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井上 勝彦

針です。食と農の複合施設は民
間事業パートナーとの連携を進
め、令和２年度中の整備方針策
定を目指します。
交通弱者や運転免許を返納さ
れた高齢者への移動支援につい
て伺います。
市長 デマンドタクシーの導入
と自治会バスの有償化による市
民参加型バスの取り組みです。
高齢者の運転免許返納は自由度
の高いマイカーの代替手段が前
提となっています。乗る側を起
点としたデマンドタクシー（利
用者が希望する時間に希望する
場所まで送迎）の導入について
調査研究を進め、来年度中に制
度設計する予定です。
自治会バスは、法に基づき登
録を行うことにより、有償運行
が認められるよう変わってきて
います。現在２つの校区で運行
されていますが、有償による新
しい市民参加型のバスを研究し、
さらに多くの校区で自治会バス
が運行できるよう取り組みます。
−

髙木 良郎
（志成会）

財政健全化計画について
今年の予算編成にあたり考慮
されたこと、市民生活に対する
影響についてお尋ねします。
市長 市民生活に大きく影響す
るような削減は行わないという
考えで予算を編成しました。
削減の中身について具体的に
説明願います。
経営政策部長 投資的経費の削
減や事務事業の見直し、総人件
費の圧縮を行いました。
財政再建には一般財源の削減
が急務ですが、削減はわずか５
２００万円です。基金は取り崩
さないとのことですが、土地開
発公社からの寄付や土地の売却
等の４億円を含めていませんか。
経営政策部長 計画で繰り入れ
る予定の財源でした。
枠配分方式により削減したと
いうことですが、立場の弱い所
や切りやすいところを切ってい
ませんか。市民生活に影響が大
きい公共施設開館日の見直し等
をおこなわれていますが、コ

ミュニティセンター開館日見直
しの削減効果は８館で年間 万
円、年間２６００人が利用する
プール助成金も削減効果は 万
円しかありません。カットする
のはどういう判断ですか。
経営政策部長 市民への影響を
最小限に抑えると共に経費削減
を踏まえて見直しました。
体育館建設の時期は検討委員
会では令和３年の予定ではな
かったですか。
副市長 令和５年以降に建設す
る方向で調整中です。
令和５年から考えるのならば、
いつになるのでしょうか。
副市長 財源確保を検討中です。
消防署の建て替えは令和５年
だそうですが、国の特例債が使
えないため５億円近く余計に費
用がかかりませんか。
副市長 特例債の継続について
は国の議論が整っていません。
食と農の複合施設、給食セン
ター建替えの時期はいつですか。
副市長 令和２年度中に方向性
が示されればいい
なと思っています。

61

65

（おごおり創志会）

施政方針について
災害に対する備えや対策をど
のように進めていきますか。
市長 防災体制強化のために新
たに防災安全課を設置します。
２年続いた豪雨災害の教訓から、
いかなる浸水被害が発生しても
人命が損なわれないことを最優
先し、国土強靱化地域計画を策
定します。また、河川の浚渫に
より、越水や堤防の決壊対策と
併せ、雨水の貯留対策や保水機
能を強化し、減災・縮災に取り
組みます。
公共施設（体育館・庁舎・食
と農の複合施設）の整備にどの
ように取り組みますか。
市長 体育館は国の補助金を活
用する方針で令和３年度中に整
備スケジュールをお示しする予
定 で す 。 庁 舎 は 民 間 活 力 （ ＰＰ
Ｐ ・ ＰＦＩ ） を 導 入 し 、 さ ら に
庁舎用地を活用した賃貸物件の
整備を同時に行うことで、新庁
舎建設費の償還金に充てること
も視野に入れ、整備していく方
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記録媒体からの情報流出防止
策は、業者との保守業務契約に
個人情報の取り扱いや機密保持
義務に関する内容を規定し、契
約終了後も情報の漏えい防止を
求めています。
行政情報開示はできていますか
情報公開の対象文書、公開ま
での庁内の手続き、職員への制
度の周知についてお尋ねします。
市長 対象となる文書は、条例
により、市職員が職務上作成
し、または取得した文書や写真、
フィルム及び電磁的記録であっ
て、現に保有しているものと規
定されており、保存年限を超え
たものでも廃棄されずに保存さ
れていれば開示の対象となりま
す。
行政文書は原則開示ですが、
個人や法人などの権利利益を侵
害する場合などは開示しないこ
とが条例で定められています。
その判断は所管課と総務課が協
議して決定する必要があります。
職員に対しては、情報公開条
例の逐条解説を庁
内の情報共有シス
テムに掲載し、周
知しています。
10

