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令和3年度一般会計予算特別委員会会議録 

 

令和３年３月２３日（火） 

（開 会） １０：００ 

（閉 会） １７：０２ 

【 案 件 】 

１．議案第５号 令和３年度 飯塚市一般会計予算 

                                           

○委員長 

 ただいまから、令和３年度一般会計予算特別委員会を開会いたします。 

「議案第５号 令和３年度 飯塚市一般会計予算」を議題といたします。昨日に引き続き、

第３款、民生費から第５款、労働費までの質疑を許します。 

まず、質疑通告されております１１６ページ、高齢者福祉費、認知症高齢者等個人賠償責任

保険料について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １１６ページの高齢者福祉事業費の認知症高齢者等個人賠償責任保険料３９万６千円につい

てご質問いたします。 

まず、この認知症高齢者等個人賠償責任保険事業についてご説明ください。 

○高齢介護課長 

 認知症高齢者等個人賠償責任保険事業は、令和２年、昨年７月１日から開始した事業でござ

います。認知症の人及びその家族等が地域で安心して生活していくことができる環境づくりの

一つとして実施いたしております。対象者の条件といたしましては、認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク事業に登録していること、在宅であること、要介護認定における主治医の意見

書または要介護認定調査員の調査結果のいずれかで、認知症高齢者の日常生活自立度が２Ａ以

上の方、またはそれに準ずる方となっておりまして、その全てに該当する方につきまして、保

険料は全額市の負担によりまして、認知症高齢者等個人賠償責任保険に加入していただいてい

るものでございます。 

○光根委員 

 では、この事業の加入者数等の現状についてお願いいたします。 

○高齢介護課長 

 本事業の加入者数につきましては、事業開始前より実施しておりました認知症高齢者等徘徊

ＳＯＳネットワークの登録者への加入促進案内や、市報等による周知を行ったこともあり、令

和３年２月、先月末時点で６７名の方が登録、加入されておられます。その内訳といたしまし

ては、令和２年７月から令和３年２月までの新規加入の方が７０名、廃止の方が３名となって

おります。 

○光根委員 

 ではここで、入っている保険会社と１人当たりの保険料についてご説明ください。 

○高齢介護課長 

 保険会社は東京海上火災でございます。保険料につきましては１人当たり１９８０円となっ

ております。 

○光根委員 

 ありがとうございます。１９８０円で３９万６千円ということは、２００人分を想定されて

いるということですね。 

では、この認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークにつきましても、相乗効果で登録者が増

加していると思いますが、その現状についてお聞かせください。 
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○高齢介護課長 

 ＳＯＳネットワークの登録者の総数につきましては、先月末時点で１９９名の方が登録され

ておられます。質問委員が言われますように、本事業の開始前と比較しましてもかなりの相乗

効果がございまして、昨年７月以降、３３名の方が増加しているような状況でございます。 

○光根委員 

 両方の事業で新規の方がふえることは大変望ましい状況であると思いますが、一方で廃止に

なる方もおられるとのことでしたが、個人賠償責任保険事業や、ＳＯＳネットワークにおける

廃止の理由として、主だったものがあればお聞かせください。 

○高齢介護課長 

 廃止に至る主な理由といたしましては、施設への入所、それから医療機関、病院への長期入

院、それからご本人さんの死亡によるものなどでございます。 

○光根委員 

 ありがとうございます。以前も一般質問の中で家族介護者への支援として、質問、提案させ

ていただきましたが、この認知症高齢者等個人賠償責任保険事業が順調に進捗していることが

わかり、本市の認知症施策が少しずつ前進しているものと考えております。本市が認知症に優

しいまちとなるよう、今後も本事業の継続及び認知症施策の全体の推進をお願いいたします。 

○委員長 

 次に１１７ページ、高齢者福祉費、シルバー人材センター補助金について、光根委員に質疑

を許します。 

○光根委員 

 続きまして、高齢者福祉事業費のシルバー人材センター補助金８８０万円についてお願いし

ます。まず、このシルバー人材センターについてお聞かせください。 

○高齢介護課長 

 公益社団法人飯塚市シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基

づきまして設置されております。高齢者の生きがいの充実や社会参加を図るため、「自主・自

立・共働・共助」を理念といたしまして、安全適正就業に配慮しながら、就業機会の促進や会

員の増加に取り組んでおられます。 

○光根委員 

 では、シルバー人材センターの会員になるための条件とか、その仕組みとかがわかれば、簡

単でいいのでお聞かせください。 

○高齢介護課長 

 シルバー人材センターのホームページによりますと、会員になるためには、シルバー人材セ

ンターの理念、目的、趣旨を理解し、賛同される方、飯塚市内にお住まいの方、６０歳以上の

方、健康で働く意欲のある方、喜んでもらえるサービスを心がけられる方、協調性を持って就

業できる方となっております。また、その仕組みにつきましては、まず発注者、お客様ですね、

発注者がシルバー人材センターに業務を発注します。その後、シルバー人材センターからセン

ターの会員さんが発注者の業務を実施する流れとなっております。実施した業務により、シル

バー人材センターからセンターの会員さんへ配分金等の支払いをすることとなります。シル

バー人材センターの業務につきましては、家庭内外の清掃や家事手伝いなどの福祉家事援助

サービス、駐車場管理や施設管理などの管理分野、草刈り、除草や農作業などの屋内外の軽作

業、それから一般事務や受付などの事務分野等でございます。本市におきましても、その仕組

みの中で関係各課がシルバー人材センターに業務を発注しているところでございます。 

○光根委員 

 では、シルバー人材センターの補助金の推移をお聞かせください。 

○高齢介護課長 
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 シルバー人材センターの補助金につきましては、１市４町合併時の平成１８年度が

２３９０万円ございました。その後、平成３０年度にかけまして減額となりまして、平成

２３年度には８８０万円となり、現在まで推移いたしております。その補助金の使途ですが、

事業費の中の支払い配分金や支払い材料費等に利用されているものと認識いたしております。 

○光根委員 

 昨年の一般質問でお聞きしたんですけども、その後のシルバー人材センターの会員数をお願

いいたします。 

○高齢介護課長 

 シルバー人材センターの会員数につきましては、平成２９年度では６７５人、平成３０年度

では６４７人、令和元年度では６０４人と減少傾向にございます。会員の確保につきましては、

シルバー人材センターが飯塚市の市報の掲載やチラシの配布、新聞での広報掲載等を積極的に

行っているところでございます。 

○光根委員 

 減少傾向とのことですが、理由としてはどのようなことが考えられますか。 

○高齢介護課長 

 会員数の減少理由といたしましては、年金支給年齢の引上げに伴う現役就労の増加や、生活

資金の確保のための就労など、社会的な要因による影響によるものが多いのではと考えており、

一昔前と比較しましても、高齢者の方が生きがいづくり、健康づくりとしてのシルバー人材セ

ンターでの就労を選択するのか、もしくは現役世代と同様な働き方を選択するのか、選択肢が

２分化されているような状況でもございますので、シルバー人材センターといたしましても、

社会情勢に沿いながら、柔軟な会員の確保に努めていく必要があるかと考えております。 

○光根委員 

 最後に、高齢者の生きがいの充実や社会参加を促すための選択肢の一つとして、このシル

バー人材センターの存在意義があると思っております。元気な高齢者がふえ、健康寿命も長く

なるのであれば、大変すばらしいことでございます。また、それを利用する高齢者にとっても

ありがたいことだとも思っております。今の答弁にもありましたが、社会情勢に沿った高齢者

本人の選択というものは尊重すべきでありますが、この飯塚市におきましても、できる限りシ

ルバー人材センターを積極的に活用していただき、業務の発注や会員募集のための市報への掲

載などを行っていただくこと、また、補助金を含めまして、会員数の減少により、シルバー人

材センターの業務に支障が出ないようにしていただくことを要望いたしまして、この質問を終

わります。 

○委員長 

 次に１１８ページ、障がい者福祉費、手話言語啓発講演会講師謝礼金について、田中武春委

員に質疑を許します。 

○田中武春委員 

 おはようございます。私のほうからは、障がい者福祉費、手話言語啓発講演会の部分につい

て、何点か質問をしたいと思いますが、この手話言語啓発事業のうちですね、手話言語の啓発

の講演会を行うようになっているようですが、その目的等があれば、ぜひお聞かせください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 はい。手話言語啓発事業費につきましては、本議会に上程をしております手話言語条例の制

定後に取り組む事業としまして、令和３年度に取り組む予算として、手話スピーチ発表会及び

手話言語啓発講演会の経費、手話言語条例啓発物作成に関する経費、市民向け手話講座に関す

る経費を計上いたしまして、多くの方に手話と聴覚障がい者について考えてもらうきっかけを

つくることを目的として実施するものでございます。ご質問の手話言語講演会は、手話奉仕員

養成講座の受講生による１年間の講座のまとめとして行う手話スピーチ発表会とあわせて、実
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施する予定としております。外部の手話有識者による講演会を行い、手話は言語であるという

手話言語条例の理念について、広く市民に周知することを目的として実施するものでございま

す。 

○田中武春委員 

そうですね、条例が制定されて、３年度から取り組む事業だということで、私も積極的にや

ってもらいたいと思いますけども、講演会の規模とかですね、実施に向けて、今後のスケジ

ュール等がわかりましたら教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 詳細につきましては、まだ決定はしておりませんけれども、規模としましては、飯塚コミュ

ニティセンターの４階学習室、こちらが定員２７０名となっております。こちらでの実施を想

定しております。また、開催時期につきましては、先ほど申しました手話奉仕員養成講座、こ

ちらが１年間開催され、終了する令和４年２月末から３月の日曜日を予定しているところでご

ざいます。 

○田中武春委員 

 令和４年の２月から３月ですね。はい、わかりました。この取り組みはですね、今ご説明が

あったように、手話奉仕員の養成講座の受講生が１年間、この間頑張って勉強した発表会であ

るということですので、ぜひ１人でも多くのですね、市民に参加していただくよう環境づくり

をよろしくお願いしたいと思います。市民向けの周知もですね、併せて今後につなげるために

も、講演会が終わった後にアンケート等にも、ぜひ取り組んでいただくことを要望しまして、

この質問を終わりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 １１９ページ、１２１ページ、次の質疑事項については、江口委員より取り下げる旨の申出

があっておりますので、取下げます。 

１１９ページ、障がい者福祉費、保育所等訪問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 

 おはようございます。私は１１９ページの障がい者福祉費、保育所等訪問支援給付費につい

てお尋ねいたします。まず、この事業、保育所等訪問支援事業の内容についてお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 保育所等訪問支援は、保護者、親から利用申込みがあった場合に、保育所と訪問支援事業所

が保育所、幼稚園、学校などに通う障がい児について、保育所等を訪問し、集団生活への適応

のための専門的な支援を行うものでございます。支援の提供に当たる訪問支援員の要件につき

ましては、障がい児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法

士、作業療法士または心理担当職員等であって、集団生活への適応のため、専門的な支援の技

術を有するものとなっております。 

○金子委員 

 この保育所等訪問支援は、保護者が利用申込みをし、その支援に当たる者は、障がい児の支

援に関する知識や経験を有しているものだということですね。わかりました。 

では、この２年間、令和元年と令和２年度の実績についてお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 実績でございますけれども、昨年度、今年度ともに給付の実績はございません。 

○金子委員 

 残念ながらこの給付は昨年に引き続き、利用がないということですが、この利用が進んでい

ない現状として、課題というのはどうお考えなのかお聞かせください。 

○社会・障がい者福祉課長 
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 この支援事業につきましては、先ほども申しましたように、保護者と事業所の契約に基づき

サービスが開始されますので、まず、保護者の方が望まなければ、事業所としてその対応が出

来ないというようなことがございます。保育所等訪問支援事業所につきましては、令和３年の

３月現在で、市内に２つの事業所がございます。保育所等訪問支援の指定を受けている事業所

からは、保育所等を訪問し、専門的な支援を行うに当たり、適切なスキルを持った人材が必要

であるけれども、その人材の確保が難しいといった話も伺っております。また、児童通所事業

所と保育所と並行して通所している子どもさんについては、保育所等との連携は、この事業と

は別にとってはいますけれども、この報酬を請求できるまでの支援にはなっていないというよ

うなことも聞いております。 

○金子委員 

 利用ができない理由は２つあって、１つは保護者が望んでいない。また、事業所に適当なス

キルを持った人材がいないということでありますが、この２つの理由を解消するために、どん

な取り組みが必要だとお考えでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この訪問支援が効果的に行われるよう、保護者へ制度の周知を図り、また、保育所や学校等

を管理する子育て支援課や学校教育課などに対して、この事業の趣旨を説明し、理解、協力を

求めながら、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○金子委員 

 １つは、その保護者に対してもっと周知をするということですが、それは、いろいろ方法が

もう少しあるかなと思うんですけど、実際、この１月、令和３年１月１日にミーティアスに代

わってこども発達療育センターテコテコ内にトントンという相談事業ができていると思います

が、その関係は今どうなっているのか、まだ２カ月しかたっておりませんが、相談事業が行っ

てあると思います。ここの相談支援は、発達障がい児等相談支援機能強化事業ということでや

られていると思いますが、その状況がもしわかれば、現状を、何人利用されているのか、もし

わかればお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 頴田で行っておりますトントン、こちらでの相談支援事業について、直近の相談につきまし

ては、７件あったというふうに報告を受けております。 

○金子委員 

 ありがとうございます。まだ令和３年の１月１日なので、まだ３カ月未満しかたっていませ

んので、これからどんどん利用がふえていけばいいなと思っております。また、同じような事

業として、これは健幸・スポーツ課の乳幼児育成指導事業として巡回相談が行われております。

こちらの事業もしっかり連携しながらやっていただきたいと思っています。そしてまた、令和

４年には子ども家庭総合支援拠点事業を展開されていくと思いますが、この事業も、トントン

と連携しながら考えていくことが何より必要だと思いますので、今後どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長 

 次に１１９ページ、障がい者福祉費、障がい者相談員謝礼金について、金子委員に質疑を許

します。 

○金子委員 

 続きまして、障がい福祉費、障がい者相談員謝礼金３７万７千円について質問させていただ

きます。こちら資料を要求しておりましたので、資料の２５ページになるかと思われます。こ

の障がい者相談員の設置の目的をお示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 
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 この障がい者相談員につきましては、相談支援を要する身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者やその家族等の日常生活で生じるさまざまな問題について、相談に応じ、同じ背景を

持つ立場で経験に基づく助言等を行うことで、障がいに関する相談機会の拡大を目的として設

置しているものでございます。 

○金子委員 

 では、この人数が出ておりますが、身体障がいであれば、令和元年でいうと９名、知的障が

いの方であると４名、精神障がいであると３名の方が相談をしていただいています。この任期

はどのくらいでしょうか。任期を教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 これら障がい者相談員の方々の任期につきましては、３年以内となっております。 

○金子委員 

 ２６ページにその任期、委員歴を示していただいております。ありがとうございます。では、

この方たちがどのように選出されたか、わかっていれば教えてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 これらの委員の方々につきましては、それぞれ身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

といった、それぞれの団体から推薦をいただいた方々となっております。 

○金子委員 

 やっぱり障がいの方々というのの団体の歴史というのが、大変よくわ分かるなと思うんです

けど、私もこの方の中に知っている方もいらっしゃいますけども、どうしても高齢の方、高齢

とも言える方ではないかなと思います。そしてまた、障がい別が身体、知的、精神というの分

け方であって、子どもたちのことが、まずない。そして、また発達障がいと言われる人たちの

相談をしようと思っても、まず区分されていないというところが、私は問題ではないかと思い

ますが、その辺については何か考えがあれば、お示しください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 ただいま委員がおっしゃったように、この中にあります身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者というくくりになっておりますので、子どもたち、また発達障がい、高齢の方々が多

くなっていると、実際この団体、高齢の方々がふえてきているというのも事実でございます。

現在、その発達障がい、また子どもたちに関していうことではございますけれども、先ほど委

員もおっしゃられました頴田で行っております相談業務トントンのほうでは、保護者も含めた

ところでのご相談を受けるような対応もとっておりますので、ぜひそちらのほうへ、ご相談に

行っていただければというふうに思っております。 

○金子委員 

 先ほどの答弁の中で、同じ背景を持つ立場でというところをおっしゃられました。私は大変

この言葉に力があると思います。いろんな支援があり、ソーシャルワーカー的なこととか、専

門的なことということも大変必要ですが、同じ背景を持つ立場、同じ保護者という立場で話す

ことも、解決につながる道だと思います。そういう場をトントンさんとか、またこの障がい福

祉課がグループでペアカウンセリングのようなものを持っていただくような機会があれば、と

てもいいのではないかと思います。今の時代どうしても発達障がいの子どもたちはそのサービ

スのほうに行ってしまっていて、団体を組むというようなことがなくなってきていますので、

トントンのようなところで、そういうペアカウンセリングのような場を持っていただくといい

のかなと思います。ではこの相談事業に関して、広報はどのようにやっているのか、教えてく

ださい。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この相談員の制度の広報につきましては、障がい者手帳の交付時に、障がい者ガイドブック

というものを窓口のほうで配布をしております。その中で、障がい者相談員の氏名と連絡先を
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公表しております。また、サン・アビリティーズいいづかにおきまして、定期的に相談会を開

催し、障がい者ガイドブックに合わせて、これらについても掲載をしているところでございま

す。 

○金子委員 

 交付時にガイドブックを配られるというやり方は大変丁寧でいいかなと思います。また、サ

ン・アビリティーズいいづかで、恐らくこの定期的な相談会は、今コロナ禍のため、やってい

ないのではないかと思いますので、いろんな基幹相談支援センターとかそういうところでまた

相談会などをつくるような形も考えられてはいかがとは思います。以上で、この質問を終わり

ます。 

○委員長 

 次に１２４ページ、児童福祉総務費、保育士確保対策事業費について、江口委員に質疑を許

します。 

○江口委員 

 資料の提出いただいております。提出資料について、まず説明をお願いいたします。 

○子育て支援課長 

 本市が実施する保育士確保対策事業といたしましては、資料にお示ししております３つの事

業、保育士修学金貸付金事業、保育士生活資金貸付金事業、保育士就職緊急支援金事業がござ

います。それぞれの概要ですが、保育士修学資金貸付金事業につきましては、市内に住所を有

する者、またはその子のうち、県内の保育士養成施設に就学する学生で、市内の私立保育所等

に常勤保育士として従事しようとする者に就学を援助する資金として月額５万円。福岡県保育

士修学資金を利用する者については２万円を貸し付けるものです。 

２つ目の保育士に、生活資金貸付金事業につきましては、市内に住所を有し、保育士養成施

設を卒業後２年以内に市内私立保育所等に常勤保育士として、新規採用されたものに生活を援

助するため、勤務開始年度、月額２万円。その翌年度、月額１万５千円。その翌々年度、月額

１万円の資金を貸し付けるものです。 

３つ目の保育士就職緊急支度金事業につきましては、市内私立保育所等に常勤で保育士とし

て働くことが決定し、当該保育園等から就職に当たり２万円の助成を受けている場合に、就職

支度金として１０万円、市内に転入してこられた方には引っ越し費用として上限２０万円まで

を支給するものでございます。 

○子育て支援政策課長 

 ４０ページの資料の説明をさせていただきます。保育士退職状況一覧、私立認可保育所、認

定こども園につきましては、昨年７月に私立の保育所及び認定こども園に対し、平成３０年度

及び令和元年度の保育士の退職者数、退職理由、及び退職時までの勤務年数の調査を行ったも

のの一覧となっております。なお、退職理由につきましては、退職者からの聞き取りをしたも

のではなく、園として把握しているものを分類したものとなっております。左の表１、退職理

由集計でございますが、平成３０年度及び令和元年度の退職理由の主なものといたしましては、

２カ年の合計８２名に対し、１６番目の一身上の都合が１８名、割合といたしましては２２％。

次に、１５番目の雇用期間満了が１３名、１５．９％。次に、１番目の結婚が９名、１１％な

どとなっております。左の表２勤務年数別集計でございますが、退職時までの勤務年数別で見

ますと、２カ年の合計８２名に対し、１年から３年までの退職者が５８名、割合といたしまし

ては７０．７％となっており、３年以内に退職される方が多いことがわかりました。 

○江口委員 

 退職状況、これを見るとかなり若い年数で退職されているわけです。その結果が資料の

３９ページの下の表、保育士確保対策事業の貸付け状況ですね。こちらのほうに出ています。

修学資金の貸付件数、合計４８件あるんだけど、返還が１２件、４件に１件が返還となってい
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ます。生活資金についても３１件のうち３件が返還、緊急支援金のほうについても１０８件の

うち１９件が返還となっています。そうすると、なぜ退職するんだろうというやつをしっかり

深掘りしなくてはならないと思うわけですが、この調査の方法、どうなっているのかお聞かせ

ください。 

○子育て支援政策課長 

 調査の方法といたしましては、私立保育園、保育所、認定こども園の全園に対しまして、調

査を実施いたしております。調査の内容で、先ほどと重複いたしますが、昨年の７月に保育所、

認定こども園に対しまして、平成３０年度及び令和元年度に退職した保育士について、園とし

て把握している退職理由、退職した保育士の勤務年数を調査したものになります。退職理由に

つきましては、表の下段にあります、上記退職理由のところで東京都が保育所を対象に実施し

ました、平成３０年度東京都保育士実態調査の調査内容を参考に退職理由の項目を設定してお

ります。また、園のほうにお願いしているのは、退職理由のほうにつきましては、退職の最大

の理由と思われるものを、このリストの中から選択していただくようにお願いをしております。

１７番目のその他につきましては、備考欄にその他の理由を記入していただくようにお願いを

しております。また、勤務年数につきましては、１年未満は１年とし、１年以上で６カ月未満

は切捨て、６カ月以上は切上げという形で調査をさせていただいております。 

○江口委員 

 先ほど、１７番のその他についてちょっとお話があったかと思うんですが、その他の内容に

ついて、こういった部分に分かれるとかいうのはつかんでおられたりしますか。いかがですか。

また１６番の一身上の都合はこんなもんなんだよとか、何かつかんでいるのがありましたら、

お聞かせください。 

○子育て支援政策課長 

 １６番目の一身上の都合につきましては、報告を受けているものでございますので、それ以

上は把握しておりません。１７番目のその他につきましては、他の保育施設等への保育士とし

ての再就職をされた方や教員試験等を受験するために退職された方などの回答が得られており

ます。 

○江口委員 

 調査方法について、園に配布をして、園のほうで退職された方はこういった理由だったよね

というので、最大の理由に丸をつけるというふうな形ですよね。そうすると、果たしてそれが

現実の退職理由であったかどうか、そしてまたそのあとその方々、やめられた方がどうされた

のかとかいうのはやっぱり追いかけられないと思うんで、そうすると、この調査方法について

は、見直しをしながらも、やっていく必要があると思うんです。これだけ保育士不足という中

で、貴重な保育士の方々が、なぜこうやってやめていくのか。そしてまた、どういったところ

に行っているのかということを考えると、そこをしっかりつかむということは大切なことであ

ると考えます。やり方について、ぜひ考えていただきたいと思っているんです。園で配付して

いいと思うんですよ。ただし、このときに、必ず退職される方へお渡しください。そして返送

用の封筒をつけて、調査表でもいい、それプラス、例えば、もうこの時代なんで、スマホでも

入力できるようにしておりますとか、そういうふうな形でして、書きやすくすること、そして

園の負担も軽減すること。そうやってすると、ご本人のほうから返していただくとなると、そ

れはもうある意味、遠慮なく書けることですし、実際の退職理由がつかめます。そして、園に

負担をかけることもありません。そうやってやる中で、ミスマッチを減らしていく。実際にこ

れだけ勤務年数で１年、２年、３年がこれだけ多いということは、聞いていた話と違ったとい

うことなんですよね。実際に就職のときの求人票でこうやって載っているんだけれど、実際に

働いてみると違ったと。そういったことでやめる方々もおられるわけです。そう考えると、そ

ういったことがないようにしていくためにどうやったらいいのか。この調査の中で、退職理由
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を調査するだけではなくて、どんなことがあるとより保育士として、もっとありがたかったな

