関係では、
お互いの役割の共有や事業の整
理など、棚卸しを行うことで持
続可能なまちづくりに向かって
いけるものと考えています。

−

（志成会）

民生活に密着した事業です。市
の単独及び上乗せした扶助費を
切られたら困る人がたくさん出
ます。大変難しいけれど、それ
でもやる覚悟はありますか。次
に総人件費では、加地市長にな
り部長１人、課長６人、課長補
佐１人、係長 人、再任用職員
も増えています。人件費を減ら
すためには組織と仕事を見直す
必要がありますがどうですか。
経営政策部長 事務事業の廃止
や見直しを行い、適正な人員配
置、人件費の抑制・圧縮に努め
ていきます。
マニフェストにある施設関係
でお尋ねします。体育館建設に
ついては今年３月に結論を出す
と言われましたがどうですか。
市長 検討を継続中です。
財政負担を含めて結論を出す
と言われましたが、現状では４、
５年は難しいとはっきり言った
らどうですか。
副市長 令和４年までは難しい
と考えます。
他にも消防署、市庁舎、給食
センターの建設も現状踏まえて
はっきり方針を出して下さい。
−

昨年の豪雨教訓どう生かす
今後予想される豪雨災害に備
え、昨年７月の豪雨対応の反省
に立って、水防対策はどうなっ
ているかお尋ねします。また、
浸水想定地域の減災対策をお尋
ねします。
市長 今後の取り組みを４つの
課題に整理し実施しました。⑴
災害対策本部の各対策班の役割
を明確にし、地域防災計画や水
防計画などに反映⑵情報収集・
伝達では情報の共有化や伝達手
法の多様化⑶避難所の設置・運
営では職員の避難所運営訓練の
実施、各コミュニティセンター
への分散備蓄など⑷自主防災組
織の機能強化と避難行動要支援
者対策を行いました。
次に、減災対策では、河道掘
削、土砂と雑木の撤去、中島橋
に監視カメラや水位計設置など
行いましたが、治水対策は短期
間では困難なので、何より迅速
な情報発信、避難支援を行うよ
うにしています。
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髙木 良郎

緊急財政対策について
小郡市の財政がこのような危
機的状況に陥った原因と計画の
具体的な取り組みについてお尋
ねします。
市長 財政悪化の原因は扶助費
と人件費の伸び、投資的経費の
増大です。今後は市単独事業及
び新規事業の凍結、補助事業の
期間延長を行うと共に、事務事
業における市単独事業及び補助
事業、扶助費や補助金・助成金
の見直しを行います。
試算では、令和３年に市の貯
金である財政調整基金はなくな
り２億２千万円の赤字になり予
算は組めないのではないですか。
経営政策部長―何も対策しなけ
れば、そういう状況になります。
既に着手した市単独事業や今
年度着手予定の事業を凍結する
のは非常に難しいという認識は
ありますか。
副市長 大変難しい課題である
と認識しています。
市の単独費用でやる事業は市
−

−

−
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−

し、１社は平成 年 月操業さ
れ、もう１社は来年度の操業に
向けて造成工事が行われていま
す。市の３工業団地には計 社
が進出しています。❸私を本部
長とし副市長、関係３部長で構
成する企業誘致推進本部会議を
平成 年度に立ち上げ、この組
織を中心に企業誘致を推進して
います。小郡市は交通の要衝で
あり、積極的に取り組んでいる
ことを発信していることもあり、
多くの企業から問い合わせを頂
いているところです。❹国土利
用計画、都市計画マスタープラ
ンにおいて産業及び工業流通機
能の集積を図る区域に位置づけ
られているため、引き続き幅広
い業種において企業誘致を推進
していきます。一方で農業とも
調和のとれた土地利用を図って
いきます。❺市東部地区を中心
に７社から立地申出書を受理し
ており、幅広い業種の誘致につ
ながるよう取り組んでいきます。
環境経済部長 ❷本社機能を有
した企業は干潟工業団地に３社、
干潟第２工業団地に市内本社と
隣接する形で１社の計４社です。
−

