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令和元年度決算特別委員会会議録 

 

令和２年９月１７日（木） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １６：５５ 

 

○委員長 

 ただいまから、令和元年度決算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りさせていただきます。まず、事前に通告のあった

資料要求を行います。なお、通告以外の資料要求はその都度お諮りいたします。次に、執行部

から議案の補足説明を受け、その後、審査に入ります。 

審査の方法といたしましては、お手元に配付いたしております審査順序のとおり審査を進め

てまいりたいと考えております。最初に、監査委員の審査意見書に対する質疑、２番目に一般

会計の審査を行います。一般会計の審査については、審査を効率的に進めるため、歳出は４つ

に、歳入は一括して質疑をしていただきます。また、原則として質疑は質疑事項一覧表の記載

順に行っていただき、討論、採決については、保留して最後に行いたいと思います。３番目に、

特別会計の審査に入ります。特別会計につきましては、歳入歳出一括して質疑を行っていただ

きます。なお、討論、採決につきましては、一般会計と同様に保留して、最後に行いたいと思

います。４番目に財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書に対する質疑を行っていた

だき、最後に一般会計から各特別会計の順に、討論、採決を行いたいと思います。以上のよう

に委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから、そのように運営をさせていただきます。 

次に、９月２日開催の本委員会において決定しました質疑の持ち時間制について、改めてお

知らせいたします。委員１人当たりの質疑時間は５０分とし、各委員の残時間については、モ

ニターに随時表示いたしますとともに、各委員の質疑持ち時間が５分を切ったときには、委員

長よりお知らせします。また、おおむね１時間ごとに休憩を入れたいと思っておりますので、

審査が円滑に進みますよう、委員並びに執行部各位のご協力をよろしくお願いします。 

次に、審査を行います過程で、案件に関係のない職員は事務に支障を来すことがないよう、

各職場で業務に当たっていただくようお願いいたします。 

次に、執行部の皆さんに要望しておきます。本委員会がスムーズかつ能率的に運営できます

ように、各委員からの質疑に対してはその内容を確実に把握され、質問された部分に対しての

み、はっきりと的確な答弁をお願いいたします。また、各款の審査における所管課は必ず前方

に着席し、答弁に備えていただきますよう徹底をお願いいたします。 

最後に、委員の皆さんに要望いたします。事業概要等については、既に御承知のことと思い

ますので、そのような質疑は、ぜひ割愛していただきまして、委員会のスムーズな進行にご協

力をお願いいたします。 

それでは、「認定第１号 令和元年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から、「認定

第１２号 令和元年度 飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定」までの１２件を一

括議題といたします。お手元に配付しております資料要求一覧表のとおり、事前に資料要求の

通告があっております。執行部にお尋ねいたします。各委員から要求があっております資料は

提出できますか。 

○財政課長 

各課にまたがりますので、私のほうから一括して回答させていただきます。資料要求一覧表

に記載されております資料につきましては、全て提出させていただきます。 
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○委員長 

お諮りいたします。各委員から要求がありました資料について、要求することに、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、執行部に資料の提出を求めます。 

資料の準備ができております。案件に記載のとおり、サイドブックス内のフォルダに資料を

掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、執行部から補足説明を求めます。 

○財政課長 

令和元年度決算の概要について説明させていただきます。 

「令和元年度飯塚市決算に係る主要な施策の成果説明書」の５ページをお願いいたします。

「まえがき」の中段以降に記載しておりますように、本市の令和元年度の予算につきましては、

本市の都市目標像である「人が輝き まちが飛躍する 住みたいまち 住みつづけたいまち 

～共に創り 未来につなぐ幸せ実感都市 いいづか～」の実現のため、「未来に向けた総合的

な取り組み」として、「人口減少と少子長寿化への対応」、「夢を導く未来への取り組み」を

継続するとともに、持続可能な行政運営を継続できるよう「最少の経費で最大の効果を挙げる」

ことを原則として、重点を置くべき事業を見きわめ、めり張りのきいた予算とすることを方針

に編成しました。この予算に基づき令和元年度に事務事業を実施いたしております。 

６ページをお願いいたします。令和元年度の一般会計及び各特別会計の歳入、歳出決算額及

びその差引額の一覧を掲載しております。小型自動車競走事業特別会計で赤字決算となってお

り、令和２年度に繰上充用を実施していますが、それ以外の会計につきましては、黒字決算と

なっております。その下の表は、普通会計ベースで算出する経常収支比率の５年分の推移を示

したもので、令和元年度の経常収支比率は９９．２％と、平成２８年度以降、上昇傾向にあり、

臨時の財政需要に応える余力を失いつつある状況にあります。今回上昇した主な要因は、ふく

おか県央環境広域施設組合設立に伴い、経常的な経費と区分される負担金が増加したことや、

近年の大規模事業の財源として借り入れした市債の償還金である公債費の増加によるものです。 

７ページをお願いいたします。一般会計決算にかかる主要な施策の成果説明書でございまし

て、決算の状況や歳入・歳出の状況について記載しております。「Ⅰ 決算の状況・決算規模

の推移」の決算の状況につきましては、令和元年度の歳入歳出差引額及びこれから翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた実質収支ともに黒字となっております。また、地方自治法の規定

により、この実質収支額のうち４億９４４１万５千円を財政調整基金に令和２年度で積み立て

ております。 

決算規模の推移の令和元年度の額が、歳入・歳出とも増加しております。これは、令和元年

度のふるさと応援基金創設に伴い、受領したふるさと応援寄附金を全額積み立てし、寄附金を

募集する経費分の繰り入れをしたこと、また、土地開発公社解散に伴いまして、公社の債務の

精算にかかる補助金を交付し、解散時の残余財産の寄附を受けたことなどにより、決算規模が

増加したものでございます。 

「Ⅱ 歳入の状況」では、款ごとに前年度との比較表を記載しております。決算規模で説明

いたしました理由等により寄附金、繰入金などが増加したため、全体としては約６４億３千万

円の増となっております。 

８ページをお願いいたします。款別の「主な歳入の状況」では、前年度との増減額の内訳と、

その説明を表の下に記載しております。そのうち、増減額が大きいものについて説明いたしま

す。１款、市税は、一般会計歳入総額の約５分の１を占めております。個人市民税、法人市民

税及び固定資産税などの増により、市税全体で約２億７千万円の増となっております。 

９ページをお願いいたします。１２款、地方交付税は、一般会計歳入総額の約５分の１を占
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めております。普通交付税は、基準財政需要額において、障がい者福祉を含む社会福祉費の増

があったものの、合併算定替の逓減による減や基準財政収入額の増加による減があったため、

約１億９千万円の減となっております。特別交付税は、令和元年度においては災害などの大規

模な臨時の財政需要がございませんでしたので、約２億７千万円の減となっております。 

１０ページをお願いいたします。１４款、分担金及び負担金は、派遣した職員の人件費にか

かるふくおか県央環境広域施設組合負担金が増となっておりますが、幼児教育・保育の無償化

に伴い私立保育所保護者負担金などが減となり、全体では約１億円の減となっております。 

１１ページをお願いいたします。１６款、国庫支出金は、一般会計歳入総額の約５分の１を

占め、約１２億８千万円の増となっております。国庫負担金は、生活保護費関係負担金などの

減があったものの、幼児教育・保育の無償化に伴う子どものための教育・保育給付費負担金、

障がい児通所支援事業費負担金、障がい者自立支援給付費等負担金などの増により、約４億

４千万円の増となっております。また、国庫補助金では、社会資本整備総合交付金、ブロック

塀・冷房設備対応臨時特例交付金、低所得者・子育て世帯を対象としたプレミアム付商品券発

行事業関係補助金、保育所等整備交付金、学校施設環境改善交付金などの増により、約７億

９千万円の増となっております。 

１２ページをお願いいたします。１７款、県支出金は、約４億２千万円の増となっておりま

す。県負担金は、国庫負担金と同様に、幼児教育・保育の無償化に伴う子どものための教育・

保育給付費負担金、子育てのための施設等利用給付費負担金、障がい児通所支援事業費負担金、

障がい者自立支援給付費等負担金などの増により、約２億４千万円の増となっております。ま

た、県補助金では、大規模建築物耐震改修促進事業費補助金、子ども・子育て支援事業費補助

金、大雨災害関連の補助金などの増により、約２億円の増となっております。１８款、財産収

入は、不動産（土地建物）売払収入が、大分小学校跡地、パークタウン花咲台の新規売却、使

用貸借特約付分譲制度による津島工業団地売却などにより増となり、全体で約６億５千万円の

増となっております。 

１３ページをお願いいたします。１９款、寄附金は、ふるさと応援寄附金が減となったもの

の、土地開発公社の解散に伴う残余財産を寄附金として受け入れたことにより、全体で約

１１億６千万円の増となっております。２０款、繰入金は、財政調整基金繰入金は減となりま

したが、減債基金繰入金、ふるさと応援寄附金を募集する経費分のふるさと応援基金繰入金、

企業誘致用地購入費分の土地開発基金繰入金が増となり、全体で約２３億４千万円の増となっ

ております。 

１４ページをお願いいたします。２３款、市債につきましては、交流センター整備事業等を

含む総務債、筑豊ハイツ再整備事業等を含む商工債、小中学校の空調設備整備事業等を含む教

育債などが増となり、全体で約６億６千万円の増となっております。なお、令和元年度の市債

の借入状況を掲載しております。 

１５ページをお願いいたします。「Ⅲ 歳出の状況」では、各款ごとに前年度との比較表を

掲載しております。総務費、民生費、衛生費、商工費、教育費などが増加したことにより、全

体としては約６８億３千万円の増となっております。「主な歳出の状況」では、歳入と同様に、

款ごとに前年度との増減額の内訳と、その説明を表の下に記載しております。そのうち、増減

額が大きいものについて説明いたします。２款、総務費は、ふるさと応援寄附金の減に伴う関

連経費、新庁舎建設事業費などが減となったものの、新設したふるさと応援基金への積立金、

土地開発公社解散に伴う土地開発公社補助金、企業誘致用地としての目尾地域開発事業敷購入

費、交流センター整備事業費、低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費などの増により、

全体で約４９億５千万円の増となっております。 

１６ページをお願いいたします。３款、民生費は、生活保護費扶助費などが減となったもの

の、支払月の変更に伴い１５月分の支給となった児童扶養手当、障がい児・障がい者にかかる
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給付費、低所得者保険料軽減に伴う介護保険特別会計繰出金、私立保育所整備補助事業費、幼

児教育・保育の無償化に伴う私立認定こども園などの施設型給付費などの増により、全体で約

２億６千万円の増となっております。４款、衛生費は、ふくおか県央環境広域施設組合設立に

伴い清掃工場、環境センター、リサイクルプラザ、斎場の管理運営にかかる直接経費が減とな

った一方、当該一部事務組合の負担金などの増により、全体で約４億４千万円の増となってお

ります。 

１７ページをお願いいたします。７款、商工費は、筑豊ハイツ再整備事業費などの増により、

約２億２千万円の増となっております。 

１８ページをお願いいたします。１０款、教育費は、小中学校の空調設備整備事業費、体育

館等建設事業費、若菜小学校及び大分小学校の大規模改造事業費、幼児教育・保育の無償化に

伴う私立幼稚園等の施設等利用給付費及び施設型給付費などの増により、全体で約１０億９千

万円の増となっております。１１款、公債費は、小中学校等の統合施設整備などに活用した公

共施設最適化事業債及び公共施設等適正管理推進事業債、臨時財政対策債分の元利償還金の増

により、約１億６千万円の増となっております。 

１９ページをお願いいたします。１２款、予備費は、主に施設や設備の緊急な修繕対応や災

害復旧等の経費に、合計で約１７００万円を充用しました。１３款、災害復旧費は、令和元年

７月台風５号に伴う大雨災害及び繰り越した平成３０年７月豪雨災害にかかる災害復旧事業に

合計で約６億２千万円を執行いたしました。 

２０ページをお願いいたします。「Ⅳ 主要施策の成果」につきましては、「事務事業評価

シート」を活用いたしまして、当該事務事業に要した経費、概要及び目的、実施状況、目標達

成度、前年度評価時の改善策、今年度の実績及び成果と課題、次年度に向けた改善策について

抜粋して、一般会計で８８の事務事業を掲載しております。事業ごとの内容の説明は省略させ

ていただきますが、審査のご参考にしていただきたいと思います。 

１０８ページから、特別会計について記載しております。基本的には一般会計と同様の形式

の成果説明書となっており、各特別会計のそれぞれの目的に沿った事務事業を実施し、その決

算の概要を記載しております。特別会計ごとの内容の説明は省略させていただきますが、審査

のご参考にしていただきたいと思います。 

続きまして、１３３ページ以降に掲載しております決算資料について説明させていただきま

す。 

１３４ページをお願いいたします。この表は、決算額を会計ごとに前年度と比較したもので

ございます。一番下の合計の欄ですが、一般会計と１１の特別会計を合計いたしますと、令和

元年度の歳入は１２０３億７５３５万５千円、歳出は１２００億８８０９万９千円、歳入歳出

差引額は２億８７２５万６千円の黒字となっております。このうち、小型自動車競走事業特別

会計において１３億１９０８万５千円の赤字決算となっており、令和２年度からの繰上充用金

で赤字決算の処理をいたしております。なお、この額はこれまでの累積赤字額となりますが、

平成３０年度の赤字額と比較すると７４２８万６千円減少しており、これは令和元年度単年度

の収支が黒字であったことを示しております。 

１３５ページをお願いいたします。この表は、平成２２年度以降の地方債現債高の推移をま

とめたものでございます。令和元年度の普通会計では、前年度と比較すると約９億８千万円減

少しております。これは、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債、学校教育施設等整備事業

債、災害復旧事業債、過疎対策事業債などで増加しているものの、公共事業等債、合併特例事

業債を含む一般単独事業債、公営住宅建設事業債、緊急防災・減災事業債、臨時財政対策債な

どが減少したことによるものです。特別会計では、新地方卸売市場整備事業を実施している地

方卸売市場特別会計、立体駐車場の大規模改修事業を実施している駐車場事業特別会計で増加

しておりますが、他の特別会計は減少しております。市長部局全体では約４億１９０７万３千
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円の増となっております。 

１３６ページをお願いいたします。この表は、平成２９年度末から令和元年度末までの基金

の状況についてまとめたものでございます。一般会計の積立基金の一番上、財政調整基金の令

和元年度末残高は約８６億３千万円で、前年度末より約４億６００万円の増となっており、そ

の一段下の減債基金は約６８億円で、前年度末より約３億４千万円の減となっており、新設し

たふるさと応援基金は約８億６千万円の増となっています。一般会計の積立基金全体では約

８億６千万円の増、特別会計を含む積立基金全体では約１１億４千万円の増となっております。

運用基金の土地開発基金は、企業誘致用地としての目尾地域開発事業敷購入費の財源とするた

め、約８億円を取り崩しております。 

次の１３７ページに、基金の運用状況について記載しております。左の表では、預金・債

券・貸付金の運用区分ごとの平成３０年度末及び令和元年度末の現在高を記載しており、右側

の表に令和元年度の預金利子及び運用収入等の内訳を記載しております。収入額につきまして

は、大口定期預金等による預金利子が２７６２万１千円、国債等による運用収入が２億

１６０９万４千円となっており、合計で２億４３７１万５千円の収入となっております。 

１４０ページをお願いいたします。この表は、他市と比較が可能となる普通会計の決算状況

及び主な財政指数等の１０年間の推移をまとめたもので、右端の列に令和元年度の決算状況に

ついて記載しております。説明については、省略させていただきます。 

１４１ページをお願いいたします。別表７の健全化判断比率は、地方公共団体の財政状況を

４つの指標で表し、財政の早期健全化や財政再生の必要性を判断するものでございます。実質

赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、公営事業会計の一部で赤字となりましたが、

普通会計及び市の会計全体としては赤字ではありませんでしたので、数値の記載はございませ

ん。実質公債費比率につきましては、普通会計における地方債の「元利償還金」や公債費に準

ずる債務負担行為などの「準元利償還金」に充てる一般財源の程度を示す指標で、令和元年度

は５．２％となっております。将来負担比率につきましては、普通会計の地方債残高のほか、

公営事業や一部事務組合等への負担も含めた、将来本市が負担すべき実質的な負債の程度を示

す指標で、令和元年度は１７．３％となっております。なお、実質公債費比率、将来負担比率

とも早期健全化基準の数値を下回っております。別表８の公営企業の資金不足比率につきまし

ては、公営企業会計ごとの事業規模に対する資金不足額の程度を示すもので、令和元年度は全

ての公営企業会計におきまして、資金不足額はありませんでしたので、数値の記載はございま

せん。 

１４２ページから１６２ページにかけまして、一般会計の歳入款別、歳出款別、歳出性質別

の前年度との決算比較表、市税、医療費助成、生活保護の状況、市有土地売払収入、債務負担

行為、社会保障財源交付金、国民健康保険税の推移などの資料を掲載しております。説明は省

略させていただきます。 

以上で、決算概要の説明を終わります。 

○委員長 

補足説明が終わりましたので、審査に入ります。最初に、監査委員の審査意見書に対する質

疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩 １０：２６ 

再開 １０：２８ 

委員会を再開いたします。 

「認定第１号 令和元年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」の質疑に入ります。款ご
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とに行います。まず、第１款、議会費及び第２款、総務費について、８４ページから

１１０ページまでの質疑を許します。なお、質疑をされる際には、事項別明細書のページ数と

費目、質疑事項を示して質疑をされますようお願いいたします。 

まず、質疑事項一覧表に記載されています、８６ページ、一般管理費、産業医委託料の委託

内容について、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうから、総務管理費、一般管理費、産業医委託料２１４万５１２０円について質疑し

たいと思います。産業医を設置する法的根拠、それから、産業医の選任方法について、教えて

いただきたいと思います。 

○人事課長 

 労働安全法において、政令で定める事業所ごとに厚生労働省の定めるところにより、医師の

うちから産業医を選任して、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省で定める事項を行

わなければならないとされており、その事業規模は常時５０人以上の労働者を使用する事業場

となっております。当市におきましても、これに従いまして、飯塚市労働安全衛生管理規則第

９条において、市長は産業医を選任することとしております。また、産業医の選任につきまし

ては、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識があり、厚生労働省令で要件を備

えたものでなければならないとの条件がある上、医師において、勤務多忙でその人材の選定確

保が困難な状況であるということから、毎年度、飯塚市より一般社団法人飯塚医師会へ推薦依

頼を行い、飯塚医師会より推薦された病院の医師を選任して契約を行っております。 

○田中武春委員 

 それでは、飯塚市の産業医の人数と主な業務内容及び賃金について教えてください。 

○人事課長 

 飯塚市では、産業医は内科医と心療内科医の２名を選任しております。内科医の主な業務内

容としましては、毎月２回、第２及び第４金曜日の午後１時から午後３時まで、本庁において

健康相談の実施、職員の健康診断実施後の事後指導、また、それ以外にも労働安全衛生会議へ

の出席等となっております。年間の委託金額につきましては、１４９万１１２０円となってお

ります。また、診療内科医の主な業務内容としましては、木曜日を除く平日の午後５時から午

後７時までの時間帯に当市産業医の病院において、直接本人が予約する形での完全予約制でメ

ンタル不調者への相談業務があります。年間の委託金額につきましては、６５万４千円となっ

ております。また、どちらの産業医とも病気休暇から復職する際の復職面談業務を実施して、

職員の健康管理主管課の健康管理に関するアドバイスや相談にも常時対応しているところでご

ざいます。 

○田中武春委員 

 今、聞いていますと主に職員の相談を受ける業務であるというふうに考えますけれども、年

間どれぐらいの相談件数があるのでしょうか、教えてください。 

○人事課長 

 平成３１年度、令和元年度になりますけれども、相談件数は計５１名となっております。ま

た、その前年度との比較では、平成３０年度は年間４４件となっており、７件の増となってお

ります。相談件数の増加の要因としましては、長時間労働者への面談を健康相談に組み込んだ

ものによるものと考えております。 

○田中武春委員 

 そうしたら、産業医としての業務内容について、その効果はどのように考えていらっしゃる

か、お考えをお伺いいたします。 

○人事課長 

 産業医の業務につきましては、法的なことはもとより、内科医には、定期的に市役所に在庁
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してもらい、職員のタイミングで自身の健康状態を相談できること。心療内科医には、メンタ

ル不調の相談は深刻かつ急を要するものが多く、業務時間外に職員の情報が守られる形で、直

接予約制にて実施される相談業務は、大変効果的であるというふうに考えております。また、

健康管理をするべき管理者に対する医学的助言や相談が常時受けられることも大きな効果があ

るというふうに考えております。 

○田中武春委員 

 大きな効果があるというふうに考えているということですね。それでは、現在、健康の不調

による休暇者というのは、どれぐらいおられるのでしょうか。 

○人事課長 

 ９月末の時点になりますけれども、健康の不調による休暇者は２２名おります。そのうち、

メンタルの不調による休暇者は１６名となっております。 

○田中武春委員 

 この実態を見ると、やはりメンタルの不調による病気休暇者が多いようですけれども、病気

休暇者の欠員補充については、どのようになっているのか教えていただきたいということと、

また、多分同僚の職員の負担もふえているんじゃないかと思います。時間外勤務もふえている

と考えますけれども、この考えについて何かありましたら、お答えください。 

○人事課長 

 原則、作業員につきましては、２週間以上、係長以下の事務職については、１カ月以上の病

気休暇に対して代替の会計年度任用職員を配置しております。しかしながら、業務の内容にも

制限があり、対外的な業務等ができないことから、他の同僚職員の負担が生じているというこ

とになっております。また、会計年度任用職員を配置することで、休暇者の業務をできるだけ

カバーして、時間外勤務及び負担を最小限にすることができるものというふうに考えておりま

す。 

○田中武春委員 

 職員への産業医による健康相談の実施等の啓発はどうですか。 

○人事課長 

 定期的な健康相談につきましては、実施日に全庁掲示板で周知を行っております。また、長

時間勤務労働者に対する面談につきましては、面接実施を当該職員及び所属長に通知して、面

談を実施しております。なお、平成２９年度より職員の健康管理を強化するため、保健師の配

置を行い、産業医の相談をフォローする形で保健師による健康相談も実施し、健康管理業務の

強化をしてきております。 

○田中武春委員 

 最後に、職員が働きやすい環境づくりというのが重要だろうというふうに考えます。両産業

医や保健師との連携をしっかりと行っていただいて、よりよい職場環境づくりをしっかり推進

していただくことをお願いしまして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９０ページ、財産管理費、本庁舎駐車場管理委託料について、奥山委員の質疑を許し

