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令和２年度決算特別委員会会議録 

 

令和３年９月１７日（金） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １７：１１ 

○委員長 

ただいまから、令和２年度決算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りさせていただきます。 

まず、事前に通告のあった資料要求を行います。なお、通告以外の資料要求はその都度、お

諮りしていきます。 

次に、執行部から議案の補足説明を受け、その後、審査に入ります。審査の方法といたしま

しては、お手元に配付いたしております「審査順序」のとおり審査を進めてまいりたいと考え

ております。 

最初に監査委員の審査意見書に対する質疑、２番目に一般会計の審査を行います。一般会計

の審査については、審査を効率的に進めるため、歳出は５つに、歳入は一括して質疑をしてい

ただきます。また、原則として質疑は質疑事項一覧表の記載順に行っていただき、討論・採決

については、保留して最後に行いたいと思います。３番目に特別会計の審査に入ります。特別

会計につきましては、歳入歳出一括して質疑を行っていただきます。なお、討論・採決につき

ましては、一般会計と同様に保留して、最後に行いたいと思います。４番目に財産に関する調

書、基金の運用状況に関する調書に対する質疑を行っていただき、最後に一般会計から各特別

会計の順に、討論、採決を行いたいと思います。以上のように委員会審査を進めてまいりたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから、そのように運営をさせていただきます。 

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

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

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

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

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

○川上発言 

今、５０分持ち時間制ということなのですが、改めてそれについては見直してほしいと。理

由は、今決算については、新型コロナ対策もあって、事業費、決算規模が大きなっており、従

来の５０分持ち時間制で十分な審査ができないと思うんです。そういった点から言えば、これ

までの経験で言っても会期を残して、予定の決算の日を残してと、あるいは時間を残して審査

終了となっておりますので、今回は通告については、持ち時間制でなく、審査できるようにし

てもらいと思います。取り計らいをお願いします。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：０４ 

再 開 １０：０５ 

委員会を再開いたします。 

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

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

み、ハッキリと的確な答弁をお願いいたします。 

最後に、委員の皆さんに要望いたします。事業概要等については、既にご承知のことと思い
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ますので、そのような質疑は、会議時間短縮のためぜひ割愛していただきますようお願いしま

す。また、会議出席者を最小限度とするため、審査ごとに区切り、答弁予定の職員のみ入室す

るよう事前にお願いしております。したがいまして、通告外の質疑をされた場合には、担当課

が不在の場合もあります。通告外の質疑を行う場合は、事前に委員長にお知らせしていただく

など委員会のスムーズな進行にご協力をお願いします。  

また、御承知のとおり、本日午後に台風１４号が最接近する予報となっております。万が一、

市内に災害発生のおそれがあるような場合には、委員会の進行について、ご相談させていただ

くこともあるかと思いますので、ご了承ください。 

それでは、「認定第１号 令和２年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から、「認定

第１２号 令和２年度 飯塚市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定」までの１２件を一

括議題といたします。 

お手元に配付いたしております資料要求一覧表のとおり、事前に資料要求の通告があってお

ります。執行部におたずねいたします。各委員から要求があっております資料は提出できます

か。 

○財政課長 

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

に記載されております資料につきましては、全て提出させていただきます。 

○委員長 

お諮りいたします。各委員から要求がありました資料について、要求することに、ご異議あ

りませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

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

掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、執行部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

令和２年度決算の概要について説明させていただきます。 

「令和２年度飯塚市決算に係る主要な施策の成果説明書」の５ページをお願いいたします。

「まえがき」の中段以降に記載しておりますように、本市の令和２年度の予算につきましては、

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

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

な取り組み」として、「子どもたちの未来を拓く『教育のまち』」、「高齢者が大切にされ活

躍できる『福祉のまち』」、「地元に働く場所がある『活力あるまち』」、「文化やスポーツ

が盛んな『健康のまち』」といったまちづくりに取り組み、「人口増 税収増 サービス向上 

まちへの愛着」という「まちづくりの好循環」を生む施策・事業に取り組むことを求めるとと

もに、持続可能な行政運営を継続できるよう「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを原則

として、事務事業の見直しや重点化により、メリハリの利いた予算とすることを方針に編成し

ました。また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、その時々の状況に対応した補正

予算を編成しまして、「新型コロナウイルス感染症対策」と「未来に向けた総合的な取り組み」

にかかる事務事業を実施いたしました。 

６ページをお願いいたします。令和２年度の一般会計及び特別会計の歳入、歳出決算額及び

その差し引き額の一覧を掲載しております。 

小型自動車競走事業特別会計が赤字決算となり、令和３年度に繰上充用による補てんをして

いますが、それ以外の会計につきましては、黒字決算となっております。 

その下の表は、普通会計ベースで算出する経常収支比率の５年分の推移を示したもので、令
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和２年度の経常収支比率は９８．７％と、臨時の財政需要に応える余力が少ない状況が続いて

います。今回減少した主な要因は、児童扶養手当給付費の減や飯塚地区消防組合負担金の減に

よるものでございます。 

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

て、決算の状況や歳入・歳出の状況について記載いたしております。 

「Ⅰ 決算の状況・決算規模の推移」の決算の状況につきましては、令和２年度の歳入歳出

差引額及びこれから翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支ともに黒字となっており

ます。また、地方自治法の規定により、この実質収支額のうち５億４４６８万７千円を財政調

整基金に令和３年度で積み立てております。 

決算規模の推移の令和２年度の額が歳入・歳出ともに増加しております。これは新型コロナ

ウイルス感染症対策事業やふるさと応援寄附金及びその積立金の増などにより、決算規模が増

加したものです。 

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

いたしました理由等により国庫支出金、寄附金、繰入金、諸収入などが増加したため、全体と

しては約２０４億６千万円の増となっております。 

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

その説明を表の下に記載しております。そのうち、増減額が大きいものを中心に説明させてい

ただきます。 

１款、市税は、一般会計歳入総額の約６分の１を占めております。個人市民税は増となった

ものの、法人市民税、固定資産税、市たばこ税などの減により、市税全体で約１億５千万円の

減となっております。 

９ページをお願いいたします。１２款、地方交付税は、一般会計歳入総額の約６分の１を占

めております。普通交付税は、基準財政需要額において、幼児教育・保育の無償化などの影響

により社会福祉費の増等があったものの、合併算定かえの逓減による減や、地方消費税交付金

の増など基準財政収入額の増加による減があったため、約１億８千万円の減となっております。

特別交付税は、前年度並みの約１９億４千万円が交付されました。 

１０ページをお願いいたします。１４款、分担金及び負担金は、幼児教育・保育の無償化に

伴い私立保育所保護者負担金などが減となり、全体では約２億４千万円の減となっております。 

１１ページをお願いいたします。１６款、国庫支出金は、令和２年度は一般会計歳入総額の

約３分の１を占め、約１６０億３千万円の増となっております。このうち、国庫負担金は、幼

児教育・保育の無償化に伴う子どものための教育・保育給付費負担金等の増などがあったもの

の、生活保護費関係負担金などの減により約２億６千万円の減となっております。また、国庫

補助金では、項目に「コロナ」と記載いたしておりますものは、新型コロナウイルス感染症対

策事業の財源として交付されたもので、特別定額給付金給付事業関係補助金や新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金などの増により、約１６３億３千万円と大幅な増となって

おります。 

１２ページをお願いいたします。１７款、県支出金は、約１億２千万円の増となっておりま

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

めの教育・保育給付費負担金、障がい者自立支援給付費等負担金、介護保険低所得者保険料軽

減負担金などの増により約１億６千万円の増となっております。また、県補助金では、保育所

等整備事業費補助金などが増となったものの、大規模建築物耐震改修促進事業費補助金、大雨

災害関連の災害復旧費補助金などの減により、約８千万円の減となっております。県委託金で

は、国勢調査委託金の増などにより、約４千万円の増となっております。 

１３ページをお願いいたします。１８款、財産収入は、基金運用収入で、令和２年度は土地

開発公社解散に伴う土地開発基金貸し付けにかかる運用収入分の減、不動産（土地建物）売払
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収入で、大坪住宅団地跡地、健康の森公園横の敷地、小藤工業団地などの売却があったものの

減となり、全体で約４億１千万円の減となっております。 

１９款、寄附金は、土地開発公社の解散に伴う、残余財産の寄附金などが減となったものの、

ふるさと応援寄附金が増となり、全体で約５億５千万円の増となっております。 

２０款、繰入金は、企業誘致用地購入費分の土地開発基金繰入金が減となったものの、財政

調整基金繰入金、ふるさと応援基金繰入金、特別会計廃止に伴う剰余金の住宅新築資金等貸付

特別会計繰入金などが増となり、全体で約２７億７千万円の増となっております。 

１４ページをお願いいたします。２２款、諸収入は、新型コロナウイルス感染症対策事業に

関連した地域活性化応援券精算負担金、事業継続応援資金預託金元金収入などの増により、約

２６億４千万円の増となっております。 

２３款、市債につきましては、交流センター整備事業、筑穂保育所整備や私立保育所整備補

助金などの保育所施設整備事業、水道事業会計出資金、穂波東中学校の校舎解体の教育施設除

却事業、大分小学校大規模改造などの小学校施設整備事業、体育館等建設などの保健体育施設

整備事業などの財源として、全体で約４５億９千万円の借り入れを実施しました。なお、令和

２年度の市債の借入状況を掲載しております。 

１６ページをお願いいたします。「Ⅲ 歳出の状況」では、各款ごとに前年度との比較表を

掲載しております。新型コロナウイルス感染症対策事業の実施等により、総務費、民生費、衛

生費、商工費、教育費などが大幅に増加し、全体としては約２００億３千万円の増となってお

ります。 

「主な歳出の状況」では、歳入と同様に、款ごとに前年度との増減額の内訳と、その説明を

表の下に記載しております。そのうち、増減額が大きいものを中心に説明させていただきます。 

２款、総務費は、一般会計歳出総額の約３分の１を占めております。土地開発公社補助金、

目尾地域開発事業敷購入費、低所得者・子育て世帯支援商品券発行事業費などが減となったも

のの、新型コロナウイルス感染症対策事業としての特別定額給付金給付事業費、ふるさと応援

基金積立金、ふるさと応援寄付事業費、住宅新築資金等貸付特別会計の減債基金廃止に伴う減

債基金積立金、交流センター整備事業費などの増により、全体で約１４５億６千万円の増とな

っております。 

１７ページをお願いいたします。３款、民生費は、一般会計歳出総額の約３分の１を占めて

おり、生活保護扶助費、児童扶養手当などが減となったものの、ひとり親世帯臨時特別給付金

事業費を初めとする新型コロナウイルス感染症対策事業費、私立保育所整備補助事業費、障が

い者・障がい児福祉にかかる給付費などの増により、全体で約７億３千万円の増となっており

ます。 

４款、衛生費は、医療施設従事者応援事業費を初めとする新型コロナウイルス感染症対策事

業費、ふくおか県央環境広域施設組合負担金などの増により、全体で約７億円の増となってお

ります。 

１８ページをお願いいたします。５款、労働費は、新型コロナウイルス感染症対策として再

就職応援事業費及びコロナ禍における緊急雇用対策として会計年度任用職員任用経費などを執

行しました。 

７款、商工費は、筑豊ハイツ再整備事業費などが減となったものの、地域活性化応援券発行

事業補助事業費、事業継続応援給付事業費を初めとする新型コロナウイルス感染症対策事業費

などの増により、約２９億８千万円の増となっております。 

１９ページをお願いいたします。９款、消防費では、災害時避難所コロナ対策事業費で、

パーテーション等、新型コロナウイルス感染症対策のための物品等を購入いたしました。 

２０ページをお願いいたします。１０款、教育費は、小中学校の空調設備整備事業費、若菜

小学校及び大分小学校の大規模改造事業費などが減となったものの、体育館等建設事業費、小
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中学校の教育用情報機器整備事業費、学校内及び学校間のネットワーク整備事業費などの増に

より、全体で約１３億７千万円の増となっております。 

２１ページをお願いいたします。１２款、予備費は、主に新型コロナウイルス感染症対策や

施設・設備の緊急な修繕対応等の経費に、合計で約１億１千万円を充用しました。 

１３款、災害復旧費は、令和２年７月の大雨災害、９月の台風９号・１０号に伴う災害にか

かる災害復旧事業に合計で約１億５千万円を執行いたしました。 

２２ページをお願いいたします。「Ⅳ 主要施策の成果」につきましては、事務事業評価

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

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

粋して、一般会計で８７の事務事業を掲載しておりまして、２２から２３ページはその一覧表

でございます。事業ごとの内容の説明は省略させていただきますが、審査のご参考にしていた

だきたいと思います。 

１１１ページから、特別会計について記載しております。基本的には一般会計と同様の形式

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

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

のご参考にしていただきたいと思います。なお、特別会計のうち住宅新築資金等貸付特別会計

につきましては、令和２年度末をもって廃止いたしております。 

１３５ページ以降に決算資料を添付いたしておりまして、１３５ページは添付している資料

の目次でございます。 

１３７ページをお願いいたします。この表は、平成２３年度以降の地方債現債高の推移をま

とめたものでございます。令和２年度の普通会計の地方債現在高は、前年度と比較すると約

１８億６千万円減少し、特別会計では、新地方卸売市場整備事業を実施している地方卸売市場

特別会計で増加しておりますが、他の特別会計は減少しております。一般会計、特別会計の合

計では、約８億円の減となっております。 

１３８ページをお願いいたします。この表は、平成３０年度末から令和２年度末までの基金

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

和２年度末残高は約８４億９千万円で、令和２年度の財源調整をした結果、前年度末より約

１億４千万円の減となっています。その下の減債基金は約６８億円で、廃止した住宅新築資金

等貸付特別会計の減債基金の残高を積み立てた結果、前年度末と同程度となっています。ふる

さと応援基金は約１７億４千万円の残高となっていますが、令和３年度の事業にほぼ全額活用

することを予定しています。一般会計の積立基金全体では約７億円の増、特別会計を含む積立

基金全体では約１億円の減となっております。 

次の１３９ページに、基金の運用状況について記載しております。左の表では、預金・債

券・貸付金の運用区分ごとの令和元年度末及び令和２年度末の現在高を記載しており、右側の

表に令和２年度の預金利子及び運用収入等の内訳を記載しております。収入額につきましては、

大口定期預金等による預金利子が３４４４万７千円、国債による運用収入が１億５１９９万

８千円となっており、合計で１億８６４５万３千円の収入がありました。 

１４２ページをお願いいたします。この表は、他市と比較が可能となる普通会計の決算状況

及び主な財政指数等の１０年間の推移をまとめたもので、右端の列に令和２年度決算における

状況について記載しております。説明については省略させていただきます。 

１４３ページをお願いいたします。別表７の健全化判断比率は、地方公共団体の財政状況を

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

赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、普通会計及び市の会計全体としては赤字では

ありませんでしたので、数値の記載はございません。 

実質公債費比率につきましては、普通会計における地方債の元利償還金や公債費に準ずる債
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務負担行為などの準元利償還金に充てる一般財源の程度を示す指標で、令和２年度は６％とな

っております。 

将来負担比率につきましては、普通会計の地方債残高のほか、公営事業や一部事務組合等へ

の負担も含めた、将来本市が負担すべき実質的な負債の程度を示す指標で、令和２年度は１２．

２％となっております。なお、実質公債費比率、将来負担比率とも早期健全化基準の数値を下

回っております。 

別表８の公営企業の資金不足比率につきましては、公営企業会計ごとの事業規模に対する資

金不足額の程度を示すもので、令和２年度は全ての公営企業会計におきまして、資金不足額は

ありませんでしたので、数値の記載はございません。 

そのほかにも、さまざまな資料を掲載しております。説明は省略させていただきますが、審

査のご参考にしていただきたいと思います。以上で、決算概要の説明を終わります。 

○委員長 

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

疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：３２ 

再 開 １０：３３ 

委員会を再開いたします。 

「認定第１号 令和２年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」の質疑に入ります。 

款ごとに行います。まず、第１款、議会費及び第２款、総務費について、８３ページから

１０８ページまでの質疑を許します。なお、質疑をされる際には、事項別明細書のページ数と

費目、質疑事項を示して質疑をされますようお願いいたします。 

まず、質疑事項一覧表に記載されています８４ページ、一般管理費、職員採用試験に係る採

用方法について、上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 初めに、コロナ禍におきましてもあらゆる市民サービスを維持され、ご尽力を賜れてきた職

