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総務委員会会議録 

 

平成２９年１２月２１日（水） 

（開 会） １０：００   

（閉 会） １７：２２   

【 案  件 】 

１．議案第１０５号 専決処分の承認（平成２９年度 飯塚市一般会計補正予算（第３号）） 

２．議案第 ６９号 平成２９年度 飯塚市一般会計補正予算（第４号） 

３．議案第 ８４号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例 

４．議案第 ８６号 飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例 

５．議案第 ８７号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

６．議案第 ８８号 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

７．議案第 ８９号 飯塚市職員等旅費条例の一部を改正する条例 

８．議案第 ９０号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

９．議案第１０１号 土地の処分（飯塚野球場跡地） 

１０．議案第１０６号 平成２９年度 飯塚市一般会計補正予算（第５号） 

１１．議案第１０７号 平成２９年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

１２．議案第１０８号 平成２９年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１３．議案第１０９号 平成２９年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１４．議案第１１０号 平成２９年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 

１５．議案第１１１号 平成２９年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

１６．議案第１１２号 平成２９年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

１７．議案第１１３号 平成２９年度 飯塚市水道事業会計補正予算（第２号） 

１８．議案第１１４号 平成２９年度 飯塚市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

１９．議案第１１５号 平成２９年度 飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号） 

２０．議案第１１６号 平成２９年度 飯塚市立病院事業会計補正予算（第２号） 

２１．議案第１１７号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

２２．入札制度について 

 

【 報告事項 】 

１．平成２９年度飯塚市職員採用試験について                （人事課） 

２．平成２９年度任期付職員の採用について                 （人事課） 

３．職員の不祥事について                         （人事課） 

４．飯塚市地域情報化計画（素案）について               （情報推進課）  

５．平成２９年度補助金等の見直しに関する意見・提言書について     （総合政策課） 

６．土地明渡等請求事件の経過について                 （財産活用課） 

                                          

○委員長 

ただいまから総務委員会を開会いたします。 

「議案第１０５号 専決処分の承認（平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第３号））」を議題とい
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たします。執行部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

 議案番号が前後いたしますが、さきに議案第１０５号の専決処分の承認について、ご説明させていた

だきます。 

平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第３号）につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、専決処分をいたしましたので報告を行い、承認を求めるものであります。補正予算資料、

１０月２日専決と記載している分により、ご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。今回の専決による補正につきましては、一般会計で４９８２万１千円

を追加するもので、表の下に記載しておりますように、去る１０月２２日に執行されました衆議院議員

総選挙等の関連経費を補正するものです。内容の説明につきましては省略させていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論ありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１０５号 専決処分の承認（平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第３

号））」については、承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６９号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」を議題といたします。執行

部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

 「議案第６９号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」の概要についてご説明いたしま

す。補正予算資料１０月２日専決と書かれていない分をお願いいたします。 

３ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、一般会計で２億４９４万４千円を減額い

たしまして、補正後の予算総額を６３４億１０１８万３千円にしようとするもので、表の下に記載して

おりますように、前期の実績に基づいた経費の見直しと今後見込まれる所要額を補正するものでござい

ます。 

次の４ページ以降に主な補正予算の概要を費目ごとにまとめておりますので、その主なものについて

ご説明いたします。まず、歳入から御説明いたします。 

市税につきましては、異動調定及び前期実績に基づき、個人市民税が増額、法人市民税が減額、設備

投資等の増により固定資産税が増額し、たばこ税が減額となっており、総額で１億３７９６万８千円を

増額しております。 

地方交付税の普通交付税は交付額の確定により６７６万９千円を減額いたしております。なお、臨時

財政対策債の８６８７万３千円を含めた実質的な交付税総額は９３６４万２千円の減額となっており

ます。国庫支出金につきましては、補助対象事業費の増減等に伴う補正額を計上いたしております。 

５ページをお願いいたします。県支出金につきましても補助対象事業費の増減等に伴う補正額を計上

いたしております。 

繰入金につきましては、今回の補正による財源調整で財政調整基金の繰り入れを１億４２６９万円減
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額いたしております。 

諸収入につきましては、熊本地震及び九州北部豪雨に係る災害ごみ受け入れ見込み量の減に伴い、災

害廃棄物処理受託収入を減額いたしております。また、楽市水管橋損傷事故応援給水分に係る損害賠償

金を計上いたしております。 

市債につきましては、起債対象事業費の増減等に伴う補正額を計上いたしております。 

６ページをお願いいたします。次に、歳出について御説明いたします。 

職員人件費につきましては、退職者の増などにより、表に記載しておりますように、一般職で職員数

が当初見込みから１５人減少しており、任期付職員数の減少やその他の増減要因とあわせて、一般特別

会計の合計で６２５８万６千円を減額いたしております。 

総務費、財産管理費の新本庁舎施設管理費では、光熱水費の執行見込みの減及び委託料の執行残によ

り減額するものでございます。 

民生費、障がい者福祉費の障がい児通所支援事業費及び障がい者自立支援給付事業費では給付費の件

数見込みの増と、国庫負担金及び県費負担金返還金の計上により増額するものでございます。 

７ページをお願いいたします。児童措置費の市内及び市外私立保育所施設型給付費、私立認定保育所

施設型給付費では入所見込み数の増減に伴い、補正額を計上するものでございます。また、児童扶養手

当給付費では見込件数の減少により減額するものでございます。保育所費の臨時職員雇用経費では、当

初の見込み数より減となることから減額するものでございます。 

８ページをお願いいたします。衛生費、ごみ処理費の清掃工場管理運営費では災害ごみ受け入れ見込

み量やコークス使用量の減に伴い減額するものでございます。農林水産業費、農業総務費の久保白ダム

土地改良区補助金では、津原導水管の老朽化に伴う維持補修費の発生により増額するものでございます。

土木費、住宅建設費の長楽寺団地公営住宅建替事業費では建てかえ工事の執行残に伴い減額するもので

ございます。 

９ページをお願いいたします。教育費、小学校費の小学校、小人数学級教員配置事業費では、任期付

職員の減少に伴い減額するものでございます。小学校費、」中学校費の教育用情報機器整備事業費では

教材備品費の執行残に伴い減額するものでございます。繰越明許費の補正は、菰田地区活性化事業検討

事業、以下２件につきまして、年度内の完了が見込めないため、追加いたしております。また、立岩交

流センター整備事業につきましては、事業費の変更により、翌年度繰越額の変更をいたしております。

債務負担行為の補正は、本庁舎案内等業務委託料、以下１１件につきまして、債務が後年度にまたがる

ため追加するものでございます。 

２０ページ以降に、今回の補正に係る歳入歳出予算額の推移表及び市債、基金の状況表を添付いたし

ております。内容の説明につきましては省略させていただきます。以上で補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 日本共産党の川上直喜です。１７ページ、市民税についてですけれども、個人市民税が増額補正で、

法人市民税が減額補正ということなんですけど、これをどのように評価されておるのかお尋ねします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１０：１０ 

再 開１０：１１ 
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委員会を再開いたします。 

○税務課長 

 個人市民税の関係ですけれども、普通徴収の件数が減り、特別徴収の件数がふえております。これは、

特別徴収事業所に県下一斉に指定したという影響もありまして、特別徴収の件数がふえております。全

体的に見まして、普通徴収、特別徴収ともに増加傾向というか、１人当たりの所得も少しずつ金額が上

がっているという傾向が見られております。納税義務者数につきましても、昨年よりはふえている傾向

にあります。法人市民税の関係ですけれども、法人の数や法人の税額は増加傾向にございますけれども、

事業所によりましては、経費増のため、法人税が大幅減額となっているという法人があった影響で、今

回ちょっと減額という形になっております。 

○川上委員 

 法人市民税については、経費増というところが特徴だということのようですけれども、経営不振で経

費増によらない苦戦をしている状態というのはありませんか。 

○税務課長 

 全体的に法人税の方は伸びておりますので、減少ではないと考えております。 

○川上委員 

 法人市民税は減額ということなんだけど、伸びているというのはどういうことですか。 

○税務課長 

 今回補正予算で減額しております理由というのは、高額の法人税がかかっていた企業が経費増になっ

たことによって、法人税割が減っておりますので、今回は見込みよりも低く、補正をしているものでご

ざいます。 

○川上委員 

 前年度と比較して伸びておるという意味ですか。 

○税務課長 

 全体としては上がっておりますけれども一部の企業におかれましては、設備投資、例えば償却資産も

そうなってくるかと思いますけれども、そういうところで経費的に落とされている。経費で所得が減っ

ていると思われます。 

○川上委員 

 とすると、もっと伸びると思っていたんだけれども、一部の企業において経費増を理由に、納税額が

低下するということだということですかね。 

○税務課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 １７ページ、固定資産税についてです。この増額補正の理由についてもう少し詳しくお願いします。 

○税務課長 

 固定資産税の土地、家屋ともに増額しております。特に増額しておりますのが償却資産となります。

償却資産は一部の企業にかかわらず、全体的に設備投資増ということで、増額で申告されている事業者

が多くなっております。 

○川上委員 

 その内容、どういう事業所が伸びているのか。そこのところ詳しく。 

○委員長 
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 業種は大きく分けていいんですか。 

○税務課長 

 こちら、太陽光がまだ増加している状況にありますので何カ所かふえております影響から、償却資産

のほうもふえております。 

○川上委員 

 それを見込んだ予算を立てておったと思うんだけれども、それを１億２千万円を超えて増額補正をす

るほどになったということなんだけど、その主な要因は、太陽光発電設備ですか。だとすれば、それは

何社くらい。１億２５００万円のうち、どのくらいを占めるのかわかりますか。 

○委員長 

 川上委員、今資料を調べていますので、ほかの質問があれば先にそちらのほうを。後で答弁されます

か。 

（発言する者あり） 

はい、失礼いたしました。 

○税務課長 

 税額で１００万円以上増額しているところでいいますと太陽光が２カ所ございました。あと、ほかの

部分では、機械とか構築物が多く見受けられます。 

○川上委員 

 太陽光の２カ所に関する増額がどれぐらい。見込みを超えているわけでしょう。それは、どれぐらい

ですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１０：１８ 

再 開１０：１９ 

委員会を再開いたします。 

○税務課長 

 当初見込んでおりました金額からふえている分といいますと２カ所ございまして、そちらの方は合わ

せて６２００万円ほど増額しております。 

○川上委員 

 そうすると、ちょっと確認ですけども、増額補正の約１億２５００万円のうち、半分ぐらいが太陽光

発電設備の２カ所による影響ということでいいですかね。 

○税務課長 

 そのとおりになります。 

○川上委員 

 次に１８ページになっておりますけれども、市たばこ税、これの減額をどう見ているのかお尋ねしま

す。 

○税務課長 

 たばこのほうは、利用される本数が減っております。こちらのほうは、健康志向もございますし、あ

とは電子タバコへの移行の部分が影響していると思われております。 

○川上委員 

 ５７６４万円の減額というのはかなり大きいと思うんだけど、この額については、傾向としての影響
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は先ほど答弁がありましたけど、この額については、どのくらいのボリュームなんでしょうか。 

○税務課長 

 年間を通しますと５％減となっております。 

○川上委員 

 たばこの本数ではどれぐらい減ったことになるのかなとか、そういうようには評価はかね。 

○委員長 

 質問委員にお願いしますけど、本数まで細かいところまでは、恐らく税務課長のほうもわからんと思

いますよ。わかる。 

暫時休憩いたします。 

休 憩１０：２１ 

再 開１０：２２ 

委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 なぜそれを聞くかというと、３級品の値上げをしましたね。その影響がどういうふうに出ているのか、

いないのか。これほどの減額補正をするわけだけども、そのことにかかわるのではないかと思う政策を

打ったわけですよ。自分たちが打った政策と今回のこれほどの減額補正がどのように関係があるのかな

いのか、どういうふうに見ているのかお尋ねします。 

○税務課長 

 今おっしゃられました旧３級品の部分になってくるかと思いますけど、そちらの本数は確かに、当初

見込みよりも減っております。 

○委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

○川上委員 

 それで、市が旧３級品の値上げをしたことについては、それ自身についてはどういうふうに思ってい

ますかね。 

○委員長 

 川上委員、個人的な意見を聞かれようわけですか、税務課長個人の。 

○行政経営部長 

 このたばこ消費税につきましては、国の施策の中で税率等が決められておりますので、市町村はそれ

に従わざるを得ないということでしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○川上委員 

 私は確かに反対しました。そのことと、今聞いていることは別の質問なんですよ。皆さんが条例を改

正して値上げしたわけですから、それによってどういう影響が出るのかということは関心を持ってしか

るべきですよ。今回、５％もの減額補正をするわけでしょう。これとどういう関係があるのかと、ない

のかということについて、どう思っておるかお尋ねしているわけです。 

○行政経営部長 

 たばこ消費税は近年、国の施策というか、健康志向だとかいろんな関係で値上げがずっと続いている

と。そういう中で、実際値上げをするから、見込みの中で、これぐらい減るだろうというふうに見込ん

だところが、実はそう影響がなかったとか、今度はそれを見て、次の年にふえるだろうというふうに予

測を立てるんですけど、これが逆に今度減ったりとか、非常にこの予測が難しいという状況にあります。
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この減額についても、補正予算ですから、１０月から１１月までの実績を見て、今後の３月までの予測

を立てた中でやっているところでございます。 

○川上委員 

 自分たちが条例改正して打ち出した政策が、どのように影響を与えるかについてやっぱりもっと関心

を持つべきだと。私が旧３級品の値上げについて反対したのは、庶民、嗜好にもよると思うんだけれど

も、庶民に対するねらい撃ち的な値上げだということで反対したんですけれども、こうなってくると、

国のほうは、電子タバコについても課税をしようだとか、次々にいろんなこと言ってくるんだけど、い

ちいちつき合っていたら、市のまともな政策ができなくなるじゃないかと思うんです。それで、たばこ

組合の補助金があるんだけども、このたばこ税の増減にかかわらず、補助金は補助金できちんと出すと

いうことだったと思うけども、それは間違いないですか。 

○税務課長 

 平成３０年度からとなりますけれども、本数等にかかわらず定額でしてまいります。 

○川上委員 

 そうすると、今度の２月補正もあるでしょうけれども、たばこのこの５７６４万円の減額というのは、

たばこ組合への補助金の今年度の補助金に影響がありますか。 

○税務課長 

こちらのほうは今年度の歳出とは関係ありませんので、金額が変わることはございません。 

○川上委員 

 １９ページの分担金及び負担金、公立保育所保護者負担金の増額補正及び私立保育所保護者負担金減

額補正について、あわせて、事情説明を求めたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１０：２８ 

再 開１０：３０ 

委員会を再開いたします。 

○待機児童対策担当次長 

 公立保育所保護者負担金でございます。この増額理由につきましては、入所見込児童数は減りますが、

平均保育料の増額によりまして、予算を増額するものでございます。続きまして、私立保育所保護者負

担金でございます。これにつきましては、入所見込みの児童数の減、それと平均保育料の減によりまし

て減額補正するものでございます。 

○川上委員 

 公立、それから私立ともに見込みよりも入所者が少ないと、入所児童が少なかったと。ところが、公

立保育所の場合は平均保育料が上がったので増額になりましたと。私立のほうは平均保育料が上がった

けれども、入所の人員が大幅に少なくなったのでマイナスになったというような趣旨ですか。 

○待機児童対策担当次長 

 私立保育所保護者負担金につきましては、児童数、それと平均保育料の減になったということで減額

するということでございます。 

○川上委員 

 整理しますけど、公立も私立も入所者は減ったと。公立のほうは減ったけども、平均保育料が上がっ

たので増と。私立のほうは平均保育料が下がった。マイナスとマイナスでマイナスが大きくなったとい
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うことなんですね。間違いないですか。 

○待機児童対策担当次長 

 はい、そうでございます。 

○川上委員 

 そうすると、公立で延べ９８０６人の見込みが、８６５７人で１１４９人マイナスと。見込みよりも。

私立においては延べ２万８９６７人が２万８１５８人と８０９人、延べでマイナスということになって

いますけども、これはどういう要因によるものですか。 

○待機児童対策担当次長 

 これにつきましては、当初の見込み数を、私立のほうでございますが、当初の見込みを過大にしてお

りました。多くみておったというところでございます。 

○川上委員 

 公立のほうも見込みより少なくなっているんだけど、公立のほうはどうなんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 入所児童の数につきましては、当初、公立のほうも多くみておりました。結果、平均の保育料のほう

が上がりましたので、公立のほうは増額補正となっております。私立のほうは、当初入所のうち、予定

を多くみておりまして、そして平均保育料も下がりましたので減額となっております。 

○川上委員 

 そのことを聞いてないんですよ、もう終わったんだから。今聞いたのは、受け入れ人数が、公立も私

立も減っているじゃないですか。それで、私立については見込みが過大であったというふうに答弁され

たので、公立はどうだったんですかと、答弁がなかったから聞いたんですよ。 

○待機児童対策担当次長 

公立のほうは、入所人員の見込みも当初は多く、結果より多く見ておりました。 

○川上委員 

 私立も公立も過大見積もりだったということなんですけど、どうしてそういうことが起きたんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 当初予算を設定するときに、最大で受け入れられる定員、それと面積等の関係がありますが、最大に

受け入れられる人数で設定しております。それで、実際の入所の状況と差が出たということでございま

す。 

○川上委員 

 施設の面積だけでこの見積もりをしたんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 これはあくまでも前年の実績を基に、それと定員と入所できる面積というのはちょっと言い方は失礼

いたしました。いわゆる前年度実績、入所している実績、それを基に予算を設定しております。 

○川上委員 

 前年実績で見たということは、待機児がこれほど問題になっていたときに、それをゼロにする。その

ために保育士をきちんと確保するという決意も伴ってなかったということを今おっしゃっているんで

すか。 

○待機児童対策担当次長 

 前年実績を基に、次年度、将来の見込みを見込んだ上での予算を設定しております。 

○川上委員 
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 違うんじゃないんですか。待機児童をゼロにするということで、保育士をこれだけ必要な人数を確保

すると。そうすれば、施設面積との関係で最低の基準があるでしょうから。その関係でこの人数を確保

できると、受け入れられるということでこの延べの人数が出ておったんじゃないんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 保育士を確保するということにつきましては、別途保育士のいわゆる確保、臨時職員等も含めまして

確保に努めてきたところでございます。ここにつきましては、いわゆる前年の入所の実績及び今年度、

将来に向けての入所の見込みをたてた上での当初の予算を設定しておりました。 

○川上委員 

 入所希望のお子さんはふえている。前年は相当な待機児童が発生して、どうするかで大問題でした、

市政の。その中で、前年実績なみにしか見込んでいないというのはそもそものやる気が問われたと思う

んだけど、それはもうそういうことだろうと私思います。あなた方のやる気のなさというのを。思うん

だけど、それが公立、私立合わせて１２００人を超える、１２００人くらいの、延べで、入所者が過大

見積もりだったと、あなた方に言わせれば。入れなかった子どもたちの人数でしょう、延べ。昨年より

も悪化したということですかね。入所できた、保育を受けられた子どもの数が減ったということですか

ね。 

○待機児童対策担当次長 

 昨年より、入所された方が減ったとかいう状況ではございません。やはり待機児童の状況というのは、

若干ことしのほうが少ない月もございましたが、昨年とほぼ同様な動きをしておる状況でございます。 

○川上委員 

 あなた方、昨年実績で見込んだと言われたでしょう。それをこれほどまでに延べ人数を減らしている

わけですから、こういう現状なんでしょう、今年度の。だから、受け入れている子どもの延べ人数とい

うのは大幅減じゃないんですか。そのことを聞いているんですよ。 

○待機児童対策担当次長 

 今、前年度を基にということもしております。それと前期、いわゆる平成２９年度９月までの、前期

までの入所状況、いわゆる子どもさんが入った、受け入れた状況に基づいての執行残、失礼しました、

歳入でございますので、受け入れがなかった分の負担金の当初よりの減ということになっております。 

○川上委員 

 さっき私が１２００人といったのは、数字をよく大きくしてみると１９５８人ということがわかりま

したけど、それほどの延べで受け入れが減ったことと、それから平均保育料の影響があってこれほどの

減額になったと。支出については、ということがわかりました。 

次に、２０ページですけれども、急患センターの使用料が減額補正となっております。これについて

説明を求めます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１０：４２ 

再 開１０：４３ 

委員会を再開いたします。 

○財政課長 

 急患センターの使用料の減につきましては、受診者数の減によりまして、受診者数が減になることに

よりまして、診療報酬がその分で減っているという状況でございます。申しわけございませんが、詳し



10 

 

い数字はちょっと持ち合わせておりません。 

○川上委員 

 受診者数の減が原因というのはどういう理由とかわかりますか。 

○財政課長 

 受診者数の減の要因というのはちょっとわかりかねます。申しわけございません。 

○川上委員 

となりの委員会があっていると思われますので、後ほど詳しく事情は教えてください、委員会中に。

それから、２１ページにごみ処理手数料の増額補正があります。概要でメモがありますけれども、もう

少し説明をお願いしていいですか。 

○環境対策課長補佐 

 ごみ処理手数料でございますけれども、ごみ袋の売払収入、こちらのほうが約１．１％ほど上昇した

と、伸びがあるということで試算しております。 

○川上委員 

 次に、２３ページに保育対策総合支援事業費補助金減があります。これは県支出金との関係もあろう

かと思いますけれども、事情を説明してください。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１０：４６ 

再開１０：４７ 

委員会を再開いたします。 

○待機児童対策担当次長 

 この減額につきましては、当初、この補助金が国の補助金でございました。国の補助金が、県の補助

金に全部組み替えになりましたので減額をするもの、そして県のほうにまた計上され、県の補助金とし

て計上されることになりましたので、国の分を減額するという形になっております。 

○川上委員 

 どうしてそういうことが起きるんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 一応、福岡県からの指示でこういう予算措置をしております。 

○川上委員 

 わからないということですね。言われただけと。 

○待機児童対策担当次長 

 国の補助金から県の補助金にかわった理由ということについてはすいません、詳細には確認しており

ません。 

○川上委員 

 国のこの分野の政策がころころかわるからですよ。それで、地方公共団体、地方自治体は混乱してく

るんです。それで、２６ページに、県支出金に入りますけども、こども医療費補助金、減額があります

けど、どういう事情かお尋ねします。 

○医療給付係長 

 減額となっている要因としましては、平成２８年１０月から入院に係る助成対象を高校生まで、通院

にかかる助成対象を小学校６年生まで拡大しましたが、これを費用を見込むときに、実績がないために、
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中学生の医療費と小学校３年生までの医療費を参考に見積もりしました。そのため、歳出減が起こって