ます。 

○奥山委員 

 まず、最初ですけれども、９０ページの庁舎管理運営事業費の本庁舎駐車場管理委託料、関

連していますけれども、５９ページに歳入で有料駐車場が２６万円、一緒に合わせて質問させ

ていただきます。最初に９０ページの本庁舎駐車場管理委託料について伺います。本庁舎駐車

場管理委託料の委託の内容について、お尋ねいたします。 

○総務課長 

 本庁舎駐車場管理委託料４９３万２２５０円につきましては、２件の業務委託を行っており
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ます。その内訳として、１つ目が車で来庁される利用者への対応や駐車場の案内整理、無断駐

車対策のために２名の監視員を配置しております。飯塚市役所本庁舎駐車場管理業務委託と、

２つ目が有料駐車場の入り口と出口に設置しております、管制塔の管理運営、駐車料金の収納、

利用者への２４時間サポート業務などを行っております、飯塚市役所有料駐車場保守管理運営

委託となっております。 

○奥山委員 

 次に、それぞれ２件の業務委託の契約額、委託業者についてお尋ねします。 

○総務課長 

 飯塚市役所本庁舎駐車場管理業務委託が年間契約額３１０万１０５０円で、委託業者が飯塚

市シルバー人材センターとなっております。次に、飯塚市役所有料駐車場保守管理運営委託に

つきましては、平成３１年度から令和５年度までの５年間の長期継続契約で全体の契約額は、

９２２万３２００円で、令和元年度の決算額が１８３万１２００円となっており、委託業者は、

アマノマネージメントサービス株式会社福岡支店となっております。 

○奥山委員 

 今言われましたように、約３１０万円のシルバーと、９２２万円、元年度で言いますと約

１８３万円のアマノマネージメントということで、費用対効果で入が２２６万円、出が

４９３万円ということで、それをペイできているのかというところに疑問を持ったものですか

ら、伺いますけれども、次が最初に申し上げましたように、５９ページの歳入予算、本庁舎有

料駐車場使用料２２６万円の内訳について、お尋ねいたします。 

○総務課長 

 本庁舎有料駐車場使用料２２６万円につきましては、市役所や立岩交流センターの利用者以

外の方が、主に休日などに有料駐車場利用した際にお支払いいただいた駐車料金でございます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １０：４１ 

再開 １０：４１ 

委員会を再開いたします。 

○奥山委員 

 次に、それではこの本庁舎有料駐車場使用料の使途については、どのようになっているのか、

お尋ねいたします。 

○総務課長 

 有料駐車場使用料２２６万円につきましては、本庁舎駐車場管理委託料を含みます歳出予算

であります、本庁舎駐車場管理費に全額を充当させていただいております。 

○奥山委員 

 次に、駐車場を有料化した経緯や目的について、お尋ねいたします。 

○総務課長 

 平成２５年策定の第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年度に工事を実施し、有料化を行うこととしておりました。しかし、平成２９年５月の新

庁舎への移転以降、駐車場不足や混雑が頻繁に発生している状態でありまして、同年６月の市

議会におきましても、早期有料化実現への指摘を受けるなど、多くの来庁者にご迷惑をおかけ

しておりました。そのため計画を前倒ししまして、駐車場有料化に向けて整備予算を同年９月

議会において、また条例は１２月議会において、それぞれ議決をいただきまして、平日につき

ましては、市役所を利用される方以外の駐車を抑制するために、また休日につきましては、歳

入の確保をするために、平成３０年３月１日から駐車場の有料化を行ったものでございます。 

○奥山委員 
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 当初、来庁者の方々の駐車場不足ということの解消と混雑回避が大きな目的ということであ

ったというふうに思います。有料駐車場、当初にも言いましたけれども、費用対効果の部分を

話しましたけれども、有料駐車場管理委託料が１８３万１２００円、使用料収入が２２６万円

ということで比較すれば、費用対効果では黒字になっておるということですけれども、今後、

有料化への整備工事費、イニシャルコストがまだかかると思いますけれども、まだまだ収入を

ふやしていくことも必要ではないかなというように思います。そのあたりについては、どのよ

うにお考えであるのか、お尋ねします。 

○総務課長 

 駐車場整備の完了後、全ての駐車場で供用開始しました昨年度からは、駐車場不足や混雑は

現状ほぼ解消されております。質問委員おっしゃいますように、今後は少しでも収入をふやす

ような方策が必要であると考えておりますので、正面駐車場など他の駐車場の稼働状況なども

勘案しつつ、収入増に向けた方策についての調査研究とあわせまして、適切な管理運営に努め

てまいりたいと考えております。 

○奥山委員 

最後になりますけれども、要望になりますが、当然、機械の耐用年数等あると思います。い

つまで今の機械が利用できるのかというところも考慮していただきながら、例えば機械は買い

取りをされているというふうな話を伺っておりましたので、廃止後、機械が使えなくなって、

どういうふうに運用していくのかというところも計画をしていただきたいというふうに思いま

すので、これを要望して終わります。 

○委員長 

 次に、９３ページ、企画費、ふるさと応援寄附事業費（事務代行手数料）について、奥山委

員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 次に、９３ページの総務費、ふるさと応援給付事業費の事務代行手数料について、お伺いを

いたします。ふるさと納税につきましては、２００８年から国のほうも開始になっておりまし

て、もう１２年というところで、それぞれの自治体が創意工夫しながらやってあるところが

多々あるかというふうに思います。本市についても、昨年が２６億円ですかね、令和元年が

２１億円ということで、少し減ってはおるものの、おおむね良好であるというふうなお話を伺

っております。その中でちょっとお伺いしていきたいというふうに思います。２１億円の応援

寄附金に対して、この事務代行手数料というところ、ボリュームがかなり多くなっております

ので、伺ってまいります。ふるさと応援事業における事務代行手数料というものが記念品料に

次ぐ経費として、かなりかかっているようですけれども、事務代行手数料とはどのようなもの

なのか、お伺いをいたします。 

○地域振興課長 

 ふるさと応援寄附事業費の事務代行手数料は、飯塚市のふるさと納税事務を代行している事

業者へ支払うものと、ふるさと納税の申し込みを受け付けするためのインターネットのポータ

ルサイト事業者へ支払うものがあります。 

○奥山委員 

 飯塚市の事務代行業者やポータルサイト事業者、２つありますけれども、どのようなことを

しておるのか、また手数料は定額なのか、もし定額でないとすれば、どのような手数料が発生

して、どういう計算になっておるのかお伺いします。 

○地域振興課長 

 飯塚市の事務代行業者は、ポータルサイトの運営、返礼品の管理、返礼品事業者の管理、配

送管理、コールセンターによる寄附者対応等で、手数料率は寄附額の６．５％でございます。

また、ポータルサイトの事業者は、サイトへの掲載やＰＲ、コールセンターによる寄附者対応
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等をしており、手数料率はサイト経由の寄附額の５％から１２％です。なお、いずれも手数料

は定額ではなく、成果報酬型となっております。 

○奥山委員 

 両方合わせると大体１１．５％から１８．５％ということで、かなり寄附に対して持ってい

かれますねというところです。 

次に飯塚市の事務代行業者やポータルサイトの事業者は、どのようにして決定をされたのか

お伺いします。 

○地域振興課長 

 事務代行事業者については、令和元年度まではふるさと納税の寄附額の多い自治体の受託実

績があり、かつ、ふるさと納税のノウハウを持ち、返礼品提供事業者へのコンサルティングが

できる業者を条件に検討した結果、現在、本市の代行業務を受託している業者となっておりま

す。また、ポータルサイトの事業者は、ふるさと納税の寄附者からの人気が高いサイトや今後

の成長が見込まれるサイトを全国の自治体の寄附データを持つ事務代行業者からのアドバイス

を受け、契約するかどうか、随時検討しております。 

○奥山委員 

 飯塚市は今、７つのポータルサイトですかね、ちょっと紹介すると「ふるさとチョイス」、

「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、「ふるさと本舗」、「Ｗｏｗｍａ！ふるさと納税」、

「ふるなび」、「ＡＮＡのふるさと納税」ということですね。ＡＮＡなんかはマイルもたまっ

ていいのかなと思います。そういうところで契約をしてあるんだろうというふうに思います。 

次に、今後の飯塚市のふるさと納税について、先日も同僚議員から一般質問があっておりま

したけれども、地場産品の開発、掘り起こしやコラボ返礼品の開発を行うとの答弁があってお

りましたけれども、現在のふるさと納税の体制、担当の体制についてお答えください。 

○地域振興課長 

 管理職を除きますと、担当係長１名と会計年度任用職員１名の２名で全ての業務を行ってお

ります。 

○奥山委員 

 成果表にも載っておりましたけれども、なかなか厳しいというお話があっておりました。私

も実際、デパート等にはバイヤーさんという方がおられますけれども、当然机上ではできるわ

けなく、現地まで赴いて、そこの生産者といいますか、その方と折衝しながら、一つでもいい

ものを、うちのふるさと納税の商品にしていこうというところであるにもかかわらず、なかな

か少なくて、それが体制がとれてなくて、商品も３５５品くらいありましたけれども、もっと

もっとふやせるようにするには、そういう体制も、今一番お金をかけるというか、一番注目さ

れておるふるさと納税のところに、もっともっと力を入れていただければと思います。現場は

かけ回りながら、見出されていないものを発掘されて、この世に送り出すというか、出してい

ただくことで、地域の中小零細企業の活性化にもなりますし、２０億円以上集めている寄附、

自治体の職員の体制としても少ないというふうに思います。職員体制も含め、飯塚市全体で盛

り上げていく必要があると思いますので、いわゆる営業職としての正規職員の増員を検討して

いただき、さらなる増額、また地域経済の活性化を目指していただきたいということを強く要

望して、この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９６ページ、地域振興費、まちづくり協議会補助金の内訳、成果と課題について、田

中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 ９６ページ、地域振興費、まちづくり協議会補助金、３３３６万６０８円について、お尋ね

したいと思います。１２地区の補助金決定の根拠となるものを教えてください。 
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○まちづくり推進課長 

 まちづくり協議会の補助金配分につきましては、まずは均等割をベースに、自治会数、人口

などを加味して積算をいたしており、各地区のまちづくり協議会が作成いたします、まちづく

り計画の中で事業の必要性、優先順位、地区課題への効果等、内容を精査し、交付金額を決定

いたしております。したがいまして、交付金額につきましては、各まちづくり協議会で異なっ

ております。 

○田中武春委員 

 それでは、まちづくりの推進をしていく上で、まちづくり協議会の事業、それから活動は今

後とも非常に重要となってくるというふうに思います。事業を行うために、このまちづくり協

議会の補助金を活用し、市内１２地区のまちづくり協議会、それぞれ取り組みを実施してある

というふうに思います。各まちづくり協議会において、主にどのような事業にどれぐらいの補

助金が充てられているのか教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 各まちづくり協議会におきましては、地域性やそれに伴う課題などにより事業を検討実施さ

れ、各団体や事業費に補助金を配分されているため、それぞれに内容が異なります。主な特徴

的な活動とその活動に充てられた補助金額について、ご説明いたします。まず、飯塚片島地区

の主な事業としまして、交流センターまつり、学習支援事業、夏まつり事業、防災対策事業な

どで約１００万円。次に、菰田地区につきましては認知症声かけ訓練、農業体験、どんど焼き

などで約８０万円。立岩地区につきましては、ジュニアリーダー育成研修、歴史の散策道案内

版設置事業などで約１１０万円。飯塚東地区におきましては、歴史探求事業、ひがし食堂など

で約１２０万円。二瀬地区におきましては、九工大と連携した学習支援、田植え・稲刈り・餅

つき等食育農業体験、住民運動会、山笠支援などで約１１０万円。鎮西地区につきましては、

竜王まつり、どんど焼きまつり、ウォークラリーなどのイベント経費としまして約１２０万円。

幸袋地区につきましては、子どもフェスティバル等の子ども会活動、健康ウォーキング、認知

症講座などで約７０万円。鯰田地区につきましては、まつり鯰田、ウォークラリー、子ども祭

り、どんど焼きなどで約１００万円。穂波地区につきましては、穂波東校区でふれあいフェス

ティバル、どんど焼きなどで約４５万円。若菜校区で芋掘り会、どんど焼きなどで約３５万円。

椋本校区でふれあい合宿、どんど焼きなどで約３２万円。高田校区でほうげんぎょなどで約

１６万円。次に、筑穂地区につきましては三郡山山開き、祭りいいづか筑穂、内野宿街道まつ

りなどで約８３万円。庄内地区は、にこにこスポーツ交流会、夏休み期間のラジオ体操普及活

動、環境美化活動などで約１００万円。最後に、頴田地区につきましては、環境美化、通学合

宿、まちづくりフェスタなどで約１２０万円となっております。 

○田中武春委員 

 細かく調査いただきましてありがとうございます。よくわかりました。この補助金を活用し、

事業を実施することにより、その地域のどのような課題と成果があったのか教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 各まちづくり協議会におきましてさまざまな地域課題やニーズに合った事業を実施されてお

ります。まず成果としましては、平成２５年度から全地区にまちづくり協議会が設置され、本

格的な活動の検討実施が行われております。独自に計画された事業を展開し、また地域への公

益的な事業を実施されており、市民同士の信頼関係、地域の交流、コミュニティの活性化へと

つながっていると考えております。次に課題でございますが、活動面における課題といたしま

しては、活動メンバーの固定化などがあると認識しております。この固定化につきましては、

各地域におきまして新たな人材の発掘、育成に努められております。また、将来的な自主自立

の組織確立に向けた取り組み、支援についても進めていく必要があると認識いたしております。

今後はまちづくり協議会の事業進捗を見ながら、まちづくり協議会のさらなる自主財源確保に
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向けた事業などの検討実施を推進するとともに、支援を行う必要があると考えております。 

○田中武春委員 

 いろんな課題が上がっているということで理解しました。本市としましても、この補助金を

最大限に活用していただきながら、まちづくり協議会と協働して、自主財源の確保なども進め

ていただき、さらなる協働のまちづくりの推進に努めていただきたいというふうに思います。

そのためにも、市民の力なり、地域の力を助成しながら、活力のある地域、そして住みよいま

ちづくりの実現に今後ともご尽力いただくことをお願いいたしまして、この質問を終わりたい

というふう思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：００ 

再開 １１：１０ 

委員会を再開いたします。 

次に、９７ページ、交通安全対策費、自転車駐車場管理運営事業費について、奥山委員の質

疑を許します。 

○奥山委員 

 ９７ページ、総務費、総務管理費の交通安全対策費、自転車駐車場管理運営委託料というと

ころで５６１万３５００円の決算額です。質問に入る前に、日本では自転車はどうなんだろう

ということで調べると、日本は世界的に見ても、自転車の保有台数が一番多いということで、

１人当たりの保有率もかなり高いということが示されております。いろんなところ、日本でも

各駅に駐輪場、または駐車場があるかと思うんですけれども、日本で一番多いところが埼玉県

の東大宮駅の東口、地下ですけれども５５００台、これはすごい台数だなと思いましたけれど

も、このように、自転車はやっぱり通勤通学の方が、どうしても利用が必要だろうということ

で、最寄りの駅まで持っていかれるんだなということで各地域であるかと思います。質問にな

りますけれども、本市においても８カ所設置されておりますけれども、その管理はどうなのか

ということを、ちょっとお伺いしたいと思いますので、どのようになっているのか、お教えい

ただきたいと思います。 

○建設政策課長 

 本市で管理しております自転車駐車場が８カ所ございます。８カ所につきまして、新飯塚駅

前北側自転車駐車場、新飯塚駅前東側自転車駐車場、飯塚駅前自転車駐車場、吉原町自転車駐

車場の４カ所につきましては、シルバー人材センターのほうで管理をしております。また、鯰

田駅前自転車駐車場、浦田駅前自転車駐車場、天道駅前自転車駐車場、筑前大分駅前自転車駐

車場の４カ所がございます。こちらの天道駅前と大分駅前自転車駐車場につきましては、本庁

ではなく、穂波支所と筑穂支所のほうで管理業務をやっております。 

○奥山委員 

 今８カ所の駐車場の名前を言われましたけれども、何かしっくりこないところがあるもので

すから、新飯塚駅前北側、新飯塚駅前東側、駅前はどっちなのかというのかわかりませんけれ

ども、東口とか北口とかいう呼び名が普通は、先ほども大宮を言いましたけれども、大宮駅東

口、西口とか、北口とか、それでよろしいんではないかなと一瞬思いましたので、何があって

駅前なのかなという、両方とも駅前になっていますけれども、単に思いましたので、何かあり

ましたら変更されればわかりやすいかなというふうに思います。次に自転車駐車場の収容可能

台数について教えていただきたいと思います。 

○建設政策課長 

 各自転車駐車場の収容台数になりますが、新飯塚駅前北側自転車駐車場が５５６台となって

おります。新飯塚東側自転車駐車場が６０台となっています。飯塚駅前自転車駐車場が
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１７９台、吉原町自転車駐車場が２７８台、鯰田駅前自転車駐車場が１２０台、浦田駅前自転

車駐車場が８１台、天道駅前自転車駐車場が１１０台、最後に、筑前大分駅前自転車駐車場が

７８台となっております。総合計台数につきまして１４６２台の駐車可能台数となっておりま

す。 

○奥山委員 

 かなりの台数が駐車可能だということでございます。 

次に、各自転車駐車場の収容可能台数をいただきましたけれども、一日当たりの利用台数に

ついてお尋ねします。 

○建設政策課長 

一日当たりの平均利用台数となりますが、まず新飯塚駅前北側自転車駐車場につきましては、

日当たり３５０台。新飯塚駅前東側自転車駐車場につきましては、日当たり１３９台。飯塚駅

前自転車駐車場が日当たり９０台。吉原町自転車駐車場が日当たり３９台。鯰田駅前自転車駐

車場が日当たり７５台。最後に、筑前大分駅前自転車駐車場が日当たり４８台となっておりま

す。総利用台数につきましては８１８台ということで、全体駐車場利用台数の５６％になって

おります。先ほど申し上げました、駐車場の収容可能台数より上回っている駐車場がある件に

つきましては、屋根つき駐車場外に新たに駐輪場の駐車枠を設けておりますことで、駐車可能

台数との相違があっております。 

○奥山委員 

 なかなか駅前東とか駅前北とか言いづらいと思いますけど、今お答えいただきましたけれど

も、新飯塚駅前東口のほうが１３９台ということで、こちら側が６０台しか置けませんけれど

も、１３９台、２３１％ということで、かなり多くの方が置いておられる。当然、駐車場を

オーバーして階段の際まで、どんどんどんどん自転車が迫っているという状況になっておると

いうところと、反面、先ほどもおっしゃいましたけれども、吉原町の自転車駐車場が、

２７８台置けますけれども、３９台、１４％ということで低いなという感じがします。あそこ

は立派な建物で３階建てですかね。２階建ての立派な建物がありますけれども、後ほど出てき

ます管理されている方も常駐されておられますけれども、３９台ということで非常に少ないな

と。何かほかのことに利用ができないのかなと、後半に申し上げますけれども、そう思ってお

りました。 

次に、自転車駐車場管理運営委託料５６１万３５００円になっておりますけれども、さきに

答弁がありました４駐車場が、飯塚市シルバー人材センターにおいてどのような管理、また運

用をされておられるのかお尋ねします。 

○建設政策課長 

 吉原町自転車駐車場に管理人室がございます。体制としまして２名体制でしておりますが、

午前、午後の２交代制で管理運営業務を行っていただいております。勤務時間帯につきまして

は、朝６時より午後１０時までとしており、曜日分けをし、土曜日、日曜日以外は、午前、午

後と３駐車場の見回りをしていただいております。作業内容としまして、駐輪している自転車

の台数カウント、駐車場より出ている自転車の整理、施設及び周辺のごみ拾い、剪定等を行っ

ております。また、自転車駐車場以外の作業内容としまして、飯塚バスセンターターミナル周

辺並びに飯塚駅周辺、飯塚駅周辺に駐車している自転車等の整理、駐車禁止札の張りつけ、街

頭指導を行っております。歩道等に駐車している自転車を見える範囲内で移動させ、通行人の

安全確保にも努めていただいております。 

○奥山委員 

 ２交代ということで、朝６時から１０時までということで、しかし３９台しかないというこ

とで、これも見直しが必要じゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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次に、令和元年度の、当然違法駐車、駐車場からはみ出したやつですね、それから長く使っ

ていない自転車、ほこりだらけになっている自転車等がいっぱいありますけれども、処分をさ

れたと思いますが、何台ぐらい処分されたのかお伺いします。 

○建設政策課長 

 令和元年度は１５６台処分しております。そのうち１６台につきましては、穂波支所経済建

設課、筑穂支所経済建設課にて処分しております。 

○奥山委員 

 どのような手続を経て処分をしているのか伺います。 

○建設政策課長 

 毎年１１月ごろに担当職員において、各自転車駐車場に駐車されております全ての自転車及

び原動機付バイクに、「放置自転車調査のお知らせ」と記載した張り紙をつけさせていただい

ております。取りつけた後、１０日以内をめどに確認を行い、まだ紙がついているものとなっ

ている自転車等を放置自転車として確定いたします。その後、吉原町自転車駐車場に集め、

３カ月保管をいたしております。この保管期間中に所有者調査を行い、所有者が判明した自転

車等については、郵送にて自転車等を保管している旨の通知をいたしております。保管期間を

経過しても取りに来られない場合は、放置自転車として廃棄処分としております。 

○奥山委員 

 かなり期間があって、廃棄処分ということですね。 

次に、違法駐車についてどのような状況なのか、また今後、どうするべきなのかの課題等が

ありましたら、お答えをお願いします。 

○建設政策課長 

 まず、違法駐車の考えといたしましては、屋根つき駐車場及び駐車場エリア外へ駐車してお

ります自転車等となります。８カ所の駐車場のうち、新飯塚駅前東駐車場と穂波支所が管理し

ております天道駅前駐車場において、その屋根つき駐車場のエリア外へ駐車する自転車が見受

けられましたことで、新飯塚駅側駐車場につきましては、屋根つき駐車場外に新たにライン引

きをし、３カ所駐車可能なエリアをつくりましたことで、違法駐車はほぼなくなっております。

また、天道駅前の駐車場につきましては、屋根つき駐車場は十分にあきがございますけど、駅

の出入り口付近に違法駐車自転車がとまっておる状況でありまして、その対応としまして台数

が少ない場合は、ＪＲ職員の方に協力いただいて、屋根つき駐車場へ移動させてもらっていま

す。また、台数が多いときには、穂波支所職員が出向き、屋根つき駐車場へ移動し、適宜、問

題がないように対応しております。 

○奥山委員 

 今、お話しいただいた東口の違法駐車につきましては、違法している部分を白線で囲んだの

で違法ではなくなったというようなことかなというふうに思いますけれども、その分、歩行者

が段々と狭く駅側の階段のほうまで白線が迫ってきているのかなというふうに思いました。そ

れから、天道駅は台数が少ない場合は、何台が少ないのかわかりませんが、ＪＲの職員の方も

大変な思いしながらやっていただいてありがたいなというふうに思います。 

次に、今後の課題ですけれども、８カ所の自転車駐車場収容可能台数と一日当たりの駐車可

能台数を割合で整理しますと約５、６０％ということの駐車率となっておりますことで、これ

は違うね、言いましたかね。これ私じゃないですよね。これは課長が言うところじゃないと。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：２４ 