員の皆様方に敬意と感謝を申し上げます。 

 それでは８４ページ、一般管理費、職員採用試験、面接員謝礼金についてお伺いいたします。

決算額７万５千円となっておりますが、採用方法等に変わりはございませんか。 

○人事課長 

 採用方法につきましては、１次試験では教養等の筆記試験を、２次試験では論作文、集団面

接及び集団討論を、３次試験では個別面接を実施し、令和元年度と変更はございませんが、試

験区分におきまして、令和元年度に実施をいたしておりました行政事務民間企業等職務経験者、

ＵＩＪターン及び行政事務民間企業等職務経験者、福岡県内在住者区分につきましては見直し

を行いまして、令和２年度につきましては、これらを行政事務民間企業等職務経験者区分と一

本化をいたしたところでございます。 

○上野委員 

 昨年度から一本化された理由とその受験の資格を教えてください。 

○人事課長 

 まずは一本化した理由でございますけれども、令和元年度につきましては、定住化促進の施

策といたしまして、県外で仕事をなさっておられます地元出身者等をターゲットにいたしまし

て、採用後は市内に居住することを要件とした内容で、ＵＩＪターンにつきましては実施いた

しました。また、福岡県内区分につきましても、同じように飯塚市内の人口増、定住促進を合
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理的な理由ということで募集を行っていたものでございますけれども、この市内居住者枠を設

定ということにつきまして、地方公務員法第１９条の受験資格の要件、ここにつきまして、住

所地について特に合理的な理由がない限りは、住所要件を設定することはできないと解されて

おりまして、受験機会を公平に与えるという観点から、居住者による、福岡県内在住というと

ころによりなりますが、この要件を外しまして、このＵＩＪターンも含めて、広く分け隔てて

なく優秀な人材を確保するという観点から、民間企業等職務経験者ということで一本化をさせ

ていただいたところでございます。なお、受験要件でございますが、令和元年度に実施をして

おりましたＵＩＪターン、福岡県内在住者につきましても、年齢区分を２３歳から３５歳とい

たしておりました。これにつきましては、令和２年度変更いたしておりますが、年齢要件につ

いては変更はございません。また、職務経験５年というところにつきましても、同じように設

定をしたところでございます。 

○上野委員 

 以前の一般質問でもお尋ねをしておりましたが、近年では飯塚市においても毎年のように大

なり小なり災害が発生しております。地元を知り、地元で活動している、もしくは活動をして

いた方を特別枠で募集したほうが、市民にとっても行政運営上もよいのではないかと思ってい

ます。特に地元の高校生や地元の大学生につきましては、特別制度を設け、１次試験を免除す

るといった取り組みを考えてみてはいかがでしょうか。 

○人事課長 

 例えば、地震や台風、土砂災害などの自然災害が起こった場合に、迅速な対応が必要となり

ます消防職におきましては、受験資格といたしまして、住所要件を付する場合がございまして、

これは合理的な理由というふうに考えられますけれども、一般行政職の採用に当たりましては、

居住要件を受験資格とすることについて、地方公務員法の第１３条に規定いたします平等取扱

いの原則及び同法第１９条に規定いたします受験資格要件に抵触するものと考えております。

また、特定要件の受験者に対して、採用試験の一部を免除することにつきましても、他の受験

生との公平性という観点から難しいものと考えております。採用試験の実施に当たりましては、

私どももいかにして人材を確保するかということを毎回検討しているところでございまして、

広く受験機会を提供し、公平な採用試験を実施するという原則の中で、今後も創意工夫を重ね

て、他自治体の採用試験の状況等を研究するなど、よりよい人材を確保できるように努めてま

いりたいと考えております。 

○上野委員 

 市民協働のまちづくりを推進している本市におきましては、一般行政職においても、地元に

密着した人材が必要だと考えております。さまざまな検討、工夫を凝らしていただいて、早期

に実現をしていただきますようにお願いをしておきます。 

○委員長 

 次に、８５ページ、一般管理費、公共施設等のあり方に関する実施計画策定支援委託料に係

る地域拠点のあり方について、上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 ８５ページ、一般管理費、公共施設等のあり方に関する実施計画策定支援委託料に係る内容

についてお伺いをいたします。この委託の結果につきましては、去る６月議会において一定の

報告を受けました。その中でも、廃止した施設、跡地は、その後の有効活用がまちづくりや地

域の活性化において重要であります。特に頴田地区の支所周辺は、今後の地域拠点として、住

民も大きな期待を寄せているところでございますが、今後どのように再編をしていこうと考え

ておられるのか、お尋ねいたします。 

○財産活用課長 

 頴田支所周辺につきましては、公共施設としての用途を廃止した施設としまして、頴田体育
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館、頴田武道館などがございます。公共施設の跡地・跡施設につきましては、飯塚市第２次公

共施設等のあり方に関する基本方針に基づき、市として利活用策がない場合は、現状有姿によ

る民間への譲渡、売却を原則としていることから、頴田支所周辺の跡地・跡施設につきまして

も民間事業者等への譲渡を考えております。委員のご指摘のとおり、地域拠点は公共公益施設

や生活利便施設などが適切に配置され、周辺地域の生活を支える日常生活サービスの拠点とし

て中心的役割を担っていくことが求められるため、一定の利用条件等を設け、地域の活性化や

まちづくりの観点などから、地域において最もふさわしい活用方法を示す事業者に売却したい

と考えております。 

○上野委員 

 売却時の利用条件、どのように設定していこうと思ってらっしゃるんでしょうか。 

○財産活用課長 

 頴田支所周辺を地域拠点化するに当たっては、周辺の自治体との関係も考慮しながら、人口

規模や立地条件などから、どのような都市機能があればにぎわいが創出できるのか。また、ど

んな都市機能の立地が可能性としてあるのか、民間の方のご意見もいただきつつ、条件につい

て考えてまいりたいと思っております。 

○上野委員 

 頴田支所周辺の再編は、今回の過疎計画にも掲げていただいておりますとおり、過疎債の活

用が可能な期間に実施していただかなければならない重要かつ大規模な案件であります。新た

な過疎法は令和１２年度までの１０年間でございますが、頴田地区の活性化と現状を考えれば、

時間的余裕はございません。答弁にありましたとおり、支所周辺のエリアにどのような都市機

能を配置するのか、望ましいかなどを市職員の皆さんだけで考えていくのはとても大変だろう

と思っております。こんな場合こそ、いち早く民間と協力すべきであろうと思います。この地

域はこども園や学校も近く、桜並木の公園や川辺など、豊かな自然に囲まれるさまざまな環境

に恵まれた優良宅地となり得ますし、市長が提言されておられるスポーツ・ツーリズムの具現

化にも適した立地であります。民間と行政の新しい形の協力体制が構築できれば、他の案件に

も必ずよい影響として波及してまいります。この案件に携わってこられた行政経営部のお考え

を、久原部長、お聞かせ願えますか。 

○行政経営部長 

 ただいま委員がお話しなさいましたとおり、この頴田地区はご紹介ありましたとおり、こど

も園があり、また合併前からも教育の特区として、いろいろ子どもたちにとって、いろいろな

取り組みもされてこられました。合併後、支所周辺の公共施設は早い段階でかなり廃止もなさ

れまして、残念ながら今のような形になっておりますが、支所が現在の位置に移転しましてか

らは、やはりあの辺りを地域拠点として、整備していくことが大変重要になっているというふ

うに、私自身思っております。また、先日平山議員の一般質問の中にもありましたとおり、飯

塚のやはり北の玄関口としてのイメージも、頴田地区は持っているのではないかというふうに

思っております。そうしますと、やはりあの場所にどんな都市機能を誘致するのが一番よろし

いのか、そこはやはり民間の方々のいわゆる市場の評価などもいただきながら、ぜひ、そこの

活性化が図れるような形で、まちづくりの構想は考えていきたいというふうに思っております

ので、ここはご指摘のとおり、過疎地域という指定を受けまして、言葉の響きはすごく複雑に

は思いますが、ぜひこれを好機といたしまして、ぜひ、なるべく早い時間の中で取り組んでい

きたいというふうに思っております。 

○上野委員 

 部長、今年度も残り９カ月ですから、実現に向けてラストスパートをしていただきますよう

にお願いをしておきます。 

○委員長 
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 次に、８９ページ、財産管理費、車両管理運営事業費について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 

 ８９ページ、車両管理運営事業費についてお尋ねいたします。公用車は全体で何台あるので

しょうか。また、その内、集中管理車両の台数は何台でしょうか。 

○契約課長 

 令和２年度末現在での公用車の総台数といたしましては、２６１台ございます。そのうち集

中管理車両となっておりますのが７８台というふうになっております。 

○吉松委員 

 公用車を管理する上で効率化を図るという目的ならば、全ての車両を集中管理にするほうが

より効率的ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○契約課長 

 先ほど申し上げました公用車総台数２６１台の中には、ごみ収集車、し尿収集車、地区消防

団に配備されている消防車などの特殊車両が含まれておりますほかに、道路維持管理のための

車両など、常に担当課が稼働している車両もございますため、全ての車両を集中管理すること

は難しいと考えております。また財源の話になりますけれども、こういった特殊車両を購入す

る際に有利な起債ですとか、補助金ですとか、そういったものも活用している背景もございま

すので、全てを集中管理するというのは、現在のところ、ちょっと難しいかなというふうに考

えております。 

○吉松委員 

 消防車みたいな特殊車両があるという、そういう事情があるということはわかりました。そ

れでは、修繕料というのが２１３万円ほど計上されておりますが、この中に車検費用というの

は含まれているのでしょうか。 

○契約課長 

 この修繕料の金額と申しますのが、市が所有いたします車両の車検に伴う修繕料も含まれて

おります。現在、集中管理のものも含めてリース車両の拡充に努めているところでございます

けれども、このリース車両の車検に伴う修繕費については、既にリース料に含まれております

ので、したがいまして飯塚市が所有している車両についての車検費用というものが含まれてい

るということでございます。 

○吉松委員 

 リース車両があると。それでリース車両については、車検はそのリース車両の中に含まれて

いるということですね。それでは、リース車両の車検を実施している修理工場とか、そういう

のがあると思うのですが、それはどうなっているのですか。 

○契約課長 

 リース車両の車検につきましては、リース業者のほうが実施することになります。ですが実

際の整備につきましては、リース車両の全てについて、リース業者の依頼を受けました市内業

者のほうに発注を行っているところでございます。 

○吉松委員 

 リース車両についても市内の業者がされているということで、それはよかったと思います。

それでは、リース車両以外の車両、これは業者選定等は、どういうふうに行っているんですか。 

○契約課長 

 市が所有いたします車両の車検につきましては、飯塚市物品役務等有資格者名簿、車両修理

点検の自動車等修理車検の業種に登録されている市内業者のうち、車検業務を希望する業者か

ら、各業者の見積り参加回数が均等となるように、契約課のほうで業者の選定を行っておりま

す。 

○吉松委員 
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 それでは、車検を希望する業者の数というのはどれほどですか。 

○契約課長 

 令和２年度末での数字になりますけれども、２７者ございます。 

○吉松委員 

 それでは、車両管理ということについては、事故防止のためにも、ハード面、ソフト面に対

策が必要だと思いますけれども、それはどういう取り組みをしていますか。 

○契約課長 

 公用車の事故防止に関する主な取り組みでございますが、事故の発生原因の大部分が運転者

の安全確認不足や単純な操作ミスにより引き起こされたものであり、運転者及び同乗者の安全

運転意識によって防ぐことができたと推測される事故が多いことから、事故を起こした職員に

対して、適性検査、路上運転行動診断、カウンセリング等を行ったほか、新規採用職員研修、

各課に配置しております安全運転推進員への研修、安全運転推進員による職場内研修など、さ

まざまに実施をいたしておるところでございます。また、日常の職員の啓発といたしまして、

事故発生時には職員ポータルサイト掲示板への事故速報掲示のほか、定期実施されております

交通安全県民運動週間には、庁内放送や各課通知による交通安全の啓発を行い、職場全体での

安全運転の取り組みを行うよう指導いたしておるところでございます。なお、ここからはハー

ド面のところになりますけれども、令和元年度以降、リース契約による集中管理車両の導入に

おきましては、導入しました２４台全車に衝突被害軽減ブレーキ及び誤発信抑制機能を装備し、

また、うち１４台にはバックカメラも装備をいたしております。また、ドライブレコーダーも

装備しておりますので、万が一事故が起きてしまった場合には、証拠資料として活用できるも

のと考えております。ちなみに今年度に入って発生しました事故につきましては、実際に証拠

資料として活用した事例もございます。また、３月の総務委員会の中でも報告させていただい

ておりますけれど、こういったハード整備を行うことで、自損事故というものは減少傾向にご

ざいまして、これらの装備によるものと評価しておるところでございます。 

○吉松委員 

 ちょっと毎年事故が２、３０件発生しておりましたので、ちょっと質問のほうが、言葉は強

くなりましたけれども、ハード面、ソフト面ということで、いろいろ努力されているというこ

とはよくわかります。そして、安全装置ということでドライブレコーダーというようなことも

あると思うのですが、ドライブレコーダーの設置状況というのはどうなっていますか。 

○契約課長 

 これも令和２年度末時点での数字になりますけれども、ドライブレコーダーが設置されてい

る車両は２６１台中３１台、導入率といたしましては１１．９％となっております。これは毎

年度、拡充をするという方向でしておりますので、今年度もこの数字についてはまた増加する

ということになろうかと考えております。 

○吉松委員 

 安全装置というのは、費用はかかるんですけれども、これは事故防止という投資という考え

であれば、この費用も必要かと思います。車両管理には今質問に答弁されたように、いろいろ

車両の購入、それから車検修理の業者の選定、燃料費、それからタイヤの交換等々、いろいろ

な要素が含まれております。それにもちろん事故防止も含まれていると、この経費の中にです

ね。しかし、今からまたカーボンニュートラルというようなことで、電気自動車というのが必

要じゃないかと思いますので、その辺も視野に入れて考えてください。それで、いつも言って

いますけれど、災害時の非常電源として電気自動車はどうかなというふうに考えていますので、

この辺も十分検討しながら、今後の車両管理をよろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、９０ページ、財産管理費、総合賠償補償保険料について、田中武春委員の質疑を許し
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ます。 

○田中武春委員 

 私のほうからは、９０ページ、財産管理費、総合賠償補償保険について何点か質問させてく

ださい。まず一つがこの総合賠償補償保険というのは、まずどのような保険なのかとその目的

について教えてください。 

○財産活用課長 

 総合賠償補償保険とは、全国市長会が保険契約者となり、加入を希望する市を取りまとめ、

一括して保険会社と契約を行う団体契約となっております。この保険は賠償責任保険と補償保

険がセットになった形で構成され、内訳としまして、賠償責任保険は市が所有する施設の瑕疵

や、市が行う業務上の過失による事項について、法律上の賠償責任を負う場合の損害に対して

支払われるものでございます。次に、補償保険は市主催の行事への参加中や、市の管理におけ

るボランティア活動中の事故などにより被災した住民に対して、飯塚市民総合災害補償規則に

基づき見舞金として支払われるものでございます。加入目的としましては、市の施設や主催行

事における事故などの不測の事態に備え、被害者の救済や市の財政負担を補うためでございま

す。 

○田中武春委員 

 次に、補償内容はどうなっていますか。また全国市長会が運営とのことですが、福岡県内の

加入状況についても教えてください。 

○財産活用課長 

 賠償責任保険は支払い限度額の区分として、身体賠償１名につき２千万円から２億円、１事

故につき２億円から２０億円、財物賠償１事故につき１千万円から２千万円となっており、本

市では全て最高額の累計に加入しております。次に、補償保険の区分としましては、保険金が

入院日数に応じて１万円から１５万円、同じく通院日数に応じて５千円から６千円の給付を受

ける類型に一口加入をしております。この保険への加入に伴う令和２年度の保険料分担金は、

本市の人口に保険料分担金率１５．８５円を乗じた２０２万６９６１円を支出しております。

また、福岡県下２９市における当該保険への加入状況は、令和２年度末で申しますと、２９市

のうち２０市が加入しており、加入率は７２．４％となっております。 

○委員長 

 何か今の放送でちょっとパソコンの電源が飛んだみたいなので、この際休憩をとります。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：５９ 