とか。保育所で働く中で、ありがたかったなと。例えば、保育士確保対策事業、こうやって就

職修学資金と生活資金と支度金があるんだけれど、例えばこんなやつがあったらよかった。国

のメニューも、これ以外にもいっぱいありますし、ほかの自治体もいろんな工夫されています。

例えば、家賃の支援をやっているところ、国の中で予算の中で上限８万４千円だったか、補助

があるところがあります。そのうちの半額ぐらいだったか、私は国の補助があったかと思いま

す。またあと、福岡市はいろんなところで奨学金を借りていいんだけど、在籍している間は、

その奨学金の返済をサポートしますというやり方なんです。先ほど資料の中で、返還がこれだ

け発生すると、これで取りっぱぐれというか、返還の取れないケースが出てくると、役所にと

っても負担なわけです。そうすると、やり方を変えていくということも必要だと思っています。

ぜひそのために、そういったことを考えていただきたい。例えば、ご本人さんにお渡しをして、

大切な調査なので、返してくれたらクオカードをプレゼントいたしますとかね。返すためのイ

ンセンティブをつけてあげるとか、やってもいいかと思いますし、また、調査のやり方として、

短大におられる学生さんにどういった形であるといいですかとかいうことを調べていただく。

そしてまた、在職されている職員の方々にお聞きいただいて、さきにお話ししたＱＲコードと

かで入力していただいたりとか、直接市のほうに返送いただくとかいうこともできるかと思い

ます。またあわせて、ミスマッチを防ぐために、東京都では、実際のそれぞれの各園がどのよ

うな給料表であるのかとか。実際にどのような給料の状況なのかとかいうのを情報公開してい

ます。こういったところにきちんと情報公開するんだったら、補助金を出すよというやり方な

んですね。ぜひ、そういったこともあわせて検討していただきたいと思いますが、いかがです

か。 

○子育て支援政策課長 

 今、いろいろとご提案いただいた内容につきましてですね、アンケート調査等につきまして

は、関係機関等と協議を行いまして、今後、実施できるかどうか、検討していきたいというふ

うに考えております。また、それ以外の事業等につきましても、いろいろご提案いただきまし

たので、いま１度、検討したいというふうに考えております。 

○委員長 

 次に１２４ページ、児童福祉総務費、保育士確保対策事業費について、川上委員に質疑を許

します。 

○川上委員 

 １２４ページ、児童福祉費総務費、保育士確保対策事業費、予算計上があって、３事業でそ

の他も入れて４４５５万１千円ということになっております。資料を出していただいています。

４１ページになりますけども、説明をしていただいていいですか。 

○子育て支援政策課長 

 提出しています資料としてご説明いたします。保育士の処遇に係る資料一覧につきましては、

入所者数、現有保育士数、必要保育士数等の人数につきましては、令和２年１２月１日現在の

人数となっております。必要保育士数につきましては、定員及び入所者数に対し必要な人数で

あり、現有保育士数は、各施設に実際何人の保育士が在職しているかを示しております。公立

保育所、こども園は、正規職員、任期づき職員、会計年度任用職員で区分し、私立保育園、こ

ども園は、正規職員か非正規雇用職員かが不明であることから、常勤職員、非常勤職員で区分

をしております。 

○川上委員 

 これは合計ないし小計の欄がないんですけど、どういう考え方ですか。 

○子育て支援政策課長 

 こちらの資料につきましては、各園それぞれの比較というふうに考えておりましたので、合
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計のほうは掲載しておりません。 

○川上委員 

 地域、地域で要求がありますので、市全体で定員が何人で、入所者数が何人というとらえ方

もいるかもしれないけど、私は、地域要求なんで全体で計算があれば、それで、待機児がゼロ

になるというふうにも考えないので、これはこれでいいかなと思うんですね。 

それでちょっと特徴をとらえて、どういうふうに評価されているか、お尋ねします。 

○子育て支援政策課長 

 資料の上段の公立保育所、こども園につきましては、６園中１園を除き、定員に対する必要

保育士数の確保ができております。しかしながら、配慮を要する児童等が複数名いることから、

十分な保育士の確保ができないため、入所児童数を受け入れることが難しい園もございます。

次に市立保育園、こども園につきましては、２７園中３園を除き、定員に対する必要保育士数

の確保ができております。分析といたしましては、私立に関しましては定員を超えて受入れを

していただいておりますので、これ以上の受入れは難しいものというふうに考えております。

また、公立に関しましては、引き続き任期付職員や会計年度任用職員の募集等を行い、待機児

童、未利用児童等の解消を目指して保育士確保に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○川上委員 

 民間については、これを見ますと、もともと公立だった保育所を民間譲渡して、民間に任せ

というところで、定員に満たないところが幾つかあるでしょう。こういったところは、どうい

う考え方、見方をしていますか。 

○子育て支援政策課長 

 今委員がおっしゃられた保育園に関しましては、入所希望等がないということが１つでござ

います。また、保育士の確保につきましては、各園、それぞれ工夫していただいて保育士確保

に努めていただいているものというふうに考えております。 

○川上委員 

 先ほど民間は定数を超えて頑張っているので、もうこれ以上余裕はないと言われたんだけど、

合計してみれば相当あるじゃないですか。相田つくしんぼ保育園は、希望がないとか言われる

けど、どうしてそういうふうになっているのか考えてみれば、定数３９埋まってないんですよ。

もともと公立でしょう。それから鯰田だって１０人定数が埋まってないんですよ。こういった

ところは、事情があって保育士が対応できてないというようなことも背景にはあって、希望が

少ないとか、ないとかいうような評価になっていっている可能性があるので、押しなべて民間

の保育所は、これ以上は手を打てないんだというような発想というのは、それは残念かなと。

現実をきちんと見たらいいと思う。それから公立について、楽市保育所で２２人下回っている

でしょう。それから筑穂で３６人下回っているじゃないですか。こういうのは、任期つきとか、

会計年度とか、いろいろ言われるんだけど、正規の職員として採用するということを、片峯市

長がきちんと打ち出せば、保育士はもう相当スムーズに確保できると思うわけですよ。それは

それとして。それで、今年度予算措置を保育士確保対策、民間のほうでやっているわけだけど、

民間だけじゃないけど、やっているんだけど、これによって待機児は、実質的にゼロというの

はどういう見通しですか。 

○子育て支援政策課長 

 令和３年４月からの入所申込み状況につきまして、令和３年３月時点で３４１２人、その年

齢別の内訳といたしまして、ゼロ歳児１８８人、１歳児５７４人、２歳児６１８人、３歳児

６７６人、４歳児６４１人、５歳児７１５人となっております。そのうち入所決定者は

３４０３人であり、年齢別内訳はゼロ歳児１８５人、１歳児が５７３人、２歳児が６１４人、

３歳児が６７５人、４歳児が６４１人、５歳児が７１５人でございます。未利用児童といたし
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ましては、９人いまして年齢別内訳といたしましては、ゼロ歳児が３人、１歳児が１人、２歳

児が４人、３歳児が１人、４歳児がゼロ、５歳児ゼロとなっており、そのうち待機児童につき

ましては０人となっております。なお、この未利用児童の９名につきましては引き続き調整を

してまいります。 

○川上委員 

 現段階での待機児、未利用児とあなた方が勝手に呼んでいるんだけど、その方々に最後まで、

もう速やかに、お仕事の関係もあるでしょうから、急いで手当てする必要があるだろうと思い

ます。それから、今後１年間という流れの中で、新たに保育所入所を希望される方々が多くな

ると思うんだけど、山場はどの時期、どれぐらいと思われますか。それによって生じる未利用

ないし待機は。 

○子育て支援政策課長 

 支給認定者数につきましては、例年２月が最も多く、未利用者数につきましては、例年

１０月以降から増加する傾向になっております。 

○川上委員 

 ですから、時期はわかりました。それで、規模、どのくらいのボリューム感で入所できない

人たちが生じると見るか。それを聞いたんです。 

○子育て支援政策課長 

 見込みといたしましては、出生数につきましてはなかなか伸びてないということもございま

すので、このピーク等に関しまして、昨年の実績等も勘案しまして、待機児童の数としまして

は２０人程度出る可能性があるのではないかというふうに分析しております。 

○川上委員 

 よくわかりませんでした。出生数との関係で見て、２０人ぐらいとおっしゃったんですか。 

○子育て支援政策課長 

 出生数が減少しているということと、定員のほうが４月からふえますので、基本的には入所

できる児童というのがふえるというふうに見込んでおりますので、例年より少ない２０名程度

というふうに考えております。 

○川上委員 

 このほかに、社会的要因というのも考慮する必要があろうかと思います。それで、かなり正

確に見るのは難しいかもしれないけど、１人も希望して保育所に入れないという子どもさんが

残らないようにね、完璧な保育所体制、とりわけこの関係でいえば、保育士の確保体制をとっ

てもらいたいというように思います。 

最後、この関連を１つだけ聞きます。保育所のクラスター、変異種のことも含めて第４波が

もう差しかかっています。子どもの施設でクラスターが発生した場合、どうするのかというこ

とがシミュレートされておく必要があると思うんだけど、どういうことか考えてありますか。 

○子育て支援課長 

 保育所でクラスターが発生した場合ですけれども、やはり２週間程度の休園が必要になるか

と思います。その間の子どもたちの確認、状況の確認等が懸念されます。保育所等がクラス

ター発生により長期休園となった場合には、職員も自宅での経過観察中であると考えられるた

め、施設職員による電話連絡やスマートフォンやパソコンを利用したリモートの面談の実施は

難しいと考えております。既に見守りが必要であると判断している児童については、保育所等

と子育て支援課との情報共有ができておりますので、施設から連絡ができない状況の場合には、

子育て支援課において状況確認を行うこととなると考えます。しかしながら、具体的な方策に

ついては、まだ未定でございます。 

○川上委員 

 このことについては、保育士の方に、現場に行って仕事していただく、あるいは頑張り続け
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ていただくという点でいえば、さらにこの事業のですね、拡充が必要だと思いますので、検討

していただくように要望しておきたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：５６ 

再 開 １１：０４ 

委員会を再開いたします。 

次に１２４ページ、児童福祉総務費、乳児家庭全戸訪問事業費について、金子委員に質疑を

許します。 

○金子委員 

 １２４ページの乳児家庭全戸訪問事業費１６５万円についてお伺いいたします。まず、この

乳児家庭全戸訪問はどのように訪問されているのか、お示しください。 

○子育て支援課長 

 乳児家庭訪問につきましては、訪問員２名体制で出生後４カ月以内までに訪問を行います。

該当世帯と訪問する日を調整し、出産の記念品を持参し、育児に関する心配事を聞いたり、ア

ドバイスや子育て支援の情報提供を行うなどのサポートを行っております。また、出産後の心

身の状況等についてのアンケート結果によっては、必要な支援を行うため、保健センターにつ

ないでおります。 

○金子委員 

 訪問を２名体制で出生後４カ月ということでしたが、この訪問員というのはどんな方がされ

ているのか、教えてください。 

○子育て支援課長 

 現在の訪問員につきましては２人、準看護師の免許を持った者でございます。 

○金子委員 

 現在のと言われたんですけど、今後、何か変えていくとか、今まで違ったとか、そういうこ

とがあればお示しください。 

○子育て支援課長 

 現在のと申し上げましたのは、今の家庭訪問員の話でございます。実際には看護師か准看護

師で考えております。 

○金子委員 

 現在、コロナ禍でございまして、訪問状況について、資料を出していただいておりますけど、

出していただいていいですか。ありがとうございます。２８ページに出生数等、今後予定され

る出生数を載せていただいております。これについて、少し説明をしていただけますか。 

○子育て支援課長 

 ２８ページの資料について説明させていただきます。出生数については、市民課人口統計月

報の人数であり、令和２年度３月以降の人数は、母子手帳交付者数により見込んだものでござ

います。月平均の出生数は、平成３０年度８３．６人、令和元年度８４．７人、令和２年度

７９人となっております。令和３年度４月から７月までに出生予定である３月１０日現在の母

子手帳交付者数の月平均出生予定数は７２人となっております。 

○金子委員 

 ありがとうございました。私もこの表をよく見てみますと、令和２年１１月までは、そんな

に数は変わっていないんですが、令和２年の１２月から数がかなり落ちてきているのが、その

前の令和元年度、平成３０年度を見ても、しっかりわかると思います。恐らくこのままふえて

いくのかと言ったらそうではないのかなと思うんですけど、その出生数と、またこの訪問体制

について、何か考えがあるのであればお示しください。 
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○子育て支援課長 

 現在のところ出生数に応じて、訪問員の数を変えるということは考えておりません。現状の

まま２名体制で丁寧な対応をしてまいりたいと思います。 

○金子委員 

 では、こちらは出生数が出ていますが、訪問件数についてお尋ねいたします。平成３０年度、

元年度、２年度の訪問件数をお示しください。 

○子育て支援課長 

 訪問件数についてでございますが、平成３０年度７７８件、令和元年度も同じく７７８件、

令和２年度２月末現在は６３７件訪問しております。 

○金子委員 

 やはり少なくなってきておると思いますが、先ほどアンケートの結果を必要な支援につない

でいく方法というふうにおっしゃいましたが、どんなアンケートの結果があるか、わかる範囲

でお示しください。 

○子育て支援課長 

 お話を伺うときに、子どもさんの顔を見て、悲しくなることがあるとか、あとつらくなるこ

とがあるとか、そういったことを聞き取りの上調査しております。特に、ちょっと不安になら

れる方はいらっしゃると思いますけれども、数はまだそこまで多い数ではないと把握しており

ます。 

○金子委員 

 これも先ほど、看護師等が訪問しているということでしたが、さまざまな方が訪問すること

が、心の支えになると思います。飯塚市には様々な保育の支援、子育て支援があります。子育

て支援課だけでなく、健幸・スポーツ課もさまざまなオンラインの支援もされたりするので、

ぜひその紹介もよろしくお願いいたします。 

○委員長 

１２４ページ、１２５ページ、児童福祉総務費、職員給与費、その他児童福祉総務費につい

て、江口委員に質疑を許します。 

○江口委員 

 取り下げます。 

○委員長 

次に１２５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

に質疑を許します。 

○金子委員 

 １２５ページの要保護児童連絡協議会委員謝礼金７万１千円についてお尋ねいたします。ま

ず、この７万１千円の内訳をお示しください。 

○子育て支援課長 

 そちらの費用につきましては、要保護児童連絡協議会の委員謝礼金として、委員さんのうち

支給対象者に対しての支給する金額となっております。 

○金子委員 

 では、雇用保護児童連絡協議会のメンバーをお示しください。 

○子育て支援課長 

 主だったメンバーにつきましては、児童相談所、警察署、法務局、大学、医師会等となって

おります。 

○金子委員 

 この要保護児童連絡協議会の中心的な役割はどこが担っているのでしょうか。 

○子育て支援課長 
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 主な機関といたしましては子育て支援課になります。 

○金子委員 

 その中に家庭相談員の方がいらっしゃると思いますが、その方たちについての資料を要求し

ておりますが、そちらについて示していただけますか。はい、ありがとうございます。こちら

の説明をお願いいたします。 

○子育て支援課長 

 家庭児童相談室の体制といたしまして、家庭児童相談員４名及び母子父子自立支援員２名で、

お子さんに関する相談や保護者の子育てに関する相談を受けております。また、支援を要する

家庭等には、定期的な電話や訪問による指導、助言を行うとともに、要保護児童連絡協議会や

関係機関等の助言を受けながら対応に当たっております。 

○金子委員 

 こちらの表を見せていただきますと、家庭児童相談員の任用形態は、今年度から始まった会

計年度任用職員ということで、任用期間は当然１年、再任用の再度の任用はありで、勤務日数

が月１７日、報酬は月額１７万４６００円ということです。この方たちが家庭のそれぞれの相

談に乗っていただいているということで、人数が、母子父子自立支援を含んで６名ということ

ですが、この方たちの男女比を教えてください。 

○子育て支援課長 

 ６名のうち１名が男性でございます。 

○金子委員 

 男性が１人で、女性が５名ということで、全てが会計年度任用職員ということですね。そし

たら、この経験年数が１年から２７年と書いてありますが、できればもう少し詳しく、それぞ

れの経験年数を教えてください。 

○子育て支援課長 

 各人の経験年数につきましては、個人の特定につながると考えられますことから、答弁は控

えさせていただきたいと考えます。 

○金子委員 

 わかりました。この１年から２７年という方が、大変厳しい状況の話を聞くことがある、ま

たこの前の伊川の事件もこの方たちも関わっていたのではないかと思うと、大変心が痛みます。

しっかり相談をしていただいて、でもあんな事件が起こったというところで、何に問題がある

かというところもしっかり私たちは考えなくてはいけないと思います。私はこの会計年度職員

制度っていうところで、大変こう不安を感じるというか、１７日の勤務で、例えばこの表でわ

かるように、２７年間ずっと子どもたちに寄り添ってきた、厳しい家庭に寄り添ってきた方が、

月１７万円しかいただけない。その現状を私たちはもっとしっかり見るべきではないかなと思

います。また、たまたまこの会計年度任用職員制度のことについて、今回勉強しようと思いま

して、たまたま官製ワーキングプアの女性たちというオンラインに参加しました。この話、ち

ょっと聞いていただきたいと思っています。コロナ禍で、ある相談員のアンケートがあったと

いうことです。非正規であることの困難性として、待遇が悪く、専門的な業務にかかわらず、

低賃金。２番目、雇いどめがあり、雇用が不安定。３つ目、残業があるけど、だけど交通費等

は支給されない。また、研修やスーパービジョンが不十分、全くなく、専門性が保障されてい

ない。そして、組織内での正職員との関係が良いとは言えず、組織的なバックアップがない。

また、自治体組織の中で、理解が不十分で周縁化されている。このような問題は、この私が聞

いた、たまたま聞いた相談事業でなく、飯塚市にも起こっていることではないでしょうか。ど

う考えますか。 

○子育て支援課長 

 今お示しいただいた内容につきましては、人事面の関係もございますので、本日お答えする
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ことはできません。 

○金子委員 

 ありがとうございます。本当に率直な答弁だと思います。これは本当に子育て支援課だけじ

ゃなくて、さまざまな課で行われている会計年度任用職員制度の問題だと思います。しっかり、

どの課にも関係あることで、会計年度任用職員の方がどんな思いで仕事をされているのかとい

うのを、しっかり課長や部長が、また市長も聞くべきだと思います。声を上げたくても上げら

れない、経験だけがたまっていくけど、でも、それを言う場ではないというふうに考えられて

きて、その経験が生かされない。強いては市民に直接関わる重要なサービスが届かない。十分

なサービスが届かないために、市民の方たちは困っていくという現状もあるというふうに、こ

のオンラインの勉強会でも言われておりました。それが飯塚市ではなくなるよう、しっかり、

会計年度職員のことに関しては勉強していただきたい。しっかり協議していただき、働きやす

い飯塚市をつくっていただきたいと思っております。そして、この中で挙げていただいた、こ

の２７ページのまとめていただいた中で、受けた研修が３つありました。でも参加人数が、結

局４名だったということですが、これに関してはどうお考えでしょうか。少ないと思いますか、

それともちょうどいいというか、どういうふうにお考えでしょうか。 

○子育て支援課長 

 令和２年度に実施された研修がこの３つでございました。参加人数は４名になっております

けれども、こちらのほうが交代で行っておりますので、何年かに１回は行くような状況です。 

○金子委員 

 この会計年度任用職員の方たちは、自己研さんもされているということです。自分で本を買

ったり、自分で見つけて研修に行ったりしないと不十分。とても重いケースには対応できない

っていうふうに考えられている。ここもきちんと保障していただけないかなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○子育て支援課長 

 直接的ではございませんけれども、いろんな参考になる文献等を購入するような費用につき

ましては、要求してまいります。 

○金子委員 

 また、こちらの方たちは、資格を見てみますと、教員免許、保健師、准看護師です。確かに

経験も積まれているし、それぞれの資格もお持ちです。しかし、この重い事例がある中で、複

雑な家庭環境に育っていく中、そしてまた社会の中で対応できるというのは、ソーシャルワー

カーなりカウンセラーなりが必要だと考えますが、その辺はどうお考えでしょうか。 

○子育て支援課長 

 本市では、児童福祉法第１０条の２に規定された子ども家庭総合支援拠点の令和４年度の設

置に向けて、関係課を含めた内部協議を行い、現在検討中でございます。市区町村子ども家庭

総合支援拠点設置運営要綱の６、職員配置等の中で、設置形態等の類型で最低配置人数等が定

められており、本市におきましては、子ども家庭支援員を常時２名、虐待対応専門員を常時

２名の常時４名の配置人員となっております。これらの職員は、子育て支援課内に設置してい

る家庭児童相談室の職員と兼務することが可能となっており、その体制づくりや、専門職員の

配置等について検討中でございますが、拠点配置後は、体制の強化が図れるものと考えており

ます。専門職の配置について、虐待問題の複雑化から、その必要性を感じておりますが、今後

の検討の中で協議をしてまいりたいと考えております。 

○金子委員 

 ありがとうございます。令和４年、もう来年になっておりますので、しっかり検討されてく

ださい。しかし、あと１年がまた、本当に怖い事件というか、心が痛くなるような事件がない

ように、しっかり、それぞれの現場で働いている人たち、現場の声をしっかり聞いて、対応し
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ていただきたいと思います。 

○委員長 

 次に１２５ページ、児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料について、

田中武春委員に質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうからは、１２５ページですね、子ども・子育て支援事業計画策定事業について、何