おり、歳出で減額補正している関係上、その半分である補助金を減額しているところです。 

○川上委員 

 ２７ページ、放課後児童健全育成事業費補助金の減について、メモはありますけれども、説明を求め

ます。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、放課後支援員の人件費の減によりまして、支出の全体よりも減りましたので、

それに連動して補助金が減ってるということでございます。 

○川上委員 

 人件費の減の理由は。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、年度当初、児童数から放課後支援員の人数を想定しておりましたが、実際は、

その支援員の確保において、年度当初から全員を確保するということができませんで、その分の給与を

支出してないことにより、先ほど申しました人件費の減ということになっております。 

○川上委員 

 確保すべき人数は当初何人で、そして、当初確保できた人数は何人か。そして、その後確保すべき人

数が確保できたのかどうか、できたとすればそれはいつの段階なのかお尋ねします。 

○学校教育課長 

 まず、本事業費において雇用する支援につきましては、年度当初、１０３名と予定しておりましたが、

１１月１日現在における数でございますが、実際の支援員につきましては８０名という実態でございま

した。この支援につきましては、この児童クラブ運営の委託料に加えまして、児童センター委託料によ

って雇用しておりますので、まずその全体で説明をさせていただきます。基本となる支援につきまして

は、１つの児童クラブ室に対して２名を基本としておりますので、４月１日現在において必要な支援の

数は９８名でございましたが、この時点での雇用の数は９２名ということで６名の不足がございました。

その後、１１月１日現在では６名増員して、必要数９８名をいったん確保をする形にはなっておるんで

すが、８月の段階で若菜児童館の新築移転によって、児童クラブ室の数がふえましたので、１００名必

要となりました。でありますので、１２月１日現在におきましては、この１００名の必要な数に対して、

雇用した支援の数は９８名ということで、今現在２名の不足があるというのが実態でございます。 

○川上委員 

 先ほどの１０３名と８０名の数字は、今の数字とどういう関係があるんですか。 

○学校教育課長 

 繰り返しの説明になりますけれど、この児童クラブの支援員の雇用につきましては、１つは今回ここ

に計上しております児童クラブ運営委託料というものとあわせて、児童クラブよりも敷地面積の多い児

童センターにかかわる児童センター委託料、２つの委託料によって雇用しております。ご質問にござい

ます、この１０３名というのは、児童クラブ運営委託料によって、年度当初、雇用を予定しておった数

が１０３名でございまして、この事業費によって、１１月１日現在で雇用した支援員の数は８０名とい

うことで、こういった２つの委託料によって全体の雇用しておる関係で少しわかりにくい説明かとなり

ましたが、そういったことでございます。 

○川上委員 

 わかりました。ただし、若菜が開設、再スタートしたということで、２人必要になったと、プラスで。
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それによって必要数は全体として確保できた状態に今あるということですかね。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、今現在、２名の不足の実態がございます。 

○川上委員 

 これはどこが不足してますか。 

○学校教育課長 

 今、ちょっと整理した資料がございませんでして、具体的にどこというところが答えることができま

せん。 

○川上委員 

 あとで教えてください。というのが、その児童クラブは指導員が１人なのか２人なのかわかりません

けど、足りない状態で今運営しているということなんでしょう。危険じゃないですか。だから、そこに

すぐ手当てをする必要があると思いますので、それはお願いします。 

それから、次は３４ページ、市債総額のうち、地域振興事業債の増額についてお尋ねをします。説明

をしてください。 

○財政課長 

 地域振興事業債のことでございますが、これは過疎債のソフト分ということで、筑穂地区の予約乗り

合いタクシー運行事業、それからコミュニティバス運行事業の分の１２２０万円を２次追加要望で行う

ものでございます。 

○川上委員 

 この「等」と書いてる中に予約乗り合いタクシーが入ってるわけですか。 

○財政課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 ２次追加というのはどういう意味ですか。どういう事情でそういうことが必要になったんですか。 

○財政課長 

 当初、過疎債を要望しておりましたけれども、起債の追加の要望がございまして、この分を追加で要

望させていただいているところでございます。 

○川上委員 

 市長わかります、今の答弁で。もう少し市民が聞いてわかるように。私もわからない、それでは。 

○財政課長 

 当初で要望しておりませんで、２次で追加要望させていただいているところでございます。 

○川上委員 

 飯塚市が過疎債の適用を国に――― 

○財政課長 

 すいません、説明が不足しておりました。当初につきましては、国の枠がございまして、その分で１

次で、当初で要望しておりましたけども、国の枠の追加がございましたものですから、改めまして追加

を要望させていただいたというところでございます。 

○川上委員 

 そうすると、飯塚市が１次で要望していたのが満額の回答がなかったと。それで２次で残りの分を出

しとったということですか。 
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○財政課長 

 当初で要望しておりました枠はいただいておりますけれども、それ以外で、他団体で余っている分の

枠がございましたものですから、それで追加で要望したということでございます。 

○川上委員 

 他団体というのは、地方公共団体のこと言ってるんですかね。余っていたから２次追加を希望もして

ないのにくれたということですか。 

○財政課長 

 県のほうから要望の意向がございまして、この分につきましては枠が余っているので、追加要望する

団体においては、全て要望されていると思いますけれども、本市においては必要だということで追加要

望させていただいたところでございます。 

○川上委員 

 これは既に財源手当しておったんでしょう。しておったのに、福岡県が借金してくれませんかと言っ

てきたわけですね。それで、財源をつけかえたかという趣旨ですか。 

○行政経営部長 

 ただいまお答えしておりますけども、この過疎債、近年、全国的に国のほうが不足という形で枠をあ

る程度縮めてきているというのが現状でございます。それで、この過疎債についても、ある程度の枠が

ありますものですから、要望として飯塚市もしたいんですけども、今、質問者言われますように、これ

については一般財源でということで当初しておりましたけども、その枠が他団体で不要になった部分と

かがありますので、要望調査の中で、飯塚市のほうが手を上げまして、要望させていただいているとい

うことでございます。 

○川上委員 

 市長、既に一般財源で手当てをしているものについて、貴重な借金枠だから飯塚市は使いませんかと

言われて、使いますということのようだけど、それによってどういう有利差があるんですか。ないんで

すか。 

○財政課長 

 過疎債につきましては、充当率が１００％で、交付税算入率、元利償還でございますが、７０％の有

利な交付税措置がありますので、この分を起債をする計画をしているところでございます。 

○川上委員 

 それによって、金額にするとどれぐらいのボリュームのメリットがあるんですかね。本市にとっては。 

○財政課長 

 概要書で説明させていただきますと、全体で、過疎債でいきますと、補正後でいきますと６５９０万

円となっております。それの７０％でございますので、４６００万円ほどが交付税措置されるという状

況でございます。 

○川上委員 

 その分は地方交付税に入ってくるかどうかわからないですね。そういう意味では見えないでしょう。

そういう意味では、借金がふえたということしか残らないんではないかと危惧するんです。それから―

―― 

○委員長 

 ちょっと今、川上委員の発言に対して答弁をしたいということですので。 

○財政課長 
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 この交付税措置ということで、普通交付税の中で事業費補正と公債の部分は元利ということで、ちゃ

んと算定をされているところでございます。 

○川上委員 

 それは見えないでしょう。見えますか。地方交付税は減ってきてるじゃないですか。 

○行政経営部長 

 今、財政課長言いましたように、交付税については見える形で出ておりますので、見えない、特別交

付税なんかはなかなかちょっと見えなくなりますけど、この件については見える形で交付されておりま

すので。 

○川上委員 

 じゃあ今度見せてください。きょう、何時まであるかわかりませんけど、委員会中に見せてもらえま

すか。そのとき私が資料要求します。 

○委員長 

 川上委員にお願いしますけど、見せてくださいというのは一部分でもいいわけですか。１つのことで

もいいわけですか。今のにかかわる１案件の分で、これが何ぼできましたよということでもいいわけで

すね。はい、わかりました。執行部にお尋ねします。 

（発言する者あり） 

○行政経営部長 

 この交付税措置の７０％につきましては、一度に今年度中に入るとかそういうことではなくて、返還

の中で、今後、数年にわたって交付されているものですので、これはもう理論上の数字ということでし

か、今の現状では出せないということです。 

○川上委員 

 理論上の数字は見ても仕方ないでしょう。実際に入るというのを確認したいわけですから。出せない

ということですね。 

○財政課長 

 今回の補正額の過疎債で言いますと、交付税措置の分は、算定されておりますのは、平成２８年度ま

で借り入れたもののその元金と利子が交付税措置されますので、今回の分でいきますと、翌年度以降の

分に加算されていくというイメージになります。 

○川上委員 

 出すものはないということを答弁されてるんですかね。 

そしたらね、次に３９ページ、歳出に入りますけれども、総務費、財産管理費、庁舎管理費、新本庁

舎施設管理費の減が出ております。簡単なメモがありますけども、ちょっと説明をしていただきますか。 

○総務課長 

 本庁舎施設管理費の減につきましては、昨年当初予算要求時には、本庁舎の施設管理は見込みの額で

要求している部分がございまして、需用費の光熱水費、通信運搬費につきまして、新庁舎稼働後の５月

から９月の実績を基に補正をさせていただいております。それから、エレベーター保守点検委託料、そ

れから清掃等管理委託料につきましては、契約確定による補正を行っているものでございます。 

○川上委員 

 ４５ページの防災関連機器移設費の減もお尋ねします。 

○財政課長 

 防災関連機器移設費でございますが、この分につきましては、地震計の移設を前面の駐車場の整備後
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に行うため、減額補正をいたしているところでございます。 

○川上委員 

 次年度以降、地震計を設置するということにしたということですかね。 

それから、５３ページ、介護保険事業費、減額になっています。事情をお尋ねして、一つ一つ行きま

しょうか。事情をお尋ねします。 

○高齢介護課長 

 これは介護保険特別会計保険事業勘定繰出金の特別会計の繰出金の決算見込みの見直しによるもの

でございます。 

○川上委員 

 介護保険料を滞納するとペナルティが来ますね。必要な方でも、例えば、介護保険利用料が１割が３

割になるとか、そういう制度に、国のほうでしているんだけど、それに該当してる方が本市にはどれぐ

らいおられますか。 

○高齢介護課長 

 今、手元に資料がございませんので、詳しいところは後ほどもし必要であればお答えさせていただき

たいと思います。 

○川上委員 

 必要であるかと問われたんだけども、規模によっては、そのために、今回の補正に影響があるのかな

いのかを確認したいので、必要があると思いますので、すぐでなくても、委員会中に答弁してもらうと

助かります。 

それから、５４ページについて、後期高齢者医療事業費の減額があります。これについても説明を簡

潔にお願いします。 

○医療給付係長 

 後期高齢者医療費につきましては、市の負担としまして１２分の１、後期高齢者広域連合に負担する

ようになっております。平成２９年度の後期医療の見込みが通知され、それに基づき減額しております。 

○川上委員 

 ７５歳以上の高齢者、何らかの事情で保険料滞納をしていくと、資格証明書の発行、保険証の取り上

げということになるんだけども、本市の場合は、７５歳以上の高齢者で保険証を取り上げた方はどれぐ

らいいるかお尋ねします。 

○医療給付係長 

 後期高齢者が必要な医療を受ける機会を確保するために、資格証の交付はしておりません。また保健

証の取り上げということもしておらず、短期証を発行している状況となっております。 

○川上委員 

 短期保険証発行は何人ですか。 

○医療給付係長 

 平成２９年７月末現在で３９件となっております。 

○川上委員 

 その３９人の方は、件というか人だろうと思いますけど、の方は、保険証は何カ月通用する、短期と

いうのはどれぐらいのものですか。 

○医療給付係長 

 ６カ月間となっております。 
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○川上委員 

 全員６カ月間ですか。 

○医療給付係長 

 そのとおりです。 

○川上委員 

 それを、短期保険証を発行する目的は何ですか。 

○医療給付係長 

 高齢者の医療の確保に関する法律の施行規則において、滞納者に直接納付はたらきかける機会の確保

という観点から、短期証を発行しております。 

○川上委員 

 保険証、資格証明書の発行はしないということでしょう。でも短期保険証は満期じゃなくて短期にし

ますと。半年しか通用しない。それは、今お聞きしたら、接触できる機会をと、どういう意味ですかね。 

○医療給付係長 

 滞納者でございますので、市と後期高齢の保険料の払い方の方法や納付相談、そういった機会の確保

という意味です。 

○川上委員 

 短期保険証等とそういう機会を確保するということと、まったく関係ないですね。短期保険証をもら

ったときはまだいいかもしれない。きょうで治る、１週間後には治る病気でない慢性的な方もいるわけ

だし、いつ重篤な病気になるかわからない方ばかりといっていいと思うんだけども、なんですから、６

カ月でも切れますよとかいうような保険証はひど過ぎると思うんですよ。それで、話をする機会という

のは、連絡をとって会えばいいことですから、短期保険証と全く関係ない。もし関係があるというので

あればね、命と引きかえに話し合いに応ぜよと、応じよと言ってるに等しい。そう思うんですよ。こう

いうやり方は、飯塚市政ではやめるべきだと思います。 

次の質問は５６ページ、障がい児通所支援事業費の増について、説明書きが概要に書いてありますけ

ども、増についての説明を求めます。放課後デイサービス給付費です。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この給付費の増加の要因といたしましては、利用者数がふえているということはひとえに申し上げる

ことができると思います。現在、その事業所数も毎年増加をいたしておりまして、また啓発と申します

か、こういった事業に対するＰＲもさまざまに連携して、庁内でも連携して行っているということでご

ざいます。そういったことから、最近、伸びが大きくなっている。このことは平成２４年度の障害者総

合支援法の成立以降、続いておると。毎年１．３倍の伸びを示しておるというふうな状況でございます。

このことは、私どもは、サービスを必要とするお子さんにとって適切な支援が行える環境がととのって

きているというふうに考えておるところでございます。 

○川上委員 

 毎年１．３倍の伸びということで、２４７５件を想定したわけでしょう。見込んだわけでしょう。そ

れが３３３９件に、見込みを上回ったということになりますよね。この見込みを上回った要因というの

は、先ほど事業所数がふえたということでは説明がつかないと思いますけど、説明できますかね。 

○社会・障がい者福祉課長 

 毎年１．３倍ぐらいの伸びが進んでおるということは事実でございますが、具体的なこの補正に際し

ての３点につきましては、上半期の実数を確認する中で、算定し直して見込んだというものでございま
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す。 

○川上委員 

 いずれにしても大事な事業だと思います。それから、一方で減額補正となった児童発達支援給付費に

ついて事情を伺います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この児童発達支援給付費の減額につきましては、実は当初の見込みというのが、ちょっと多く見込ん

でしまったんです。というのは前年度、さらには前々年度という形で、ここ数年の伸びが大きかったも

のですから、見込みを少し過大にしておったということになりました。実際は、前年度よりは数字は伸

びているんですけれども、見込みを大きくし過ぎたということでございます。 

○川上委員 

 こういう福祉のための仕事は、見込みはやっぱり余計に見込んで仕事をするというのは大事なことじ

ゃないかなと思います。必要な時に補正で落とせばいいわけですから。 

次は６０ページ、児童措置費の私立保育所等保育措置費です。このうち、認可外保育施設運営費交付

事業費の増額補正が少し私にはわかりにくいので説明してもらえますか。 

○待機児童対策担当次長 

 まず１点、市外の保育所に対する入所の関係がふえておりましたので、給付費の増額―――、失礼い

たしました。返還金につきましては、これにつきましては、当初、長時間預かり保育をするということ

で予定しておりました施設につきまして、これにつきまして実施したというところで増額の補正をして

おります。７４３万３千円の増額補正をしております。大変失礼いたしました。 

○委員長 

 いいよ。続けて答弁しなさいよ。 

○待機児童対策担当次長 

 当初補助金を新たに２施設実施いたしました。ただし補助金を多く受け入れておりましたので、精査

いたした後に返還金を返還をするということになりました。所要額の精査が終わりましたので返還をす

るというものでございます。大変失礼いたしました。 

○川上委員 

 その相手方はどこであるのか。また、補助金を余計に見積もっていたというのはどういう事情なのか。 

○待機児童対策担当次長 

 相手方といいますか、返還は国でございますが、実施の対象は幼稚園の白菊幼稚園、伊岐須幼稚園、

山内幼稚園でございます。 

○川上委員 

 認可外保育施設運営費にこれが該当するんですか。 

○待機児童対策担当次長 

 これは幼稚園でございますので、いわゆる幼稚園としての延長、長時間預かり保育ということで認可

外ということになっております。 

○川上委員 

 補助金の見積もりが多過ぎたというのはどういうことですか。 

○待機児童対策担当次長 

 長時間預かり保育を行う児童数を多く見ていたということでございます。 

○川上委員 
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 この７４３万３千円が出るような答弁してもらえますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１１：２５ 

再 開１１：３３ 

○委員長 

 委員会を再開いたします。 

○高齢介護課長 

 先ほどご質問いただきました５３ページの高齢者福祉費繰出金の関係で川上委員のほうから、給付制

限のお話がございました。保険給付費の減額を受けておられる給付制限を受けておられる方が、平成２

８年度実績で１２件ございます。利用者、保険給付、介護保険給付を受けておられる利用者の方が約８

５００人いらっしゃいます。そのうちの１２件の方でございますので、繰出金に及ぼす影響というのは、

ほとんどないと考えてよろしいかと考えております。 

○待機児童対策担当次長 

 先ほどの子どものための教育保育給付費の国庫補助返還金の件で改めてご説明させていただきます。

当初、利用３園で、利用人員を１７８２人と見込んでおりました。これが実質、１５２８人の２５４人

の減となりました。当初、国庫補助金を受けいれておりました１９６９万６千円に対しまして、精査い

たしました１５２８人分の１２２６万３千円となりましたので、７４３万３千円の返還を行うというも

のでございます。 

○川上委員 

わかりました。こども園の幼稚園部門は認可外保育施設ということなんですね。 

○待機児童対策担当次長 

この該当部分につきましては、幼稚園の時間外、いわゆる時間外保育ということで、幼稚園の時間外

保育ということで、よろしくお願いいたします。 

○川上委員  

延長保育の関係を認可外保育ということなんですね。施設全体がという意味じゃなくて。６０ページ

の市内私立保育所施設型給付費、交付事業が減額となってます。説明をお願いします。 

○委員長  

川上委員、その前に、健幸・スポーツ課長が見えましたんで、先ほどの答弁を先にさせますので。 

○健幸・スポーツ課長 

先ほどは、申しわけございませんでした。歳入予算２０ページの衛生費でございますが、急患センタ

ー使用料の減額、１０３９万円の減額補正の内容についてでございますが、この急患センターの使用料

といいますのが急患センターの受診者の方が納めます診療報酬収入でございまして、今回減となってお

ります根拠といたしまして、２８年度決算見込みで、予算組みをしておりましたけれども、当初から予

算時から比べまして、診察者の数が大幅に減っておりますため、数字で申しますと、予算立ての段階で

は４４１６名で予算を立てていましたところ、３２６３名と１１５３名の減が見込まれることから、今

回補正をさせていただいております。人数にいたしましては今年度、大きな病が今のところ発生はして

いないということが原因だと考えております。以上、説明を簡単ではございますがさせていただきまし

た。 

○川上委員 
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ただ１問だけ、１問というか、答弁に対する感想一言。これほど病院に、急患センターに行く方が少

なくなったというのをどう評価するかというのがあると思うんですよ。市内の大きい病院には行っても

なかなか受診ができないと。急患で救急車で行っても、すぐ対応は難しいという状況があったりしてい

るんだけども、そういうことも考慮すると、大きな病が発生していないとかいうようなことではなくて、

せっかくの施設があるのに、それが周知されずに、十分に利用されていないということはないか、その

ことが心配なので一度この大幅減についての評価はし直したほうがいいんではないかと思います。 

○待機児童対策担当次長 

 この減額の理由でございますが入所児童の見込み、当初見込み、前年度実績等を勘案して将来推計を

出しまして、見込んでいた数字に対しまして、９月までの実績状況を見まして、減額をするものでござ

います。 

○川上委員 

どういう理由でそれを見込み、どういう理由で見込みとずれているというかな。この減額の中にある

政策的な意味合いというのを、答弁していただけると市民の方は、わかりやすいかと思います。それか

ら、６１ページの児童扶養手当給付費についてお尋ねします。 

○待機児童対策担当次長 

 この減額補正の経緯でございます。これは当初予算２９年度予算、４月から９月までの実績及びそれ

から１０月以降、翌３月までの支払いの見込みを立てて計上して減額補正いたしております。これにつ

きましては、過去の実績と３カ年の実績等々も勘案しながら、設定をしておりまして、今後１０月から

３月までの、見込みを計上した上の減額補正でございます。 

○川上委員 

 ６２ページの保育所費、職員給与費、臨時職員雇用経費保育士等の減があります。説明をお願いしま

す。 

○待機児童対策担当次長 

職員の臨時職員につきましては、これにつきましては４月からずっと募集をかけておりまして、９月

末までの関係で募集が至らなかった。保育士が集まらなかったといいますか、臨時職員の賃金として不

用分の分を減額するものでございます。 

○川上委員 

 ６４７２万２千円の人件費を、今言った事情で削減するということなんですけど、いつからいつまで

の何人分が不要になったのか、お尋ねします。 

○待機児童対策担当次長 

 これにつきましては、臨時職員につきましては、失礼いたしました。４月から、８月までの執行を確

定した分、そして、９月から３月に向けた執行見込み額を立てまして、減額補正をするものでございま

す。先ほど９月と申し上げましたが、間違えました。 

○委員長  

次長、ちょっとマイク外して大きい声で言って。ものすごく聞き取りにくい。 

暫時休憩いたします。 

休憩１１：４４ 

再開１１：４５ 

委員会を再開いたします。 

○待機児童対策担当次長 
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 まず当初で、１１３７名の職員を見込んでおりました。実績と見込みを合わせまして１０５０人とい