再 開 １１：１０ 

 委員会を再開いたします。 

○田中武春委員 

 この補償については、最高額に加入しているということがよくわかりました。県下でも、

７割を超える自治体のほうが加入しているということで、よくわかりました。それでは、次に

市の過失などによっての補償の対象とはどのようなケースがあったのか教えてください。 

○財産活用課長 

 本市の例ではございませんが、一例で申し上げますと、賠償責任保険では、河川沿いに設置

していた防護柵の欠落部分から、子どもが川に落下し、負傷したケースなどがございます。補

償保険では、市主催のお祭りなどへの参加者が負傷し、通院した場合などが保険の対象となり

ます。 

○田中武春委員 

 ではこれまでに、市の施設やイベントなどで、不慮の事故などにより、保険が支払われたこ

とがあれば教えてもらいたいと思いますが、またそのような場合、その後の対応などはどのよ



１２ 

うにしているのか、あわせて教えてください。 

○財産活用課長 

 過去３年間で申し上げますと、保険で支払った実績では、平成３０年度は賠償２件、補償

４件の合計額で７８万９４７０円、令和元年度は補償はございませんでしたが、賠償１件の

５万２２８２円、令和２年度は賠償３件、補償１件の合計額で２８万６９４５円の保険金が支

払われております。事故内容の賠償の事例としましては、市が設置した公園の遊具の金具が脱

落し、金属が露出した状態になっていたところに、市民が接触、負傷し、賠償した事例がござ

います。また、補償の事例としましては、市が主催するスポーツ大会で負傷した方の通院日数

に対して、市の規則に基づき補償を行った事例がございます。また、その後の対応としまして

は、公園の遊具の事例については即座に使用を中止し、その後、新しい遊具に取りかえを行っ

ております。このように、市の施設などの損壊に起因する事故が発生した場合、建物の修繕に

つきましては、当該施設の所管課において再発防止に努めております。 

○田中武春委員 

 はい、ありがとうございます。先ほど事例が出ましたように、公園の遊具、私も聞きました。

定期的にこうした遊具関係については点検をしてもらいたいと思いますし、多分子どもたちが

使うので、危険のないようにぜひお願いしたいというふうに思います。最後になりますけれど

も、この保険は、市からの財政負担を補う保険であります。賠償や補償が発生しないように、

先ほど言いましたように、常日頃から設備の点検、それからイベント会場の安全をぜひ確保を

していただくように、最後に要望しまして、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、９０ページ、財産管理費、各所草刈等委託料、樹木伐採等委託料について、上野委員

の質疑を許します。 

○上野委員 

９０ページ、財産管理費、各種草刈等委託料、樹木伐採等委託料についてお伺いします。草

刈りや伐採の範囲と確認の方法について教えてください。 

○財産活用課長 

 苦情などにより、市有地内に生えた雑草の草刈りや樹木の伐採など、地域や隣接地の方など

と範囲を確認して行っております。またその確認につきましては、電話などでの問い合わせの

場合、まずは地図や航空写真などで場所の確認を行い、次に市有地であるかどうかをチェック

します。市有地であった場合は所管を確認し、所管ごとで対応を行っていますが、どの部署で

あっても現地調査を行い、市有地であることを確認した上で、業者への委託や直営により実施

しております。 

○委員長 

 それでは次に、９１ページ、企画費、国際化推進事業の実績と今後について、上野委員の質

疑を許します。 

○上野委員 

 ９１ページ、企画費、国際化推進事業費についてお伺いいたします。国際化推進事業費とし

て１４７万２９２８円支出がありますが、コロナ禍においてどのような事業が実現できたのか、

ご紹介してください。 

○国際政策課長 

 コロナ禍におきましても、市内の外国人住民が孤立することなく、安心して暮らすことがで

きる支援としまして、１３カ国の多言語で対応できる多言語通訳端末を本庁に１台設置してお

ります。また、外国人無料相談窓口を設けまして、生活や行政の情報を提供する等の相談支援

を行い、日本語に不慣れな留学生や技能実習生を対象とした日本語教室を定期的に開催してお

ります。その他、飯塚国際交流推進協議会の補助金を交付し、加盟団体の協力のもと、お国料
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理教室、外国語教室、スピーチコンテスト等を実施しております。 

○上野委員 

 新型コロナウイルス感染症の影響を含めた事業の成果について、どのように捉えられておる

のか、教えてください。 

○国際政策課長 

 多言語通訳端末の利用につきましては２５件、外国人無料相談窓口の相談件数が１０５件ご

ざいます。相談内容の主なものとしましては、特別定額給付金、医療保険料、年金、日本語教

室に関する手続が多くあっております。また、日本語教室につきましては、月２回開催いたし

ており、休校がありましたけれども、年間に１７回実施することができ、参加者は延べ

２１３名でございました。また、交流に関するイベントにつきましては中止したものもありま

したけれども、延べ４１２人の参加がございます。 

○上野委員 

 コロナ禍だからこそ、不安を抱いていらっしゃる外国人住民は市内に多くいらっしゃると思

いますが、さまざまな支援を行っていただいていることが理解できました。では、海外の国と

の取り組みについて、成果はどのようになっていますか。 

○国際政策課長 

 アメリカのサニーベール市との姉妹都市交流事業におきましては、６月の来飯が中止となり

ましたが、友好的な交流を継続するため、来飯予定であった中高生２５名やサニーベール市の

図書館、中学校に、飯塚市について記載されております絵本やピンバッチを記念に送付いたし

ております。 

○上野委員 

 国際化推進事業の評価とあり方についての考えを示してください。 

○国際政策課長 

 今年度につきまして、国際都市いいづか推進計画というものの改訂を進めております。無作

為による住民アンケートを実施いたしておりますが、回答をいただいた内容を分析しながら、

制限解除後に増加が見込まれる外国人住民が、飯塚市の魅力を体験できる交流や、日本人住民

が多様な文化を受け入れて、あらゆる国籍の人との共生ができる地域づくりにつながる交流を

行うとともに、日本語教室等の支援を充実させていく必要があるというふうに考えております。

また、姉妹都市交流におきましても、これまでの相互交流に加えて、オンラインを活用するな

ど、多くの方がサニーベール市と友好的な交流を行う形をつくっていくことで、国際都市いい

づかを推進していくこととしております。 

○上野委員 

 現在のコロナ禍においては、渡航制限や外出自粛等により、以前のような取り組みができな

いことも多いと思います。しかし、制限下から生まれる新しい形もあり、オンラインなどのデ

ジタル技術の活用により、グローバル人材の育成の方策が拡大するでしょうし、コロナの影響

で帰国が難しい技能実習生や、日本語に不慣れな留学生の皆さんが母国語や多言語で良質な情

報提供や相談支援を受けられたり、日本語教室で仲間に出会えたりといった地域の一員として

暮らしやすい環境があれば、これらは今後の飯塚市共生化社会に向けた強みになると思います。

このコロナ禍を契機として、飯塚市らしさをもって、国際社会の動きを捉えた持続可能なグ

ローバル人材の育成のあり方や、外国人の人権に配慮した多文化共生社会の構築の形を考えて

いってほしいとお願いをして、この質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９１ページ、企画費、ふるさと応援寄附事業費について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 

 ９１ページ、企画費、ふるさと応援寄附事業費についてお尋ねいたします。本市の令和２年
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度のふるさと納税寄附金の額が４３億円強と、非常に大きな数字で、これについて調べてみま

すと、何と全国で１７位、福岡県では１位と、すばらしい実績を上げておられます。改めて飯

塚市の頑張りに敬意を表しますが、このことは本市の広報活動、返礼品の品ぞろえ、それから、

全国の多くの方々の本市に対する支援の気持ちなどが要因としてあると考えますけれども、そ

の中で特に大きな要因が、新型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要ということがあると

思うのですが、これは新型コロナの落ちつきが出て、感染症が落ちついて平常時に戻った場合

には、巣ごもり需要が縮小するということが考えられるんですけれども、その辺りを今後どの

ような方針で考えてあるのか、教えてください。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 令和２年度におきましては、巣ごもり需要の効果もありまして、給付額総額が４３億

７６５３万９４５４円、件数で申しますと３７万６９６８件と、非常に多くの皆様からご寄附

をいただいております。確かに今委員の言われますとおり、コロナ禍から平常時に戻ることで、

巣ごもり需要の縮小による寄附額の減少も考えられますが、今後の方針としましては、地元の

事業者の中から魅力ある返礼品を発掘し、平常時でも多くの方々から寄附していただけるよう、

さまざまなメディアの活用や、大都市圏を中心に広報活動を行いまして、寄附額の減少を極力

抑え、何とか維持、継続できるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○吉松委員 

 いろいろなことがあるかもしれませんけれど頑張ってください。しっかり頑張っていただい

ても、これはどうしても安定収入と言うわけにはいかないと思うんですけれども、この寄附金、

この寄附額から必要経費を引いた残りが翌年度のさまざまな事業に充てられると思うんですけ

れども、令和２年度、この寄附金を最終的には、どれぐらいの額を使えるのか、教えてくださ

い。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 令和２年度の寄附額４３億７６５３万９４５４円、決算書の９１ページに記載のふるさと応

援寄附事業の歳出のうち、記念品料から有料道路通行料までの合計２６億４４９９万

８１５９円の必要経費を差し引きいたしまして、１７億３１５４万１２９５円が翌年度の事業

に充当することができる金額となります。 

○吉松委員 

 ４３億円強から実際に使えるのが１７億３１５４万円ということで、必要経費というのがか

なりかかっているなということを思いますけれども、本当にこれはありがたいし、返礼品を地

元の商品であるというようなこともありますので、この分は本市の経済効果に寄与していると

思いますので、本当にありがたいと思うのですが、この納税された方々に対することなんです

けれど、ふるさと納税の使い道、これは寄附者の方に寄附する際に選択する使途項目がありま

す。まちづくりの推進とか、新型コロナ対策とか、８項目あるわけですけれども、これについ

て最終的に寄附された方に対して、どのように活用したかを公表する必要があると思うのです

けれども、その点についてはどうなっていますか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 本年度に公表した事例でご説明いたしますと、令和元年度の寄附額２１億６３６９万

７５９９円から必要経費等を除きました８億４８７４万５千円を使途項目ごとに、令和２年度

に実施しました各事業に財源充当いたしまして活用させていただきました。また、公表の方法

につきましては、毎年度の事業費が確定した時点で市のホームページで公表を行っております。 

○吉松委員 

 市のホームページで公表しているということですけれども、寄附者に対して、返礼品だけで

はなく心のこもったメッセージとか、浄財をどのように活用したかという情報の提供はさらな

る寄附につながるというふうに考えますので、ＳＤＧｓではございませんけれども、ふるさと
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応援課、頑張ってください。我々も応援課を応援いたします。 

○委員長 

 同じく、９１ページ、企画費、ふるさと応援寄附事業の実績と今後について、上野委員の質

疑を許します。 

○上野委員 

 同じくふるさと応援事業費についてお伺いいたします。広告料が３０５万８千円となってお

りますが、主にどういったものに使われたのか、ご紹介ください。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 広告料の内訳でございますが、催事等で使用するための啓発用物品といたしまして、アビス

パ福岡の扇子作成に２８万６千円、過去の実績から寄附件数が最も多い東京都におきまして、

新聞購買者数の最も多い読売新聞社の折り込み広告、こちらのほうを２７万５千円を２回行い

まして計５５万円、同じく東京都心部におけますタワーマンション向けのチラシ広告料、こち

らが２９万７千円、ふるさと納税ポータルサイトにおける有料広告、こちらが１９２万５千円、

合計３０５万８千円を支出しております。 

○上野委員 

 過去の実績において東京都の寄附者が最も多いということでしたが、その点では新聞広告な

どによる一定の効果があったものだと思っています。令和２年度の実績において都道府県別の

上位５位で構いませんが、ご紹介いただけますか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 令和２年度の実績におけます本市への寄附者が多い都道府県別の上位５位で申し上げますと、

１位は東京都、２位は神奈川県、３位は大阪府、４位は愛知県、５位は埼玉県となっておりま

す。 

○上野委員 

 今お聞きした限りでも、人口の多い都市圏に集中をしております。中でも関東地区などの大

都市圏からの寄附が多いということが伺えます。そもそもふるさと納税制度は、生まれ育った

ふるさとに貢献できる制度、自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度として創

設されたものであります。寄附をされる方の中には、飯塚で生まれ、飯塚で育ったけれども、

就職の関係などで市外へ移り住んだ方など、飯塚市に対するふるさとへの思いで寄附をされて

いる方々が大勢いらっしゃるものだと思っております。そういった方々への働きかけとして、

飯塚市ふるさと納税推進委員会を組織しておられたと思いますが、現在はどのような活動をさ

れておられるのですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 飯塚市ふるさと納税推進委員会につきましては、一般社団法人東京福岡県人会を通じまして、

嘉穂高校、嘉穂東高校、飯塚商業高校の関東地区同窓会に協力依頼を行いまして、平成２２年

度に設立いたしました。以降は、毎年度この３校合計の約２２００名の同窓会会員の皆様へ、

ふるさと納税の協力依頼文書等の発送を行っております。 

○上野委員 

 非常に好評です。今の話では関東地区で組織したもののようですけれども、他の地区、例え

ば関西地区だとか人口の多い地区でも組織はされておられるのでしょうか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 今のところ関東地区のみでございます。 

○上野委員 

 確かに関東地区だけで日本の総人口の約３分の１を占めておりますので、ターゲットを絞っ

て広報するという点では、間違ってはいないとは思います。ですが、こういった取り組みをぜ

ひ関西地区や中部地区などの大都市圏はもちろんのこと、ふるさと飯塚への思い、何かしらふ
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るさとに貢献したいとお考えの全国の方々に向けて、幅広く広報活動されるべきだと思います。

例え納税に至らなくても、少しでも飯塚を御承知の皆さんに対してダイレクトにアピールがで

きるのですから、今後の企業誘致や移住、観光やイベントなどへの誘客にもつながります。課

を横断して、先方のご家庭でも話題にされるような飯塚市全体のＰＲにぜひつなげていただき

たいと思います。それには広告費が少ないようにも感じています。４３億円の寄附をいただい

たこの制度は、いつまで続くのかわかりません。機会を逃すことなく、最大限の効果に向けて

取り組まれることを要望いたしておきます。 

○委員長 

 同じく、９１ページ、企画費、ふるさと応援寄附事業の実績について、川上委員の質疑を許

します。 

○川上委員 

 日本共産党の川上直喜です。９１ページ、総務管理費、企画費、ふるさと応援寄附事業の実

績についてお尋ねをいたします。まず、４２ページに追加資料をいただいておりますので、説

明を求めたいと思います。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 資料の４２ページということですので、こちらの資料をもとに答えさせていただきます。令

和２年度飯塚市へのふるさと納税寄附額は４３億７６５３万９４５４円でございます。主な歳

出といたしましては記念品料の１９億４１６７万６７９３円、事務代行手数料の６億

４６２０万１８３９円など合計２６億４４９９万８１５９円を支出しております。差し引きい

たしまして１７億３１５４万１２９５円の利益となっており、寄附額の約４０％が自主財源と

して活用できる額となっております。なお、資料の一番下段のほうに記載させていただいてお

りますが、飯塚市民の方がふるさと納税をされた寄附の総額は３億１２１３万３０１０円、こ

の影響額としまして、本年度の市民税控除額は１億２３６９万１１２２円となっております。

なお、資料のほうに記載はありませんが、過去３年間の寄附実績を申し上げますと、平成

３０年度２６億７９０９万５３６１円、令和元年度２１億６３６９万７５９９円、令和２年度

４３億７６５３万９４５４円となっております。令和元年度から令和２年度に大きく倍増した

主な要因は、新型コロナの影響によります巣ごもり需要であると考えております。また、飯塚

市の人気のある返礼品が、大手のふるさと納税ポータルサイトのトップページに常時掲載され

ていることで、飯塚市のページを閲覧する機会がふえ、他の返礼品も選んでいただけるという

相乗効果も生み出していることが要因であるというふうにも考えております。そのほか、新型

コロナの影響でさまざまなイベント等の中止によって、周知、広報活動が制限をされている中

で、毎年度寄附が増加いたします１１月から１２月にかけまして、人口の多い大都市圏におけ

る新聞広告等、マスメディアを活用したことが効果的に寄附の増加につながった結果であると

いうふうに考えております。 

○川上委員 

 この資料のうち、上記の経費のうち、事務代行手数料内訳と書いてあります。この手数料の

算出方法が、手数料率を乗じると書いてあるんですけれども、手数料率はそれぞれどうなって

いるのですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 手数料率でございますが、各サイトの事業者様によって率が変わっております。また、これ