点かご質問させていただきますが、この子ども・子育て支援事業計画策定事業の主な概要につ

いて、少し説明をしてください。 

○子育て支援政策課長 

 子ども・子育て支援事業計画策定事業費の概要につきましては、子どもの貧困対策の推進に

関する法律第９条第２項の規定に基づき、子どもの貧困対策推進計画を子ども子育て支援事業

計画に盛り込むためのものでございまして、令和３年度は貧困等の実態を把握するためにアン

ケート調査を行い、令和４年度に、子ども・子育て支援事業計画の中間年度の計画の見直しに

あわせ、子どもの貧困対策推進計画を盛り込んで策定するために、今回予算計上させていただ

いているものでございます。 

○田中武春委員 

 ありがとうございます。先ほどの回答で、令和３年度は貧困等の実態を把握するためアン

ケート調査を行うということで、今、回答がされましたけども、その調査のアンケート調査の

内容について、今わかればご説明ください。 

○子育て支援政策課長 

 アンケート調査の内容につきましては、子ども・子育て支援事業計画策定支援委託を行うた

め、プロポーザルにより業者選定を行い、委託業者が決定した後に、受託業者と協議を行い、

アンケート調査の内容、調査票の案を作成していく予定でございます。その調査票の案を、今

後、子ども・子育て会議の中で審議していただき、調査票を確定していきたいというふうに考

えております。 

○田中武春委員 

 調査内容はわかりました。現段階で、調査をする対象者というのが、もしわかれば教えてく

ださい。どういった方を対象にアンケートをするのかというのが。 

○子育て支援政策課長 

 現段階では、詳細につきましては決定しておりませんが、１８歳未満の児童生徒及びその保

護者を対象に、各２千名を対象に調査するように考えております。 

○田中武春委員 

 結構多いですね。そうしたら、この調査を実施してから、計画策定までの現段階でのスケジ

ュール等がわかれば教えてください。 

○子育て支援政策課長 

 アンケート調査の実施から計画策定までのスケジュールにつきましては、アンケート調査票

の配布回収を令和３年１１月下旬から令和４年１月中旬までで行いたいというふうに考えてお

ります。回収後の集計、内容分析を、令和４年３月中旬までに行い、３月下旬に子ども・子育

て会議に調査結果の報告を行いたいというふうに考えております。令和４年度に入りまして、

子ども貧困対策推進計画の対象事業を整理し、素案を作成しまして、子ども・子育て支援事業

計画の中間見直し案を作成していきたいというふうに考えております。７月上旬から子ども・

子育て会議にて素案等を審議していただき、１１月下旬までに素案を確定し、１２月から１月

にかけて市民意見募集を行い、２月から３月にかけて、子ども・子育て支援事業計画を策定し

たいというふうに考えております。 

○田中武春委員 
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 法律では市町村における子どもの貧困対策について、計画を定めるよう努めるものとすると

いうふうになっています。本市においてもですね、令和３年から４年にかけて、調査、回収、

分析、長期にわたる取り組みになろうかと思いますけども、ぜひより良い事業計画なりを要望

しまして、この質問を終わりたいというふうに思います。 

○委員長 

 次に１２６ページ、児童措置費、保育所等業務効率化推進事業費補助金、保育所等の安全対

策事業費補助金について、田中武春委員に質疑を許します。 

○田中武春委員 

 保育環境改善等の事業費について、少しご質問したいと思いますが、システムの導入による

処遇改善みたいなことが意味されてますけども、保育所等の業務効率化推進事業補助金の概要

について、少し簡単でいいですからご説明お願いします。 

○子育て支援政策課長 

 保育所等業務効率化推進事業費補助金の事業概要につきましては、保育士確保対策の一環と

して、私立保育所及び幼保連携型認定こども園に対して、保育業務支援システムの導入費用の

一部を補助することで、保育士等の業務負担軽減に寄与することを目的に実施する事業でござ

います。 

○田中武春委員 

 このシステムを導入した場合、一定の業務負担の軽減になると思うんですけど、具体的にど

ういった処遇改善になるのか、教えてください。 

○子育て支援政策課長 

 保育業務支援システムは、保育に関する計画、記録に関する機能、園児の登園及び降園の管

理に関する機能、保護者との連絡に関する機能の３つの機能を有することが補助対象の条件と

なっておりまして、それぞれの機能をＩＣＴ化すれば、手作業が減るなど、保育士の業務が省

力化することにより、負担軽減につながるものと考えております。また、負担軽減につながる

ことで離職防止につながり、子どもと向き合える時間がふえることで、保育の質の向上にもつ

ながるものというふうに考えております。 

○田中武春委員 

 現場がこのことによって、少しでも負担軽減になれば、離職防止につながるということなん

ですけども、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。 

次に、保育所等の安全対策事業費の補助金がありますけども、簡単でいいですから、概要の

ほうを説明お願いします。 

○子育て支援政策課長 

 保育所等安全対策事業費補助金の事業概要につきまして、保育士確保対策の一環として、私

立保育所及び幼保連携型認定こども園に対して、園児の睡眠中の事故防止対策に必要な機器の

購入費用の一部を補助することで、保育士等の業務負担軽減に寄与することを目的に実施する

事業でございます。 

○田中武春委員 

 ちょっともう少し具体的にこの辺が軽減になるんだよという、処遇のところがわかれば、教

えてください。 

○子育て支援政策課長 

 保育における重大事故につきましては、睡眠中等の場面で発生しやすいことから、事故防止

のため必ず一人一人チェックをし、その都度記録をしております。睡眠中の事故防止対策に必

要な機器を利用することにより、チェックの補助機能として活用でき、記録も自動で記録でき

るものもあることから、事故防止における保育士の精神的負担と事務負担の軽減につながるも

のと考えております。また、先ほどの答弁と重なりますが、負担軽減になることで、離職防止
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につながり、子どもと向き合える時間がふえることで、保育の質の向上にもつながるものとい

うふうに考えております。 

○田中武春委員 

 そうですね、この作業に当たっては、いろいろ作業マニュアル等もつくられて、職場が混乱

しないように、ぜひお願いしたいと思いますが、本市においてもですね、保育士の確保は最重

要課題でもあります。そのことで、この事業を行うことで待機児童ゼロを目指していかなけれ

ばならないと思っていますし、保育士の精神的な負担や事務負担の軽減につながる取り組みで

あるというふうに考えております。保育士の質の向上に向けた取り組みを今後も強化していた

だくようお願いしまして、この質問を終わります。 

○委員長 

 次に１３０ページ、２２３ページ、２２９ページ、２３５ページ、保育所費、学校管理費、

幼稚園費、日本スポーツ振興センター負担金について、金子委員に質疑を許します。 

○金子委員 

 ページ数は１３０ページ、２２３ページ、２２９ページ、２３５ページとそれぞれまたがっ

ておりますが、１３０ページは保育所、２２３ページは小学校、２２９ページは中学校、そし

て２３５ページは幼稚園と、それぞれの日本スポーツ振興センターの負担金について、それぞ

れ書いておりますが、まずこの日本スポーツ振興センターの補償ということについて、お示し

ください。資料が出ていると思いますので、よろしくお願いします。 

○子育て支援課長 

 資料の説明をさせていただきます。まず支払いの流れがわかるものということで、保育所、

こども園の部分での説明となりますけれども、けがをした児童の保護者から医療機関等の証明

書を施設において受領し、それから市へ報告されます。市で集計した後、独立行政法人日本ス

ポーツ振興センターへ報告いたします。独立行政法人日本スポーツ振興センターで確認された

後、支援給付金が支給されます。その後、各施設を通じて、保護者へお渡しすることとしてお

ります。以上が保育所とこども園における流れとなっております。 

○金子委員 

 学校においても、保育所、こども園と同じような流れだと思いますが、簡単に言うと子ども

がけがをしたら病院に行ってお金を保護者が払う。そしてその領収書をもらって、まず学校や

保育所に行く、そしてそれが市の教育委員会に行き、今度は独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンターで確認されたら、また市に戻っていき、そして、こども園や幼稚園、それから学校を通

して、また、保護者の元に戻るというような幾つかの場所を行ったり来たりしているという流

れがあるという感じだと思いますが、まず、この公立保育所でどのくらいの件数が上がってい

るのか。またその負担軽減についての考えがあるのか、お示しください。 

○子育て支援課長 

 公立保育所、こども園においては、日本スポーツ振興センターへ請求する件数が６施設のう

ち、各園で年間１件程度となっております。事務処理の変更により、負担軽減には特には結び

つくと思われませんので、検討はしておりません。 

○金子委員 

 ６施設それぞれ１件程度だということですね。では小中学校について、お尋ねいたします。

同様に日本スポーツ振興センターへ請求する件数とその負担軽減について考えがあるか、お示

しください。 

○教育総務課長 

 まず件数のほうでございますが、小中学校の給付件数につきまして、令和２年度２月末現在

で申し上げますと１０８４件となっております。次に、負担軽減につきましては現時点では考

えておりません。 



１９ 

○金子委員 

 全然やっぱり保育所とは違うなというのがよくわかります、保育所とかこども園合わせると

６施設でそれぞれで１件程度、私立の保育園、幼稚園は考えてない、保育園については考えて

いないと思うんですが、小学校中学校に入ると、全部合わせて年間で１０８４件ということで、

やはり子どもが大きくなるとそれぞれ学校や登下校でけがをする件数が大きくなっているんだ

なということがよくわかります。では、この業務というのは小中学校ではどの方がやっている

のか、わかっていれば、教えてください。 

○教育総務課長 

 学校の中において、主にやっていただいているのは、養護教諭ということで把握をしており

ます。 

○金子委員 

 養護教諭は各学校にそれぞれ１人しかいません。小さい学校もあれば、かなり大きな学校も

１人で対応されております。この件数をそれぞれの養護教諭が、１人で１０８２名なので、そ

れぞれに割るとそれぞればらばらだと思いますけど、かなりの件数をこの養護教諭がやってい

るということです。先ほど同僚議員が質問されていた、この業務効率化推進事業費や保育所等

安全対策事業費の中で、業務負担軽減が、保育の質の向上につながるというお話がありました。

まさしく学校でも同じではないでしょうか。このコロナ禍で、養護教諭の負担は大変大きなも

のだと思います。子どもや先生たちの安全管理、衛生管理をする上に、またこの事務管理がか

かってくる。またさらに、学校では不登校の子たちがよく養護の保健室登校などをされていま

す。その作業をされながら、この業務をこなしていくというのは、大変きついのではないかと

思います。数が１０８２と言いましたけど、例えばですね、各学校に３つ来ましたとなったら、

それをまたそれぞれの現金に分けたりする作業があると思うんですよね。そういう作業を減ら

していくことこそが、やっぱり教育委員会が、教育の質を考える１つの手だてではないのかな

と私は考えますが、たまたま隣の市、嘉麻市では、この軽減を減らす、軽減するために、一旦

市から預かったものを学校に返すのではなく、直接保護者に渡すというような作業をされてい

ると聞いております。もしこの業務が飯塚市でも行われれば、保護者、養護教諭の負担、また

そして教育の質の向上も考えられると考えますが、いかがでしょうか。 

○教育総務課長 

 資料を今回提出させていただいておりますように、給付金につきましては学校から保護者へ

支給することで、本市は対応しておりますけども、ただいま質問委員より、他市の事例につい

ても、お聞きいたしましたので、まずはその状況等をですね、把握をさせていただきたいと思

います。その後に、学校などと意見交換などできればというふうに考えます。 

○金子委員 

 ありがとうございます。ぜひ現場の養護教諭の方にどれだけ大変かとかお話を聞いてくださ

い。それからできれば養護教諭の負担軽減が、つまりは学校の子どもたちの教育の質の向上に

つながると考えますので、ぜひ考慮お願いいたします。 

○委員長 

 次に１３２ページ、保育所費楽市平恒保育所統合事業費について、土居委員に質疑を許しま

す。 

○土居委員 

 現在の武道場使用者への対応についてですが、穂波武道場用地に新保育所を建設する計画に

なっていますが、新体育館の開館が１年間延びることになりましたが、現在利用されている方

との利用調整はどのようになっているのか、お尋ねします。 

○健幸・スポーツ課長 

 穂波武道館を定期的に利用されている団体の方々には、以前より、新体育館建設とともに穂
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波武道館の廃止についてはご連絡をさせていただいておりました。その後、今後ともそれぞれ

の協議を継続してもらいたいとした上で、その場合、どのような代替施設がよいのかについて

も協議をさせていただいております。現在、１０団体が定期的に利用をなされておりますけど

も、全ての団体に施設の廃止についてはご理解をいただき、代替の施設への利用変更について

現在順次行っているところでございます。なおこの１０団体については、代替施設は令和３年

度の早期に確保ができる見込みとなっております。主な代替の施設といたしましては、Ｂ＆Ｇ

海洋センター、穂波小中一貫校体育館、それと飯塚第２体育館、などとなっております。 

○土居委員 

 そしたら次に、統合事業のスケジュールはどのようになっていますでしょうか。 

○子育て政策課長 

 建設事業のスケジュールにつきましては、令和３年度に測量、地盤調査、設計を行うことと

しております。その後、穂波武道館の解体工事完了後に工事に着手し、令和６年度の開所を目

指し、建設事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○土居委員 

 穂波武道館横に公園があるかと思いますが、これはどのようになりますでしょうか。 

○子育て政策課長 

 穂波武道館横には、都市公園である平恒野間公園がありますが、この公園につきましては、

そのまま都市公園として存続をいたします。新たに整備する保育所では、この公園を園庭にか

わる施設として利用することを考えております。 

○土居委員 

 その公園は、保育所が専用で使用されるのか、また一般の方の利用はどうなるのか、お尋ね

します。 

○子育て政策課長 

 公園につきましては専用ではございません。都市公園でございますので一般の方も当然利用

していただきます。保育所が公園を園庭にかわる施設として利用することにつきましては、地

元の住民の方々とも相談しながら、安全対策など、利用に当たってのルールを定めて運用して

いきたいというふうに考えております。 

○土居委員 

 保育所整備に際して、この公園も整備をするのか、お尋ねいたします。 

○子育て政策課長 

 公園につきましては、新たに遊具等を整備することは、特に今現在は考えておりません。た

だし、保育所整備敷地に隣接する部分の樹木や伐採等、園児が利用するに当たっての安全配慮

のための措置は、関係部署と協議をしながら検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長 

 次に１３２ページ、保育所費、楽市平恒保育所統合事業費について、光根委員に質疑を許し

ます。 

○光根委員 

 取り下げます。 

○委員長 

次に１３３ページ、青少年対策費、児童センター児童クラブ運営事業費について、川上委員

に質疑を許します。 

○川上委員 

 資料を４４ページに出していただいていますので、説明を求めます。 

○学校教育課長 

 資料４４ページをお願いします。児童クラブ支援員配置状況等一覧でございますが、過去



２１ 

５年間における、児童クラブ支援員の配置状況を記載しておりますのでごらんください。表の

左側に支援単位、配置実人数合計を示しており、本年度で申しますと、支援単位が５０、配置

実人数が１１０でございまして、支援単位は、昨年度から１支援増加しております。表の中ほ

どには、（１）、（２）としまして、１支援に対し、２名の配置基準とする条例に基づく配置

数と、配慮が必要な児童に対し、よりきめ細やかな支援をするため、配慮して配置する配置数

を記載しております。本年度で申しますと、条例に基づく配置が１００人、配慮して配置する

配置が１０人でございまして、本年度につきましては、必要数の配置ができるものでございま

す。 

以上、簡単でございますが、資料の説明を終わります。 

○川上委員 

 ２０２１年度も必要数が配置できるというふうに今おっしゃいましたか。 

○学校教育課長 

 来年度もそのつもりで行っていくつもりです。 

○川上委員 

 資料見ますと２０１９年度から、２年前から、必要数が確保できる状態にようやくなったと

いうことなんですけど、何か改善をしたんですか。 

○学校教育課長 

 支援の確保のために市報やホームページ等で記載を初め、ハローワークでの求人、また新聞

等を使いまして市内のスーパーへポスターを掲示するなどの取組を行っております。また、市

の会計年度任用職員である、小中学校の介護支援への呼びかけを行うなど、今後もそのように

して人材確保を進めてまいってきております。 

○川上委員 

 賃金の単価をアップしたりとかいうことはしてないんですか。 

○学校教育課長 

 積算基礎としましては１月単位で申しますと令和２年度が７９６０円に対しまして、令和

３年度は８０３０円を見込んでおりまして７０円の増という形で増減を少しずつさせていただ

いております。 

○川上委員 

 コロナ危機が深まっている中で、子どもに関わる施設という点で言えば、コロナ対応で施設

というか、働いている支援員に対する個別の手当をですね、検討をしたことはないのか、お尋

ねします。 

○学校教育課長 

 現在支援員が不足する事態が生じた場合等に関しましてですね、児童クラブや運営費委託事

務から支援をいただいたりしておりまして、そのような増に対する対応等は考えておりません。 

失礼しました。学校の休業期間中におきまして行いましたように１００分の３５を増額とし

て支給させていただいておりました。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５５ 

再 開 １３：００ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 先ほどの答弁をさせていただきます。学校の休業期間におけます児童クラブの開所につきま

しては、昨年５月に応援金として、お１人につき３万円を支給させていただきました。その他、

特別に開所した時間帯におきましては、時間外勤務手当を支給しておりますが、こちらにつき
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ましても通常２５％のところを３５％に１０％増加して支給しており、来年度につきましても、

時間外勤務手当の増額を想定して、予算計上しております。 

○川上委員 

 その１０％の差額の増額分の総額がわかりますか。 

○学校教育課長 

 増額支給想定分の予算額は約５９３万９千円になります。 

○委員長 

 次に１３７ページ、生活保護総務費、職員給与費について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 学習支援事業について、学習支援事業における相談員の具体的な活動内容についてお尋ねし

ます。 

○生活支援課長 

 本事業では、飯塚市内の被保護世帯において、その世帯の子どもが中学校並びに高等学校に

就学中、もしくはその子どもたちと同年代の子どもが属する世帯を支援対象世帯としておりま

す。相談員は、支援対象世帯への家庭訪問や福祉事務所内での面談を通じ、子どもたちの就学

や進路等に係るさまざまな課題を把握し、関係機関との連携を図りながら、その課題の解決に

向けた助言指導を行い、次世代を担う子どもたちの社会的、経済的自立を促進してまいります。 

○土居委員 

 それでは本事業の利用方法、また周知については、どのようにお考えでしょうか。 

○生活支援課長 

 本事業の支援対象世帯については、あくまでも被保護世帯となっておりますので、各被保護

世帯の担当ケースワーカーにより支援対象世帯へ周知を図ることとしております。なお、その

際には、事業概要を記したチラシを用いて説明するなど、当該世帯には、事業目的等を十分に

理解していただけるように取り組んでまいります。 

○土居委員 

 それでは本事業を担う相談員の方には、どのような適性が必要だとお考えでしょうか。 

○生活支援課長 

 本事業では、養育者だけではなく、子ども自身に将来への思いなどを直接聞き取る機会を設

けることとしております。相談員には、子ども自身の思いを尊重し、面談等を重ねるたびに、

子どもとの信頼を深め、子どものよき理解者であり、相談者としての役割も担っていただきま

す。こうした事業の特性を理解し、事業を実施していただく上では、市内の各小中学校の教員

ＯＢが最適な人材と考えております。 

○土居委員 

 それでは本事業の遂行に当たっては、相談員の方は単独での活動となるのか、お示しくださ

い。 

○生活支援課長 

 先ほども申し上げましたが、支援対象世帯は被保護世帯でございます。各世帯には、福祉事

務所の担当ケースワーカーが配置されております。相談員が事業を遂行するに当たっては、担

当ケースワーカーと共同の上で任に当たっていただきます。相談員は支援対象世帯に属する子

どもたちの健全育成並びに将来に向けた支援に専念していただき、世帯の生活支援全般につい

ては、これまでどおり担当ケースワーカーが担うこととしております。 

○土居委員 

 それでは今後、この事業の支援対象者を被保護世帯以外の市民に拡大する考え等はおありで

しょうか。 

○生活支援課長 
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 支援を要する子どもたちは、被保護世帯の子どもたちに限ったものとは考えておりません。

現在のところ、支援の幅を拡大していく具体的な計画は定めておりませんが、今後の事業の成

果等を十分に精査した上で、具体的な計画をご提案したいと考えております。 

○委員長 

 次に１３７ページ、生活保護総務費、職員給与費について、江口委員より取下げがあってお

りますので、これは取下げます。 

次に１３９ページ、扶助費、生活保護扶助事業費について、川上委員に質疑を許します。 

○川上委員 

 資料の４５ページに扶助状況推移を出していただいています。説明をしていただいていいで

すか。 

○生活支援課長 

 資料につきましては、過去１０年間の扶助費の推移の一覧表でございまして、平成２３年度

から令和元年度までは決算額で、令和２年度につきましては、１２月補正後の予算現額で表示

させていただいております。扶助費の額の推移としましては、平成２４年度をピークとしまし

て、徐々に減少傾向が続いております。これにつきましては、リーマンショック後、平成

２４年にピークを迎えた被保護者人員の減少に伴って扶助費が減少してきているものでござい

ます。 

○川上委員 

 今後の動向について、厚生労働省はどのように見ておるかわかりますか。 

○生活支援課長 

 厚生労働省の今後の推移の予測については、現在のところ、こちらでは把握できておりませ

ん。 

○川上委員 

 生活保護費は４分の３を国が負担し、４分の１を飯塚市が負担と、単費持ち出しというよう

な表現があるわけですけれども、この４分の１は国においてどのように手当てされていますか。 

○生活支援課長 

 ４分の１の市負担分については、地方交付税のほうで後で戻ってくるということです。 

○川上委員 

 そうすると生活保護に係るお金は国が全額責任を負っているということになるわけですか。 

○生活支援課長 

 最終的にはそのようになることとなっております。 

○川上委員 

 それは確認します。国会で生活保護申請時の扶養調査は義務ではないと、厚生労働大臣が答

弁いたしました。その後、２月２６日付で厚生労働省より全国に通知及び事務連絡が来ている

と思います。内容を簡潔に紹介していただけますか。 

○生活支援課長 

 本年２月２６日付けで厚生労働省の通知が発出されております。それによりますと、従来の

扶養義務調査での取り扱いでは、社会福祉施設入所者、長期入院者、未成年者、７０歳以上の

高齢者、家庭内暴力の加害者に加え、２０年以上音信不通で明らかに交流が断絶している場合

などを扶養の可能性が期待できないものとしておりましたが、今回の通知では、扶養の可能性

が期待できない家庭関係が壊れているものの具体例としまして、当該扶養義務者との間の借金

問題。相続をめぐる対立。縁が切られているなどの関係不良が新たに加わり、長期間音信不通

につきましては２０年間となっていたものが、１０年程度と変更になっております。これまで

もできるだけ申請者に対し、心理的圧力をかけないよう状況を勘案しての調査を心がけており

ますが、今後はこの通知に沿って適切に対応してまいりたいと考えております。 
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○川上委員 