31

−
10

31

佐藤 源

の充実、働きやすい職場環境に
もつながり、より良い市民サー
ビスを提供できるようにしてい
きたいと考えています。
平成 年度の当初予算と比べ
て ％削減したのですか。
経営政策部長 平成 年度の補
正予算と比べて ％削減した予
算を計上しています。
小郡市職員の各種会議について
勤務時間の中で大きなウェイ
トを占める「会議」について、
改革の議論があってしかるべき
だと思いますが、いかがですか。
市長 自治体の運営する会議は、
根回しされた意思確認の場が多
く、参加が目的化する会議が多
いといえます。準備にかかる時
間も多いと言わざるを得ませ
ん。会議時間というのはまさに
時間の投資であり、改めてコス
トになることを職員と共に認識
し、会議開催の見直し、時間短
縮、資料の簡略化、メール活用
などを検討するきっかけにした
いと考えています。

10

−

（おごおり創志会）

小郡市職員の
時間外勤務について
以前、市職員の時間外勤務削
減のための手法について伺いま
したが、令和２年度予算におい
てどのように反映されたのです
か。また、市職員の働き方改革
をどう進めていくつもりですか。
市長 時間外勤務が年々増加し
ている状況を踏まえ、時間外勤
務の事前命令を徹底し、日頃か
ら事務や業務の分担の見直しを
行うことにしています。効果と
して、去年７月から今年１月ま
での時間外勤務時間数を平成
年度と比較すると、全ての月で
下回っており、 ％減少してい
ます。
令和２年度当初予算では、平
成 年度の時間外勤務時間数の
見込みを ％削減することを目
標に予算を計上しています。こ
の目標を達成するために、業務
自体の縮減を行います。縮減に
よって、時間外勤務の削減はも
ちろん、ワークライフバランス

7
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新原 善信

29

（市民クラブ）

小郡市民の個人情報は
守られていますか
個人情報について保護審議会
で問題とされたこと、行政、学
校、地域等での取り扱い、ネッ
ト上の人権侵害の現状と対応、
記録媒体の保守管理についてお
尋ねします。
市長 審議会での審議例として
国からの法定受託事務の中で、
個人情報を自衛隊へ提供するこ
とについて諮問し、審議会の答
申を受けて運用を改めた事例な
どがあります。
行政、地域などでの個人情報
の取り扱いは、平成 年の法改
正 で 、 ＮＰＯ 、 自 治 会 、 学 校 の
同窓会なども法の適用対象とな
り、小郡市では、自治会や民生
児童委員などへ個人情報保護の
手引で注意点を示しています。
インターネット上では、部落
差別解消推進法にあるように人
権侵害が横行していることから、
モニタリング事業の実施や講演
会の開催などを行っています。
−

−
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田中 雅光

ターを明確に位置づけることに
ついて❷のぞみが丘校区コミュ
ニティセンターは特に狭く、ま
ちづくり協議会の懇談会の中で
は、校内移設という話も出てい
ましたが、将来的に何か考えて
いますか。
副市長 ❶既に、協働のまちづ
くりという形で取り組んでいる
自治体の中には、市民活動支援
センターというものが明確に位
置づけられています。これは、
重要なものと認識していますの
で、条例を作成する中で、市民
活動支援センターの重要性を認
識しながら、取り組んでいきた
いと思います。
市長 ❷のぞみが丘生楽館の場
合には、学校の中に施設がある
という意味では、大変特徴的な
ものであると考えています。今
後は、学校教育と生涯学習、社
会教育、まちづくりなど、いろ
いろな目的を両立させていくに
は、学社融合というテーマの中
で、施設の利活用について考え
ていかなければな
らないと思ってい
ます。
−