佐藤 源

の支給がある職員については、
時間外勤務の命令の状況をもと
に労働時間を管理しています。
一方、管理職については、自己
管理に任せています。
経営政策部長 ❸労働基準法第
条に、公務のために臨時の必
要がある場合においては、官公
署の事業に従事する地方公務員
については 協定のほうは必要
ないと規定されていますので、
一般的には結んでいません。し
かし、一部の職員については協
定を締結する必要がありますの
で、今後、協定の締結の検討を
進めていきます。
時間外勤務の縮減、経費削減
とワークライフバランスの実現
のためにも進めてください。例
えば、ノー残業デーを始めたと
きに比べても時間外勤務時間は
減っていません。勤務時間をそ
の日の業務によってずらす等、
根本的に考え方を変えてくださ
い。何年も前に、やるぞと決め
たことをやっていても減らない、
本当にどうやって減らすか、職
員１人１人がコスト意識を持っ
て自分自身のマネジメントをお
願いします。

−

36

（おごおり創志会）

市職員の時間外勤務について
緊急財政対策計画の中で、市
職員の時間外勤務の縮減が挙げ
られています。財政が厳しい中
で経費削減として当然だと思い
ます。さらに、総労働時間を短
くすることは、働き方改革の方
針にも合います。❶昨年度１年
間の１人当たり月平均時間外勤
務時間は何時間ですか。❷どの
ようにして縮減するのでしょう
か。❸労働基準法第 条に規定
されている、 協定を結ぶ必要
性は無いのでしょうか。❹管理
職の方を含めて労働時間の管理
方法はどうなっていますか。
市長 ❶平成 年度の管理職を
除く正規職員の時間外勤務総時
間数はおよそ７万５千時間であ
り、１人当たりの月平均時間外
勤務時間数は 時間です。❷時
間外勤務の上限規制。ノー残業
デーのさらなる強化。時間外勤
務の事前命令の徹底。所属長に
よるマネジメントの強化を図っ
ていきます。❹時間外勤務手当
36

30

21

36

小野 壽義

29

（おごおり創志会）

企業誘致について
財政再建で重要なことは収入
を増やし、支出を減らすことで
す。これまでも企業誘致は行わ
れてきましたが更なる行動が必
要と考えます。❶これまでの取
り組みの成果について❷本社機
能を有した企業について❸今後
の取り組みについて❹インター
チェンジ周辺の土地利用につい
て❺今後の進出企業についてお
尋ねします。
市長 企業を誘致する大きな目
的は自主財源の確保、地元雇用
の拡大となります。さらに、新
たな企業活動が生まれ、地元企
業との融合やつながりが生まれ、
小郡市の持つ可能性の向上に期
待ができます。
❶これまで公的工業団地を造
成、分譲してきましたが、平成
年に農村地域工業等促進法が
農村地域産業促進法へ改正され、
工業団地を造成し誘致すること
が難しくなりました。平成 年
以降は２社を誘致企業と決定
29

29

−
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小坪 輝美
（日本共産党）

今後の方針をお尋ねします。
市長 宝満川左岸域の３ルート
の曜日運行の実施。市内のタク
シー業者３社とデマンドタク
シーの調査研究を進め、導入に
向けて検討を図っていきます。
多様な公共交通網の形成につい
ては、地域の特性などを十分に
把握して来年度までに方針、方
向性を定めて小郡市地域公共交
通活性化協議会において議論を
頂きながら進めていく方針です。
横隈津古ルートの方からの手
紙と古飯今朝丸ルートの方から
のメッセージを伝えましたが、
返事をお願いします。
市長 貴重な意見を拝聴しまし
た。交通手段をどう確保するか
は、行政の中でも大きな課題の
１つだと思っています。今のよ
うな声をしっかりと受け止めて
皆さんが移動しやすいように市
全体の中で考えていきたいと
思っています。
公共交通機関の在り方を考え
ていく上で、買い物支援だけで
はなく、健康維持の為の取り組
みやサークル活動が継続できる
ということも考慮してほしいと
思います。