うふうになりますので、減額補正をするものでございます。 

○川上委員 

 私はてっきり必要な臨時職員の保育士等の人数があって、それにもう過去、これだけ採用し切れなか

ったので、その分が、どうしようもないから減額するというふうに思い込んだわけです。それで先ほど

言ったような質問したんです。ところが、今の答弁だと、保育士不足の続いた上半期を参考に、下半期

もそうなるであろうということで、考え、計算したら、これだけはもう減額しとかなくてはということ

になったというふうに、今お聞きしたんだけど。 

○待機児童対策担当次長 

 申しわけありません。再度、説明させていただきます。当初は１１３７名の保育士が必要というふう

に考えております。しかしながら、保育士の募集をしましたが集まっていないという状況もございまし

た。実績では集まらなかったということもございます。それと将来に向けてはまだ、予定した保育士を

確保したいというところで、８月までの実績につきましては、当初想定しておる人数より少のうござい

ますが、９月以降につきましては、当初の想定どおりの、できるだけ確保するというような形で見込み

を立てて、それで年間が１０５０人となっております。減額する分につきましては、いわゆる８月まで

で確保できなかった分の予算につきまして減額をするということでございます。 

○川上委員 

 聞き取りましたけど、よく意味がわかりません。私のほうから確認にしましょう。これから３月まで

も、その先の、先ということはないんですけど、３月まで、当初の臨時職員が必要保育士が必要だった

人数を確保することができたときの人件費はその中に用意されておるのかどうか。 

○待機児童対策担当次長 

 確保されております。 

○川上委員  

そうしたら、最後この分では最後ですけど、当初何人臨時保育士さんを確保しようとして、何人まで

確保できたのか。それだけちょっと聞かせください。 

○委員長  

川上委員、延べ人数ですか。 

○川上委員 

 延べじゃない方がわかりやすいよね。延べで言ったら私が何人ですかと聞きます。 

○待機児童対策担当次長 

 当初、７２人の保育士さんを確保したいというふうに考えておりました。予算上のところは５５人の

保育士さんしか確保できなかったというのが現状でございます。 

○川上委員 

 公立保育士の正規職員という待遇で募集すれば、公立のほうは、かなりできたはずなんだけど。 

次は、公立保育所運営事業費の減額についてお尋ねします。 

○待機児童対策担当次長 

 この減額につきましては、主なものにつきましては賄い材料費、いわゆる食事の材料でございます。

これにつきまして、６４８万３千円の減額になっております。これにつきましては、当初、入所を予定

しておりました児童数より受け入れが少なかったというところで減額をしております。 

○川上委員 
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 ６４ページ、児童クラブ運営事業費についても減額ですけど、これは委託料の減額ということのよう

ですけど、少し説明いただいていいですか。 

○学校教育課長 

 委託料の減額につきましては、先ほど御説明させていただきました人件費の減額による減になります。 

○川上委員  

先ほど、答弁保留になっていた分は、今、答弁できるんだったら今そこで。 

○学校教育課長  

１名減の児童クラブにつきましては、そういう、すいません。その資料を外においてます。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休憩１１：５２ 

再開１１：５２ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

１名足りないところにつきましては、飯塚と片島になっております。 

○川上委員  

補正予算の審査だからいって構わないと思いますけど、率直に言って、なぜ定数とかいうのをあなた

方が決めているかね。定数を切ってるわけでしょう。だからその児童クラブは危険だということでしょ

う。子どもの安全確保には、必要な人がいないということですよ。その児童クラブの名前がわからない。

自分たちが、手当てしきらないで、子どもが危険な状態にあるだろうと思われる学校の名前が、やっぱ

りわからない。自分たちが、保険証取り上げた高齢者が、あるいは国保の方がどういう健康状態にある

かわからない。相手が言ってくるまでわからない。いつか来るだろうと困ったらという今、医療分野の

仕事になっているんだけど、そういうのとあわせて考えると、やっぱり、もう少し緊張感を持ってもら

いたいし、それはすぐ埋めてもらいたいと思います。埋めると言ったらおかしいけど、配置してもらい

たいと思います。 

それから、６７ページ、生活保護費扶助費について、生活保護費扶助費減額、生活扶助費の減額にな

っていますけれども理由をお尋ねします。 

○生活支援課長 

 扶助費の減額ということでございますが、平成２９年度の予算編成につきましては、平成２８年の８

月から９月ごろの実績をもとに積算しております。この１２月補正で実績の見直し時期はことしの８月

から９月の実績をもとにまた精査しております。この間、生活保護受給世帯が４４４７世帯から４３９

０世帯。被保護者数におきましては６２２０人から６１２０人。保護率が４８．１パーミルから４７．

６パーミル。世帯で５７世帯、人員で１００名、保護率で０．５パーミルの減少となっております。こ

れが、扶助費の減少の理由と考えております。 

○川上委員  

それは国の生活扶助の基準が下がったとかいうこととは関係ないということですか。 

○生活支援課長 

 生活扶助の基準額については変更はございませんので、そこに大きな要因はないと考えております。 

○川上委員 

国民はだれでも、生活保護の申請権があります。申請書がない場合でも口頭でも、申請することがで
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き、また、福祉事務所それを受け付けなければならないと思うんだけど、それはそうとして、生活保護

を申請したいと思う方に、申請書が目に見えるところにきちんとある必要があると思うんですよね。そ

れは、相談室の中に置いておく必要もあるでしょうけれど、やはり福祉事務所の窓口に来たらすぐ、そ

の生活保護の申請書が見えるようにするなどして、申請権が適切に行使できるようにしておく必要があ

るというふうに思います。 

６７ページの災害救助費が皆増となっております。楽市水管橋損傷事故応援給水負担金、先ほど財政

課長のほうから説明があったんですけれども、このお金はどこにいくのか、ちょっとわかりにくかった

んで、なぜということも含めて説明をお願いしていいですか。 

○財政課長 

 楽市水管橋損傷事故の応援給水分でございますが、この件につきましては、本年の４月１７日に発生

いたしました損傷事故で福岡市ほか１０団体から、応援給水をいただいております。その費用負担とい

うことで２１７万６６７１円を関係団体のほうにお支払いさせていただくというところでございます。

そしてこの財源といたしましては、当初、歳入で説明いたしましたけれども、事業者からの賠償金で対

応させていただくというところでございます。 

○川上委員  

それはわかりました。これは、一般会計から企業局に出して、企業局のほうで責任を負うという流れ

ではないんですか。 

○財政課長 

 楽市水管橋につきましては企業局の所有物ではございますけれども、地域防災計画では、大規模災害

という位置づけでしております関係から、この損傷事故につきましては、ここの部分の応援給水分につ

きましては、一般会計で財源措置をしているところでございます。 

○川上委員 

 流れはわかりましたし、妥当だと思いますけれども、大規模災害という位置づけになったんですか。 

○財政課長 

 地域防災計画によりますと、大規模事故等応急対策計画という項目がございまして、その中に対象と

なる災害の種類といたしまして、土木工事における事故、大規模な交通事故等にございますので、その

対象として判断しているところでございます。 

○川上委員 

 ストレートに聞けば、こういうことを聞きたいんですけど、事業者に本市がこのこと以外について請

求するべきものがあるのではないかと思いますけど、それはどうなっていますか。 

○財政課長 

 大規模事故の分につきましては、先ほど申しましたように、応急対策の部分での措置をお願いすると

いうところでございます。先ほど申しましたように、所有物につきましては企業局でございますので、

所有物の補償につきましては企業局の対応というふうに考えております。 

○川上委員 

 それは企業局でいいんだけど、本市が災害救助のためにというのであれば、総力を挙げたじゃないで

すか。それにかかる経費があったでしょう。それについては、事業者に請求はしましたか。 

○財政課長 

 事業者に対しましては、先ほど申しましたように応援給水の分、それと、市長部局の人件費というこ

とで時間外等がございますが、４月１７日から１９日までの間の職員の時間外等の人件費を請求させて
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いただいているところでございます。 

○川上委員 

 それは幾らですか。 

○財政課長 

 市長部局の人件費といたしましては１９０万３０８８円でございます。 

○川上委員 

 市長、企業局のほうは、この事業者に対してはどのように請求しているかお尋ねします。 

○企業管理課長 

 お尋ねの楽市水管橋損傷事故につきましては、国土交通省のほうに委託をいたしまして、国土交通省

から受託工事といたしまして発注をされておるものでございます。今回の事故につきましては、そのた

め国土交通省のほうで、事故調査を行いまして、その原因を４月としては記録的な大雨による出水と請

負業者が適切な回避行動をとっていなかった、危機管理に対する対応が不十分であったということを事

故の原因というふうに分析をされております。そのため、飯塚市の企業局が所管しております水管橋が

損害を受けたものでございますので、その損害については全て工事請負者の責任によって賠償するとい

う形になっております。ただし、実際に企業局のほうで請求をいたしますのは、企業局で応急対応いた

しました人件費１３６万９千円ほどにつきまして、請求いたしますが、復旧工事費等につきましては国

土交通省があいだに入りまして、直接工事請負者のほうから支出をしておりますので、飯塚市から請求

は一切しておりません。飯塚市から請求を行いますのは１３６万９千円ほどになります。 

○川上委員 

わかりました。１３６万９千円は、工事業者に対するもので妥当なんですか。発注者は、国土交通省

なんですか、飯塚市なんですかね。いずれにしても、国土交通省に遠賀川事務所に責任があると思うん

ですよね。そこに対して請求するということは考えられないですか。 

○企業管理課長 

今回の事故につきましては、すべて発注者であります国土交通省、遠賀川河川事務所のほうが対応し

ております。本来、全てその場合発生しました損害につきましては、全て工事請負者であります業者の

ほうが負担するということで、国土交通省と業者のほうで話し合いがされておりまして、そのような処

理になっております。 

○川上委員 

 飯塚市は国土交通省に要求する、発注者に。そして国土交通省は、請負業者にその責任を求めていく

という、こういう流れではないんですか。ルールは。 

○企業管理課長 

 今回の処理につきましては、国土交通省、それと請負業者のほうで協定が結ばれておりまして、そう

いうふうな処理をするということで、飯塚市のほうから請求があった場合には、それに対して、支払い

をするというふうに決められております。ですのでそれに従いまして、飯塚市からは、先ほどの１６０

万９千円ほどを、業者のほうに請求するという形になっております。国土交通省に対しては、請求はご

ざいません。 

○川上委員 

こういうことを考えてもらいたいんですよ。今おっしゃったようなことによって、国土交通省は、み

ずから発注者としての責任を免れてしまうのではないかと。ああいう状況のもとで、安全なところに、

重機を移動させなさいよというふうに言っていたようには聞いていますけども、見届けてないんですか
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ら、やはり国土交通省遠賀川事務所の責任については、本市としては、そのことによって見逃すことが

あってはならないというふうには思います。それから７４ページ―――。 

○委員長 

 川上委員。もう昼になりましたので、もう昼からしましょうかね。 

暫時休憩いたします。 

休憩１２：０６ 

再開１３：０７ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 ７４ページの清掃工場管理運営費の減額について説明を求めます。 

○環境対策課長 

 清掃工場管理運営費につきましては、平成２８年４月に発生しました熊本震災による熊本市の災

害廃棄物の受け入れに係る処理費用につきまして、当初飯塚市クリーンセンターにおける処理可能

な最大日量を基礎として計上させていただいておりましたが、本年４月以降に受け入れが決定しま

して、熊本市災害廃棄物とあわせて、平成２９年７月の北部豪雨災害における朝倉市、東峰村の災

害廃棄物を含めた受け入れ状況を勘案して、今回減額要求するものでございます。 

○川上委員 

 電力使用量の最適化業務委託料の減額についてはどういう事情でしょうか。 

○環境対策課長 

 この件につきましても、この災害廃棄物の処理伴いまして、電力を使用するということで最大を

見込んでおりましたので減額となっております。 

○川上委員 

 業務委託料の委託の基礎というのはどういうことですか。ごみ処理量に、委託料がかかわりがあ

るんですか。 

○環境対策課長 

 この電力使用に行われる最適化業務委託につきましては、本来、市の職員で電力料金を支払う手

続をしておりましたけども、現在の委託業者にその支払いを委託しているものでございます。 

○川上委員 

 減額の額が８４９０万円、間違いないですか。 

○環境対策課長 

この金額で間違いございません。 

○川上委員 

 これは、予算本体に載っているのかな。これに関する当初予算は幾らですか。 

○環境対策課長 

 当初予算につきましては１億１８５４万６千円でございます。 

○川上委員 

 ということは大半の減額ということですよね。これが先ほど言われたことによるものなんですか。 

○環境対策課長 

 災害ごみの受け入れの予定につきましては、年間２５７日を稼働しまして、１日最大量として８

０トン、これで２万５６０トンを受け入れる予定でございました。しかし、熊本市の災害廃棄物が
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少なくなったことにより、年間で、現在のところ８２８０トンに減量したことによって、この数字

が示されております。 

○川上委員 

 次に、１００ページ、小学校小人数学級教員配置事業費の減額についてお尋ねをいたします。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、対象校７校と想定して予算を組んでおりましたが、実際に対象となる学校

が３校でございましたので、それにかかる減額でございます。 

○川上委員 

 ７校が３校でよくなったということですかね。その事情を伺います。 

○学校教育課長 

 これにつきましては職員定数にかかるところでございますので、この該当人数に近いとこについ

ては多めにというとあれなんですが、可能性があるとこはすべて、予算として上げておりましたの

で、その学校数が７校ということで、実際は３校だったということになります。 

○川上委員 

 ４校の名前をどこか教えてもらいますか。 

○学校教育課長 

 １つは鯰田小学校、片島小学校、蓮台寺小学校、頴田小学校になります―――。すみません。先

ほどの学校に加えてあと大分小が抜けておりました。大分小入れての４校になります。 

○川上委員 

 私が聞いたのは７校のうち、配置が必要でなくなったという４校についてお尋ねしたんですよね。

そうしたら今大分小を入れると５校つなりますけど。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１３：１６ 

再 開１３：１７ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 大変失礼いたしました。まず当初予定していて、つかなかった学校につきましては、鯰田小学校、

それから片島小学校、蓮台寺小学校、頴田小学校、それと大分小学校でございます。 

○委員長 

 そしたら５校やんね。 

○学校教育課長 

それと、ついた学校についてもあわせて説明させていただきますが、立岩小学校と飯塚小学校で

ございます。それで、実は当初７校で想定をしておりましたが、急遽穂波東小学校のほうが人数が

ふえて対象校となりましたので、穂波東小学校にもつけましたので、つけた学校につきましては、

立岩小、飯塚小、穂波東小学校ということでございます。 

○川上委員 

 これは、小人数学級維持、あるいは実現するための本来は正規の職員が当然だと思いますけれど

も、あなた方としては任期付の職員を配置しようとしたわけですよね。それで、５校が予定から外

れたということなんでしょうけど、それぞれの学校で子どもの人数が微妙だったんだろうと思いま
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すけど、どれほどの子どもの人数が多いかあるいは不足するかによって外したのかね。それぞれの

学校についてお尋ねします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１３：２０ 

再 開１３：２０ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 それにつきましては、ちょっと該当する日数の資料が今手元にございませんが、通常、プラスマ

イナス３名のところで、その該当になるかならないかというところで判断をしておるところでござ

います。 

○川上委員 

これはどうしてこういう事業やっているかというと、小人数学級が教育上の成果を得やすいとい

うことでそういう措置をしているわけですよね。それで子どもが３人くらいの範囲内で多かったと

いうことで、そういう意味では、機械的な発想で、配置しようと思えばできる財源手当てをしてい

るのにしなかったというのは、非常に残念に思うんですが、そこのところの判断はどうなんでしょ

う。子どもが３人以内で多いというところで、そこのところの柔軟な小人数学級の維持ということ

はできないものですか。 

○学校教育課長 

 今質問委員が言われたとおり、プラスマイナス３というところで動いておりますが、今ご指摘い

ただいたとこにつきましては、今後検討してまいりたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１３：２２ 

再開１３：２３ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 現状、プラスマイナス３のところでの検討につきましては、今のご指摘いただいたところはしっ

かり念頭に入れますが、現状といたしましては、今の基準で運用するというところでご理解いただ

ければと思います。 

○川上委員 

大人の論理なんですよ。それで、小人数学級が教育上成果が得やすいということがはっきりして

いて、そして手当てもしていると、財源手当も、プラスマイナスとおっしゃったけど、３人ぐらい

の状況の中で、どうして教育上の成果を確保しようかと考えた場合はですよ、例えば、１クラスに

２人配置するとか、そういうことができるんじゃないですか。それはルール違反じゃないでしょう。

そういうことを考慮されましたか。 

○学校教育課長 

 繰り返しのご説明になりますが、基準に従って運用していったというところでございます。 

○川上委員 

だから、少し大きい規模の人数であっても、あなた方は既に財源手当てをして、任期つき職員を



27 

 

確保しようとしてたわけでしょう。そこのクラスにもティーム・ティーチングいう形でも配置すれ

ばいいじゃないですか、次善の手としては。それを考えたのが考えてないのか、今聞いたんです。 

○学校教育課長 

繰り返しの説明となりますが、そういったところは考えずに、基準に従って、今回運用させてい

ただきました。 

○川上委員 

 それが大人の論理という、子どもからすれば。ティーム・ティーチングという制度がどのぐらい

有効かどうかについては、いろんな見方、考え方があるかもしれませんけど、あなた方の立場に立

てば、有効なんでしょう。それについては考慮もしておらず、せっかくの財源手当てがあるのに、

機械的に少人数学級が、この５校についてはできなかったと。とにかくできるかできんかは、とに

かく子ども次第だみたいなふうに普通言われてると思うけど、もう少し、小人数学級の重要性につ

いて自覚があれば努力できるはずであって、このような減額というのはいかがかというふうに思い

ます。 

それから、同じく１００ページですけれども、小学校特別支援教育支援員配置事業費について、

１人未配置ということのようですけど、事情を伺います。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、この支援員の確保に向けて、広報や、また関係機関等に出向きまして、確

保に努めているところでございますが、実情としては、欠員を生じているというところで、今回こ

のような減額になっております。 

○川上委員 

 どこの学校ですか。そして、それはいつから未配置になっていますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩１３：２７ 

再 開１３：２８ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 まず時期についてですが、４月当初より椋本小学校でございます。 

○川上委員 

 この予定の支援員が支援するはずだった子どもがいるわけでしょう。子どもは、いるわけですか。

だれが支援しているんですか、今。 

○学校教育課長 

 学校におきましてはクラス担任を持っていない、いわゆる専科と言われる教員や教務主任等がお

りますので、そういったものが、実情に応じて交代しながら、その支援をしてるということで把握

しております。 

○川上委員 

 ４月以降ということでしたけども、引き続き支援員の確保には努力はされておったのですか。そ

れとも今言ったようなことで手当てしているので、もうよろしいということだったのか。お尋ねし

ます。 

○学校教育課長 
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 支援員の確保につきましては、先ほどもご説明させていただきましたが、広報等で呼びかけたり

また、関係機関や、先月におきましては大学のほうにも、教育系の大学のほうに出向きまして、募

集というか依頼を随時取り組んでるところでございます。 

○川上委員 

 これは説明書きに書いてある、臨時職員雇用経費６８６万９千円と書いてるけども、この１人の

分ではないんでしょう。この１人を配置するのに、予算はどれぐらいなんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１３：３１ 

再開１３：３３ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 失礼いたしました。年間は２４０万となります。この金額がですね、６００万を超えているとこ

ろにつきましては、４月１日の段階では見つかっていない介護支援が先ほど申しましたような取り

組みを積み重ねていく中で、少しずつ見つかっていきます。ですから、４月、５月に未執行でも６

月から執行とかいうような形もございましたので、そういったことでのトータルとしての残の金額

をそこに記載しているところでございます。 

○川上委員 

 ４月１日の段階で未配置は１人ではなくてもっといたということをおっしゃっているんですね。

その人数は何人ですか。 

○学校教育課長 

 ３８名でございます。 

○川上委員 

 そうすると、５２人必要なところを３８人しか配置できないで新学期を迎えたということですか。 

○学校教育課長 

 年度当初５２名の配置要望に対して、配置が年度当初出てきていた数は３８名でございます。そ

の後、確保に努めてまいりました。 

○川上委員 

新学期が始まったときに必要な支援員は何人だったんですか。それに対して、何人が配置できて

いたのか。配置されなかった、逆に言えば、支援員が必要だと言っているのに、支援員が配置して

もらえなかった子どもの人数は何人かっていうこと聞きたいわけです。新学期の段階で。 

○学校教育課長 

 先ほど不足した分の対象の子どもにつきましては、今こちらに資料がございませんので正確な人

数等をちょっとお答えすることができませんが、大体１名の支援で２ないし多くて３名の児童を見

ていきますので、不足数にその数を乗じた数というふうになると考えております。 

○川上委員 

 多分、質問したときには、皆さん教育委員会は、子どもの名前は言わなくても、頭の中で、その

子の顔と名前は浮かんでいないといかんでしょう。支援が必要な子が学校で支援を受けてないとい

うことになれば、安全、命にもかかわる問題じゃないんですか。支援の必要な状況にもよるでしょ

うけど、その子たちは、誰が支援したんですか、現実には。そういうことを聞いていっても多分、
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今の状況では答えられないと思うけど。大変驚きました。 

１００ページ、外国人児童教育支援事業費について減額となっておりますので、お尋ねをします。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、対象校につきましては、対象校１名の配置を予定しておりましたが、県の