 それは申請者が事前に承諾した場合に、扶養照会を限定するということとは違うんですか。 

○生活支援課長 

 申請相談の折には、申請者からの面談によりまして、扶養義務者との関係性についても詳し

くお話を聞かせていただくことにしております。その中で、扶養調査を控えるべきと判断され

るものにつきましては、扶養調査を行わないようにしているところでございます。 

○川上委員 

 先ほど程度という、１０年程度という程度の意味合いについて言われましたけど、それは事

務連絡の中でも、わざわざ程度の説明がありますよね。それで、今課長が、扶養義務とあなた

方が考える人たちとの関係について詳しく聞くと言われたんだけども、それはやめてもらいた

いと私は思うんですよ。それは、そのこと自身が苦痛であったり、自立の助長に反したりする

可能性が高いからなんです。だから、詳しく聞かないというのが、通知の精神であり、具体的

なことが事務連絡の中に書いてあるのではないかと思うんですね。だから私としては、本来は

事務連絡の、厚生労働大臣の答弁、ないし事務連絡の精神は、本来は申請者が事前に承諾した

場合に限定すべきだということではないかと思います。検討してもらいたいと思います。 

それからもう一つですね、車の保有について、申請の障害になっているように見受けられる

ところがあるんだけど、これはどうなっていますか。 

○生活支援課長 

 これまでも、本市におきましては、生活保護世帯の自動車の保有について、就労の場合の通

勤目的のみならず、世帯員の通学、通院等の事情等にも配慮した上で、個別に保有、使用の検

討を行い、世帯の自立へ向けた弾力的な取扱いを行ってまいりました。また、このたび、コロ

ナ禍において、厚生労働省社会援護局保護課発出の令和２年９月１１日付事務連絡では、コロ

ナ禍における生活保護の弾力的な運用の周知徹底について、改めて通知があったところでござ

います。この通知によれば、申請時に自動車を保有する世帯が、コロナ禍の影響で一時的に就

労が途絶えた状態にある世帯につきましては、保護開始後、その保有、使用を認める期間に、

十分な配慮を行うこととされております。このようにコロナ禍の影響が収束することで、速や

かに生活再建へ歩み出すことが可能な世帯への十分な配慮につきましては、通知後、所内の管

理監督職を集めた会議において、その趣旨を共有し、直ちに全職員へ周知しているところでご

ざいます。 

○川上委員 

 コロナ禍ということもありますけど、もともと車を保有していることが、生活保護申請の申

請を妨げるものではないということを確認したいんですけど、それで大丈夫ですか。 

○生活支援課長 

 全ての方にですね、車の保有が認められているということではございませんで、先ほど申し

上げましたように、自動車の保有につきましては、通勤への通勤目的とか、世帯の通学、通院

等の事情等も配慮した上での取扱いとなっておりますので、そこのところをご理解いただけれ

ばと思います。 

○川上委員 

 私が今、聞いて確認したかったことは、申請の妨げになるのかと、ならないでしょうと。そ

れを確認したいわけです。保護が決定した後の車の保有をどうするかについては、別の問題と

して。というのが、車を持っているがために、生活保護は申請できないという誤った認識を、

場合によっては行政の側にもあるようなところもありますので、そうではないということをね、

申請は車を保有していてもできるんだということを、明確に答弁してもらえませんか。 

○生活支援課長 

 申請そのものは、車を持っておられても申請はできます。委員がおっしゃるとおりでござい
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ます。ただ、申請した後でですね、こういうはずではなかったということがあってはいけませ

んので、あらかじめ相談の段階で、車の取扱いについての説明も詳しくさせていただいている

ところでございます。 

○川上委員 

 その詳しくというところなんですよ、さっきも詳しくと言ったんだけど、その通達は、調査

などは、申請を受理して、その後にね、調査をしましょうということになってますでしょう。

詳しくとなったら、１時間ぐらい軽くかかるわけですよ。そういうのをね、今こういう流行期

だからやめときましょうというのが通達でしょう。それを、車のことが大事だからということ

で、延々と説明をする。もう事実上、申請を認めないというふうに言われたと思いますよ。コ

ロナの中で来ているわけですから。だから通達のとおりにやってもらいたい。詳しくという気

持ちはわかるけど、あなた方に仕事を頼んでいる厚生労働省のほうが詳しくなくていいと、申

請のときは。後で適切な形で調査しましょうと言っているわけですから、そういう通達だと思

うけど、思うじゃなくて、なっていますけど、認識共有できますかね。確認したいと思います。 

○生活支援課長 

 面談についてのですね、配慮ということは通達であっておりますので、議員おっしゃるとお

り、その場での説明はできるだけ簡略にしていきたいと考えております。 

○委員長 

 次に１４１ページ、保健衛生総務費、無料低額診療事業補助金について、金子委員に質疑を

許します。 

○金子委員 

 １４１ページの保健衛生総務費、無料低額診療事業補助金１千万円について、お伺いいたし

ます。まずこの概要についてお伺いいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 無料低額診療事業とは、経済的困窮が理由で、適切な受診、治療が行えない方に、適切な医

療を提供するために、診療の自己負担分を無料あるいは低額で提供するというものでございま

す。この制度を提供しているのは済生会飯塚嘉穂病院が本市においては唯一実施をいたしてお

ります。今回の補助金については、コロナの影響により、受診控えなどで病院経営自体が苦し

い状態となっております。この無料低額診療の存続が危ぶまれる状況となっていますことから、

この制度は、現在のコロナ禍において、経済的な困窮者も増加することが予想できることから、

その必要性も高まると考えておりますので、セーフティーネットとしての機能は重要と考えて

おります。そのため、これを維持する必要がございますので、この事業に係る費用につきまし

て１千万円を上限に補助するというものでございます。 

○金子委員 

 １千万円まで補助するということですが、先ほど説明の中で、経済的困窮が理由でというこ

とで、自己負担分を無料あるいは低額ということなんですが、その対象はどういうふうに分け

ているのか、お示しください。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず、対象者といたしましては、住民税が非課税の方、所得税が課税最低限以下の方、国保

の負担軽減措置を受けている方、またホームレス等住居を持っていない方、ＤＶ被害者、更生

保護施設の入所者や外国人で医療費の支払いが困難な方などとなっております。詳細につきま

しては、病院のソーシャルワーカーがまず面談をいたしまして、経済状況などを聞き取ってか

らの、ご質問のありました無料になるのか、低額、減免というような形になるのかというとこ

ろが決まることになっております。 

○金子委員 

 外国人の方がいらっしゃるっていうことで、大変私も安心しました。ではこの周知の仕方に
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ついてお尋ねいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 制度周知につきましては、これまでは済生会のホームページに記載されておりましたし、制

度自体については、健幸・スポーツ課、また生活支援課などでも、相談があった場合、済生会

をご紹介いたしておりました。今後、この補助制度の実施に当たりましては、市のホームペー

ジにおいても紹介をしていきたいと考えております。 

○金子委員 

 済生会のホームページでも、また市のホームページでも広報するということで、広がったら

いいなと思いますが、ホームページを見れない方もいらっしゃると思うんですよ。例えばその

外国人の方が見れるのかな、またその言葉がわかるのかなというところもありますので、他市

町村のホームページを見たら、外国の言葉とかが出たり、病院の行き方とか出たりすることも

あるので、例えばそのチラシを受付窓口に置いておくような工夫を、ホームページに頼らない

方法も考えていただければと思っております。 

○委員長 

 次に１４１ページ、保健衛生総務費、無料低額診療事業補助金について、江口委員の質疑を

許します。 

○江口委員 

 １点だけ。１千万円を上限として補助するというお話がございました。どういった補助の方

法になるのか、その算定方法を含めてご案内ください。 

○健幸・スポーツ課長 

 令和３年度について、補助するというものでございます。令和３年度末に病院のほうで決算

を出していただきます。その中でこの無料低額診療事業、この分についての決算もございます

ので、その数字から判断いたしまして、補助金を支出するという流れになります。（ 発言す

るものあり ） 

○委員長 

 すいません、江口議員、手を挙げてください。答弁漏れですか。答弁漏れということですの

で。 

○健幸・スポーツ課長 

 決算が出ますので、そこのマイナス分、これについて１千万円を上限に補助するということ

になります。（ 発言するものあり ） 

○委員長 

 江口委員。江口委員、ちょっとすいません。いいですか。５０分という時間の規制がありま

すので、手を挙げて質疑をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：２５ 

再 開 １３：２５ 

委員会を再開いたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 マイナス分について、１千万円を上限に満額を補助するというものでございます。 

○委員長 

 次に１４５ページ、健康づくり推進費、ゲートキーパー養成研究会講師謝礼金について、金

子委員に質疑を許します。 

○金子委員 

 まず、ゲートキーパーとは何かをお示しください。 

○健幸・スポーツ課長 
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 ゲートキーパーとはということでございます。自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対

応、例えば悩んでいる方に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守ること

ができる人のことでございます。言わば命の門番とも位置づけられる人のことでございます。 

○金子委員 

 最近自殺についてのいろんなニュースがあっております。実際、昨年１年間に自殺した方は、

全国で合わせて今２万１千人を超えて、２００９年以来の増加だということです。特に顕著な

のが、女性が１５％増加した。また、高校生までの児童や生徒が過去最多ということです。

２０歳未満は３１１人で４４％、２０代は８３７人で３２％が増加されているということでし

た。飯塚市でもやっぱりその傾向があるのではないかと思い、このゲートキーパーの仕組みは

大変いいなと思いましたが、もしこの講師が決まっていれば、お答えしていただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 毎年大学の先生にお願いをいたしております。申し訳ありません、ちょっと、今年度行った

講師の先生の名前は、今手元に資料がございませんが、西南大学の先生にお願いをいたしまし

た。 

○金子委員 

 資料のほうをお願いいたします。こちらが平成３０年度、令和元年度、２年度の参加者数と

対象について見てみますと、対象が新規採用職員ということでした。この研修を受けた、初任

者研修の方だと思うんですが、その役割はどんなふうなイメージでされておるんでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 市の業務といたしましては、人に接する業務としていろんな業務がございます。その中で、

いろんな自分の苦しみであったり、そういったものを何かしらのサインであらわすということ

があるかと思っております。そのサインに気づくことが必要なのかなというふうに認識をいた

しております。そのため、市のいろんな窓口において、まず市の職員として、そういう対象者

の方が出すサインに気づく、そしてまたそこに対応するという気持ちを持っていただきたいと

いうところで、こういう研修をいたしております。 

○金子委員 

 大変いい研修だなと思います。またこの初任者だけではなくですね、できれば年度がまたが

ってでも、ほかの方にも研修を受けていただければなと思います。 

○委員長 

 次に１４６ページ、健康づくり推進費、不妊治療助成金について、光根委員に質疑を許しま

す。 

○光根委員 

 １４６ページの不妊治療助成事業の不妊治療助成金について、お伺いいたします。まず、こ

の事業の概要について説明をお願いします。 

○健幸・スポーツ課長 

 不妊治療助成金は、本年度、国、県の制度が変わりましたので、本市の助成金についても、

令和３年度より変更する予定でございます。これまでの本市の助成金は、不妊治療をした際、

国、県の助成金が計６回ございましたけども、１回目が３０万円、そして２回目以降が１５万

円となっておりました。そのうち、２回目、３回目に対しまして、上限１５万円を助成すると

いうものでございました。今回、国、県の助成金が、１回目から６回目まで一律上限３０万円

までとなりましたので、本市の新たな支援制度といたしましては、１回目から３回目を対象に、

国、県の制度に１０万円を上乗せし助成するというものでございます。不妊治療は１回につき

大体６０万円弱が必要となりますので、子どもが欲しい夫婦に対しまして、少しでも経済的な

負担を減らすことで、子どもを産み育てやすい環境づくりを整備したいと考えております。 
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○光根委員 

 不妊治療は２０２２年の４月、令和４年度から保険適用になるということでございますが、

それまでの間拡充し、１回につき国、県の３０万と市の１０万円、合わせて４０万円までが助

成可能であるということで、金額についてはわかりましたが、国、県の制度で、その他拡充さ

れたことがあると思いますが、お尋ねいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず、今回の制度変更によりまして、まず１点目が所得要件、これが撤廃になっております。

２点目といたしましては、事実婚夫婦への対象が拡大になっております。３点目が先ほど申し

ました助成限度額の引上げでございます。４点目が助成の上限回数でございますが、これまで

は通算６回でございましたけども、今回からは、１子ごとに６回という形になっております 

○光根委員 

 この事業は令和４年度までの１年ちょっとという限定的なものでございますが、まだ本市の

ホームページ等にも詳しいこと、４月からの分とあわせてですね、ホームページの周知のほど

よろしくお願いいたします。不妊治療の助成金についてはわかりましたが、それでは不育治療

について、本市の考え方についてお伺いいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 令和３年度の国の予算において不育症検査の費用助成が示されております。現在、県がこれ

を受けまして制度の検討がなされておりますので、その内容により、今後判断をしたいと考え

ております。不妊治療同様に、不育症では悩みの方も多く、子どもが欲しい夫婦に対しまして、

本市といたしましては、有効な支援制度について今後検討していきたいと考えております。 

○光根委員 

 令和３年度から始まる国の不育症検査助成制度ですが、保険適用されない検査費用を助成し

ている都道府県、政令市、中核市に対して、国が半分を補助するということで、まだ福岡県は、

今検討中であるということでございますが、国が事業をどういう形で実施になるかわかりませ

んけども、本市としてもこの上乗せの助成制度を設けることや、また不育症自体をですね、知

らない方が多くおられると思いますので、その辺の周知をお願いいたします。 

○委員長 

 次に１４７ページ、健康づくり推進費、ヘルスケアプロジェクト委託料について、土居委員

に質疑を許します。 

○土居委員 

 ヘルスケアプロジェクト委託料及び運動スポーツ習慣化促進事業委託料については、関連性

があると思いますので一括してご質問させていただきます。まずは、この事業内容はどのよう

なものか、お示しください。 

○健幸・スポーツ課長 

 ヘルスケアプロジェクトにつきましては、スマートウエルネスシティ首長研究会に加盟いた

します大阪府の高石市、奈良県の田原本町、鳥取県湯梨浜町と本市の４市町と連携し、国の交

付金を活用した大規模健幸ポイント事業を軸とした健康づくりプロジェクトとして実施をいた

しております。本市は平成２６年度から健康無関心層の行動変容を促す仕組みづくりといたし

まして、健幸ポイント事業を実施しておりましたけども、今年度より活動量計や携帯アプリを

活用し、歩数や健康イベント参加に応じてポイントを付与する飯塚健幸ポイント２０２０事業

を実施いたしました。ＩＣＴの活用により、活動量及び体組成計のデータを記録し、分析する

ことができ、教室やイベント等への参加を促すことができるようになっております。記録管理

ができることでモチベーション維持につながり、運動習慣の定着を図ることができると考えて

おります。運動スポーツ習慣事業につきましては、健幸ポイント事業と連動した取り組みとし

て、スポーツ庁の補助金を活用し、安全性の担保された個別処方型の運動プログラムを提供す
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る教室でございます。特に健康無関心層の取り込みやハイリスク者の減少を目的とし、活動量

計を用いたデータ分析にあわせ、定期的な体力テストにより個々に合った運動プログラムを提

供し、ご自宅で筋トレの実践による運動の習慣化を図ることができるものと考えております。 

○土居委員 

 それでは各事業の今年度の参加状況や具体的な実績について、またあわせて来年度の事業目

標についてお尋ねします。 

○健幸・スポーツ課長 

 本年度の参加状況といたしましては、健幸ポイントにつきましては、開始時にコロナの影響

で参加者の動向を心配いたしておりました。しかし、定員６５０人に対しまして８００人を超

える参加となっております。事業実績につきましては、中間データにはなりますが、参加者の

平均歩数が約３カ月後に３千歩増加したり、健康意識の変化がしっかりできるといった速報値

も出ており、歩数も伸びております。活動量も増加しているといった成果が出ております。個

別運動プログラム教室につきましては定員１００人に対しまして８８人の参加となっておりま

す。健康無関心層の方に合わせ、高血圧や糖尿病、腰や膝に痛みをお持ちのいわゆるハイリス

ク者の参加もあっております。加えて医療連携といたしまして、心疾患患者の受入れ体制の構

築などもできております。また、こちらも中間データにはなりますが、参加者の体力年齢が

４歳若返ったり、筋トレを含む運動習慣化ができているといった成果が出ております。来年度

は、誰でも気軽に楽しんで参加できる事業として、より多くの参加者による事業拡大を目指し、

そこで得られたデータに基づく科学的根拠を持った健康づくり事業の実施を目指していきたい

と考えております。そのためにも効果的なインセンティブの提供といたしまして、多くの方に

参加いただける仕組みづくりも重要と考えていますので、いろいろな健康プログラムの提供と

ともに、そのポイントの付与の対象についても検討していきたいと考えております。 

○委員長 

 次に１４７ページの質問事項につきましては、江口委員より取り下げる旨の申出があってお

りますので取り下げます。 

次に１４８ページ、健康づくり推進費、乳幼児健康診査委託料について、金子委員に質疑を

許します。 

○金子委員 

 私のほうから１４８ページの乳幼児健康診査委託料として、２８８９万６千円についてお伺

いいたします。資料を５３ページ、５４ページに用意していただいておりますので、まずは、

かなり丁寧に資料を作っていただいておりますので、それぞれの項目ごとに説明をお願いいた

します。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず資料の５３ページでございます。こちらについては集団健診と個別健診、それぞれ健診

費用、それと受診率、それと受診可能な診査数、それとブックスタートの受取率ということで

記させていただいております。集団健診におきましては、４カ月、８カ月、１歳半、２歳時健

診がございますが、こちらのほうについては、医師の方には、その集団会場の会場に来ていた

だきますので、その謝礼金という形でお支払いをいたしております。個別健診については、そ

れぞれ病院のほうで健診を受けていただくということになりますので、その委託料という形で

予算を組んでいるものでございます。受診率については、今年度はコロナ禍において全て個別

健診といたしましたので、集団健診については一昨年度のものでございます。受診可能な診査

数といたしましては集団健診の際は約１００名で実施をいたしておりました。ただし、個別健

診においては今のところ１０医療機関で受診が可能となっております。ブックスタートの受取

率としていたしましては、健診では集団会場のほうでお配りをしますので、高い配布率になっ

ております。ただ、個別健診のほうについては、４８％とちょっと低い数字になっております。 
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○金子委員 

 ちょっと数字をお聞きしたいんですが、集団健診においての医師の謝礼金はそれぞれお幾ら

なのか、また個別健診においても、医師の謝礼金はそれぞれお幾らなのか、教えてください。 

○健幸・スポーツ課長 

 集団健診においては医師の執務料としては１万８千円でございます。個別健診においては、

本年度については４千円でございましたけども、来年度については５５００円で予算を組んで

おります。 

○金子委員 

 集団健診の医師の費用が１万８千円で、個別健診になると子ども１人当たり４千円だったの

が５５００円という理解でよろしいでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 そのとおりでございます。 

○金子委員 

 受診率についてお伺いいたします。受診率が、集団健診、令和元年度実績の分だと９６％ぐ

らい、９７％という数字も出ていますが、個別健診になると、令和２年２月、先月のだと９２．

３％というふうになっております。以前私お聞きしたときはもっと低かったと思いますが、か

なり上がってきたこの原因は何だとお考えでしょうか。分析されてあったら教えてください。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず最初に受診率が今年度低かった原因でございますけども、本年度当初スタートの時点で、

それまでずっと集団健診を行っておりました。コロナの影響により、本年度から急にといいま

すか、そこで個別健診に切替えをさせていただきました。そのため、ご両親といいますか、の

ほうはちょっと混乱をされたのかなと思っております。そのため当初、ちょっと低い数値、受

診率となっておりました。その後、それぞれ、電話であったりとか、郵便であったりとかとい

う勧奨の通知を行いましたので、ある程度受診率については高くなってきたところだと判断い

たしております。 

○金子委員 

保健師さんたちのかなりの努力があったのではないかなと思います。しかし、集団健診だと

約９７％。個別だと約９３％で、近いようだと思うんですけど、そこの３％っていうのは、人

数にすると、恐らく３０人ぐらいではないかなというふうに考えます。大体にするとですね。

その３０人をどうするかというのが大変重要ではないかと私は考えますが、その３０人をふや

す手だては何かお考えでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 この受診率において、今９２％から３％のところにございますけども、ここからの数％とい

うのはちょっと非常に大きな努力といいますか、私どもの取組が必要になってこようかと思っ

ております。今回、来年度についても、コロナ禍におきまして個別健診を今のところ予定をい

たしております。最初の母子手帳の交付の際から、健診の体制についてまたそ、いろんな機会

に応じて、この健診についての周知が必要かと考えております。 

○金子委員 

 やはり、その３０名というのはやっぱいろんな問題が抱えやすい方ではないかなと思います

ので、本当に９３％まで頑張ったなとは思うんですけど、そこの３０人、そしてやっぱり全員

に行くまでが１番問題がかかえやすいところだと思いますので、その努力をお願いいたします。

受診可能な診査数なんですが、集団健診だと２カ所の健診場所があったと思いますが、個別健

診になると、１０医療機関が出ております。それぞれ、小さかったり大きかったりするなと思

いながら、それぞれまた違ってきているし、初めての方には、やはり難しい問題もあるのでは、

周知がですね、場所から調べなくちゃいけないっていうところがあるので大変ではないかなと
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思います。その周知をしっかりしていただけたらと思っていますが、ブックスタートなんです

が、集団健診は確かにそのまま配ればいいんですが、個別健診はがくっと落ちて、この半分に

なっているという状況に関しては、何か方策をお考えでしょうか。ありましたら教えてくださ

い。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５１ 

再 開 １４：０５ 

委員会を再開いたします。 

○金子委員 

個別健診でのブックスタートの受け取り率が４８％ということで、私から提案させていただ

きたいのが、例えばそのチケットを個別健診でかかったところの診療所なりにチケットを置い

ておいて、それを例えば図書館に持っていくとか、子育て支援センターに、そのチケットを持

っていったら交流ができるのではないかなと思うんですよね。何もしないとそのまんま無くな

ってしまう、本を読まないままになってしまう。本を読まない子になってしまう可能性もある

ので、その辺の工夫をしていただければなと思っております。以上です。 

次のページにまた詳しく集団健診と個別健診の比較表をつくっていただいております。これ

についての説明をお願いいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 資料の５４ページでございます。こちらのほうについても集団健診と個別健診、それぞれ健