再開 １１：２４ 

委員会を再開いたします。 
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○奥山委員 

今、駐車場の違法駐車等、お話いただきましたけれども、今後の課題についてどのように考

えているのかお願いします。 

○建設政策課長 

 先ほどお話ししました８カ所ある自転車駐車場につきまして、一日当たりの駐車台数を割合

で整理しますと、５０％から６０％の駐車台数となっております。今後、利用者の状況調査を

十分に行い、現在あります駐車場の施設の更新の際には、現在の利用状況を十分に調査を行い、

整備を行う際には、規模、駐車台数に合った適宜な施設を設置したいと考えております。 

○奥山委員 

 最後、要望になりますけれども、市内８カ所の自転車駐車場の状況については、おおむねわ

かりましたし、その中でいろんな課題を今も言われましたけれども、あるかと思います。利用

者が多い駐車場、また少ない駐車場があり、先ほども申し上げましたけれども、吉原町は特に

１２％ということで、その分、そこには廃棄処分する自転車を保管している場所として利用さ

れていると思いますけれども、今後、更新の際、今答弁いただいたように、利用者調査、どの

ような調査か難しいと思いますけれども、十分行っていただき、更新していただきたいと思い

ます。ただ利用者あっての駐車場と思いますので、利用される方、特に学生の方等、それから

遠方に通勤される方が利用されているというふうに思います。不便、利用がしにくいというよ

うな要望があった際には適宜対応をお願いしたいと思います。それから、先ほどの吉原町です

けれども、そのまま続けるのか、続けないのかも検討いただきたいというふうに思います。要

望してこの質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９８ページ、人権推進費、人権啓発センター整備事業費（改修工事）について、奥山

委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 ９８ページの総務費、総務管理費、人件推進費の人権啓発センター整備事業費２４４９万

５９００円ということでお尋ねをいたします。昨年、平成３０年度も同じように上がっており

ました。２年連続で上がっておるので、内容等をお伺いしていきたいというふうに思います。

今回、人権啓発センター事業費として立岩人権啓発センター改修工事が今申し上げた約

２４５０万円の決算が上がっております。その内訳についてお尋ねをいたします。 

○人権・同和政策課長 

 ご質問の立岩人権啓発センター改修工事、こちらのほうは、昭和５７年３月に建てられた施

設で、昨年４月１日から施設名称を立岩会館から立岩人権啓発センターに改称したものですが、

老朽化に伴う施設改修費ということになります。決算額２４４９万５９００円の内訳は、機械

設備工事１１２９万５９００円、電気設備工事１３２０万円ということになっております。 

○奥山委員 

 昭和５７年ということで、かなりの年数がたって３７、３８年ですか、たっておりますので、

古くなっているんだろうというふうに思いますけれども、ぱっと見たときに、ほかにもまだま

だされてない公共施設もあるし、ここは連続してこうやってやる、どうしてもということであ

ったんだろうというふうに思いますけれども、わかりやすい形で計画を、この先の計画もまだ

わかりませんけれども、あるのかないのか。ただ、またほかの公共施設についても雨漏りをし

ているところ、まだまだ使っていますよというところもありましたけれども、交流センターは

最近、ほとんど大改修されたり、今後建て直しになってきますので、それはそれでいいかなと

思いますけれども、平均的にやっていただきたいなということを、担当課は違いますけれども、

要望してこの質問を終わります。 

○委員長 
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 次に、９８ページ、人権推進費、人権推進事業について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 決算書の９８ページ、総務管理費、人権推進費、人権推進事業についてお尋ねをします。部

落解放同盟や同和会に対する補助金、税金の投入についてのことなんですけれど、補助金要綱

がこれまでありました。それが名称も変えて改定になっておりますけど、これはいつのことで

すか。 

○人権・同和政策課長 

要綱の改正につきましては、平成３０年１２月１７日改正、施行ということになっておりま

す。 

○川上委員 

その後に一番近く、監査委員から指摘を受けたことがあると思います。それはいつのことで

すか。 

○人権・同和政策課長 

 監査委員からのご指摘につきましては、平成２４年度、２６年度、２８年度、３０年度にお

いて指摘のほうを受けております。 

○川上委員 

 要綱改定後、最初に受けた指摘をお尋ねしています。 

○人権・同和政策課長 

 要綱改正が平成３０年、先ほど申しましたとおり１２月１７日に改正、施行しております。

こういったことで、要綱改正後ということになりますと、平成で申しますと３１年度、令和元

年度が対象となることころでございますけれども、令和元年度については、監査の実施対象団

体ということではございませんでしたので、受けておりません。 

○川上委員 

飯塚市監査委員告示第２０号について、監査事務局は説明できますか。 

○監査事務局長 

 監査委員告示第２０号については、平成３０年９月から１１月にかけて、当該団体に対する

監査を行っておりまして、その結果、指摘を平成３０年１１月３０日付で検討改善事項として

指摘をしておりました補助対象経費の明確化についての担当課からの措置の状況を受けました

ので、それについての告示となっております。 

○川上委員 

 時間的な経過としてはそういうことなんですね。それで、追加資料は９本出していただいて

います。部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例、平成３０年１０月題名改

称とありますけれども、決算年度にかかわる予算編成と予算執行における主な特徴をお尋ねし

ます。 

○人権・同和政策課長 

 部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例の施行を受けた特徴でございます

けれども、まず補助金の交付要綱の名称につきまして、こちらにつきまして、従来、同和対策

推進団体補助金交付要綱というふうにしておりましたものを、部落差別解消推進団体補助金交

付要綱というふうに改正しております。また要綱中における「同和」という表記につきまして、

「部落差別」というふうにしたことが挙げられます。 

○川上委員 

 予算執行上、決算において主な特徴はどういったところがあるのかとお尋ねしました。 

○人権・同和政策課長 

 まず、決算におきましては、条例の施行後、昨年４月１日から立岩人権啓発センターのほう

に、人権相談員２名を配置しておりますので、まずその２名分の人件費ということが挙げられ
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るかと思います。また、あわせまして、本条例に基づきまして市民意識調査のほうを昨年度は

行っておりますので、そういった経費が特徴として挙げられるというふうに考えています。 

○川上委員 

 部落解放同盟に対する補助金については、監査委員の指摘に基づく是正がきちんと行われな

いために、この１０年にわたり繰り返し、監査委員から指摘が繰り返されています。それにつ

いての経過、現状をお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 経過でございますけれども、先ほど申しました平成２４年度、平成２６年度につきましては、

補助金交付要綱が未整備であったこと、補助対象事業、補助対象経費などについて、要綱の整

備が図られてないということで整備を図ってくださいということが、２４年度、２６年度、

２回続けてご指摘を受けており、この間、整備が図られていなかったということになります。

平成２８年度におきましては、補助金の交付要綱のほうは整備を行っておりましたけれども、

補助対象経費が曖昧であり、改善されていないため、補助事業の正当性を確保する観点からも

補助対象事業を明確にしてくださいという内容で、平成２６年度から２８年度にかけては、補

助交付要綱のほうは整備されていたと。しかしながら補助対象事業が明確になっていなかった

という状況でございました。また、次の平成３０年度につきましては、２８年度に指摘を受け

ておりました補助交付要綱の改正に至っていないというふうなご指摘が行われたため、先ほど

申しました平成３０年１２月１７日に要綱の名前も含めまして、補助対象経費を明らかにして

いるものでございます。 

○川上委員 

 現在は監査委員の指摘を受けたことは全部クリアしたという考え方ですか。 

○人権・同和政策課長 

 はい。そのとおりでございます。 

○川上委員 

 では、追加資料の５６ページに、部落解放同盟があなた方に提出した、４月１日付ですか、

提出した決算書があります。補助額はこの団体の決算規模全体のどれぐらいを占めるんですか。 

○人権・同和政策課長 

 部落解放同盟飯塚市協議会の歳入決算額、こちらが２３００万９４９１円、この歳入に占め

る市補助金１９１８万４７５円の割合につきましては、約８３．４％ということになっており

ます。 

○川上委員 

 この団体の特徴は、団体の職員、専従職員の給料を税金で賄うというところにあるんですよ

ね。この人件費は歳出の全体のどのくらいの割合を占めますか。 

○人権・同和政策課長 

 人件費につきましては、歳出合計２３００万３６９１円に対しまして、８３８万７８１５円

ということで、およそ３６．５％になります。 

○川上委員 

 この決算書、なかなか珍しい決算書ですよ。流用額とかいう欄があり、補助対象という欄、

補助対象外という欄、残額とかいうのもあるんですよ。この決算をどういうふうに見たらいい

のか、ちょっと説明してもらえますか。 

○人権・同和政策課長 

 追加資料として提出させていただいております資料５６ページにあります「２０１９年度 

部落解放同盟飯塚市協議会決算書」でございますけれども、まず質問委員おっしゃられますよ

うに、横の項目から申しますと、まず歳入の部分、項目、それから費目、予算額、そして流用

額、現計予算額、決算額、残額、そして補助対象、補助対象外ということで欄がつくられてお
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ります。まず予算額はそのものずばり年度当初の予算額になります。そして流用額のところで

ございますけれども、基本的に流用額というのは、よその費目に流用したということをあらわ

す欄でございます。しかしながら歳入におきまして、△６９万９５２５円というのが補助金の

ところで出てきております。歳入において、まず流用ということはあり得ませんので、ここの

部分につきましては表記の方法がちょっと間違っている。間違っているというよりも表現方法

については、ちょっと協議、打ち合わせをする必要があると思います。この歳入の補助金の

６９万９５２５円減額について何かと申しますと、これは市に対する返還金でございます、精

算に伴う。そして、その次の横の欄の現計予算額というのはその流用額を差し引き、または加

算したところの現計予算額になります。そして決算額、これは決算額ということで、残額は現

計予算額に対する決算額の差し引きになります。補助対象と補助対象外経費という欄でござい

ますけれども、これは決算額のうちの補助対象となっているものが幾らなのか。そして、補助

対象外となっているものが幾らなのかというのをあらわしている欄になります。 

○川上委員 

 ということは、流用額というのがここにあるということは、その隣に現計予算と書いている

でしょう。この現計予算とは何ですか。 

○人権・同和政策課長 

 この現計予算という欄につきましては、予算額に対して、流用額を増減させた、プラスマイ

ナスさせた額になります。 

○川上委員 

 これは補正予算ということですか。 

○人権・同和政策課長 

 補正予算ということでは、聞いておりません。 

○川上委員 

 そしたら予算はあるけど、流用する額も決めていて、そして現計予算ということが本当の予

算ということになっていますよね、これね。そして決算はそのとおりになっているところもあ

る。ですからこれは、流用することを決意した予算書があり、それに基づく決算だというふう

に全体の見方としては感じるんだけど、そういうことでしょうかね。 

○人権・同和政策課長 

 この流用ありきの現計予算、そしてその現計予算ありきの決算といった流れではなく、必要

に応じて流用がやむなく生じた、もしくは流用せざるを得なかったといったことにより増減が

生じた結果の現計予算でございます。 

○川上委員 

 それは理解しがたいですね。これで言えば。それで負担金のところを見ると、４４万３千円

の負担金がありますね。これは何ですか。 

○人権・同和政策課長 

 決算書の歳出の７番目の項目の負担金のところになろうかと思います。ここでいう負担金に

つきましては、内訳については、ただいまちょっと把握をしておりません。 

○川上委員 

 流用のところを見ると、人件費関係が２９万円流用になっていて、そのほかもろもろのとこ

ろで流用がずっとあるんだけど、どこに持っていたかというのを見ますと、主に４番、⑧の研

修会費約８０万円というのがあるんですよ。各費目から流用して、研修会費に集中していると

いうふうに思われるんだけれど、どうしてこんなことになるんでしょうかね。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：４５ 



１９ 

再開 １１：４６ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 ４事業費の⑧研修会費のところでございます。こちらのほうに、なぜ８０万５９８０円の流

用が生じたかということでございます。また、この研修会費は何かということでございました

けれども、この研修会費につきましては、やはり同じく５６ページの左側にもございますけれ

ども、研修会として、別府、高松や熊本、名古屋、福山や三重、沖縄といったところに研修会

のほうに行かれております。行き先としては、こういうところが挙げられるというふうには考

えておりますけれども、今現在この流用後の３４３万５９８０円のそれぞれの明細につきまし

ては、ちょっと手元のほうにもございませんので、そこら辺についてはちょっと今後、ちょっ

と調べなくてはいけないというふうに考えております。また、なぜ８０万５９８０円の流用が

必要になったかというのもあわせまして、当初予定の人数、また行き先、そういったところに

どういった変化が生じたのかというところについても、ちょっと詳しくは把握しておりません

ので、大変申しわけありませんが、今現在ちょっとお答えできかねる状況でございます。 

○川上委員 

 この団体は、多額の、歳入全体の８割を占める税金をもらいながら、予算書を作っているん

だけど、予算書のとおりに活動していないということが大体見えてくるわけですね。それで予

算書を無視ですよ。それで隣に研修会が書いてあるでしょう。これにこの人数が本当に行った

かどうかよくわかんないんですが、飯塚市の職員もこれに行っているでしょう。同宿しておる

場合もあるんじゃないかと思うんですよ。それで、飯塚市はこの研修会にどのくらい派遣して

いますか。 

○人権・同和政策課長 

 おっしゃられますように、三重だとか福山だとかというところに、市の職員は研修として行

ったということは私のほうも把握しております。またあわせまして、この沖縄県のところにつ

きましては、市の職員は行っていないということも把握しております。ただ、何人ぐらいここ

に行ったか、同宿しているのか、していないのかということにつきましては、ちょっと手元に

資料もございませんものから、市の職員の行った人数等についてはちょっとお答えしかねると

ころでございます。申しわけありません。 

○川上委員 

 研修会費用の内訳は把握していないでしょう。していますか。 

○人権・同和政策課長 

 大変すみません、先ほど申しましたように、今手元のほうで把握ができておりません。 

○川上委員 

 非常に危険な状態が、今あると思わなければならん。おまけに、これを見れば補助対象費目

のお金が流用ということで、別の費目に流れて、その費目は、実は補助対象外でしたというよ

うなことになりかねない。そういう可能性があると思うけど、どう思いますか。 

○人権・同和政策課長 

 補助金につきましては、人権同和政策課のほうでも、年２回、当課のほうから監査なりに行

っておりますので、その中で、補助金の対象としている経費が補助対象外のほうにいっている

か、いっていないか、そういったところについては、きちんと確認はしているということで考

えております。 

○川上委員 

 人件費の２９万円の流用についてはどういう事情でしょうか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 
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休憩 １１：５１ 

再開 １１：５１ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 人件費の減額につきましては、団体の職員の方がかわられたということでお聞きしておりま

す。 

○川上委員 

 人がかわったら人件費がふえる場合だってあるでしょう。なぜかわった、何人かわったの。

そしてこの２９万円、事情を聞いているようですから、ちょっと正確に言ってください。 

○人権・同和政策課長 

 かわられた方につきましては、財務を担当しておられた方が一身上の都合でかわられたとい

うことでお聞きしております。その関係で、若干手当のほうが、次に来られた方のほうが少な

くなったということでお聞きしております。 

○川上委員 

 だから、そのなぜなのか、なぜ２９万円かを聞いているわけじゃないですか。 

○人権・同和政策課長 

 人件費のほうでの流用額、こちらのほうは小計で１０万３３８５円ということになっており

ます。そして、ただいま私のほうが答弁申し上げました人がかわったことによってちょっと給

料が少なくなったということで、ご説明申し上げましたけれども、その相殺、比較対象と申し

ますか、そういった幾らから幾らになったというのは、ちょっと本日持ち合わせておりません

もので、申しわけありませんが、お答えできない部分でございます。できないというのは言え

ないということではなく、手元にすみません、数字を持ってないということでございます。 

○川上委員 

 専従役員給与ということでの流用額は１７万８千円ということで、ちょっと数字を見間違っ

たようなので、そういうふうに私の発言を訂正しておきます。それで、監査委員が３人で、こ

れ見ているんですね。監査委員は誰ですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：５４ 

再開 １２：５８ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 資料５６ページの部落解放同盟飯塚市協議会決算書におけます監査委員でございますけれど

も、こちらのほうは、部落解放同盟飯塚市協議会の会員のほうから３名の方が選出されている

ところでございます。 

○川上委員 

 ここに名前と判こが押してあるんですかね。 

○人権・同和政策課長 

 提出されました原本については、お名前と印鑑のほうがございます。 

○川上委員 

 決算特別委員会、議会に資料を提出するのに、この白く塗り潰されているのでは、監査済み

とは書いているけれども、署名捺印がないから、本当はしていないのかな、今からするのかな

ということになるでしょう。だからこういう資料の提出の仕方は大変困ります。 

それから、その部落解放同盟だけど、市の政策形成にかかわる審議会等に代表を出している

と思います。どの程度、どういったところに出しているかお尋ねします。 



２１ 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市人権教育啓発推進協議会を初め、９つの協議会、委員会のほうに参加をいただいてお

ります。それぞれの協議会名につきましては、まず飯塚市人権教育啓発推進協議会、２つ目に

飯塚市人権教育啓発推進協議会常任委員会、３つ目に、昨年度でございますけれども飯塚市人

権問題市民意識調査検討委員会、４つ目に飯塚市男女共同参画推進委員会、５つ目が飯塚市高

齢社会対策推進協議会、６つ目が飯塚市総合戦略有識者会議、７つ目が飯塚市総合戦略推進委

員会、８つ目が飯塚市地域福祉推進協議会、９つ目、最後でございますが、飯塚市障がい者施

策推進委員会、以上９つになります。 

○川上委員 

 今は政策形成に当たってのことを聞きました。それでは、政策実行に当たってはどういう役

割を果たしているかお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 政策形成また政策実行ということでございますけれども、それぞれの協議会、委員会におい

て、政策形成過程または施策実行過程の協議が行われているかどうかまでは、ちょっと確認で

きておりませんので、把握のほうができておりません。 

○川上委員 

 補助金を出す名目は、行政の補完行為をということなんですけど、それがどういうふうに行

われているかどうかについて、よくわからないという答弁ですね。それで、飯塚市から多額の

補助金を受け取り、政策形成や政策実行に大きなかかわりを持っているはずの部落解放同盟が、

飯塚市の市長選挙に当たり、協定を結び特定の候補者を応援するといったようなことについて

は、どう考えておるのかお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 協定を結ぶことについて、どう思われているかということでございますが、大変申しわけあ

りませんが、選挙期間中における協定を結ばれているかどうか承知しておりませんので、お答

えすることができません。 

○川上委員 

 追加資料に、伊岐須会館に関する資料があるわけですけれども、関連してこの伊岐須会館の

管理体制がどうなっておるのか。また部落解放同盟は、どういう位置にいるのかお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 伊岐須会館の管理運営についてでございますけれども、まず、伊岐須会館につきましては、

平成１８年３月の新市発足後、新市には４つの隣保館が存在することとなりました。しかし飯

塚市の財政は逼迫しており、行財政改革が急務であり、その一環として隣保館の廃止、統合が

検討され、その結果、飯塚地区には隣保館が２施設あったことから、検討の結果、伊岐須会館

を廃止することとなったものでございます。しかしながら、伊岐須会館は、長年地域のコミュ

ニティセンターとしての役割を担っており、貸し館利用者も多いことから、隣保館としては用

途を廃止するが、普通財産に変更後も貸し館業務を継続することとしたい、また管理について

は、直営とするかどうか継続検討することとなりました。そのような中、二瀬地区まちづくり

協議会が立ち上がることとなり、その事務所として伊岐須会館が利用できないか打診があり、

またＮＰＯ法人飯塚市青少年健全育成会連絡協議会や部落解放同盟飯塚市協議会からも同様の

申し出があり、申し出のあった団体は、いずれも広域的な団体であることから、無償で貸し付

けを行い、３者で伊岐須会館管理運営協議会を組織していただき、貸し館業務を運営し、引き

続き地域のコミュニティセンターの役割を残し、現在に至っているものでございます。 

○川上委員 

 部落解放同盟は、管理の責任を負う一部ということなんですけれど、部屋を自分たちだけで

使っている部屋を借りているんですか。 
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○人権・同和政策課長 

 伊岐須会館管理運営協議会の組織する１団体として、現在、伊岐須会館の中に事務所のほう

を置かれております。 

○川上委員 

 管理運営団体の事務局ということではなくて、部落解放同盟として部屋を市が貸しているわ

けですね。 

○人権・同和政策課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○川上委員 

 片峯市長にもぜひ考えてもらいたいんですが、部落解放同盟に対し、大半が人件費である補

助金の廃止について、行政から自立を促す協議をしたことがあるか、お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 部落解放同盟飯塚市協議会のほうとは、当然、運動体の今後の活動、そういったものについ

て機会あるごとというのはちょっと言い過ぎだと思うんですけれども、今後のあり方、そうい

ったものについては事あるごとにはちょっと機会があれば、そういったお話もしているところ

でございます。 

○川上委員 

 差別をなくすだとか、自立だとかいうことが理念の団体なんですね。その団体がいつまでも

当然のように、補助金を、自分の団体の運営の８割を超えるような補助金を受け取り続けると

いうのは、その団体にとっても不幸なことではないんでしょうか。そういった点で言えば、市

としてお金を節約するというか、行財政改革の一環としてものを考えていく。あるいは、この

館のように不透明な支出が見られるので是正を図っていくということと同時に、その団体、永

遠に本市発足以降でも５億円ぐらいお金を出しているわけですよね、人件費を中心に。ＮＰＯ

を入れれば１０億円ぐらい超えているわけでしょう。これを、永遠に続けるわけにはいかない

でしょう。だから、補助金をもういただかないと、貰わないでも自分たちで、自前でできるよ

うな援助をすることも市としては大事なことではないかと思います。これは指摘をしておきた

いと思います。 

○委員長 

 次に、１０３ページ、低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費について、田中武春委員

の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうからは、さっき言いましたプレミアム商品券発行事業について、お尋ねします。こ

の取り組みと実績について、それから事業概要を含めたこれまでの取り組みについて、お尋ね

いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 本事業につきましては、消費税、地方消費税率の１０％への引き上げが低所得者、子育て世

帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的としまし

て、プレミアムつきの商品券の販売を市町村が実施主体として行ったものでございます。その

事業費及び事務費につきましては、全額が国庫補助となっております。本市におきましては、

令和元年５月より市報、ホームページ、隣組回覧などで取扱加盟店の募集、また商品券の販売

についての周知等広報を行い、１０月には勧奨通知を行っております。商品券の販売期間につ

きましては、令和元年１０月１日から令和２年２月２９日までとし、使用期間につきましては、

令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までとし、事業を終了したところでございます。 

○田中武春委員 

 次に、その実績について、お尋ねいたします。 
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○社会・障がい者福祉課長 

