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平成28年９月定例会
員会
決算審査特別委

設置

平成27年度
歳入歳出決算認定について
歳入１４２億円、歳出１４８億円

使途を審査

特別会計

歳入２０６億円、歳出１９６億円

一般会計

平成27年度小郡市一般会計ならびに特別会計歳入歳出決算認定につい
ては、議員全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、９月６日から４
日間にわたり質疑ならびに委員間討議を経て採決を行った結果、歳入歳出
決算認定８件については、いずれも全会一致をもって認定されました。
※決算概要は「広報おごおり」10月号をご参照ください。

◎担当部課長・係長からの説明を受け質疑を行い、さらに委員間討議として取り上げ
た主な課題は次のとおりです。

ため池の保全管理

市民の健康づくり

管理が困難になってきています。今

きた水利組合や集落のみでは十分な

ている中で、これまで管理を行って

もに、農業従事者が減少、高齢化し

近年、農村地域の混住化が進むとと

災としての役割を果たす施設ですが、

理し、新たな施策も視野に入れて市

い難い状況です。今後、問題点を整

業費の割には効果が上がったとは言

努力は認めるものの、事業年数と事

リーダーを養成しながら推進を図る

に意見が集中しました。健康運動

みが、計画通りに進んでいないこと

行政区における健康運動の取り組

後、行政、関係機関並びに地域の関

民の健康増進に取り組んでいくこと

ため池は本来、農業利水や地域防

係者で、ため池の雑草や泥の堆積状

が必要です。

小郡市老人クラブ連合会から行政

老人クラブの育成

況の点検を行い、地域の環境保全に
向けた取り組みが必要です。

学童保育

区単位の老人クラブの脱会が後を絶

て努力するよう、行政に対しお願い

学童保育の対象者が小学６年生ま

現在、三国校区学童保育所と小郡

してきました。保健福祉常任委員会

たない状況について議論しました。

校区学童保育所は過密状態にあり、

に於いても所管事務調査を行い、課

で拡大され、今後、学童保育を必要

適正規模で子ども達が安全に過ごせ

題の把握に努めてきました。今、抱

この問題については過去３年にわ

る施設の建築、整備を早急に行うこ

えている問題点を行政もしっかり把

とする子ども達が増加することが考

とが必要です。なお、この件につい

握し、問題解決を図ることが必要で

たって、老人クラブの活性化に向け

ては保健福祉常任委員会に調査研究

す。

えられます。

を付託することとなりました。
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次世代を担う若者世代にかける期待は大きいことから、高校生と意見交換

小郡市役所

災害時の備蓄

三井高校

平成 年度
決算審査特別委員会意見書

16時～18時

ため池の保全管理事業について

11月16日（水）

１

小郡高校

備蓄計画は立てたけれども中身が

小郡高校

近年、農村地域の混在化が進むと共

することで市政推進に役立てることを目的に、今回は高校生との意見交換

会を行うものです。（傍聴される方は当日会場へお越し下さい。）

伴っていないとの指摘がありました。

16時～18時

に、農業従事者が減少、高齢化する中
で水利組合や集落のみでは十分な管理
が困難になっている。今後、行政、関
係機関並びに地域の関係者で、ため池
の雑草や泥の堆積状況の点検を行い、
市民の健康づくり事業について

地域の環境保全に向けて取り組むこと。
２
行政区における健康運動の取り組み
が、計画通りに進んでおらず、事業年
数と事業費の割には効果が上がってい
るとは言い難い。今後問題点を整理し、
新たな施策も視野に入れて市民の健康
老人クラブ育成事業について

増進に取り組んでいくこと。
３

市老連からの脱会が後を絶たない状
況のなか、過去３年間にわたり老人ク

11月14日（月）

例えば、発電機はあるがそれを動か
す燃料が無いとか、福祉避難所に於
いては、計画では備蓄するように
なっている食料品が備蓄されていな
いなどです。
施設や備品の管理は今後の課題と
言えます。その解決とともに災害時
に活用できる備蓄の充実を図ること
が必要です。

なお、ため池の保全管理について、

ラブの活性化に向けて努力するようお
願いしてきたが、一向に改善が見られ
ない。行政として単位老人クラブや市
老連が抱えている問題点をしっかり把
握し、十分認識した上で、問題の解決
災害時における備蓄事業について

を図ること。
４

備蓄計画の内容に沿った物資の備蓄
ができていない。例えば、発電機はあ
るがそれを動かす燃料が無いことや、

場

会

象

対

時

日

市民の健康づくりについて、老人ク
ラブ育成事業について、災害時にお
ける備蓄事業の４件については、現
状における問題点を再度洗い出し、
委員会審査後の問題解決に向けた取
り組み状況並びに次の予算編成に向
けて、どう活かしたのか、明確な説