7

−

−

（公明党）

ひきこもり対策について
❶市の実態調査はおこなって
いますか。❷県のひきこもり地
域支援センターへ繋いでいると
のことですが、アウトリーチを
含め、市との連携強化が必要で
す。その後の対応は継続的にで
きていますか。❸様々な部署で
ひきこもり情報の蓄積ができる
と思いますが、現在その情報が
生かされていません。今後、統
括部署はどこが担っていく予定
ですか。
市民福祉部長 ❶小郡市単独で
の実態調査は、現在おこなって
いません。❷ひきこもり地域支
援センターで状態が改善された
後に市の２次的な対策として、
生活困窮者自立支援事業におい
て就労体験、またボランティア
活動等の地域資源を活用しなが
ら自立支援をおこなっていると
ころです。❸今は直接対応でき
ていませんが、市では福祉課が
担当になると思います。情報収
集をしながら、どういった対応
が小郡市に合っているか今後検
討していきたいと考えています。
−

コミュニティバス実態把握のた
めの利用調査について
利用実態把握の調査結果から
分かったことは何ですか。
市長 宝満川左岸域の３ルート
では、高齢者の利用者、また買
い物や病院への通院等の目的の
利用者が多いこと。全く利用さ
れていないバス停があることが
わかりました。今後ルートの短
縮、目的に特化した運行等を検
討すると共に、日常生活に密着
した交通手段へと転換する必要
があると考えています。
今回のダイヤ改正で、あすて
らすが利用しづらくなったとの
声が聞かれます。特に考慮され
たことは何ですか。
都市建設部長 １番は委託して
いる西鉄バスの運転士の休憩時
間の確保。また、地元からの要
望で、バス停が欲しい、小学生
の通学に使いたいとの意見もあ
り、色々なことを含めて改正し
ています。
−

田中 雅光

不登校対策について
❶小郡市では千人あたりの不
登校数が、ここ数年国の平均よ
りも高くなっています。この件
について見解を尋ねます。❷日
頃から教職員とスクールソーシ
ャルワーカーやスクールカウン
セラーと連携して懸命に対応さ
れていますが、現在の体制で対
応できていますか。
教育長 ❶市の学校教育の大き
な課題の１つがこの不登校です。
様々な取り組みをしていますが、
現実なかなか減らない状況があ
ります。教育委員会としてもこ
の不登校への対応については重
要な課題と捉え、取り組みを進
めています。❷相談件数が莫大
な数になり、現実的に学校配置
のスクールカウンセラー、スク
ールソーシャルワーカー等が足
りない状況です。相談内容の半
分近くが不登校に関するもので、
学校現場が大変な状況にあるこ
とは捉えています。
−

−
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大場 美紀
（おごおり創志会）

防災・減災について
根幹的な治水対策に関し、県
・国へ強い働きかけとして、要
望していますが、現状報告をお
願いします。
市長 県において高原川や口無
川、宝満川との合流部の河道掘
削、土砂の撤去及び雑木の撤去
を行い流下能力の向上が図られ
ているところです。
また現在、天の川大橋から上
流部の堤防かさ上げなどの河川
改修が行われていて、去年の災
害を踏まえ、今後も十分な維持
管理とさらなる対策をお願いし
ているところです。
長期的な避難所運営における
課題、生活習慣に関わるお手洗
いやプライバシーの配慮などは
考えていますか。（２次被害の
回避）
経営政策部長 保健活動マニュ
アルを策定し、避難生活におけ
る感染症や、エコノミークラス
症候群の予防など、保健活動に
ついての活動指針を整備してい
−

ます。
トイレの問題、女性、性的マ
イノリティーの方への配慮、ま
た支援物資の受け入れ態勢、市
民の皆様による避難所の自主運
営体制の構築など、課題がまだ
まだありますが、今後も被災さ
れた自治体の経験を学ばせてい
ただきながら随時取り組みを進
めていきます。
詐欺被害について
被害者支援に関する相談窓口
についてお尋ねします。
市長 総務課防災安全係で行っ
ていますが、それぞれの課に相
談されているケースもあります。
被害に遭われた方からの相談が
あった際には、警察に届け出る
ように案内しています。また相
談内容によっては関係機関へつ
なぐようにしています。
被害にあわれた方は、今後の
生活に不安を抱えたり、自尊心
が傷つき、ひきこもりになりや
すいので、しっかりと寄り添え
る体制を作っていただきたいと
思います。
−