 実績でございますけれども、購入の対象者の内訳としましては、２０１９年度住民税非課税

者数が２万８５２６人、２０１６年４月２日から２０１９年９月３０日までの間に生まれた

３歳未満のお子さんの人数が３６２１人となっており、合計で３万２１４７人が対象となって

おります。この購入対象者に１人当たりの商品券の購入限度冊数の５冊を乗じると、１６万

７３５冊となりますが、これに対しまして商品券の販売冊数は５万５８１７冊となりましたの

で、販売実績といたしましては、３４．７％となっております。 

○田中武春委員 

 この商品券は、たしか５千円の商品券が４千円で購入できるというふうな商品券だったとい

うふうに聞いております。実績が３４．７％ということなんですけども、これについて国の予

算でやっていることだから、市町村がどうこうできませんが、どういった要因でこの３４．

７％になったと思うのでしょうか。課長の考えをちょっとお聞かせいただければと思います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 はっきりした原因というものにつきましては、言及はできませんけれども、まず対象であり

ます住民税の非課税者の方、こちらにつきましては、申請書発送から勧奨通知の発送まで、市

報においても、周知をしておるところでございますけれども、結果としましては、このような

状態となったところでございます。ただ、コールセンターにいただきましたお声の中には、現

金を支払い、商品券を購入することにつきまして、難色を示されるご意見も多くあったという

ことの報告を受けているところでございます。 

○田中武春委員 

 そうですね。消費税が１０％に上がったことについての国の施策として、低所得者や子育て

世帯への商品券だろうと思います。年収の低い方が対象ということなので、趣旨はよくわかる

んですが、なかなか市民のご理解といいますか、現金を渡して買うというのがやっぱり無理と

は言いませんけれど、ちょっといろいろあったんだろうと思います。また次回、国もまたいず

れ消費税をまた上げるかもしれませんので、また次のこういった商品券があることも考えられ

ますので、ぜひまた頑張っていただきたいというふうに思います。 

○委員長 

 次に、１０３ページ、諸費、老朽危険家屋等解体費について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 １０３ページ、諸費、老朽危険家屋解体工事３３６万２７００円についてお伺いをします。

御存じのように、平成２７年２月施行ですかね、になっておりますけれども、私が知っている

範囲では、２件目の解体ではないかなというふうに思いますけれども、ちょっとその中でお伺

いをしてまいります。まず、少しは承知しておりますけれども、老朽危険家屋解体の内容につ

いて、説明をよろしくお願いします。 

○建設政策課長 

 令和元年度の決算額３３６万２７００円つきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法

第１４条第１０項に規定されております略式代執行の実施により、解体工事に要した費用とな

っております。 

○奥山委員 

 その略式代執行とはどのような措置なのか、お伺いします。 

○建設政策課長 

 略式代執行は平成２６年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法に規定された自

治体による強制措置の一つでございます。具体的には、倒壊など著しく保安上危険な状態にあ

る特定空き家において、本来措置すべき所有者が不明もしくは所有者等の一部が不明なことに

より、措置が見込めないことから、不特定多数の生命等を守るために、特定の手続を踏まえ、



２４ 

自治体が解体等を実施するものでございます。昨年度、実施したケースにつきましては、個人

情報の関係から詳細については開示はできませんが、概要としまして、所有者が複数名おり、

その一部が所在不明な状況でございます。 

○奥山委員 

 それでは、実際どのような状況にあった空き家について略式代執行を実施したのかお聞きし

ます。 

○建設政策課長 

 場所につきまして、菰田西３丁目の住宅密集地にございました。通称昭和通りから東側に

１路線はさんだ市道中田・苗代町線沿いの建物でございまして、前面道路は、小中学校の通学

路に指定されております。また近接して、菰田西公園、私立桜が丘幼稚園も立地しておりまし

て、倒壊、資材などが飛散した場合は、不特定多数の方に危険を及ぼすことがある場所に存在

しておりました。家屋の状況としまして、目視で確認できるほど隣接家屋に傾いている状況で

あり、側面は下地がむき出しとなっており、うち一部の屋根等も崩落、その状況が、市道の道

路上からも確認できる状況であり、隣接住民の方はもちろん、毎日通勤等されている方におき

ましても、不安を抱かせていたところの状況でございました。 

○奥山委員 

 危ない状況であったということですけれども、その略式代執行をするに当たって、基準等に

ついてどのようなものなのかをお知らせください。 

○建設政策課長 

 空家等対策の推進に関する特別措置法において、空き家の適切な管理についての第１次的な

責務は所有者等に課しており、危険な状態等にある空き家があった場合は、所有者等が責任を

もって措置しなければなりません。しかし所有者等が不明もしくは一部が不明な状況であり、

憲法により所有者には財産権が保障されておりますことから、このことが調査により明確とな

り、所有者等による措置を求めることができない場合に限り、略式代執行を実施することがで

きます。また公の財産でなく個人の財産に対し、公費を支出して実施するものでありますこと

から、不特定多数の生命や財産を守る等の公共の福祉の適合を慎重に判断し、実施をしたもの

でございます。 

○奥山委員 

 それでは今回のケースは先ほどの答弁により、所有者が一部判明しているものと認識してお

りますが、解体に要した費用３５０万円は請求できないのかどうか伺います。 

○建設政策課長 

 現在、地方自治法に基づき判明している所有者等の２名に要した費用を要求しております。

現時点において納付はまだされておりません。その理由といたしまして、所有者等が対象とな

る空き家について、本市から平成２７年１２月の適切な管理に関するお願い文書を送付される

までは、この２名の方はこの存在を知らないということの判断になっております。本人が所有

している認識はなかったものと思料しておりますことで、その後の調査の結果、２名とも遠方

の自治体に住民票があり、住所は特定できておりますが連絡先等が不明であることから、特定

記録郵便並びに書留郵便にて送付をしております。また請求時期が、新型コロナウイルスの感

染状況時期であったことから、渡航による２名の所有者等との接触にはまだ至っておりません。

以上のことから、早期の費用回収は厳しい状況でございますが、引き続き費用回収に努めてま

いりたいと思っております。 

○奥山委員 

 請求はしているけど、なかなか―――ということで、その方も平成２７年１０月に初めて財

産というか、相続にかかわる財産が飯塚市にあったというのに気づいたということですけれど

も、解体に要した費用の請求状況については理解できますけれども、それでも市からの請求に
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ついて応じない場合はどういうふうな流れになるのかお伺いします。 

○建設政策課長 

 所有者等が任意の返済の意思を示さない場合は、債権の種類が非強制徴収公債権であります

ことから、裁判所を介さずに強制的に費用回収ができる市税等とは異なるため、裁判所を介し

た手続が必要となります。裁判費用等も多額になりますことから、実施につきまして慎重に判

断し、さきに述べました答弁のように、まずは所有者への面会、折衝を重ねた中で、今後の判

断を慎重に行っていきたいと思っております。 

○奥山委員 

 慎重になるというようなことでしたけれども、当然、先ほど３５０万円と申し上げましたが、

３３６万でしたね、をお支払いいただいて、当然、土地があるわけですから、その土地をその

方が相続することになるわけでしょうから、そこを相殺といいますか、売買をされればこうな

りますよというようなヒントを与えるというか、お示しして、こうしませんかということをや

られれば、前向きにいけるんじゃないかなというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

最後なりますけれども、要望という形です。空き家対策等の推進について特別措置法を基づ

いて、第一次的には所有者が適切に管理する責務を明記されておりますけれども、空き家につ

いて、公費を使わず、所有者が対応すべきものとは思っておりますが、なかなか現に各地域で

は所有者が対応されておりませんので、空き家で困っている地域の方々も多数おられます。ぜ

ひ担当課の職員の方も、そういう地域の皆さんを助けるというような強い意志をもって、所有

者に接してしていただきたいというふうに思いますし、早急な対応をしていただきたいと思い

ます。また所有者の実施が見込めない場合、所有者不明で多くの方々に、地域の市民の皆様に

影響を及ぼす場合は、適切な判断による市の代執行を実施していただき、所有者が判明してい

る場合については、法の範囲内で、創意工夫、先ほど申し上げましたけれども、創意工夫によ

って費用回収に努めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

以上で終わります。 

○委員長 

 次に、１０６ページ、戸籍住民基本台帳費、窓口業務委託の成果と業務量について、金子委

員の質疑を許します。 

○金子委員 

 私からは１０６ページにございます戸籍住民基本台帳管理運営事業費として、窓口業務委託

費について、お聞きいたします。まず、この委託はいつから、どこの業者に委託されているか、

お示しください。 

○市民課長 

 本市では、平成２４年度から民間委託による窓口業務委託を開始いたしました。１回目は平

成２４年度から平成２８年度の５年間、日本コンベンションサービス株式会社九州支社に業務

委託を行っております。また２回目となる現在が、平成２９年度から令和３年度までの５年間

を株式会社福岡ソフトウェアセンターに業務委託しているところでございます。 

○金子委員 

 この民間委託の成果について、お示しください。 

○市民課長 

 民間に業務委託した成果といたしましては、安定したサービスの提供、接遇対応技能等の民

間業者の持つノウハウを活用し、市民サービスの向上を図ることができていると考えておりま

す。さらに、繁忙期や繁忙時間帯等に合わせて、事務従事者を増員するなどの柔軟な人員配置

が可能となり、このことも市民サービスの向上につながっていると考えております。また、市

職員の削減による財政効果等、民間委託の成果は大きいと捉えております。 

○金子委員 
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 財政効果ということもありますが、何よりも私はこの市民サービスの向上が一番大事なので

はないかなというふうに思っておりますが、委託の業務量はどのくらい、またその内容につい

て教えてください。 

○市民課長 

 令和元年度の委託業務の処理件数は、延べ約３４万９千件でございます。主な業務内容とい

たしましては、住民票の写し等各種証明書の交付に関する業務、住民異動届に関する業務、印

鑑登録に関する業務、各種申請書等の記載補助業務、電話対応等となっております。 

○金子委員 

 私も利用を時々するんですけど、とても気持ちよく対応していただいて、ありがたいなと思

っております。市民の皆さんにとっては、飯塚市の総務課等のほかの委託業者も含めて、業務

をやっている方は飯塚市の職員というふうに考えられる方もいらっしゃると思います。だけど、

それが委託であろうと、市の職員であろうとやっていることは私には関係なくて、なので、ぜ

ひしっかり連携をとって業務を行っていただきたいというふうに思います。また、先ほどその

財政効果というところがあると思うんですが、私、最近このコロナで非正規雇用とか、女性の

働き方ということがよく注目されるようになりました。その面でも、市役所で働くということ

は、ある意味、雇用を守る、女性の働き方についても考えなくてはいけないこと、守っていか

なくてはいけないところなのではないかなというふうに私も考えます。ぜひ、安心して働ける

環境づくりに気をつけていただきたいと思いまして、質問を終わらせていただきます。 

○委員長 

次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○田中博文委員 

 １０３ページの諸費の中の防犯対策事業費、その中にＬＥＤ防犯灯借上料、これについて簡

単に内訳を教えてください。 

○防災安全課長 

 ＬＥＤ防犯灯借上料につきましては、平成２５年度に市内の蛍光灯の防犯灯をＬＥＤに変え

ております。それを２５年から昨年まで買い取りまして、約１万２千本のＬＥＤを交換してい

るリース料となっております。 

○田中博文委員 

 ＬＥＤに変えられて１０年間は業者の方に補修なり管理はしていただいて、これに関連して

各自治会もＬＥＤに変えられて、その間自治会の分も交渉すれば業者が補修してくれましたけ

ど、この１０年後終わった後はどういうふうにされるのか、教えていただいていいでしょうか。 

○防災安全課長 

 質問委員言われますとおり、平成２５年から１０年間のリースで令和５年度でリースが終わ

るようになっております。今年度中に、今現在、他市の状況とかも確認しながら、どの方策が

一番いいのかを検討し、今年度中にある程度方向性をまとめて来年ぐらいで決定をかけたいと

思っております。すみませんけど、今のところはまだどういう方式でいくかはちょっと決まっ

ておりません。 

○田中博文委員 

 まだ方針が決まってないということですけど、仮に各自治会が抱えているＬＥＤの防犯灯、

これがもし各自治会のほうでとなると、今、電気代を払っておられますけれども、１０年後は

補修代、その他は各自治会持ちというふうになると、今の自治会は御承知のとおり、自治会加

入者も減って、いろいろ自治会の運営も大変な状況ですので、新たなまた負担がかかってきま

すので、そこのところも十分にちょっと検討されて、どうやっていったらいいのか、十分に検

討されて、もしそれが出たら早めに各自治会のほうに説明なりをしていただければありがたい

と思いますので、よろしくお願いしておきます。 
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○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

ほかに質疑はないようですから、第１款、議会費及び第２款、総務費についての質疑を終結

いたします。 

続きまして、第３款、民生費及び第４款、衛生費について、１１０ページから１３６ページ

までの質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されています、１１１ページ、社会福祉

総務費、中国残留邦人支援対策事業費について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １１１ページ、中国残留邦人支援対策事業費についてお伺いします。まず事業内容について、

説明をお願いいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 中国残留邦人支援対策事業費の事業概要について、ご説明いたします。この中国残留邦人支

援対策事業につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づきまして、永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援を目的として行う事業でございます。事業の内容としましては、

満額の老齢基礎年金等を受けていても、世帯収入が一定の基準に満たない場合の生活保護法に

準じた支援給付を行っております。また、中国残留邦人等が地域において安心して暮らせるよ

う地域との交流等の支援を行う地域生活支援事業を実施しているところでございます。 

○光根委員 

 では、この事業の対象者数及び決算の内訳をお願いします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この支援給付の対象者につきましては、現在１世帯２名となっております。扶助費として支

給する生活支援等給付費が３７１万３５０４円となっており、その内訳につきましては、生活

費に当たる生活支援給付が１２９万７８２４円。また、医療費に当たる医療支援給付が

２４１万５６８０円となっております。また、地域生活支援事業につきましては、啓発事業、

交流事業、巡回健康相談等にかかる経費として１２万４５５２円を執行しております。 

○光根委員 

 事業費のほとんどがこの生活支援等給付費にあたっているということで、現在、１世帯の

２名ということですが、ほとんどが８０歳以上の高齢者だと思われます。国の基準でこの支援

給付とともに、実際現場で役所がかかわる地域生活支援、これも大事だと思います。日常生活

においてのこの健康相談等、今後もきめ細かな支援をよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１１２ページ、社会福祉総務費、学習支援事業の対象者、支援の仕方、場所、時間に

ついて、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 この社会福祉総務費の学習支援のまずはこの対象者についてお尋ねいたします。 

○生活支援課長 

 本事業は、生活習慣や学習環境に課題を抱えた生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯の子

どもたちに生活指導並びに学習支援を実施するとともに、日常生活や進路等についての相談や

助言、指導を行うものでございます。対象としているのは、学年は小学校４年生から中学校

３年生までで、対象年齢の兄弟姉妹と一緒の場合は、小学校低学年の児童も受け入れておりま

す。 

○金子委員 

 この支援内容、どんな内容をやっているのかを教えてください。 
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○生活支援課長 

 本事業では子どもに居場所を提供し、成長過程にある子どもたちの人格形成等をサポートし、

あわせて、子どもたちの将来へ向けた自立心を喚起することで、次世代への貧困の連鎖を防止

することを目的としておりまして、対象の子どもたちに対し、教師ＯＢや大学生による学習支

援と生活指導員や調理員による生活指導並びに食育等の支援を行っております。 

○金子委員 

 この事業はどこでやっているのか、お尋ねいたします。 

○生活支援課長 

 令和元年度の子どもの学習支援の会場といたしましては、穂波交流センター及び鎮西交流セ

ンターの２カ所に、学び場・ほなみ、学び場・ちんぜいと名づけた会場を設け、対象の子ども

たちに対し支援を行っております。なお、学び場・ちんぜいにつきましては、令和２年度より

昨年度まで福岡県が実施してきたひとり親家庭のための学習支援ボランティア事業と統合し、

会場を鎮西交流センターから伊岐須会館へと移動し、学び場・ふたせして実施しております。

あわせまして、学び場・ほなみにつきましては、本年度、穂波交流センターが改修工事中でご

ざいますので、若菜小学校にて開催をしております。 

○金子委員 

 では委託事業となっておりますが、どこに委託しているのか、また、先ほど福岡県が実施し

ていた、ひとり親家庭のための学習支援ボランティア事業と学び場・ちんぜいがどうして統合

したのか、お示しください。 

○生活支援課長 

 本事業の委託先につきましては、青少年健全育成協議会となります。事業を二瀬地区におい

て、実施されておりました県の事業でございます、ひとり親家庭のための学習支援ボランティ

ア事業と統合したことに関しまして、これまで学び場・ちんぜいとして鎮西交流センターで事

業を継続してやってきたわけでございますが、学び場・ちんぜいでのこの事業の参加者数が例

年の穂波地区より少ない状況が続いておりまして、そこを何とか改善することと、また県の事

業が対象としておられましたひとり親家庭がこの生活困窮者の事業と対象者が競合することで、

そこら辺で人口の多い二瀬地区で事業を統合して開催することによって、参加者の増が狙える

のではないかということで、今年度より、統合しての実施をさせていただいております。 

○金子委員 

 先ほど、学び場・ちんぜいでの人数が少ないということだったんですが、逆にこの学び場・

ほなみと、現在ある学び場・ふたせを利用している子どもたちの人数、また学習支援員や生活

指導員、調理員などの大まかなスタッフの人数の差をお知らせください。 

○生活支援課長 

 登録者の人数でございますが、直近３年間で申しますと、学び場・ほなみが平成２９年度

２８名に対して学び場・ちんぜいが１５名、平成３０年度、学び場・ほなみが２４名に対しま

して、学び場・ちんぜいが１５名、令和元年度、学び場・ほなみが１５名に対しまして、学び

場・ちんぜいが２１名という登録者数でございました。 

 スタッフの人数については、両会場の細かい数字は手元に資料を持ち合わせておりませんの

で、すみません。 

○金子委員 

 九工大の学生さんとかがいらっしゃるのでかなり多いことも予想されるんですが、今後の課

題等があればお示しください。 

○生活支援課長 

 本事業につきましては、両会場合わせての定員が６０名となっておりますが、近年の受講登

録者数の状況は、平成２９年度が合わせて４３名で充足率が７１％、平成３０年度が３９名で
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充足率は６５％、令和元年度が３６名で充足率が６０％、本年度につきましては、新型コロナ

感染症への警戒感の影響もあると思われますが、９月１日現在で登録者数３４名充足率５６％

となっておりまして、受講者数の増加こそがこの事業の抱える課題と捉えております。受講者

の募集に関しまして、この事業は生活困窮者自立支援法に基づいて実施していることから、広

報に一定の制限等、配慮が必要でございます。このため、事業の存在が十分に周知できない事

情もございます。事業開始当初から生活保護受給世帯につきましては、担当ケースワーカーが

受講対象年齢の児童生徒の属する世帯へ全戸戸別訪問を行い、直接事業の説明を行うなど、案

内を行っております。また、受注者を通じ対象校区の各小中学校へ事業案内等を実施すること

で、新たな参加者の発掘に努めております。なお、令和元年度からは、教育総務課の就学支援

費申請窓口及び子育て支援課の児童扶養手当現況届受付窓口での受講者募集のポスターの設置

や児童扶養手当現況届の案内文書への参加者募集のチラシの同封をすることなどに取り組んで

おります。加えまして本年度につきましては、担当ケースワーカーによる対象児童の生徒の世

帯の戸別訪問による受講勧奨を再度繰り返し実施していくことによって、より多くの受講者を

募る取り組みを強化しているところでございます。 

○金子委員 

 飯塚市にはさまざまな環境の家庭や子どもさんがいらっしゃいます。生活習慣や学習環境に

課題を抱えられているという家庭の保護者や子どもたちは、特に丁寧な声かけが私は必要だと

思います。また、学校との連携や地域とのつながりというのが必要なのではないかと思います。

何より、おうちに行かれて信頼関係を市役所の職員の方がつくっていくというのも必要だと思

うんですが、行われているのが、土曜日の午前中から午後２時か３時というふうにお聞きした

んですけれども、それが部活やほかのことで行きたくても行けないとか、そういうこともある

んではないかと思うので、場所や、それから時間、曜日とかを考えることも必要だと思います

し、また、今塾のような形態なのかなというふうに、社会教育を含めた塾のような感じなのか

なと私はイメージしたんですけど、例えば、おうちに行って、ちょっと勉強を教えるというよ

うな家庭教師的なというか、そういうこともいろんな形を考えて子どもたちが望むような環境

設定を選べるような形をとっていただければと思っております。 

○委員長 

 次に、１１２ページ、社会福祉総務費、生活困窮者自立相談支援等業務委託料について、光

根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １１２ページ、生活困窮者自立相談支援等業務委託料についてです。これまでの業務委託の

推移についてお尋ねいたします。 

○生活支援課長 

 本事業の業務委託の推移、過去３年分につきましては、平成２９年度の委託先、株式会社福

岡ソフトウェアセンター、公募型プロポーザル方式の単年度契約で委託料１１６３万

５２００円。平成３０年度の委託先、株式会社福岡ソフトウェアセンター、公募型プロポーザ

ル方式の単年度契約で委託料１２７９万８２００円。令和元年度から令和２年度の委託先、株

式会社福岡ソフトウェアセンター、公募型プロポーザル方式の２カ年契約で委託料は、令和元

年度が１２９２万７４００円、令和２年度が１６６５万４千円となっております。平成３０年

度の委託料の増額につきましては、この年より、家計改善支援事業を開始したための増額とな

っております。２カ年契約の２年目である令和２年度の増額につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による相談件数急増に対応するための相談体制強化による増額となっており

ます。 

○光根委員 

 では、この事業の相談件数等の実績についてお尋ねいたします。 
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○生活支援課長 