ほうに、前年度より要請をしておりましたので、県費で配置ができたため、その１名分を減額とい

うことで上げさせていただいております。 

○川上委員 

 私の質問わかるでしょう。どこの学校ですか。 

○学校教育課長 

 潤野小学校でございます。 

○川上委員 

１０１ページ及び１０３ページに、小学校、中学校の体育事業等送迎バス運行委託料の減額、バ

ス借り上げ料の減額があります。この内容を伺います。 

○教育総務課長 

 この委託料につきましては、幸袋小中一貫校建設に伴うもの。それから穂波東小中一貫校建設に

伴いまして、運動場また体育館等の使用が制限されておりますので、それに伴いまして、他の施設

に送迎しているものでございます。 

○川上委員 

 幸袋とおっしゃったのはバス借り上げ料の減額のことですか。 

○教育総務課長 

 バス借上料につきましては、運動会がございます。運動会の練習時期においてバスを使っており

ます分につきましては、バスの借上料で対応しております。それでほかの体育授業につきましては、

委託料で対応しているということでございます。 

○川上委員 

 今幸袋とおっしゃったでしょう。幸袋も体育授業、運動会の関係は、このバスが必要だったんで

すか。 

○教育総務課長 

幸袋につきましては、グラウンドの整備がまだ終わっておりませんので、旧第三中学校、そちら

のほうに送迎する必要がございました。 

○川上委員 

 穂波東はどういう事情ですか。 

○教育総務課長 

穂波東小学校につきましてはグランドにつきましては、工事の関係で、面積が狭小になっており

ましたので、そのために体育授業ができなかったということで送迎を必要としたということでござ

います。 

○川上委員 

 体育の授業時間は何分ですか。どこで着替えて、バスに乗るのかな。で、行きます。体育の授業

をします。バスで帰ってきて着替えて、実質的な体育の授業はどれぐらいできたんでしょうか。 

○教育総務課長 

 実質的な体育授業の時間数については、申し訳ございませんけど、ちょっと私ども今把握してお
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りませんけども―――。 

○学校教育課長 

 授業につきましては小学校が４５分授業、中学校が５０分授業になっております。それで着替え

等の時間については通常、休み時間に行っております。それからまたこのように移動を伴うタイプ

につきましては、２時間連続で授業をやっておりますので、その途中の１０分間も、適宜、休憩は

入れていきますけれど、授業時間数の確保ということで、２コマ連続の事業をやっていくというこ

とで、その工夫、解消をしております。また、その中でもしも不足があれば、年間授業数の調整の

中で、体育の時間を臨時で１コマ、２コマふやすというようなことでの調整を図っているところで

ございます。 

○川上委員 

 バス運行委託料の減額の審査をしているわけですけども、バスの幸袋、それから穂波東、それぞ

れバスに乗っている時間は子どもたちは、どのくらいですか。往復で。 

○教育総務課長 

 まず幸袋のほうでございますけども往復で、１０分なり１５分なりということと思います。それ

から穂波東につきましては、１０分程度でいけるものと思っております。 

○川上委員 

 子どもたちを、本来ならば起こりえない危険にさらして、バスに乗せ、そして１０分か１５分、

あるいは１０分という乗ってる時間と聞きましたけど、乗り降りの時間などを考えればその倍くら

いかかってるはずですよ。そうしますと、体育の授業という角度からいっても、先ほど学校教育課

長が答弁されましたけど、時間が不足するでしょう。調整のための体育の授業が必要なってくると

いうことなんだけど、それは既にやった、あるいはこれからどうやるのかについてお尋ねします。 

○学校教育課長 

 授業時数の確保についてのご質問かと思いますが、毎学期、学期単位、きめ細かくすれば月単位

等で授業時数の実施状況を学校のほうが調査をしながら、担当係の者が調整をしておりますので、

これは体育に限らず、不足等がありましたら、そこで調整をしながら、授業時数の確保に努めてい

るというのが実情でございます。 

○川上委員 

だから続きがあるでしょう。答弁の。私の質問に答えてないでしょう、まだ。この２つの学校の

体育の授業の不足する分については、過去どう手当てしたのか。それからこれからどう手当てする

つもりなのかをお尋ねしてるんですよ。 

○学校教育課長 

 先ほども教育総務課長のほうの答弁と私のほうの重なりになりますけれど、２コマ連続の中で、

また時数をきめ細かに実態把握をしながら調整をしておりますので、これからも、それから今後も、

そういった形の中で授業時数の確保に努めていくというのが、ご説明になります。 

○川上委員 

 土曜の午後も授業したりとか、日曜日に子どもたちを出校させるとかいうこと考えてるんですか。 

○学校教育課長 

 そのようなことは考えておりません。ただ飯塚市につきましては夏休み期間中の始まったところ、

もしくは終わりのところに、午前中に、数日間授業を行っておりますので、そういったところであ

ることや、極力学校におきましては、従来より、安易に授業数をカットしないということでやって
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おりますので、実際の事業数につきましては、常に確保といいますか、多少多めにできるぐらいの

ところで実施をしておりますので、その中で調整を行っているというのが実態でございます。 

○川上委員 

 もう調整が必要ないという答弁は、さっきの答弁と矛盾がありますよ。あなたはさっき調整しま

すと言ったでしょう、不足数については。今の答弁は、必要数より余計に体育授業をやってるわけ。

そのように聞こえました。既に調整済みというか必要時間を子どもたちが確保したことになってま

すというふうに聞こえましたけど、どちらですか。 

○委員長 

 川上委員、予算からかなりはずれていってありますんで、うちは総務委員会でございますんで、

そのあたり十分把握した中で質問をお願いします。 

○学校教育課長 

 すいません。私の説明がうまくいきませんでして、調整をしながら、授業時数の確保に努めてま

いりたいと思います。 

先ほどの説明に加えさせていただきますけれど、実際に授業時数の中では、例えばの話でござい

ますけど、理科が時数が十分に実施してるとかいうような状況がございますので、そういうときに

細かにじゃあ次の時間は、この理科の時間に体育をしていこうとかいうような形での調整を日々積

み上げてるところでございます。 

○川上委員 

 校長先生の責任に属することなのかもしれませんけど、答弁できないということがよくわかりま

した。何も考えてないということもわかりました。 

１０７ページに鯰田公民館施設管理費が増額となっております。各所補修工事や屋根の防水との

ことでありますけれども、少し説明していただけますか。 

○生涯学習課長 

 この各所工事８４０万円につきましては、鯰田公民館の雨漏り被害によりまして、館内エレベー

ターの運行等について支障が生じたため、屋上全面防水工事を行うものでございます。なお、当防

水工事につきましては年明けの着工となるため、年度内の完了が見込めないため、翌年度繰越明許

費としても計上いたしております。詳細については全面積５６８平米を高圧水上洗浄し、ウレタン

塗膜防水を行うものでございます。 

○川上委員 

 これは８４７万４千円の増額できているんですけども、増額の理由は、今言ったのが全てですか。 

○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 公民館費ということで、今回鯰田公民館のその工事に補正が出ておりますけれども、例えば、飯

塚東公民館、私も５月に行って、もうびっくり仰天しました。雨漏りで雨漏ったところからビニー

ルをぶら下げて、雨水がそのビニールの外に出ないようにして、そこに何があるかというと、ポリ

バケツがあって。市長、これは１つじゃないんですポリバケツは。あちらこちらに置いてあったん

です。それで、地元からと共産党の宮嶋議員、当時、も要望したところなんですけど、簡潔でいい

んだけど、飯塚東公民館については、予算措置については、なぜ漏れておるのかお尋ねします。 

○生涯学習課長 
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 先ほどもお話ししたかと思いますけれども、鯰田公民館のほうにつきましては、館内エレベータ

ーの運行等に支障が生じておったため、こちらのほうを緊急とみなして優先いたしております。 

○川上委員 

 質問は、飯塚東公民館のほうの改修については、なぜ今回漏らしておるのかということを聞いた

んです。 

○生涯学習課長 

 申しわけございません。次年度以降の大規模改修の中で、それを、予定方を、計画をしておると

ころでございます。 

○川上委員 

 優先順位から言えば、かなり重大なことだったろうと思います。それでその額についても屋根の

補修でいえば８４０万円ぐらいであれば、体育館を考えてくださいよ。体育館の新築、移転に４６

億もかけると。駐車場が足りないのが主な理由でしょう。聞くと駐車場足りないかどうかもよくわ

からないというのが現実じゃないですか。そうしたこと考えれば、８４０万とかぎったわけじゃな

いけれども、みんなが使う公民館、ありえないでしょう。中心地宣言か何かしようと思ってるんで

しょう、嘉飯地域の。その中心市になろうと名乗りをあげているところがですよ、公民館で雨漏り

がどんどんあって、修理もしきらないでブルーシートを敷いて３カ月、日ざらしになって破れまし

たからまた替えました―――。 

○委員長 

 川上委員。討論になっていますので、質問にしてください。 

○川上委員 

 次はですね、１０９ページ繰越明許費の追加についてです。菰田地区活性化事業検討事業につい

てお尋ねをします。 

○都市施設整備推進室副室長 

 菰田地区活性化事業につきましては、本年度、測量、基本方針策定支援、土地家屋の調査を行う

ようにしておりましたけれども、現在まだ、当該業務を執行しておりませんので、今回、繰越明許

の予算を計上させていただきまして、議決後に事業を開始していきたいというふうに考えておりま

す。 

○川上委員 

 それでは変更のほうについて、立岩交流センター整備事業についてお尋ねをします。 

○地域拠点施設整備室主幹 

 立岩交流センター整備事業につきましては、設計委託料、それから建築確認申請手数料を計上さ

せていただいておりましたが、設計委託料の入札の減に伴いまして減額となっております。 

○委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

○勝田委員 

 市債について、若干お尋ねいたします。 

まず確認ですが、新聞報道等によりますと、合併特例債の再延長が、来年度の通常国会で議員立

法による関係法案の提出が、そういったことが掲載されていたのですが、御存じでしょうか。 

○財政課長 

 質問委員の言われますとおり、来年の通常国会で、議員立法によります法改正を目指すことが検
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討されている状態でございます。 

○勝田委員 

 つまり、平成１８年の合併から１０年間、さらにその後５年間の延長に続き、再延長ということ

で、平成３７年度まで合併特例債が可能になるという予定ですよね。そこで、再延長に関連いたし

まして、本市の現在の合併特例債の起債額と主な事業はどうなっていますか。 

○財政課長 

 平成２９年度１２月補正時点の合併特例債の活用状況では、活用限度額約４６９億円のうち、平

成２９年度末起債見込み累計額は約３７７億円となっております。また、合併特例債を充てた主な

事業につきましては、小中学校整備事業及び学校給食施設等整備事業、本庁舎建設事業、浸水対策

事業等となっております。 

○勝田委員 

 そこで今後、合併特例債が５年間延長された場合、その延長された５年間で、合併特例債が活用

できるような新たな事業はあるのでしょうか。 

○財政課長 

 合併特例債につきましては財政見通しにおきまして、活用期限でございます平成３２年度までに

活用限度額の全てを起債することといたしております。従いまして、延長された５年間で合併特例

債を活用できる新たな事業はございません。しかしながら、合併特例債が５年間延長された場合に

は、事業実施に要する期間に余裕ができることになりますので、効果的な事業実施が可能となると

考えております。 

○勝田委員 

効果的な事業実施が可能になるということですけども、再延長により本市にとって有利な財源な

ると思われるのですが、合併特例債の活用を予定している事業はどのようなものがあるでしょうか。 

○財政課長 

 今後につきましては、文化会館、コスモスコモン、地区交流センター、保育所整備などを予定し

ております。 

○勝田委員 

 今後、計画的な財政見通しの中で、合併特例債事業債等を活用した事業を、ぜひ行っていただく

ようにお願いしてこの質問を終わりたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

○古本委員 

 予算書の１１５ページ、予約乗合タクシー受付及び運行業務委託についてお尋ねをいたします。 

債務負担行為の予約乗合タクシー受付及び運行業務委託についてですが、この制度導入から、今は

までの利用状況及び事業担当課内の検証といいますか、振りかえりなど、ご案内していただきたい

と思います。 

○まちづくり推進課長 

 予約乗合タクシーの債務負担の件でございますけど、まず予約乗合タクシーの利用状況につきま

してご説明をさせていただきます。平成２８年度の予約乗合タクシーの状況でございますけど、２

８年度が４万３１３３人、それから平成２７年度につきましては４万２７９１人という形で、若干

微増傾向にございます。また、予約乗合タクシーにつきましては、今年度３カ年の見直しの時期で
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ございますので、来年度から３カ年の債務負担行為で予算計上をさせていただいていますが、運行

形態につきましては大幅な見直しは考えておりませんが、軽微な見直し等を、各地域の要望等踏ま

えながら実施していきたいと考えておるところでございます。 

○古本委員 

 利用状況だけを簡単に説明していただきましたけれどもですね。この予約乗合タクシーにつきま

しては、利用登録者数と、実際に利用している方との差が大きくて、一部の方々の恩恵にしかなっ

ていないのじゃないかと、さきの一般質問でも指摘されておりましたが、その辺のところは間違い

ありませんか。 

○まちづくり推進課長 

 さきの一般質問で同僚議員の方からのご質問をいただいております。予約乗合タクシーにつきま

しては、一部の方だけの恩恵という形でというご質問もあっておりますが、一応登録者数につきま

しては、平成２８年度、１万３８人という形で登録者がおられます。利用者の状況につきましては、

地区ごとに若干異なりますけど、大体乗降率が２人とかいう部分の乗車率という形でなっておりま

す。また年間に２００回以上利用される方も数名おられるという形で把握しておりますが、そうい

う方々の利用につきましては、日常生活の維持のために、週に２回程度利用されているという形で

認識しております。 

○古本委員 

 そういうことでですね、これは公共事業でありますから、対費用効果ばかりでは事業実施はでき

ないと私も考えますが、あまりにもその制度導入効果が達成されていないと。そうなれば、その事

業見直す必要があると考えますが、その辺はいかがですか。 

○まちづくり推進課長 

 質問委員言われますように、確かに利用状況の偏在等につきましては、データ見をましてもです

ね、非常に多く利用してされている方もおられます。利用目的につきましては日常生活の維持、確

保のためという形で推察しておりますが、日常的に予約乗合タクシーを利用されてる方で、先ほど

申しました週２回程度、買い物等の往復で利用されているという形で認識しております。平成３０

年度以降につきましても、この後同様に、３カ年の１つのスパンとして、市内の公共交通運行計画

を定めまして、関係業務の契約作業を進めていきたいと考えております。また、車両のダウンサイ

ズ化といった課題もございますので、運航事業者等とも検討、調整を行っていくなかで、３年間と

いう１つのスパンにこだわらず、発注の仕様も含めまして、検討、調整を進めていきたいと考えて

おります。 

○古本委員 

 その辺のところは十二分に考えてやっていただきたいと思います。これは次年度の契約の関係で

債務負担行為で計上されたと思います。しかしまだ１２月ですからね。何らかの見直しなどは十分

にできると思いますが、重ねていかがでしょうか。 

○まちづくり推進課長 

 先ほども答弁差し上げましたけど、大幅な見直しはできかねると思ってますけど、ダウンサイズ

化またそれ以外の軽微な見直しについては、鋭意市民サービスの向上につながるような形で試行段

階で、検討させていただきたいと考えます。 

○古本委員 

 先ほども申し添えましたけれども制度導入効果が達成されてないのであれば、見直しを十二分に
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していただきたいなとこういうふうに私は思います。これは交通弱者救済のために導入された予約

乗合タクシーでございます。より多くの市民の方々が利用されて、本当に喜んでいただける制度と

なるように、執行部におかれましては、課題などを十分に検証されて、改めるべきところは積極的

に改めて、どうか実効性のある制度としていただきますようお願いをいたします。 

○委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論ありませんか。 

○川上委員 

 私は、議案第６９号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）について、反対の立場か

ら討論を行います。 

保育所については、必要な公立保育所の新設を行わない上に、既設の公立保育所で入所待機児の

解消に必要な正規職員を採用せず、確保が困難とわかっている臨時保育士募集に頼り、必要人数の

確保に失敗して入所待機児解消はできていない。上半期の実績のレベルで、引き続き臨時保育士確

保だけを追い求めての減額補正。また、児童クラブについては、子どもの安全にとって不可欠な指

導員が、現在でも飯塚小学校と片島小学校で不足したままでの減額補正。さらに学校教育では、小

人数学級のための任期付教員の配置の安易な廃止による減額補正。特別に支援が必要な子どものた

めの特別支援教育支援員を配置しなかったことによる減額補正など、その背景には子どもと子育て

世代に対する支援の脆弱さと、特に、子どもの安全に対する責任の自覚の欠如があらわれており、

今回、補正予算には賛成できません。 

なお、予算書の数字に現れた、あるいは反映された子どもや高齢者を初め、市民の切実な願いや

訴えを思いやる心が市長に必要なのだろうと思います。以上で討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論ございませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第６９号 平９年度飯塚市一般会計補正予算（第４号）」について、原案

のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休憩１４：１０ 

再開１４：１９ 

 委員会を再開いたします。 

次に、「議案第８４号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○総合政策課長 

 「議案第８４号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例」につきまして、補足説明を

いたします。議案書の７ページをお願いいたします。本条例は、飯塚市、嘉麻市、桂川町で構成する定

住自立圏の圏域形成に当たり、その形成協定は、総務省の要綱でございます定住自立圏構想推進要綱に
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おいて、議会の議決を得た上で締結するようなっておりますことから、地方自治法第９６条第２項の規

定に基づきまして、条例を定めるものでございます。 

また、本日補足資料を提出させていただいておりますので、説明をさせていただきます。１ページを

お願いいたします。資料の１ページでございます。この資料は、国の制度概要の資料となります。この

制度の意義といたしましては、中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携協力することにより圏域

全体として必要な生活機能を確保し、地方圏における定住の受け皿を形成することでございます。その

下でございますけれども、圏域形成に向けた手続が記載されておりますが、今回の条例につきましては、

この中の②の協定締結に向けたものとなります。 

次のページをお願いいたします。今後のスケジュールにつきまして、内容を掲載いたしておりますけ

れども、平成３０年の１０月に連携開始ができますよう、連携協議を進めていきたいと考えております。 

以上、簡単でございますが、「議案第８４号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例」

の補足説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例については、そのこと自身について私は賛成の

立場ですけれども、２、３お尋ねします。この取り組みによって、最大でどの程度の事業規模となるの

か、見込みをお尋ねします。 

○総合政策課長 

 全体の連携事業の事業規模につきましては、これから２市１町で協議してまいりますので、その段階

で、わかり次第、また総務委員会の中でご報告させていただきたいと思っております。ただ、この定住

自立圏を行うことで、国から地方交付税、特別交付税がございますが、その事業金額と申しましては、

飯塚市においては７６００万円程度ということでございます。 

○川上委員 

 特別交付税が７６００万円、年当たりと、キャパがということでしょうけど、とすると、特別交付税

で対応するというようなこの７６００万円が、国が期待するような事業をしないといけないんでしょう

けど、その場合は、最大でどのくらいの事業費になりますか。７億６千万円ぐらいになるんですか。 

○総合政策課長 

 要は、事業費ベースでのお話をされているんだろうと思いますけれども、今、特別交付税ベースでの

金額を申しておりまして、事業費ベースになりますと、いわゆる２市１町で連携協議をしまして、どう

いう事務事業をその連携事業の中に盛り込むかによって金額については大きく変わりますので、現段階

では申しわけございませんけれども、お答えはできません。よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 最大のキャパはどれぐらいになりますか。枠組みとしては、飯塚市としては。 

○総合政策課長 

 申しわけございません。質問の意図がちょっと私理解できていないのかもしれませんけれども、例え

ば連携事業、今、既存の連携事業の中で消防組合等ございますよね。それから施設組合。そういった分

を連携事業とすれば、すぐもう億単位の連携事業になります。ただ、そういうものを、既存やっている

そういった大きな事業については連携事業の中には入れませんよと、この連携協定の趣旨である住民の

生活にかかわる部分の、例えば教育とか子育て、それから、移住定住関係、そういった事業でやってい
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こうということになると、そこまで大きな事業規模になるということは想定できませんけれども、どう

いう事業を入れるかによって事業規模は変わるということでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○川上委員 

 特定の事業をやろうとする場合、この特別交付税を当てにし、借金を組んでいくということになれば、

５カ年で数十億円規模、４０億円ぐらいが枠組みとしてうまれるというふうに私は感じたんだけど、ち

ょっと変ですか。 

○総合政策課長 

 申しわけありません。ちょっと４０億円とかいうのが、ちょっと私もどういう積算の中から出てくる

のかというのはちょっとわかりませんけれども、先ほどから何遍も繰り返しておりますように、この後、

手続といたしまして連携協定を締結いたします。その連携協定を締結する段階では、どういう事業をど

ういうふうな形でやるのか、当然、事業規模としてはどのぐらいなのかというものをお出ししながら、

最終的に議会の議決を求めて連携協定を結んでいくという手続になりますので、その段階までは、今の

段階でちょっと答えることはできませんので、ご了承ください。 

○川上委員 

 そうしたら、もう少し勉強しましょう。それで飯塚市と嘉麻市の間では１５事業の連携の事業を考え

ておると。飯塚市、桂川町の間では１３の事業の連携を考えておるというのが、これまでの、あなたが

たが配付している資料に書いてあるんだけども、その１５事業、嘉麻市との１５事業はどういったもの

があるかお尋ねします。 

○総合政策課長 

 今、質問委員が言われておりますのが、９月の定例議会の中の総務委員会の中で提示した資料という

ことでよろしいでしょうか。この資料というのは、あくまでも定住自立圏構想というものがどういう事

業なのかというのを総務委員会の中で説明するために、例示した資料でございます。今、委員言われま

すように嘉麻市との間では１５事業とか、そういう例示としてそういう事業を上げております。ただ、

これはあくまでも例示でございまして、まだ協議を進めて決めた上での事業ではないということでござ

いますので、紹介はいたしますけれども、これが連携事業になるということではないということでご理

解いただきたいと思います。 

それでは、その当時、９月の委員会の中でご報告いたしました、あくまでも例示の連携事業の名称に

ついてお知らせいたします。まず、嘉麻市との連携で言いますと、休日夜間急患センター、それから、

図書館の相互利用、鳥獣被害防止への支援、つながるＩｏＴリーダーの養成事業、多層指導モデルＭＩ

Ｍの推進、そのほかに地域公共交通の維持というような形での例示を挙げております。また桂川町との

連携協定におきましては、休日夜間急患センターの運営、それから図書館の相互利用、鳥獣被害防止へ

の支援、つながるＩｏＴリーダーの養成、多層指導モデルＭＩＭの推進、それから空き家等の有効利活

用という形で１３項目というような例示で挙げさせていただいております。 

○川上委員 

 １５項目に足りませんね。それから、桂川町のほうも６項目しか言っていません。１３項目に足りま

せん。残りの部分について、例示ということでしょうから例示してください。 

○委員長 

 川上委員、資料に書いてあるように「等」ということを書いてますんでね。今のところこのくらい、

ほかにもいろいろあると思いますよ。その資料には「等」ということが書いていますので。 
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（発言する者あり） 