福祉避難所においては、計画では備蓄
するようになっている食料品が備蓄さ

3

明を議会に対し行うことを旨とする、
意見書を作成し、市長へ提出しまし

れていない。従って災害時に活用でき
る備蓄の充実を図ること。

た。

け身近な地方政治への関心と理解を高めてもらうことは極めて重要であり、

平成28年度から選挙権年齢が18歳まで拡大され、若者の政治参加に向

28

今年の「どげんする会」は

高校生との意見交換会

を開催します。
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行政視察報告
議会運営委員会

提言書」としてまとめ、本会

ろ）の里創生総合戦略に係る
との打ち合わせを行い、９月

更に実現性を図るため執行部

回、全員協議会を１回開催し、

じたところです。

政策討論会の必要性を強く感

るよう求めています。行政及

域包括ケアシステムを構築す

ばなりません。今回、小郡の

真剣に取り組んでいかなけれ

び議会は、この大きな課題に

議議決後、市長に提言書が提
８日に政策提言書が市長に提

議員研修会

出されています。
出されました。政策提言書を
日には正副議長

実態を聞き、国の主導する地

月

受け、

れの地域性にあったものとし

て作っていくことが何より大

（まごころ）の里創生総合戦

月

日に市より「丹波市丹

減少対策」に決定、その後７

議題を「地方創生に伴う人口

の幹事会に於いて、討論会の

論会の議題を決定、６月

日

催し正副会長の選出並びに討

３回幹事会でテーマを人口減

齢者・医療の５点を選定、第

し、子育て・雇用・住宅・高

会のテーマを人口減少対策と

選、第２回幹事会で政策討論

事会において正副会長を互

だきます。３月９日第１回幹

過について報告をさせていた

欲を高め、各議員が建前では

を担う議会としての責任と意

堂に会し、二元代表制の一翼

成を得る。更には全議員が一

共通認識の醸成を図り合意形

課題に対して、議会としての

市政に関する重要な政策や

い・医療・介護・予防・生活

に対し平成

こうした中、国は地方自治体

民にとって重大な関心事です。

り切っていくかは、全ての市

高齢者となる

塊の世代が

構築していくべきか、特に

歳を超えて後期

２０２５年問題と言われる団

年後をどう乗

75

年を目途に住ま
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30

なければなりません。

べきか更に調査・研究を深め

すべきか、議会は何を提言す

す。そのために行政は何をな

介護は成り立つということで

こそ市民が安心できる医療・

の人々のネットワークの中で

いては医療と介護その他多く

た。また、このシステムにお

員会の企画により、市役所に

略」策定方針の提案を受け、

少対策の子育てと雇用に決定

なく本音の思いを、意見交換

月

25

して見取りのシステムをどう

８月から６回にわたり政策討

日ま

論会で自由討議を重ね、
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25
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日に「丹波市丹（まごこ

日から８月

し、５月

に伴う小郡市の医療・介護そ

今後、一層進行する高齢化

（講義）
地域包括ケアシステム
について
（講師）
古川医院
院長 古川哲也先生

切だということが分かりまし

23

て研修会を行いました。

日に保健福祉常任委

域包括ケアシステムもそれぞ

月４日に

市長より報告書として提出さ

検討結果の回答が

更には、政策提言書に対する

25

れています。

８月

及び政策討論会正副座長へ、

平方キロ。

執行部から回答に対する説明、

日に兵庫県丹波市、
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．
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年度の取り組みの経
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政策討論会実施要綱が制定さ
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れました。
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支援が一体的に提供される地
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の場で行うことが大切であり、
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委員会の中で、討論会開催に
日幹事会を開

向けた幹事会を開催すること
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１

１
２

母子健康について
防災行政無線の活用について

少子化対策について

地域防災の一層の推進について
市民への情報提供について

百 瀬

入 江

光 子

佐々木益雄

佐 藤

善 信

尚 武

和 隆

清和会代表
城 山 雅 朗

１
２

健康づくりについて

新 原

理 恵

−

城山雅朗議員
（清和会）

（ 仮 称 ）味 坂 ス マ ー ト イ ン タ ー
チェンジ設置の推進を
インターチェンジが設置され
るとその周辺の開発が可能とな
り、企業誘致やそれに伴う住宅
開発が期待され、税収の増加や
雇用の促進及び南部の人口対策
など、当市の将来的発展に大き
く寄与すると思われます。また
鳥栖ジャンクションからスマー
トインターチェンジ一帯は、ま
さしく九州の中心として、産業
だけでなく医療・福祉・情報・
政治その他様々な分野における
集積拠点としての展望や小郡鳥
栖工業団地ベルト地帯構想も浮
上します。設置に対して❶当市
としてはどの様な効果を想定さ
れていますか。❷設置に対する
市長の考えをお尋ねします。
市長 ❶鳥栖ジャンクションと
いう地域資源を最大限に活用し
た周辺開発が可能となり、更に
周辺道路の渋滞緩和や観光地等
へのアクセス改善が見込まれる
ことから、企業立地や地域雇用
！
！