相談件数等の過去３年間の実績につきましては、平成２９年度が相談受け付け１６４件、相

談申し込み９３件、支援プランの策定が４９件、支援終結件数が４５件でございます。平成

３０年度が相談受け付け１８８件、相談申し込み１１５件、支援プランの策定が５２件、支援

終結件数７０件でございます。令和元年度が相談受け付け２６１件、相談申し込み１３７件、

支援プランの策定が２４件、支援終結件数が２７件でございます。 

○光根委員 

 相談を受け、アセスメントを経た上でプランを作成してから問題が解決するまでに、どのく

らいの期間を要するのか教えてください。 

○生活支援課長 

 平成３０年度にプランを作成したケースで、終結までの平均支援日数は２３４．４日でした。

令和元年度に終結しました２７件の実績で申し上げますと、３カ月未満での終結がゼロ件、

３カ月から６カ月が１９件、６カ月から１２カ月で８件、１２カ月を超えるものはゼロ件とな

っております。これらを平均しますと、プランを作成した場合に、プラン作成後、支援終結ま

での期間が平均で４０．３日の期間を要しております。相談内容等で支援期間はそれぞれ異な

りますが、複数月にまたがっての支援となっているところです。 

○光根委員 

 ３カ月以上１年未満、終結にはかかるということでございますが、このような事業について

は、継続性が重要な業務だと思いますが、対象者の支援に対する配慮はどのようになっている

のか、お答えください。 

○生活支援課長 

 このような事業につきましては、支援の継続性が、その結果を大きく左右する重要な要素で

あることを十分理解しております。実際に平成３０年度の終結までの平均支援日数が２３４．

４日となっております。このため、業者選定の際にも相談者の支援に支障を来たさないよう、

支援プランの引き継ぎや状況把握等について十分な情報交換を行うよう指示しております。現

在は、平成２９年度から同一業者が受託していることから、大きな混乱もなく、継続的な支援

が実施できている状況でございます。また、事業の継続的な実施に重点を置くことにつきまし

ては、厚生労働省が示す当事業の事務マニュアルに委託先の選定における留意点として、事業

における支援の質や積み上げてきた信頼関係の継続性の確保や質の高い支援を行うことができ

る従事者の育成、確保が重要であると示されているところでございます。本市でもこの委託事

業を令和元年度から２年間の複数年契約とすることで、相談事業の継続的な実施や従事者の育

成が効果的に実施できるものと考えております。 

○光根委員 

 この事業は平成２７年度から開始されたんですよね。現在６年目ということで、年々相談数、

また支援終結数もふえて実績を上げているように思います。近年、大事な事業だと思います。

今後も事業充実に努めていただきたいと思います。 

○委員長 

 次に、１１５ページ、障がい者福祉費、児童発達支援給付費について、金子委員の質疑を許

します。 

○金子委員 

 この児童発達支援給付費とあわせて、次の放課後等デイサービス給付費についても一緒に質

問をさせていただきます。まず、この児童発達支援、また放課後等デイサービスの現状につい

てお伺いいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 児童発達支援につきましては、令和元年度３月末の利用者につきまして１６３人となってお
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ります。前年度同時期、３月末と比べ１６名の増となっているところです。また、利用者や利

用日数の増加に伴いまして給付費の決算額につきましては３億５６４万９７０２円となってお

り、前年度比３０．２％の増となっております。次に、放課後等デイサービスにつきましては、

令和元年度３月末の利用者につきましては２７２人、前年度３月末と比べ３１名の増となって

おります。こちらも同様に、利用者や利用日数の増加に伴いまして給付費は４億６２３７万

４８７６円、前年度比２３．５％の増となっている状況でございます。 

○金子委員 

 今年度の予算、令和２年度の予算を私も調べさせていただきました。すると児童発達支援の

分が３億１１３３万２千円が計上されており、放課後等デイサービスは５億３２４９万円が計

上されております。補正予算もかかりましたが、ますます年々増加傾向にあると思いますが、

この要因は何だとお考えですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 年々増加傾向にございますこの要因としましては、発達障がいなどの精神疾患への認識の広

がり、また、乳幼児時期からの早期の段階で発達に対する問題点等への気づきから医療機関等

を受診することが多くなったこと。また、医療技術の進歩等により、支援を要する児童の増加

したこと等、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用対象がふえていることにあると考え

ております。 

○金子委員 

 飯塚市のほうでもこれは恐らくほかの市町村でも同じだと思うんですが、通所支援の給付決

定については、子どもさんの健全な発達のために必要な支援を適正に提供するということから、

支給の要否及び必要な支給量について計画相談事業所の計画をもとに適切に判断し、決定され

ていると思いますが、今のこの給付の現在の制度の中では、やはり利用人員や利用日数がふえ

れば、ますますまた大変なことになるということなので、国や県によって何らかの方策を講じ

なければ、ますます今後ふえていくと思います。保護者等から見ても大変便利な、ありがたい

サービスで確かに放課後等は充実して、子育て等の不安感もなくなっていくと思いますが、何

らかの支援を受けなければ、ますますこの支出は大きくなっていくというふうに思います。こ

れは福祉課だけでは解決できない問題ではないかと私も以前からもお話しているんですが、こ

れは、教育委員会、また保健センター等でやっていかなければならないと思います。まず、し

っかりと検証していくこと。この飯塚市にはどのくらいの施設があって、その施設はそれぞれ

１日に何人利用できるか、そして、最大月に２３日の利用だったと思うんですよね。それを

１２回掛ければ飯塚市で持っているものができると思います。そこの数をしっかり把握した上

で、どんなサービスが今必要で、何人足りないかというのをしっかり把握して、そこを精査し

ていく必要があると思うんですよね。ずっと今、１回児童発達支援を受ければそのまま高校

３年生まで、そのまま行けてしまうというのも、私はある意味、共生というところではなくな

ってしまうのではないかと思います。ずっと施設、ずっと児童発達支援にいってそのまま放課

後デイで過ごし、そして障がい者施設に行ってしまう。確かにありがたい施設ではあるけれど

も、そこをもう少し整理していく必要がある。そのときには、児童クラブの利用や、また福祉

計画にも載っているような保育所等支援事業等のようなものが必要だと私は考えていますので、

しっかりまた精査してください。また、残念ながら福祉課は事務の職員の方がたくさんいらっ

しゃって優秀な方がいらっしゃるなとつくづく思うんですけども、残念ながら、福祉に特化し

たというか、得意とされるような例えばソーシャルワーカーの方がいないということも、残念

なことなんではないかなと思います。しっかり、地域のこの飯塚市や地域にある財源をしっか

り使えるような、連携をとれるような仕組みづくりをするためにもソーシャルワーカーや保健

師さんたちの活用というのを考えて、しっかりいいものをつくり上げていただきたいと思いま

す。 
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○委員長 

 次に、１１５ページ、障がい者福祉費、障がい者相談員謝礼金について、田中武春委員の質

疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうからは障がい者相談員の謝礼金について、３７万６３２０円ということですけれど

も、まず障がい者相談員の人数は何人か、また配置について、地区ごとに配置されているかど

うか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 障がい者相談員につきましては、相談支援を必要とする障がい者並びにその家族の相談に応

じ、同じ背景を持つ立場で必要な助言等を行うことを目的として設置しております。任期とし

ては３年としておりまして、障がい者相談員の人数につきましては、身体障がい者相談員が

９人、知的障がい者相談員が４人、精神障がい者相談員が３人、合わせて１６人となっており

ます。配置につきましては、地区ごとに設置をしているというものではございません。 

○田中武春委員 

 謝礼金について、相談の質だとか、あとは内容によって異なるかどうか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 謝礼金につきましては、内容等にかかわらず、相談員全員の方に同じ金額を年１回、お支払

いしておるところでございます。 

○田中武春委員 

 そうなると、相談員が１６名ですから、単純に計算すると年に１回、２万３５２０円をお渡

しているという計算でいいんですね。はい、わかりました。それと、要望というか気持ちなん

ですけれども、相談員の配置について、これは１６名が本当にいいのかどうかわかりませんが、

予算の限りがあるんだろうと思いますけれども、あとは相談員のバランス、身体障がいとか知

的とかありますけど、精神もありますが、これが９人、４人、３人という数字になっているみ

たいですが、その辺のバランスも含めてちょっとトータル的なニーズも含めて、多分、先ほど

同僚議員もいろいろ障がい者で要望というか、希望というか、上がっていますので、対象者に

なっている方が、本当にこの１６人でいいのかも含めて、将来的に考え直す時期が来るんじゃ

ないかと思っていますので、要望して終わります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １４：０１ 

再開 １４：１０ 

○委員長 

 委員会を再開いたします。 

次に、１１５ページ、障がい者福祉費、意思疎通支援者派遣手数料について、金子委員の質

疑を許します。 

○金子委員 

 次に、１１５ページの障がい者福祉費の意思疎通支援者派遣事業の手数料、１０８万５千円

について、お聞きいたします。まずは、この事業はどこに委託しているのか、ちょっと教えて

ください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業につきましては、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいをお持ちの方の意思

疎通を支援するため、手話通訳者等を派遣する事業でありまして、現在、特定非営利活動法人

いいづか障害児者団体協議会と協定を締結し、事業を行っているところでございます。 

○金子委員 
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 飯塚市は、この特定非営利活動法人いいづか障害児者団体連絡協議会とやっているんですが、

ほかの自治体はどのように実施しているのか、お分かりになりましたらお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 近隣の市につきましては、会計年度任用職員として任用している通訳者がこの業務を行って

いたり、また手話の会や、社会福祉協議会等の外部団体へ委託していたりする自治体もござい

ます。この事業につきましては、地域生活支援事業の必須事業でございまして、各自治体も取

り組んではおる事業でございますけれども、自治体ごとに事業の実施形態は異なっているとこ

ろでございます。 

○金子委員 

 私も議員になりまして、一度、この手話の研修を受けさせていただき、言葉が聞こえない方

たちの大変さを実感いたしました。この事業の課題についてどのようにお考えでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この事業の喫緊の課題といたしましては、手話通訳者の高齢化が挙げられます。市におきま

しても、手話奉仕員養成講座等を行いまして、毎年二、三十名の修了生を出しているところで

ございますけれども、その後、手話通訳者として派遣事業で活躍していただくためには、相当

の技術や経験が必要であることから、手話通訳者、後継者がふえるということがない状況にあ

ります。この後継者不足の課題につきましては、飯塚市聴覚障害者協会や飯塚市手話の会の

方々とたびたび協議をしているところではございます。 

○金子委員 

 現在は、このいいづか障害児者団体連絡協議会が事業を請け負っておられまして、手話の会

の方も、実はボランティアでやっている方が多いとお聞きしております。また、手話が必要な

方、聾の方と手話の会を結ぶのが派遣事業だと思うんですが、どちらも夜間が大変だとよく言

われます。手話の必要とされる方は、夜中にお腹が痛くなったらどうしようかって、大変思う。

しかしボランティアでやっている方たちは、自分たちも仕事もある、また高齢だというところ

で、そこまで責任が持てないというところで、大変話し合いが難しいなというのをよくお聞き

しております。これは、この事業を委託されているいいづか障害児者団体連絡協議会だけでは

解決できないような問題だなとつくづく私は思っております。ぜひ福祉課だけでなく、ほかの

機関と連絡をとり合いながら、連携をとりながら行っていくように要望して終わります。 

○委員長 

 次に、１１６ページ、障がい者福祉費、障がい福祉サービス利用状況について、川上委員の

質疑を許します。 

○川上委員 

 １１６ページ、社会福祉費、障がい者福祉費について。障がい福祉サービス利用状況につい

て、お尋ねします。追加資料を７２ページに出していただいています。このうち、訪問系の事

業のうち、上から２つ目、重度訪問介護については、延べ６５人が対象となっているというこ

とです。そこで、この事業の決算年度の取り組みの特徴をお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この重度訪問介護といいますのは、重度の肢体不自由者や、重度の知的障がい、また精神障

がいにより、行動上著しい困難を有する方を対象としたサービスでございます。居宅において、

入浴や排せつ、また食事等の介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活に関する相談や助言、

生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護など、総合的に行うサービスになってお

ります。また、病院などに入院または入所している方に対しては、意思疎通の支援を行うよう

なものとなっております。 

○川上委員 

 年度末の２月と３月、新型コロナ感染症対策は非常に重要になった中で、予算執行上どうい
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うことを考慮したか、お尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 サービス事業所におかれましては、感染防止策を徹底した上で支援に当たっていただいてい

るところでございます。このコロナ禍におきましても、この障がい福祉サービスにつきまして

は、利用者の方やその家族の生活を継続する上で欠かせないものとなっております。十分な感

染防止対策を前提とし、利用者に対しまして必要なサービスが継続的に提供されることが重要

と考えております。これにより、国や県からの通知で、報酬や人員基準等につきましては、柔

軟な取り扱いがなされるというような通知があり、本市といたしましても、それに伴い対応し

ているところでございます。 

○川上委員 

 決算年度を越えて、４月２８日に新型コロナ緊急対策の中で、応援金を本市は設定したわけ

ですけれども、この中に高齢者福祉施設で働く職員の方とともに、障がい者福祉の現場で働く

方々について、応援金を、その他の重要な分野で働いている方と同じように出すべきだと指摘

したにもかかわらず、半年経つにもかかわらずまともな応援金はないという状況であることに

ついて、今の段階で市長、副市長において何か反省するところがありますか。 

○委員長 

 川上委員、去年の決算ですので、ことしの分はご遠慮願えますか。決算審査から―――。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １４：１９ 

再開 １４：２１ 

 委員会を再開いたします。 

○副市長 

 実際に決めたのは、４月の専決処分のときに医療従事者等についての応援金は決めました。

そして介護施設とか、いろんな福祉施設関係については、１施設５０万円ということで、何に

使ってもいいですよということで決めました。ただ３月の時点ではまだそこまで検討しており

ませんでしたので、何も決めておりませんでした。 

○川上委員 

 だから決めていなかったことが、決めてないというか、３月にお金はまだいっぱいあったん

だから、なくてもやっていいわけだけど、補正でこうした分野で働く方々への応援をやってし

かるべきではなかったかと、反省はないかということなんです。 

○副市長 

 コロナが段々、収束するどころか、多くなっていく段階でしたので、３月の時点ではしてい

ませんでしたけれど、４月に入り、いろんな医療従事者とか、先ほど言いましたような福祉の

方とか、そういう方についての応援金をまずは出そうと。介護するから、福祉施設関係につい

ては、その時点で専決では上げておりませんでした。その後の補正で先ほど言いましたような

５０万円を使途は決めずに、１施設５０万円というようなことで、しましたけれども、３月の

時点ではそこまで考えてなかったというのが現状でございます。 

○川上委員 

 今、社会・障がい者福祉課長が答弁したような延べ６５人に対する、この重度訪問介護のこ

とを言ったわけだけど、今、答弁を聞いただけでも、私はもともとどういうふうな大事な仕事

かということと同時に、新型コロナ流行期、インフルエンザだって同じですけれど、どれだけ

気を使って、特に新型コロナはワクチンもない中で、双方、相当な気を使ってやっている中で、

ほかの重要な分野では応援金は出そうと。しかし、この分野はあれだけ言ってもわからない状

況の中で、少しでも市長、副市長、部長にこういった分野の大事さ、そこで感染防止のために
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特別な力を入れないといけないということを考えてもらおうと思っての質問だったんですけれ

ど、終わります。 

○委員長 

 次に、１１６ページ、障がい者福祉費、障がい者日常生活用具給付費（対象の生活用具）に

ついて、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうから、障がい者日常生活用具給付費３９９０万３２１０円について、お尋ねします。

この日常生活用具とは具体的にどのようなものなのか。また多分種類もいっぱいあると思いま

すが、何種類ぐらいあるのか教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この日常生活用具につきましては、介護・訓練用具が８種目、自立生活支援用具が１２種目、

在宅療養等支援用具が７種目、情報・意思疎通支援用具が１４種目、住宅改修が１種目、排せ

つ管理支援用具が３種目とあります。全部で４５種目ございまして、項目の見直し等も適宜行

われております。 

○田中武春委員 

 結構多いですね、４５種類ということで。この中で、多分、対象者の方で申請が多いという

ものについてはどのようなものがあるのでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この中で申請の一番多いものにつきましては、消化器系のストーマ装具、こちらが決算額で

２２６７万８３０円となっております。また次いで、紙おむつ、こちらが６９１万３２６１円

となっております。次いで、尿路系のストーマ装具、こちらが５６０万２１３５円となってお

ります。そのほかに、視覚障がい者用の拡大読書機や、電気式たん吸引器等が多い内容となっ

ております。 

○田中武春委員 

 消化器系が、やっぱり一番多いということで、半分以上占めているというふうに報告を受け

ました。やはり使われる方が、一番使いやすくて安全で、というのもあるだろうと思いますか

ら、適時、見直しも図っているというお答えですので、ぜひ、使用者の意見を聞いてまた、用

具等の見直しを検討していただくように要望しまして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１１６ページ、障がい者福祉費、障がい者自立支援事業について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 これについては、追加資料７３ページに障がい者福祉費の決算額の推移を出していただいて

います。７３ページですね。説明を求めます。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この資料につきましては、民生費、社会福祉費のうち、障がい者福祉費における、目のくく

りで決算額の推移を示したものになります。障がい福祉サービス等の決算額の推移としまして、

年々増加傾向となっておりまして、この５年間で１．３倍に増加しているものでございます。

また、障がい者福祉費に占めます扶助費の割合につきましては、各年度、同程度の割合を占め

ておりまして、令和元年度決算では９３．６％となっております。 

○川上委員 

 年々増加しておるということで、資料の説明をされておりますけど、いきなり５３億円にな

ったわけじゃないわけで、例えば平成１８年、本市発足の２００６年段階では、障がい者福祉

費、幾らだったでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 
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 平成１８年度の障がい者福祉費の決算額につきましては、１８億５８８９万４５９９円とな

っております。 

○川上委員 

 本市は障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に基づいて、さまざまな事業を他市に先駆けて

と言えるかどうかわかりませんけれど、やってきたということだと思います。それで、この間

に国の制度も随分変わりました。それで、年度ごとに障がい者福祉費、どのように推移してき

たか。１８億５千万円から、５２億９千万円までふえたと。その状況を確認したいので、説明

してください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 平成１８年度から現在に至るまで、１４年度にまたがりますけれども、この間で、障がい者

福祉費につきましては、２．９倍の増となっております。平成１８年以降、障がい者に関する

法の改正、制度の見直し、また利用者負担に関する配慮、施設の増加等もございます。それぞ

れにさまざまな要因を呈しているかと思いますけれども、これらに伴いまして、給付につきま

してもふえているものと考えております。 

○川上委員 

 全然わかりません。それで、５２億９千万円まで、２．９倍というのはわかりました。金額

が、いきなり２．９倍になるわけではないでしょう。だから、どういう事情でこうなったのか。

国の制度を今ちょっと言われましたけれど、どんな制度からどんな制度に変わったんですか。

それで社会的な状況の変化ということもあるでしょう。またこの障がい者福祉費が２．９倍に

なったことによって、一人一人の障がいのある方に対する行政サービス、サポートは充実した

んですか。そこのところを聞きたいわけです。 

○社会・障がい者福祉課長 

 障がい者福祉サービスにつきましては、ここに至るまでに生活介護や就労継続支援等の増加、

また障がいサービスに当たりましては、利用者負担の軽減等も図られ、給付費のほうは、それ

に伴い増加をしているものでございます。法改正に伴いまして、平成１９年では負担の軽減、

また２２年からは低所得者への利用者負担の無料化、２４年４月には、法律上、応能負担とな

ることも明確化され、そのようなことで利用者の負担は軽減されるような状況となり、サービ

スのほうは向上をしているというふうに考えられております。 

○川上委員 

 今、社会的に求められる水準との関係で、支出が２．９倍になりましたから、求められる水

準まで行っているというふうには、私は到底言えないと思う。ここのところを明らかにする上

では、やっぱり１０年、２０年くらいの流れの中で見ないといけない。国がどれだけ、この間

に応益負担にこだわってきたか、応益負担というのは、どういうことですかね。先ほど応能と、

今なっていますよと言ったけど。 

○社会・障がい者福祉課長 

 利用者の所得状況によっての負担上限を定めたものとなっております。 

○川上委員 

 部長、今の答弁でいいですか。 

○福祉部長 

 ただいまお尋ねの応益負担といいますのが、いわゆるその人の所得、その方の収益に応じて

の負担ということになりますが、応能ということになりますと―――、失礼しました、応益の

場合には、その方が受けたサービスの量に応じた負担ということになりますので、応能という

ことになりますと、その方の所得等を加味したところの負担ということになります。 

○川上委員 

では、さっき課長は応能の説明をしてくれたわけですね。 
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○社会・障がい者福祉課長 

 応能の説明になっておりました。 

○川上委員 

 私は応益の質問をしたんです。それは今、部長が答弁したことになったんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 応益につきましては、利用の１割負担をとなっております。その１割負担につきまして、応

能で所得に応じて利用料の減免等が行われているところでございます。 

○川上委員 

 国の制度が揺れて、応益負担主義に変わっていくじゃないですか。それに対して、当事者、

国民世論が、そんなことになったらどうなるのかと。障がいが重ければ重いほど、受けるべき

サービスが大きいわけだから、どうなる。負担が大きくなるじゃないですか。障がいが重けれ

ば重いほど、負担が重くなるという制度は、国、地方公共団体の事業としてはあり得ないと。

切り捨てに等しいということで、現実的にサービスを受けられなくなるわけですから。それで

今おっしゃったように、応益から応能のほうに移行しつつあるということではないんですか。

この変化の流れの中で、１８億５千万円から５２億９千万円の費用の増大があるわけでね。そ

のほかのことも、いっぱいあるわけですよ。社会的成熟ということもあるんだけど、ここのと

ころを踏まえて、今後さらに飯塚市ならではの仕事ぶりが求められると思うんだけれど、今後

の課題として、どういったことを考えておるのかお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今後につきまして、これまでの決算の推移から現状を分析し、障がい福祉計画等の中の整合

性を図りながら、障がい福祉サービスの充実及び自立支援や社会参加の促進に努めていくこと

が必要というふうに考えております。 

○川上委員 

 だから飯塚市ならではの、飯塚市ならではのことを、この十何年間かの仕事ぶりの中で教訓

を引き出して、これからどういう財政出動が必要かを今後の予算編成に反映させていくのが、

この決算の目的でしょう。一つの仕事ですよ。それからいうと、今のではまだまだと思います。

それで、一つだけ市長にも聞きたいんだけれど、ミーティアス、どうするんですか。 

○福祉部長 

 今、お尋ねのミーティアスにつきましては、先日福祉文教委員会のほうにご報告をさせてい

ただいております。現在、私ども飯塚市は、土地の所有者でございまして、その上にあります

建物は、株式会社療育振興プロジェクトの所有でございます。当然、私どもと今回の撤退をい

たしますピーサスとの間の３者で覚書を結びまして、これまで事業を続けてきておりますので、

ピーサスが今回、そこから撤退するということになりましたその後につきましては、当然、飯

塚市と療育振興プロジェクトにおきまして、十分協議をした中で進めて、後継法人につきまし

て選定を行いまして、今、進めております、飯塚市が療育の事業として飯塚市でこの体制をと

っておりますものにつきまして、継続できるようにしていくところでございます。 

○川上委員 

これまでこのミーティアスについては、市はどれぐらい―――。 

○委員長 

 川上議員、決算に戻ってください。 

○川上委員 

 だから、どのくらいお金を投入したんですか。決算年度も含めて。 

○福祉部長 

 ミーティアス自体につきましては、相談事業という委託をしている分のみでございまして、

それ以外には飯塚市からの財政的な支援というのはございません。 



３８ 

○川上委員 

 嘉麻市と桂川町と飯塚市で負担して支出しているのは、あれは何ですか。 

○福祉部長 

 それが、ただいま言いました相談事業でございます。 

○川上委員 

 飯塚市は負担金ゼロなんですか。桂川と嘉麻で出しているわけ。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １４：４２ 