につきましては企業情報となりますので、率の公表につきましては控えさせていただきたいと

考えております。 

○川上委員 

 ここには９業者の名前があるわけですけれども、この選定はどのように行っているのですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 
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こちらのサイトにつきましては、先方からの営業等もございますが、その中で妥当だと思わ

れるところと個別契約を結んでいる状況でございます。 

○川上委員 

 わかりました。その妥当だと考える基準は何ですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 こちらのサイト等につきましては、事前に私どものほうで、実際のポータルサイトのページ

等を確認しまして、どういった状況であるか等を分析した上で、選別をいたしております。 

○川上委員 

 今おっしゃっているのは、言わば質のことを言われたんですね。効果がどれだけあるだろう

かという。そのときに手数料率というのは考慮には入るんじゃないんですか。手数料率が低い

ところを優先的に選ぶのか、高いところを選ぶのか、その辺の基準が少しわかればと思います

が。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

大手ポータルサイト等につきましては、加入自治体数も多いことから、手数料等が他の小さ

なポータルサイトに比べると低い設定等もございます。その中で特にこの事業というよりは、

そのサイトを通じてどれだけ、全国で寄附が望めるかということを基準というふうに考えて選

別をしたところでございます。 

○川上委員 

 その選定の基準表というか、基準を書いたものはあるんですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 書いたものはございません。 

○川上委員 

 どういうふうに決めるんですかね。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 各サイトの特徴、それから実績等を勘案して決めております。 

○川上委員 

 それではこの９社に出しているんですけれど、何社に依頼するとかいうことも、ないわけで

すか、あるのですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 このポータルサイト等については随時、受け付けをしている状況ですので、期限を切って募

集しているという状況ではございません。 

○川上委員 

 基準なしにやっているのは最初からなんですか。ずっと基準なしで選んでいるのですか。 

○特産品振興・ふるさと応援課長 

 ポータルサイトの選定については、基準は設けておりません。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：４０ 

再 開 １１：４３ 

委員会を再開いたします。 

次に９２ページ、地域振興費、コミュニティバス等運行事業の市としての考え方について、

上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 ９２ページ、地域振興費コミュニティバス等運行事業費についてお伺いいたします。この支

出を顧みながら、引き続き令和４年４月からのコミュニティ交通運行に向けた次期交通体系の
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再編を行っておられると聞いております。近年民間路線バス事業が縮小して、赤字補てん額も

増加している状況もあることから、例えば、民間路線バスが全て撤退することを想定して、地

元のタクシー事業者やバス事業者に運行を委託し、市のコミュニティ交通だけで市民の輸送手

段を担うようなことは考えられないのでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 民間路線バス事業に関しましては、地域住民におきましては、民間路線バスに対する事業維

持、運行の継続に対する大変強い思いがありまして、また、早朝や夜間、土日祝日の運行など、

このバス事業により、利便性が高く、一定のサービス水準が維持できております。仮に、コミ

ュニティ交通だけで全ての住民の輸送を担うとなりますと、相当な事業費負担、ダイヤ編成や

運行管理等の多種・大量、高度な関連事業負担が生じることから、現在と同様な水準の運行を

実施することは、大変難しいと思われます。今後は、民間路線バス事業とコミュニティ交通事

業との連携や役割分担等を効果的に行うようにして、市全体の交通事業の運営に努めたいと考

えております。 

○上野委員 

 このダイヤについても、とりあえずは現行の民間バスの市内における運行路線や時間帯を引

き継いで、運行しながら徐々に改善していくということもできると思います。市として、コミ

ュニティ交通についてどのような考え方で事業を推進していかれるおつもりでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 現在、令和４年度以降、来年度以降の次期コミュニティ交通運行体系について、飯塚市地域

公共交通協議会等におきまして、ご議論いただいております。コミュニティ交通のあり方とし

て、民間路線バスの運行確保、維持を支援し、民間と行政が、適切に役割分担することで、市

の公共交通事業全体を維持していくとの考え方で事業を推進していきたいと考えているところ

でございます。また、民間、行政及び地域住民との協働による公共交通体系の構築、民間路線

バスの確保維持、地区間輸送、地区内輸送で区分したコミュニティ交通事業運営等につきまし

て、議論、検討を行っているところでございまして、効果的、効率的で持続可能な公共交通体

系が構築できるように努めてまいりたいと考えております。 

○上野委員 

 今やられている会議のほうがすごく複雑なような気がしてならないのですが、ウィズコロナ

時代になっていろいろな環境の変化も出てくると思いますので、将来にわたって市民にとって

最善の交通網となりますように、ご尽力をお願いいたします。 

○委員長 

次に、９３ページ、地域振興費、公共交通対策事業の内訳推移について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 追加資料４３ページに資料をいただいていますので、この説明をお願いしていいですか。 

○地域公共交通対策課長 

 提出しております資料の４３ページに、要求がございました公共交通対策事業内訳推移

（６年間）の資料を添付させていただいております。平成２７年度から令和２年度までの分で、

この事業費に該当しております飯塚市地域公共交通協議会の負担金、福岡県地域交通体系整備

促進協議会負担金、バス路線維持費、これにつきましては、いわゆる赤字補てんを行っており

ます、小竹天道線、直方線、碓井大分坑線のバス路線維持負担金、そして、新飯塚駅点字ブロ

ック設置工事費負担金、最後に、手話通訳派遣手数料、これらの費目に関しまして６年間の決

算金額を記載した資料を提出させていただいております。 

○川上委員 

 その中身を聞いたんですけれど。このうち、直方線バス路線維持負担金がなくなりました。
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それから碓井大分坑線、バス路線維持負担金については金額が減っていますね。一方で小竹天

道線に関しては増えていると。それぞれどういう事業なのかお尋ねします。 

○地域公共交通対策課長 

 小竹天道線につきましては、令和元年９月末におきまして、この路線の帰発系統が廃止にな

り、運行便数も半減しておりますので、その事業費等が減額になったことに伴いまして、いわ

ゆる維持負担金が大幅に減額となっております。次に、直方線につきましては、令和元年９月

末で、この路線自体が廃止になっておりますので、令和２年度決算としては全額なくなってお

ります。最後に碓井大分坑線につきましては、これは、運行事業自体は大きな変化はございま

せんが、国と福岡県のコロナ対策支援補助金を事業者が活用したことから、決算額が減額とな

っておりますので、本市の維持負担金も減額となっております。 

○川上委員 

 これについては、西鉄及びＪＲとはどういう交渉をしたのでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 小竹天道線に関しましては、これは平成３０年１１月のころから、この路線の変更について、

廃止についての協議がなされておりまして、この路線につきましては、小竹町も運行している

ことから、小竹町も含みまして、本市と協議を重ねた経緯がございます。この協議に関しまし

ては、運行しております幸袋地区のまちづくり協議会等におきましても、平成３１年のころか

ら、一緒にお話をさせていただいている中ですけれども、これにつきまして令和元年３月

２６日付の文書で一部廃止の申し出がありまして、飯塚市地域公共交通協議会におきましては、

平成３０年度末から、この協議を行ってまいりましたけれども、最終的に令和元年６月２８日

にもうやむを得ないというような回答となっておりますけれども、この分につきましては、存

続しております路線の運行経路の変更で、一部代替交通として対応するような対応をとらせて

いただいております。次に、直方線につきましては、ＪＲ九州バスから平成３０年９月に、こ

の路線の廃止の申し出がありまして、それに伴って地域公共交通協議会におきましても協議を

進めております。そういった中で、平成３１年３月に協議会のほうで、この内容についてやむ

を得ないということで協議が終了し、元年の９月末で直方線の一部区間廃止ということで、こ

の路線が廃止になっております。この路線につきましては、元年１０月から宮若市と本市が共

同で、現在、コミュニティバス宮若飯塚線と呼んでおりますけれども、共同運行のコミュニテ

ィバスの運行をし、代替交通手段として活用していただいているところでございます。 

○川上委員 

 西鉄にしろ、ＪＲにしろ、路線の廃止ないし減便について、どういう理由をあげているのか。

そして本市としてはそれに対してどういう主張をしてきたのか。あなたは、今、やむを得ない

と判断しましてとか言っていましたけれど、やむを得ないというのはよくわかりませんけれど、

今言った相手の理由、飯塚市の主張は何なのかがわかりにくいので説明してもらっていいです

か。 

○地域公共交通対策課長 

 民間路線バスの廃止また減便等の申し出の内容につきましては、基本的にその事業運営が非

常に厳しく、いわゆる欠損額、損失が大きいということで、事業継続が難しいというのが主な

理由となっております。また、近年では乗務員を確保することが大変困難な状況になっている

ということで、それも事業の継続が難しいという理由として、この運行事業者のほうから申し

出があっております。それに対しまして、本市につきましては、今年度から赤字補てんを拡大

するなど、この事業運営の継続に対してできる限りの支援を行いまして、また、乗務員募集に

つきましても、市報等で募集の声をかけるなど、そういったところで支援をさせていただいて

おりますし、また現在、飯塚市内では西鉄バスだけが運行しておりますけれども、本市の取り

組み、また地域住民からの強い存続要望という声がありますことを常日頃から伝えているとこ
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ろでございます。 

○川上委員 

 この西鉄ないしＪＲは路線を廃止する、あるいは減便するというふうに決めれば、そのよう

にできるわけですか、法律上は。 

○地域公共交通対策課長 

 民間路線バスの廃止、減便等につきましては、法的にその事業者から運輸局等に届け出がな

されまして、その内容について、特に瑕疵ということがなければ、地域の意見、代替策、そう

いったことの対応を各自治体等で検討していただく中で、認めるというような手続がなされて

おります。 

○川上委員 

 ＪＲと西鉄は、その届け出の前に協議を行ったのか、本市と。届け出の後にやったのか、ど

っちですか。 

○地域公共交通対策課長 

 ＪＲ九州バス及び西鉄バスの廃止の手続に関しましては、届け出が出される事前に、その沿

線自治体にその事業者のほうから、そういった意向があるということで、ご説明があっている

状況がございます。 

○川上委員 

 そしたら、国のほうに届け出するでしょう。国は、他所のことはあれでしょうけれど、飯塚

市にも市長宛てにどうお考えですかと聞いてくるでしょう。それに対してどういう返事をした

んですか。ちょっと読み上げてください。 

○地域公共交通対策課長 

 すみません。今、手元にございませんので、ちょっとお答えできかねます。 

○川上委員 

 本市の財政出動にかかわることなので、本市が財政出動するぞと決意を持って、その意見を

国に出しているはずなので、委員長、資料要求をお願いしたいと思いますが、取り計らいお願

いします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５８ 

再 開 １１：５９ 

 委員会を再開いたします。 

○地域公共交通対策課長 

 先ほどちょっと私の答弁が誤っておりましたので、訂正させていただきます。運輸局のほう

に交通事業者から廃止の届け出がなされた場合に、沿線の自治体に対して、運輸局のほうから

意見聴取ということでヒアリングが行われております。それの文書回答というのはございませ

ん。 

○川上委員 

 ヒアリングはどのように行われたのですか。 

○地域公共交通対策課長 

 通常、このようなヒアリングの際には、運輸局に担当部署の所属長等がお伺いさせていただ

きまして、運輸局の担当のほうから、その路線廃止に係る内容の確認と、その代替手法に対す

る案があるのかどうかといったような内容についてヒアリングがございます。 

○川上委員 

 相手の担当官の職名と、こちらは誰が行ったのか、それから、そのときに何と飯塚市の意見

を述べたのか、紙に書いたのがあるでしょう。ないですか。 
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○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：００ 

再 開 １３：００ 

委員会を再開いたします。 

○地域公共交通対策課長 

 先ほどのヒアリングに関する質疑に対して回答させていただきます。まず、お話の対象とな

っております小竹天道線の毛勝系統の廃止に関しましては、この廃止区間が飯塚市外の区間で

すので、ヒアリング等は行われておりません。次に、ＪＲ九州バス直方線に関するヒアリング

の内容でございますけれども、この路線の廃止が、令和元年度９月末の路線廃止となっており

ます。この内容に関しまして、九州運輸局のほうから届け出に係る路線の廃止を行った場合に

おける、旅客の利便の確保に関して意見を聴取するという趣旨で、ヒアリングが行われており

まして、九州運輸局自動車交通部旅客第１課の担当が、福岡県と沿線自治体の担当者、当課に

おきましては、当時、商工観光課が本件に対する所管となっておりましたので、その職員がこ

のヒアリングに参加し、地域の状況と代替交通の内容についてヒアリングで答弁をしていると

いう状況がございます。 

○川上委員 

 復命書はあるんでしょう。 

○地域公共交通対策課長 

 そのときの記録はあります。 

○川上委員 

 その復命は誰が決裁するんですか。 

○地域公共交通対策課長 

 復命書という様式の書類ではなくて、報告の要旨を記載した文書がございます。したがいま

して、決裁という意味ではわかりません。 

○川上委員 

 それはどういうことですか。市の財政出動の決意を込めたヒアリングに対する回答をしに行

ったんでしょう。それはどういう内容だったかわからないということになるのですか、市とし

ては。 

○地域公共交通対策課長 

 復命書という様式での報告はございませんが、意見聴取の結果ということでの報告をしてい

るということで、復命書としての様式はございませんが、記録は残っております。そして、当

時、担当課が異なっておりますけれども、この旨の報告があったものと思われます。 

○川上委員 

 繰り返しになると、ちょっと私も都合が悪いんですけれど、時間がないから。市が財政出動

をしますということを決意して、ヒアリングに答えたわけでしょう。その報告書は何なんです

か、復命書じゃなかったら。決裁も受けていないのですか、それは。 

○地域公共交通対策課長 

 決裁を行ったかどうかということについては確認できておりませんが、結果の報告というこ

とで報告書はございます。 

○川上委員 

 あまり無責任なことはしていないはずなので、その報告書の資料要求をしたいと思いますの

で、委員長において取り計らいをお願いしたいと思います。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま川上委員から要求があっております資料は、本委員会
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の開催中に提出することができますか。 

○地域公共交通対策課長 

 提出させていただきたいと思います。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま川上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

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：０４ 

再 開 １３：０７ 

 委員会を再開いたします。 

先ほどの川上委員の公共交通対策事業の内訳推移については保留として、次に移りたいと思

います。 

 次に、９６ページ、人権推進対策事業について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 ４４ページと４５ページに追加資料を出していただいておりますので、まず説明をしていた

だきたいと思います。 

○人権・同和政策課長 

 まず、提出資料の４４ページをお願いいたします。このページにつきましては歳入になりま

す。上から順に款項目という形で載せておりますので、左上からちょっと順に説明していきた

いと考えます。使用料及び手数料につきましては、立岩、穂波、筑穂の人権啓発センターの貸

し館による収入、九電柱、ＮＴＴ柱などの占用料の収入を記載しております。同和会館使用料

と細節のところにありますが、平成３０年度、それから令和元年度、令和２年度に米印を入れ

ておりますが、こちらの分につきましては、令和元年度より施設名が変わっております。立岩

人権啓発センターとして名称変更を行っておりますので、この分の使用料につきましては、そ

の隣の人権啓発センター使用料の中に令和２年度から含まれることとなっております。次に、

県支出金になります。各人権啓発センターで実施しておりますデイサービス事業などに対する

分、それから人権啓発センター改修に対する分、それから人権啓発の経費に対する分の県費補

助が収入として市に入ってきている分をあらわしております。それから諸収入になります。こ

ちらの分につきましては専修学校、それから結婚支度金の個人へ貸し付けた分の返還金を市の

歳入として入れております。専修学校分につきましては、入ってきた分については、翌年度県

のほうに償還金として市のほうから支出することになっております。 

次に、４５ページをお願いいたします。４５ページ、歳出になります。同じく款項目であら

わしております。まず、左から節の分で給料から賃金、報酬、ずっと旅費までありますが、こ

の部分につきましては職員に関する分になります。それから、役務費につきましては、デイ

サービス事業にかかわる講師派遣、それから調理員派遣などになっております。委託料につき

ましては、設備の保守、樹木伐採など維持管理に関することの委託料の積み上げとなっており

ます。その横の使用料及び賃借料につきましては、デイサービス事業の送迎用のバス、いわゆ

るデイサービスに参加される高齢者の方の送り迎えの送迎用のバスの借り上げ料などとなって

おります。次に、工事請負費につきましては、立岩人権啓発センターの空調機改修、それの空

調機に伴う電気設備の改修費用となっております。備品購入費につきましては啓発センターの

防災ロールカーテンなどの設置に使われております。それから、負担金・補助及び交付金につ

きましては、隣保館協議会負担金、人権擁護委員協議会補助金、部落差別解消推進団体補助金

になっております。償還金利子及び割引料につきましては、前年度に預かった、先ほどご説明
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しましたが、専修学校の個人に対する貸し付け分を県に返還分として支出することになってお