９月定例会一般質問通告一覧表
１ （仮称）味坂スマートインターチェンジの
設置について
職員の不祥事防止について

１

協働のまちづくり条例の策定について
就学援助の充実について

後 藤

２

１
２

特定事業主行動計画について
のぞみがおか生楽館の移設検討のその後について

和 誠

１
２

田 代

農業振興と６次産業化について

が拡大し、地域産業・経済の発
展が見込まれます。また、大災
害や緊急時における円滑な交通
の確保による救急・救命活動へ
も一層の効果が期待されます。
❷議員が言われる様に経済・税
収・雇用・定住等に大きな効果
があるものとして力強く推進し
ていきたいと思います。
職員の不祥事防止について
今年に入り懲戒処分を伴う職
員の不祥事が３件起こっていま
す。人間である以上ミスは必ず
起きるものですが、不祥事は行
政の信頼を広く失墜させるもの
であり、未然に防ぐしかありま
せん。このことに関して、❶防
止するための取組みについて、
❷市長の決意をお尋ねします。
市長 ❶担当職員への厳重な指
導、適切なチェック及び日頃か
らの報告・連絡・相談について
も徹底していきます。またスト
レスチェックの実施や相談体制
の整備に努めると共に進捗管理
の徹底を図っていきます。❷度
重なる事態誠に遺憾であり、服
務規律の確保、綱紀粛正の徹底
を図りこの様な事態を起こさぬ
よう努めていきます。

5

１

−

代表質問
個人質問
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−

主防災組織への配布も検討しま
す。
市民への情報提供について
❶校区公民館等での映像によ
る本市の魅力発信や防災を含め
た情報提供の可能性について、
❷観光協会や古代体験館おごお
りのサイトにある優れた映像作
品活用のためのホームページ改
善やフェイスブックなどの利用
推進についてお尋ねします。
市長 ❶各校区公民館の無線イ
ンターネット環境の整備を年次
的に行っており、今後、校区公
民館での議会中継等も含め情報
提供を検討します。
総務部長 ❷ホームページは障
害者差別解消法に基づく部分と
併せ、利用しやすく改善します。

▲集中備蓄倉庫内の本市備蓄品

−

妊娠中の方の育児相談等にも対
応しています。❷小郡及び三国
校区のみ６年生までの受入れが
出来ていません。施設の増設を
含め検討します。
保健福祉部長 ❸様々な就労の
形態も増え、必要と考えますが、
まずは保育士の確保を優先して
取り組みます。
環境経済部長 ❹未婚率は ～
才で ．７％、 ～ 才で ．
５％、 ～ 才で ．２％とな
っており、スイコンという形で
婚活イベント等を行っています。
又、“恋人の聖地”としても周
知を図っていきます。
教育長 ❺財政的な面も考えて、
実施できるよう取り組みを進め
ていきます。❻高校生奨学金へ
の応募の周知徹底を図っていき
ます。市独自の奨学金制度は考
えていません。❼就学援助の状
況は、小学校で５７３人、中学
校で２９９人、本年度約７千万
円の費用です。援助費の拡充に
ついては全体のバランスの中で
今後も考えていきます。

30 91

−

20

65

−

−

34

佐藤尚武議員
（理尚会）

26

少子化が一番の問題
高齢者が“健康で長生き”は
いいことです。問題は少子化で
す。特に出生数の減少は大きな
問題です。まち・ひと・しごと
創生総合戦略では、平成㉛年度
末までに出生数を４１０人から
５００人にするとありますが
“生み育てやすい”様にする具
体的施策が必要です。その為に
❶子ども医療費の助成について、
❷学童保育所の充実について、
❸土日祝日の保育所の開所につ
いて、❹結婚適齢者の婚活につ
いて、❺㉟人以下学級の６年生
までの拡充について、❻小郡市
独自の奨学金制度について、❼
経済的理由で就学困難な人への
援助についてお尋ねします。
市長 ❶平成 年度から３歳以
上の未就学児への入院医療費の
自己負担分を無料化し、平成
年度からは小学生の入院医療の
助成を開始、平成 年度から中
学生まで拡充し、今後も拡充す
る方向で進めていきます。又、
23