再開 １４：４４ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 委託料を３自治体で分担しているということですか。その額は、今わからないということね。

それで、その市有地の無償貸し付け、約束違反でもう１回というふうになったときに、これを

認めなければ、この事業ができなくなるかもしれませんと、副市長が答弁したので、それは相

手が言ったのかと聞いたら、副市長は、私が推察しましたと言われたわけですよね。私はそう

いうのは通用しないと言って反対したけれど、議会の多数は容認したじゃないですか。そこま

で麻生グループに尽くしておいて、こういうようなことになったことについて、非常に残念に

思う。それで、もともと地域の要求は県立の療育センターを筑豊、飯塚に設置していただけな

いかということだったんだけれども、これを労災病院廃止の動きの流れの中で、地域の病院と

してどうやって存続したらいいのかということで、頴田病院、愛生苑を含めて検討する中で、

頴田病院を建てかえる際には、療育機能を持ちましょうねと。中に入れましょうねと言ったら、

入れられませんと福岡県から言われて、だから本市における療育に関する基本的な姿勢がない

から、今日まで、１０年、２０年としっかりしたものがないから、こういう揺らぎが生じて、

当事者たち皆さんは本当に困るということになる。だから、来年度予算編成というのもあるけ

ど、今後の基本構想の中に、きちんと療育機能を、第２次総合計画もあるわけだから、位置づ

けていく必要があるというふうに思います。それで数字は後で聞かせてください。終わります。 

○委員長 

次に、１１８ページ、児童福祉総務費、保育士修学資金貸付金の利用人数について、田中武

春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 それでは私のほうから保育士の修学資金貸付金について、お尋ねします。１５７４万円にな

っておりますけれども、利用人数と前年度と比較しての需要、それから利用者の内訳について

どうなっているか、お聞きします。 

○子育て支援課長 

 令和元年度の修学資金貸付利用者は２７名でございます。令和元年度の貸付利用者の内訳と

いたしましては、新規貸付者が１８名、継続貸付者が９名、そのうち１名は福岡県保育士就学

資金貸付を併用されていることから、月額２万円の貸し付けとなっております。また１名は令

和元年６月に申請されたことから、１０月分の貸し付けとなっております。平成３０年度の貸

付利用者が２５名、令和元年度の貸付利用者が２７名でしたので、一定のニーズはあるものと

捉えております。 

○田中武春委員 

 昨年より２名ほど貸付利用者がふえているということで、一定のニーズがあるんじゃないか

と、私もそういうふうに見ております。ただ今、飯塚市保育士難で、預けたいけどなかなか預

けられない現状があるんですけれども、現実、この２７名を把握しているかどうかわかりませ



３９ 

んが、修学が終わって、飯塚市の保育士のほうに就職するパーセントではないけど、そういう

のの数字は今わかりますか。 

○子育て支援課長 

 この貸付制度、修学資金貸付金でございます。平成２９年１０月から令和元年までに４０名

貸し付けをしております。このうち、令和元年度までに卒業された方が２５名でございます。

そのうち、市内の私立保育施設に就職した方は１９名でございました。 

○田中武春委員 

 １９名、１００％だったらいいんですけどね。まずまずではないでしょうか。ぜひいい制度

ですので、この制度をもう少し広く啓発運動をしてもらって、活用していただいて、飯塚市の

保育士不足を早急に改善したいと思いますので、今後ともご尽力をよろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、１１８ページ、児童福祉総務費、保育士確保緊急対策事業の利用状況、課題等につい

て、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 今の田中武春委員と同じような質疑になるので、一部割愛させていただきますが、この保育

士確保緊急対策事業と大きくまとめてそういうふうになっていると思うんですが、この事業は

保育士就職緊急支援助成金と保育士修学資金貸付金、それから保育士生活資金貸付金がありま

すが、この利用状況について、予算額と決算額を比較しますと、貸付金額の支出が少ない。予

算額はたくさん取っているんだけど、支出が少ないというように思いますが、積算はどのよう

にされてありますか。 

○子育て支援課長 

 保育士修学資金貸付金の予算の積算につきましては、新規貸付者の見込みを私立保育施設の

採用予定数を各施設に調査し、そのうち新卒で採用する割合を勘案した上で、今後私立保育施

設が必要とする新卒の保育士数と、今まで借りている継続貸付者をもとに、貸付金額を積算し

ております。また、保育士生活資金貸付金の予算積算につきましては、修学資金貸付対象者が

そのまま就職した場合の新規貸付者と、今まで貸し付けております継続貸付者をもとに積算し

ております。保育士就職緊急支援助成金につきましては、採用予定数全員が助成金を受けるこ

とと見込んで積算しております。 

○金子委員 

 いろいろ考えて積算されているんだなということがわかりました。だけど、残念ながらその

積算が何て言うんですかね、裏切られたというか、そんな結果だったんではないかなと思いま

すが、その保育士を目指すのが少ない。積算額が、思いどおりにならなかったというのは、ど

んな理由が考えられると思われていますか。 

○子育て支援課長 

 職業の選択が多様化したことや保育士を目指す中で、障がい者施設などの他の施設への就職

を希望されるなど、市内の私立保育施設への就職を希望されないなどが理由として考えられま

す。 

○金子委員 

 でも実際には、先ほど同僚議員が聞かれたときの答えのように、実際には卒業生の中には利

用されていた方もいらっしゃるということですが、この目的、貸付金をふやして保育士を確保

しようという、この目的には残念ながら待機児童の問題にもつながっていっている問題で、保

育士の確保ができていないと言うのは、この課題は一体何だというふうにお考えでしょうか。 

○子育て支援課長 

 この事業の課題といたしましては、やはり、市内保育施設へ就職後５年勤務するということ

で、貸付金が免除というふうに条件をつけておりますけれども、やはり途中でやめられる方が
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多いという点が課題となります。 

○金子委員 

 この全体的な保育士確保緊急対策に関しては、もっとこう長い目で見る必要もあるのかなと

思うんですが、今この事業は新規に就職される方、新しく保育士になろうとする方が対象じゃ

ないかなと思うんですが、保育士を見てみると、新規の方もいらっしゃるけれども、一旦就職

してまた戻った方というのもいらっしゃいますので、どんなふうな方が今、保育士を目指そう

としているのかをもう１回洗い直していただいて、分析していただいて、この飯塚市独自の事

業をまた新しく考えていただければと思っております。 

○委員長 

 次に、１１８ページ、児童福祉総務費、要保護児童連絡協議会委員謝礼金について、金子委

員の質疑を許します。 

○金子委員 

 また続きまして、この要保護児童連絡協議会というのが、５万９千円上がっておりますが、

これは実際、何回開催して、また内容はどんなものなのかお知らせください。 

○子育て支援課長 

 要保護児童連絡協議会につきましては、児童福祉に関係する機関の代表者で構成する代表者

会議、要保護児童等の支援に携わる実務担当者で構成する部会、そして関係機関の担当者で構

成する実務者会議をそれぞれ開催しております。令和元年度の開催回数につきましては、代表

者会議を２回、部会を４回、実務者会議を８回開催しております。また、実務者会議開催回数

のうち、２回は新型コロナ感染拡大防止を考慮して書面会議にて行っております。それぞれの

会議の内容ですが、代表者会議では児童虐待防止に関する情報交換及び連絡調整を行うことと

しており、令和元年度においては、飯塚市の子どもをみんなで守る条例に定める年次行動計画

や指針等の作成について、ご意見をいただきました。部会につきましては、学齢児、乳幼児に

分けて開催し、機関相互の円滑な連携のための情報交換や援助方針の協議を行いました。実務

者会議におきましては、ケースの具体的な支援内容の検討や情報交換などを行っております。 

○金子委員 

 実際に、最近、テレビ等で見ていても大変な虐待の状況とかいうのが身近なところでも起こ

っております。そのためにも、この要保護児童連絡協議会というものの役割というのは、大変

重要だと私は考えております。また飯塚市はこの条例ができました。この条例をしっかり生か

すためにも、この要保護児童連絡協議会が身近なものというか、しっかり考えあわせて誰もが

協力しあえるような連絡、連携ができるような体制をしっかりとっていただきたいと思いまし

て、この質問を終わらせていただきます。 

○委員長 

 次に、１１８ページ、児童福祉総務費、子ども医療費に係る一部自己負担の状況について、

川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料７６ページ、いただいておりますので、説明を求めます。 

○医療保険課長 

 お出ししております資料でございますけれども、子ども医療費に係る一部自己負担の状況に

ついてということでございます。この資料につきましては、子ども医療費に関する過去３年間

の助成額とその際の一部負担額を集計したものでございます。自己負担額については増加傾向

でございます。平成３０年度と比較いたしまして、助成額は約２．８％ほど増額しておりまし

て、これにつきましては対象者と利用件数、ちょっとこの資料にありませんけど、利用件数が

ふえております関係で、助成額がふえているものと考えております。自己負担額はふえており

ますことにつきましては、前年比でちょっと年齢別に受診件数を比較いたしますと、自己負担
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がある小学生の部分のほうが件数がふえておるというようなことで、段々ちょっとふえてきて

いるような状況です。小学生のほうの割合がふえている理由につきましては、ちょっと詳細な

分析はできておりません。 

○川上委員 

 年齢的にはそういうことがあるということなんでしょうけど、助成の対象が広がるわけだか

ら、病院にも行きやすくなったということが、それで自己負担がふえているということはない

んですか。 

○医療保険課長 

 資料に載っています３年度分と申しますのは、前回の改正が平成２８年１０月でございまし

た。よって条件としては、全て一緒ではありますけれども、２８年１０月の改正の際に、小学

校４年生から６年生の部分を拡張しました。その関係もありまして、その効果が出たことはあ

ると思います。また、小学校１年生から３年生までにつきましては、自己負担の上限を少しふ

やしたというのもありますので、その影響もあろうかと思っております。 

○川上委員 

 その自己負担上限をふやしたというのはどういう意味ですか。 

○医療保険課長 

 前回の平成２８年１０月の改正の際に、１年生から３年生の自己負担の上限を６００円から

１２００円にふやした経緯がございます。 

○川上委員 

 大変逆行している中身ですよね。それで、今年度は４０１８万円余ということになっていま

すけど、来年度の見通しはどれぐらいと思われますか。 

○医療保険課長 

 来年度というか令和２年度のことなのかもしれませんけれども、今年１０月から通院の助成

範囲を中学生まで拡大いたします。それによりまして、助成額自体は、年度中途からというこ

とで１千万円ぐらいの増加を見込んでおりますけれども、自己負担額につきましてもちょっと

割合がよく読めないんですけれども、多少増加するとは考えております。 

○川上委員 

 飯塚市の医療費助成の制度は、少し拡大したときに新しい矛盾を引き込んでしまったことが

あるわけですよ。つまり、子ども医療費の無料化だとか、助成は受診促進なんですよね。対象

を拡大したときに、自己負担を導入したわけ。今までになかった。自己負担というのは政策的

にはどういうものかというと受診抑制なんですよ。そのくらい出してくださいよというような

意味合いとは違う。だから、受診促進の制度の中に、異質どころか逆行する自己負担という受

診抑制の機能を持つものを入れて、しかも、今言われたような状況の中で、これを強化してし

まった。受診抑制作用を。コロナの時代でしょう。だから、今まで以上に受診促進を図る必要

があるし、それから、そもそも子ども保険証を持たない子どもがいるのかいないかもわからん

ような状況ではこれからどうなるのということでしょう。インフルエンザと同時流行というこ

とになってくると。 

それで、本市として、今後の教訓、予算編成、場合によっては補正ということもあると思う

んだけども、この４０１８万円ぐらいのお金を飯塚市で工面できないんですか。片峯市長。 

○市長 

 先ほど課長が説明しましたとおり、よかれと思いまして本年１０月から助成範囲を中学生ま

でと拡大をしたつもりでございますが、今のご指摘、そしてやりとりを聞いておりまして、ま

だまだ子育て支援、福祉ということを考えたときに、やらなければならないことがあるんだな

ということを感じながら、受けとめておりました。御存じのとおり、財政状況も決して楽観で

きるような状況ではありませんので、必要でしょうと言われましたらそうですよねというよう
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に答えますが、トータルでの、そういうところも見ながら、このことを意識して、今後もでき

る限り対応できるよう努力していきたいと思っています。 

○川上委員 

 嘉麻市の経常収支比率はわかりますか。 

○財政課長 

 直接、調査を行っておりませんし、まだ公表されておりませんので、今のところは令和元年

度の経常収支比率については把握しておりません。 

○川上委員 

 飯塚市と比べて、特段よいわけがないでしょう。同じ地域で暮らしていて、同じ安倍政権の

もとで苦労しているわけやから。そこが何年も前からできていることをなぜ飯塚市ができない

のかという角度で決算したらいいと思うんですよね。終わります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １５：０６ 

再開 １５：１６ 

 先ほど保留にしておりましたミーティアスに係る委託料について、社会・障がい者福祉課よ

り報告させます。 

○社会・障がい者福祉課長 

 先ほどは数字のほう、手持ちがなく申しわけございませんでした。先ほど委員のほうからご

質問がありましたミーティアスの委託料、令和元年度の決算額につきましては、７６３万

１８０円となっております。 

○川上委員 

 それは飯塚市の負担分ですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 申しわけございません。この分につきましては、飯塚市の負担分がおおよそ６割方となりま

すので、４５７万８千円程度となります。 

○委員長 

 それでは次に、１１９ページ、児童措置費、保育所体制と入所待機について、川上委員の質

疑を許します。 

○川上委員 

 これについては、追加資料をいただいています。７８ページ、簡単に説明をお願いします。 

○子育て支援政策課長 

 提出させていただいている資料につきましては、過去３年間の月別の推移を掲載しておりま

す。上段に、保育所、子ども園の支給認定状況、申し込み者数を記載しております。中段に利

用状況、利用者の数を掲載しております。下段に未利用者の人数を掲載しております。過去

３年、年々増加傾向にございまして、こちらにつきましては、働く世帯が増加しているものと

いうふうに分析をしております。 

○川上委員 

 一部、保育料の無料化等の影響は、どのように見ていますか。 

○子育て支援政策課長 

 昨年の１０月に無償化になっておりまして、未利用児童等の推移を見ますと、無償化に関し

て大きな影響が出ているというふうには分析はしておりません。 

○川上委員 

 私が見るところ、無償化後、利用者数はふえるべくしてふえているかなという感じなんです

けれど、未利用者は、やっぱり２桁台から３桁台に入ってきている。これは例年と比べてどう
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なのかなというのがありますけれど、そういう変化が生まれているのかなと。希望者がふえた

のに、キャパは変わらないから、利用者は変わらないけど、待機者はふえるということに傾向

としてはないのかという心配をしています。そこで、３月末で１３１人という人数が未利用と

いうことになっていますけれど、未利用であろうが待機であろうが、子どもが保育所に行けな

いという現実は同じなんですよ。大人の都合です。言葉を使い分けているだけ。それで、例え

ば１３１人の子どもはどういう保育状況にあるかについて、市はどういうふうに把握していま

すか。 

○子育て支援政策課長 

 ３月末の１３１名の方につきましては、詳細に把握しておりませんが、年度途中には現況調

査のほうを数回行っておるところでございます。 

○川上委員 

 何月と何月と何月、何人に連絡をとって、その経過をどう評価しているのかというようなこ

とが答弁できますか。 

○子育て支援政策課長 

 令和元年度につきましては、２回実施をしておりますけれど、何月に実施したかと何件を対

象にという形については、今現在ちょっと数字を持ち合わせておりません。申しわけございま

せん。 

○川上委員 

 子どもは生きているわけですから、そして保育が必要ない、本来は。ところが、大人の都合

で子どもが保育を受けられないという状態というのは、大人対子どもということで考えたら、

これは大変なことなんですよ。その子どもの状態を、数カ月に１度どうか全員調べているだろ

うと思うけど、そのくらいでいいのかなと。保育部門だけで対応してよいのかなということも

あります。 

それで、待機児童ゼロに向けて、現在どこまできているという考え方ですか。 

○子育て支援政策課長 

 これまで定員増による施設整備や認定こども園への移行による保育の受け皿の確保の取り組

みを行ってまいりました。また、令和２年度には新設保育所の開設、認定こども園へ移行する

幼稚園により、保育の受け皿として令和３年度から１６６名の定員増を行う予定でございまし

て、令和３年度には待機児童が解消できるよう取り組んでいるところでございます。 

○川上委員 

 筑穂保育所は定数減は何人でしたかね。 

○子育て支援政策課長 

 令和４年度を目標に移設を予定している筑穂保育所につきましては、定員につきましては

３０名の減というふうにしております。 

○川上委員 

 ３０名定員を、筑穂だけで減らしても、待機児ゼロにできる、そういう施設整備がいつまで

にできるんですか。 

○子育て支援政策課長 

 現在の予定では筑穂保育所につきましては、令和４年度の開設に向けて準備をしているとこ

ろでございます。 

○川上委員 

 全体として待機児を解消できる施設的な面での準備は、いつまでにできるのだろうかという

質問です。 

○子育て支援政策課長 

 先ほども申し上げましたとおり、来年の４月に、定員１６６名の定員増を予定しております
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ので、基本的なそちらで待機児童が解消できるというふうに見込んでおります。 

○川上委員 

 来年４月、令和３年４月なんですね。施設のほうは用意はできるだろうと。皆さんの計算で

は。保育士のほうはどう考えていますか。 

○子育て支援政策課長 

 保育士につきましては、各種貸付金等の事業を行っておりまして、保育士確保に鋭意努めて

おるところでございます。ただ定員に達していない保育所等もございますので、保育士がふえ

れば、その分入所者数もふえるものと考えております。 

○川上委員 

 この間、保育士確保のためにさまざまな努力をしてきたじゃないですか。共産党も効果がど

れぐらいあるかわからないけどじっとはできないと。とにかく頑張ろうということで賛成しま

したよ。先ほどの答弁では、そういう方向をたどっていたけれども、介護のほうに行った人が

ふえているとか、そういうふうな答弁を聞きましたけれど、予定どおり保育士が確保できなけ

れば、施設が仮に充足しても子どもが受け入れられないじゃないですか。新型コロナの時代を

迎えて、従来の子どもの人数と施設の基準のままでよいかどうかも考える必要があるかもしれ

ない。それから保育士と子どもの人数の関係も考えていけないかもしれない。だから、これま

での基準どおりでいいんですかというのが、今全国的に問われている状況だと思います。 

それで、新型コロナ危機の時代の影響もあって、保育士確保の困難が深まる中で、感染防止

に万全の体制をとるとともに、比較的に処遇のよい公立保育所をふやすことが緊急課題と指摘

をしたいわけだけど、この公立保育所の役割を発揮させるという点で言えば、随分言ってきま

した。この間の検討状況をお尋ねします。 

○子育て支援政策課長 

 公立で申し上げますと、来年度の正規職員での保育士は６名採用する予定でございます。ま

た、不足する場合につきましては、会計年度任用職員及び任期付職員を採用することで、解消

してまいりたいというふうに考えております。 

○川上委員 

 公立保育所の重要性について、もう繰り返し、きょうは申し上げられません、時間がないの

で。ただ、公立保育所で採用する職員については、もう言っていますからあれですが、地方公

務員として福祉の最前線で経験を積み、能力を高めていった方々は、これからの福祉の増進を

目的とする飯塚市のまちづくりにとっては、大きな、何と言ったらいいんでしょうかね、力に

なると思うんですよ。それで１年で、まるで何というか、１年が過ぎたらさよならというよう

な、そういう労働者の雇用の仕方ではなくて、やっぱり自分の人生設計と公務労働を結びつけ

て考えられるような採用の仕方を本気で考えていかないと、もう５年後、１０年後、飯塚市の

公務労働を誰が担うのかという事態になってしまうかもしれない。そういった角度からいって

も、ぜひ公立保育所を充実して、保育士を定員を超えてでも確保しておくというのが重要じゃ

ないかと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１１９ページ、児童措置費、保育体制強化事業の成果と課題について、金子委員の質

疑を許します。 

○金子委員 

 この保育体制強化事業が４４１万９７００円というふうに出ております。では、この保育体

制強化事業の内容についてお示しください。 

○子育て支援課長 

 保育体制強化事業についてでございますが、こちらの事業につきましては、私立保育所等を

対象として、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を、保育以外、例えば保育施設
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内の消毒や給食の配膳、後片づけなどの業務に活用して、保育士の負担を軽減することによっ

て、保育体制を強化し、保育士確保及び離職防止、職場環境の整備を図ることを目的とした事

業でございます。 

○金子委員 

 これは私立の保育園のみに行っている事業だということで、この成果と課題について教えて

ください。 

○子育て支援課長 

 事業の成果につきましては、平成３０年度補助金交付件数が４件だったのですけれども、令

和元年度補助金交付件数が６件と２件増加しております。保育支援者の配置に関する経費を補

助することで、保育所等の職場環境の整備につながったものと捉えております。課題につきま

しては、保育支援者の申し込みが少ないこと、また、補助金の交付要件として、保育支援者を

配置した月の保育士及び保育士以外の人数が、前年同月よりも同数以上であることが条件であ

ることから、その要件に合致しにくいということがございます。 

○金子委員 

 現在、令和元年は６件ということで、現在２４園の私立保育園があるということで、４分の

１が使っているということですね。これを利用したことで、先ほどのいろんな保育士の不足と

かいうのが解消できるかなというふうに思います。また、保育士のこれをシステムというか、

要件が大変厳しいなというふうなことを思いますが、保育士が本当に一生懸命頑張っているけ

ど足りないというところを数で見ているんだろうなと思うんですが、何よりまた求人の仕方が

私立保育園それぞれにやっているというところも、まだまだ、何か方策がないのかなと思った

りもいたします。何よりこの保育士体制強化事業というのは、飯塚市が望んでいる待機児童解

消のための一つの方策であることは間違いないなと思います。それが保育士不足を解消するた

め保育士がやめないための一つの方策であるので、これは県の事業でありますので、市の独自

の支援事業というところも考えていただければ、これをヒントに考えていただくよう、またお

願いいたします。 

○委員長 

 次の１２３ページ、保育所費、子育て支援センター運営委託料については、金子委員より取

り下げる旨の申し出があっております。 

次に、１２４ページ、青少年対策費、児童クラブ運営状況について、川上委員の質疑を許し

ます。 

○川上委員 

 児童クラブ運営状況について、お尋ねします。追加資料を８０ページにいただいています。

見ればわかるでしょうということもあると思うんですけど、何か提出に当たって説明すること

がありますでしょうか。 

○学校教育課長 

 資料に関しまして児童クラブ等の委託料等を載せております。特別に資料以外に説明する内

容等はございません。 

○川上委員 

 利用数に従ってと言うべきか、委託料が、委託は青少年健全育成会ですけれども、ふえてい

ます。ふえている要因についてはどういうふうに把握していますか。 

○学校教育課長 

 前年度と比較いたしまして増額となりました理由は、支援員の増加がございます。また、平

成３０年度は、年間に比べ１０９８名でございましたが、令和元年度は延べ数が１１２４人と

延べ２６名の増加がございました。また、３月には、新型コロナウイルス感染症対策としまし

て、学校が休校となりましたので、午前中の支援分の給与分が増額となっております。 
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○川上委員 