−

−

百瀬 光子
（公明党）

自殺対策について
我が国の自殺者数はピーク時
には３万人を超え、その後減少
しているものの、未だに高い水
準です。そのような中、今年３
月に小郡市自殺対策計画が策定
されました。そこで、❶自殺対
策の取り組み❷子ども、若者の
自殺対策の推進❸ゲートキーパ
ー養成についてお尋ねします。
市長 ❶４つの基本方針として、
⑴自殺予防の理解促進⑵相談体
制の充実⑶生きることの促進要
因への支援⑷心の健康づくりの
推進について取り組むことにし
ています。
教育長 ❷教育活動全体を通し
て、児童生徒１人ひとりの自尊
感情を高めるような指導の工夫
をしています。
市民福祉部長 ❷福岡県若者自
立相談窓口の設置や、本市では
人 権 擁 護 員 が 実 施 し て い る ＳＯ
Ｓミニレターの取り組みがあり
ます。❸自殺の危険を示すサイ
ンに気づき、声掛けや傾聴、必
−

要な支援につなげるなどの適切
な対応のできるゲートキーパー
は自殺予防に効果的だと考えま
す。県の養成講座の周知と参加
の推進を図っていきます。
女性活躍の推進について
高齢化社会が進む中、誰もが
安心して暮らす為に地域におけ
る共助・互助の体制づくりが重
要であり、キーワードは女性の
活躍です。❶校区まちづくり協
議会及び行政区における女性役
員の登用の推進❷自主防災組織
及び防災部会への女性の参画の
推進についてお尋ねします。
市長 ❶女性の参画状況は校区
まちづくり協議会の役員会で
・５％、全体で ・４％とほ
ぼ横ばいの状況です。基盤整備
する中で、女性登用についても
意見交換をしていきます。❷防
災部会への女性の参画は部会員
１１４人中８人です。校区の防
災部会や自主防災組織の女性の
参画の必要性について積極的に
啓発を行っていきます。
市民福祉部長 ❶市のまち×ひ
とカフェ事業等の地域活動や市
民活動の支援を通し、女性の活
躍を推進していきます。

12

−

−

24
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11

9

（志成会）

−

山田 忠

であると考えます。❸宝満の市
は、小郡市の地産地消推進拠点
として重要な団体と考えていま
す。１日も早い再開を図るため
に、協議を重ねていきます。
環境経済部長 ❸ポケットパー
ク移転となれば公共施設の使用
許可、構造物の建築となれば地
区計画の変更等が出てきます。
また、公共施設として水道やト
イレの整備をどうするか検討が
必要になってきます。
農業振興と観光誘客による経
済の活性化の取り組みについて
お尋ねします。また「食と農の
複合施設」構想については財源
がはっきりしない中での建設は
困難ではないかと考えます。早
急に一定の結論を出す必要があ
るのではないですか。
市長 都市近郊の優良農地を抱
える小郡市が食、そして農をテ
ーマに誘客を図っていく、その
象徴的な場が「食と農の複合施
設」であると考えます。
副市長 構想としては非常に有
意義だと思いますので、うまく
いくのか、成果が見られるのか、
その辺を見極めながら、今後判
断をしていく必要があります。

−

（志成会）

ています。歳入歳出の今後の伸
びの乖離が財政状況を悪化させ
る大きな要因となっています。
歳入に合った歳出に努めること
が最重要な課題です。一般財源
の削減に向けて、投資的経費の
抑制、事務事業、経常経費の見
直し、総人件費の圧縮などに取
り組みます。また、収入増加の
対策として、ふるさと納税制度
の充実により、まちづくり支援
基金からの繰入金の増加、市有
地売却や企業誘致、土地開発公
社からの寄附金などによる増収
を目標としています。
虐待から子どもの命を
みんなで守ろう！
全国で児童虐待による痛まし
い事件が後を絶たない状況の中、
「児童虐待防止対策強化法」が
成立しました。市民に身近な行
政機関である市の支援が重要で
す。そこで、今後の支援体制の
強化についてお尋ねします。
子ども・健康部長 児童虐待を
許さない社会の構築に向けて、
関係機関との連携や地域の見守
りを密にし、強化していきます。
−

