おごおり市議会だより

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
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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）
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★平成
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