ります。 

○川上委員 

 この資料のうち、４５ページ、歳出のほうですけれども、下の段に人権教育費の関係で委託

料が５千万円前後ありますね。これについて説明をしてください。 

○人権・同和政策課長 

 こちらの分につきましては款項目、いわゆる資料として提出したときに、２款ではなく

１０款の教育費の部分をあらわしておりますけれども。こちらの分につきましては、ＮＰＯ人

権ネットいいづかの啓発にかかわる委託料となっております。 

○川上委員 

 この団体はどういう団体ですか。 

○人権・同和政策課長 

 ＮＰＯ人権ネットいいづかにつきましては、市内人権に関する啓発事業、それから講演会等、

それと相談事業など、あらゆる人権に関することについて、市のほうが業務を委託している団

体になります。 

○川上委員 

 どういう団体ですか。 

○人権・同和政策課長 

 ＮＰＯ法人になっております。 

○川上委員 

 この団体の概要をお尋ねします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：１６ 

再 開 １３：２２ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 大変失礼しました。ＮＰＯ法人人権ネットいいづかにつきましては、平成１６年４月、旧飯

塚で設立されております。市民の人権意識の高揚を図るとともに、人権のまちづくりに向け、

教育啓発を推進することを目的として設立されたＮＰＯ法人になっております。 

○川上委員 

 事務所はどこですか。 

○人権・同和政策課長 

 事務所につきましては飯塚の労働会館、河川敷の場所にあります。河川敷の横にある労働会

館の１階、２階の部分になります。 

○川上委員 

 労働会館と河川敷も貸しているわけですか。駐車場か何かで。 

○人権・同和政策課長 

 場所の説明で河川敷という言葉を使いました。労働会館の１階、２階部分になります。 

○川上委員 

 何人で構成しているんですか、役員は。 

○人権・同和政策課長 

 構成は啓発を担当している１１名になっております。それから理事長が１名、それから事務

員さんが１名、１３名となっております。 

○川上委員 
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 理事長は誰ですか。 

○人権・同和政策課長 

 理事長の氏名は松本建一氏になっております。 

○川上委員 

 この委託業務は、委託の手続をどのようにしていますか。公募、公告から選定までどうして

いるかお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 人権ネットいいづかとの委託につきましては、随意契約となっております。 

○川上委員 

 ですから、５千万円を超える委託料でしょう、委託業務でしょう。それで随契なら随意契約

ということでしょうけれど、入札でしょう、それは。随意契約の理由が要るでしょう。そこの

ところをちょっと聞いているんですよ。少し市民が税金で５千万円を超える委託業務を出して

いるのを見て、なるほどなと分かるような説明をしてくれませんか。 

○人権・同和政策課長 

 人権ネットというか、人権啓発に関する委託の内容につきましては、先ほども言ったように

研修事業、それから相談事業、広報事業、展示事業など、人権にかかわる多岐にわたる業務を

市のほうから委託をするようにしております。随契理由につきましては、ＮＰＯ法人人権ネッ

トが部落差別問題、人権確立を目指し、長年にわたり人権、部落差別問題に携わってきた者に

よって構成されるＮＰＯ法人であり、人権、それから、部落差別問題を熟知しているとともに

啓発のための専門的な知識、技能を有しておるというところで、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項２号により随意契約としております。 

○川上委員 

 それが自治法の随意契約の基準に合致するというのはちょっと納得いかないんですけれど。

随意契約の基準、飯塚市はどうなっていますか。 

○人権・同和政策課長 

 この２号につきましては、その性質または目的が競争入札に適しない契約をするときという

ふうになっております。 

○川上委員 

 競争入札に適しないという、そこのところを説明してください。何か基準があるんじゃない

んですか、飯塚市で。 

○人権・同和政策課長 

 先ほども説明しましたが、この人権啓発につきましては、人権、部落差別問題の啓発事業を

遂行できる十分な能力を持つ職員を確保し、かつ事業に専念できる体制が整っている団体とい

うふうにし、仕様書のほうに規定しておりますので、この分に合致する、合致するというか、

市のほうで考えたときにＮＰＯ法人人権ネット以外の団体が出てきていないということになっ

ております。 

○川上委員 

 基準はないのかと聞いたわけですよ。 

○人権・同和政策課長 

 人権の啓発事業の性質を考え、その分で先ほど申したように選定の要件として、十分に専念

できる体制をとれる団体というところで、その性質、目的が競争入札に適さない契約というこ

とで、人権ネットいいづかと随意契約をしております。 

○川上委員 

 あらゆる人権にかかわる問題と、あらゆるですか。そういう事業を、特定の団体に委託する

ことは妥当かどうか、考えたことがありますか。 
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○人権・同和政策課長 

 その件につきましては、長年にわたり十分な人権啓発ができる能力を持ち合わせた職員が、

そのＮＰＯ法人の中に１１名いらっしゃるということで、市の職員、私も含めてですけれど、

数年に一度、人事異動になり、そこからまた勉強し直す、それから勉強して啓発に努めていく

というようなことを考えたときに、委託料をお支払いして、この団体、ＮＰＯのほうに委託し

たほうが人権啓発がよりスムーズに遂行できるものと考えております。 

○川上委員 

 平成１６年から決算年度まで、委託料の総額が幾らになりますか。 

○委員長 

 川上委員、ちょっと教育のほうに入ってきているようですので。 

○人権・同和政策課長 

 すみません。資料があちこちあるもので、申しわけありません。ＮＰＯ人権ネッいいづか、

資料につきましては合併後からの数字になりますが、平成１８年から決算の令和２年度までの

合計で、５億７２５９万８千円になっております。 

○川上委員 

 この委託業務をいつまで続けるつもりか、お尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 人権問題について、いわゆる市民啓発、それから差別問題が解消するまでと考えております。 

○川上委員 

 これはもう質問ではありませんけれども、質問ではないと言うなら聞くなよということなり

ますけれど聞きましょう。ほぼ永遠にやるということですかね。これは人権の問題とか、差別

を許さない取り組み、闘いとかいうのは、それぞれの団体を個人がやるし、自治体は自治体で

取り組む必要がありますよ。そしたら委託業務とかではなくて、地方公共団体、自治体が住民

福祉の増進の立場から直接やるべきですよ。特定のところに、これから先ほぼ永遠に随意契約

で、生活保障されるような活動と生活を保障されるような特定の団体に、この人権の問題を市

が委託業務ということで渡して、しかも課長が言われるように差別が解消するまでと、そうい

う委託業務そのものがなじまないんじゃないですか、この事業は。委託ということについては、

これは市長、何か答弁があれば、お考えあれば聞かせてください。 

○市民協働部長 

 人権啓発につきましては、より市民の心に訴えるような活動をしていかないといけない。そ

ういう中で言えば、そういう啓発をきちっとできる職員よりも、きちっとできるようなところ

ということで、今、こういう団体さんのほうにお願いしているということでございます。もち

ろん、職員の啓発は職員でも啓発をやっております。それはそれで続けていかないといけない

というふうに思っております。それと、人権啓発については、いつまで続けるのかということ

でございますが、私どもは人権問題、人権感覚というのは、やはり常日頃、研修とかそういう

ものに参加しないと、やはり感覚というのは鈍ってくるというふうに思っております。そのた

めにも、今後も引き続き人権感覚を高めるためには、こういう啓発活動は、市としては必要な

事業だと思っております。そしてなおかつ、それもより市民の心に訴えられるような啓発活動

をしていきたいと思っておりますので、そういうことができる団体とともにやっていきたいと

思っております。 

○川上委員 

 人権の問題、差別を許さないとか、こういう取り組みというか、闘いとかいうのは、ある限

り闘うわけですよね、取り組むわけですよ。今、久家部長が川上委員がいつまでやるのかとい

うふうに言ったと言うけれども、そういう質問はしていないでしょう。こういう大事な取り組

みは、団体、個人がそれぞれ取り組むと同時に、自治体もやる必要があるよねと。しかし、自
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治体がやるべき仕事を特定の団体、一貫して、今年も５千万円がもらえる、来年ももらえる、

その次もらえると。今１１人というふうにおっしゃったけれど、そういうような特定の集団、

特定の団体に、この自治体としての仕事を委託業務という形で、いつまでやるのかということ

を言っただけです。そこをすりかえたらだめですよ。答弁してください。 

○市民協働部長 

 別にすりかえるつもりはございませんでしたけれども、当然、今、質問者が言われるように、

行政もやらなければいけないし、当然、民間は民間として自ら人権啓発をやっていかないとい

けないというのもございます。ただ、先ほどから言いますように、人権啓発というのは非常に

重要な問題というか、あらゆる人権問題ということになりますと、非常に範囲、分野も広うご

ざいます。そういう中で、やはり行政だけではなくて、そういうことにたけた、啓発を目的と

している団体と連携して啓発活動をやっていくことが重要だと思います。当然、いつまで、じ

ゃあこういう団体でやるのかというような話でございますが、私どもとしては、行政だけでは

なくて、そういうふうなあらゆる分野にたけた、啓発活動をやられている民間団体さんがあれ

ば、当然そこと一緒になってやっていくということで考えております。 

○川上委員 

 一緒になってやっていくということと、毎年毎年５千万円前後のお金を渡して、事実上の補

助金になっているわけでしょう。そういうこととは違うでしょう。あなたが言っている、一緒

にやっていくということ。市役所が、自治体がやるべき仕事を特定の団体にもう６億円ぐらい

渡しているわけですから。ここのところが大体ですね、啓発とは何ですか。一緒に考えていこ

うとか、一緒に学びましょうとかいうことじゃないんですか。自治体はわかっていて、わから

ない市民に教えてやると、勉強に来いというような態度は、大体間違っているでしょう、それ

そのものが。何ですか、啓発って。終わります。 

○委員長 

 次に、９７ページ、人権推進費、人権推進対策関係補助金、負担金交付団体（目的、規約、

決算書）について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料４６ページから５９ページまで資料をいただいています。多分、簡潔になると思う

けれども、説明してください。 

○人権・同和政策課長 

 まず、４６ページをお願いいたします。人権推進対策関係補助金、負担金交付団体の状況資

料ということで、目的から決算書をつけております。この表に従いましていきます。まず、部

落解放同盟飯塚市協議会につきましては、４７ページから５１ページのほうに、まず規約、そ

れから活動報告につきましては４９ページに載せております。４９ページから５１ページまで

が、この団体の活動報告になっております。読むことになりますが、表の一番最初、福岡県定

期大会は、これは中止になっておりますが福岡県の委員会、いわゆるこの団体が行っている活

動委員会等について５１ページまで載せております。それから、同じく５１ページの右側の部

分につきましては、飯塚市協議会の決算書を、こちらのほうに載せております。この中におき

まして歳入の部分ですが、大きな３番、飯塚市の補助金として決算額１３００万円ほど、こち

らのほうに記載があります。その下の部分につきましては歳出の部分になっておりますので、

合計額、決算額につきましては記載のとおりとなっております。それから次に、全日本同和会

飯塚支部協議会、こちらの分につきましても同じく５２ページに規約のほう載せており、

５３ページからは事業報告、それから決算書を記載しております。次に、飯塚人権擁護委員協

議会ということで、こちらの分につきましては５４ページにまず会則です。この飯塚人権擁護

委員協議会の会則につきましては、第１章、名称及び事務所ということで、事務所は福岡法務

局飯塚支局に置くというふうになっております。それから、次のページになりますが、この会
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則につきましては５４ページから５５ページ、それから、この協議会の収支決算書につきまし

ては５６ページの左側に載せております。その右側に福岡県隣保館連絡協議会の、同じく会則

から載せております。会則につきましては５７ページまでになっております。５８ページ、こ

ちらの分につきましては収支の決算書を左側の部分に載せております。同じく５８ページにな

りますが、こちらの分は嘉麻・飯塚・桂川隣保館連絡協議会の会則から、最後のページになり

ますが、５９ページの右側、決算書を載せております。 

○川上委員 

 相当な額の補助金なわけですけれども、補助金の積算に、幾ら補助金を出すかというときに、

人件費を、解放同盟とか入っているわけですけれど、人件費を入れる場合に、何か飯塚市とし

ては規定がありますか。 

○人権・同和政策課長 

 この分の補助金の交付につきましては、飯塚市部落差別解消推進団体補助金交付要綱という

のを、平成２７年に告示をしております。その中において、補助対象経費の一覧ということで、

人件費、事務局費、会議費、専門部及び支部活動費、研修費という項目に従って、その中で今

言われた人件費は入れております。 

○川上委員 

 それはわかるんですけれど、この人件費を補助金の積算の中に入れるときに、飯塚市として

の規定があるのですかということなんです。その要綱の中にあるから、それが規定ですという

説明なんですかね。ほかのいろいろな団体があるじゃないですか、補助金を出している団体、

人件費を出す。そのときの基準というか、規定というか、そういうものはあるのですか、一般

的に。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩１３：４０ 

再 開１３：４１ 

 委員会を再開いたします。 

○市民協働部長 

 市として、補助金の交付の段階で、人件費はどうするというような取り決めはございません。 

○川上委員 

 この部落解放同盟などに対する補助金の中に人件費が入っているのは、要綱にあるからだと

いうことなんですね。この補助金の中で人件費の割合は、３割までですよとか、何かそういう

基準はないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 今、おっしゃられるような上限は、要綱の中には規定はございません。 

○川上委員 

 人件費が１００％でもよいという要綱になっているわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 補助の対象という項目、第３条のほうに、いわゆる団体運営に関する経費ということで掲げ

ております。その中で、いわゆるその補助金で人件費を１００％賄うことがいいのかというこ

とであれば、この要綱に従いますと１００％賄っても、大丈夫な要綱にはなっております。 

○川上委員 

 まず決算年度、団体補助金、総額いくらで、そのうち人件費は幾らで、その割合は幾らとい

うのが分かるでしょう。ちょっと答弁してください。 

○人権・同和政策課長 

 部落解放同盟飯塚市協の部分になりますが、まず、この決算書に従って説明しますと、まず
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全体の歳入が１７０５万５７４３円ということになっております。歳入に占める、飯塚市の補

助金が１３２８万７６９０円となっておりますので、全体に対する割合は、まず市の補助金が

約７７．９％となっております。１７０４万９９４３円ということで決算書がなっております

が、その中において人件費の合計を出しますと８２４万円ほどになります。補助金に対する人

件費の割合は約４８．３％となっております。 

○川上委員 

 この人件費の削減についての協議はしたことがありますか。 

○人権・同和政策課長 

 令和２年度におきましては人件費の削減についての協議は触れておりません。 

○川上委員 

 本市発足後ということになると思うけれど、この団体補助金の総額と、それからそれに占め

る人件費の比率が出てきますか。 

○人権・同和政策課長 

 合併後、平成１８年から令和２年度までの総合計につきましては、飯塚市協議会につきまし

ては、平成１８年から令和２年度の合計額として、４億４８７３万３７８５円となっておりま

す。人件費の割合については、ちょっと計算ができておりませんので、今、お答えすることが

できません。 

○川上委員 

 給料、行動費だと４割程度ということのようですけれど。例えば、計算してみると、会議を

しますね、会議手当が出るわけです。出張しますね、行動費が出るわけです。これ、私の手元

計算で拾い集めると７割ぐらいになる。年度によるところもありますけれど、こういうお金の

出し方を、なぜ出すのかというのがずっと疑問なんですよ。いろいろな団体があります。その

団体は自分たちの会費とか寄附金とか、努力して、自分たちの専従職員、必要ならば雇用する

わけですよ。出しきらなければ手当を出すぐらいにするかもしれない。この部落解放同盟ほか

の団体だけが最初から活動費というか、生活費、人件費を税金によって賄われるという仕組み

というのは、補助金の域を超えているんじゃないんですか。どうでしょうか。 

○人権・同和政策課長 

 先ほど合併後からの総合計額ということで答弁をさせていただきました。合併当初に比べる

と、今言われる人件費、それから補助金については、かなりの額が、ちょっと計算はしていま

せんけれども、減ってきているということは確かであります。その補助金が域を超えているか

どうかということになりますと、そこにつきましては、飯塚市協議会のほうと飯塚市のほうで、

毎年精査をしながら見直しをやっておりますので、その域は超えていないものと考えておりま

す。 

○委員長 

次に、９７ページ、人権推進費補助金交付同和団体の役員の活動状況（人件費、出勤、業務

内容）について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 これについては、６０ページに資料をいただいておりますので、説明をお願いします。 