！
！

27

入江和隆議員
（清和会）

地域防災推進への提案
❶災害備蓄体制整備としての
指定避難所等への分散備蓄推進
について、❷自主避難所となる
自治公民館の耐震改修や避難所
機能整備に対する補助金の増額
について、❸緊急時における発
電機等資機材活用のためのガソ
リン缶詰備蓄の推進について、
❹賞味期限を控えた備蓄品の活
用方法として、自主防災組織や
フードバンクへの提供について
の４点を提案します。
市長 ❶分散備蓄の課題は備蓄
スペースの確保や管理について
ですが、災害時における迅速な
対応という点からも、他の状況
等を調査し検討します。❷地震
の影響が大変心配される中、耐
震改修補助金が別枠で可能か検
討します。
総務部長 ❸今後導入の可否を
判断し、補正もしくは当初予算
での計上になると思います。❹
啓発のため小学校の防災教育時
に備蓄食料を配布しますが、自
−

−

−

24

37 25

29
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11

ます。一方母子健康手帳交付は
住所確認や健康相談を兼ねてい
るため、交付日や時間等を含め
場所あるいは専門職の配置問題
等があり、三国校区での交付発
行は難しいと思われます。
防災行政無線の活用について
吹鳴により時間を知らせてい
ましたがメロディーによる⓱時
のみに変更された理由、また多
くの市民から避難情報が聞き取
りにくいとの意見が聞かれます
が、今後の対応をお尋ねします。
総務部長 吹鳴は今まで多くの
苦情が寄せられ、 年度末の防
災行政無線の整備に伴い市民に
配慮したメロディーを流してい
ます。また 本のスピーカーの
音達範囲が重層的に重なり共鳴
し放送が聞こえないとの指摘も
あり、スピーカーの向きを微調
整するなど対応していきます。
−

勧奨を行なっています。また、
重症化予防については特定健診
受診者を対象に結果説明会と医
療機関への受診勧奨、保健師に
よる家庭訪問を行なって早期治
療につなげています。
保健福祉部長 ❸健康マイレー
ジにつきましては、平成 年度
からの第２次健康増進計画策定
の中で、先進地事例を参考にし
ながら検討を進めていきたいと
考えています。
医療費適正化の取組みについて
高齢化の進展が医療費増加の
大きな要因になっている中、医
療費適正化の取組みは重要です。
本市の取組み状況についてお尋
ねします。
市長 短期的には、不当利得の
削減、レセプト点検、ジェネ
リック医薬品の普及促進、頻回
及び重複受診対策として訪問健
康相談事業等に取り組んでいま
す。中長期的には、特定健診の
周知、啓発を図り、重症化予防
につなげます。また、実施が予
定されている保険者努力支援制
度に取り組む中、国保財政の健
全化を図っていきます。

−

−
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百瀬光子議員
（公明党）

健康づくりの取組みについて
健康寿命とは、健康上の問題
で日常生活が制限されることな
く生活出来る期間のことで、平
成㉕年は男性．⓳歳、女性．
㉑歳でした。健康寿命延伸の為
には疾病特に生活習慣病の予防
が大切です。そこで❶１次予防
について、❷２次予防について、
❸健康マイレージの取り組みに
ついてお尋ねします。
市長 ❶高齢化が急速に進む近
年、健康問題は重要な地域課題
であると認識しています。そこ
で、校区まちづくり協議会健康
福祉部会との協働による「かが
やき教室」を立ち上げ、地域の
実情にあった支援を検討してい
きます。❷本市では若年者健康
診査の実施をはじめ、日曜日の
健診やレディースデーの設定な
ど受診環境の整備を行なってき
ました。また、特定健診やがん
検診の受診率向上のため、昨年
度は電話や郵便での受診勧奨の
他に受診率の低い 歳代の訪問
40

佐々木益雄議員
（清和会）

30

大丈夫 母子健康支援の充実
❶次世代育成支援地域行動計
画には「親子がともに育ち、子
育ての負担や不安を和らげ支援
していく」とあり、総合振興計
画の残り５年間でどのような施
策をとられるのか、また❷お母
さんの産前産後の健康記録や赤
ちゃんの発育・健康診査等を記
録する母子健康手帳はあすてら
すで交付されていますが、妊娠
初期の体調を考慮し三国校区に
も交付場所が必要だと思います。
交付時間帯の配慮や情報の提供
についても併せてお尋ねします。
市長 ❶子どもを産んで育てる、
母子とも健康で育っていく施策
の充実は必要で、安心して親子
が育っていける体制づくりを強
化していきたいと思います。
保健福祉部長 ❷毎週火曜から
金曜までの午前９時から 時
分まで交付手続きをしています
が、希望がある場合は午後から
も対応しており今後はホームペ
ージ等を通じて周知をしていき

7

??