診には４か月、８か月、１歳半、３歳とございます。その内容を記載いたしております。それ

と、右側になりますけれども集団健診、個別健診のメリット・デメリット、それぞれを記載を

いたしております。内容の説明でございますが、４カ月、８カ月、１歳半、３歳、それぞれ健

診がございます。その大きな違いといたしましては、現状３歳健診のところにおきましては、

個別健診でございますが、こちらについては、まず個別健診ではございますが、保健センター

のほうに一度来ていただくと。そこで、いろんな問診であったり、相談、それと目の検査、こ

ちらのほうをいたします。その後に、それぞれ病院に行っていただくという体制でございます。

メリット・デメリットでございますが、集団健診におきましては、まずメリットでございます。

こちらのほうは、いろんな医師のほかにも、保健師であったりとか、栄養士がその場にいます

ので、いろんな相談が受けられるということでございます。それとあわせて、先ほどちょっと

ありましたブックスタートの情報が得られる。同年代のお子さんの様子が、一緒に集まります

のでそこが見られるということではございます。それと同年代のお子さんのいるお母さん同士

の交流も、つながりやすいという点がメリットでございます。デメリットといたしましては、

決められた日程でしか受診ができない。待ち時間が発生する。それと今のコロナ禍におきまし

ては、感染対策にはかなり留意が必要というのが集団検診のメリット・デメリットでございま

す。それと個別検診のメリットでございますが、それぞれ病院で個別に受けることになります

ので感染対策がとりやすい。それと都合のよい日に受診ができる。保護者の希望するかかりつ

け医で受診することができる。待ち時間が少ない。異常が発見された際に治療につながりやす

いという点がメリットでございます。デメリットといたしましては、それぞれ個別健診につい

ては、医師の診療というのが中心になりますので、ちょっと相談はしにくいという状況が生ま

れます。乳幼児検診においては、歯科検診を別日に設けないといけないということで手間がも

う一つふえるということになります。同じ月齢のお子さんの様子が見えないということもあり

ます。健診受診期間が数カ月あるため、該当月齢での受診ができないときがあるというのがデ

メリットでございます。以上でございます。 

○金子委員 
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 メリット・デメリットありがとうございます。どちらかというと、メリット・デメリットは、

保護者の立場で書かれてあるなというふうに感じました。では、保健センターのメリット・デ

メリット、利点というのが考えられておりましたら、お答えをお願いいたします。 

○健幸・スポーツ課長 

 健幸・スポーツ課として、集団健診でのメリットでございますけども、それぞれお子さんを

直接保健師で見て、いろんな相談に乗ってということができます。いろんなリスクに対応する

こともできます。そういったことが大きなメリットかなと思っております。デメリットといた

しましては、まず感染対策が今の状況で言えば、もう一番最大の問題でございますが、感染対

策がとりにくいということがデメリットと思っております。個別健診に当たりましては、メリ

ットとしては、その裏返しになりますけども感染対策がとりやすいと。それと医師がお子様を

丁寧に見られるというところがちょっとメリットかなと思っております。デメリットといたし

ましては、先ほど資料にも掲載をいたしておりましたけれども、個別受診になれば、費用が相

当かかるということが大きなデメリットと考えております。 

○金子委員 

 確かに健診費用も、私が計算したところ、約１年に１５００万円ぐらいの差が出るのではな

いかと思いますが、それでよろしいでしょうか。私の計算で間違いないですかね。 

○健幸・スポーツ課長 

 そのとおりでございます。 

○金子委員 

 先ほどは、保健センターの利点、個別健診、集団健診それぞれのメリット・デメリットとい

うか、についてお伺いしましたが、もう少し大きな目で見て、市全体の子どもの育ちを含めた

ところでの利点、また欠点をお考えであればお伝えください。 

○健幸・スポーツ課長 

 集団健診におきましては、先ほど健幸・スポーツ課のメリット・デメリットと説明いたしま

した内容と同じようなことがありますけれども、それ以外に集団健診としては、いろんな先ほ

どの説明、受診率が１００％に近い、９７％とか９８％でございます。その方たちが全部そこ

に集まるという状況がございますので、いろんな情報提供であったりとか、また全部のお子さ

んの情報を得られるということもございます。そこが集団検診のメリットかなと思っておりま

す。個別健診においては、やはりお子様の成長について、特に４カ月、８カ月のときで言えば

まだ体の成長が十分ではないという状況の中で、いろんな病気を早く見つけることができると

いうところが最大のメリットかなと思っております。ここでは集団健診、個別健診、それぞれ

を記載いたしました。私どもといたしましては、今コロナ禍の中では、個別健診を実施いたし

ております。ただし今後におきましては、先ほど言いました集団・個別、それぞれメリット・

デメリットがございますので、そこのベストミックスがあるのではないかと考えております。 

○金子委員 

 先ほどおっしゃられましたように、集団健診となれば、市の子どもたちが全員そこに集まる

というのは最大の武器というか、ここから子どもたちがどんな子どもたちになっていくのかと

いうことをよく見られるし、何より市とつながる唯一の方法だと思うんですよね。そこを手放

すと、本当に市とつながることは信頼してつながっていくということが大変難しくなるのでは

ないかなと考えます。医師とつながることも大変必要ではありますが、このまちの中で生きて

いくんだ、このまちの中で子育てをするんだということを考えると、４カ月健診は特に大事で

す。特に産後ケアとか、産後うつを考えた場合には、絶対に私は必要だと思います。私は何か

インスタントラーメンを思い出すんですよね。とかハンバーガーみたいなことも思い出す。何

かというと、ぱっと食べられて便利がいいのは、やっぱり早い個別健診だと思うんですよ。別

に個別健診がめちゃくちゃ悪いと言っているのではないんです。早い。確かに私が聞いた市民
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の方にも、個別のほうが早くて済みますと言われた方もいます。しかし、よく考えると、いろ

んな味があって、いろんな食べ物があると、子育てのことをゆっくり考える時間を費やせるの

は、私はやっぱり集団健診ではないかと考えます。また、目についての危険性も大変、私は心

配しております。たまたま私が、市内の眼鏡屋さんに聞いたら、眼鏡の販売率は落ちていない

ということを言われました。そして、残念ながら子どもの眼鏡の使用率が上がっていると、眼

鏡屋さんが大変心配しておりました。それだけ、目に対しての危険というのがあります。そし

てまた、私が市民の方から聞くと小学校の先生では、黒板を見て板書したものをまたノートに

写すというのは時間がものすごくかかっている。それは焦点が合わなくなっている。いつも近

いものばっかり見ているから遠いところを見て、また近いところを見るという訓練が、もう筋

肉が変わってきてしまっているという怖さも私も聞きました。なので、ぜひ集団健診やほかの

方法でも構いませんので、子どもの健康について、考える機会を保障していただきたいと思い

ます。 

○委員長 

 次に１４８ページ、健康づくり推進費、乳幼児健康診査委託料について、川上委員に質疑を

許します。 

○川上委員 

 資料５５ページを提出していただいています。説明をすることがありますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 資料でございますが、こちらについては乳幼児健診の目的、対象者、内容、実施会場を記載

いたしております。先ほどの答弁でも説明をいたしましたけれども、現在、コロナ禍におきま

して、これまで集団健診を行っておりましたけども、本年度から個別健診という形に切りかえ

を今行っているとこでございます。そのため実施会場においては、今、飯塚市、嘉麻市の

１０医療機関、こちらのほうで受診を行っているという状況でございます。 

○川上委員 

 集団健診から個別健診へデメリットを覚悟の上で変更する。あるいはまた先ほど答弁があり

ましたけれど、その組み合わせも考えますということでしたけれど、フランスで直近のニュー

スでは、明らかになった感染のうち７５％ぐらいは、イギリス型の変異株だというふうに言わ

れているし、我が国でも母子感染が１例目が確認されたというような状況もあって、変異株を

含めた第４波が差し迫っているというふうに考えておかしくない状況だと思います。そういう

中で、検診そのものができなくなる事態を生じさせないために、どういう手だてが、今必要と

考えられるのかということをお尋ねしたいと思います。 

○健幸・スポーツ課長 

 現在の状況で医療崩壊が起きるのかどうかということが、まずご質問の大前提のところであ

るのかなと思っております。まず医療崩壊をさせないためにということもございますけれども、

そこで健診ができるかどうか、医療機関でできるかどうかというところが、まず最初の考える

ところだと思っております。ただしその中で医療機関で健診ができない場合ということで言え

ば、先ほど３歳児健診の中では、最初に保健センターのほうで、問診であったりとか相談事業、

いろんなことを行っておりますけども、その中でできることをまずやると。健診の中で言えば

保健センターのところでまず自前でできることをやるということが必要になると思っておりま

す。またその際、あわせて、その中でリモートでできることもあるのかなと、その辺について

検討する必要があろうかとは思っております。 

○川上委員 

 ちょうどワクチン接種を高齢者から、さらにそのほかへ移行する時期というのもあるわけで

すよね。だから医療崩壊ということになってくれば、もうワクチンの事業そのものもできなく

なるということになりかねないわけだけれど、そういったことが起こらないように頑張るとい
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うことと、起こった場合にどうするのかをもう速やかに考えておかないと、できませんでした

ということで、その子たちに責任を負えないことになりますので、これは迅速に検討してもら

いたいというふうに思います。 

○委員長 

 次に、１５２ページ、環境対策費、浄化槽設置費補助金について、永末委員に質疑を許しま

す。 

○永末委員 

 １５２ページ、環境対策費、浄化槽設置費補助金につきまして、質問させていただきます。

まず本事業の目的について、答弁をお願いします。 

○環境整備課長 

 合併処理浄化槽につきましては、生活排水による川や海などの水質悪化を保全とする目的と

して、浄化槽設置整備事業により、その設置の推進を行っているところでございます。さらな

る汚水処理人口の普及のため、浄化槽整備区域において、単独浄化槽やくみ取り便槽から、合

併浄化槽に転換していくことが重要というふうに考えております。このことにより、国及び県

の補助対象を拡充させていこうということで、それにあわせまして、本市においても転換にか

かる補助金の増額を行い、浄化槽設置時における個人負担軽減を図ることで、合併浄化槽設置

を推進し、水質浄化に寄与することを目的として実施をしたいというふうに考えておるところ

です。 

○永末委員 

 今まで浄化槽を新たに設置する場合ということに対する補助制度はあったかと思うのですけ

れど、汚水処理構想をいろいろと勉強させていただく中で、やはり水質悪化の原因として、単

独処理浄化槽とくみ取り式っていうのが、どうしても生活雑排水をもうそのまま流れていると

いう状況でしたので、やはりそこを何とかしなければ、いつまでたっても水質の改善は進まな

いのではないかということで、お話を何度もさせてもらっておりました。今回、そういった予

算がついたということで非常にうれしく思っているんですけれど、その予算の増額の内容につ

いて、お答えいただけますか。 

○環境整備課長 

 まず現行の情報について、ちょっと前置きで説明させていただきます。現行は浄化槽設置補

助金、これは５人槽が３３万２千円。７人槽が４１万１千円。１０人槽が５１万９千円という

ふうな浄化槽の設置補助がございます。これに新たに単独浄化槽を撤去する費用９万円、配管

費の設置について３０万円。あわせて、くみ取り便槽の撤去費６万円と配管設備費１４万円を

それぞれ補助の上限として、増額を考えているところでございます。 

○永末委員 

 非常にありがたいと言うか、うれしい予算措置です。一方で、やっぱり事業を実際に進めて

いく上で、今現状、そういった意向を今後進めていくということであれば、現在の単独処理浄

化槽及びくみ取り便槽の総件数というのは把握しておかれるべきかなと思うのですが、そこに

ついて調査状況がありましたらお願いします。 

○環境整備課長 

 単独浄化槽の件数につきましては、福岡県からの情報提供でございますが、令和元年度末の

数字としまして、市内に約１千件の設置がなされているというふうなことでございます。また、

くみ取り便槽の件数につきましては、市内し尿収集世帯数として、令和元年度末現在で２万

２７９件となっておりまして、同数程度の設置がなされているというふうに考えております。 

○永末委員 

 具体的な数字を示していただきましたので、今後の提案もしやすくなるかと思います。加え

まして、実際に今後、市民サービスの向上について、その他の取り組みで検討しているものと
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かありましたら、答弁お願いします。 

○環境整備課長 

 これまで、浄化槽設置整備事業につきましては、市長部局である環境整備課のほうで実施し

ておりました。しかしながら、今後は公共下水道事業と浄化槽設置整備事業を一体に進めてい

きたいというふうなこともございまして、令和３年４月１日から浄化槽関係業務を企業局のほ

うへ事務委任をいたしたいと考えております。窓口を一本化することで、事務の効率化と補助

金申請手続時における市民サービスの向上につながるものというふうに考えております。 

○永末委員 

最後、要望で終わります。今、答弁いただきましたが、公共下水道と浄化槽設置整備事業を

企業局へ事務委任ということで一本化していくということで、こういった部分についても、や

っぱり２つに分かれていましたので、どうしてもそれが中で内部調整が難しい部分があったの

ではなかろうかなと思いますので、こういうふうに一本化してやっていただくというのは非常

に効率的になっていくのではなかろうかということで、こういう体制整備についても期待して

おりますので頑張ってください。予算計上のほうですけれど、非常にうれしく思っております。

環境問題、特に河川の水質の改善に取り組んでいきたいというのが、私が市議を目指した一つ

の大きな理由でしたので、今回の単独処理浄化槽、くみ取り式便槽の撤去、配管費の予算計上

と汚水処理に関する事務の一本化というのは、本当に大きな一歩だというふうに感じておりま

す。と同時に、これからまた新たに検討すべき課題も見えていると思います。先ほど答弁いた

だきましたが、単独処理浄化槽は約１千件、くみ取り便槽は約２万件ですね。今回の予算が単

独処理の撤去が１０件分ですね、くみ取り式が１００件分になるかと思いますので、次年度か

ら、ぜひ検討していただきたいのは、今回の予算規模というのが、今後、汚水処理を考えてい

く上で適正であるかどうかというのを、いろんな多方面含めてご検討をお願いしたいと思いま

す。以前市民の方から、こういったことを強く言われたことがあります。飯塚はまだくみ取り

を使っているんでしょうか。いつ下水道が来るんですかということを言われたことがあります。

当然ですね、その方には、現在の飯塚市の汚水処理構想については説明を差し上げましたが、

こういったのがやっぱり市民の方の一部の声かと思いますので、お伝えしておきます。 

私は先ほど申し上げました予算規模が適正であるか否かの検討を要望する理由は３つござい

ます。まず１つ目がくみ取り作業を行っている方の負担の軽減というのも考える時期に来てき

ているのではなかろうかということです。私の住んでいる近くでも、くみ取りの車というのが

来ておりますが、私自身、そういったくみ取り作業というのを行ったことはありませんけれど、

やはり見ていても大変な作業ではなかろうかと思います。従事されている方々への負担の軽減

というのも今後、考えていく必要があるかなというのが１つ目の理由です。２つ目の理由とし

ましては、移住政策との関係、現在、飯塚市は全国から移住していただけるように取り組みが

なされているかと思うのですが、移住に興味を示された方々が、今の飯塚市の汚水処理の現状、

河川の水質の状態を見たときに、果たして数ある自治体から選ぼうと考えるかというのを疑問

に感じます。汚染された河川をイメージして、地方に移住する方というのはいないと思います

ので、本気で移住政策を進めていこうというふうに考えられるのであれば、この環境への取り

組みというのは、今後、必須の項目だと思います。ぜひお願いします。これは市のイメージと

か自治体の価値を上げるという意味にも直結することだと思いますので、ぜひともよろしくお

願いします。３つ目は地元への仕事の創出、雇用の創出です。撤去から設置まで、多方面での

土木工事が発生するかと思います。コロナの状況のもとでは本当に有効で有意義な仕事を創出

していく必要があるかと思いますので、この浄化槽の撤去及び設置事業というのは、昨今の環

境重視の姿勢にも合致しておるかと思いますので、ぜひとも私が考える理由はそういった３点

ですけれど、この事業を今後しっかりと検討していただくよう要望して終わります。 

○委員長 
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 次に、１５２ページ、上水道費、上水道事業費について、川上委員に質疑を許します。 

○川上委員 

 資料集の５６ページに関係資料を出していただいております。水道事業会計補助金３億

２１３７万４千円について、その内訳どうなっておるのかお尋ねします。 

○財政課長 

 資料の５７ページの下のほうの表、丸を書いて内訳と記載しております。これの１番右側が

令和３年度の分でございまして、旧簡易水道事業に要する補助として１９８９万８千円。児童

手当に要する補助として１４７万６千円。それから、老朽管布設替事業出資分といたしまして、

３億円。合計で３億２１３７万４千円の補助金を予算計上いたしております。 

○川上委員 

 ５６ページの資料で、第１７条の３で補助というのが説明書きがあります。これを少し説明

してもらえますか。先ほどの内訳との関係で。 

○財政課長 

 水道事業会計は、公営企業でございますので、独立採算の原則を持った会計でございます。

その内容につきましては、地方公営企業法の第２１条第２項に、料金は公正妥当なものでなけ

ればならず、かつ能率的な経営のもとにおける適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な

運営を確保することができるものでなければならないと規定されております。しかし、今言わ

れた第１７条の３、もしくは第１７条の２、それと第１８条、こちらには一般会計等において

負担する、また負担することができる経費としての規定がございます。さらに公営企業に対す

る負担につきましては、繰り出し基準といわれる経費負担区分ルールもございまして、本市で

は、これらの規定に準じて水道事業会計に補助いたしております。１７条の３、これに該当す

る補助金としましては、令和３年度につきましてはございません。令和元年度に技術職員の融

通に要する経費、この際に４００万円を補助したことだけが、近年では実績としてはそれだけ

となっております。 

○川上委員 

 補助金が３億２１３７万４千円という予算計上になっているんですよね。これは公営企業法

の抜粋と書いてありますけど、１７条の３以外のものも含んでおるということなんですね。ち

ょっと説明してもらっていいですか。 

○財政課長 

 ３億２１３７万４千円の根拠といたしましては、まず、旧簡易水道事業に要する補助につき

ましては、繰り出し基準と呼ばれますものでございまして、繰り出し基準の第１の７に準じて

支出しております。それから児童手当に要する補助、こちらにつきましては繰り出し基準の第

１０の４。それから老朽管布設替事業出資分、こちらにつきましては、地方公営企業法第

１８条、こちらに準じて補助をいたしております。 

○委員長 

 次に、１５５ページ、ごみ処理費、ごみ収集事業費について、鯉川委員の質疑を許します。 

○鯉川委員 

 予算書１５５ページのごみ処理費、ごみ収集事業費のごみ収集業務委託料について、２点ほ

どお尋ねいたします。まず、この委託において、市内のごみ収集を行っていると思いますが、

本市におきまして、エアゾール缶やガスボンベ缶などをごみとして出す場合の取り扱いは、現

在のところどうなっていますでしょうか。 

○環境対策課長 

 本市におきまして、エアゾール缶やガスボンベ缶等につきましては、必ず中身を使い切って

から、換気のいい場所で穴を開けて、不燃ごみの袋に入れて出していただくようにしておりま

す。 
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○鯉川委員 

 本市では、穴を開けて出すようにしているということでございますが、国からはエアゾール

缶の取り扱いについては、どのようにすべきとなっていますでしょうか。 

○環境対策課長 

 平成２７年６月２５日付で環境省から出されました「適正処理困難な廃棄物の処理体制の整

備について」では、ごみ収集車両や破砕施設での事故防止の観点から、住民にエアゾール缶や

カセットボンベの穴あけを指導している自治体もあるが、充てん物の残ったエアゾール缶やカ

セットボンベに不適正な方法で穴をあけると、火災が発生するおそれもあることから、これら

を廃棄する際、穴あけをしない方法が望ましいという見解が出されております。 

○鯉川委員 

 穴あけをしない方法が望ましいということですよね。では、近隣の自治体はどのような取り

扱いを行っているか、調べたことはありますでしょうか。 

○環境対策課長 

 本年度に、県内の全市に調査をしております。調査結果としましては、全２８市中１９市が

穴あけ不要、９市が本市と同じく穴あけ必要となっております。平成２８年度の調査に比べて、

穴あけ不要が１５市から４市ふえております。 

○鯉川委員 

 県内各種の状況を見ましても、穴をあけずに出すところが約７割と多いようでございますが、

なぜ本市は穴をあけて出すようにしているのでしょうか。 

○環境対策課長 

 収集や処理の際にガスが残っていると、何かのはずみでガスが漏れたり、圧縮の際の火花で

着火の可能性があるため、あらかじめガスが存在しない状態での改修を行うため、穴をあけて

出していただいているところでございます。 

○鯉川委員 

 火災等の危機性から穴をあけてもらっているとのことでございますが、それは県内の約７割

に当たる１９市も同じだと思うのですが、それなりの対策をとられていると思います。国の指

導では、事故防止のためにも穴を開けずに出すほうが望ましいとなっているわけでございます

ので、見直すという考えはないのでしょうか。 

○環境対策課長 

 県内の状況を見ましても、穴を開けずに出すところがふえてきており、また市民の方の負担

を減らすためにも、本市としましても火災対策を十分検討、準備しながら、穴を開けないで出

せるよう、今後、収集業者との協議や、破砕施設での処理体制の整備を進めていきたいと考え

ております。 

○鯉川委員 

市民の方にも穴を開けるのに不安を感じている方も多いと思われますし、国の指導でもある

わけでございます。今、答弁で申されましたように、火災対策を十分検討、準備しながら、穴

を開けないで出せるようにぜひ見直しに向けて積極的に進めていただきますようお願いいたし

ます。 

次に、２点目は、ガーデニングで使用した土のことなんですが、２、３回までは再利用でき

るのですが、いよいよ使えなくなった土を処分する場合に、本市ではどのような取り扱いにな

っていますでしょうか。 

○環境対策課長 

 土は廃棄物ではないため、庭などにまいてもらうようにしておりますが、マンション、ア

パート等で、まく場所がない場合もあることは認識いたしております。 

○鯉川委員 
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 要するに、飯塚市では現在のところ収集業務はされてないということですよね。他市から飯

塚市に引っ越して来られた方からの相談事で、前に住んでいたところは土を不燃ごみとして出

していたから、それを当たり前と思っていたんですが、飯塚市では受け入れてくれないのです

かという相談を受けました。近隣の自治体はどのようにされてあるのか、わかれば教えていた

だけますでしょうか。 

○環境対策課長 

 県内２８市のうち、１３市が受け入れを行っております。 

○鯉川委員 

 県内２８市のうち、１３市が受け入れを行っているということは、県内でも４６％の自治体

では受け入れているということでございますが、何とか本市でも受け入れていただくことはで

きませんでしょうか。 

○環境対策課長 

 受け入れをしている福岡市や北九州市など８市は、埋め立て処分場を有しておりますが、本

市では処分場がないため、受け入れが難しい状況ですが、市民の方の要望も多くあるというこ

とは認識しておりますので、何か対応策がないか、今後も調査を行っていきたいと考えており

ます。 

○鯉川委員 

 最近では、家庭菜園とか、ガーデニングで土いじりをしている方、結構いらっしゃるんです。

本当に処理に困っておられます。先日、遠賀川の河川敷をウオーキングしていますと、プラン

ターから土を不法投棄されている方を見かけました。そういったこともございますので、ぜひ

とも何らかの対応ができないか、今後検討していただくことを切にお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１５５ページ、ごみ処理費、ごみ収集事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 資料の５９ページ、６０ページ、６１ページについて、特徴的なところを説明していただき