○人権・同和政策課長 

 活動状況が分かるものとして今、１、２、３項目、３行並べております。１番につきまして

は人件費、これは先ほどから、ご説明申し上げたとおり５１ページ、提出資料の５１ページの

ほうに決算書を載せております。この中において、人件費を先ほどご説明したとおり、令和

２年度におきましては、約８２０万円というふうな計上になっております。それから出勤状況

になりますが、出勤状況につきましては、下段にあります一覧表のとおり、４月から３月分の

１２カ月分を記載しております。左が常勤役員、右側が非常勤役員となっております。それか
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ら、３番目として業務内容、業務内容として右側の表に事業報告として、１番から５番までの

相談項目、年間を通じて２５２件の相談を受けていただいております。以上です。 

○川上委員 

 人件費については先ほどのとおりということなんですけれど、給与の体系というか、給料は

どのようになっているんですか。 

○人権・同和政策課長 

 ６０ページの表でご説明申し上げます。まず、常勤役員として左側の下段の左の表になりま

すが、書記長と財務委員長というふうに２人分を並べております。この方たちにつきましては、

常勤役員となっておりますので、ちょっと表が飛びますが、５１ページの人件費の中、この中

の専従役員給与になります。それから、非常勤役員として右側の表があります。こちらに委員

長と副委員長というふうにお２人分の数字を入れておりますが、委員長の分が、いわゆる、こ

の５１ページの決算書で言いますところの、行動費ということになっております。 

○川上委員 

 この専従の方の給料は、何を基準にその給料になっているのですか。 

○人権・同和政策課長 

 解放同盟飯塚市協議会の規定の中で定められております。 

○川上委員 

 その解放同盟が決めた給与水準額を飯塚市民が税金で出しているということに今なっている

んだけれど、その内容を聞かせてください。 

○人権・同和政策課長 

 まず、先ほど言いましたように常勤職員の書記長、財務委員長につきましては月給制となっ

ております。それぞれ約３００万円ずつの年間分が支出されており、委員長につきましては、

先ほど言ったように行動費が月に定額で出ている状態になっております。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５４ 

再 開 １３：５５ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 失礼しました。給与規定というのはございますが、合併後、その分、平成１８年当時に、再

度、協議がなされていたとは思いますが、現在、その分の根拠についての資料がございません

ので、ちょっとそこの水準については、お答えできない状態でございます。 

○川上委員 

 資料がないので、自分たちが市民の税金を人件費、補助金の中で、人件費として投入するん

だけれど、その基準はわからないと。資料もないという答弁ですね、確認しますよ。いいです

か。 

○人権・同和政策課長 

 現在、資料がございませんので、そのとおりでございます。 

○川上委員 

 現在というのはどういうことですかね。どっかに行ったら出てくるのですか。 

○人権・同和政策課長 

 その分につきましては、まだ確認をしておりませんので、確認して出てくる可能性もあると

いう意味でお答えいたしました。 

○川上委員 

 補助金を出すかどうかのときに、補助金が幾らですよと、申請があるわけでしょう。そのと
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きに、人件費がこうなっていますよね、委員長とか財務委員長の給料が幾らになっていますよ

ねと、この額なんですかと。飯塚市の働いている人たちの平均賃金はこれぐらいですよと。

パートで働いている人はこれぐらいですよと。それと比べて全額補助しますか。そういう話し

合いをしているはずなんです。そのときの資料がないということは、あるかないかもわからな

いということは、言われたとおり何も考えないで、自分のお金じゃないからということかわか

らないけれど、市民の税金を言われたとおりに、毎年毎年ですよ。積み上げていって、団体補

助金としては６億円ぐらい出しているわけです。こんなずさんなことが、これまでやられてき

たし、あなた方の論理から言えば、これからも続くわけです。そんな決算は、到底認められな

いなというふうに思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９７ページ、男女共同参画推進費、地域女性活躍推進事業費について、上野委員の質

疑を許します。 

○上野委員 

 ９７ページ、男女共同参画推進費、地域女性活躍推進事業費についてお伺いいたします。飯

塚市として特に力を入れてきた事業がありましたらご紹介願いたいし、また、具体的にどのよ

うに推進されてこられたのか教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 平成１９年１２月に国が官民一体となってワーク・ライフ・バランスの実現に取り組むため、

仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランス憲章を策定しました。また、平成２７年８月に

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しています。本市においても、女

性活躍や働き方改革は、企業における経営上の重要戦略と捉え、平成３０年度より、イクボス

推進促進事業を実施しました。イクボスとは、部下のワーク・ライフ・バランスを考慮し、個

人の人生と企業の業績両立を成立させることを目指す経営者や管理監督者のことです。イクボ

スを実践する経営者や管理監督者が、男女問わず、仕事と生活が両立できる環境整備を行い、

多様性のある働き方を認め、構築することで、事業所の課題である人材の確保や育成、女性の

キャリア支援を効果的に行うことができると考えています。事業内容といたしましては、平成

３０年度から令和２年度の３年間に、地域女性活躍推進交付金を活用の上、事業を民間業者に

委託し、イクボス養成マニュアルを作成し、女性の活躍推進に向け、市職員や嘉飯圏域の事業

所を対象に、イクボス養成研修やイクボス事例発表会を開催しました。また、イクボスを普及

させるための広報誌として、嘉飯圏域の事業所で活躍するイクボスのインタビュー等を掲載し

た「ＩＩＺＵＫＡイクボスマガジン嘉飯桂取組事例集」を毎年度１千部作成し、イクボスの啓

発に取り組みました。 

○委員長 

 すみません、傍聴席に座っていらっしゃる職員の方、中に入れませんか。 

○上野委員 

 どのような成果があったのか教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 ３年間の事業の結果、イクボス宣言をした事業所は３０社になりました。イクボス宣言を行

った事業所を対象にしたアンケートでは、有給休暇を取得しやすい環境づくりを行う会議また

は会議時間を減らす、女性の管理職を登用するなどの各種取り組みが行われており、その結果、

残業時間が減る、休暇がとりやすくなる、働き方に対して社員の意識が変わる、女性が活躍で

きる場が広がる、離職率が低下するなどの成果が数多く上がっていることが確認されました。

イクボスを実践することで、市内事業所の職場環境の改善や人材の確保、女性の活躍の推進な

どの効果があらわれています。 

○上野委員 
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 この事業を進める上での課題、方策について示してください。 

○男女共同参画推進課長 

 令和３年１月に実施した飯塚市女性の労働状況に関する事業所調査によると、中小企業と小

規模の事業所では、ワーク・ライフ・バランスの考えがまだ社会に根づいていない、人的、財

政的に余裕がないなどの理由により、女性活躍や働き方改革の取り組みの実施をする事業所が

少ないことが確認されました。しかし、そのような状況の中でも、女性の管理職登用などに積

極的に取り組んでいる事業所は、育児休業制度、介護休業制度の充実など、職場環境が改善さ

れている傾向が見られます。令和３年度からは委託事業は終了し、市が単独で事業を行うこと

となりますので、コロナ禍に配慮し、市公式ＹｏｕＴｕｂｅを活用した企業向け研修や、飯塚

市イクボスニュースにて、市内のイクボス宣言事業所の取り組みの紹介などの情報提供を行う

ことにより、事業所における女性活躍や働き方改革を推進するとともに、イクボス宣言事業所

をさらにふやし、継続して経営者、管理監督者の意識改革を行うなどの取り組みを行ってまい

ります。 

○上野委員 

 飯塚市においては平成３０年４月１９日、片峯市長初め、当時の特別職全員がイクボス宣言

をされ、久世副市長、武井教育長も就任後、宣言をされるなど、市が率先して取り組んでいる

事業でもありますので、今後、国内におけるイクボス先進地を目指されて、担当部署の活躍に

ご期待を申し上げて質問を終わります。 

○委員長 

 次に、９７ページ、男女共同参画推進費、女性の悩み相談員謝礼金について、田中武春委員

の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 それでは私のほうから、男女共同参画推進室、女性の悩み相談について、何点かお尋ねいた

します。まず一つ目が、この相談事業はいつごろから始まったのでしょうか、教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 飯塚コミュニティセンターに女性センターが開館された平成８年より実施しております。 

○田中武春委員 

そうなると２５年ということですね。２５年前から行われているというところですけれども、

その事業が実地されたときの、もし、経緯とかそういうのがわかれば少し教えてもらえません

か。 

○男女共同参画推進課長 

 当初より、男女共同参画社会の実現のために、市民と行政が協力して、総合的な活動を展開

する拠点として、女性センターは設置されています。その事業の一つとして、女性を取り巻く

さまざまな悩み、本問題についての相談窓口として、女性のための相談事業を現在も継続して

行っております。 

○田中武春委員 

 そしたら次に、現在の女性の悩み相談の開催の頻度とか、それから相談員の数と謝礼金につ

いて、お尋ねをいたします。 

○男女共同参画推進課長 

 女性の悩み相談は、男女共同参画推進センター、サンクスで、市内に在住、在勤、在学する

女性を対象に、毎月第１から第４水曜日の１３時から１６時まで実施しています。相談員は

１名で、１回の謝礼金は５千円となっております。なお、謝礼金につきましては、講師謝礼金

予算単価表等を参考にして設定しております。 

○田中武春委員 

 お１人だということですね。午後から、第１、第４水曜日ということで。わかりました。そ
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したらこの業務内容と過去３年間の相談件数等がわかったら教えてください。 

○男女共同参画推進課長 

 業務内容といたしましては、相談者から配偶者等からの暴力や家庭のこと、今後の生き方な

ど、日々の生活で起こる悩みや心配事などをお聞きし、問題解決の方法を一緒に考えることに

よる支援となっております。過去３年間の相談件数でございますが、平成３０年度３７件、令

和元年度４４件、令和２年度４０件となっております。 

○田中武春委員 

 最後に具体的な相談の内容が明らかにできること、できないことがあろうかと思いますが、

できる範囲で構いませんし、この相談事業の基本的に担当課として、こういったメリットがあ

るんだよというのがあったら、お示しいただけませんでしょうか。 

○男女共同参画推進課長 

 相談内容につきましては、毎年度、夫婦の問題が一番多く、次に親子や親族の相談となって

おります。女性は結婚や出産、育児等のライフイベントにより、生活スタイルが変わることで

影響を受けやすく、生活上の困難に陥ることも少なくありません。日々の生活で起こるさまざ

まな悩みを相談者の立場に立って一緒に考えることにより、孤立を防ぎ、エンパワーメントを

高めることにつながります。この女性悩み相談は、利用制限がなく、何度でも同じ相談員に相

談が可能であり、継続的な支援ができることがメリットだと考えております。 

○田中武春委員 

 そうですね、さまざまな悩みを相談して、多分、同じ方が何度も相談しやすい環境なんだろ

うと思います。それと制限がないということで、利用者の方も大変助かっているんじゃないか

というふうに思います。私から最後に、女性の悩み相談は、女性のさまざまな問題の解決とか、

それから先ほど言いましたように、心理的な援助を得られる場として、提供しているというふ

うに思います。女性の自立と社会参加を促進するためにも必要な事業というふうに私は考えて

おります。今後とも、大変いろいろ問題があって厳しいかと思いますが、継続的な取り組みを

最後にお願いしまして、質問を終わりたいというふうに思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：１０ 

再 開 １４：２０ 

委員会を再開いたします。 

次に、９９ページ、交流センター費、交流センター運営審議会委員のメンバー、開催頻度、

審議内容について、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうから、交流センター運営審議会に関することについて、何点かご質問させていただ

きたいと思いますが、まず初めに、委員会のメンバー、それから開催頻度、それから審議内容

等、わかりましたら説明のほうをよろしくお願いいたします。 

○まちづくり推進課長 

 交流センター運営審議会につきましては、飯塚市交流センター条例第１８条の規定に基づき、

交流センターの円滑な運営を図るため、市内１２カ所にあります各交流センターにおいてそれ

ぞれ設置しております。まず、委員会の構成につきましては、飯塚市交流センター条例第

１８条第２項及び第３項に規定しておりますが、定数は各交流センターにおいて８名以内とし、

１．市民の交流に関する事業、２．地域活性化に関する事業、３．まちづくりに関する事業、

４．生涯学習の推進に関する事業、５．そのほか交流センター設置の目的達成に必要な公益的

事業というふうな形の部分について、これに関係します事業の関係者や学校教育及び社会教育

の関係者並びに学識経験者で構成をしております。次に、開催頻度につきましては、各交流セ
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ンターにおいて毎年１回もしくは２回となっております。最後に、審議内容につきましては、

先ほど申しました５項目の事業に係る前年度の参加者、利用者人数などや反省点等を含む実績

報告とあわせ、当該年度に取り組む事業方針等について審議するものでございます。 

○田中武春委員 

 多岐にわたる事業を審議するということで理解しました。それでは、令和２年度に開催され

た審議会における延べ回数と、延べ参加人数等の実績がわかれば報告をお願いします。 

○まちづくり推進課長 

 令和２年度につきましては、１２交流センターで延べ１５回の会議を実施しております。ま

た、委員の参加者数につきましては、延べ８３名となっております。 

○田中武春委員 

 次に交流センター設置の目的達成に必要な公益的事業について、少しご説明をよろしくお願

いします。 

○まちづくり推進課長 

 先ほど申しました第５項目の件につきましては、交流センターにつきまして、各地区の公民

館の機能や役割である生涯学習など、社会教育の拠点を確保、継続しつつ、まちづくりや地域

福祉、防災の拠点としての機能や役割を加えた多様な機能を担う地域拠点施設と交流センター

はなっております。このことから、これら多様な機能に関する事業につきましても、審議事項

というふうな形で審議しておるところでございます。 

○田中武春委員 

 それでは１点だけちょっとお願いなんですけれど、具体的な確認として、私が穂波出身なの

で、穂波交流センターでのさっき言われた５項目にかかわる審議内容について、少し具体的に

ご説明をいただきたいというふうに思います。 

○まちづくり推進課長 

 令和２年度の穂波交流センター運営審議会での内容につきましては、まず、市民の交流や地

域活性化、まちづくりに関する事業について、これは穂波地区自治会長会や各校区を含むまち

づくり協議会、穂波地区体育振興会、また穂波西及び穂波東地区の青少年健全育成会や穂波地

区子ども会、指導者連絡協議会など、こちらが各団体が実施します環境美化事業の協議やどん

と焼きやふれあいフェスティバルなど地域イベント、青色防犯パトロールや体育振興事業など

の実施方法について協議が行われておりました。 

次に、生涯学習の推進に関する事業、これにつきましては交流センター講座や穂波青少年野

営訓練所の運営管理、交流センターサークルや、飯塚市民まなびネットワークによるパソコン

講座、ストレッチ体操、民謡などの、コロナ禍における実施方法について協議が行われておる

ところです。 

その他、交流センター設置の目的達成に必要な公益的事業については、穂波地区自治会長会

などによる防災研修会や地域見守り活動等の事業内容などが協議されておりました。 

○田中武春委員 

 最後になりますけれども、委員報酬の額と積算について少し教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 審議会の委員報酬につきましては、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例第２条に審議会等の委員の報酬額を定めております。これに基づきまして日額