−

−
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新原善信議員
（市民クラブ）

冷静な課題分析が必要
協働のまちづくり
❶協働のまちづくりの試行に
おける成果と課題は何ですか。
また、策定中の協働のまちづく
り推進条例が目指すまちの将来
像について、❷市民どうしのつ
ながりや信頼醸成をどのように
行うのですか。❸小学校区だけ
でなく行政区での協働をどう進
めていくのですか。❹市長が区
長への行政委嘱事務制度を残す
と決めたわけ及び区長制度をど
う変えるのですか。❺行政区と
校区まちづくり組織の役割、関
係はどうなりますか。
市長 ❶成果は、新たな組織の
中で、住民が地域課題を自身の
課題と捉え、解決していこうと
いう地域自治の原則が根づいて
きたこと、会合やイベント等で
人のつながりが生まれ少しずつ
顔の見える関係ができてきてい
ることだと考えています。一
方、解決すべき課題として、校
区区長会との役割分担をどうす
−

るか、地域住民に協働のまちづ
くりの活動が見えていない、区
長や区役員の負担感の増大など
があると認識しています。❷❸
協働のまちづくりでは、多くの
市民、団体の参画により新たな
つながりが生まれ、校区で協議、
検討された成果や学んだことが
各行政区に持ち帰られ、行政区
でも顔の見える関係づくりが進
んでいくのではないかと考えて
います。そのために、地域の皆
様に積極的に情報提供を行い理
解と情報共有に努めていきたい
と考えています。❹行政委嘱事
務制度は見直しを行い、範囲の
明確化と区長の役割の整理を進
めています。一方で区長は、各
行政区の中心であって行政と地
域のパイプ役としても重要であ
るため、区長制度は残していく
という結論に至りました。今後
は、区長に任せきりにしない体
制を構築していく必要があると
考えています。❺行政区と校区
組織は、相互に補完し合う関係
で、それぞれの自治会の活動が
制限されることも従来の行政区
の活動が校区に移管されること
もありません。

後藤理恵議員
（理尚会）

特定事業主行動計画について
女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律の成立に伴
い、豊かで活力ある社会の実現
を図るため、男女ともに職場生
活、家庭生活に参画し、仕事と
子育ての両立に向けた支援を盛
り込んだ行動計画が策定されま
した。「女性の登用」、「仕事
と家庭の両立」及び「長時間勤
務の縮減・休暇の取得」の３つ
の目標に対し、どのように取り
組むのかお尋ねします。
市長 管理的地位にある職員に
占める女性職員の割合が低く、
また職員１人当たりの年次有給
休暇平均取得日数は減少傾向に
ある一方、超過勤務時間は男女
ともに増加傾向にあります。こ
うした状況から、引き続き女性
職員の管理的地位への登用を図
ること、また合わせて仕事と生
活の調和を図る、いわゆるワー
ク・ライフ・バランスを充実す
ることが課題と捉えています。
目標達成のためには市職員全員
−

の女性活躍に対する理解促進が
不可欠であり、男性職員の役割
が社会の醸成とともに変化して
いることを意識し、男女共同参
画推進や次世代育成推進と歩調
を合わせ、女性活躍の推進に努
めていきます。
のぞみがおか生楽舘の
移設検討のその後について
昨年⓬月議会後に、ワンスト
ップサービスが可能となったこ
となど、３点ほど改善されまし
た。しかし、学校施設の共用で
あるため、校舎内にある和室や
多目的室といった多くの特別教
室が授業時間には使用できませ
ん。この状況を受け、３回目の
要望書が地域住民の半数以上の
署名を添えて提出されました。
そこで移設検討の今後の具体的
な計画についてお尋ねします。
市長 平成 年度に新たな施設
建設を視野に入れた調査事業を
開始していく計画を立てていま
したが、地元住民の熱い期待に
１年でも前倒し出来ないかと思
っています。皆さんが使いやす
く誇りとなるような施設建設に
向けて取り組みたいと考えてい
ます。