田代 和誠
（志成会）

新型コロナ
いつでも動ける準備を！
市長答弁ではシミュレーショ
ンを重ね、最悪の事態を想定し
いているとのことでした。実際
に小郡市内の方が感染したらど
のような対応になるのでしょう
か。❶市民❷職員❸教育現場に
おいて感染者が出た場合を時系
列で詳しくお願いします。
子ども・健康部長 他自治体の
事例等を参考に検討しています
が、時系列で詳細までは定めて
おらず、個別のシミュレーショ
ンはしていません。
直ちにやっていただきたいと
思います。また、市長の考える
最悪の事態とはなんでしょうか。
市長 現在、業務がどの部分で
欠如するかを規定し、それに基
づいて応援体制をつくる確認に
とどまっています。しかし、速
やかに業務の重要性、市民への
密接度、緊急性などを分析し、
対応する意識を持っておかなけ
ればいけないと認識しています。
−

（公明党）

まちづくり条例作成について
これまで議会から、補助金や
交付金の根拠となる条例制定に
ついて意見書を提出しています
が、現在の規則のまま、これか
ら作成する条例に盛り込まなく
ても法的に問題は無いのですか。
市民福祉部長 今回の条例では、
まちづくりに関わる主体を応援
することを内容としたうえで、
その条例を根拠とした規則等に
より個別の支援を規定する方法
を考えているところです。
コミュニティセンターの
役割について
以前から市民活動支援セン
ターの新設を提案していました
が、とりあえず今のコミュニ
ティセンターを１つの活動セン
ターと位置づけて、ある程度開
放してはどうかと考えます。各
地域に拠点を置くことで、そこ
に交流が生まれ、お互いに協力
しあったり、人材輩出にもつな
がっていくと思います。
そこで、❶市民活動支援セン
−

−

−

最悪の事態については、さま
ざまなケースが考えられますが、
一番に避けなければいけないの
は、市内でクラスター感染が発
生することだと思っています。
クラスター感染により緊急事
態宣言が出され、まちが機能し
なくなり、商工業やサービス業
がどんどん潰れていく。ウイル
スで亡くなる方も出て、それ以
上に経営難でウイルスではなく、
自ら命を絶つ人が出ることが、
最悪の事態ではないかと思いま
す。そうならないためにも密な
シミュレーションをお願いしま
す。
市長 議員の問題意識、ご指摘
については、大切に考えなけれ
ばいけないと思っています。
ただ、主な対応や情報の管理
等は県が行うため、県との連絡
を密接に持ちながら、何か起き
た時には直ちに連携をとれる体
制こそが大事だと思っています。
緊張感を持って準備したいと思
います。

−

8
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します。
市民福祉部長 県が保険給付費
等を市町村に給付し、市町村は
被保険者数や所得水準、医療費
水準に応じて県が配分した納付
金を納める仕組みです。保険給
付費などが増加すると納付金も
増加するという関連性がありま
す。納付金の増加を抑制するた
めに、保険者努力支援制度の活
用を図っています。
この制度は、国が市や県の取
り組みを評価し、補助金を交付
するもので、具体的な評価指標
として、特定検診の受診率や
ジェネリック医薬品の普及率、
保険税の収納率があります。
以前からお願いしていた「収
入が激減した方への減免制度」
について、今後ますます必要性
が高くなるものと思いますが、
進捗状況をお尋ねします。
市民福祉部長 本市の実情に
あった形で制度化できればと考
えています。令和２年度中には
対応できるよう、制度化の準備
を進めていきたい
と考えています。
−

−
40

（志成会）

おり、小郡市民には、２回、図
書館関係でバッグをお渡しして
います。本を１冊にするという
のは、事業自体に大きな影響が
出るということで、布製バック
はやむを得ず、今回廃止しまし
た。
文化財行政について
小郡市指定の文化財の取り組
みについてお伺いします。
教育部長 特定の地域に偏った
取り扱いではなく、文化財を取
り巻く地元、地域住民が文化財
を継承する担い手として行う主
体的な活動に対して支援してい
ます。ソフト面とハード面に対
して補助事業の活用、宝くじの
助成などメニューの提案等も必
要と考えています。