農業振興策について
近年、世界の農業情勢が我が
国の地域産業にも影響を及ぼす
ようになってきました。国際社
会との関わりの中で地域農業の
持続的な発展を考えていく時代
になってきたと言えます。この
ような中、市としての今後の農
業振興策をお尋ねします。❶Ｉ
ＣＴ 技 術 を 活 用 し て 効 率 を 図 る
スマート農業の取り組みについ
て❷経営感覚にすぐれた若い人
材の育成について❸直売所「宝
満の市」の支援及び再開に向け
ての検討課題について。
市長 ❶農業のスマート化は、
投資的要素も大きいために、し
っかりとした企業経営感覚によ
る営農が前提となっていると思
います。地域の意欲的な営農者
とともに、スマート農業の実用
性の検証や国の推進事業の動き
を注視していきます。❷国の支
援事業などの活用により、経営
状況の確認やアドバイスで関係
機関との連携による支援が大事

−

後藤 理恵

市民生活を守る財政再建を！
市の貯金に当たる財政調整基
金を取り崩し財政収支の均衡を
保っている状況が続いています。
令和元年度の残高は 億３１０
０万円を見込まれていますが令
和２年度以降も６億円から８億
円弱の財源不足と見られ、さら
に令和３年度には基金が枯渇し
て予算が組めない状況に陥って
しまいます。この危機的な財政
状況で出された「小郡市緊急財
政対策計画」が市民生活にどう
影響を及ぼすのかまだはっきり
見えてきません。そこで今後の
財政収支の見通し、一般財源削
減そして収入増加の見込みにつ
いてお尋ねします。
市長 一般財源の大幅な増加は
見込めない中、年々増加する社
会保障経費である扶助費や介護
保険事業特別会計、後期高齢者
医療特別会計に対する繰出金、
消費税率改定による物件費や会
計年度任用職員制度の導入によ
る人件費の増加などが見込まれ
−

−

おごおり市議会だより

廣瀬 勝栄
（市民クラブ）

２０１７年の通常国会におい
て、会計年度任用職員について
定めた地方公務員法及び地方自
治法の一部を改正する法律が成
立し、平成 年５月 日に公布
され、来年４月から施行されま
す。改めて、この法改正の趣旨
と法改正を受けての市としての
認識をお聞かせ下さい。
市長 今回の法改正は、臨時・
非常勤職員制度に関する大きな
変更となります。法改正の趣旨
を踏まえた検討を進め、適正な
人員配置に努めるという方針の
もと、改正法の施行日である来
年４月１日に、適切に制度が移
行できるように、準備を進めて
いきます。
今回の緊急財政対策計画で市
長が特に目指したものはどうい
った点なのかお聞かせ下さい。
市長 社会環境や市民ニーズの
変化とともに、新たな行政需要
に対応していくために、既存の
個別事業について、その事業の
緊急性、重要度、優先度などを
検証し、事業自体の廃止、縮小、
見直しを行うことにより、経常
経費の削減に取り組んでいきま
す。

−

−

田代 和誠

で、その想いはぜひご理解いた
だきたい。それに向かって頑張
ろうという気持ちが今１つにな
っているところですから、これ
から見守っていただき、温かく
応援をしていただきたい。
また計画を来年度予算編成の
中で具体的にお見せすることで、
皆さんの理解をさらに広げてい
きたいと思っています。このよ
うな厳しい状況の中、しっかり
歯を食いしばりながらも、一方
では市政をしっかりと前に進め
ていく、そんな住民の視点に立
った仕事を職員と一緒にしてい
きたいと思っています。
副市長 基本的にこの２年間で
やってきたのは、職員を通して
経営というものは、歳入を見て
いかに歳出を合わせていくのか
ということについて一生懸命積
み上げてきたところです。その
意識が１つになってきたという
ことから、意識改革はできたと
思っています。市民生活に支障
がないようにするために職員と
一緒に知恵を出していきたと思
います。
−

30

職員の労働環境・
働き方について
時間外勤務について、市長就
任後２年間で現状がどのように
なっているのか。どのような課
題意識を持っておられるのか。
今後どのように取り組んでいか
れるのかお尋ねします。
市長 平成 年度の全正規職員
の時間外勤務総時間数は７万５
千時間であり、平成 年度の６
万４千時間と比較し、１万１千
時間増加しています。年々増加
している時間外勤務を縮減して
いくためには、これまでのノー
残業デーの取り組みをさらに強
化し、事務概要調書ヒアリング
により事務量や人員体制の把握
を行って、職員を適正に配置す
ることが引き続き重要であると
考えています。また、今後も必
要に応じて、産業医や職員団体
と十分に連携し、協議を行い、
職員の心と体の健康を守りなが
ら仕事ができる環境づくりを進
めたいと考えています。
29