たいと思います。 

○環境対策課長 

 資料の説明をさせていただきます。まず５９ページは、ごみ処理状況の推移で、平成２７年

度から令和元年度までのごみ処理量を地区ごとに表及びグラフで掲載しています。合計を述べ

させていただきますと、平成２７年度が４万３８８３トン、平成２８年度が４万３９０６トン、

平成２９年度が４万３７１１トン、平成３０年度が４万４４８５トン、令和元年度が４万

４００２トンとなっております。地区別に見ますと、平成３０年度の飯塚地区と令和元年度の

穂波地区におきまして、若干増加しておりますが、平成２７年度と令和元年度の合計値を比較

しますと、１１９トン、０．３％の増であり、５年間のごみ処理量はほぼ横ばいの状況である

と考えております。６０ページから６１ページは、ごみ収集業務委託状況を掲載しています。

縦の欄はごみ処理施設３施設と各施設に搬入している委託業者を、横の欄は平成２７年度から

令和元年度までの各年度のごみの分別区分ごとに搬入量が分かるように作成しております。飯

塚市クリーンセンターは飯塚地区内のごみを処理しており、委託業者は有限会社石井産業、有

限会社森永産業、有限会社イブキアメニティサービス、有限会社木山商会、有限会社豊国興産

飯塚営業所、有限会社ファミリーエムケイ、また平成３０年度から有限会社かいた環境開発工

業が搬入しております。桂苑は穂波地区、筑穂地区のごみを処理しており、委託業者は有限会

社藤本組、有限会社筑穂衛生、株式会社瀧本衛生が搬入しております。ごみ燃料化センター及

びリサイクルセンターは、庄内地区、頴田地区のごみを処理しており、委託業者は有限会社庄

内衛生舎、有限会社かいた環境開発工業が搬入しております。各年度の委託業務総収集量は、

平成２７年度が２万９１９６トン、平成２８年度２万８５９７トン、平成２９年度２万
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８２２４トン、６１ページになりますが、平成３０年度３万１５４８トン、令和元年度が３万

１７４７トンとなっています。平成２９年度から平成３０年度に３３２４トン処理量がふえて

いますが、平成２９年度まで直営で収集を行っていました区域の一部を民間に委託した影響で、

表の中の水色で示しています有限会社イブキアメニティサービス、有限会社ファミリーエムケ

イ、有限会社かいた環境開発工業が受託しており、それぞれ平成３０年度、処理量が増加して

おります。この民間委託による処理量の増以外はおおむね５年間横ばいの状況となっています。 

○川上委員 

 続けて、資料集の７ページの説明をお願いいたします。 

○環境対策課長 

 資料７ページは、ごみ袋にかかる住民負担の他市比較資料を掲載しております。資料は、令

和３年２月２８日時点のもので、県内１８市及び桂川町のごみ袋料金の状況を掲載しておりま

す。単価は１０枚１巻の税込み価格になります。ごみ袋代は本市が１番高くなっておりますが、

中・小では宮若市、直方市で本市より高額になっているような状況でございます。 

○川上委員 

 他都市と比べても相当に高いごみ袋代が市民に押しつけられて長いわけですけれども、しか

しその一方で、ごみは減らないということになってくると、従前から当局が言っていたごみ袋

の有料化でごみゼロを目指すということにはつながってないと思いますが、この辺について説

明してもらえますか。 

○環境対策課長 

 現在、処理量は横ばいで効果はないように見えますが、一定の自己負担をしていただくこと

で、排出抑制の効果はあっていると考えております。 

○川上委員 

 見解の相違ですね。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：５０ 

再 開 １４：５２ 

委員会を再開いたします。 

次に、１５８ページ、労働諸費、再就職応援事業委託料について、田中武春委員に質疑を許

します。 

○田中武春委員 

 私のほうから１５８ページ、再就職応援事業委託料についてお尋ねしたいと思いますが、ま

ず、この委託料の事業概要についてお尋ねいたします。 

○経済対策室長 

 本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、就職機会を失い、生活が

困窮している求職者の就職を支援するため、求職者を雇い入れ、社会人として必要となる基礎

的知識の習得を図る研修、及び職場での実習を組み合わせた人材育成と職業紹介による求職者

と事業者とのマッチングを行い、失業者の再就職を支援するものでございます。また飯塚市内

の大学、短期大学などに通う学生に就労機会を提供するため、学生の直接雇用を行うとともに、

新規の就労先を開拓しあっせんする事業となっております。 

○田中武春委員 

 コロナ禍において、職を失い生活に困窮している人も多いかと思います。本事業における雇

用の予定人数等がわかれば教えてください。 

○経済対策室長 

 対象者といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により就業機会を失った市内に
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住所を有する求職者、及び新型コロナウイルス感染症の影響により、就労機会を失った飯塚市

内の大学、短期大学に通う学生または飯塚市外の大学に在籍し、市内に居住する学生とし、雇

用予定の人数といたしましては、失業者２５名、大学生５５名といたしておるところでござい

ます。 

○田中武春委員 

 失業者２５人、大学生５５人ということで、トータルで８０人を予定しているということで

よろしいでしょうか。もし、今コロナ関係では変異ウイルスもこれから急速に上昇して、第

４波がくるのではないかといううわさもありますが、もしこの８０人を超えるような希望者が

いられたときの対応というのは考えられているのですか。 

○経済対策室長 

８０人を超えた場合につきましては、雇用枠をふやすなど増員について検討してまいりたい

と考えております。 

○田中武春委員 

そうならないように、本当に、環境になればいいんですけども、ぜひ厳しい学生、失業者含

めておられますので、最大限、この応援事業を強化していただくようにお願いしたいというふ

うに思います。 

○委員長 

続いて、１５８ページ、労働諸費、再就職応援事業委託料について、土居委員の質疑を許し

ます。（発言する者あり）ただいま土居委員から質問の取り下げがあっておりますので、終わ

ります。 

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。 

○江口委員 

 １２６ページ、３款、民生費、児童措置費に関してお聞きいたします。先ほど質疑の中で未

利用児童については、４月１日現在では、一応１桁の予定であるというお話がございました。

この保護者の方々が、子どもさんが歩ける保育園をどうやって選ぶかという中で、新しい園を

選ぶ傾向があるんだというお話を聞いたことがございます。ただ今年度の当初予算を見る中で

は、施設整備に関しては載っていないような感じなんですが、その点については、申請がなか

ったという理解でよろしいでしょうか。 

○子育て支援課長 

 令和２年に調査を行っておりますけれども、令和３年の予定はなかったことから、令和３年

度の予算を計上しておりません。 

○江口委員 

 施設整備が進んでない園は、まだあるわけですよね。 

○子育て支援課長 

 全ての園で施設整備が行われているわけではございません。令和４年度以降の予定について

調査をしましたところ、予定としているところが５園ほどありました。 

○江口委員 

 ここの部分に関しては、国の制度であり、制度自体は変わっておらず、継続して手を挙げる

ところが多過ぎれば調整が必要かもしれませんが、例年は２園程度やっているので、そこに関

しては確保されるという考えでよろしいですか。 

○子育て支援課長 

 国、県の予算の範囲で交付することとなっておりますため、施設によっては、希望する年に

着工できない可能性はあります。 

○江口委員 

 市としては希望に沿えるようにやっていくということでよろしいですか。 
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○子育て支援課長 

 令和３年度中に調整をしていきます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中武春委員 

 先ほどちょっと１３３ページの児童クラブの支援員のことで、賃金の分を上積みしてどうの

こうのという話がありましたけれども、ちょっと聞きもらして、時間外手当も１００分の

１２５なんだけれど、１００分の１３５で出したという話をちょっと耳にしたんですが、それ

は市の時間外に対する規則とか条例があると思うのですけれど、それには抵触しないのか、ふ

と思ったんですけれど、そこら辺、ちょっと教えてください。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：０１ 

再 開 １５：０９ 

委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 先ほどの質問にお答えします。市の委託料で支払いをさせていただいております。委託料の

積算根拠としまして、市の規定に準じて支払っておるということになっております。 

○委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

○江口委員 

 １４３ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費、ワクチン接種事業についてお聞きい

たします。まず、ワクチン接種に関わるスケジュール等に関する資料の提出を求めたいと思っ

ております。委員長においてお取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 執行部にお尋ねします。ただいま江口委員から要求があっております資料は提出できますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 はい、提出できます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま江口委員から要求がありました資料については、要求すること

に賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

 （ 挙  手 ） 

賛成多数。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

資料がサイドブックスに準備されていますので、ご確認ください。 

○江口委員 

 資料の提供ありがとうございます。資料とあわせて、ホームページのほうを見ながら、お話

をさせていただきたいと思います。市のホームページのトップから、緊急情報の中の新型コロ

ナウイルス感染症に対するお知らせに入っていただいて、その左の一番下にコロナウイルスワ

クチン接種についてのホームページがございます。こちらのほうをベースにお聞きしたいと思

っています。残念ながらこのページは更新が３月１日現在で、内容については２月時点のもの

であるというふうな形で出されております。このワクチン接種、それこそこの新型コロナに関

する切り札として非常に期待されており、市民にとっても大きな関心事であります。この情報

が、残念ながらこのような状況であることに関しては、非常に残念に思っております。ここを

どんどんどんどん書き変えていっていただきたいわけですが、まず、この順番にお聞きしてい

きます。接種開始時期に関して、優先順位に関して、１から５まであるわけですが、それぞれ
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ちょっとお聞きしていきたいと思っております。医療従事者に関する接種に関しては、２月下

旬以降接種開始予定という話が書いておりましたが、それこそ本日の西日本新聞には、飯塚市

立病院で医療従事者に関する、管理者が打っておられる記事が載っておりました。医療従事者

に対する接種に関してはどのようになっておられるのか。どこでやっていて、いつごろ完了予

定なのか、お聞かせいただけますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 医療従事者の優先接種につきましては、福岡県が主体となって実施をいたしております。接

種につきましては、ホームページの医療従事者等２月下旬以降というところについては、こち

らのほうは国の機関、医療従事者となっております。この近隣の医療従事者については、３月

５日から始まっておりまして、大体、医療従事者としては１万５千人以上いらっしゃるという

状況でございます。現在の接種状況は公表されていないため不明ですけれども、順次接種がさ

れていると聞いております。接種体制といたしましては、ディープリーダーを配置している基

本型接種施設が市内に２施設、こちらは飯塚病院と市立病院がございますが、この２病院あり

まして、１１の連携型接種施設と連携して実施しているというふうに聞いております。 

○江口委員 

 この医療従事者の接種に関しては、勤務先でするんでしょうか。それとも、住んでいるとこ

ろでするんでしょうか。その辺りどうなるんです。 

○健幸・スポーツ課長 

 これにつきましては、私どももはっきり確認をしているわけではございません。まず、飯塚

病院と市立病院、こちらのほうについてはそれぞれ病院のほうで打っているということは聞い

ております。ただしそれ以外、連携型施設に入っていない医療施設、こちらについては医師会

のほうで中心になって打っていくという体制でいこうというふうには聞いているところでござ

います。 

○江口委員 

 次に、６５歳以上の高齢者に関してはどうなっておりますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 ６５歳以上の高齢者につきましては、４月１２日以降の接種予定といたしております。こち

らについては、まずワクチンの供給状況がまず定まっていないという状況が一つございます。

先ほど提出させていただきました資料の２ページ目に、ワクチンの配送スケジュールを載せて

おりますけれども、今決まっているところで言えば、４月５日に福岡県に２箱来ると。その次

の週、また１９日の週で、それぞれ１０箱、１０箱とやってきます。そして４月２６日の週に

なって初めて飯塚市のほうに１箱がやってくるという状況でございます。そのため、接種体制、

最初どういうふうな形で進めるのがいいのかというところについては、今、医師会と協議を行

っているところでございます。 

○江口委員 

 他の自治体の例を見ていると、６５歳以上であっても例えば７５歳で区切ったりしたりして

いる自治体もあるわけですが、飯塚市としてはどのようにお考えでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 実は６５歳以上の方への接種を実施するに当たり、さらに細分化することについても検討い

たしておるところでございます。ワクチンが十分供給されてない状況であれば、予約時におい

て大変な混乱が生じることを懸念いたしております。細分化の内容については、住所地別や年

齢別などが想定しておりますけれども、今後ワクチン供給量などを勘案して検討してまいりた

いと考えております。 

○江口委員 

 早め早めに検討して決めた上で、ご案内をしていただいたほうが、皆さん方、安心できると
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思うんです。ぜひそういった点で医師会、また関係機関との協議を進めていただきたいと思い

ます。次に基礎疾患を有する者とございますが、ずらっとあるわけですが、これの判定を誰が

やるのか。また、手続というふうな形はどうなるのか、お聞かせいただけますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 最初に基礎疾患の定義でございますが、令和３年度中に６５歳に達しない者であって、慢性

の呼吸器の病気、慢性の心臓病、腎臓病、肝臓病など１３種類の病気や状態の方で通院または

入院している方が対象となります。その他、ＢＭＩ３０以上を満たす肥満の方も対象となって

おります。そして、誰がどのように判断するのかということでございますが、基本的に通院ま

たは入院されている場合に、かかりつけ医に事前に相談し、ワクチン接種を行ってよいか確認

することとなっております。このことについては、予診票でチェックする欄を設けているとこ

ろでございます。なお通院等をされていない方や、かかりつけ医に相談されていない方がいら

っしゃった場合には、予診を行う医師の判断で接種できることとなっております。 

○江口委員 

 ということは、集団接種の場合に来られたら、書いてあることを信じるかどうか、ある意味

そういった形になるということでいいですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 その際、問診の中での聞き取りと言うか、問診をどういうふうにするかというところがござ

いますが、基本的にそこのご本人さんがどういうふうに言うかというところになってこようか

と思います。 

○江口委員 

 早くしたいと思った方が、多少膨らましてなのか、うそをついてなのか、された場合に罰則

とかいうのがあったりするんですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 罰則等についてはございません。 

○江口委員 

 次に、高齢者施設の従事者、またその他の方々については、どのようになっておられるのか、

お聞かせください。 

○健幸・スポーツ課長 

 基本的に施設に入所されている方には、施設内での集団接種を行うように検討いたしており

ます。現在、各施設に接種希望者や嘱託医などについて調査を実施しており、今後、円滑に接

種できるよう調整をしていきたいと考えております。高齢者施設の従事者については、それぞ

れ施設入所者と同じタイミングで接種が可能となっております。 

○江口委員 

 次に準備状況について、お聞きいたします。接種券の発送予定についてはどうなっています

か。資料のほうでは、３月１０日時点となっております。これから１０日余りたったわけです

が、これから変更ないのか、それとももう少しずれたりはしているのか、お聞かせ願えますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 先ほど申しましたワクチンの供給状況から判断いたしまして、接種券の郵送につきましては、

４月上旬を現在予定しているところでございます。 

○江口委員 

 接種券も、高齢者もあれば、基礎疾患を有する方とか、一般の方もあるわけですよね。全て

４月上旬じゃないわけでしょう。これを見ても、３、４、５、６で、スケジュールの１ページ

目で、３の高齢者に関しては４月上旬を予定していると。それ以外については４月下旬から

５月上旬予定とあるんだけれど、最後の６の上記以外のものは、もう少し５月以降というより

も中旬以降のような形であったりはするわけですが、ここら辺のスケジュールに関しては、こ



４４ 

のスケジュールどおりと思っていいのか。それとも１０日たっているので、もう少し変わって

いたりするのか、その点いかがですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 このスケジュール、資料の４、５、６のところでございますが、４月下旬、５月上旬予定と

いたしておりますが、こちらについてはもう少し遅れるという予定を立てているとこでござい

ます。 

○江口委員 

 もう少しとはどのくらいなのかを言っていただけると、聞いている市民の皆さん方は安心す

ると思うのですが。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず、ちょっとワクチンの供給が定まっていないという状況、それと高齢者以外の接種につ

いては、国もまだ定めていないという前提でございますけれども、今のスケジュール感、高齢

者が接種する期間をある程度、我々の思ったところで見た場合に、その後の４、５、６につい

ては、６月ごろになるのではないかと想定をいたしているところでございます。 

○江口委員 

 次に、接種実施場所なんですが、集団接種の場所はどうなるのか。また協力していただける

医療機関はどの程度あるのか、お聞かせいただけますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 本市の集団接種会場といたしましては、飯塚第１体育館、それと筑穂交流センター、それと

庄内保健福祉総合センターハーモニー、こちらの３カ所を予定いたしております。あわせまし

て、個別接種の医療機関でございますが、現在、医師会のほうと協議をいたしておりますが、

それぞれ接種可能というところで、５０程度の医療機関に協力していただける予定でございま

す。 

○江口委員 

ぜひ、そういった情報を早め早めにホームページでアップしていただいたり、新聞各社にプ

レスリリースを出したりしていただきたいと思っています。ほかの自治体のホームページを見

たりすると、実際出ているんですね。ここでやるんですよとか、協力機関でもこんなところが

協力してくれるのが決まりましたとか、例えば、今決まっているのはここだけ決まりました。

またそれがどんどんどんどん追加されていくと、うちの近くの、ここでできるんだなと安心さ

れると思いますので、そういった努力をしていただきたいと思っています。 

次に、接種に関する相談の中で、コールセンターの開設が３月中の見込みとなっているんで

すが、多分まだできてはないと思うんですが、これについてはどのようになりますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 当初は３月中旬から下旬の開設で準備をいたしておりましたけども、国からのワクチン供給

状況により高齢者接種スケジュールが遅れていることから、現在４月１日に開設することで調

整を、今行っております。 

○江口委員 

 何か４月１日にオープンしても、何も決まってないんですじゃないけど、かなり決まってな

いですというご案内をしなくちゃならないのかなと思ったりしますが、頑張っていただきたい

なと思います。予約システムという話がありましたよね。この予約はいつから行われるのか、

まずシステム選定が終わったのか、発注も済んだのか、その点はどうなっていますか。 

○健幸・スポーツ課長 

 まず予約システムの状況でございますが、こちらについて概要について、まずちょっと説明

をさせていただきます。ウェブ予約システムは、市の集団接種分について導入をいたします。

個別医療機関におきましては、既存の病院の予約システムを利用していただくということで、
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今考えております。ウェブ予約システムは接種券番号と生年月日を入力し、市の情報と照合で

きた方が予約の手順へ進めることになっております。また、チラシなどに掲載したＱＲコード

を読み取ったり、ホームページや飯塚市の公式ラインからウェブ予約のページへアクセスでき

るということで、今整備を進めております。予約の時期につきましては、こちらも先ほども答

弁をさせていただいておりますが、ワクチン供給の状況がまだはっきりいたしておりません。

そちらのほうがある程度確保できたところで、予約ができるようにするということで整備を進

めております。 

○江口委員 

 今のお話だとシステムの選定、発注はもう済んだというふうな理解でよろしいですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 そちらのほうについては、もう終わっております。 

○江口委員 

 先ほどラインでもやれるんだという話がありましたが、昨日の質疑の中で、ラインの個人情

報漏えいの話がありましたよね。そこに関して大丈夫なのという話をしたんだけど、そのとき

には個人情報のやりとりはないんだという話だったんだけれど、今回、この部分はどのような

形になりますか。その点は大丈夫ですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 飯塚市の公式ラインを使用いたしますけれども、そちらのラインでの予約ということではあ

りませんで、公式ラインに入っていただいて、そちらのほうからウェブ予約のページにアクセ

スし、こちらのほうで入力ができるということにいたしております。そのため今、ライン社の

個人情報の流出という問題があっておりますけれども、ライン本体のほうで予約をするわけで

はございませんので、そちらについては対応ができると考えております。 

○江口委員 

 単にウェブ予約のシステムに誘導するだけなので、何らそういったところに関しては個人情

報を入れるところもないし、そこが抜かれることもないということでよろしいですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○江口委員 

 あと、ワクチン接種に関しては、国が突然マイナンバーで集約という話が出てきましたが、

その点に関してのつくりこみに関しては、進展はどうなっているのでしょうか。 

○健幸・スポーツ課長 

 現在、国が接種者記録システムを構築しており、国が配布する通信可能な専用タブレットを

活用して、接種者の情報を把握するようにしております。市が事前にマイナンバーや接種券情

報を接種者記録システムに登録することで、接種者記録をクラウド上でひもづけ、全国の接種

者の記録管理ができることとなっております。また、接種券には、接種券番号を示すバーコー

ドが印字されておりまして、予防接種台帳システムやウェブ予約システムで接種者の記録を入

力する際に活用することといたしております。 

○江口委員 

 このシステムが入ると、手間としてふえる、ひと手間ふえるのではないかと危惧をするわけ

ですが、その点いかがですか。 

○健幸・スポーツ課長 

 質問委員がおっしゃるとおり、こういう形で今システム構築をいたしておりますけども、非

常に手間というか、そういうところは加わるという状況になっております。 

○江口委員 

 先日クラブハウスという新しいＳＮＳの中で、こういった話になって、ある首長の方もおら
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れてお話を聞いていたんだけれど、実際さっき専用タブレットとありましたよね、その専用タ

ブレットが十分に来るかどうかわかんないんだという話があったんです。非常に不安定だとい

う話だったんだけど、その点についてはもう解決しているのかどうか、お聞かせいただけます

か。 

○健幸・スポーツ課長 

 はい。国から本市に必要な数のタブレットが配布されるかは、現時点では未定となっており

ます。必要数が配布されない場合は、医療機関から予診票を回収しまして、記録者情報を読み

込むなど、できるだけタイムラグがない形で接種状況を把握できるよう、今検討を行っている

ところでございます。 

○江口委員 

 非常に国に振り回されているという部分があるのかなと思っています。ＤＸ、ＤＸと言いな

がら、国のほうが混乱を招いているという状況が見えてきます。市長会のほうでも申し入れを

されているという話も聞いております。ぜひ、大変な中とは思いますが、しっかりやっていた

だきたいと思います。先ほどもお話ししましたが、できるだけ早く確定した分だけでいいので、

このような状況です。ここまでは決まりました。ここまでは決まりましたという部分を細かく、

出してください。最低でも週１ぐらいはホームページを変えていく。新聞、プレス各社にプレ

スリリースを出すとかいうふうな形でやっていただけるといいかと思います。例えば、世田谷

区では、このワクチン接種の専用のツイッターカウントをとっているんですね。そうするとそ

こで登録していると、世田谷区のワクチン接種はこんなことになりましたというやつが、ツイ

ッターで世田谷区のほうが出すと、それぞれ登録している方には届く形になります。そうする

と、ある意味、また安心感になるわけですよね。ぜひ、そういったことも含めて検討していた

だきたいとお願いをしておきます。 

○委員長 

 ほかに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、民生費から第５款、労働費までについて、質疑を終結い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：３４ 