５９００円としております。また、そのほか、同条例で第５条に交通費等の費用弁償の関係が

載っておりまして、日額８００円、こちらの分を支給しております。各委員の皆様には、この

単価に出席日数を乗じまして、その額を支給させていただいているというふうな形になります。 

○田中武春委員 

 日額５９００円ですね。交通費については日額８００円ということなんですけれども、私の
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気持ちとしては交通費は８００円ではなくて、実費弁償でいいのではないかと。もしかしたら

８００円以上かかる人もいるかもしれないしですね。ちょっとそれは内部でも少し協議をして

いただきたいと思いますけれども、この交流センターが市民にとって交流や地域活性化、それ

からまちづくりにとって大変重要な拠点であります。今後もぜひ市民にとって円滑な運営が図

れますように要望しまして、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、１０１ページ、諸費、老朽化危険家屋解体撤去補助金の解体件数、地域、金額、受給

条件等について、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 続きますけれども、私のほうから次は、老朽危険家屋解体撤去補助金について少し質問させ

てください。老朽危険家屋解体撤去補助金の制度としては、福岡県における「地域における多

様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」の規定に基づき、この社会資

本総合整備計画及び地域住宅計画にて進められているというふうに思います。また、国におい

てはこの空き家問題の抜本的な解決策として、平成２７年５月に空家等対策の推進に関する特

別措置法が施行されましたことで、飯塚市においても平成３０年３月に空家等対策計画の策定

をされていると思いますけれども、令和２年度において老朽危険家屋解体撤去補助金を活用し

て、解体された件数は何件なのか、お尋ねいたしますし、また年度別での解体件数がわかりま

したら、ご回答のほうをよろしくお願いいたします。 

○建設政策課長 

 令和２年度に補助金活用において解体しました件数につきましては２０件となります。決算

額の９１１万６千円は、その２０件に対しまして解体され交付を行いました補助額となります。

また、年度別の解体、交付件数といたしましては、平成３０年度は１２件、令和元年度は

２１件、令和２年度は２０件となっております。 

○田中武春委員 

 それでは、解体されました件数につきましては理解できました。飯塚市内においては、地域

にて住宅が密集しているところ、それからしていないところがあると思いますけれども、地域

別として、どの地域からの申請相談が多いのですか。地域別にてお答えのほうをよろしくお願

いいたします。 

○建設政策課長 

 旧地域別にてお答えさせていただきます。旧飯塚地区が８件、旧穂波地区が８件、旧庄内地

区が３件、旧筑穂地区が１件、旧頴田地区が０件となっております。 

○田中武春委員 

 結構多いですね。それでは、老朽危険家屋解体撤去補助金の補助金額について、たしか上限

額が５０万円だったというふうに思いますけれども、これは何件分を想定されて計上している

ものかが一つと、また補助金の支給金額について１件当たりどのぐらいの交付をされているの

か、交付額単位にてお答えをお願いいたします。 

○建設政策課長 

 まずは何件分を想定しているのかということですが、１件５０万円の２０件を想定して予算

計上させていただいております。また、補助額につきましては、補助対象経費の２分の１以内

とし、５０万円を限度額としております。なお、交付額の５０％が国の社会資本整備交付金の

対象額となっております。また、もう１点ですが、交付いたしました交付補助金の内訳ですが、

令和２年度の実績にてお答えさせていただきます。５０万円が９件、４０万円より５０万円未

満が７件、３０万円より４０万円未満が３件、２０万円より３０万円未満が１件となっており

まして、２０万円未満の補助金交付件数はゼロ件となっております。合計件数としまして

２０件となっておりまして、上限額の５０万円の交付率が一番高くなっております。 
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○田中武春委員 

 それでは老朽危険家屋解体撤去補助金の申請に必要となります解体撤去費用の見積りの依頼

については、どのようになっているのでしょうか、お答えください。 

○建設政策課長 

 見積りにつきましては、市内に本店、営業所、事務所等の店舗があり、家屋の解体工事業を

行う資格を有する業者としております。その条件を満たした３業者の見積りを必要としており

ます。３者のうち１者は申請年度における本市の建設工事有資格者名簿に記載されております

指名業者としております。補助金の交付を受けるためには、その３者の中で見積り額が一番安

価な、安い業者との契約をしていただくこととしております。 

○田中武春委員 

 最後になりますけれども、老朽危険家屋解体補助金についての交付要件について、どのよう

になっているのかが、制度内容について少し伺いたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。 

○建設政策課長 

 生活の環境保全及び安全安心な防犯防災のまちづくりの推進を図るため、老朽化した危険な

空き家を除去する場合に、平成２４年１２月７日に制定いたしました飯塚市老朽危険家屋解体

撤去補助金交付要綱の規定により補助金の交付を行っております。住宅地区改良法に規定する

不良住宅で、居住等をしていないことを前提に、所有権以外の権利が設定されていないことや、

店舗併用の場合、居住部分の面積が延べ床面積の２分の１以上であること等を条件としており

ます。なお、老朽危険家屋の判定につきましては、住宅地区改良法施行規定に準じた評価とし

ております。外観目視での評価の合計点数が１００点以上であることとしており、補助金の交

付を受けることができる対象者としましては、現存する老朽危険家屋の所有者等で市税の滞納

がない者、または所有者等から解体または撤去について委任を受けた者としております。 

○田中武春委員 

 最後に、私のほうから少し要望を言わせていただいて終わりたいというふうに思いますが、

令和３年８月末現在の数字となりますけれども、本市については総人口が１２万６８１２人で、

世帯数では６３０８件というふうになっておりますけれども、年齢で申しますと国連機関の世

界保健機構ＷＨＯですけれども、この定義で高齢者としておりますのが６５歳以上の方、本市

では今４万４３４人となっておりますが、飯塚市の総人口の約３１．８８％を占めております。

将来的には、この年齢層の比率が上がってくることが予想されます。近年、地方、地域におけ

る人口及び世帯数の減少や既存住宅の、それから建築物の老朽化等に伴いまして使用されてい

ない住宅、建物等、空き家のことですけれども、年々増加するのではないかというふうに考え

ております。そのことに伴いまして、老朽危険家屋解体撤去補助金の申請件数も、今後ますま

す増加するのではないかというふうに思っております。令和２年度の決算実績を確認する限り

では、現行の予算で耐えているようではありますけれども、今後の社会情勢や本市における空

き家等の変化等を十分見ていただいて、必要と判断される際には、即時に予算確保に努めてい

ただくよう要望しまして、飯塚市の生活環境なり、保全及び安全安心な防犯防災のまちづくり

を進める上で不可欠となりますので、空き家対策を粘り強く推し進めていただくよう、最後に

意見を申し上げまして、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 

 次に、１０３ページ、賦課徴収費、コンビニ収納代行の本市の使用率、メリット、デメリッ

トについて、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 次に、本市のコンビニ収納の件について、少しだけお尋ねします。このコンビニ収納代行手

数料について、まず、コンビニ収納代行とは、どのような仕組みなのか、簡単に説明をよろし
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くお願いします。 

○税務課長 

 まず、コンビニ収納から説明いたしますと、金融機関等における窓口払いと、それから口座

振替による納付に加えて、コンビニの開いている時間であればいつでも、また全国どこからで

も納付可能な方法として、納税者の利便性の向上を図るために、平成２８年４月に開始した

サービスでございます。このサービスの開始に伴い、納付書にコンビニで読み込むことができ

るバーコードを付加しております。そして、コンビニ収納代行とは、コンビニで納付が行われ

ますとバーコードの情報に納付日、納付店舗、入金があったことを加えた情報が地銀ネット

ワークという機関に取りまとめられ、自治体に速やかに送られます。その後、実際に自治体で

入金処理がされた時点で収納が完了するという仕組みです。このコンビニ収納に係る手数料が、

１件当たり消費税抜きで５６円かかります。 

○田中武春委員 

 ５６円かかるんですね。それでは納付件数で見た使用率はどのように推移をしていますか。

直近の３年程度でできたらお示しいただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

○税務課長 

 まずコンビニ収納については、バーコードの使用期限が各納期までとなっておりますことか

ら、納期内納付された窓口払い、口座振替、コンビニ収納の市県民税、固定資産税、軽自動車

税の３税合計分を分母として捉えますと、平成３０年度は２２．９％、平成３１年度は２４．

１％、令和２年度は２６．１％と伸びながら推移しております。 

○田中武春委員 

 年々、伸びているということで、いいほうに推移しているというふうに思います。次に、ち

ょっとメリットとデメリットついて考えがあるので、このメリット、デメリットについてです

けれども、まずどのようなメリットがあるというふうに考えていますか、お尋ねします。 

○税務課長 

 まず、納税者側のメリットですけれども、金融機関の取り扱い時間や、市役所の開庁時間に

とらわれず、休日も含めいつでも全国のコンビニで納付ができるようになっていることでござ

います。これは納付可能な時間帯がふえたことだけではなくて、指定金融機関にとらわれない

ことで、出張の多い方や市外で勤務されている方などの納付機会がふえたことになります。次

に、市側のメリットですが、納税者の利便性向上によるものとともに、納期内納付による現年

度の収納率の向上に寄与しております。これはコンビニ収納については、バーコードの使用期

限を納期限としていることによるものです。また、コンビニ収納では納期を過ぎてもそのまま

納付書は窓口払いで使用できますので、新たに納付書を発送する必要ない点も、口座振替不能

の場合に納付書を再発行しなければならないことと比較しますと、メリットがあると考えてお

ります。 

○田中武春委員 

 市民にとっても指定金融機関にとらわれないで、市外で勤務される方も納付が簡単だという

ことですね。それから、市側についてもバーコードの使用期限が納付期限と一緒ということで、

それが終わったら改めて督促状とか出さなくてもいいということなので、市に対しては多分、

税金を使わなくてメリットが高いなというふうに思いました。続けて、デメリット、どの辺に、

これについてはちょっと問題点があるのか、お尋ねしたいというふうに思います。 

○税務課長 

 まず、納税者側のデメリットにつきましては、先ほど市のメリットがデメリットということ

になるわけでございますけれども、納期限を１日でも過ぎてしまうとコンビニ納付でできなく

なるということで、金融機関や市の窓口に行かなければならなくなることです。また、コンビ

ニ用バーコードを使用した納付額の制限がありまして、１枚につき３０万円を超える高額の納
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付には対応できないということでございます。次に、市側のデメリットにつきましては、口座

振替よりも１件当たりの手数料が高いということです。口座振替手数料が１件当たり税抜

１０円であることに対しまして、コンビニ収納代行手数料は１件当たり５６円と、かなり高額

になっております。 

○田中武春委員 

 １枚で３０万円が限度なんですね、限度がある。それとまた口座振替手数料が１０円という

ことで、コンビニ収納だと５倍になるということですか。結構高いですね。よくわかりました。

最後に、コンビニの収納は、先ほど課長も言われたように、いつでもどこでも納付でき、支払

い方法が簡単で便利だものですし、先ほど言いました、市側も事務処理の合理化も図れるもの

というふうに考えております。市民に対し、この事業の利便性を周知していただいて、ますま

す収納率が上げていただくよう、最後に要望しまして終わります。 

○委員長 

次に、１０７ページ、統計調査費、国勢調査事業の結果と展望について、上野委員の質疑を

許します。 

○上野委員 

 １０７ページ、統計調査費、国勢調査事業費についてお伺いをいたします。令和２年度に行

われた国勢調査の結果、どのようになっておりますでしょうか。 

○総務課長 

 令和２年１０月１日現在で実施いたしました国勢調査による飯塚市の人口及び世帯数につき

ましては、本年６月に速報値が公表され、人口１２万６４８６人、世帯数５万５５３６世帯と

なっております。前回の平成２７年の国勢調査における人口１２万９１４６人と比較し、

２６６０人、２．０６％の減となっております。また、世帯数につきましては、平成２７年の

５万４７３２世帯と比較し、１．４７％の増となっております。 

○上野委員 

 飯塚市の人口は前回と比較して２．０６％の減ということですが、近隣の市町村の結果につ

いてはどうなっていますか。 

○総務課長 

 近隣で申しますと、嘉麻市につきましては、人口３万５５１５人、前回の国勢調査時の人口

３万８７４３人と比較し、８．３３％の減。桂川町につきましては、人口１万２８９５人、前

回の国勢調査時の人口１万３４９６人と比較し、４．４５％の減となっております。また、田

川圏域につきましては、圏域全体で人口１１万８０５５人、前回の国勢調査時の人口１２万

６１０４人と比較し、６．３８％の減となっております。また、直方圏域につきましては、圏

域全体で人口１０万４８６０人、前回の国勢調査時の人口１０万９０７５人と比較し、３．

８６％の減となっております。 

○上野委員 

 国勢調査の速報値では、飯塚市の人口は１２万６４８６人とのことですが、市の計画におけ

る推計値と比較してどうなっていますか。 

○総合政策課長 

 令和２年３月に策定いたしました第２次飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、

令和２年度の人口は、１２万６３７９人と推計しており、国勢調査の速報値、１２万

６４８６人と比較いたしますと１０７人、国勢調査の速報値のほうが推計を上回っており、第

２次総合戦略に掲げる移住定住を促進するための施策の実施による効果が、人口減少の抑制に

つながっているのではないかと考えております。 

○上野委員 

 国勢調査の結果は市の推計人口を上回っている。これは他の圏域と比べても圧倒的に頑張っ
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ておられるんじゃないかというふうに思いますし、このことは、これまでの施策が功を奏して

いるのだというふうに思います。人口は、財源に多大な影響を及ぼすわけですけれども、今定

例会において、頴田地区と筑穂地区を対象とした過疎地域持続的発展計画が上程されておりま

すが、この計画の中には人口に関する目標も設定されておりますので、過疎地域を含め、本市

の定住人口増加のために今後もさまざまな施策を促進していただきたいと思います。また、コ

ロナ禍においての調査、本当に大変だったと思います。職員さん初め携わっていただいた市民

の皆様方に改めて御礼申し上げたいと思います。 

○委員長 

次に、先ほど保留をしておりました、９３ページ、公共交通対策事業費について、川上委員

の質疑の中で、資料の提出がありましたので、サイドブックスで確認をお願いいたします。 

○川上委員 

 資料を読みました。市としては代替案も固まっていることも踏まえ、今回の廃止についてや

むを得ないものとして考えていると。これはどういう意味ですか。 

○地域公共交通対策課長 

 提出させていただいております資料につきましては、九州運輸局のほうで、編集されている

内容ですので、その文言そのものにつきましては、意図はちょっとわからないところもありま

すが、市としての、この考え方というのは、法的な手続上、廃止についてはやむを得ないけれ

ども、代替案については検討をやっているというような趣旨の説明をしたものと、考えており

ます。 

○川上委員 

 これは誰が作成したと言いましたか。 

○地域公共交通対策課長 

 この記録については、九州運輸局の担当のほうで作成されたと聞いております。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：５４ 

再 開 １４：５６ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 だまされるところでしたね。先ほどから趣旨ははっきりしていたじゃないですか、私の質問

から資料要求を含め。だから市長はだいたい国に何と言ったのかということだったでしょう。

それは文書では出してないと言うわけでしょう。ヒアリングに答えましたと言うんでしょう。

幹部が行って帰ってきたんだから復命書があるでしょうと聞いたんですよ。復命書はありませ

んということだったから、何があるの、何もないのという趣旨で聞いたら、報告記録はありま

すということだったでしょう。当然、飯塚市の職員の報告記録と思うじゃないですか。飯塚市

の復命書もなければ、報告書もないということが今明らかになったんですか。ちょっと、答弁

してください。 

○地域公共交通対策課長 

 この提出しております資料をもって、所属部署で確認した結果として作成したものでござい

ますので、これをもって報告というような取り扱いにしております。 

○川上委員 

 これ出所は書いていないじゃないですか、この決算特別委員会の提出資料。何で書かないの

ですか。 

○地域公共交通対策課長 

 様式というか、提出物に記載してなかったことにつきましては申しわけございません。 
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○川上委員 