 これまでもそうだったんですけれども、今後は特に新型コロナウイルス感染症対策のために、

子どものスペースをゆとりあるものにする必要があると考えていますけれど、２月、３月の経

験から、どういう教訓を引き出しているか、いないか、お尋ねします。 

○学校教育課長 

 通常では、各児童クラブにおける専用教室で運営しておりますが、コロナ禍の中、密を避け

る対策としまして、児童１人当たりのスペースを確保する必要がございました。このため、専

用教室のみでスペース確保が困難な場合に関しましては、児童クラブにおきまして、小学校に

協力いただきまして、空き教室や特別教室をお借りすることでスペースを確保している次第で

ございます。 

○川上委員 

 保護者に対して、できるだけ子どもを児童クラブに来させないでほしいとかいうようなこと

は言っていないでしょうね。 

○学校教育課長 

 はい。そのようなことは聞いておりません。 

○川上委員 

 言った、言ってない。 

○学校教育課長 

 そういうことは言っておりません。 

○川上委員 

 言っていないと言われたんだろうと思いますけれど、全国的には言っているんですよ。親の

ほうは、密の状態に違いない児童クラブに、子どもを送り出すことによって、我が子の感染も

心配ということで―――、わかるでしょう。もう大変な事態になっている。そういう意味では、

安心して子どもを預けられる、また子どもが自分自身も安心できるような空間と体制を用意す

る必要が２月、３月の教訓から出ているはずなんですよ。このスペースの確保と感染対策につ

いて、今、特に力を入れようとしているところはどこですか。 

○学校教育課長 

 特に力を入れているところで申しますと、障がいのある児童生徒等もいますので、その子ら

が落ちついて過ごせるよう、特別支援学級の教室等を利用することも考えながら進めておりま

す。 

○川上委員 

 そのお話は聞いているんですけど、前からね。現実に２月、３月の教訓から、新型コロナの

危機のもとでの特別の考えというのを、やっぱり教訓を引き出す必要があるのではないかと。

その中の一つが、児童クラブ支援員の体制確保をどうするのかということだと思うんですけれ

ど、今度、８月１日に教師の感染が確認された学校については、夏休みを１週間前倒しでやっ

たでしょう。そのとき、児童クラブが対応しているはずですよ。そうしたことが、今後いつ起

こるかわからないような状況なんだけれど、そうしたときの支援員の確保の考えとか、そうい

う教訓は引き出してないですか。 

○学校教育課長 

 今回の件におきまして、いろいろ私たちも考えているところでございます。支援員の安全の

確保につきまして考えながら、今後も進めてまいりたいと考えております。 

○川上委員 

 決算特別委員会だから、考えていますというのだったら、何を考えているのか、教育部長、

答弁できますか。 

○教育部長 
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 支援員の数につきましては、現在、充足しているところではございますが、今ご指摘のとお

り、今後何が起こるかわからないということを念頭に置いて、今後、各関係部署等と調整をし

ながら考えていきたいというふうに考えております。 

○川上委員 

 まだ何も考えてないということですよね、はっきり言って。学校休業、インフルエンザが来

るんですよ。学級閉鎖、学校閉鎖が来るわけでしょう。それと新型コロナですよ。先生方は無

症状で、子どもも無症状で、どうぞというわけにはいかないでしょう。だから、ＰＣＲ検査の

問題とか、最低限のことですよ。無症状の人に誰でもいつでも繰り返しというのは。だから、

そういったことをぜひ考えて、すぐ手を打ってもらうように、関係機関とも相談しないといけ

ないんでしょうけれど、何かあったら、子どもは児童クラブにとにかく行ってもらおうという

だけでは、支援員も大変、子どもも苦しむ、そして、もしそこでクラスターが発生したらどう

するんですか。だから真剣な検討をお願いして、質問を終わります。 

○委員長 

 次の１２４ページ、青少年対策費、ファミリーサポートセンター事業委託料については、金

子委員より取り下げる旨の申し出があっております。 

次に、１２４ページ、青少年対策費、少年相談センター補導委員謝礼金（登録者数、男女比、

単価、基準等）について、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 そうしたら私のほうから、少年相談センター補導委員謝礼金について、６１万５６００円、

昨年の補導委員の登録者数、それから男女比がどうなっているのか、それと地区別にわかる分

をお答えください。また、謝礼金の単価、それから補導委員の基準等についてお教えください。 

○子育て支援課長 

 令和元年度の少年相談センター補導委員の登録者数につきましては、全体で６３名でござい

ます。過去２年間の登録者数は、平成２９年度では７１名、３０年度は６６名でございました。

令和元年度の地区別登録者数を申し上げますと、飯塚地区４４名、穂波地区４名、筑穂地区

３名、庄内地区７名、頴田地区５名でございます。男女の内訳といたしましては、全体で男性

４６名、７３％、女性１７名で２７％でございます。地区別で申しますと、飯塚地区の男性

３２名、７３％、女性１２名、２７％、穂波地区の男性２名、５０％、女性２名、５０％、筑

穂地区の男性３名、１００％、女性０名、０％、庄内地区の男性５名、７１％、女性２名、

２９％、頴田地区の男性５名、１００％、女性０名、０％でございます。単価につきましては、

活動した月に対し１２００円を支給しております。また、補導委員の基準につきましては、飯

塚市少年相談センター規則第６条により、関係機関、団体職員及び地域住民のうちから市長が

委嘱することとなっており、任期は２年でございます。 

○田中武春委員 

 少年相談センターの補導委員の男女別の内訳を聞きましたけれども、女性の補導委員がいな

い地区があるようですけれども、私としては男女共同参画の点からすると、各地区においても

女性の補導委員について活躍していただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。

少年といいましても、女の子も、今活発な子が多いですから、男性が聞くよりも女性から聞い

たほうが僕はいいんじゃないかなと、本当の心を開いてくれるんじゃないかなという思いがあ

りますので、その点について、市の考え方はあるんでしょうか。 

○子育て支援課長 

 質問委員がおっしゃいますように補導委員が各地区の活動を行う際に、男女問わず声かけを

行いますので、中には女子児童生徒への声かけには女性の補導委員のほうがいい場合があると

思われます。今後、各地において女性の補導委員の方に活動していただけるよう関係機関に働

きかけを行ってまいりたいと考えております。 



４８ 

○委員長 

次に、１２５ページ、児童遊園費、児童遊園内の樹木の管理について、奥山委員の質疑を許

します。 

○奥山委員 

１２５ページの児童遊園につきましては、取り下げまして、１５５ページの都市公園の項で

一緒に質問したいと思いますので、取り下げます。 

○委員長 

 それでは入れかえのため、暫時休憩いたします。 

休憩 １５：４８ 

再開 １５：５０ 

 委員会を再開いたします。 

第４款、衛生費、１３０ページ、健康づくり推進費、近年の不妊治療助成の実績等について、

光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １３０ページの不妊治療助成金についてお伺いします。まず、事業の概要について、お願い

します。 

○健幸・スポーツ課長 

 不妊治療のうち、特定不妊治療を希望したにもかかわらず、経済的負担により、治療を受け

ることができない夫婦に対しまして、費用の一部を助成し、少子化対策の充実を図ることを目

的といたしております。福岡県が実施いたしております、不妊に悩む方への特定不妊支援事業

による、これの２回目及び３回目の治療費助成の決定を受けた方に対しまして、不妊治療に要

した費用から県の助成額を控除した額について、１５万円を上限に助成をいたしております。

この事業は、平成２８年度から開始いたしまして、開始当初より２回目を助成しておりました

が、令和元年度より３回目までと拡充をいたしたところでございます。県助成の申請を受けて

いる嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所に協力を依頼いたしまして、２回目、３回目の助成を決定

した飯塚市の対象者に、市の助成の申請書類を渡しているところでございます。 

○光根委員 

 かつて、私が議員なってから不妊治療に関して一般質問をさせていただきまして、そのとき

は２回目だけだったんですけれども、今回、３回まで拡充ということで、うれしいことだと思

いますけれども、次に事業の実績についてお伺いします。 

○健幸・スポーツ課長 

 平成２８年度は１５名、２９年度は２４名、３０年度は２３名、令和元年度は２４名の方に

助成をいたしたところでございます。 

○光根委員 

 年々ふえているようでございますが、現在、この不妊治療については一部保険適用される部

分もありますが、体外受精や顕微授精など、特定不妊治療は保険の適用外となっております。

この高額となる特定不妊治療の費用を一部助成するという事業でございますが、先日、菅総理

大臣が誕生しましたけれども、先日、就任する前、演説で菅総理が不妊治療に公的医療保険を

適用し、経済的な負担軽減を図っていくとの考えを示されました。現実にどうなっていくのか

わかりませんけれども、実際に期待する声も多かったと思います。これとは別に、ここは要望

になるんですけれども、かつての一般質問の中でも、要望しておりましたけれども、不妊症と

また別個の不育症というのがあります。妊娠するけれども、流産とか死産を何回も繰り返して

しまうような、この不育症に関して、福岡県の事業を受けて上毛町が福岡県で唯一、助成制度

を設けております。また、多くの全国の自治体もこの不妊症治療とともに、この不育症の治療

の助成も行っているところもあります。今後、本市におきましても、同じような妊娠できない
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方、悩んでいる方が多くおられます。不妊症とともに、不育症の治療に関する助成を今後も考

えていただきたいと要望して、この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、同じく１３０ページ、健康づくり推進費、データ利活用スマートシティ実証実験事業

委託料の内容、予想される効果、持続可能等について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 １３０ページ、データ利活用スマートシティ実証実験事業委託料で４９８５万８６００円と

いうことで決算が上がっております。表題にありますように、実証実験ということですので、

これが終わりましたら本実施を２年度に、今まさにそうだろうというふうに思いますけれども、

ネット等でスマートシティとはどんなものかなと調べるといろいろ出てきますけれども、いろ

んなＩＴ機器等を使いながら進めていく事業だということで、本市においては、実証実験が令

和元年度に行われておりますので、そこに何を期待して、その結果を２年度にどう生かしてい

くのかというところを見据えた実証実験にかかる費用だったというふうに思いますので、まず、

実証実験の事業内容についてお伺いをいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 本事業は総務省のデータ利活用型スマートシティ推進事業、これは都市や地域の機能やサー

ビスを効率化、高度化し、生活の利便性や快適性を向上させるとともに、人々が安心、安全に

暮らせるまちづくりを目的といたしまして、複数分野のデータを収集し、分析等を行う基盤を

整備するものですけれども、この事業の採択を受けまして、スマート・ウエルネス・シティ

サービス展開事業といたしまして、健幸都市づくりの実現を図るために実施いたした事業でご

ざいます。具体的な内容といたしましては、一つの大きな柱といたしましては、スマートフォ

ンのアプリ、活動量計を使っての健幸ポイント事業となります。これは健幸にとって基本的な

歩くことに加えて、活動量、そしてその結果に基づき、インセンティブを付与するというもの

でございます。また、参加者の同意のもと、このアプリを活用し、行動履歴を記録することに

よって、市民の方がどこによく行っているか、どこを歩いているかというものを可視化いたし

まして、今後のまちづくりの基礎データとするものでございます。あわせて、エリア限定では

ありますが、ＭａａＳを使っての次世代モビリティーの可能性を検証するというもの。そして、

健幸ステーション整備の可能性を探るというものでございます。これらの複数データを収集し、

分析するための基盤を整備することを目的とした事業でございます。今回の事業によって、本

市の今後の健幸づくり、まちづくりに役立てていきたいと考えているところでございます。 

○奥山委員 

 健幸都市づくりということで、飯塚市が目標としているところでありますので、どんどん活

用して実証実験が終わりましたので、成果が出るようにというふうに思います。 

次に、令和元年度に行った事業の成果についてはどのようなっておるのか、お伺いいたしま

す。 

○健幸・スポーツ課長 

 歩くことでポイントを付加し、行動変容を促しました健幸ポイント事業の参加者は昨年

１６７名となっておりました。その結果といたしましては、参加者全体の１日の平均歩数は、

２カ月で１２２３歩増加いたしております。参加前の歩数が１日５千歩未満であった方が５９．

７％であったのに対しまして、２カ月後では４３．７％、１６％の減少となっております。国

で推奨されております１日８千歩以上に達する方でございますが、参加前から１１％増加する

など、有意な変化が確認できたところでございます。また、参加者の行動といたしましては、

市役所及びその周辺、そしてイオン穂波店を結ぶところでの行動というところが顕著でありま

したけれども、このシステムをより多くの参加者で検証ができれば、今後のまちづくりにおき

まして、例えばでございますけれども、ここは歩いている方が多いため、歩道をしっかり整備
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したほうがいいとかいうことがわかりますので、整備の方向性がはっきりすることになろうか

と考えております。 

○奥山委員 

 今、最後に言われましたけれども、歩道をしっかり整備と―――、いいものも出てくるのか

なというふうに思います。それと１６７名ということだったですけれども、事業の参加者、昨

年ですか、健康意識がある方が当然お申し込みされているというふうに思いますけれども、ま

だまだその健康意識のない方がこういうことをやることによって、こうなりますよというアウ

トプットを教えられるようなものになるんだろうというふうに思いますけれども、やっていた

だければというふうに思います。ある新聞に、歩く習慣のある人は、幸福感が高いというふう

に言われています。１日１千歩歩けばこうだとか、２千歩歩けばこうだとか、体の不調を好調

にするようなデータがよく載っておりますけれども、まさに、歩くことは健康になろうかとい

うふうに思います。特に、私たちも、職員の皆様も２キロ圏内にいらっしゃる方は、ぜひ歩い

て通勤いただければというふうに思います。 

３つ目になりますけれども、今後の事業の展開はどのように考えてあるのか、お伺いします。 

○健幸・スポーツ課長 

 健康づくりということでの継続事業といたしましては、本年度から内閣府の地方創生交付金

を活用いたしました健幸ポイント事業として「いいづか健幸ポイント２０２０」を開始いたし

たところでございます。これは、先ほど説明いたしました活動量計、スマホアプリを活用いた

しまして、日々の歩行や運動に励もうとする方に対して、ポイントを付加し、それに応じたイ

ンセンティブを付与することで運動に無関心、また不十分な中年層、高齢者など、多くの方に

生活の中で「歩くこと」、「健康について」を意識し、実践してもらおうというものでござい

ます。また、この事業にあわせまして、スポーツ庁のスポーツによる地域活性化推進事業を活

用いたしまして、特にハイリスクの方、これは糖尿病や高血圧の方、生活習慣病を持たれた方

ですけれども、個別運動プログラム教室を実施いたします。これまで、少し運動したほうがい

いですよと指導を受けた方に、その方にあった運動メニューを提供し、実践していただくとと

もに、健幸ポイント事業に参加していただくことで、先ほどのアプリや活動量計を持つことに

より、どれくらい日ごろ運動しているかがわかります。そのことで経過観察が可能となります。

また、参加者にとってメニューを実践することでご自身が健康になるとともに、インセンティ

ブももらえるということになりますので、より高いモチベーションになると考えております。

この２つの事業を健康づくり応援プロジェクトといたしまして実施いたしております。また健

康づくりの環境整備のための事業といたしまして、今回、９月補正予算に計上いたしておりま

すが、こちらは国土交通省の先導的官民連携支援事業を活用いたしまして、交流センターを活

用した健幸ステーションとしての導入可能性の実証実験を行う予定といたしております。 

○奥山委員 

 中段でスポーツによる活性化ということで、個別運動プログラム教室ということで、お話し

されました。非常にいいのかなというふうに思います。本市もいろんな方が、これに参加され

て、ポイントをもらうのはいいんですけれども、その結果を、最後にお願いなりますけれども、

ポイント事業だけではなくて、個別の運動プログラムで、結果のアウトプットを、例えば実施

した方の血圧がこういう平均値からこういうふうに変わったとか、糖尿病の数値がこういうふ

うに改善したとか、しなかった方はどんどん上がっていったとか、そういうデータが飯塚市の

データとして、年齢別、男女別でつかむことができたら、私もしましょうかという方がどんど

んふえてくるんじゃないかなというふうに思いますので、医療費の削減等にもつながってまい

りますので、しっかりお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、１３５ページ、ごみ処理費、ごみ収集車購入費（新車購入に対する基準等）について、
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田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうから、ごみ処理費、ごみ収集車購入費について、少しお聞きしたいというふうに思

います。ごみ収集車購入費７０２万６８００円というふうにありますけれども、これはどうい

った車でしょうか。よろしくお願いします。 

○環境対策課長 

 積載量２トンのパッカー車です。以前の車が登録から２０年、走行距離が２４万キロメート

ルを超え、経年劣化も進んでいましたので、買いかえたものでございます。 

○田中武春委員 

 大分古いですね。この車はオートマチック車と聞いていますけれども、どうですか。 

○環境対策課長 

 オートマチック車です。現在、環境センターでのし尿収集車につきましても、オートマチッ

ク車に切りかえており、職員の運転に対する負担軽減や安全性等も考慮し、パッカー車では今

回初めてのオートマチック車の採用を行っております。 

○田中武春委員 

 今若い人は、オートマチック限定免許とかいう方もおられますし、これなら女性の方も運転

ができるんじゃないかというふうに思いますけれども、今回また、ことしだったですかね、パ

ッカー車でバックで事故があって、ケガがなくてよかったですけどね。オートマチック車だっ

たら、多分動かないと思いますけれども、買いかえに当たっての基準というのはあるんでしょ

うか。 

○環境対策課長 

 明確な基準はありませんが、使用年数や走行距離が多くなった車で故障が多くなったり修理

費用が多額になりそうな車を買いかえ対象としております。 

○田中武春委員 

 この車は、特殊車ですから普通車とちょっと違うのかも知れませんけれども、１３年たった

ら普通車の自動車税が上がるんですけれども、このあたりは考慮してあるんでしょうか。 

○環境対策課長 

 地方税法第１４６条により、市町村が所有する自動車につきましては、自動車税は非課税と

なっていますので、買いかえの基準としましては、先ほど申しました使用年数や走行距離、現

在の車の劣化状況等を考慮して判断しているところでございます。 

○田中武春委員 

 わかりました。非課税ということで。この車は特殊なので、１年車検になるんですか。毎年

車検。車は最初３年で、２年になるけど、ずっと１年。最初に２年とか３年はない。最初は

２年。後は１年ということですかね。はい、わかりました。そうしたら税金はかからないけど、

たしか重量税は課税されますよね。１３年経過したら、当初が５万７４００円で１３年たった

ら７万９８００円に上がるよね。１８年たったら８万８２００円になるということですね、は

い、わかりました。結構、あんまり長く使うと税金を払わないといけないですね。僕は思うん

ですけれども、今一定の基準というのも、やっぱり公用車ならつくるべきじゃないかと。ただ

古くなったからということで、いつまでが古いのかと、５０年使っても古いけど、１０年たっ

ても、５年たっても、もしかしたらいろんな修理とかが重なって何百万円もかかったら買いか

えなくてはいけないでしょう。安全性に支障を来すようになったら職員が大変ですよ。これで

人身事故などを起こされると、市の責任になりますので、安全第一ですから。古い新しいも考

慮に入れないといけないけど、まず安全に公用車が運転できるのか、走行できるのか、稼働で

きるのかというのも、トータル的な判断ですかね。古いかとかそういう―――、トータル的な

基準といいますか、公用車は多分必要じゃないかなと思うんですよね。修理がかかるとか、維



５２ 

持費用がかかるということも前提に入れながら、この一定の基準を設けて買いかえについての

考えがあったら、お聞かせください。 

○環境対策課長 

 委員がおっしゃられますように、維持費用が増となる前に買いかえを行うことが望ましいと

思いますが、高額な調達にもなりますし、また一定の基準を設けることは、他の公用車を所有

するところにも影響がありますので、今後、関係部署とも協議しながら考えていきたいと思い

ます。 

○田中武春委員 

 ぜひ、環境対策課だけでは、多分、先に進まない、契約課なりいろんな関係課とほかの公用

車とのバランスもありますから、有事と思いますのでぜひその点を前向きに検討していただく

ように要望しておきます。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑はないようですから、第３款、民生費及び第４款、衛生費についての質疑を終結いたし

ます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 １６：１０ 

再開 １６：１５ 

○委員長 

 委員会を再開いたします。 

次に、第５款、労働費から第８款、土木費について１３６ページから１５９ページまでの質

疑を許します。 

まず、質疑事項一覧表に記載されています１３８ページ、農業振興費、農業後継者育成対策

事業費補助金の成果と課題についてから、１３９ページ、農業振興費、がんばる農業応援協議

会負担金事業の成果と課題については、金子委員より取り下げる旨の申し出があっております。 

では次に、１３９ページ、農業振興費、女性農林漁業者の活躍促進事業費補助金の成果と課

題について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 １３９ページの農業費の中の女性農林漁業者の活躍促進事業費補助金について、まずはその

事業についてお知らせください。 

○農林振興課長 

 女性農林漁業者の活躍促進事業につきましては、福岡県経営技術支援対策関係事業費補助金

交付要綱に位置づけられましたメニューの中の一つで、対象者は、女性農林業者もしくは女性

農林業者組織になります。事業内容としましては、商品製造のための機器整備に要する経費を

補助する事業となっております。 

○金子委員 

 農業支援に関しては、さまざまな支援事業が県にもあっていろいろあるんだなってわかった

んですけど、その中でも、この女性に特化しているというその理由と、この成果について、わ

かる範囲で教えてください。 

○農林振興課長 

 今までの農業を考えますと、家族で農業を営むことが常であり、女性が主となり営農活動を

行うことは多くなかった状況でございます。しかしながら、女性が経営に参画することにより

収益力が向上する傾向にあるということも、国も県も着目しております。本市としましても、

農業分野での女性の活躍は、本市農業の発展に寄与していただけるものと、十二分に理解して
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いるところでありますので、当該事業は、女性の活躍を後押し、農業所得の向上という観点か

らも有効な事業であると考えております。当該事業は福岡県の単独事業でございますことから、

福岡県に対しまして、事業継続及び事業枠拡大を要望していきたいと考えております。 

○金子委員 

 ぜひお願いいたします。飯塚市の中でも、農業に関して本当に頑張っている女性がたくさん

いらっしゃいます。先ほど述べられたように、女性が農業の中で活躍していくというのは、今

まで着目されていなかった。何でかというと、やはり農業というのは家族経営で、どうしても

男性のもとで女性が賃金も得ずに働いている。一生懸命働いても自分の手元には残らない、ま

た休みも大変とりにくいという状況がありました。しかし、食に強いのはやはり今の状況では

女性、そこを２次産業とか３次産業を合わせたところで６次産業と言われるような、今、産業

が着目されているというところに私は大変意義があって、またそこで飯塚の女性は大変強いな

と思います。さまざまな開発をされて生き生きとされている方が、たくさんいらっしゃるとい

うことを事業を見てもわかりますので、ぜひまた、市としても何らかのその応援事業も考えて

いただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１３９ページ、農業振興費、鳥獣被害対策実施隊員報酬（隊員数、報酬基準）につい