−
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第一次産業

生産

第三次産業

製造業・食品加工業など

小売業・サービス業など

生産・加工・流通の一体化

所得向上・地域の活性化
雇用の創出

総務文教常任委員会報告

保健福祉常任委員会報告

月

日に開催され、付託を受

月

けた執行部提出議案５件（分

保健福祉常任委員会は、９

付託を受けた執行部提出議案

割付託１件を含む）の審査を

日に開催され、

３件（分割付託１件を含む）

行いました。主な質疑は次の

日及び

及び請願１件の審査を行いま

とおりです。

総務文教常任委員会は、９

した。主な質疑は次のとおり
です。

21

めることについて（小郡市ひ

専決処分を報告し、承認を求
平成

とり親家庭等医療費の支給に

関する条例の一部を改正する

な大規模改修では間に合わな

答：老朽化等により、年次的

認識でいいのか。

理箇所がまだ多くあるという

ているが、老朽化等による修

問：大規模改修を年次的にし

願いするものです。

の修繕を予定しているためお

水修繕や体育館の照明器具等

修繕を行い、今後も校舎の防

内消火栓ポンプ等の緊急的な

は、事務室等のエアコンや屋

費、修繕料３００万円の増額

２００万円と中学校一般管理

帯数として４５３世帯、児童

は、今年８月の支給分で、世

答：児童扶養手当の受給状況

受ける世帯数と人数について。

問：今回の変更により影響を

のです。

の変更及び文言を整理したも

等医療費の支給に関する条例

すため、小郡市ひとり親家庭

手当の加算額に所得制限を課

決処分したもので、児童扶養

改正する必要が生じたため専

たことにより、条例の一部を

部を改正する政令が施行され

児童扶養手当法施行令の一

童が２人いる世帯が１４９、

いもの、また予測できない緊

48

が１人いる世帯が２６１、児

16

号）

いて（議案第

条例）（報告第

号）

小学校一般管理費、修繕料

正予算（第４号）の承認につ

年度小郡市一般会計補

13

28

急的な修繕が発生しています。

、児

9

販売
第二次産業

加工

−

農畜産物・水産物など

14

児童が３人いる世帯が

37

おける６次産業化事業に関する
取り組みが結実し、本市を代表
する商品が全国に流通していく
ことで、農業振興はもとより、
地域の産業振興並びに本市の観
光 振 興 ＰＲ に 繋 げ て い き た い と
考えています。
環境経済部長 ふくおか６次産
業化・農商工連携サポートセン
ター等を活用し、補助事業が利
用できるものについては積極的
に農家の方に紹介していきます。
６次産業化は、ようやく進み出
したところですので、今からを
期待していただきたいと思いま
す。

第６次産業

田代和誠議員

農業振興について
商品のブランド化や６次産業
化については、国や県も力を入
れ総合的な支援を行っています。
本市でも第５次総合振興計画後
期計画には、農業・農村が持つ
資源に新たな付加価値をもたら
すために、ブランド化や農商工
連携、６次産業化の推進を目指
し、農業関係団体等とのネット
ワークを構築し、連携を図りま
すと明記されています。具体的
に農業振興、そして６次産業化
をどのように進めていくのかお
尋ねします。
市長 小郡市の基幹産業は農業
であり、これまで土地利用型農
業で米、麦、大豆等を中心とし
て行ってきました。今後は、６
次産業化が農業者の所得向上の
一手段であるということを認識
し、これからの事業に取り組ん
でいく必要があります。まずは
事業を検討されている潜在的農
業者について情報の収集を行っ
ていきたいと思います。本市に
−