暫時休憩いたします。 

休憩１４：２９ 

再開１４：３０ 

委員会を再開いたします。 

○総合政策課長 

 前回、９月に出しましたこの資料につきましてはあくまでもイメージを各委員の皆様方にわかってい

ただけるような形で、こういう例示をさせていただきましたが、今質問言われますように、このことで

誤解を生んだということであれば、これについては申しわけないということでお詫びいたします。 

○川上委員 

 １５と書いて１３と書いてあるんですから、この１５の根拠をちょっと言ってくださいよ、１３の根

拠を言ってくださいよ。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１４：３１ 

再開１４：３２ 

委員会を再開いたします。 

○総合政策課長 

 ９月の総務委員会で出しておりました資料の中の全１５事業、それから全１３事業ということについ

てはあくまでも例示でございますので、これについては撤回させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○川上委員 

 ３カ月たってみずからが提出した資料、１５と１３について聞かれて半分までしか、書いてあること

しか答えない。後は相手があることだから秘密にしたいと。議会に対して、そういう秘密を残し、そし

て、お詫びをし、この次は撤回します。だから、このあなた方の言う定住自立圏の形成に係るというこ

とが、市民に今触れられてはならないものがあるというように思います。質問を終わります。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第８４号 定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例」について、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８６号 飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例」を議題といたします。執行部の

補足説明を求めます。 

○人事課長 
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 それでは、「議案第８６号 飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例」につきまして補足説明を行

います。議案書の１０ページをお願いいたします。本案は、国に準じた地方公務員法第２６条の６の規

定によりまして、職員が、その配偶者の海外転勤等に同行し、生活をともにすることを希望する場合に

おいて、その職員の継続的な勤務を促進するための休業制度を設けるものでございまして、地方公務員

法の規定に従い、必要な事項を定めるものでございます。配偶者同行休業制度は、公務において活躍が

期待される職員を退職によって失うことなく、職務復帰後も、これまで培ってきたキャリアや能力を生

かすことができる人材を中長期的視点に立って確保することを目的として制度化されたものでござい

まして、また仕事と家庭の両立支援や、公務能率の向上が図れるといった、多様な働き方実現の具体策

の一つと考えております。なお、この休業期間中の給与は支給しないとする無給の制度でございます。 

制度の概要につきましては、条文の規定によりご説明をいたします。１０ページをお願いいたします。

１０ページ、第１条につきましては、趣旨といたしまして、地方公務員法の根拠規定を示しております。

次に、第２条では、休業の承認要件を定めており、任命権者は職員から当該申請があった場合、公務の

運営に支障がなく当該職員の勤務成績等を考慮した上で休業を承認することができる旨を定めており

ます。第３条では、休業期間につきまして、３年を超えない範囲であることを定めております。第４条

では、休業承認の対象となる、海外に滞在する事由につきまして定めておりまして、６カ月以上にわた

り、第１号事由として、外国での勤務、第２号事由として、事業の経営など個人が外国で行う職業上の

活動、第３号事由として、外国の大学等での就学であることを定めております。 

次に、１１ページでございますが、第５条から第７条までは当該海外での滞在事由の申請書への記載

や申請期間の延長について定めております。第８条及び第９条では、当該承認の取り消しに係る規定を

定めておりまして、外国において配偶者とともに生活をするための休業という目的が消滅するケースを

示したものでございます。第１０条は、休業する職員の代替職員に関する規定でございます。次に、１

２ページに移りますが、第１１条でございますが、職務復帰後における給料の調整方法について定めて

おります。最後に、附則におきまして、条例の施行期日を公布の日とする旨を定めております。 

以上、簡単ではございますが、議案第８６号につきまして補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第８６号 飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例」については、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８７号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 引き続きまして、「議案第８７号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて補足説明を行います。議案書の１５ページをお願いいたします。本条例の改正につきましては、
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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、本市の非常勤職員または当該非常勤職

員の配偶者がその養育する子が１歳６カ月に達する日において育児休業している場合であって、継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合には、当該子が２歳に達する日まで育児休業をすることがで

きるよう、本案を提出するものでございます。 

１７ページをお願いいたします。１７ページの新旧対照表におきましては、左側の新の欄で、新の欄

の１番下あたりでございますが、第２条の４が新たに挿入されておりまして、主に１８ページにかけて

のアンダーラインの部分が改正により追加された部分となります。最後に、１８ページの表の１番下の

附則でございますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。 

以上、簡単でございますが、議案第８７号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第８７号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」に

ついては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８８号 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

引き続きまして、「議案第８８号 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて補足説明を行います。議案書の１９ページをお願いいたします。飯塚市証人等の実費弁償に関す

る条例は地方自治法第２０７条等の規定に基づき、議会、選挙管理委員会等が、調査のため要求し、出

席した証人等に対し、実費弁償を支給するための条例でございますが、同法の改正による関係規定の整

備を行うとともに、第８号に、その他の法律の規定に基づいて市の機関の要求に応じ出頭した証人、関

係人等を支給の対象に加えるものでございます。 

それでは、本条例の主な改正内容につきまして新旧対照表にてご説明申し上げます。２０ページをお

願いいたします。まず、表の上のほうからになりますが、第２条は、この条例の支給対象となる証人等

の定義についてでございます。このうち、まず第２号におきましては、法改正により、選挙人その他の

関係人の出頭を請求できるという法の条文の記述が、前段と後段にわけられたことによる改正でござい

ます。次に第４号におきましては、委員会だけでなく、市議会の開催による公聴会に参加した者から意

見を聞くことができるという趣旨の規定の条項が改正されたことによるものでございます。次に、第５

号におきましては、同様に、参考人の出頭について、委員会だけでなく、市議会の要求によるものも含

むとする趣旨の法改正が行われたことによるものでございます。次に、第８号は、その他の市の機関が

要求し、出頭した証人等につきましても、支給の対象とするため追加したものでございます。最後に、

表の一番下、附則でございますが、施行期日は公布の日からとするものでございます。 

以上、簡単でございますが、議案第８８号の補足説明を終わります。 
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○委員長 

説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論ありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第８８号 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８９号 飯塚市職員等旅費条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部

の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 引き続きまして、「議案第８９号 飯塚市職員等の旅費条例の一部を改正する条例」の制定につきま

して補足説明を行います。それでは、議案書２１ページをお願いいたします。提案理由でございますが、

現在の旅費の支給規定につきまして、国家公務員を参考といたしまして、宿泊料及び日当等の改定を行

い、また各種職員の派遣に係る関係規定を整備するものでございます。 

それでは、本条例の主な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。２５ページを

お願いいたします。左側が新、右側は旧でございますが、まず第２条の用語の定義に２項目を追加いた

しております。第３号の赴任につきましては、特別な事由により、転任等命じられた職員がその移転等

のため、新たな在勤地に旅行することを言います。次の第４号、扶養親族につきましては、職員の配偶

者や子ども等、主として職員が生計を維持しているものを言います。続きまして、第６条の旅費の種類

におきまして、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加するものでございます。それぞれ

の内容は、各条項でご説明申し上げます。まず第８号の食卓料につきましては、その下のほう第１９条

第２項に記載しておりますとおり、水路及び航空機等で旅行する際の料金とは別に、食費を要する場合

に支給するものでございます。なお、航空賃、宿泊料等が含まれている旅行パック商品の利用を原則と

する際に、その夕食、朝食の有無によりまして定額の食卓料相当額を支給できるよう運用する予定でご

ざいます。 

さらに、これにあわせまして、日当及び宿泊料につきましても、国を参考に金額を変更するものでご

ざいます。金額につきましては、２７ページの別表第１をご覧ください。表の一番左の欄をご覧いただ

きますと、区分の欄に市長を初め、特別職を次のページにわたり記載しておりますが、国家公務員の指

定職の職務にあるものの金額に合わせて改正するもので、食卓料を３千円、日当を１４５０円から３千

円とするものです。なお、宿泊料は既に同額でございますので、改定はございません。 

次に、一般職が次の２８ページにございますが、国家公務員の６級以下３級以上の職務にある者の金

額に合わせて改正するもので、嘱託料２２００円、日当を１２００円から２２００円、宿泊料を東京都

の特別区及び政令指定都市の地域であります甲地については１万３１００円から１万９００円、それ以

外の乙地につきましては１万１８００円から９８００円とするものでございます。なお、前のページ、

２７ページの第２９条、旅費の特例にございますように、特別職に随行する一般職は日当についてのみ

特別職の相当額を支給しておりませんでしたが、このたびの改正で日当も同額支給とするために、右側
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の旧の欄の２５条後段でございますが、お示ししておりますとおり下線部のただし書きを削除するもの

でございます。 

それでは、２５ページにお戻りください。表の左側、新の欄の中段あたり第６条第９項、移転料でご

ざいますが、その下のほう第２０条各号に記載しておりますとおり、赴任する者に対し、もとの在勤地

から新たな在勤地までの距離に応じて、移転に必要な経費を定額支給するものでございまして、第１号、

扶養親族を移転する場合は定額を、また、次のページでございますが、第２号、扶養親族を移転しない

場合はその額の２分の１の額を、また、第３号、赴任を命じられた１年以内に扶養親族を移転する場合

にも、定額の２分の１に相当する額を支給するものでございます。その金額につきましては２８ページ

の左側、新の欄のほうの下のほうの別表第２にお示しをしておりますが、表の左側から路程５０キロ未

満は１０万７千円。以降、距離の区分に応じて金額を定めております。 

続いて２６ページに戻っていただきまして、表の中段、第２１条、着後手当でございますが、赴任に

伴う住居の移転を条件として支給するもので、別表第１の日当定額５日分及び宿泊料定額５夜、５泊分

に相当する額を支給するものでございます。なお、福岡県内における移転や赴任後、市で準備する宿舎

等に入居する場合は支給しないことといたしております。 

続いて、２６ページの下段、第２２条、扶養親族移転料でございますが、赴任に伴う扶養親族の移転、

つまり人の移動につきまして、１人の扶養親族ごとにその年齢に従い支給するものでございます。主な

内容といたしましては第１号（ア）では１２歳以上の者は、移転料を除いたところの旅費の３分の２の

額を支給。（イ）では６歳以上１２歳未満の者に（ア）の額の２分の１の額を支給するもので、また（ウ）

では、６歳未満の者への支給及び６歳未満の者を３人以上随伴する場合につきましては２人を超えるこ

とに鉄道賃等を加算し、支給することといたしております。最後に、２８ページの表の下段、附則のと

ころでございますが、施行期日は平成３０年４月１日といたしております。 

以上、簡単でございますが、議案第８９号の補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第８９号 飯塚市職員等旅費条例の一部を改正する条例」については、原案

のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９０号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執

行部の補足説明を求めます。 

○総務課長 

 それでは、議案第９０号につきまして補足説明をいたします。議案書の２９ページをお願いいたしま

す。飯塚市行政財産使用料条例は、飯塚市の行政財産である土地や建物の使用料を定めるための条例で

ございますが、飯塚市役所本庁舎の来庁者用駐車場の一部を有料駐車場とし、使用料を徴収するに当た

り、これまでの土地等の使用料の算定方法によりがたいため、有料駐車場の使用料を新たに規定するも
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のでございます。来庁者用駐車場の有料化につきましては、平成２５年策定の第２次行財政改革前期実

施計画に基づき、本庁舎の来庁者用駐車場の一部を有料化するものでございます。計画では、実施時期

について平成３０年度からといたしておりましたが、時期を前倒して実施するものでございます。有料

化は出入口に駐車券発行機、料金精算機の無人ゲートを設置して行います。 

それでは、本条例の主な改正内容につきまして新旧対照表にてご説明いたします。３１ページをお願

いいたします。まず、表の上のほうからになりますが、第３条の２は、飯塚市役所本庁舎の来庁者用駐

車場のうち、市長が指定するもの、これは第３駐車場のことでございますが、の使用料の額は、新たに

規定いたします別表第３で算定した額とし、ただし、市役所本庁舎と市長が指定する施設、これは立岩

公民館のことでございますが、に用務で来庁する者からは使用料を徴収しないとするものでございます。

市役所と立岩公民館に用務があって来庁する方は無料でございます。用務で来庁したかどうかの確認は、

用務先の所管課で駐車券に確認印を押し、総合案内で駐車券の無料化処理を行う予定としております。 

次に、第６条の２は、行政財産の使用料は使用許可の際に徴収することを原則といたしておりますが、

有料駐車場に係る使用料については、使用者が自動車を出すとき、出場させるときに徴収するものと規

定するものでございます。次に、別表第３につきましては、有料駐車場の料金を規定するものでござい

ます。休日につきましては、３０分ごとに１００円、１日につき上限を５００円、休日以外のいわゆる

平日につきましては、３０分ごとに２００円で上限額を設けておりません。備考の２におきまして、休

日と平日の両方とも、最初の３０分は使用料を徴収せず無料とする旨を定めております。料金設定の考

え方としましては、平日料金は来庁者の駐車を優先するため、周辺の有料駐車場の最高額に合わせまし

て、休日料金は、行財政改革実施計画に基づき、歳入の確保に資するため、周辺の有料駐車場なみとす

ることとしまして、周辺駐車場の料金を調査しまして設定いたしております。無料時間の３０分につき

ましては、平日は市役所内の用務先の確認を得られないＡＴＭ利用者等のため、最初の３０分は無料と

し、休日についても、休日に期日前投票、税の申告、イベント等に来庁する方の混乱を招かないよう、

同様に、最初の３０分は無料とするものとしております。 

最後に、条例の施行日につきましては、附則で公布の日から起算して３月を超えない範囲内において

規則で定める日といたしておりますが、現在工事を進めております駐車場のゲートの設置工事の工事終

了に合わせまして、施行日を定める規則を別途制定する予定でございます。 

以上、簡単でございますが議案９０号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明は終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○古本委員 

 私の理解が間違っているのかもわかりません。ちょっとお尋ねします。駐車の仕方の中で料金設定が

してありますが、原則として、庁舎に来庁される方は全員無料なんですか。全員無料なのか、例えば３

０分超過した場合は、利用者も有料になるのかとか、その辺のところがちょっと取り扱いわかりにくい。

それとあわせて、休日の場合に上限が５００円と設定してありますよね。例えば、休日はそれでいいか

もわかりませんけれども、休日から休日以外にまたがったり、また、休日以外から休日にまたがったり

とか、それとか、もう少し長い時間とめたりとかしたときに、そのとおり徴収できますかね。例えば何

日も駐車したとか、そういう人たちのときに。わかりにくいような気がするんですけど、例えば片方が

５００円なら片方は２千円とか、上限を決めたほうがいいような気もします。それでもう一つ、あわせ

てお聞きします。これは、庁舎を利用する方も３０分以上有料になるんですかね。 

○総務課長 
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 庁舎を利用される方は無料でございます。３０分を超えられる方も無料でございます。いつまでとい

うか、時間の上限は設けておりません。 

○委員長 

 説明されようけど、駐車券を持ってきて、何か機械があるわけやろ。その説明をきちっとせんと、な

かなかわからんと思いますよ。 

○総務課長 

 まず無料化の手続についてご説明させていただきます。庁舎を利用される方は基本的に無料でござい

ます。無料化するに当たりましては、まず、駐車券の発行機から駐車券が出てまいりますので、それを

来庁者の方に持っていただきます。用務先の所管課で駐車券に確認印を押していただいた上で、１階の

総合案内で駐車券の無料化処理を行いまして、その無料化処理を行いますと、出口で料金精算機に駐車

券をさし込みますと、ゼロ円表示が出て、ゲートが開くような仕組みになっております。上限額の関係

でございます。休日の上限額が５００円と設定をしておりまして、平日には設けておりませんけども、

これは、夜中の２４時を境に上限額の設定が変わるように予定しております。ですから、休日から平日、

日曜から月曜日に続けて駐車されるような方がいらっしゃった場合には、日曜については、上限額は５

００円、平日につきましては上限額はございませんので、ずっと料金が加算されていくような形に料金

設定としてはなっております。 

○古本委員 

 今、無料と言われましたよね、庁舎を利用する人。例えば発券機で券をいただいて、そのまま役所に

行く人ばかりならいいですけどね。時間が例えば３０分経過した後に、そこに所管に行くとかいろんな

形があると思うんですよ。のがみとかいろいろありますからね。そういうところの整理だけはきちっと

しておかんと、先ほどの平日の上限にしても、実際その３千円も１万円もかかったのを徴収できるかと

いうところまで考えておってください。そうせんと、もめる原因になりますからね。原則無料というこ

とですね、利用される方。 

○委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

○川上委員 

 今回の制度の導入については、つまり、今回の市役所駐車場の有料化については、市役所や立岩公民

館に用事がない人の勝手な目的外利用というか、を抑制するためのものですか。 

○総務課長 

 平日につきましては、上限額を設けておりませんところからも、周辺駐車場の一番高いところに合わ

せておりますところからも、市役所を利用される方以外の駐車を抑制するためでございます。休日につ

きましては、歳入の確保も目的といたしております。 

○川上委員 

 有料化にすることで、目的外利用が抑制されると考えるのはなぜですか。 

○総務課長 

 平日につきましては上限額を設けておりませんので、なおかつ周辺駐車場の一番高いところに合わせ

て設定しております。ですから、長時間市役所に来ない方の駐車場の利用につきましては、かなり高い

額になると思いますので、周辺駐車場に流れない、別な河川敷駐車場を利用される等、来庁者用駐車場

の利用の抑制にはなると思っております。 

○川上委員 
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 そうであれば、第２駐車場を有料の対象にしないのはなぜですか。 

○総務課長 

 まず、第３駐車場の有料化をさせていただきまして、第２駐車場につきましては、今のところ、有料

化するとか、そういうことは考えてはおりません。 

○川上委員 

 答弁ができないということですよね。目的外利用している人を抑制あるいは排除することは、従来あ

なた方が取り組んできた行財政改革と何の関係があるんですか。 

○総務課長 

 平成２５年に策定いたしました第２次行財政改革前期実施計画では、新庁舎建設事業において、平成

３０年度から有料化を行うこととしておりました。ただ、議会でも指摘されておりますように、駐車場

が満車になる状態が現在頻繁に発生している状態でございますので、多くの市民の皆様にご迷惑をおか

けしております。このような事態の抑制に向けて計画を前倒して、平日については、来庁者の駐車を優

先するため、休日については歳入の確保に資するため、駐車場の有料化を行うものでございます。 

○川上委員 

 矛盾があるでしょう。来庁者の便を図る。来庁者が来たときに満車で入れないとか、入り口で交通事

故に遭いそうになるとかいうようなことがないようにというのが、あなた方の言う行財政改革なら、目

的外の人がお金を払えば、いくらでもとめられるということになれば、市役所ないし立岩公民館を利用

しようと思う人たちが車をとめるスペースがなくなるじゃないですか、それだけ。だからあなた方は目

的と違う行為を今やろうとしているんじゃないですか。逆行する行為をしようとしているんじゃないん

ですか。 

○総務課長 

 あくまでも来庁者の方の駐車を優先するためを目的として、平日につきましてですけども、やってお

るところでございます。 

○川上委員 

 それは優先すればいいじゃないですか。優先じゃなくて、来庁者、市役所と立岩公民館を利用する人

だけが対象なんでしょう、今。目的外利用を認めてないわけですよ。ところが、あなた方は今度、もう

メインの駐車場を有料化するということで、目的外利用をどうぞというふうに言おうとしておるわけで

す。そうでしょう。そうすると、本当に役所に必要だと思ってる方が、第１駐車場が開けば第１駐車場、

第２なら第２行くでしょうけど、第３がいいというときには、目的外利用だらけでいっぱいと。お金を

払ってるんだから何が問題かということに、理屈上はそういうことなるわけですよね。だから、あなた

方の言っているのは、勝手な利用を抑制排除するのが目的などというけれども、実は、逆に、市民が来

庁してもお金を払って車をとめてある方、目的外の人がいっぱいだなということになりかねないんじゃ

ないですか。もう、目的外利用の方は当然、入ってくることになるわけですよ。そう思いません。目的

と逆行する制度を今、措置しようとしてるんじゃないんですかね。 

○総務部長 

 この駐車場の有料化に関しましては、先ほど担当課長が申しましたとおり、平日におきましては、来

庁者を優先するという目的がございます。その目的ということで先ほど、駐車料金の話をさせていただ

きましたけども、近隣の駐車場の一番高いところに設定しております。そういうことで、高いところに

設定することで、ここにとめたいということではなく、あくまでも来庁者が優先できる部分をそこに設

けているところでございますので、そういった趣旨からしますと、議員申されるような来場者優先では
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ないんじゃないかということでございますけども、あくまでも来庁者の優先ということで、平日につい