−

深川 博英

図書館運営について
加地市長就任以降の図書購入
費削減について、市長の見解を
お伺いします。
市長 図書購入費については、
教育委員会内で議論いただいた
ところです。私の就任前にも図
書購入費が前年度と比べて少な
くなっている年度も少なくなく、
その時々の判断があったのでは
ないかと思います。図書購入費
に制約があれば、選書をさらに
丁寧にしてもらわなければなら
ないと考えています。
ブックスタート事業の絵本バ
ックの予算が削減されているこ
とについてお尋ねします。
教育部長 緊急財政対策計画を
受け、図書館の予算において削
減できるところは無いか検討し
ました。本事業については、こ
れまで２冊お渡ししてきた本を
１冊にする、もしくは布製バッ
グを廃止するか検討しました。
バッグについては、新１年生
に黄色い図書館バッグを渡して

9

−

−

小坪 輝美

−
65

（日本共産党）

国民健康保険税について
小郡市においては、来年度か
ら保険税を値上げせざるをえな
いとのことですが、来年度の改
定についてお尋ねします。
市長 県の激変緩和措置の縮小
により、小郡市の事業費納付金
が増加しました。今後も増加傾
向にあるとのことで、保険税率
については改定の検討が必要と
判断しました。今回の改定は、
事業費納付金の増加に対応して
いく中で、被保険者の急激な負
担などに配慮し、県から示され
た標準保険料率に段階的に近づ
けていくための改定です。
具体的にはどれくらい上がる
のかお尋ねします。
歳以上、単身、
市民福祉部長
年金収入１２０万円の場合は、
年額１７００円の増加、 歳代、
夫婦と子ども２人の世帯で所得
が３００万円（給与所得で４４
２万７千円）の場合は、年額１
万５００円の増加になります。
事業費納付金についてお尋ね
−
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−

百瀬 光子

学習会をしていこうとしていま
す。❸地域おこし協力隊が、地
産地消コーディネーターとして、
宝満の市の支援、特産品開発の
情報収集、小郡ファーマーズ
マーケットの企画・運営などに
携わっています。
新型コロナウイルス
感染症対策について
❶予防及び重症化予防の取り
組みについて❷市民への周知啓
発についてお尋ねします。
市長 ❶対策会議を開き、市主
催のイベントの中止、小中学校
の休校、施設の開放の中止を一
時的に行なっています。❷国や
県から最新の情報を入手し、広
報他あらゆるメディアを通した
正確な情報提供により周知啓発
に努めています。
市民福祉部長 ❶地域の見守り
や声かけ活動は極力電話での間
接的な手法で実施し、障がい児
については臨時休校中の居場所
の把握に努めています。❷聴覚
障がい者には県の相談窓口ファ
ックス番号を通知
しています。
−

山田 忠
（志成会）

市長の政治姿勢、方針及び市政
運営についての自己評価は
市長は施政方針の中で「つな
がるまち小郡」の取り組みをさ
らに加速させると言われていま
すが、新年度に予算計上されて
いる事業を見て感じることは、
当市の持つ立地条件や、ポテン
シャル等を踏まえた独自の政策、
施策があまり見当たらないこと
です。「つながるまち小郡」に
よる市長自身のまちづくりに対
する貢献度をどう考えておられ
るのかお尋ねします。
市長 就任当初から市民との対
話を大事にし、市民起点で考え
る市政運営に取り組んできまし
た。大きな課題に対しても職員
と一体となったつながりによる
意識改革、組織改革が進んでい
ます。
公約推進における変化について
市長のマニフェストに掲げら
れた体育館、道の駅建設につい
ては市民の多くが期待していま
すが、公約は今どのように進ん