再 開 １５：３５ 

委員会を再開いたします。 

次に、第６款、農林水産業費から第９款、消防費までの質疑を許します。 

質疑通告されております、１６４ページ、農業振興費、有害鳥獣駆除対策わな監視システム

借上料について、土居委員の質疑を許します。 

○土居委員 

 有害鳥獣駆除対策わな監視システム借上料について、今回、新たな試みとして導入されるＩ

ＣＴシステムですが、現在の一般的な有害鳥獣駆除活動の流れと、想定されているこのシステ

ムを使用した一般的な有害鳥獣駆除活動の流れについてお尋ねします。 

○農林振興課長 

 まず現在の一般的な有害鳥獣駆除活動の流れですが、本庁、支庁を含め有害鳥獣出没の通報

がありますと、本市が有害鳥獣捕獲の従事者証を発行しております有害鳥獣捕獲員に連絡をと

り、対応可能な捕獲員に市職員が同行し、出没状況や被害現場の確認を行います。その後、有

害鳥獣の侵入経路の痕跡や箱わな等が設置可能な場所を確認した上で、捕獲方針を決定した後

に箱わな等を設置し、駆除を行うといった流れが一般的な流れとなります。今回の新規事業で

は、出没状況や被害現場の確認は従来どおり行いますが、箱わなを設置する際に、箱わなの設
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置箇所がシステムの通信可能なエリア内であった場合には、鉄製の箱わなの扉部分に、手のひ

ら大のセンサーを取り付けます。イノシシ等が箱わなにかかり、扉が下りた際にセンサーに附

属するマグネットが外れることで、登録したメールアドレスへの通知が来るようになっており

ます。通知が来た際に、捕獲員の方々が箱わなの状況を確認し、実際にイノシシ等が箱わなに

入っていた場合に捕獲する流れを、このシステムを使用した有害鳥獣駆除活動の一般的な流れ

として想定しております。 

○土居委員 

 それではこのシステムの設置者について、お尋ねします。 

○農林振興課長 

 出没事案に対応していただく有害鳥獣捕獲員の方々にセンサーを取り付けていただくことと

しております。 

○土居委員 

 それでは、このシステムを活用した有害鳥獣駆除対策と猟友会とのかかわりについて、お尋

ねします。 

○農林振興課長 

 令和元年１０月から猟友会に所属されている捕獲員の方々の協力をいただきながら、ＩｏＴ

対応わな監視システムの実証実験を行ってまいりました。その結果、システム活用後の捕獲員

による箱わな設置後の見回り回数が減少したこと。システムの誤作動もほとんどなく、感知制

度についても問題がなかったこと。実証実験に協力した複数の捕獲員から、負担軽減につなが

っているとの声が複数いただけたことから、有効活用できていると判断し、今回の取り組みに

至っております。今後は、実証実験に参加されていなかった猟友会に所属される捕獲員の方々

に対しても、このシステムを活用し、駆除活動にかかる労力の低減や省力化を図りながら、引

き続き、有害鳥獣駆除対策に従事していただくこととしております。 

○土居委員 

 それでは今後の方向性について、お尋ねします。 

○農林振興課長 

 今回は、現在従事いただいている捕獲員の方々が対応可能な数である４５台を導入すること

としておりますが、システムの活用に対応いただける捕獲員の方々をふやすことができれば、

今後、導入台数ふやすことも検討していきたいと考えております。 

○委員長 

 次に、１６４ページ、農業振興費、有害鳥獣駆除対策わな監視システム借上料について、鯉

川委員に質疑を許します。 

○鯉川委員 

 ただいまの質疑とほとんどかぶっておりますので、この質問は取り下げます。 

○委員長 

鯉川委員より質疑の取り下げがあっております。 

次に、１６４ページ、農業振興費、有害鳥獣駆除対策事業費補助金について、鯉川委員の質

疑を許します。 

○鯉川委員 

 １６４ページの農業振興費、その他の農業振興費、有害鳥獣駆除対策事業費補助金について、

お尋ねいたします。有害鳥獣捕獲員の現状について、まず有害鳥獣対策として、本市が実施し

ている内容について、お尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 現在、本市が実施しております対応策の内容としましては、市が有害鳥獣捕獲の従事者証を

発行している有害鳥獣捕獲員による銃器による駆除、箱わなによる捕獲を行っております。そ
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のほかに広域で被害が発生していることから、平成２１年度より本市を初め、嘉麻市、桂川町、

嘉穂飯塚猟友会、嘉麻猟友会、ＪＡふくおか嘉穂、福岡県広域森林組合、農済福岡、飯塚農林

事務所、飯塚普及センターとで嘉飯桂地区鳥獣被害防止対策協議会を組織し、広域で有害鳥獣

対策を実施しており、国からの補助金を活用し、各生産組合や農区からの要望により配布して

おります侵入防止柵の設置による被害防止対策がございます。 

○鯉川委員 

 それでは、改めまして有害捕獲対象鳥獣とは何なのか、教えていただけますでしょうか。 

○農林振興課長 

 本市では、イノシシ、ニホンジカ、アライグマ、アナグマ、タヌキ、スズメ類、カラス類及

びハト類が福岡県より有害捕獲対象鳥獣として指定されております。また本市ではイノシシ、

鹿、アナグマ及びアライグマが日常的に出没し、農作物への被害が生じている場合に、有害鳥

獣の対象として駆除を実施しております。 

○鯉川委員 

 有害鳥獣駆除で、本年度、また昨年度でも構いませんが、捕獲された鳥獣の多い順はどのよ

うになっているのか、教えていただけますでしょうか。 

○農林振興課長 

 有害鳥獣駆除数について令和元年度実績でお答えいたします。イノシシが１２４８頭、鹿が

５２９頭、アライグマが７１頭、及びアナグマが６２頭となっております。 

○鯉川委員 

 それでは、捕獲しました鳥獣の取り扱いはどのようにされているのでしょうか。例えばジビ

エに利用されるとか、焼却とかあると思いますけれども、どのようになっていますでしょうか。 

○農林振興課長 

 捕獲員の方々が捕獲した鳥獣については、捕獲員による自家消費が一部行われておりますが、

大部分については、捕獲現場での埋設または焼却処分されております。 

○鯉川委員 

 次に、本市で駆除活動に従事いただいています有害鳥獣捕獲員の数と、地区別の内訳につい

てお尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 令和２年度につきましては、本市が従事者証を発行しています捕獲員は４７名となっており

ます。飯塚地区が１８名、穂波地区が５名、筑穂地区が１０名、庄内地区が９名、頴田地区が

５名であり、その平均年齢は６８．９歳となっております。 

○鯉川委員 

 捕獲員さんの平均年齢は６８．９歳とのことでございますが、今後の捕獲員さんの数の見通

しというのは、どのようになっていくと感じておられますか。 

○農林振興課長 

 捕獲員の方の確保につきましては、毎年、福岡県が実施する講習を受講し、狩猟免許を取得

される方がいらっしゃいますが、趣味としての狩猟の目的に取得される方が大半であり、免許

取得後に有害鳥獣捕獲活動の協力を依頼しておりますが、新規で捕獲員として従事していただ

ける方はほとんどいないのが現状です。今後も引き続き高齢化が進んでいくのではないかと感

じており、ＩｏＴ対応わな監視システムを活用した有害鳥獣駆除活動を行うことで、捕獲員の

駆除活動にかかる労力の低減を図りつつ、新規捕獲員の確保にも努めていきたいと考えており

ます。 

○鯉川委員 

 それでは、有害鳥獣駆除対策補助金の内容についてお尋ねいたします。 

○農林振興課長 
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 この補助金は、自然環境の変化等により、山間部、市街地を問わず市内いたるところで出没

しております有害鳥獣を駆除期間であります４月から６月までを第１期、７月から１０月まで

を第２期とし、その間に捕獲した際に有害鳥獣捕獲の方々へ交付するものとなっております。 

○鯉川委員 

 次に、補助金の補助実績についてお尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 令和２年度につきましては、捕獲見込みを１２００頭とし、補助金額の上限は、イノシシ、

鹿、捕獲１頭当たり１万円としておりましたが、令和２年度の実績としまして、捕獲頭数が

１３２０頭であったため、１頭当たり９１１９円が補助金額となっております。令和３年度に

つきましては、令和２年度同様の捕獲見込み１２００頭、捕獲鳥獣１頭当たりに対する補助金

額上限を１万円で予算計上しております。 

○鯉川委員 

 補助金額の上限は、イノシシ、鹿、捕獲１頭当たり１万円とされていても、市の捕獲見込み

よりも多く捕獲したら、１頭当たりの単価がどんどん下がって、今回は９１１９円です。 私

だったらモチベーションが下がり、捕獲するのを上限の１万円から下がらない頭数で捕獲する

かもしれません。１頭幾らと固定してあるところもあると思いますが、全国さまざまな自治体

を調べられたことはありますでしょうか。また、同じように被害を与えているのに、アライグ

マ、アナグマの駆除につきましては、たしか市が委嘱した実施単位として活動された際に、日

額２０００円の報酬に加え、捕獲した場合には日額１５００円を加算し３５００円支給となっ

ていますが、イノシシ、鹿と比べまして、イノシシが１万円です。３番目に多いこのアライグ

マ、アナグマにつきましては３５００円と低い単価になっているのはなぜでしょうか。 

○農林振興課長 

 全国や県内の自治体を調べまして、１頭当たりの単価を定額で支給している自治体もあれば、

本市のように予算の範囲内で支給されている自治体もあることは認識しております。また、イ

ノシシ、鹿と比べ、アナグマ、アライグマの単価が低いのは、捕獲準備から、捕獲後の処理に

要する労力の差や、経費の差ではないかと考えております。国の補助金におきましても、イノ

シシ、鹿の成獣の単価が、処分方法によって７千円から９千円に対し、幼獣は１千円となって

おりますし、アナグマ、アライグマは１千円となっております。同じ鳥獣被害対策にも関わら

ず、成獣と幼獣の捕獲単価の差があることや、捕獲にかかる経費が増大している状況も踏まえ、

先ほどお伝えしました広域で有害鳥獣対策を実施している嘉飯桂地区鳥獣被害防止対策協議会

におきましては、単価の引き上げ等も国へ要望されております。 

○鯉川委員 

 単価の引き上げ等を国に要望されているのは、本当にありがたいことでございますが、今の

答弁で捕獲準備から捕獲後の処理に要する労力の差と言われましたが、飯塚市ではイノシシの

幼獣のウリボウも１万円となっております。個体の大きさとか捕獲しやすいとか、しにくいと

かいうのが、何となくおかしいような気がするんですが、これについて長く言っていますと、

時間がかかりますので、次の質問に移らせていただきます。補助金の交付時間や交付内容につ

いてお尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 現在の補助金の交付時期につきましては、上限を１頭当たり１万円とし、予算の範囲内で交

付するため、４月から６月に捕獲したイノシシ、鹿に対する補助金、第１期分につきましては、

７月に１頭当たり５千円分を交付し、駆除期間終了後、捕獲頭数の確定により、予算の範囲内

での交付のため、１頭当たりの額が確定しますので、第１期の差額及び第２期の実績分を

１１月に、年２回に分けて交付しております。 

○鯉川委員 
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 今の説明をお聞きいたしますと、仮に４月に捕獲したとしましても、７月支払いですから、

４か月後。それも予算内に収めるためにということで、１頭当たり暫定ということで、５千円

分の交付ですが、非常に冷たいと思います。補助金額の上限額が令和元年度と比較して３千円

増額はされておりますが、補助金の交付時期等についての変更はなされなかったのでしょうか。 

○農林振興課長 

 令和２年度につきましては、交付時期及び交付方法の変更を行っておりません。 

○鯉川委員 

 有害鳥獣の駆除については、さまざまな経費がかかっていることと思いますが、補助金の交

付時期及び交付方法について、有害鳥獣捕獲員さんから、何か意見などをいただいたことはあ

りませんでしょうか。 

○農林振興課長 

 有害鳥獣の駆除については、捕獲のためのわなの代金や銃の弾代、見回るためのガソリン代、

その他消耗品などの経費がかかっているのではないかと思っております。有害鳥獣捕獲員の方

からは、現状では経費の負担が大きいため、補助金の交付時期については早めてほしいとの要

望や、補助金額については１頭当たりの補助金の上限額が増額になったのであれば、第１期分

の１頭当たりの金額５千円を増額してほしいとの意見もいただいております。 

○鯉川委員 

 有害鳥獣捕獲員さんからの要望もあっているということでございますので、補助金の交付時

期及び交付方法について再検討をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○農林振興課長 

 有害鳥獣捕獲員から要望等もお聞きしておりますし、駆除期間当初には準備等で経費がかか

る部分もあり、早めに出してほしいとの要望もありますので、交付の時期及び方法については

検討する予定としております。 

○鯉川委員 

 交付の時期及び交付方法についてもですが、年度によりまして、有害鳥獣がふえたから、

１頭当たりの単価が下がりましたでは、先ほども言いましたが、モチベーションが下がります。

先ほどの答弁で、新規で捕獲員として従事していただいている方はほとんどいないのが現状で

ございます。今のように冷たい対応をとられていたら、本当に捕獲員さんはいなくなるのでは

ないかなと心配しております。よその自治体では１頭幾らと固定してあるところもあるわけで

ございますので、ぜひとも検討していただきますようにお願いして終わります。 

○委員長 

次に１７０ページ、林業振興費、森林整備事業費について、吉松委員に質疑を許します。 

○吉松委員 

 １７０ページ、作業機械購入費というのは、これは竹粉砕機の貸出し事業のことだと思いま

すが、これはどのような事業であるか、お尋ねいたします。 

○農林振興課長 

 竹粉砕機の貸し出し事業は、里山の荒廃や放置竹林面積の増加等といった地域課題があった

ことから、その解決のために、森林整備基金を活用し、軽トラックで運搬可能な小型の竹粉砕

機を導入し、市民団体や市民の方々へ貸し出し、里山林保全や、竹林整備につなげようとする

事業になります。 

○吉松委員 

 貸し出しの条件や期間についてはどうなっていますでしょうか。 

○農林振興課長 

 貸し出し対象者は、飯塚市内の放置竹林整備等を目的とし、市内に住所を有する個人または

団体等で営利を目的としない場合に限ります。使用料につきましては無料ですが、竹粉砕機の



５１ 

運搬、稼働に要する燃料や傷害保険等の費用は使用者の負担となります。また、貸し出し期間

は８日以内としております。 

○吉松委員 

 この事業の令和２年度の実績についてお尋ねいたします。どうなっていますでしょうか。 

○農林振興課長 

 令和２年１０月より事業を開始し、市ホームページ及び広報いいづか１０月号と１１月号で

事業周知を行いました。また、令和２年１０月と１１月の２回、市民向けの操作説明会を開催

し、３０名の方にご参加いただきました。竹粉砕機の活用実績としましては、１０月の事業開

始後の貸し出し件数は合計で１３件、整備した面積は合計で３０８７平米。粉砕した竹は合計

で２万５６６０本となっております。活用場所の内訳としましては、飯塚地区が８件、頴田地

区が５件となっております。 

○吉松委員 

 貸し出しの予約が埋まっており、なかなか予約を入れることができないという声を聞いてお

ります。このことは、ただいまの答弁にありましたように、活用場所が飯塚地区が８件、頴田

地区が５件と偏っているようなことと関連があるかと考えますけれども、令和３年度の導入予

定はどのようになっていますでしょうか。 

○農林振興課長 

 委員がおっしゃるとおり、多くの市民団体や市民の方々からお問合せをいただいております

が、１１月以降は、ほぼ毎日貸し出し予約が埋まっており、利用を待たせている状況にありま

す。このようなことから、同型の竹粉砕機を１台追加導入する予算計上させていただいており

ます。 

○吉松委員 

 近年のです竹林被害は、地球温暖化の影響もあると考えられますが、令和３年度は１台の追

加ということで、里山の荒廃や有害鳥獣の増加との関連も見逃すことはできません。それらに

対する効果も検証しながら、この事業の展開を図っていただきたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：５９ 

再 開 １６：０９ 

委員会を再開いたします。 

次に１７３ページ、商工業振興費、商工業振興事業費について、田中武春委員に質疑を許し

ます。 

○田中武春委員 

 私のほうから１７４ページ、商工業振興費の筑前茜染めの活用事業費について、少し質問し

たいと思いますが、これは昨年の予算特別委員会におきまして、筑前茜染めが衰退しないよう

に頑張ってくださいということで、エールを送っておりました。令和３年度の当初予算を拝見

すると２年度より予算額が結構減っているようですけれども、確認の意味で当初予算額の金額

を教えてください。 

○商工観光課長 

 令和２年度の当初予算では２０１万５千円を計上し、令和３年度の当初予算では１３８万

１千円を減額した６３万４千円を計上しております。 

○田中武春委員 

 今答弁いただいた金額で、私が計算した減額と一致をいたしました。そこでお尋ねいたしま

すけども、令和３年度当初予算の減額の理由について、お願いいたします。 

○商工観光課長 
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 減額となった理由につきまして、主なものをご説明いたします。まず減額につきましては、

茜草育成看板設置費５５万５千円。染料約３０万２千円、市報掲載料を約２２万８千円、その

他講師謝礼金等を約２９万６千円となっており、合計で１３８万１千円の減額を計上しており

ます。減額の理由といたしましては、看板設置は、令和２年度に必要な分を設置しております

ので、令和３年度に計画はいたしておりません。染料につきましては、令和２年度が最初の年

でありましたので、染物体験を実施する前に試験を重ねておりました。令和３年度につきまし

ては、その試験に使用していた分などの必要がなくなっております。市報につきましては、掲

載を考えておりますが、お知らせなど予算を伴わない方法を考えております。その他事業の見

直しなどを行った結果、６３万４千円の予算計上となっております。 

○田中武春委員 

 事業の見直しなどを行った結果、今回の予算計上となっていることはわかりました。この予

算額で茜染めが衰退しない計画になっているのでしょうか、もう一度お答えください。 

○商工観光課長 

 今回の予算計上につきましては、令和２年度に行った事業を精査し、令和３年度も筑前茜染

協議会の運営が十分にやっていける予算を計上しております。協議会事務局としても、茜染め

が衰退しないように今後も努めてまいります。 

○田中武春委員 

 本市といたしましても、この茜染めが将来の飯塚の観光の拠点となるように、私個人として

は思っておりますので、ぜひ衰退しないように、地元の協議会とも十分調整をしながら頑張っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長 

次に、１７７ページ、商工業振興費、大学生起業家育成事業費補助金について、金子委員に

質疑を許します。 

○金子委員 

 １７７ページの大学生起業家育成事業補助金について、お聞きいたします。この事業は、つ

なぐカフェとの連携ということなのですが、つなぐカフェの運営状況についてお尋ねいたしま

す。 

○産学振興課長 

 つなぐカフェ＠飯塚の運営につきましては、ＮＰＯ法人住学協同機構筑豊地域づくりセン

ター内に、近畿大学産業理工学部の先生を委員長といたします、つなぐカフェ＠飯塚運営委員

会を設置し、別途、この運営委員会とは別に設立されております経済団体等で構成します支援

委員会からの支援を受け、同運営委員会が運営をいたしているところでございます。令和２年

度につきましては、大学生地域交流活性化支援事業費補助金を交付しておりましたが、令和

３年度は、事業費補助として本補助事業を運用し、大学生の地域での活躍を創出するつなぐカ

フェの活動を支援してまいりたいと考えております。 

○金子委員 

 大学が３つあって、コロナ禍で大変大学生も活動が狭まっていると思いますが、この広報は

どのように行うのか、教えてください。 

○産学振興課長 

 この本補助事業の広報についてでございますが、つなぐカフェ＠飯塚及び飯塚市のホーム

ページにて周知を図るとともに、広報いいづかへの掲載、市内３大学につきましては、大学と

の連携のもと学生のメーリングリストを活用しまして、大学から発信していただくこととして

おります。なお現在、つなぐカフェのホームページ管理上の理由から、以前のホームページを

リニューアルしているところでございます。できる限り早く新たなホームページを開設するこ

ととし、運営委員会におきまして現在準備を進めているところでございます。 



５３ 

○金子委員 

 はい、ありがとうございます。私の知っている市民の方からも、ホームページが見にくいと

いうことが言われていましたので、ぜひとも飯塚市ができることをやっていただいて、飯塚市

に来てよかったなと思えるような体制づくりをお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１７７ページ、１７８ページ、商工業振興費、ブロックチェーン技術研修会開催負担

金、先端情報技術開発支援補助金について、江口委員に質疑を許します。（発言する者あり）

今、江口委員より、取り下げがあっております。次に行きます。 

次に、１７８ページ、商工業振興費、事業継続専用相談員謝礼金について、金子委員に質疑

を許します。（発言する者あり）金子委員より、取り下げがあっておりますので、次に行きま

す。 

次に、１７９ページ、商工業振興費、新型コロナウイルス感染症対策事業費について、田中

武春委員に質疑を許します。 

○田中武春委員 

 それでは私のほうから１７９ページ、商工業振興費、新型コロナウイルス感染症対策事業費

の分ですけども、今年のプレミアム応援券、途中で完売しまして、買えなかった市民も多かっ

たようですが、郵便局で直接購入する形となっておりましたけれども、今回の本事業における

飲食店向けプレミアム応援券２万円だったかな、わかりましたが、その購入方法と購入の限度

額について、どのようになるのかお聞かせください。 

○経済対策室長 

 令和３年度実施予定の飲食店向けプレミアム応援券につきましては、紙ベースの応援券４万

冊を発行する予定といたしております。購入方法につきましては、事前申し込み制とし、４万

冊を超える申し込みがあった場合には、抽せんを行うことと予定をいたしております。なお、

当選者に対する販売につきましては、本年度同様、市内２１カ所の郵便局で行うことを予定い

たしております。また購入限度額につきましては、１人当たり２冊まで、購入額といたしまし

ては２万円を購入限度額としたいというふうに考えております。なおプレミアム率を２０％と

しており、２万４千円まで利用可能となっておるところでございます。 

○田中武春委員 

 それでは購入者について、どのような要件を満たさなければならないのか、よろしくお願い

します。 

○経済対策室長 

 購入対象者につきましては、高校生を除く１８歳以上の市民といたしておるところでござい

ます。 

○田中武春委員 

 高校生はだめということですね。了解しました。先ほど事前申し込み制にする予定とのこと

でしたけれども、申し込みについては、いつごろから予定をして、どれぐらいの期間をまず考

えているのか、また利用期間について、いつまでなのかをお尋ねいたします。 

○経済対策室長 

 現段階では、４月の初旬から申し込み受け付けを開始いたしまして、３週間ほどの申し込み

期間を設けたいと考えております。また利用期間につきましては、５月から７月末までを予定

いたしているところでございます。 

○田中武春委員 

 次に、申し込みが４万冊を超える場合は抽せんを行うということですけれども、どのような

方法で抽せんを行うのでしょうか、よろしくお願いします。 

○経済対策室長 
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 抽せん方法につきましては、申し込み者一人一人の情報をパソコンに入力し、パソコンソフ