常 任 委 員 会 審 査 報 告

おごおり市議会だより

影響を受ける世帯はありませ

訳になっており、この変更で

が５人いる世帯が１という内

童が４人いる世帯が５、児童

場合に開催する想定としてい

いて地元からの反対があった

説明会は、都市計画決定につ

例に追加するものです。また

県からの指導もあり、今回条

条例の制定について（議案第

定める条例の一部を改正する

設備及び運営に関する基準を

★小 郡 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の

保険事業特別会計補正予算

★平 成

願いしているものです。

及び汚染土回収等工事費をお

号）

（議案第

（第３号）の承認について
号）

建築基準法施行令の改正に

年度小郡市国民健康

ん。
ます。

の見直しを行ったものです。

内階段）の構造に関する基準

における、特別避難階段（屋

業所及び事業所内保育事業所

以上の階にある小規模保育事

となったもので、建物の４階

事業特別会計（介護保険事業

★平 成

整理したものです。

正で人事異動に伴う人件費を

増額は、一般職員人件費の補

の減額と賦課徴収費

号）

年度小郡市介護保険

万円の

都市経済常任委員会は、９
★専 決 処 分 を 報 告 し 、 承 認 を

勘定）補正予算（第１号）の

一般管理費１０２万３千円

日に開催され、付託を受
求めることについて（平成

★小 郡 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に

承認について（議案第

伴い、条例の一部改正が必要

けた執行部提出議案４件（分
年度小郡市一般会計補正予算

おける建築物の制限に関する

都市経済常任委員会報告

割付託１件を含む）の審査を
号）

算執行の必要が生じ、専決処

議員補欠選挙の準備に伴い予

改正に伴い、条例の一部を改

務の適正化等に関する法律の

風俗営業法等の規制及び業

号）

条例の一部を改正する条例の

★平 成

するものです。

員１名増、嘱託職員１名減と

人件費を整理したもので、職

費４０５万７千円の増額は、

地域包括支援センター管理

月

行いました。主な質疑は次の
（第２号））（報告第

小郡市地区計画等の案の作成
分したものです。

正するもので、風俗営業法に

番地４

輝

ヒデヨ

理恵

人事異動による職員の給与

分の１復元をはかるための

と義務教育費国庫負担制度２

請願者

福田

浮羽三井支部

支部長

雅彦

福岡県教職員組合

意見書採択の要請について

35

10

人 事 案 件

小郡市小郡

［教 育 委 員 会 教 育 長 ］

清武

［教育委員会委員］

林

６丁目１３６番地

小郡市三国が丘

小郡市希みが丘

２丁目１番地

村橋

［固定資産評価審査委員会委員］

小郡市山隈１６３番地

田篭久美子

健志

築物の用途制限においても対

や各種手当と時間外勤務手当

願

山下

小郡市大保１５４１番地３

［人権擁護委員候補者］

請

象外とし、引き続き制限の対

２０１７年度政府予算に係る

択

号）

象とするものは、制限が変わ

を合わせて５１２万６千円増

採

公職選挙法施行令の一部改

らないよう対応を図るもので

制定について（議案第

手続に関する条例の一部を

★小 郡 市 議 会 議 員 及 び 小 郡 市

業特別会計補正予算（第２

正に伴い、国政選挙に係る選

す。

日執行予定の衆議院

改正する条例の制定について

長の選挙における選挙運動の

おいて風俗営業の対象外のも

号）の承認について（議案第

年度小郡市下水道事

都市計画決定手続における

公費負担に関する条例の一部

のについては、地区計画の建

挙運動費用に関する公費負担

★平 成

号）

住民参加の機会をさらに拡大

を改正する条例の制定につい

うにするものです。

の限度額が引き上げられ、本

補正予算（第３号）の承認に

（議案第

していく観点から、地区計画

問：今までは説明会を開いて

市の市議会議員選挙及び市長

号）

人以下学級の早期完全実現

いなかったのか。またどのよ

選挙における選挙運動用自動

会又は公聴会の開催を行うよ

うな場合に説明会を開催する

ついて（議案第

額するものです。

必要があるのか。

車の使用及び選挙運動用ポス

年度小郡市一般会計

答：これまで条例上には明記

文化会館における灯油漏え
い事故に係る水質浄化委託料

号）

て（議案第

82

ターの作成の公費負担に係る

月

とおりです。

議案の主な内容

44

せずに地元説明会、関係周辺

28

46

23

28

49

28

55

50

28

等の原案の提示について説明

17

限度額を引き上げるものです。

−

51

23

説明会を開催していましたが、

47

28

43

45

10

15
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議案審議結果一覧
議案番号

事

件

名

審議結果

報告第１６号

専決処分を報告し、承認を求めることについて
（小郡市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例）

承

認

報告第１７号

専決処分を報告し、承認を求めることについて
（平成28年度小郡市一般会計補正予算（第２号））

承

認

第４３号

小郡市議会議員及び小郡市長の選挙における選挙運動の公費負担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４４号

小郡市家庭的保育事業等の設備及び運営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４５号

小郡市地区計画等の案の作成手続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４６号

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

可

決

第４７号

平成28年度小郡市一般会計補正予算（第３号）の承認について

可

決

第４８号

平成28年度小郡市一般会計補正予算（第４号）の承認について

可

決

第４９号

平成28年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の承認について

可

決

第５０号

平成28年度小郡市介護保険事業特別会計（介護保険事業勘定）補正予算（第１号）の承認
について

可

決

第５１号

平成28年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第２号）の承認について

可

決

認定第１号

平成27年度小郡市一般会計歳入歳出決算認定について

認

定

認定第２号

平成27年度小郡市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

認

定

認定第３号

平成27年度小郡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認

定

認定第４号

平成27年度小郡市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算認定について

認

定

認定第５号

平成27年度小郡市介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算認定に
ついて

認

定

認定第６号

平成２７年度小郡市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

認

定

認定第７号

平成27年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

認

定

認定第８号

平成27年度小郡市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について

認

定

請願第３号

35人以下学級の早期完全実現と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための
2017年度政府予算に係る意見書採択の要請について

採

択

同意案第１号

教育委員会教育長の任命について（清武

輝氏）

同

意

同意案第２号

教育委員会委員の任命について（林

ヒデヨ氏）

同

意

同意案第３号

教育委員会委員の任命について（村橋

同

意

同意案第４号

固定資産評価審査委員会委員の選任について（田篭

同

意

同

意

議員提出第５号 介護保険制度改正における軽度者への給付見直しに関する意見書の提出について

可

決

委員会提出第１号 教育予算の確保と充実を求める意見書の提出について

可

決

諮問第１号

11

理恵氏）

人権擁護委員候補者の推薦について（山下

久美子氏）

健志氏）

おごおり市議会だより
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ら３分の１に引き下げられて
以来、自治体の財政を圧迫し
ています。
教育は未来への先行投資で
あり、子どもたちが全国どこ
ででも、等しく良質な教育が
受けられる必要があります。
そのために、少人数学級を推
進し、当面、小学校２年生以
上の「 人以下学級」を早期
に実現すること、教育の機会
均等と水準の維持向上のため
に、教職員の定数増、および
義務教育費国庫負担制度の堅
持とともに国庫負担率を２分
の１に復元することを、要請
致します。