ては考えているところでございます。それと、休日につきましては、先ほどから申しておりますとおり

来庁される必要性がございませんので、そこについては、行革の中でもございましたとおり、有料化す

ることで歳入の確保も図るという趣旨で行っているところでございますので、どうぞご理解いただきた

いと思います。 

○川上委員 

 私が今ずっと言ってるのは、市民が来庁する用があるときというふうに言ってるわけですから、平日、

市役所との関係では平日が前提です。ただし、立岩公民館の場合は、土曜日であろうと日曜日であろう

とあるわけですから、ここは無料にならないといけませんよね。先ほど、私が何か来庁者優先というふ

うに言っているかのように言われたんだけど、そういうことは言ってないんですよ。あなた方が、目的

外利用を排除するために有料化を図ったとおっしゃるので、それは、実際はこの制度によっては、お金

を払えば目的外利用の方がたくさん入ってくるようになるんじゃないかと、そういう制度設計になって

おるということを言ってるわけです。だから、目的と言ってることと、実際にやろうとしている間には

論理の矛盾があるわけです。どっちが本音かというふうになるわけです。本来ならば夜間あるいは休日

においては、タダで置いておくよりは有効利活用ということで有料化し、少しでも収益を上げるという

考え方はあろうかと思います。そのときは高くする必要はないでしょう。と同時に、もともと市民の財

産なんだから、トラブルが起きないように、無料で夜間とか休日は、使っていただいてどうぞと、今の

ようにしていくことだってあるわけでしょう。だから、論理的に考えていけば、私はそういうようにな

っていくと思う。行革と言うとあなた方は住民サービスよりはお金を何とか少しでも稼ぎたいというこ

とで言って、それはあるかもしれません。そうすると、今度のことによって年間でどれぐらいの収益を

計算したのか、お尋ねします。 

○総務課長 

 申しわけありません。収入の算出は行っておりません。 

○川上委員 

 今工事をやろうとしてるのは３６００万円かかるわけでしょう。それからＩＣカードとかいうのも用

意しているんでしょう。これもお金かかりますよね。どれぐらいかかりますか。 

○総務課長 

 ＩＣカードの値段につきましては、ちょっと今、手元に数字がございません。申しわけございません。 

○川上委員 

 あなた方、費用対効果とよく言うじゃないですか。行革というのに、収入が幾らかわかりません。支

出は３６００万円わかるけど、そのほかわかりません。資料は持ってきてません。目的外利用の抑制に

もつながらない。逆行する。それから、行革と言いながら、自分たちが議案出していて、その数字も出

せない。２つともその建前が消えてしまうでしょう。何が残るかというと、結局、市役所を利用しにと

いうか、呼び出されてくる場合もあるわけやから、来ます。食堂というのもあるでしょうけど、来ます。

そうしたら、高齢者であろうと、それから障がいのある方であろうと、子どもを抱え、あるいは子ども

の手をつないだお母さんであろうと、駐車券を引き抜いて、行った先で、窓口で確認印を１回１回もら

わないといけない。こんな煩わしいことないですよ。それから、もう少し考えてみて。市の窓口の職員、

快適に仕事ができるようにということで、余計な仕事はもう減らそうじゃないかと、ペーパーレスもし

ましょうと、ホッチキスが大変だからと言ってるときに、この年間何万人来るかわからないような規模

の一人一人の市民にハンコを１回１回打つことが、どれほどのことか考えたらわかるでしょう。結局残
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るのは、市民の負担、市職員の煩雑な負担しか残らない。収入がどれだけあるか、何年かかったら３６

００万円ペイできるんですか。わけのわからないことを今やろうとしてるんじゃないですか。そうやっ

て考えてみたら、私が考えるくらいだから、あなた方がわからないはずない。こんなことが。でもやろ

うとしておるのはおかしいよ。おかしいでしょう。なぜこんなことを、わけのわからないことを、住民

の負担と市の職員の負担につながるしかないことをやり続けるのかわからないというのが私の今の到

達ですよ。本当の目的は何かおっしゃってくださいよ。 

○総務部長 

 この件につきましては先ほどから申しておりましすとおり、まずは来庁者駐車場、今、非常に、今特

に前面駐車場がまだ開通になっておりませんので、なおさらでございますけども、非常に満車の状態が

続いて、来庁者の皆様にご迷惑をかけているということがまず１点ございます。この部分の解消を何と

か図れないかということがまずスタートでございました。その中で、先ほど制度設計がというお話でご

ざいましたけども、先ほどから申しましたとおり、平日については、あくまでも来庁者駐車場を優先と

いうことの前提に立ちながらの制度設計をいたしたところでございます。それに伴います駐車券の煩雑

さということについては、これは全くないとは申しませんが、それを持って来ていただいて、職員が一

言声をかけるというようなですねやり方で、来場者の皆様にはご迷惑をかけないようなスタンスでもっ

ていきたいというふうに思っておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。 

○川上委員 

 満車の状態の原因は何かわかっていますか。満車の原因の、あなた方が直接的にこれが原因だという

ふうに言ってるのは本当の原因でしょうか。目的外利用によって、駐車が困るという状態なんですか。

調べましたか。調べてないでしょう。わかるわけないでしょう。あなた方の思い込みなんです。目的外

利用によって満車があって、市民が何日入れないとか、体育館と同じ議論ですね。何が問題かといった

ら、一極集中じゃないですか。こうなることをわかっていて教育委員会を６階に入れたわけでしょう、

あなた方。あなた方の行為によって、今の満車というのは生じてるんですよ。教育委員会の来訪は相当

大きいです。しかも一定時間に集中するようにできてるわけですよ。あなた方が演出してつくり出した

満車状態なんです。そうしておいて、目的外利用の方が、となりのホテルに行ってる人だとかいろんな

こと言われる人いるけど、本当ですか。仮にそういう人があったとしても、満車の真の原因ですか。そ

うじゃないでしょう。そこで、この駐車場不足、あなた方がつくり出している駐車場不足の話をちょっ

と聞きますよ。第１駐車場は１１９台の予定です。正面駐車場、完成はいつですか。そして、第２駐車

場、立岩公民館向かい５１台、これは立岩公民館の移転との関係で、いつまで使えるのか。それから第

３駐車場、２月２８日あたりから有料化するとするでしょう。そうしたら、いつまでその状態を続けら

れるんですか。今の公用車１１０台くらいあるんですか。これは使えなくなるでしょう。そういったの

第３駐車場に全部持ってくるんでしょう。そうしたらどうするんですか。市民は高いお金を払って、使

って、財政出動をして、駐車料金をもらう設備を今つくろうとしてるけど、半年もしないうちに、公用

車置き場にするんでしょう。ですから、駐車場が今３つあるうちの、常時３つ動ける事態というのはど

のくらいの時間があるんですか。そのうち半分以上は有料駐車場でとなってくると、これから先、何年

も、市民は駐車場不足で苦しめられるんじゃないですか。どーんと公用車がとまってるわけですよ、第

３駐車場には。この姿見たときに、太刀打ちができますか、市民の声に。そこからこう見たらみんなあ

れですよ。白い車、バァーと並ぶんです。そして、公用車優先じゃないんですよ。公用車駐車場ですか

ら、市民は入れないじゃないですか。ここのところ、危惧があるから説明してください。 

○総務課長 
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 駐車場のローテーション化につきましてちょっと説明させていただきます。今現在、旧庁舎の解体を

進めておりまして、正面駐車場が完成するのが来年の８月の予定でございます。来年の８月に完成しま

した後、先ほど質問委員からも言われましたように、第３駐車場をいったん閉鎖しまして、第２別館の

解体と公用車駐車場の整備を行うために第３駐車場をいったん閉鎖しまして、そこを公用車置き場にい

たします。第２別館の解体と公用車置き場の整備を進めまして、その工事が終了した後、また、一旦公

用車置き場にした第３駐車場を第２別館跡のほうに持ってまいります。公用車置き場の整備終了が平成

３１年の３月でございます。 

○川上委員 

 私の質問には答えずに、日程だけを言ったということですね。こんな愚かなことが、だれが考えても

すぐわかるような口実で、今進められようとしてるんだけど、職員と議員にはどういうことになるのか

と。職員と議員はどうするんですか。 

○総務課長 

 職員につきましては、今のところ、職員駐車場の整備、先だっての一般質問でも答弁させていただい

ておりましたとおり、新たな、出先機関の駐車場の関係で言いますと、失礼しました、出先機関の駐車

場で言いますと、今、立岩公民館建設予定地のほうを臨職駐車場にいたしまして、これまで臨職駐車場

として使っていました部分を出先機関と議員さんの駐車場として整備いたしておるところでございま

す。 

○委員長 

 今の答弁で言いとね。議員の駐車場でしょう。 

暫時休憩いたします。 

休憩１５：２１ 

再開１５：２１ 

委員会を再開いたします。 

○総務課長 

 有料化した後の職員と議員さんの出入りにつきましては、ＩＣカードをお配りいたしまして、そのカ

ード駐車券発券機と料金精算機にかざしていただければ、無料でゲートがあくような仕組みになってお

ります。 

○川上委員 

 そのＩＣカードは幾らですか。議員には幾らで渡すんですか。職員は幾らでそれを受け取るんですか。 

○総務課長 

 ＩＣカードの値段につきましてはちょっと先ほど答弁いたしましたとおり、今手元に数字を持ってお

りませんので、答弁できませんけども、お配りするときには別に料金を徴収する予定ではございません

で、無料でお配りいたします。 

○川上委員 

 職員と議員には、無料とめ放題のＩＣカードをただで配るわけですね。市民の怒りに持ちこたえられ

ますか。職員に無料でＩＣカードを渡す理由は何ですか。 

○総務課長 

 職員に無料で渡す理由でございますが、災害対応とかで夜中に急に呼び出しがかかったときに駐車が

できるようにお配りしますけども、平日の昼間に職員がとめるようなことはしないよう指導するつもり

でございます。 
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○川上委員 

 もう既にそれはおかしいでしょう。議員には、なぜ無料で配るんですか。 

○総務課長 

 議会出席のために車でこられると思いますので、無料でお配りするつもりでございます。 

○川上委員 

 そうすると、市民は、市役所の建物を支払いのために税金も払い、借金を払っていかないといけない

わけですよ。そういう立場ですよ。あなた方も議員も市民の税金で活動しているじゃないですか。その

者が、自分たちの行為によって、有料化を図り、手間をかけさせ、自分たちはＩＣカードで、２４時間

いつでも、ただでとめられるカードももらって、そして、年間幾らとまってもただと。こんな理屈が通

らないでしょう。そして、市民に残るのは、駐車ができないな、こんなときハンコを押してもらわない

かんのと、ハンコをなくしたらどうするんですか。雨が降ってるとき、雪が降ってるとき、風が吹いて

るとき、議員と職員はスイスイ行ってますよ。このときに、市民の怒りに、持ちこたえられますか。片

峯市長、何かこの議案おかしいと思いません。 

○委員長 川上委員、ある程度、もうほとんど出尽くしたと思いますんで、質問の内容をまとめていた

だいて、先ほどから私も委員長という立場で聞いておりますけど、逆にとらえ方の相違だろうというふ

うに感じてくる分が多々ありますので、ある程度まとめて意見を言われてほしいと思いますのでよろし

くお願いします。 

○総務部長 

 この駐車場の有料化の件でございますけれども、先ほど職員にとめ放題というなお話ございましたけ

ども、当然職員が私用でとめるようなことがあればそれは処分の対象でございます。そのような者を許

すつもりも、もちろんございませんが、当然のことながらそういった趣旨の中で、職員については指導

してまいります。当然、そういうことでございますので、あくまでも来庁者の方のためのという思いで、

私どもとしては提案をさせていただいておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

○川上委員 

 市長に答弁求めたでしょう。市長、あなたは廃私向公と言った。私は憲法１５条の全体の奉仕者と言

った。その立場の者は、どんどん、もうＥＴＣみたいなもんやないですか。ところが市民は、雨が降ろ

うと、雪が降ろうと、風が吹こうと、子ども抱えておろうと、車いすの人であろうと、松葉杖の人であ

ろうと、高齢者であろうと、駐車券を取らせて、ハンコをもらわないと、車は無料にはならない。じゃ

あ第３駐車場を使わなきゃいいでしょうとなるけど、そこすぐ満杯になるでしょう。こんなでたらめな、

後先考えないような議案は久しぶりに見ました。撤回したほうがいいです。撤退する考えありませんか。 

○市長 

 川上議員が懸念の件については、私も含めまして、担当課とも協議をしました。ただ最終的に現実問

題として、市庁舎や恐らく今後は、立岩公民館に、用事のある方以外でも多くの方がとめて実際に庁舎

にお見えになる方に迷惑がかかっていると。その方々の保護といいますか、庁舎にお見えになる方々の

ためのスペース確保のためにどうしても必要だという説明を聞き、納得しましたので、今回上程した次

第でございます。 

（発言する者あり） 

○委員長 

 だから、撤回しないから上程していますという答弁と解釈されるんじゃないですか。 

○市長 
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 このまま議案として提案をさせていただきます。 

○委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は、「議案第９０号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」に反対の立場で討論を行

います。今回の市役所駐車場の有料化は、市役所や立岩公民館に用事がない人の勝手な利用を抑制する

ためではなく、逆に駐車料金を払えばだれでも駐車できるようにするものであります。つまり、有料化

による一般開放です。市役所駐車場の一部有料化の議案は、市役所機能の一極集中によって不足しがち

な、駐車場のほぼ半分を有料化して一般開放するものであって、現在の駐車場不足に拍車をかけ、市民

にとっても、市職員にとっても煩わしい負担をかけるものでしかないということであります。 

今回、駐車場を有料化するのは、行政機能の一極集中によって、満車状態のときが多くなった第３駐

車場、プレジデントホテル右側市役所駐車場の中で、２番目ですね、１１０台、３６００万円の予算を

かけて必要な設備設置工事がもう始まっています。第１駐車場、市役所正面１１９台の完成は来年の８

月であります。第２駐車場、立岩公民館向かい５１台は、計画中の立岩公民館移転の後は使えなくなり

ます。来年３月には有料で一般開放となる第３駐車場は、しばらくすると全て公用車１１０台の臨時駐

車場となり、閉鎖となります。市民は使えない。３６００万かけてつくる機械も必要なくなります。こ

の機械が最初に頑張るのはわずか半年ぐらいじゃないですか。３つの駐車場が一緒に利用できる時期は

来年の８月から半年程度しかなく、市役所や立岩公民館利用者のための駐車スペースは少ない状態がず

っと続きます。市役所や立岩公民館に用事のない人の駐車を認めていない今でも満車で困ることがある

のに、駐車料金を払えばだれでも駐車できるようになれば、用事のある人が満車状態で駐車しにくくな

るのは、火を見るより明らかということじゃないですか。そして、市役所や立岩公民館に用事がある人

で無料にしてもらおうと思えば、高齢者や障がいのある人、赤ちゃんを抱えたお母さんでもいちいちチ

ケットをとって、駐車券をとって、用事をすませる窓口でスタンプを押してもらわなければなりません。

確認印ですか。なくしたときはどうするんですか。市民も大変ですけれども、窓口の職員も仕事がふえ

て、本当に大変だと思います。 

一方で、市民が主人公、住民が主人公と言いながら、議員と職員、職員と議員には、料金収納機が設

置される来年２月ころには、配付することにしている無料で駐車できるＩＣカード、これを既に用意し

ているでしょう。もう、もう既に本庁職員は７００人持ってるんでしょう。新たに議員とほかの職員、

３５０人に配付するという。全部で１０５０枚が本市に、このＩＣカード、場合によって、この市役所

ビルの事務室のかぎにもなるような、ＩＣカードを持つことになるわけです。兼用してるんですね、職

員が。兼用できるんです。もちろん、先ほど答弁があったように、市役所や立岩公民館に用事のない一

般の利用者の見込みは立ちません。駐車料金の収入の予測も立たないというのが今の議案提出での姿で

あります。市役所が閉庁している夜間、休日等に適切に市民と相談して、このスペースを有効利用する

ことは重要だと思います。新飯塚中心商店街界隈は駐車場が不足しています。もう歩いて何分のところ

です。ですから、ここに適切にその時間帯について開放することができれば、地域と飯塚市の信頼関係、

結びつきも良くなるし、中心商店街の発展にも役立てることができるでしょう。なのに、何を考えたか

３０分ごとに２００円とりますというのを夜間でも休日でも続けていく。地域との共生だとかいうこと
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が、まるで頭にない。残るのは何かといったら苦しみだけですよ。それと、私は調べてみましたけど、

これによって何らかの利権が、目的がない場合は利権の発生とか心配されるけども、今のところそうい

うことが見えないわけですよ。だから、本当に残るのは、市民と市職員の負担がふえるだけ。それで地

域にも貢献できない。こういう議案は、撤回しないんだったら、取り下げたらどうですか。今からでも

ね、大幅修正をかけて、出し直したらいいと思いますよ。私は、こういう議案を飯塚市議会は可決しな

いだろうと思います。もっと慎重な審査が必要だろうと思います。討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論ございませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第９０号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」について、原

案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１０１号 土地の処分（飯塚野球場跡地）」を議題といたします。執行部の補足説明を

求めます。 

○財産活用課長 

 「議案第１０１号 土地の処分（飯塚野球場跡地）」について、議案の補足説明をいたします。議案

書の５６ページをお願いいたします。本議案につきましては、飯塚野球場跡地を一般競争入札によりま

して土地を処分しようとするもので、地方自治法第９６条第１項第８号及び飯塚市議会の議決に付すべ

き財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

処分しようとする土地の所在地は、飯塚市立岩字堀田１７９３番１ほか５筆。処分面積は１万５９０

８．９９平方メートル。処分価格は２億６８８８万円で、仮契約の相手方は飯塚市弁分１２７番地７、

未来エステート株式会社代表取締役、安永尚平でございます。 

本件につきましては、一般競争入札により落札者を決定いたしましたので、その概要についてご説明

いたします。本件入札につきましては、９月１日に公告を行い、９月１１日から１０月３日までを申し

込み期間とし、１０月２０日に入札を行いました。入札の結果でございますが、９者の申し込みがあり

ましたが、入札当日に１者が欠席されましたので、８者による入札の結果、事前公表しておりました予

定価格９０３６万４千円に対して、落札価格２億６８８８万円、落札率２９７．５５％で、未来エステ

ート株式会社が落札したものでございます。 

以上、簡単ではございますが、議案の補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 この飯塚野球場跡地には私も特別な思い入れがあるんですけど、それは２つあります。１つは立岩遺

跡の歴史上登場した場所だからです。それともう１つは、立岩小学校に立っていた５本のメタセコイア

を片峯市長が教育長の時代に、土地を売却する市の方針があって、ここにメタセコイアが５本立ってい

ると売れる物も売れないと、私、目の前で聞きました。市の財源を確保する上で、協力しなければなら

ないということだったんですけど、それ以来の、今回入札に至るまでの経過をお尋ねします。 

○財産活用課長 
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 この飯塚野球場につきましては、平成２６年第５回市議会定例会において、飯塚市体育施設条例の一

部を改正する条例で野球場の廃止がなされております。これが２７年の４月１日付けで、野球場として

の用途廃止が行われております。その後、立岩小学校のグラウンド拡張等に伴います一部グラウンドの

ほうを、今までの野球場として活用しておったものを小学校のグラウンド敷にするために、若干前後す

るんですけども、平成２６年の９月に有効利活用検討委員会にかけて、この野球場跡地については、一

部は学校グラウンド敷地として利用すること及び残地につきましては有償で売却する方針が決定いた

しております。その後、条例を廃止した後に、平成２８年の７月に所管課のほうが用途の変更をしまし

て、払い下げの方向性を決定され、ことし、平成２９年の７月に財産管理審議会で価格等を決定いたし

まして、一般競争入札に踏み込んだというふうな計画を踏んでおります。 

○川上委員 

 入札結果、応札の状況をお尋ねします。 

○財産活用課長 

 入札につきましては、９者が入札参加申し込みをされましたが、当日に１者欠席されましたので、８

者による入札を行いました。 

○川上委員 

 その８者による応札の金額を伺います。 

○財産活用課長 

 先ほどご案内いたしましたように、最高額でこの入札は決しましたので、落札者の入札額は２億６８

８８万円でございましたが、次点の方の金額は２億５１１０万円、それから３番の方が１億９１００万

円、４番の方が１億８８００万円、５番の方が１億８１００万円、６番の方が１億８００８万円、７番

の方が１億５０８０万円、最後の方が１億３１００万円でございます。 

○川上委員 

 すべての予定価格を上回っているということのようですけども、この予定価格そのもの、鑑定はどの

ように行いましたか。 

○財産活用課長 

 鑑定に関しましては、これは入札により決定をいたしておりまして、入札によって業者を決定し、そ

の業者によって鑑定を行っていただいております。 

○川上委員 

 そこで、この予定価格を大幅に上回る３００％の価格による落札、どう評価しておるか、片峯市長に

伺います。 

○財産活用課長 

 非常に高い高落札率となったわけでございますが、やはり私ども鑑定評価をいただいた後に、土地に

よってはもう質問委員も御存じのように売れない土地もございます。今回の立岩野球場というのは、販

売する前からいろんな問い合わせ等があっておって、この土地はいつ売るんですか等とのいろんな問い

合わせ等入っておりましたので、そういった部分で非常に注目の高い物件だったがために、こういった

高い落札率になったのではないかと考えております。 

○川上委員 

 片峯市長は、先ほど言ったように、この土地が無事売却され、そして市の財源確保に寄与できるよう

に、メタセコイアの５本を学校側に倒れることは余り心配せずに、台風のときに、売却予定地のほうに

倒れることを心配して切ったわけだけども、これほどの額で売れたことについて、どういう気持ちか聞
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かせてください。 

○市長 

 予定価格より高く売れたことでまずは正直うれしくは感じました。ただ、次にどういう方が購入され

たのか、学校のすぐ横の土地でありますから、そのことを大変危惧し、担当課にそれを訪ね、住宅関係

メーカーであるということをお聞きして安堵したところでございます。 

○川上委員 

 今の心配は昨年からあったはずです。それで、この未来エステートとの契約なんですけれども、転売

は何年間はだめよという内容になってますか。 

○財産活用課長 

 そのような縛りといいますか、そういった規定は設けておりません。 

○川上委員 

 転売相手について制限、制約がありますか。 

○財産活用課長 

 そういったものも設けておりません。 

○川上委員 

 市長、お聞きになったでしょう。心配は継続してるんですよ。それで、質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は「議案第１０１号 土地の処分（飯塚野球場跡地）」について反対の立場から討論します。もう

答弁で明らかになったように、この土地は立地条件が非常によいわけですよ。民間の開発にかかわって

いる不動産業の方その他が、これほどの高値で入札し、未来エステートが２億６千万円でとっていくん

だけど、それほど価値のある立地、土地なんですよ。これを、私は２億６千万円くらいのために売って、

学校の横に何が建つかもわからない、できるかわからないようなことではなくて、市は財産として有効

活用する。もう中心中の中心地じゃないですか。それこそが、我々が子どもたちの未来のためにするこ

とじゃないかと。だから、これ民間売却やめて、市で有効活用を市民と話し合って決めていく。これこ

そが求められていると思いますので、今回、売却、土地の処分には反対であります。 

○委員長 

 ほかに討論ありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１０１号 土地の処分（飯塚野球場跡地）」について、原案のとおり可決す

ることに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休憩１５：４８ 
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再開１５：５８ 

 委員会を再開いたします。 

次に、案件中、「議案第１０６号」から「議案第１１７号」までの１２件については、関連があるた

め、一括議案といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 それでは、関連がございますので、まず、議案第１１７号 飯塚市職員給与に関する条例の一部を改