（志成会）

財政対策計画に不安！
３月議会で財政健全化計画を
５月末までに策定することが示
されましたが、提出された財政
対策計画を見ると明らかに内容
の不足を感じます。これからや
るべき計画には既に取り組んで
いなくてはならない内容が多く、
詳細についても聞かなくてはわ
かりません。本来ならばもっと
議論のできる状態で提出すべき
です。
計画書は、作り手の想いや覚
悟が見えるものですが、今回提
出された財政対策計画には、そ
れが感じられません。このよう
な計画なら３月議会後すぐに出
せたのではないかと思います。
この財政対策計画でいいと思っ
ておられるのか率直にお聞きし
ます。
市長 計画の策定にあたっては、
さまざまな形で、幹部職員を中
心として、どれだけのことがで
きるのか、ぎりぎりの数字を表
に出すということは大変なこと
−

−
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−

19

−

26

21

井上 勝彦

今から取り組む緊急経済対策
計画で今まで出来なかった民間
委託の推進について具体的にど
のように進めていきますか。
経営政策部長 県内 市の状況
は民間委託している自治体が学
校給食調理業務で 市、窓口業
務で 市です。全国的な流れや
他自治体の事例も注視しながら
民間委託を推進します。
副市長 高齢社会により扶助費
等の義務的経費が伸びていく中
にあっても市民生活を守ってい
くためのサービスは必要です。
他自治体では民間委託が当然の
ように行われているという実態
がありますので、小郡市として
も取り組んでいかなければなり
ません。
従来の組織や市役所内で取り
組むのではなく、推進委員会等
には第３者的な方々の既成概念
にとらわれない斬新なプランや
意見が必要であると考えます。
大胆に取り組んでください。

10

−

（おごおり創志会）

財政健全化への取り組みでの
人件費の抑制について
経常経費の中でも人件費がそ
の多くを占めています。他市と
比べて人件費が特に高くなって
いる要因をお尋ねします。
市長 財政規模に対して職員数
が多く、公共施設を市が直接管
理運営していることも１つの要
因です。公共施設には嘱託職員
を多く配置しており、県内の人
口が同規模の自治体と比較しま
すと嘱託職員数が平均よりも多
い状況です。また、人件費が低
い自治体は民間委託を積極的に
推進しています。
平成 年から進めてきている
行財政改革行動計画の中でも民
間委託を積極的に推進するよう
に計画をされていましたがその
取り組みと進捗についてお尋ね
します。
経営政策部長 民間委託の進捗
についてはさまざまなハードル
がありますので進んでいないと
いうのが現状です。
−

（志成会）

経営政策部長 附帯決議の件は
触れていませんが、その内容へ
の対応については掲載していま
す。
昨年 月の議会だよりでは決
算審査特別委員会での審議内容、
また意見書を総意として提出し
たことについても報告していま
す。広報おごおりでは触れられ
ていませんが内容を何らかの意
図で制限されていますか。
経営政策部長 そういうことは
ありません。
市長の後援会だよりと４月の
広報おごおりは類似点が多いよ
うですがどうお考えですか。
市長 伝える事実は一緒ですか
ら、中身は近寄ってくると思っ
ています。
市長は３月議会で「議会が後
援会ニュースを取り上げてさま
ざまご指摘することは、大変違
和感を持たざるを得ません。」
と答弁されました。今後は後援
会だよりについても、市長が責
任を持ってお答えいただけたら
大変助かります。
−

−

深川 博英

広報紙の公益性、
公平性について
市民に対する情報発信ツール
の１つである広報おごおりの公
益性、公平性についてどのよう
にお考えですか。
市長 市民と行政が情報を共有
するための身近な媒体であり、
市民へ正確な情報をお伝えする
に当たり、公益性、公平性に配
慮した上で製作しています。
４月１日の広報おごおりに
「平成 年度予算が成立」と題
して市長名で予算の説明をされ
ていますが何か意図があっての
ことですか。
市長 新年度予算をお伝えする
に当たり、市の直面している財
政的な課題やこれまでの取り組
みやどんな方針で予算の編成を
行ったかについて、市民のご理
解、ご協力をいただくために掲
載しました。
予算審査特別委員会での附帯
決議のことは一切書いてありま
せんがどういうことですか。