でいますか、また今の状況をど
う捉えているかお尋ねします。
市長 食と農の複合施設（道の
駅）は基本計画の策定に着手し、
約束通り着々と進行しています。
体育館は、将来に負担を残さな
いダウンサイジングや性格づけ
を変える作業を行っており、方
向性どおり進んでいます。
第６次総合振興計画
策定について
策定に向けての市民アンケー
トによると、 代から 代の若
者の「転出したい」が、平成
年度の調査から ポイント上
がっています。その理由と行政
の努力でどう改善するのかお尋
ねします。
市長 数字については、この
年間における第５次総合振興計
画の評価を見直していかなけれ
ばいけないと思います。第６次
総合振興計画においては、若者
が今後このまちに住み続けるに
は、どういう要素を取り入れる
のか、しっかり課題として考え
ていきたいと思い
ます。
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−

−

（公明党）

食と農の推進について
地域の農業が安定し、地域農
産物が市民に十分に供給される
仕組みは大切です。そこで❶多
様な担い手の育成と確保につい
て❷農業経営の安定化に向けた
取り組みについて❸地産地消の
推進についてお尋ねします。
市長 ❷生産の安定化に向け、
農業ため池や水利施設などの環
境整備や少ない労働力で最大限
の効果を生む機械導入補助事業
を行っています。❸地産地消は
宝満の市が推進拠点となるよう
支援に取り組んでいます。また、
中小規模の農家は地元中心に、
学校給食への納入も行われてい
ます。
環境経済部長 ❶農業の担い手
の大規模経営を促進する為、農
業経営の法人化や農地の集積を
図るとともに、中小規模農家等
に対しては、販路である直売所
の充実を図っています。❷消費
者ニーズへの対応については課
題があるので、農業者団体での
−

−

−
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（志成会）

古賀 敏彦

調整基金の取崩しを抑えること
が出来ました。今後は基金の積
み増しを図っていきます。
経常収支比率が筑後地区で一
番悪く、加地市長になって１．
５ポイントも悪化しています。
このことについてどの様に考え
ますか。
市長 扶助費の増大等により悪
化しましたが、人件費の圧縮や
公債費の見直しをおこなってき
ました。
その様に努力しても１．５ポ
イントも悪化したのでは、努力
したと言えるのでしょうか。
小郡市緊急財政対策計画によ
れば、財政調整基金が３年後の
令和４年度までに１４００万円
しか増えません。このような計
画そのものが如何なものでしょ
うか。２００億円の予算規模な
ら、最低でも 億円は基金を
持っていなければ健全な財政運
営はできないと思います。
経営政策部長 令和元年度末に
は 億６００万円ですが、決算
時にはもう少し増
えると考えていま
す。

20

−

廣瀬 勝栄

れています。小郡市でも緊急財
政対策計画の財政見通しにおい
て整備することを織り込んでい
ます。
昨今の豪雨災害の状況に鑑み、
建て替えによって、将来の地域
の防災拠点としての役割が強化
されるものになるよう、消防本
部と協議していきます。
下水道事業についてお尋ねし
ます。
市長 現在、立石校区と味坂校
区の整備を進めています。今後、
令和２年度に下水道の事業認可
区域の変更を行い、立石校区と
味坂校区の残りの下水道整備予
定区域について、その後５年以
内に公共下水道の整備を行う区
域に編入する予定です。令和７
年度完了を目指して整備するこ
とを目標としています。

令和２年度予算について
どの様なことに留意され予算
を編成されたのですか。
市長 市民生活に大きく影響す
るような予算の削減は行わない
という点に留意しました。
市民生活に大きく影響するよ
うな削減は行わないとはどうい
うことですか。
市長 施設利用等について市民
の皆さんが補い合うことができ
れば大きな影響がないと判断し
ています。
財政再建について
健全な財政運営なくして市政
運営はできません。加地市長が、
一般家庭における普通預金にあ
たる財政調整基金を前市長から
受け取ったときは、 億７千万
円ありました。しかし、小郡市
緊急財政対策計画によれば、加
地市長就任２年後の平成 年度
決算見込みでは、 億３千万円
になるようですが、大丈夫です
か。
市長 枠配分方式により、財政
30