トの機能を活用して、ランダムに当選者を抽出する方法を考えておるところでございます。 

○田中武春委員 

 買いたい人が平等に購入できるよう、公平性が必要かと思いますけれども、本人確認につい

て、どのような方策を考えていらっしゃるのでしょうか。 

○経済対策室長 

 本人確認方法といたしましては、当選者に対して購入引換券となる通知を発送することを予

定しており、その通知が届いたことをもって、居住確認になるものと考えております。 

○田中武春委員 

 それでは次に、今度は通常のプレミアム応援券も出すようですけれども、それの購入方法と

購入限度額、また使用期間についてどのように考えているのかをお聞かせください。 

○経済対策室長 

 令和３年度実施予定のプレミアム応援券につきましては、本年１０月から来年１月までを利

用期間とし、紙ベースの応援券を７万冊、電子化した応援券を３万冊発行する予定といたして

おります。購入対象者といたしましては、飲食店向けプレミアム応援券と同様、高校生を除く

１８歳以上の市民とし、購入方法につきましては、紙の応援券が市内２１カ所の郵便局での販

売、電子応援券が専用アプリからの購入申し込みを行った後、コンビニで販売することを予定

いたしております。なお、飲食店応援地域活性化応援券と同様、事前申し込み抽せん制とした

いと考えております。また購入限度額につきましては、紙応援券で５冊、電子応援券で５冊、

合わせて１人当たり最大１０冊まで、購入額といたしましては、１０万円を購入限度額とした

いと考えております。なお、プレミアム率を２０％としており、１２万円まで利用可能となっ

ております。 

○田中武春委員 

 そうしたら、最初の説明では応援券で５万円、電子で５万円で最大１０万円、プレミア率

２０％、１２万円まで利用できますよということですね。わかりました。この通常のプレミア

ム応援金についてはですね、１０月からということですけれども、飲食店向けプレミアム応援

券が７月に大体終了しますね。ぱっと見たら、空白期間が２、３カ月空くということなんだろ

うと思いますけども、やっぱり経済効果を求めるのであれば、あんまり期間が空かないほうが

私はいいのではないかと。消費喚起をずっとつなげていくには、あまり空白期間を設けないほ

うがいいと思うのですけれども、設ける理由はどういったことがあるのでしょうか。もっと早

く発行することというのは考えられないのでしょうか。 

○経済対策室長 

 令和３年度につきましては、まず５月から７月にかけて、飲食店向けのプレミアム応援券の

発行を行い、飲食店の需要を喚起するとともに、その取り引きのある卸売店などの関係店舗へ

の波及効果を高めていきたいと考えております。また空白期間につきましては、今後のコロナ

ウイルス感染症拡大の状況にもよりますが、まずは飲食店向けと通常の応援券の使用期間が重

複することによる利用者の混乱防止と、新たに実施いたします電子化応援券の導入に伴う事業

者向けの説明会やキャッシュレスセミナーなどの開催も予定しておりますので、２カ月間の準

備期間を設けておるところでございます。また、通常のプレミアム応援券の発行につきまして

は、９月から購入申し込みを受け付け、１０月を目途に利用開始の予定といたしておるところ

でございますが、消費喚起策として可能な限り前倒しを行い、発行できるよう取り組んでまい

りたいと考えておるところでございます。 

○田中武春委員 

 そうですね、飲食店向けが大体７月ごろするので、通常が１０月ごろとなるので、消費喚起

を考えれば、私もあまり空白期間がないほうがいいのかなと思いますんで、少しでも早く発行



５５ 

できるよう期間の縮小なりを再度検討していただきまして、質問を終わりたいというふうに思

います。 

○委員長 

 次に、１７９ページ、商工業振興費、地域活性化応援券発行事業費補助金について、土居委

員に質疑を許します。 

○土居委員 

 地域活性化応援券発行事業補助金についてですが、消費の効果が余り見込めない業種につい

てお尋ねします。 

○経済対策室長 

 令和３年度実施予定のプレミアム応援券につきましては、先ほど申しましたように、まずは

飲食店向けの応援券を発行し、続いて１０月に消費の喚起につながる幅広い業種を対象とした

応援券を発行する予定といたしております。消費効果の見込めないという業種につきましては、

電気、ガス、水道業などの公共料金の支払いや生命保険や、損害保険料、医療業などとなって

おるところでございます。 

○土居委員 

 それでは、本事業における市民からの感想や実施の手応えなどについてお尋ねします。 

○経済対策室長 

 令和３年１月２５日から令和３年２月１２日までを調査期間として実施いたしました購入者

アンケート調査結果から、本年度２０万冊と、例年と比較して１０倍の冊数を発行しましたこ

とによりまして、約５４％の方がプレミアム応援券を初めて購入いたしております。あわせて、

約５８％の方が普段の買物より消費がふえると回答していることからも、消費の喚起につなが

っているものと考えております。令和３年度におきましても、飲食店向けのプレミアム応援券

を４万冊、幅広い業種で利用可能なプレミアム応援券を１０万冊発行する予定としており、引

き続き、市民の皆様の消費喚起を促し、市内事業者への支援とつながるよう取り組んでまいり

たいと考えておるところでございます。 

○委員長 

 次に、１７９ページ、商工業振興費、地域活性化応援券発行事業費補助金については、金子

委員より取り下げがあっておりますので、取り下げます。 

次に、１７８ページ、１７９ページ、商工業費、商工業振興費、新型コロナウイルス感染症

対策事業費について、江口委員に質疑を許します。（発言する者あり）江口委員より質疑の取

り下げがあっておりますので、取り下げいたします。 

次に、１７９ページ、商工業振興費、ＩＴ導入等応援補助金、キャッシュレス決済推進補助

金について、金子委員に質疑を許します。（発言する者あり）こちらもまた取り下げとなって

おります。 

次に１８３ページ、観光費、サンビレッジ茜整備事業費について、江口委員に質疑を許しま

す。 

○江口委員 

 １８３ページ、観光費のサンビレッジ茜の整備事業について、その事業概要、その検討過程、

費用対効果についてご案内ください。 

○商工観光課長 

 サンビレッジ茜の施設整備につきましては、計画的に更新及び改修を行うものとしておりま

す。提出しております資料に沿って、ご説明したいと思います。まず、６６ページに事業の概

要というものを載せておりますので、資料の６６ページをごらんください。維持補修費として、

九州電気保安協会定期点検時に施設内非常予備自家発電装置設備が自動起動しないものの、不

具合があるとの指摘を受け、自家発電設設備取替工事４６１万８千円及び資料の事業概要に記
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載しておりますとおり、ほかの４つの工事の合計が９３４万７千円。それから各所整備工事と

して、利用者の利便性向上のためのキャンプサイトトイレ設置工事、老朽化により使用できな

くなったログハウス建てかえの工事の合計が１１００万円。諸資材費として人工スキー場のゲ

レンデ芝張りかえに使用する人工芝購入費９９万５千円。これらの総合計といたしまして、

２１３４万２千円を、令和３年度の予算計上としております。それからサンビレッジ茜の費用

対効果をどう考えるかというご質問があると思っております。この分につきましては、整備事

業を実施することにより安全性の確保の観点、それから老朽化等による改修及び利用者の利便

性向上を図ることを考えております。費用対効果につきましては、この事業を行うことにより

検証することは難しい状況ではございますが、利用者の利便性向上を図ることで、ウィズコロ

ナ、それからアフターコロナにおける施設の利用者の増加につながるものと考えており、また

リピーターの増加にも寄与するものと考えております。 

○江口委員 

 ご案内いただきましたが、ウィズコロナ、アフターコロナにあったものができて、利用者増

が図れるというお話ですが、果たしてそれは本当なのだろうかと思うわけで、今回の改修概要

を見てみると、基本的に維持管理であるわけですよね。今の状況で古くなってきたものを手入

れをするというだけですよね。このサンビレッジ茜自体が、どちらかというと集団での利用が

メインなわけでしょう。片一方、今新しくなって、ある意味お客様が集まっている、いいづか

スポーツ・リゾート・リトリートさんはそういう集団ではなく、個々の利用にスポットを当て

てやっておられるわけです。観光も変わっているわけですよね。団体旅行でドーンと行ってい

た時代からそうではなくて、家族だったり友達とか少人数の旅行に変わってきているわけでし

ょう。そう考えると、どういうふうな形にサンビレッジ茜をするのかというのをきちんと考え

てやらないとならないわけですが、その視点からの検討は十分なされたと思われますか。 

○商工観光課長 

 今、質問委員が言われますとおり、来館者の増加を図るために必要な予算の確保、これにつ

きましては、今後有効な施設を考えていく必要がございます。管理運営を行っている一般財団

法人サンビレッジ茜とも有効な運営方法に関して協議を行い、利用者の利便性の向上、それか

ら利用者増につながる有効な取り組みを行っていくとともに、新たな施設の在り方について、

それから施設の整備について考えていく必要があると考えております。 

○江口委員 

 本来、その作業は予算を立てる前にやるべき作業ですよね。今回、ログハウスを建てかえる

というわけなんだけれど、どんなログハウスが建つんですか。 

○商工観光課長 

 従来のログハウスと言いますと、丸太を組んだものというふうなイメージを持ってらっしゃ

ると思います。今回、そのログハウスを老朽化により使用できなくなった部分につきましては、

いわゆる工場で組み立てたような形のものを設置するような形を考えております。従来の丸太

で組み上げるようなロクハグハウスを建てる分、ものと外観としては、そう大差はないという

ふうに考えております。ただ、費用面でいくと従来のものより数段安く建てられるようなログ

ハウスとなっております。 

○江口委員 

 外観が本当に変わらないのかなと思うんですよね、ハウスメーカーが建てるようなものにな

るわけでしょう。かなり前なんですが、友人というか先輩がログハウスを建てるのにお手伝い

をしたことがあります。２年近くかな、週末通ってやったりしていたわけです。そうやってい

ると、そこに愛着が湧くわけですよね。そしてまた日がたっても、あそこ行ってみたいなとい

う思いをするわけです。例えば、サンビレッジ茜の整備の中で、そういった一般の方々がログ

ハウスをつくる体験ができる、そしてなおかつ、その体験された方々に、例えば年に一遍であ
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るとか、そういった形でまた皆さん方で集まって、昔話しながらやりましょうとか、そういっ

たこともできたりするわけです。やり方はいっぱいあると思うんです。サンビレッジ茜の指定

管理の法人だけではなく、利用者の方々、そしてこういった方々が、こういったところが好き

な方々がいっぱいおられます。また他のところを見ると、そんな事例もいっぱいあります。糸

島のほうではフォレストアドベンチャーでしたっけ、ジップラインがあったりとか、木と木と

の間でそこでやったりする分がありますよね。ある意味のサンビレッジ茜という場所を考える

と、そういったものがやってくると、それこそ小さいお子様をお持ちのお父さんお母さんが家

族連れで来ようであったりとか、若い方々が友人たちが来ようであったりとか、そういった形

が出てくるわけです。ぜひそういったことを考え合わせた上で、これを着工する前にもう一度

このまま着工していいのかどうか、それとももう少しある意味しっかりお金をかけるんだけど、

しっかり取り戻すというふうなところも踏まえた上で、計画見直しをするのか考えていただき

たいと申し上げておきます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：３９ 

再 開 １６：４１ 

委員会を再開いたします。 

次に、１８４ページ、土木総務費、定住化促進事業費について、土居委員に質疑を許します。 

○土居委員 

 定住化促進事業についてですが、戸建て中古住宅取得補助金と住宅改修補助金について、お

尋ねします。それぞれの制度の内容と上限額についてお尋ねします。 

○住宅課長 

 戸建て中古住宅取得補助金は、市内の中古住宅を活用した定住促進し、住環境の保全を図る

ために築１０年以上の中古住宅を購入する方に対して、経費の一部を補助する制度です。補助

額は、購入費の１０分の１、上限額は３０万円となっております。別途１５歳以下の子どもが

いる場合には、１人につき１０万円の加算がございます。次に、住宅改修補助金は、市民の快

適な住環境の整備及び中古住宅を活用した定住化促進を図ることを目的として、市内の施工業

者によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助する制度でございます。この補助

金は、中古住宅取得補助金と併用することが可能となっております。補助額は、工事金額の

１０分の１、上限額は８万円で、別途１５歳以下の子どもがいる場合には、１人につき２万円

の加算がございます。 

○土居委員 

 それでは、この本事業を利用された方の感想や改善点の要望等があればお聞かせください。 

○住宅課長 

 制度をご利用いただいた方にはアンケート調査をお願いしております。その結果につきまし

て、戸建て中古住宅取得補助金につきましては、５７％の方が住宅購入前からこの制度を知っ

ていたとのことで、取得した住宅に決定した理由として、本制度があったからという回答も寄

せられております。制度利用者の年齢層は３０代から４０代が全体の６８％となっており、比

較的若い世代が、新築住宅のみだけではなく中古住宅も視野に入れて住宅を購入されているこ

とがうかがえます。住宅改修補助金につきましては、制度を工事業者から知らされていたとい

う方が４５％あり、市内工事業者に事業内容を周知していただいていることがうかがえます。

また、定住促進に効果があると思うかという質問に対して、８４％の方が効果があるとご回答

いただいております。ほかに、この制度はありがたいというご意見や、補助金額を上げてほし

い、一度だけしか利用できない点を改善してほしいとのご要望がございました。改善点につき

ましては、これまで増築工事は補助金の対象外にしておりましたが、子どもの成長により居住
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スペースを広げる等の増築工事に対応できるよう、来年度より増築を対象工事に追加すること

としております。このことにより、住み続ける環境を整備する一助となり、定住促進につなが

るものと考えております。また利用者の増加も見込め、コロナ禍で冷え込んでいる経済対策と

しても貢献できると考えております。 

○委員長 

 次に、１８４ページ、土木総務費、定住化促進事業費について、奥山委員に質疑を許します。 

○奥山委員 

今、土居委員が言われまして、同じような質問ですけれども、どうぞよろしくお願いいたし

ます。今回の定住・移住に関する事業については、かなり重要な施策だろうというふうに思い

ますし、事業だというふうに思います。というのも、やはり人口のバロメーターというのは、

新生児の誕生、それから、それ引くお亡くなりになった方、それから転出・転入というところ、

大きくこれが重要になるのではないかなというふうに思いますので、これについてやはり力を

入れていただければというふうに思います。私もその１人ですけれども、移住というところで

は、もう大分前になりますけれども、私が住んでいたのは隣の町ですので、こちらに仕事の関

係で来るときに、何かやはり自分がこのまちに住むための理由と言いますか、目的というか、

あったのは、私はもう子どもも小学生になっておりましたので、子育てというところではなく

て、やはり教育の部分で飯塚市を選ばせていただきました。やはり飯塚市に来る方のほとんど

がそうだろうと思いますけれども、仕事とか親戚の近くに住みたいとかいうアンケート等があ

りました。その中で、まち・ひと・しごとワークショップの中で、２つのテーマで、１つの

テーマが仕事、にぎわい、若者がテーマになっておりますけれども、働きに来ている若者は市

内に住みたいと思っていないと。市の良いところが伝わっていないのではないでしょうかとい

うことでした。それともう一つの２回目のテーマが、結婚・子育てということで、子育て施策

がある自治体は選ばれますと。子育てするなら飯塚市と言い切れる政策が必要ですねというこ

とですね。ワークショップの中で言われております。飯塚は先ほどからも子育てのところでい

ろいろ尽力いただいておりますけれども、これ以上まだまだやっていただければと思います。

その中で、この住まいである部分が重要になるかと思いますので、ちょっとダブるところもあ

るかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。 

定住化促進事業について、住宅改修補助金それから戸建て中古住宅取得補助金、それから住

宅取得移住奨励金という３つの補助金がありますが、土居委員から同じような質問がありまし

たけれども、中古住宅取得補助金の概要はわかりました。では、住宅取得移住奨励金の制度の

概要と、それぞれの令和２年度の実績についてお答えをお願いします。 

○住宅課長 

 まず、住宅取得移住奨励金でございますが、これは筑豊地域外からの移住者の方が本市に住

宅を取得する場合に交付しているものでございます。基本額を１００万円として、別途１５歳

以下の子ども１人につき１０万円の加算がございます。令和２年度の予算額は４５００万円、

交付件数１８件、交付金額２千万円でございます。住宅改修補助金は、市民の快適な住環境の

整備及び中古住宅を活用した定住化の促進を図ることを目的とするもので、令和２年度の予算

額は２５００万円、交付件数１９１件、交付金額１５２４万１千円の見込みでございます。最

後に、戸建て中古住宅取得補助金は、中古住宅を活用した定住の促進を目的とするもので、令

和２年度の予算額は２千万円、交付件数６３件、交付金額２３６１万３千円でございます。交

付金額が予算額を上回っておりますが、第２次飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略で戦略

的に推進している移住・定住政策であることから、できる限り予算額到達による受け付け終了

時期をおくらせたいと考え、定住促進事業費の中で対応しております。 

○奥山委員 

 今３つ、住宅取得移住奨励金１００万円ですけれども、４５００万円に対して１８件、２千
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万円ということで、半分以下ということで少ないような気がします。改修については、先ほど

もありましたように、かなりの方が利用されております。中古住宅についても予算をオーバー

して利用いただいているということで、新築が何か少ないような気がしましたので、ちょっと

調べましたけれども、各年の１月１日現在ですけれども、これ税務課の資料ですが、平成

２９年に６８１棟、平成３０年に５７９棟、平成３１年６８４棟、新築ができております。こ

の方々が筑豊以外ではないのでしょうということになりますけれども、もっともっと地区以外

の方もいらっしゃるかもしれませんので、どんどんどんどんアピールをしていただければ、

１８件でしたか、新築がですね、ということにならならないのではないかなということで思い

ますので、アピールしていただければというふうに思います。次に、ちょっとお伺いしてまい

りますけれども、先ほどの３つについてですけれども、前年度と比べて申請状況はどのように

なっておるのか、お伺いします。 

○住宅課長 

 住宅改修補助金につきましては、令和元年度が２３５件でございましたが、今年度につきま

しては１９１件と減少しております。戸建て中古住宅取得補助金につきましては、令和元年度

４４件に対し、今年度６３件と増加しております。住宅取得移住奨励金につきましては、令和

２年度からの制度となっております。 

○奥山委員 

 少し令和元年度よりも減っているというところでございます。次に住宅取得移住奨励金につ

いてですけども、先ほどもちょっと申し上げましたけども、筑豊以外にした理由というところ

をお伺いしますが、これも資料によりますと、転入前の居住地ということで、１番が飯塚市に

転入前の居住地ということで、２９．６％の方は、福岡市、嘉麻市、田川市、田川郡以外から

の転入ですかね。福岡市、嘉麻市、嘉麻市、田川市、田川郡以外からの転入の方が２９．６％。

２番目に多いのは福岡県以外の方で１５．５％。３番目に多いのは１１．９％で福岡市、嘉麻

市ということで、何らかの形で飯塚に縁のある方だろうということになりますけれども、転入

の理由として、先ほどもありましたけれども、１番目が仕事の都合で転入されております。そ

れから２番目が相続の方と同居という理由で転入しております。次に、若い方へのアンケート

ですけれども、当然地元の方ですけども、高校生の方は４２％の方が飯塚市に住みたいと。片

や大学生の方は７割が住みたくないとおっしゃっておられます。当然、市外の出身者の方が多

いから飯塚のよさをおわかりにならないというところが先ほども説明しましたけれど、ありま

したけれども、もっともっと若い方に住んでいただけるような魅力あるまちをつくっていただ

きたいと思います。そこで伺いますけれども、住宅取得移住奨励金について、筑豊地域以外に

した理由をよろしくお願いします。 

○住宅課長 

 本制度は、第２次飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく制度でございます。近年

の人口移動の状況を分析いたしますと、福岡都市圏及び東京圏からの転入者が少ない状況とな

っていること、また福岡県内の４地域では、筑豊地域以外からの転入者が少ない状況となって

いることから、対象者を筑豊圏域外とした制度を創設することで、圏域や地域を越えて本市を

移住先の候補として選択していただけるよう働きかけていきたいと考えたものでございます。 

○奥山委員 

筑豊以外の方から、どんどん転入いただきたいということですけれども、何らかのやはりつ

ながりが必要な方が、この魅力ある飯塚市に来られるんだろうというふうに思います。やはり

子育て、仕事、また教育、それぞれ選ぶ選択肢は転入する方があると思いますけれども、仕事

についても、いろんなアンケートには若者ができる仕事がないというようなアンケートもあり

ましたけれども、企業立地のほうでは、十分いろんな企業を立地、誘致しながら頑張っていた

だいておりますし、農業については、まだまだというところ、放棄耕作地と言いますか、あり
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ますけれども、私、考え方によっては、田舎では当たり前のように農業ができますが、こうい

う都会で農業ができるという場所は、ほかにないのではないかというふうに思っておりますの

で、農業の特性も生かしながら、まだ魅力ある地域を目指していただきながら、また制度、ま

た筑豊地域内からの転入についても考えていただけるように、質問して終わります。 

○委員長 

 次に、１８６ページ、１８９ページ、１９０ページ、１９８ページ、２０３ページ、道路橋

りょう維持費、道路橋りょう新設改良費、河川維持費、公園費、住宅管理費、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業費について、吉松委員に質疑を許します。 

○吉松委員 

 １８６ページ、１８９ページ、１９０ページ、１９８ページ、２０３ページと、項目はそれ

ぞれ違いますけれども、新型コロナウイルス感染症対策事業費、経済対策として公共工事等の

前倒しということが、いずれも共通しておりますので、一括してお尋ねいたします。経済対策

として、公共事業を前倒しで実施するということですが、この工事内容は、どのようなもので

しょうか。 

○土木管理課長 

 ご質問の予算内容につきましては、都市建設部内５課と各支所経済建設課に関する内容とな

りますので、代表して土木管理課のほうで回答させていただきます。この工事の内容に関しま

しては、例年実施しております維持修繕工事等に加えまして、過年度に手をつけることができ

なかった地元要望工事や、次年度以降に計画している公共工事を、令和３年度に前倒しして実

施するものです。工事箇所としましては、支所を含みました各施設で、農業施設関係が９カ所、

道路関係で３９カ所、河川関係で６カ所、公園関係で５カ所、市営住宅関係で１１カ所の合計

７０カ所を予定しております。 

○吉松委員 

 前倒しというのは、過年度に手をつけることができなかった地元要望工事や、次年度以降に

計画をしている公共工事を、令和３年度に実施するということですが、工事内容については理

解をいたしましたが、この公共工事を実施するに当たり、そのスケジュールと例年実施してお

ります工事についてはどうなっているのか、お尋ねいたします。 

○土木管理課長 

 本事業は地域の経済対策として、公共工事を行うものでありますことから、令和３年度のな

るべく早い時期から順次発注していきたいと考えております。また、例年実施しております維

持修繕工事につきましても、年度を通し、あわせて実施してまいります。 

○吉松委員 

 これらの予算については、コロナ禍で疲弊した経済のカンフル剤ということだと考えますが、

カンフル剤というのは副反応もありますので、この後のこともしっかり見極めていく必要があ

ると思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １７：０１ 

再 開 １７：０１ 

委員会を再開いたします。 

 お諮りいたします。「議案第５号」については、本日の審査をこの程度にとどめ、明３月

２４日午前１０時から委員会を開き、審査いた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。 

これをもちまして、令和３年度一般会計予算特別委員会を散会いたします。 