正する条例について、補足説明を行います。 

追加議案書の３ページをお願いいたします。本年８月に出されました人事院勧告に基づき、国家公務

員の給与の改定が行われましたので、これを参考にして、本市職員の給与を改定するため本案を提出す

るものでございます。まず本年度の人事院勧告のうち、給与に関する主な内容としましては、「月例給

の増額改定」と「勤勉手当支給月数の増」でございます。月例給につきましては、民間給与との差額を

埋めるため、給料表の水準を平均０．２％引上げる内容でございます。また、勤勉手当については、支

給月数を年間０．１月分引上げることとしております。 

次に、本条例の具体的な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明いたします。７ページをお願

いいたします。飯塚市職員の給与に関する条例、第１条関係でございますが、平成２９年度分の改正事

項となりますが、まず、第２９条第２項に規定しております勤勉手当の支給割合につきまして、正規職

員は１００分の８５を１００分の９５に、再任用職員は１００分の４０を１００分の４５にそれぞれ改

定するものでございます。 

次に、附則第１８項でございますが、これは、現在５５歳以上の課長級以上の職員の勤勉手当を１．

５％減額いたしておりますので、勤勉手当の支給率改定に伴い、減額対象額に乗じる割合を改正するも

のでございます。別表の行政職給料表につきましては、このページから１１ページにかけて掲載してお

りますが、昨年同様、若年層に手厚くなっております。平均的には給料表を０．２％増額する内容とな

っております。そのまま１１ページの下の方をご覧いただきますと、第２条関係でございますが、第２

９条の勤勉手当につきましては、先ほど第１条で改正した勤勉手当につきまして、平成３０年度以降の

支給割合を規定するものでございます。第２項では年間の増月分を６月期と１２月期の２回に分けて支

給することとなるため、正規職員は１００分の９０に、再任用職員は１００分の４２．５に改正するも

のでございます。また、１１ページの一番下のところから、１２ページかけて記載しております附則第

１８項につきましても、同様の趣旨で改正しております。 

最後に１２ページ、附則、施行期日等でございますが、改正条例第１条の、月例給、給料表の改定に

つきましては、平成２９年４月１日から、また、勤勉手当については、平成２９年１２月１日にそれぞ

れ遡り適用することとしております。 

なお、今回の給与改定に伴い影響を受ける職員数につきましては、１２月１日現在で、一般会計、特

別会計及び企業会計を合わせて、対象者は給料の増額分は５６２人、勤勉手当が９０２人となります。 

また、一人当たりの影響額といたしましては、１２月１日現在で、対象者の内、正規職員の平均で申し

ますと、月額の給料は約５９６円の増、勤勉手当については約３万８２９３円の増となっております。 

以上、簡単でございますが議案第１１７号の補足説明を終わります。 

○財政課長 

 続きまして、議案第１０６号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第５号）から議案第１１６号

平成２９年度飯塚市立病院事業会計補正予算（第２号）につきまして、平成２９年度補正予算資料によ

り説明いたします。右上に追加提案分と記載しております資料になります。 
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３ページをお願いいたします。ただいま議案の説明がありましたが、今回の補正につきましては、表

の下に記載しておりますように､国家公務員の給与改定が行なわれましたので、これを参考にして職員

の給与改定を行い、それに伴う経費を補正するもので、一般会計で４２７２万９千円を追加いたしまし

て、補正後の予算総額を６３４億５２９１万２千円としようとするものでございます。また、１１の特

別会計のうち今回補正をいたします６つの会計で４３５万５千円を追加いたしております。企業会計で

は、４つの会計で４３８万１千円を追加いたしております。合計で５１４６万５千円を追加するもので

ございます。 

次の４ページ以降に主な補正予算の概要を費目ごとにまとめ、その主なものについてご説明いたしま

す。まず、歳入からご説明いたします。分担金および負担金の各負担金につきましては、給与改定に基

づく事務委任および派遣職員にかかる負担金の追加をいたしております。繰入金につきましては、今回

の補正による財源調整で、財政調整基金の繰入を４２４４万７千円追加いたしております。 

次に、歳出についてご説明いたします。一般会計・特別会計の人件費につきましては、給与改定に伴

う経費を総額で４３０８万２千円追加いたしております。 

次の国民健康保険特別会計から６ページの学校給食事業特別会計までの特別会計につきましても、一

般会計と同様の理由により補正をいたしております。 

６ページをお願いいたします。公営企業会計の水道事業会計から７ページの市立病院事業会計の４つ

の会計につきましても同様の理由により補正をいたしております。 

以上で、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終りましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 議案第１１７号で、平成３０年度の期末を決定するのはどういう理由からですか。 

○人事課長 

 平成２９年度につきましては、０．１月を上げるわけでございますが、平成３０年度以降につきまし

ては、これを２つによりまして６月期と１２月期にわける。１年間で０．１月を上げるというのを平成

３０年度は２つに割って０．０５月ずつ、２つに分けるという意味でございます。 

○川上委員 

 今回の条例改正によって、退職金への影響はどうなるのか、お尋ねします。 

○人事課長 

 本市におきましては、御承知のとおりで退職手当につきましては、福岡県市町村職員退職手当組合に

加入いたしておりますので、退職手当組合の動向を注視しているところでございますが、現在のところ

まだ改正は行われてないというふうに聞いております。 

○川上委員 

 国家公務員のほうは退職手当てが、大変な働くほうにとって、マイナスに働いておるという事情があ

りますので、今の質問をしました。質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 
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（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１０６号 平成２９年度 飯塚市一般会計補正予算（第５号）」、「議案第１

０７号 平成２９年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」、「議案第１０８号 平成２９

年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算（第３号）」、「議案第１０９号 平成２９年度 飯塚市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）」、「議案第１１０号 平成２９年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会

計補正予算（第２号）」、「議案第１１１号 平成２９年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）」、 

「議案第１１２号 平成２９年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」、「議案第１１３号 

平成２９年度 飯塚市水道事業会計補正予算（第２号）」、「議案第１１４号 平成２９年度 飯塚市工業

用水道事業会計補正予算（第２号）」、「議案第１１５号 平成２９年度飯塚市下水道事業会計補正予算

（第２号）」、「議案第１１６号 平成２９年度 飯塚市立病院事業会計補正予算（第２号）」、及び「議案

第１１７号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、以上１２件については、いずれ

も原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案１２件は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

本委員会に付託を受けております、「入札制度について」に関し、執行部より「格付条件等の見直し」

について、説明をしたい旨の申し出があっておりますので、「入札制度について」を議題といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「入札制度について」を議題といたします。執行部の説明を求めま

す。 

○契約課長 

 今回報告いたします内容は、年明け１月１０日から平成３０年度建設工事指名願受付が始まりますの

で、受付に関係します内容の変更につきまして報告するものです。 

資料の「入札制度について」をお願いいたします。「格付条件等の見直し」についてですが、現在、

格付のある工種における競争入札参加者の格付方法につきましては、飯塚市競争入札参加者格付基準に

基づきまして、客観点数いわゆる経営事項審査により求められた数値に、主観点数いわゆる工事成績評

定点の平均点により求められた数値を加減した総合点数をもとに格付を行っておりますが、前年度から

引き続き競争入札参加資格申請書を提出した者が、前年度と異なる格付のある工種を希望した場合の格

付について、これに加えて、総合点数による格付等級の直近下位、１ランク下に格付けるという運用を

しています。この点を、総合点数のみにより格付するよう改めるものです。 

改める理由としましては、客観点数であります「経営事項審査により求められた数値」は、業者の企

業力いわゆる経営状況、経営規模や技術力等を評価した数値と本市の工事成績をもとに算定した主観点

数での合計である総合点数で、工種変更した際にも、総合点数にあった等級に格付することにより、企

業努力を反映でき、業者の施工能力に応じた競争が行われると考えております。 

また、格付けのない工種への変更においては特段の取扱いがないことからも整合性がなく、不公平感

がありましたので、今回の改正により解消を図ろうとするものです。これにより新規業者以外、総合点

数による格付等級とすることで、業者の努力の成果を反映させ、今後の技術力の向上、品質の確保、ひ

いては地元業者の育成につながるものと考えているところでございます。 
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以上、簡単ではございますが、資料の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただ今の説明に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 今回の改正によって、その企業の努力が報われるだとか、あるいはそれによって競争が確保されるだ

とか、さらにそれによって地元業者の育成が図られるとか、そういうようなことを言われました。それ

は特定の企業の言いなりになっている地元業者は育成されるでしょう。しかし、そうでない場合は、淘

汰されていくでしょうというのが私の考えです。それで昨年の１２月定例会おいても、この件について

私は本来、公共の福祉を実現する上で公共の工事があるわけで、品質の確保と同時に、地元業者の育成

という２つの課題が重要であって、入札のあり方については、その地域のその自治体の歴史的な経過を

踏まえて進める必要があり、現段階でどこからも要望は出ていないということでしたので、現状のとお

りでいいではないかという立場で、当時の齊藤市長や田中副市長の答弁の立場を支持しました。今回、

こういうのをなんていうんですか、舌の根も乾かないうちにというんですか。市長が変わると直ちに、

副市長が変わると直ちに１年前にあれほどの議論をして否定しておったものに突き進むというのは相

当の目的があるはずです。それでまず変更の内容の確認をしたいと思いますけど、ここに書いてあると

おりでいいんですか。現行、総合点数による格付等級の直近下位に格付けするを総合点数による格付等

級に格付けする。これだけなんですか。変更の内容というのは。 

○契約課長 

 今回、報告しております内容については、そのとおりでございます。 

○川上委員 

 理由をお尋ねします。もう一度きちんと言ってください、理由を。 

○契約課長 

 先ほど委員の御指摘のとおり、昨年来この関係につきましては、いろいろと協議してきた中で、執行

部のほうとしましても、地元業者の育成も図りながらという中で格付けのない工種については、一部矛

盾点、不都合なところもありますというところで、それを理解した上で進めてきたわけですけど、年度

がかわりまして、当然入札制度につきましては、随時、鋭意検討してまいった中で再度検討した結果、

やはり地元業者が、例えば今年は別の工種でがんばろうとしたときに、本来そこの施工能力はあるのに

直近下位のところで位置づけるよりも、もっと施行能力のある場所での等級、金額に応じた入札に参加

することによって、企業の意欲を高めるといいますか、やってほしいというところもありまして、それ

と今言いました、要綱自体の矛盾点を解消するために今回改正したものでございます。 

○川上委員 

 そうすると、それを希望している企業のために、今度の変更をしたというふうに聞こえますがそうで

すか。 

○契約課長 

 具体的に、ことしどこに変更したので、この規定をかえてくれといった、そういった業者からの要望

等はあっておりません。 

○川上委員 

 あったかどうか、また聞きますよ。そういうことを希望しておる企業のために、希望を直接聞かない

んだけれど、意に沿うことをしたということになりますね。 

○契約課長 
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 あくまでも、客観点数であります経営審査の点数に応じた、その業者については施工能力はあります

ので、そこに応じた入札に参加できる機会を行政としては設けるといいますか、競争性を高める上でこ

ういった改正を行っております。 

○川上委員 

 競争性の話はあとでしましょう。あなたのところ、市のほうには業者からこういうふうにしてくださ

いという要望なり、希望は聞いていないんだけども、そういう希望があると思われる業者のためにこう

いう制度変更したということでしょう。 

○契約課長 

 何度も同じことになりますが、先ほどこの要綱につきましては、格付けのある工種でも、最下位の格

付けのづけのある工種の工種変更とか、格付のないところへの工種変更につきましては、矛盾がありま

したので、その辺を解消する目的であります。 

○川上委員 

 その辺は全部あとに聞きますよ。あなたは３つ言ったんだから。その企業の努力が報われないといけ

ないというわけでしょう。競争力の問題を言った。それから地元のことを言った。企業努力のことにつ

いて、あなたが言うということは、その企業のために今度の変更をしようということじゃないんですか。

その企業にとってプラスになるんでしょう。プラスになるんでしょう。能力を持った企業が今度は総合

点数だけによって格付等級されるわけですから、有利なるんでしょう、その企業は。ならないんですか。 

○契約課長 

 決して有利になるとは思っておりません。当然能力のある等級のところでの格付、現行でいきますと

実際、能力のある格付より、ひとつ等級の下に格付されますので本来、上の金額の高い入札に参加でき

るんですいけど、実際にその実力があったとしても、下の入札に参加していたところを来年度から変更

して、施工能力にあった等級のところでの入札に参加できるような状態になるということです。 

○川上委員 

 昨年１２月１５日には、市長も副市長も契約課も今あなたが言ったことと全く反対のことを議会に答

弁した。それも議会からは、激しい制度変更要求があったじゃないですか。私はそれは必要ないと言っ

た。昨年１２月１５日の会議録を読んでみてくださいよ。たまりかねて前副市長が、議会の側からそこ

まで言われる筋合いはないという趣旨の答弁までしたぐらいです。１２月１５日、昨年の総務委員会以

降、きょう１年たって制度変更を報告するまでの経過をお尋ねします。 

○契約課長 

 その間、当然入札制度につきましては、鋭意見直しを図る中で、まずは入札制度検討委員会の委員で

ありますメンバーの課長レベルで実際にこういった内容の検討をいたしました。ある程度、課長で検討

した結果、方向性を出しまして、それを入札制度検討委員会にかけ、来年から改正していくということ

で決定したわけです。 

○川上委員 

 そういう答弁では、総務委員会は通用しません。いつ、どういう調査をおこない、いつ、どういう議

論し、こういう結果を出し、そして今日に至ったというふうに、普通の答弁をしましょうよ。 

○契約課長 

 １１月２２日に課長レベルで、この案を吟味しました。そのときには当然、他市の状況とか、そうい

ったことは調べておりますので、その中の状況を話した上で、こういった形で見直しの案といいますか、

を出しました。それで１２月５日の入札制度検討委員会にかけまして、その中で決定しております。 
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○川上委員 

 最後１２月の何日といいました。 

○契約課長 

 １２月５日です。 

○川上委員 

 あなたが今答弁したのは３つしか言ってないのですよ。他都市調査をした。日付は言わなかった。結

果も言わない。それから１１月２２日は課長レベルの会議とは何のことですか。どういう課長が集まっ

たんですか。その集まりはなんですか。私的な集まりなんですか。公的な集りなんですか。そのときに

議員が行ったりしてないんですか。入札制度検討委員会はわかりますよ。それぞれがだれの指示で動い

たんですか。契約課長の判断で動いたのか。副市長の業者選考委員会の責任者の指示で動いたんですか。

そこのところをきちんと言っていただかないと、これほどの経過のある制度変更をああそうですかとい

うわけにいかないでしょう。もうちょっと真剣に市民の批判に耐えられるような答弁をしてくれません

か。 

○契約課長 

 入札制度検討委員会にかける前の課長レベルの話につきましては、一応契約課の私のほうが入札制度

検討委員会の委員であります都市建設部内の課長５名、建築課長、土木建設課長、土木管理課長、都市

計画課長、農業土木課長と私で、課長６名と契約課のほうで会議を持ちました。その中で一応先ほど言

いました前年度と工種の違う変更の部分についての調査結果につきましては、福岡県内で調べた結果１

５市町が格付のある別の工種に変更しても総合点数どおりの格付をしていると、そのほか８団体につき

ましては、最下位のランクに格付していると。飯塚市につきましてはうちだけが等級よりも直近下位の

１つ下にしているというところの調査報告を出していろいろと検討しました。 

○川上委員 

 時系列的に聞いたほうがわかりやすいかと思うけれど、他都市調査はいつしたんですか。 

○契約課長 

 他市の調査につきましては、毎年しておりまして、今年につきましては直近で１１月にしております。 

（ 発言する者あり ） 

○委員長 

 正式に質問してください。 

○川上委員 

 １１月とは何ですか。１１月のいつしたんですか。 

○契約課長 

 はっきり日付はありません。各市町に対してメールで調査依頼をかけまして、返ってくるまでの大体

１１月にかけております。 

○契約課長 

 あなた方の説明は、１１月に今言ったようにして、いつ調査結果がまとまったというふうにいわない

といかんでしょうも。いつまとまったんですか。 

○契約課長 

 すいません、１１月中に期限を決めて他市からの調査をしておったのですけれど、１１月２２日前に

は集計がまとまりましたので、報告しております。 

○川上委員 
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 前回の総務委員会はいつですか。 

○契約課長 

 １０月３０日であったと思います。 

○川上委員 

 総務委員会にもなんにも報告してないじゃないですか。調査をしておるとか。それから今の調査がい

つまとまったのかを言わないでしょう。言ってないでしょう。調査結果を今言ったけど、これをどう評

価したんですか。１５市町、８市、これをどう評価しました。その調査を踏まえて。 

○契約課長 

 調査結果につきましては、１５団体につきましては総合点数どおりの格付けをしておりましたので、

うちとしてはワンランク下げる理由のところで、その辺で協議いたしました。 

○川上委員 

 どう評価したかと聞いてるわけですよ。 

○契約課長 

 飯塚市では、現行総合点数の１ランク直近下位に格付けしておりますけれど、県内では大半の１５市

町が総合評価どおりの格付けをしているという評価をいたしました。 

○川上委員 

 それは去年もう議論済みじゃないですか。全部同じ結果でしょう。その結果を踏まえて、議員から変

えろという要求があって、多数決するようなものではないと、選考委員会の責任者、副市長の田中さん

がそう答弁して、齋藤市長もそうだと言って答弁したではないですか。同じ結果ですよ。１５と８は、

制度を変えたところがあるんですか。同じ自治体ですか、それとも別の自治体ですか。 

○契約課長 

 制度が変わったところはありません。 

○川上委員 

 そこが評価でしょう。変わったところはなかったというのが調査の結果のまとめではないですか。な

んで飯塚だけかえようとするわけですか。２２日の課長レベルの集まりというのは、市役所の事務分掌

の中では何の会議ですか、それは。 

○契約課長 

 特段、事務分掌的なものはありません。それとことし変えた理由につきましては、先ほどから何度も

申しますように、運用上中で矛盾点といいますか、整合性が取れていない部分もありましたので、そこ

も解消するというところで、今回改正しています。１ランク下げることは、あくまでも要綱、基準自体

が格付けのない工種のところとかで、当然矛盾があるのを認識していたんですけれど、そこをずっとそ

のままにしておくのかというのがありましたので、今回改正に踏み切ったわけです。 

○川上委員 

 私の質問に答えてください。あなたが集めた５人の会議というのは市の公式な集まりなんですか。記

録はありますか。その会合の記録をとっていますか、公文書。 

○契約課長 

 昨年度、入札制度に関しましては、契約課内部でいろいろと、協議、検討してやってきたところもあ

るんですけど、その中でも実際に現場に携われている課長さんたちの意見も聞きたいというところで、

私が集まっていただいて、そういった中での議論を深めたわけです。 

○川上委員 
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 あなたの個人的な趣味に基づいて集めたということになりますね。市役所の会合ではないですね、そ

れは。 

○契約課長 

 私としましては、市全体の入札制度についての検討をするということで、決して私個人的な意見で、

私的な部分で集めたつもりありません。 

○川上委員 

 つもりがあるかとかないかとか聞いてないでしょう。これは明らかにあなたの答弁からすれば市の公

式な集まりではなくて、あなたの個人的な趣味で集まった仲間の友達の世界ではないんですか。しかも

昨年は、１５と８ということで変える必要はないと言っていたのを、どの自治体も制度変更してないの

に変えるという議論を恣意的にあなたが持ち込んだんでしょう。違いますか。 

○契約課長 

 決して私が恣意的に変えたいというふうに持ち込んだわけではありません。昨年来からの流れもあり

ますし、目的としましては、一番といいますか、先ほど幾つかあげましたけど、去年の説明する中で、

矛盾点がありますので、どうしても矛盾点がわかった上でやっていくというのもあれだったので、そこ

を今回解消するためにはどうしてもこういった改正をする必要がありましたので、改正をおこなったま

でです。 

○川上委員 

 非公式に私的に集めたことを、よくもまあ総務委員会で堂々と答弁したものだと思いますよ。大体昨

年の１２月定例会の総務委員会で議員が業者選考委員のメンバーに一人一人について、あなたはどう思

うか、あなたはどう思うかと聞き始めたでしょう。そういうやり方はやめてくださいというふうに、当

時副市長が、選考委員の責任者が言ったよね。当たり前ですよ。そんな質問の仕方はない。あなたはそ

れとあまり変わらんことをしてるじゃないですか、２２日に。その議員の代理行為をそこでしたんじゃ

ないんですか。１２月１５日、昨年できなかったことをあなたが行政側の代理人として、その行為をし

たことになったと思いませんか。 

○契約課長 

 いえ、決して思いません。 

○川上委員 

 その影響下に入ってしまえば見るべきものも見えなくなる。それでこの他都市調査を１１月にやり、

２２日にそういう私的なグループの会議が行われ、１２月５日に入札制度検討委員会があるんだけど、

この問題を所管して特別付託案件として議論をしている総務委員会には報告すらなかった。総務委員会

に隠れておったのではないんですか。総務委員会を避けておったんではないんですか。違いますか。 

○契約課長 

 決してそのような意図はありません。 

○川上委員 

 意図があったといったら大変でしょう。でも事実はそうでしょう。なぜ報告しなかったんですか。１

０月３０日の総務委員会で。 

○契約課長 

 入札制度につきましては、これに限らずいろんな都市に調査をかけるわけですけど、その都度こうい

った調査をかけていますとかは、総務委員会とかで報告したことがありませんので、今回についても報

告していないと思います。 



62 

 