て、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 それでは私のほうから、鳥獣被害対策実施隊員報酬、７４万８千円について質問したいと思

います。本市において有害鳥獣駆除に従事いただいている捕獲員の人数について教えてくださ

い。 

○農林振興課長 

 本市が有害鳥獣捕獲の従事者証を発行し、従事いただいている捕獲員の人数につきましては、

令和元年度の実績人数は５０名となっております。地区別で申し上げますと、飯塚地区１９名、

穂波地区５名、筑穂地区１１名、庄内地区１０名、頴田地区５名となっております。 

○田中武春委員 

 それでは、有害鳥獣捕獲員の中に、鳥獣被害対策実施隊員として従事していただいていた方

がおられると思いますけれども、実施隊員の内容や方針についてお尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 鳥獣被害対策実施隊員につきましては、本市が有害鳥獣捕獲の従事者証を発行した有害鳥獣

捕獲員５０名のうち、市長が委嘱した方が、鳥獣被害対策実施隊員として活動いただいており、

令和元年度は２１名となっております。実施隊員２１名の平均年齢につきましては、平成

３１年４月１日時点で７０．６歳となっており、本市からの要請により実施隊員として活動し

た実績に対して日額２千円の報酬及びアナグマまたはアライグマを捕獲した場合に、日額

１５００円の加算をお支払いいたしております。令和元年度実績としましては、延べ３３８日

活動いただき、報酬額として、７４万８千円をお支払いいたしております。 

○田中武春委員 

 だいぶ高齢化が進んでおりますね。実施隊員として活動した際に日額２千円をお支払いされ

ているということですが、金額が安いようにも感じますけれども、近隣の自治体と比較した場

合に妥当な金額と言えるのでしょうか。 

○農林振興課長 

 近隣自治体の状況を申し上げますと、嘉麻市が日額３５００円、宮若市が日額６４００円、

田川市、直方市が報酬なし、桂川町は日額２２００円となっております。本市につきましては、

予算の範囲内で日額２千円に、アナグマまたはアライグマを捕獲した場合に日額１５００円を

加算しており、月間及び年間における活動回数に制限は設けておりません。近隣自治体では支
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出実績がない自治体や回数に制限がある自治体もあり、近隣自治体と比較しましても妥当な金

額となっておるものと考えております。 

○田中武春委員 

 近年、有害鳥獣による被害については、昔は山間部が多かったと思うんですけれども、今、

山に食べ物がないんでしょうね、市街地のほうにも及んできておる状況であります。その鳥獣

被害対策実施隊員の方々にも、存続がないと、これについては対応が大変厳しいものだという

ふうに考えております。今後とも、積極的に実施隊員の確保に努めていただいて、報酬につき

ましても、増額の検討をできればお願いしたというふうに思います。要望です。 

○委員長 

 次に、同じく１３９ページ、農業振興費、鳥獣被害対策実施員の人数、報酬の渡し方、今後

の課題について、金子委員の質疑を許します。 

○金子委員 

 今の田中武春委員の質問と同じでしたので、取り下げます。 

○委員長 

 次に、１４２ページ、林業振興費、荒廃森林整備事業費（委託先）について、金子委員の質

疑を許します。 

○金子委員 

 この荒廃森林整備事業費についてお尋ねします。まずその内容についてお知らせください。 

○農林振興課長 

 荒廃森林整備事業につきましては、今後１０年間で公益的機能が発揮できなくなるおそれの

ある森林を対象に、福岡県の森林環境税基金を活用し、環境保全や災害防止を目的に樹木の間

伐や侵入竹除去等を行っていく事業となっております。 

○金子委員 

 この委託先はどこなんでしょうか、教えてください。 

○農林振興課長 

 当該事業につきましては、長期間放置され荒廃した森林を対象に間伐等の整備をする樹木の

剪定を行う荒廃森林調査委託と、その調査に基づいて、樹木の間伐等を行う荒廃森林整備事業

委託の２つの委託事業となっており、委託先は、調査委託につきましては、株式会社グリーン

ロード、整備事業委託につきましては、福岡県広域森林組合飯塚支所となっております。 

○金子委員 

 飯塚市の森のほうというか、離れたところに行くと、どうしても森林が荒れているのがよく

わかります。特に台風の後とか、本当に荒れていて、誰も手がつけられなくなっているという

状況をよく目にしますので、ぜひ環境保全や災害防止のことを考えて、継続して整備していた

だくよう、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、第７款、商工費、１４５ページ、商工業振興費、海外経済交流推進事業の成果と今後

の運営方針や事業の在り方について、兼本委員の質疑を許します。 

○兼本委員 

 決算書１４５ページの海外経済交流推進事業費について質問させていただきます。この事業

は、本市の労働力不足解消のために、外国人雇用の仕組みを構築すること及びアジア諸国へ市

内中小企業等の販路拡大や企業進出等の支援を行うことということですが、まずはこれまでの

成果を教えてください。 

○国際政策課長 

 成果についてご説明いたします。まず、労働力不足の解消に向けた外国人材の雇用に関しま

して、令和元年１１月に、アジア経済交流推進事業視察ツアーとして、公募による市内中小企
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業者とともに、ベトナム、ミャンマーを訪問し、技能実習生の教育訓練施設等を視察いたしま

した。参加されました市内事業者からは、送り出し機関や技能実習生が実際にどのように準備

をして、日本に来ているのかを知ることができたとのご意見や、技能実習生の受け入れを検討

したいという意見があり、今回の視察をきっかけに技能実習生の受け入れについて具体的に検

討を始めた事業者もおられます。また、販路拡大についてですが、この現地視察におきまして、

ジェトロ等、関係機関や現地商社と日本産品の輸出についてのヒアリングを行いまして、日本

製の商品につきましては、ジャパンブランドとしての一定のニーズがあることを確認しており

ます。 

○兼本委員 

 それでは現在、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、海外への往来ができないと思い

ますが、今年度は現在までどのように進めていらっしゃいますか。 

○国際政策課長 

 今年度は昨年度の視察をもとに、関係機関や事業者との調整を進め、労働力不足の解消に向

けた外国人材の活用及び市内事業者の販路拡大についての取り組みとして、海外出張等を行う

計画でございました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症が世界規模で流行する中、国

外への渡航は厳しい状況にあり、緩和されつつある現在でも出国と入国のそれぞれで２週間の

隔離や待機などが義務づけられているなど、現実的には、海外への渡航はできない状況にあり

ます。こうした状況の中で、九州経済産業局や福岡県、ジェトロ等関係機関と協議を行いなが

ら、渡航制限が緩和された後を見据えて検討を重ねている状況でございます。 

○兼本委員 

 昨年度の、先ほど成果ということで答弁いただきました。実際に飯塚市の業者としましても、

技能実習生の受け入れを検討されているとか、ジャパンブランドとして日本製の商品のニーズ

があるんだと。これは非常にいいことではないかと思っております。そこで、今後この事業を

また続けていくということになってくるところで、ウイズコロナ、アフターコロナを見据えて、

この事業のあり方について、どのように今後お考えなのかお尋ねいたします。 

○国際政策課長 

 現在、コロナ禍におきまして、ジェトロなどがオンラインによる商談会等を推進しているこ

とは把握しております。しかしながら、販路開拓や販路拡大という物販事業におきましては、

オンライン上のみではなく、なかなか成果を見込むことが難しいというふうに考えております。

当市といたしましては、従来の現地に赴いての対面型の商談に加える形で、オンライン形式に

よる商談の実施についても検討を進めていく必要があるというふうに考えております。また現

在、九州経済連合会の協力のもと、九州の企業団体等のベトナムにおける情報収集、発信の拠

点としまして、ベトナムのハノイに九州プロモーションセンターがオープンする予定でござい

まして、こちらを活用した事業展開につきましても今後検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○兼本委員 

 今後の事業のあり方について今答弁いただきましたが、先日も一般質問の中で同僚議員が、

市内企業の経営状況について質問をした際の答弁で、有効求人倍率も軒並み減少していて経営

は非常に厳しいものとなっているということでした。そうであれば、国内需要にも視点を向け

て企業の支援をすることも重要ではないかと思いますし、このままコロナが続くようであれば

海外進出とか販路開拓の実現は決して簡単ではないんではないかというふうに考えます。今オ

ンラインでの商談という答弁がありましたけれど、私もオンラインを否定はしませんが、品物

を売るといった商売でパソコンの画面越しで本当に相手によさが伝わるのかというところには、

またこれが日本人と外国人というところがありますので疑問があります。また技能実習生につ

いてもそうなんですけれども、面談をオンラインでやっているというところがあるということ
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も聞いています。しかし、人が人を雇用するということになるわけですから、少なくとも雇用

主がちゃんと本人と向き合って、一挙手一投足を見て、そのご本人やご家族と面談をして、そ

して雇用するかを決めるべきではないかというふうに思っています。私も２、３回ほど一般質

問をさせていただいたところで、市内の資金の、お金の循環といったところが今後の飯塚市に

とって非常に重要ではないですかということを何度かちょっと一般質問をさせていただいてお

ります。今回この事業におきまして視察にも行かれたということでありますから、恐らく市長

も域外からの資金を飯塚市に流入させると、そして飯塚市の経済を活性化させていこうという

ふうにお考えではないかというふうに、そのためにもこの事業に力を入れていらっしゃるんじ

ゃないかというふうに私は感じております。また労働力不足も同じなんですけれども、やはり

ここの解消のためには非常に大切な事業ではないかということでお考えではないかと思ってお

ります。そこでコロナ禍ですから、今後どうなるかと、非常にちょっと、せっかくうまくいっ

ていたのかもしれないけれども、これが行き詰まってしまうんじゃないかというようなことも

考えられる。もし、ここを前向きに考えるとして、ちょっと私からの提案をさせていただきた

いんですけれども、現地に駐在員がいれば、オンラインでつないでも、企業の思いを伝えられ

るんじゃないかというふうに思いますし、現地の情報も常に最新の情報がわかる、誤解のない

ように言っときますけど、別に課長に行けと言っているわけではないので、現地の信用できる

方を雇用されたりして飯塚市にとって最善の、経済におきましても、労働力不足におきまして

も解消できる、そして経済も活性化するための最善の方法を考えて、現地駐在員を置いてはど

うかというふうに思っております。そういったことも一つのアイデアとして、ぜひ検討してい

ただければと思います。答弁はいりませんので。以上、要望として終わります。 

○委員長 

 次に、１４６ページ、商工業振興費、飯塚研究開発機構補助金、福岡ソフトウェアセンター

補助金について、奥山委員の質疑を許します。 

○奥山委員 

 １４６ページ、商工業振興費で２つの会社が、飯塚研究開発機構補助金６００万円と、株式

会社福岡ソフトウェアセンター補助金１８６５万円ということで質問していきます。決算書に、

それぞれ載せてありますけれども、この施設は地域の産業振興に重要な役割を担っていること

は承知をしておりますけれども、長年にわたり、補助金を出してあるというふうに思います。

本来は補助金に頼らない自立ということが企業や施設のあるべき姿ではないかというふうに思

います。平成４年から行っている―――ですかね、補助金の支出を考える時期に来ておるんで

はないでしょうか。両団体がどのようなアウトプット、成果を出しているのかの説明とともに、

補助金の支出について、飯塚市の見解をお尋ねいたします。 

○産学振興課長 

 飯塚研究開発機構につきましては、福岡県立飯塚研究開発センターの管理運営を行う公益財

団法人であり、飯塚研究開発センターは、産学官の拠点施設として、産学官コーディネート事

業、研究開発支援事業、主に物づくり関連の人材育成事業などを行っております。昨年度の主

な成果といたしましては、自動車や医療機器関連企業等への技術課題に関する支援や研究開発

プロジェクトの立ち上げ支援といたしまして、その件数が１６６件、このうち企業の技術課題

の解決につながった件数が１１５件ございます。また、センターが実施する補助事業の採択件

数が１４件、金型などの技術習得講座の受講者数が８５名、大学生のインターンシップ参加者

数が１４３名となっております。福岡ソフトウェアセンターにつきましては、地域産業発展の

礎となる高度情報処理技術者の育成を中心に地元企業の新入社員を対象としたＩＴ研修や、シ

ステム開発の受託事業、自治体への業務委託事業などを実施しております。昨年度の実績につ

きましては、人材育成が２６１社７１１名、情報技術習得など職業訓練が１１９名、システム

開発の受託が７件、学校のＩＣＴ支援など自治体の委託業務が１０件となります。また、平成
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４年度設立当初、５名の従業員数は現在１３２名となっており、地域の情報化の推進とともに、

雇用の受け皿としての機能も発揮しております。両団体ともに飯塚市の産業振興にとりまして、

なくてはならない重要な団体であると認識しております。補助金につきまして、飯塚研究開発

機構補助金は、飯塚市と財団との間で取り決め書や締結書を締結し、同機構の総務部長職職員、

施設管理相当職員２名分の人件費を補助金として支出しており、飯塚研究開発センターの管理

運営、事業推進の観点から、予算の範囲内におきまして市補助金交付規則に基づき、今後も補

助金を支出してまいりたいと考えております。 

福岡ソフトウェアセンター補助金につきましては、職員人件費及び人材育成に係る事業費補

助として、支出しております。補助金の支出につきましては、今後の事業収益を注視しつつ、

福岡ソフトウェアセンター補助金交付要綱に定めております経営の安定化並びに地域産業の振

興及び高度化に資するため、予算の範囲内におきまして支出してまいりたいと考えております。 

○奥山委員 

 わかりました。最後になりますけれども、公益財団法人はともかく、福岡ソフトウェアセン

ターは、第３セクターの方針ではありますが株式会社となります。社員の育成とともに、営業

を強化し、民間の仕事を積極的に取りに行くなど安定経営に向けた取り組みも必要ではないか

というふうに考えます。そのような取り組みにより、事業収益を大きく上回った場合は、翌年

度の補助金を削減するなど、自立化への取り組みを進めていただくことを要望し、この質問を

終わります。 

○委員長 

 次に、１４６ページ、商工業振興費、飯塚研究開発機構補助金及び福岡ソフトウェアセン

ター補助金の推移について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 今、奥山委員から少し質問があり、答弁もありました。そこで、ソフトウェアセンターにつ

いて、設立の目的は何なのかお尋ねします。 

○産学振興課長 

 設立目的につきまして、同センターは地域産業発展の礎となる高度情報処理技術者の育成を

目指し、平成４年に設立されております。 

○川上委員 

 現在の事業において、設立目的とは整合性のとれないものがあるように見受けられます。ど

ういったものがありますか。 

○産学振興課長 

 現在の事業内容との整合性でございますが、同社の事業は設立目的であります高度情報処理

技術者の育成とともに、飯塚市の産業振興の礎を築くとの観点から、子どもたちへのＩＴ意識

の醸成、ＩＴを活用した地域の活性化など地域の情報化に関する取り組みを行っており、また

職業訓練などを通して、飯塚市の雇用環境の改善にも貢献しており、地域産業発展の礎を担う

この設立の目的と整合性を持った事業に取り組んでいると認識しております。 

○川上委員 

 ソフトウェアセンターの資本金は幾らですか。 

○産学振興課長 

 平成３０年８月現在、１０億４７００万円でございます。 

○川上委員 

 飯塚市内に、ほかに１０億円を超す資本金の本社を持っているところがありますか。 

○産学振興課長 

 申しわけございません。大きな企業についての知識を持ち合わせておりません。答弁のほう

ができかねます。わかりかねますので、お答えのほうはできかねます。 
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○川上委員 

 ビルメンテナンスの仕事、それから造園関係の仕事、それから予約乗合タクシーの仕事、こ

れは高度情報化社会に何か関係がありますか。 

○産学振興課長 

 一部ＩＴ情報技術を活用したというところは持っております。その中で地域産業、特に雇用

の受け皿としての事業として、同社のほうが担っているところでございます。 

○川上委員 

 １０億円を超えるような、しかも福岡県と飯塚市がかかわって人まで派遣しているような第

三セクターの会社が地場の中小の業者とがっぷり四つで勝負してどうするんですか。だから地

場業者育成ということであれば、やっぱり設立、少なくとも設立目的の範囲内で仕事をすれば

よいのであって、もともとリサーチパークと一体だったんだから、リサーチパークが破綻した

以上は、このソフトウェアセンターだって見直す必要があると思いますよ。設立目的と違う事

業まで手を出しておるような第三セクターについては、解散を考えるべきではないかと提起し

たことがありますけれども、検討されたことがありますか。 

○産学振興課長 

 福岡ソフトウェアセンターにつきましては、県内唯一の公的教育機関として、ＩＴ人材の育

成とともに、地域のＩＴ化やＩＴによる地域貢献、また最近では、委員ご指摘のとおり、いろ

いろと自治体の業務などにも取り組みまして、本市の産業振興の基盤づくり、そして雇用の受

け皿づくりを担っているところでございます。私どもは、取締役会や株主総会にも出席をさせ

ていただく中で、事業の取り組みについては、その都度、毎年度見ているところでございます

が、解散というよりは事業継続について、いろいろ同社とお話をしているというところでござ

います。 

○川上委員 

 飯塚市が税金を、まず出資金を出し、そして税金も投入して人まで出している中で、現実的

に設立目的とは異なる事業まで手を出して、そして地元業者を圧迫するか、あるいは傘下に引

き込んでしまう。こういう姿というのは、当初想定していないことなんですよ。だから、その

設立目的に従って仕事ができないんだったら、もう解散と。正しい事業については、継続して

いけばいいじゃないですか。そういうことを検討してもらいたいと思います。終わります。 

○委員長 

 次に、１４８ページ、観光費、筑豊ハイツ整備事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料８５ページに提出してもらっています。資料の説明をお願いしていいですか。 

○商工観光課長 

 ８５ページからになりますが、経過と事業費の根拠がわかるものということでお示ししてお

ります。まず筑豊ハイツの整備事業の経過について、事業の目的をここに書かせていただいて

おります。これは筑豊ハイツから、新しい施設に変えるという内容を書かせていただいており

ます。それから２番目、主な経緯として、平成３０年１月から令和２年３月までのいわゆるい

いづかスポーツ・リゾート竣工までの部分の経過を書かせていただいております。次に、

８６ページになりますが、筑豊ハイツ整備事業費総額ということで、決算特別委員会なので、

令和元年度のみのいわゆる需用費から備品購入費までの総合計９億２９０６万７０６０円の分

の一覧表をこちらのほうにお示ししております。 

○川上委員 

 ここにも書いてありますＤＢＯ方式を本市が採用したのはどういう理由ですか。 

○商工観光課長 

 ＤＢＯ方式、まず、こちらの分につきましては、設計・工事監理企業、それから施工企業、



５９ 

維持管理運営企業が１つのグループとして、このグループと飯塚市のほうが管理運営に関する

基本協定を締結し、施工、工事監理、グループ内の企業と最終的に契約を締結する方式とはな

りますが、この方式を使うことによって工期の短縮、経費の縮減が図れることから、ＤＢＯ方

式を採用したところでございます。 

○川上委員 

 なぜ工期の短縮が必要だったんですか。 

○商工観光課長 

 工期の短縮につきましては、こちらが、本市は、ちょっと東京パラリンピックは延期になっ

ておりますが、当時としては、飯塚市に南アフリカ共和国の事前キャンプ地が決定しておりま

した。市内にバリアフリーの宿泊施設がなかったことから、選手団を迎え入れるために施設整

備を行い、短い期間で再整備をする必要があったため、ＤＢＯ方式を採用しております。 

○川上委員 

 不足する部屋数は幾つだったんですか。 

○商工観光課長 

 部屋数でいくと１０部屋になります。 

○川上委員 

 なぜそれを飯塚市内だけで確保しなければならなかったんですか。 

○商工観光課長 

 当時は２０２０東京パラリンピック事前キャンプ地が飯塚市になっていたことから、この分

を飯塚市でやるということで考えておりました。 

○川上委員 

 筑豊ハイツ、直近という点で言えば、田川だって、直方だって、筑豊圏域で１０のバリアフ

リーの部屋がないわけがないでしょう。何で飯塚市内だ、飯塚市内だと言うんですか。だから

パラリンピックを口実にして、工期短縮を至上課題であるかのように言って、ＤＢＯでしょう。

このＤＢＯを導入するために、このパラリンピックは利用されたんじゃないんですか。 

○商工観光課長 

 当時の考え方として、そういった考えでＤＢＯ方式を採用したことはございません。 

○川上委員 

 ありますよ。４月１２日がグランドオープンの予定でした。２月、３月新型コロナでしょう。

にもかかわらず、グランドオープンに続いて、ゴールデンウィーク期間中にどうぞという枠を、

政治家だとか行政幹部だとか、施工業者に割り当てというか、枠組みを与えているようなこと

はないかどうか調べましたか。 

○商工観光課長 

 ４月のオープン後に、そのように招待客を招いたという実績はございませんでした。 

○川上委員 

 どういう調査をしたんですか。 

○商工観光課長 

 私ではありませんが、担当者が直接支配人とお話をして、事実関係を調査しております。 

○川上委員 

 どういうふうに調査したんですか。 

○商工観光課長 

 ４月のグランドオープン以降に宿泊客の中で、そういった肩書のある方がいらっしゃったか

とはっきりとお聞きしました。リゾートの回答としましては、一般のお客様も含め、肩書を宿

泊台帳に書くことはございませんというようなことでしたが、地元の有名な政治家、それから

企業の社長でしたら、支配人のほうもある程度わかるということでしたから、そういった方々



６０ 

は、オープン後には招待はしていないという回答です。 

○委員長 

 ４月からこっちの話になってきていますから。 

○川上委員 

 ２月、３月の段階でというのを聞いているわけですよ。 

○商工観光課長 

 ２月、３月につきましては、まだオープンをしておりませんでしたので、その時点で宿泊を

そういったあっせんをしたということは、現在つかんでおりません。 

○川上委員 

 オープンしてから招待枠を決めるわけがないでしょう。２月、３月のころに枠組みをつくっ

てないか、それを調査するように提案していたわけです。そしたら、かみ合ってないようなん

で、２月、３月段階からそういうふうな枠組みがあったか、なかったか、調査してもらえます

か。 

○商工観光課長 

 令和元年度のことになりますので、その分につきましては、うちのほうから支配人のほうに

確認をとりたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １６：５４ 

再開 １６：５４ 

 委員会を再開いたします。 

お諮りいたします。認定第１号から認定第１２号までの１２件については、本日の審査をこ

の程度にとどめ、翌９月１８日午前１０時から委員会を開き、審査したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。 

以上をもちまして、令和元年度決算特別委員会を散会いたします。お疲れさまでした。 

 