決算審査特別委員会では市

民の健康づくり事業について、

「行政区における健康運動の

取組みが計画通りに進んでい

ない」という意見に議論が集

中し、そして改善を求める意

見書が提出されました。

「健康とは、病気でないと

か、弱っていないということ

ではなく、肉体的にも、精神

的にも、そして社会的にも、

すべてが満たされた状態にあ

ることをいいます。（日本Ｗ

ＨＯ 協 会 訳 ） 」 と 定 義 さ れ て

います。体の健康を維持する

ことや、精神的な健康を保ち、

心豊かな日々を過ごすことが

とても大切です。さらに他人

や社会と健全な関係を築くこ

とも重要視されています。心

も体も健康に生きることが本

当の幸せなのかもしれません。

（後藤理恵）

城

山

敏

理

雅

彦

恵

朗

議会広報特別委員会

委 員 長

賀

昭

藤

腰

みやこ

古

竹

村

雅

後

委

員

松

中

員

委

員

田

副委員長

委

員

光

委

12

書

がスタートしました。平成
年９月には、文科省が「子ど
もと正面から向き合う教職員
体制の整備」として、小学校
２年生から中学校３年生まで
の学級編制標準を５年間で順
次 人以下に改善することと
いう教職員定数改善案を出し
ましたが、残念ながら実現し
ませんでした。また今年４月、
平成 年度から小２にも拡大
する方針を固めたようですが、
小学６年生や中学３年生まで
の適用については、全く言及
されておらず、見通しすら立
っていません。
平成 年度に文科省が実施
した「今後の学級編制及び教
職員定数のあり方に関する国
民からの意見募集」では、保
護者の７割以上が今後の学級
規模として、 人以下を望ん
でいることが明らかにされて
います。
また、新学習指導要領の本
格実施によって増加した授業
内容や、年々深刻化・複雑化
する生活指導、特別な指導を
必要とする子どもたちへ丁寧
な対応をしていくためにも、
教職員の定数増は不可欠です。
さらに、三位一体改革によ
って、義務教育費国庫負担制
度の国庫負担率が２分の１か

35

12月定例会の会期日程
（予定）
12/ 1（木） 本会議（議案上程）
12/ 6（火） 本会議（質疑）
12/ 7（水） 総務文教常任委員会
12/ 8（木） 保健福祉常任委員会
12/ 9（金） 都市経済常任委員会
12/16（金） 本会議（一般質問）
12/19（月） 本会議（一般質問）
12/20（火） 本会議（一般質問予備日）
12/22（木） 本会議（委員長報告と質疑・討論・採決）

35

29

見

費用が原則自己負担になれ
ば、低所得世帯等の弱者にと
っては大きな経済的負担とな
り、これらサービスの利用が
抑制されることが懸念されま
す。すなわち、高齢者の自立
的な生活が阻害されるととも
に重度化が進展する事になれ
ば、介護保険給付の適正化に
反して給付費が増大するおそ
れがあるとともに、本来介護
保険料を払うことで、必要な
ときに十分な介護が受けられ
るという介護保険制度本来の
趣旨にそぐわなくなると考え
ます。
以上の理由から次期介護保
険制度改正における福祉用具
貸与ならびに住宅改修の費用
を原則自己負担とする内容に
ついては、現行通り介護保険
の給付対象とする事を強く求
めます。
教育予算の確保と充実を求め
る意見書（委員会提出議案第
１号）
子どもたちに豊かな教育を
保障することは、社会の基盤
づくりにとって極めて重要な
ことです。
少人数学級については、平
成 年度はじめ、 年ぶりに
「義務標準法」が改正され、
保護者・地域念願の 人学級
30

35

意

30

介護保険制度改正における軽
度者への給付見直しに関する
意見書（議員提出議案第５
号）
高齢化社会において現行の
介護保険制度による軽度者に
対する福祉用具、住宅改修に
対する補助制度は高齢者の自
立や介護者の負担軽減に大き
な役割を担っており、地域包
括支援システムの基礎ともい
える制度です。
しかし、平成 年６月 日
に閣議決定された、次期介護
保険制度改正の中には、要支
援 １、２ な ら び に 要 介 護 １ 、
２の軽度者に対する福祉用具
貸与ならびに住宅改修の費用
を原則自己負担とすることが
盛り込まれました。軽度者に
とって、手すりや歩行器など
の福祉用具は、転倒による骨
折予防や歩行機能の維持に不
可欠であり、高齢者が地域で
暮らせる環境作り、社会活動
の機会を増やす事にもつなが
っています。また、住宅改修
については軽度者の安全確保
とともに介護者の負担軽減に
も大きく役立っています。
仮に軽度者に対する福祉用
具貸与ならびに住宅改修の
27

23

30
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