○川上委員 

 報告する事項として当然でしょう。それであなた方は、１１月から１２月の初めにかけて急展開をし

たということだと思うけど、課長が最初に入札制度をこのように変えることを決意したのはいつですか。 

○契約課長 

 私が決断したわけではなく、懸案事項として、当然この分と先ほどの要綱自体の不整合とかありまし

たので、これは毎年、当然議論していかなくてはいけないと思っていました。今回、入札制度を検討す

る上で、来年度に向けて、改正しようと決定しましたので、今回報告するものです。 

○川上委員 

 だれも決断しないのにこういうことが始まっていくわけはないでしょう。かけマージャン事件の前に、

直前に１２月１５日、総務委員会を開いてあれほど強固に市長と副市長が答弁したんだから。あの答弁

はずっと生きているでしょう。先ほどから他都市の調査はしたけども、他都市で制度を変更したところ

はなかったということは確認できました。この間に従来の制度で、それが理由によって品質確保が得ら

れなかった例がありますか。 

○契約課長 

 その辺の確認はとっておりません。先ほどの分で昨年来から私のほうが答弁する中で、何度も言いま

すけれど、要綱上に矛盾点がありますということを言ってきました。ずっとその矛盾点を抱えたまま、

このままやっていくのかというのがありましたので、改正できるところは当然改正していく必要がある

と思いましたので、今回提案したわけです。 

○川上委員 

 だからいま聞いているでしょう。その話を今しているんですよ。品質確保において、従来制度でなに

か問題があったことはないということでしょう。承知してないというわけでしょう。もうひとつ聞きま

すよ。地元業者の育成において、従来制度が漆黒になって困ったもんだということがありましたか。 

○契約課長 

 特段の業者からなにもないし、品質がどうのとかいうこともありません。 

○川上委員 

 何が変わったんですか。他都市を調べても制度が変わったところはない。重要な２つの要因、品質確

保についても従来制度で新たな問題があったわけでもない。それから地元業者の育成においても従来制

度で問題があったということでもない。何が変わったんですか。そうすると、聞こう思ったけど、先ほ

どあなたが言いかかったけど、業者からの苦情があったんですか。 

○契約課長 

 業者からの苦情等もあっておりません。 

○川上委員 

 大体副市長はなんで今日出席してないと。責任者でしょう。業者からの苦情もない。その他からの苦

情がありましたか。それ以外の。 

○契約課長 

 苦情と言いますか、これに関する問い合わせ等はあっておりません。 

○川上委員 

 何の変化もないのに新しい条件が何にもないのに制度だけは変わるとかありますか。この制度を変え

よと要求したのは、坂平議員だけですよ。ほかにだれか要求しましたか。たった１人総務委員会で坂平

議員が要求しただけですよ。何の状況も変わってないのに、この事実を考えたときにあなた方がまとも
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に品質確保をやっていかなければならない。地元業者の育成に資さなければならないということで、入

札制度の変更を一所懸命まじめに考えてやった結果かどうかわかるでしょう。こういう事実を片峯市長、

振り返ったときに変わったことは２つだけです。市長がかわった。副市長がかわった。それ以外の変化

は何もないんですよ。そうしたら市長と副市長が、特に副市長が検討委員会の責任者でしょう。あなた

方に答弁を聞かなきゃしょうがない。どうしてこういうことになるんですか。何の変化もない。だれも

要求してない。唯一議員だけが、坂平議員だけは要求した。市長と副市長がかわった。それで制度が変

わりますよと言ってきた。ああそうですかと言えますか。業者が、市民が、議会としてあなた方が決め

ることかもしれないけど、我々はチェック機関だから、ああそうですかと言えないですよ。副市長を呼

んできて答弁させてください。市長と副市長。どういうことなのか。２人の最高責任者に説明させくだ

さい 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休憩１６：４２ 

再開１６：５１ 

委員会を再開いたします。 

○総務部長 

この入札制度につきましては、ずっと総務委員会に付託いただいておるところでございます。またそ

の中でもいろいろな御意見をいただいている部分もございます。その中で必要な部分については、常に

見直し等を行いながら、改正等を行っているところでございますが、今回、この格付条件の見直しに関

しましては、昨年来確かに言われるとおりの議論もあっていたということも十分承知をしていますが、

先ほどから契約課長が申しておりますとおり、いわゆる格付けのない工種への変更に特段の取り扱いが

なく非常に矛盾点を感じているということもございました。こういったことから、いよいよ来年の受付

けが１月に始まる中で、どうするのかという話の中で、先ほど１１月というような意見の中で議論を交

わしたところでございます。その中で、やはりこれについては、この矛盾点を解決をしたいと、する方

向と。そして施工能力については当然あるわけですから、そこの中で施工能力も確保されるというよう

なことの中で、今回のこの見直し等を行ったところでございますので、そのようないきさつで行ってき

た部分でございますので、どうぞこれを御理解いただきたいというふうに思っております。 

○川上委員 

 理解できるわけなんでしょう。それで昨年の１２月１５日と今日までの間に変わったのはたった２つ

だと言ったでしょう。市長と副市長しか変わっていない。確認できるでしょう。そうすると責任者であ

る副市長もいないんだから、片峯市長が行っておいでと言ったわけだから、片峯市長が答弁してくださ

い。 

○古本委員 

 先ほどから課長のほうが答弁されていましたけど、他市町村に問い合わせた結果、何対何と言われま

したか。どのぐらいのところがこれを採用されているんですか。いいですか。 

○契約課長 

 今度改正しようとしている、総合点数を導入しているところは１５団体です。最下位ランク、一番下

にしているところが８団体、うちのような取扱いをしているところは、うちだけです。それと格付けが

ないところが３団体ありますので、そういう内訳になっております。 

○古本委員 
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 それをとらえて、今回この改正をやろうとしてあるんですが、私もこれは昨年の１２月のときに聞い

たんですけど、違和感があるんですか、ないんですか。言われるような違和感が。ただ昨年はそれを実

行しなかった。確かにしなかったけれども、そのときの首長なり市長、副市長、人間がかわっているわ

けですから考え方も違うわけですし、１５対８、これがどうなるのか私もよくわかりません。取り入れ

ているところが１５でしょう。８じゃないんでしょう。そこの確認だけ。 

○委員長 

 答弁はいりますか。 

（ 発言する者あり ） 

 いらないですね。 

○市長 

 どこがどう変わったのかというお尋ねだというように認識をしております。これまで、すいません、

総務委員会等々での詳しい話は、詳しくは理解をしていませんが、これまで質問者が私にもずっと質問

をされておりましたとおり、いろんな形で学校の改築等も進めさせていただく中で私なりに感じました

のが、一番は品質を確保してよりいいものを適正価格、できれば安い価格で工事を執行してもらえばい

いなということは常々思っておりました。３月に就任しまして、それぞれの部、そして課からいろんな

懸案事項のヒアリングを受ける中でも、この制度の件については、担当課から伺っておりまして、私な

りにも考えて、今回このような整理があったということで一歩前進だと思っておりますので、どうぞ、

この形で執行権として御理解いただきたいと思っております。 

○川上委員 

 いま片峯市長の答弁を聞きましたけど、真剣に入札制度について考えて、この制度に変えるというこ

とではなさそうですね。非常に残念です。重大な曲がり角を飯塚市がこのまま曲がってしまわないよう

に指摘しておきたいと思います。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

入札制度については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思いま

す。 

お諮りいたします。執行部から、案件に記載の６件について、報告したい旨の申し出があっておりま

す。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

「平成２９年度飯塚市職員採用試験について」、報告を求めます。 

○人事課長 

 平成２９年度の職員採用試験につきまして、去る１１月１８、１９の両日に第２次試験を実施いたし

まして、１２月１日に発表いたしました１２１名の合格者を対象に、１２月１６、１７の両日、第３次

試験を実施いたしましたので、その実施状況について、ご報告いたします。 

提出いたしております資料をご覧いただきたいと思います。本年度の職員採用試験につきましては、

全区分で、表の左側、一番下の合計欄でございますが、５４名程度の採用予定数 に対しまして、９０

０名の申し込みがあり、１０月１５日に第１次試験を実施、４９２名が受験いたしまして、同３１日に

は、１８３名の第１次試験合格者を発表いたしました。このうち、第２次試験におきましては、全区分
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合計で１６４名が受験し、１２１名が合格いたしまして、表にはお示しいたしておりませんが、このう

ち１１３名が第３次試験を受験しております。今後の予定といたしまして、最終合格者を１２月２７日

の発表を予定しているところでございます。 

以上簡単でございますが、「平成２９年度職員採用試験の実施状況について」の報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「平成２９年度任期付職員の採用について」、報告を求めます。 

○人事課長 

 任期付職員の採用につきまして、その概要をご報告いたします。お配りしております資料をご覧いた

だきたいと思います。 

まず、目的でございますが、任期付職員制度につきましては、「地方公共団体の一般職の任期付職員

の採用に関する法律」及び「飯塚市一般職の任期付職員の採用に関する条例」に基づき、本格的な業務

に従事する臨時・非常勤等の職員を複数年にわたり任期を設定して任用することが可能な制度であり、

今回採用しようとしております「保育士」と「生活保護ケースワーカー」の職種につきましては、平成

２７年度に採用試験を実施し、現在、任期途中の職員がフルタイムの「保育士」１２名、短時間勤務の

「生活保護ケースワーカー」１０名となっております。これら職員の任期は平成３０年度まであります

が、それぞれ職員の不足が見込まれるなどの理由から、採用試験を実施するものです。特に、保育士に

つきましては前回は、児童数や施設の統廃合、職員の年齢構成の平準化など、配置職員数の変動に対応

する必要性から採用いたしましたが、今回は、それらに加え、退職予定者の増加、また、来年度予定し

ております延長保育に対応するための人材確保を目的としております。また、「生活保護ケースワーカ

ー」につきましては、生活保護世帯数の増減に対応する必要がございますが、いずれの職種も専門職で

あり、必要な人材を確保することで現在の職場環境の改善を図り、行政サービスの低下を招くことなく

業務を遂行することを目的とするものでございます。 

次に、表の上から３段目、任用根拠といたしましては、保育士につきましては、正規職員と同等の業

務を遂行していただくということで、「条例」第３条に基づく、フルタイム勤務での採用を、また、「生

活保護ケースワーカー」につきましては、生活保護世帯数の増減に対応するために、正規職員が不足す

る分につきまして、現在と同じ短時間勤務での採用を考えております。いずれの職種も、任期につきま

しては３年としております。 

なお、資格要件としましては、「保育士」については「保育士資格及び幼稚園教諭免許」、「生活保護

ケースワーカー」につきましては、「社会福祉士又は社会福祉主事」とし、採用方法につきましては、   

「飯塚市職員採用及び昇任に関する試験並びに選考規則」の規定に基づき、採用試験を実施する予定で

ございます。 

表の一番下、募集人数でございますが、まず、「保育士」につきましては、来年度４名の増員を見込

んだ中で、現在８名の新規採用職員を募集 しているところでございますが、その後、さらに８名を増

員して、「計１２名増」の職員体制とするため、退職予定者増による２名の補充を加えた１４名程度を 

新たに採用しようとするものでございます。 

次に「生活保護ケースワーカー」につきましては、来年度、７つある係に２名ずつ任期付職員を配置

する体制とするため、７名程度の任期付職員が必要となることから、これを新たに採用しようとするも
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のでございます。 

最後に、今後のスケジュールについてでありますが、１２月下旬頃に採用試験の公告を行いまして、

１月下旬に試験を実施し、２月中旬に合格発表を行い、来年４月１日の採用を予定しているところであ

ります。 

以上、簡単ではございますが「任期付職員の採用について」の報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「職員の不祥事について」、報告を求めます。 

○人事課長 

職員の不祥事につきましてご報告いたします。資料をお配りしておりますが、本事案は平成２９年１

１月２４日業務終了後、福祉部、２０代男性職員が、同僚職員４名とともに、懇親会の席上、ビール中

ジョッキ１杯、及び水割り等の焼酎３杯を飲酒し、懇親会解散後、２時間程度経過した後に自家用車を

運転し、福岡市内の知人宅に向かう途中、粕屋警察署管内の国道２０１号線バイパスで、巡回中のパト

ロールカーに停止を求められ、呼気１リットル中０．１６ミリグラムのアルコール分が検出されたため、

酒気帯び運転の道路交通法違反で検挙されたものでございます。 

従前より、飲酒運転による痛ましい事故の報道がなされている中、これまでも機会あるたびに「飲酒

運転は絶対にしてはならない」と注意喚起を繰り返してまいりましたが、重大事故につながりかねない、

このような事態となり、市政に対する信用を著しく失墜させた事案でございます。 

なお、当該職員及び関係職員につきましては、行政処分の到達後、厳正に対応することといたします。 

今後は、二度とこのようなことが起こらないように、なお一層、職員への指導を徹底するとともに、

職員一丸となり、市民の皆様の信頼回復に努める所存でございます。  

以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市地域情報化計画（素案）について」、報告を求めます。 

○情報推進課長 

 「飯塚市地域情報化計画（素案）」について、ご説明させていただきます。 

 前回の総務委員会で、「本計画策定における趣旨や今後のスケジュール等」を報告させていただき、

市民の方への意見募集を行う予定」と報告をしておりましたが、本計画の素案を策定いたしましたので、

その内容を報告させていただきます。お手元の資料、「飯塚市地域情報化計画（素案）」を、お願い

いたします。 

計画素案の１ページ、「目次」をお願いいたします。本計画素案は、第１章から第５章で構成してお

ります。２ページをお願いいたします。第１章、「１．計画策定の趣旨」につきましては、少子高齢化

や人口減少、これに伴う厳しい財政状況が続く中、「いつでも、どこでも、誰とでもつながる」という

情報通信技術の特性を生かして、大都市圏や海外ともつながることにより、自然あふれる地方都市とし

ての住みやすさに、利便性や働きやすさといった、さらなる魅力をプラスすることで、人口減少や地域
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経済の停滞に歯止めをかけ、将来にわたって 発展し続けることができるまちづくりを目指すというも

のでございます。 

３ページをお願いいたします。「２．計画の位置づけ」につきましては、「第２次飯塚市総合計画」

を上位計画としておりまして、本市が取り組む情報化施策を示す計画として位置づけられております。 

４ページをお願いいたします。「３．計画の構成と期間」につきましては、「基本方針」、「基本目標」、

「個別施策」で構成しており、計画期間は、来年度から２０２６年度までの９年間としております。 

続きまして、５ページから８ページまでは、情報化の「社会的動向」や「国の動向」を記載しておりま

す。 

９ページから１１ページをお願いいたします。第２章「情報化の現状と課題」につきましては、「ま

ちづくり」、「行政サービス」、「行政運営」に分けて、本市における「情報化の現状と課題」について記

載しております。 

１２ページをお願いいたします。第３章「情報化の方向性」につきまして、「１．基本方針」では、「第

２次飯塚市総合計画」の「まちづくりの基本理念」と対比させておりまして、「まちづくりの基本理念」

に合わせ、ご覧の５項目といたしております。 

１３ページから１４ページをお願いいたします。「２．基本目標」では、５つの「基本方針」を達成

するため、「基本方針」ごとに具体的な基本目標を設定しております。 

１５ページをお願いいたします。第４章「情報化の施策」につきましては、基本目標ごとに「個別施

策」を定めており、その優先度に応じて、「重点施策」、「推進施策」、「調査研究施策」に分類し、色分

けをいたしております。１６ページから２５ページまでに、各個別施策を記載しております。 

続きまして、２６ページをお願いいたします。第５章「計画の推進」につきまして、「１．進捗管理と

計画の推進」では、ＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、進捗管理を行うことに加え、３年ごとに区切

って進捗管理を行うことといたしております。また、市民・大学・民間事業者等から広く意見を求める

体制を構築し、適切な進捗管理と計画の推進を図ることといたしております。「２．評価と計画の見直

し」につきましては、情報化技術の進展のスピードに 柔軟に対応するため、３年ごとに、本計画の見

直しを行うことといたしております。本計画の素案の説明は以上です。 

続きまして、今後のスケジュールを説明させていただきます。今月の８日から来月の１０日までの約

１箇月間、市民意見募集を行っております。また、３大学とベンチャー企業などの地元事業者にも、ご

意見をいただくことといたしておりまして、１月中に、市民の方などからいただきましたご意見等の集

約と調整を行い、計画案を策定したいと考えております。 

その後、２月下旬までに、計画案を庁議に諮りまして、「飯塚市地域情報化計画」を 決定したいと考

えております。策定された「飯塚市地域情報化計画」につきましては、本委員会に報告をさせていただ

きたいと考えております。 

以上で、「飯塚市地域情報化計画（素案）について」の説明を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「平成２９年度補助金等の見直しに関する意見・提言書について」、報告を求めます。 

○総合政策課長 

 年度に設置いたしました行政評価委員会を１０月３０日開催し、補助金に関する審査を実施し、意見
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提言をいただきましたので、その概要についてご報告いたします。配付資料の１ページをお願いします。 

１ページは、まえがき、２ページは委員名簿を掲載しております。３ページは実施要領となっておりま

す。（１）は、選定基準で、今回の審査は、個人、企業への補助金を対象とし、実施いたしております。

５ページをお願いします。審査結果一覧となっております。今回１１事業を審査していただいておりま

す。審査は、必要性、効果性、継続性の３つの視点で評価をいただいております。上段の網かけの部分

が、委員会での審査結果となっております。１番のごみ集積器具設置補助金であれば、必要性について

適切評価した委員が６人、高いと評価した委員が２人となっております。その下の欄は、担当部署の評

価となります。 

６、７ページをお願いします。ここからは、個々の補助金事業の審査内容について整理しているもの

です。６ページは、担当部署が作成した補助金の調書となります。７ページは、審査結果となります。

上段は先ほども説明した審査結果で、下段は委員の評価コメント掲載させていただいております。以降

の審査内容の説明については省略させていただきます。 

なお、この意見提言につきましては、今後、予算編成や補助金の見直しを行う上での資料として活用し

てまいります。 

以上、簡単ではございますが、補助金等の見直しに関する意見・提言書について報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「土地明渡等請求事件の経過について」、報告を求めます。 

○財産活用課長 

 土地明渡等請求事件の経過について、ご報告いたします。 

本件訴訟については、９月１９日に１０回目、１０月２０日に１１回目となる弁論準備が行われまし

た。原告の飯塚市としては引き続き、許可を得ずに使用を続けた不法占有について「不法利得返還請求」

を求めているところです。それに対し被告からは、市有土地賃貸借契約の範囲はそもそも１２００平方

メートルであるとの繰り返しの主張に加え、本件土地の明渡し日とした平成２９年２月２８日に対し、

被告としては、平成２８年９月２０日以降順次に明け渡しているとの見解を追加し、更に有益費償還請

求額として、土地の整地費、生コンの購入費、重機のリース代６３２万２５９０円および訴訟に係る費

用の負担を求める「有益費償還反訴事件」を平成２９年１０月６日付けで、福岡県地方裁判所飯塚支部

に提出しております。このことを踏まえ、１０月２０日開催の弁論準備では、その対抗策として、コン

クリート舗装等原型復旧がなされていない部分を対象として、新たな裁判を提起する別訴とするか本件

裁判の請求を更に拡張するかの検討について行うことの意思を明らかにしております。 

なお、次回の弁論準備については、１月３０日に行われることとなっており、それまでに原告の請求

を明確にすることとしております。 

 以上、簡単ではございますが、報告事項の説明を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 相手方の嘉飯山砂利建設は、今は市の土地からは出て行っているでしょう。平成２８年９月２０日か

ら順次出ていっているということだったけども、なぜ出ていってるんですか。 
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○財産活用課長 

 これにつきましては、うちのほうが訴えの提起を起こしましたので、その後から機材等の撤去に入っ

ていったのではないかというふうに考えております。 

○川上委員 

 裁判を争っているのになぜ撤退するんでしょう。市の土地明け渡しを受け入れたわけではないんでし

ょう。なのになぜ撤退するんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩１７：１７ 

再開１７：１７ 

委員会を再開いたします。 

○財産活用課長 

大変失礼しました。答弁を修正させていただきます。市のほうから明け渡し要求等がある中で、市の

ほうとしては不法占有をしておるということで、相手に対して一刻も早い土地の明け渡しを求めておっ

たわけでございます。そのうちのほうからの要求を受けて、順次機械を運び出しておったんだというふ

うに考えられます。 

○川上委員 

 自分は不法占拠をしているわけじゃないと言っているものがなぜ撤退を始めるのかということなん

です。 

○財産活用課長 

 それにつきましては、申しわけありません。ちょっとこちらの方ではわかりかねます。 

○川上委員 

 そうですよね。私はやっぱり不法占拠していることを刑事告訴されることを恐れたと思います。刑事

告訴することになると、必ず警察は受理しますよ。そうすると家宅捜索から始まるでしょう。場合によ

っては。この恐怖というのは一様じゃないですよ。私は刑事告訴を要求したけど、市は、まずは民事と

いうことだったと思うけど、国の理財局の通知文書も示したと思うけど、逆さまなんですよね。順序が

逆なんです。理財局は今評判が悪いけど、あの通知そのものは生きてるわけです。これから質問ですけ

ど、裁判を今争っているんだけど、嘉飯山砂利建設は、あの土地を自分は不法占拠した、している、し

たことがある、そういうふうに思っているんですかね。認めたんですかね。 

○財産活用課長 

 私ども飯塚市のほうから訴えている不法占拠の面積についての反応等はあっておりません。ただ、契

約を交わしている土地はあくまでも１２００平米ということを主張されますけども、飯塚市としては大

きな面積を不法占拠しておったではないかというふうに言ってるんですが、それについて争う意思はな

いということで意思表示はいただいております。あちらの方からですね。ただし不法占拠をしておった

というふうに向こうのほうから表現をしてくることはございません。 

○川上委員 

 ちょっとわかりにくいけど、不法占拠の指摘について平野弁護士は認めたんですか。それについては

不法占拠しましたと。 

○財産活用課長 

 そもそも不法占有はしていないというふうにはおっしゃっております。 
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○川上委員 

 私は裁判でがんばってほしいんだけど、１つのことを飯塚市は忘れているんじゃないかと。不法占拠

ということと一体なのは、排除なんですよ。他者の排除。他者の排除行為があったかというのは非常に

重要で、その点でいえば、あそこのコンクリートの進入路があるでしょう。あそこに鎖をかけた南京錠

が閉められる。その鍵をだれが持っておったかということなんです。この行為によって、他者を排除し、

そして唯一の権利者として自分が登場するわけです。この南京錠の鍵というのは、かぎなんですよ。こ

のことを廃止したと他者を。他者の中でも最も重要なのは飯塚市が事実上排除されたというのが、争い

の土台でないといけないと思います。このことが明らかでない中で、次から次に発展する裁判の後追い

をしているようでは仕方がない。刑事告訴、それからもともとの市を含む他者の排除、ここのところに

きちんと押さえて私は弁護士と相談するなら行くべきだと。応援するから、刑事告訴と今言ったポイン

トは外さずにがんばってもらいたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 以上をもちまして、総務委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 