（市民クラブ）

緊急財政対策計画中の
既存計画事業の推進について
緊急財政対策計画を受け、今
後の事業計画について４点にわ
たり質問します。
新総合体育館の建設について
お尋ねします。
市長 現体育館の老朽化が著し
く、機能面においても課題があ
ることから、建て替える方針は
変わっていません。現段階では、
財政的に有利な起債事業につい
て、国、県と協議を行っている
ところです。
給食センターの建て替えにつ
いてお尋ねします。
市長 用地の選定を進めていま
す。さらに、整備、運営、建物
の維持管理などについて、民間
の力を活用することを検討して
いきたいと考えています。
三井消防署の建て替えについ
てお尋ねします。
市長 久留米広域消防本部によ
る事業であり、消防体制整備計
画の中で整備することが予定さ
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−

−

後藤 理恵
（志成会）

フレイル予防による健康寿命の
まちづくりについて
フレイルとは、加齢に伴う予
備能力の低下のためストレスへ
の抵抗力、復元力が低下した状
態とされます。フレイル高齢者
は複数の慢性疾患の併存などの
影響もあり、身体的、精神心理
的、社会的脆弱性などの多面的
な問題を重複しやすく健康被害
を招きやすいハイリスク状態
です。地域在住高齢者では７．
４％がフレイルで、 ％が予備
群とされています。
しかし、栄養、運動、社会参
加などのしかるべき介入や支援
により生活機能の維持、向上は
可能です。
高齢者人口の増加とともに要
介護高齢者及び医療費、介護給
付費などの社会保障費も増加の
一途を辿り、この抑制は健康長
寿大国を目指す我が国における
喫緊の課題となっています。
人生１００年時代を迎え、高
齢者が住みなれた地域で自立し
48

大場 美紀

くりは必要です。今後任期付職
員制度の活用を検討したいと考
えています。
ごみ処理について
ごみ処理の費用には、収集、
運搬などの委託料並びに施設費
などがありますが、現状の経費
の内訳及び一人あたりにかかる
金額についてお尋ねします。
環境経済部長 経費については
じん芥処理費で予算化していま
す。平成 年度決算は 億５６
９２万円です。一人あたりにか
かる金額は、クリーンヒル宝満
の起債償還分を除いた額で１万
２６１８円です。ともに過去５
年通して増加傾向にあります。
ごみの戸別回収は経費がかか
るとのことですが、今後も継続
されますか。
環境経済部長 今後の高齢化社
会を考えると、高齢者が拠点回
収の場所まで、ごみを持ってい
けない状況も出てきます。基本
的には戸別回収を継続していく
考えです。
−

−

（おごおり創志会）

第２次小郡市男女共同参画計画
施策見直しについて
男女共同参画推進室が設置さ
れていますが、室長は秘書広報
課長（令和２年４月１日から機
構改革により総務広報課長）が
兼務で係長も配置されていませ
ん。この体制で見直した計画の
実現が図られますか。
経営政策部長 第２次計画推進
のためにも次年度の体制につい
ては、識見ある方を迎え取り組
んでいきたいと考えています。
庁内の育児休業取得について
育児休業を長期に取得した場
合の職員の補充は、どのように
されていますか。
経営政策部長 基本的には、臨
時職員を配置しています。
臨時職員での対応で、業務遂
行に不具合はありませんか。
市長 より高度な専門的知識を
必要とする場面が増えています。
安心して育児休業が取得できる、
また周りの方も優しい気持ちで
送り出せる、そのような環境づ
−
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た生活を維持し、さらに担い手
側にもなってもらう、そういっ
た健康長寿の延伸に向けての取
り組みとして、フレイル予防が
重要かつ不可欠であると考えま
す。そこで、本市の現状及び取
り組みについてお尋ねします。
市長 昨年末で 歳以上人口が
１万６千人を超え、４人に１人
が高齢者となり、高齢者のうち
６人に１人が要支援介護認定者
となっています。市では手軽に
できる筋力トレーニングや健康
講話を実施し、運動や口腔・栄
養について学び、高齢者が元気
に自立して過ごせ
る時間の延伸を目
指しています。

−

65

12