11

−

−

−
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−

とおりです。

行いました。主な質疑は次の

割付託３件を含む）の審査を

けた執行部提出議案７件（分

月６日に開催され、付託を受

総務文教常任委員会は、６

専決処分を報告し、承認を求

とおりです。

行いました。主な質疑は次の

割付託３件を含む）の審査を

けた執行部提出議案９件（分

月７日に開催され、付託を受

保健福祉常任委員会は、６

保健福祉常任委員会報告

職員の勤務時間、休暇等に

めることについて（小郡市国

暇等に関する条例施行規則に

に準じ、職員の勤務時間、休

の改正が行われた国家公務員

限度時間を定める人事院規則

の限度額を

問：基礎課税額（医療費分）

の拡充を行うものです。

る国民健康保険税の軽減措置

額の見直しと低所得者に対す

問：任命権者が別に定める例

を改正するものです。

置の拡充により、調定の減収

４世帯です。あわせて軽減措

答：対象となる世帯は、１４

額は１６０万円となります。

都市経済常任委員会報告

けた執行部提出議案

月

都市経済常任委員会は、６

時間を超える業務、例えば、

とおりです。

件（分

税の確定申告、住民税の賦課

割付託３件を含む）の審査を

日に開催され、付託を受

業務、選挙事務など、現状を

行いました。主な質疑は次の

おいて時間外勤務がひと月

応、あるいは、現在、各課に

の生命、身体を守るための対

答：重大な事件・事故、個人

業務ですか。

外業務とは具体的にどういう

61

踏まえて例外業務を定める予
定です。

10

10

12

総務文教常任委員会報告

関する条例の一部を改正する

規定するにあたり、条例中に

とで、影響が出ている世帯は

国民健康保険税の課税限度

正する条例）（報告第５号）

民健康保険税条例の一部を改

号）

条例の制定について

（議案第

規則に委任する規定を設ける

どれくらいありますか。

万円に上げたこ

必要があるため、条例の一部

時間外勤務命令について、

33

古賀 敏彦

を可決しました。今般、議会へ
示された「小郡市緊急財政対策
計画」を作成するにあたりどの
様な点に注意を払われましたか。
田篭元市長は今の財政状況より
も良い状況にも関わらず市民に
申し訳ないと、給与を３％カッ
ト、平安前市長は ％カットし
ました。加地市長は給与カット
する考えはないでしょうか。
市長 既存の個別事業を検証し、
事業の廃止、縮小、見直しを行
い、経常経費の削減に取り組ん
でいきます。特別職の給与カッ
トについての判断は、自ら行う
ものです。議員の報酬はどうな
っているのか市民の方からもお
尋ねいただいています。
財政再建のためには市民の皆
さんに大きな迷惑をかけるわけ
です。市長自身が給与カットし
ないとはどうなんでしょうか。
先輩議員は、平成 年１月分
から平成 年 月分まで議員報
酬を２％カットしました。私は
当たり前の様に議員報酬をその
ままいただくことは出来ません。
今後、議員報酬のカットを実現
すべく、多くの議員の賛同を得
るよう尽力してまいります。
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（志成会）

高齢者の運転免許証
自主返納事業について
高齢者の運転免許証自主返納
事業をどうして止めたのですか。
免許証を返したら生活に支障を
きたす人が沢山います。このよ
うな人達に、踏み間違い防止装
置の取付費用として、うきは市
は最大３万７千円。熊本県玉名
市は５万円補助しています。小
郡市でも補助できませんか。
市長 返納を迷っていた方々の
返納を促す刺激策としては一定
の成果がありました。今後は、
公共交通体系の整備や買い物支
援の施策に注力すべきだと判断
しました。
経営政策部長 踏み間違い防止
装置については、国の動向も注
視しながら、効果的な施策を検
討していきます。
財政再建について
本年３月議会において、「速
やかに財政状況の改善策を講じ
ること。」という附帯決議を付
けて平成 （令和元）年度予算
−

−
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