 これ出し直してくださいよ。きちんと。残るでしょう。すぐ書き直して、出し直して、これ

は。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：５８ 

再 開 １５：０２ 

 委員会を再開いたします。 

○地域公共交通対策課長 

 先ほど提出した資料につきましては、再度修正して再提出させていただきたいと思います。 

○委員長 

 では保留ということで、次に進めさせていただきます。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。 

 （ 質疑なし ） 

 質疑がないようですから、第１款、議会費及び第２款、総務費についての質疑を終結いたし

ます。 

暫時休憩いたします。 

休 憩１５：０３ 

再 開１５：０４ 

 委員会を再開いたします。 

次に、第３款、民生費について、１０８ページから１２５ページまでの質疑を許します。ま

ず質疑事項一覧表に記載されております１０９ページ、社会福祉総務費、社会福祉施設管理運

営事業費について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 

 １０９ページ、社会福祉施設管理運営事業費についてお尋ねいたします。筑穂保健福祉総合

センター運営費補助金の内訳について、どのようになっているのでしょうか。お答え願います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 筑穂保健福祉総合センター運営費補助金の令和２年度決算額は１７３０万円となっておりま

す。この内訳は、管理運営費分として１０２０万円、維持補修事業分として７１０万円という

ふうになっております。 

○吉松委員 

 本施設における運営方法の変遷について、また過去１０年間の年度別支出金額の推移及び施

設の維持補修費等に支出した金額はどのようになっていますでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 筑穂保健福祉総合センターは平成１８年３月から飯塚市社会福祉協議会が指定管理者となり、

施設運営を行ってきましたけれども、平成２６年で指定期間満了後は、公の施設としては廃止

し、平成２７年度からはこれまで施設で実施していた事業を継続した中で、地域における保健

福祉事業のさらなる推進が期待できる飯塚市社会福祉協議会に施設を無償貸与し、事業継続に

当たり、一定の必要な経費を助成しております。過去１０年の年度別支出金額ですが、平成

２３年度から令和２年度までの決算額で申し上げますと、平成２３年度１６４１万３３００円、

平成２４年度１７２２万２１０２円、平成２５年度１７６４万１５００円、平成２６年度

２５７１万７１２０円、その後平成２７年から令和２年度までは、各年度１７３０万円となっ

ております。このうち経常的に必要な維持補修費等も含めまして、その費用の平成２３年度か

らの累計額は約５３００万円となっております。 

○吉松委員 
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 本施設の変遷もわかりましたが、ここ１０年の維持補修費の合計が約５３００万円というこ

とですが、そもそもこの施設、建物については、設計をしたのが日本を代表するといいますか、

有名な建築家の葉祥栄さんという方が設計したのでありますけれども、この特徴とすれば、オ

ブジェのように芸術的ですばらしいデザインなんですけれども、実用的には、空調、雨漏りと

いった維持管理も大変だということです。この施設の今後の運営計画、建物の老朽化対策など

はどのように考えておられますか。また、この金額規模の支出を今後もされていくという予定

でございましょうか、お答え願います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 これまで毎年、一定の金額を支出し、計画的に施設の老朽化に対応してきておりますが、本

施設は建築後２６年を経過しておりますため、今後は空調設備でありますとか、給排水設備等

の更新が必要になってくると思われます。私どもとしましては施設のあり方を今後検討しなが

ら、今後も計画的な施設改修を図りまして、適切な施設管理運営ができるように取り組んでま

いろうと考えております。 

○吉松委員 

 適切なというのがどういうことだろうかと思いますが、これまでの支出額及び今後の計画を

お尋ねいたしましたけれども、施設の長寿命化というのは本当に大丈夫だろうかと。本事業の

財源には、過疎対策事業債のソフト経費が使われているということでございますけれども、本

施設は筑穂地区の社会福祉の拠点として必要な施設でございます。今後の筑穂保健福祉総合セ

ンターのあり方については、維持管理費の増大も懸念されるところでありますので、機能の集

約等も含めて、市民の利用しやすい施設としての今後のあり方を検討していただきますようお

願いして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１０９ページ、社会福祉総務費、生活困窮者自立相談支援事業委託の主な内容と対応

について、上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 １０９ページ、社会福祉総務費、生活困窮者自立支援業務委託料についてお尋ねをいたしま

す。現下におきましては、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束のめどが立たない状況であ

ります。その中で、感染拡大に関連する解雇や雇いどめの影響が続いている中、常用就職や就

業機会の回復を目指すことが困難な生活困窮者からの相談は増加傾向にあると思われます。本

市においてもそうした生活に困窮した方々への支援は、相談者に寄り添い、雇用、生活全般に

おける相談など、包括的に支援されていることと思料されます。そこで、本市の生活困窮者支

援の現状はどのようになっておるのかご紹介ください。 

○生活支援課長 

 平成２７年度より生活困窮者自立支援法が施行されておりますが、これに伴いまして、本市

におきましても生活自立支援相談室を設置いたしまして、相談業務を行っているところでござ

います。この相談室では、本市にお住まいのさまざまな問題で、生活に困窮された方々からの

相談に対応し、専門知識を持った相談員が、その問題に包括的に対応し、相談者の抱える問題

の評価、分析、そしてその解決と自立に向けたプランを作成し、相談者の自立を図っておりま

す。また、必要に応じまして、関連する社会資源への連携を迅速に行い、相談者のニーズに合

わせ、対応の充実に努めているところでもございます。この相談室を開設いたしまして、令和

２年度で６年目を迎えましたが、平成２７年度から平成３０年度までの相談件数は、年間

１７０件から２２０件程度で推移をしておりましたが、令和元年度より相談室を穂波支所から

本庁舎に移転したことで利用者の利便性が上がり、相談件数が２６１件に増加しております。

また、令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による社会福祉協議会の

生活福祉資金の特例貸し付けの相談や住居確保給付金の申請相談等の増加によりまして、相談
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件数が大幅に増加し、１４５７件となっております。 

○上野委員 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で相談件数が増加していることはよくわかり

ます。長引く経済不況により減収や退職を余儀なくされるなど、生活に困窮された方々の抱え

る問題は多様化していると思います。それでは、コロナ禍のこの状況も踏まえ、ここ近年の相

談内容はどのような傾向にあるのか教えてください。 

○生活支援課長 

 相談の内容でございますが、令和元年度では約９０％が経済的な問題であり、医療費や介護、

また施設入所にかかわる問題や、介護保険料や税の滞納に関する相談が多くを占めております。

また、そのほかの相談としましては、家族の問題もございます。子どものひきこもりやニート、

親の介護問題など、現代社会で社会問題化している事象が如実に相談内容としてあらわれてお

りました。令和２年度では新型コロナウイルス感染症の影響により、社会福祉協議会の貸し付

け制度や住居確保給付金に関する相談が大半を占めており、減収や就業先都合での退職などで

貸し付けを受けるための相談に来られるケースが増えてきております。 

○上野委員 

 社会福祉協議会による生活福祉資金貸付の特例措置が令和３年１１月末までに延長されたと

聞いております。既に総合支援資金の再貸し付けが終了するなどにより、特例貸し付けを利用

できない世帯も存在していますが、そうした世帯に対しては、就労による自立を図るために支

援を継続していくか、それが困難な場合には、円滑に生活保護の受給につなげるなど方策が講

じられておると思います。生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持

することができなくなる恐れがある方へ、包括的な支援を行う制度です。相談者からの相談内

容を適切に把握し、その状況に沿った支援が必要です。それでは最後に、自立支援相談室にお

ける相談への対応状況や事業の効果、どのようになっているのか、お答えください。 

○生活支援課長 

 相談への対応状況でございますが、まず、過去３年間の生活困窮者相談受付件数は、平成

３０年度１８８件、令和元年度２６１件。令和２年度１４５７件でございます。相談者への支

援が決定するまでの緊急的支援を行ったものが、平成３０年度１７件、平成元年度３１件、令

和２年度１０２５件、これは具体的には社会福祉協議会の生活福祉資金貸付けの手続や、緊急

的食糧支援を行ったもの。場合によっては、直接就労支援を行い、就労に至ったものなどがご

ざいます。続きまして、本制度で、本来実施することになっている相談者へのアセスメントを

経た上で、支援プラン策定に至ったものが、平成３０年度５２件、令和元年度２４件、令和

２年度５１件でございます。そして、プラン策定後、個別具体的な支援を行った結果、目標達

成等の理由により支援終了に至った件数は、平成３０年度７０件、令和元年度２７件、令和

２年度１５件となっております。なお、全体の相談件数におきまして、一般就労に結びついた

ものが、平成３０年度１９名、令和元年度１１名、令和２年度７名となっておりまして、プラ

ン作成後、最終的に生活保護に至った件数は、令和３０年度６件、令和元年度１件、令和２年

度１件となっております。このような支援結果から見ましても、本事業は、生活に困窮された

方々の第２のセーフティーネットとしての効果を発揮できているものと考えております。生活

保護制度では手の届かない方々への生活支援策の一環として、これらの方々にとっての住みよ

いまちの実現に向け、今後も必要な制度であると認識しているところでございます。 

○上野委員 

 この生活困窮者自立支援制度ができた背景には、経済的な困窮を初めとして、就労の状況、

心身の状況、住まいの確保、家族の過大債務、社会的な孤立など、生活困窮者の抱える課題が

複雑で多様化しているなどの問題があったからでございます。相談業務においては、生活困窮

者やその家族、関係者からの相談に応じて、生活困窮者が抱える課題を把握し、その置かれて
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いる状況、本人の意思を十分に確認するとともに、個人の尊厳を守り、その意思を尊重しなが

ら、総合的な支援を継続していく必要があります。今後も、縦割り的な支援ではなく、各関係

機関と連携を図っていただき、横断的な支援を続けてもらいますように要望するとともに、相

談員の方々や関係職員の皆さんのご尽力に感謝を申し上げて、質問を終わります。 

○委員長 

次に１１１ページ高齢者福祉費、長寿祝金対象者と金額について、田中武春委員の質疑を許

します。 

○田中武春委員 

 それでは私のほうから１１１ページ、高齢者福祉費の長寿祝金について何点かお尋ねいたし

ます。飯塚市では、長年にわたり、社会の発展に貢献された高齢者の方に対しまして、敬意を

表する意味で長寿をお祝いするためにこの長寿祝金を贈呈しております。この長寿祝金は飯塚

市が合併する前から、１市４町それぞれ贈呈をされていたというふうに聞いております。長寿

祝金の対象者と金額、現在はどのようになっているのか、ご説明のほうよろしくお願いします。 

○高齢介護課長 

 委員のご指摘のとおり、長寿祝金は、長寿を祝い、多年にわたり社会の進展に寄与された功

績に対する感謝として、支給しているところでございます。支給状況につきましては、追加資

料を提出させていただいております。追加資料の６１ページに掲載させていただいております。

祝金の対象者につきましては、７７歳、８８歳、９９歳、１００歳以上の方を対象として支給

いたしております。金額につきましては、７７歳の方に対しまして８千円、８８歳の方に対し

まして１万５千円。９９歳の方に対しまして２万円。１００歳以上の方に対しまして３万円を

支給いたしております。支給の総額は、令和２年度で申し上げますと、２５２１人の対象者の

方に対しまして、合計約３１００万円の長寿祝金を支給いたしておるところでございます。 

○田中武春委員 

 長寿祝金給付状況調査の資料、ありがとうございます。この追加資料によりますと、年齢ご

とに支給する金額が、ここ３年間は、もうほとんど変わっていないようですけれども、７７歳、

８千円と８８歳、１万５千円とありますが、いつからこの金額に決まったのか教えてください。 

○高齢介護課長 

 長寿祝金の金額の推移につきましては、合併前の１市４町の時代は、対象年齢や金額はまち

まちでございましたが、合併時に統一いたしております。合併した平成１８年度には７０歳以

上の方全員を対象に、５千円を支給いたしました後、平成１９年度から、７７歳、８８歳、

９９歳、１００歳以上の節目支給として現在のとおりの対象者と金額で支給いたしておるとこ

ろでございます。 

○田中武春委員 

ただいまの答弁では、平成１９年度から現在に至るまで１５年間、金額は変わっていないと

いうことですね。もともと長寿祝金は、長寿を祝い、多年に渡りまして社会の進展に寄与され

た功績に対する感謝として支給するものだというふうに考えております。１５年間も金額はそ

のままにせずに、例えばですけれども、７７歳だったら、８千円じゃなくて１万円にするとか、

８８歳の方については、１万５千円の中途半端じゃなくて２万円にするとか、９９歳の方につ

いては、切りのいいところで２万円から３万円にするとか、根拠はないですけれど。１００歳

以上の方には３万円から４万円するとかいうふうなことを、３年間を見ても、人数はあまり変

わらないですし、そんなにかからないのではないのかと思ってですね。確かに、飯塚市も、高

齢者人口が増えますから、多少の財政負担にはなるかと思いますが、ぜひこの増額を引き続き

検討してもらいたいという思いを述べまして要望とします。ぜひ内部で検討をよろしくお願い

いたします。 

○委員長 
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暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：２６ 

再 開 １５：３５ 

 委員会を再開いたします。 

 次に、１１２ページ、障がい者福祉費、障がい福祉サービス利用状況について、川上委員の

質疑を許します。 

○川上委員 

 １１２ページ、社会福祉費、障がい者福祉費、障がい福祉サービス利用状況についてお尋ね

します。６２ページ、６３ページに追加資料いただいておりますので、まず説明をお願いして

いいですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 追加資料として出させていただいた資料２つ、６２ページと６３ページについてご説明申し

上げます。ちょっと順序が逆になりますけれど、まず６３ページの障がい児通所支援給付費及

び障がい福祉サービス給付費の推移のほうから申し上げます。項目といたしましては、白丸の

給付費の決算額、白丸がついた年間実利用者人数、同じように白丸の一般会計に占める障がい

者福祉費の決算額推移を示したものになっております。この給付費の決算額につきましては、

障がい者福祉費の９１．１％を占めまして、この中で大きな割合が、介護給付費、訓練等給付

費、放課後等デイサービス給付費、児童発達支援給付費となっているところでございます。前

に戻りまして、６２ページの障がい福祉サービス利用状況につきましては、６３ページの資料

に示しておりましたもののうち、１８歳以上が対象となっております障がい福祉サービスのう

ち、介護給付費、訓練等給付費及び療養介護医療費につきまして、その事業メニューのサービ

ス区分、利用者延人数などの状況を示したものであります。 

○川上委員 

 ６３ページの資料を見させていただきますと、一番下の３つある表のうちの最後の下段の表

ですけれど、増減額（対前年度）というところを見てもわかりますけれども、決算額が伸びて

おります。この決算額が伸びている要因は何なのか、お尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 一番下の一般会計に占める障がい者福祉費の決算額推移につきましては、民生費、社会福祉

費のうち、障がい者福祉における目のくくりで、決算額の推移を示したというものになります。

障がい福祉サービスの決算額の推移につきましては、年々増加傾向となっておりまして、この

５年間で１．２７倍に増加をしております。また、障がい者福祉に占める扶助費の割合は、各

年度同程度の割合を示しておりまして、令和２年度決算で９１．１％となり、前年比１億

５０１９万円増となっているところでございます。増加の要因としましては、２番目の年間実

利用人数を見ていただいてもおわかりいただけるかと思いますけれども、利用者数が増加して

いっているというものが大きいと考えております。 

○川上委員 

 利用者がふえている、主な要因は何でしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 利用者数がふえている要因というものにつきましては、特に障がい者サービスのほうの伸び

が顕著でございます。障がい児通所支援の子どもに対する給付費について、増加傾向の要因と

しまして、発達障がいなど新たな精神疾患の広がりがございまして、また乳幼児期からの早期

の段階で発達に対する問題点等の気づきなどから、医療機関等に受診することとなったこと。

また、医療技術の進歩によりまして、難病患者が増加していること。また、障がい児サービス

への理解が深まってきておりまして、サービス利用への敷居が低くなっていると考えられるこ

とから、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用が特にふえていく傾向にありまして、今
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後も増加傾向が続くというふうに見ております。 

○川上委員 

 ６３ページの資料に一般会計に占める障がい者福祉費の割合を出していただいているのです

けれど、これは必要な予算を確保し適正に執行していくということで、決算額が伸びているの

は当たり前のことだと思いますけれども、措置的な費用が必要だというだけでなくて、もっと

こういうふうに人間らしく、豊かに生きていける、そういう制度を充実することを目指して、

必要な予算を大いに組んでいくということも大事だろうと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１１４ページ、障がい者福祉費、サン・アビリティーズいいづか施設管理運営事業費

について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 

 １１４ページ、サン・アビリティーズいいづか施設管理運営事業費についてお尋ねいたしま

す。サン・アビリティーズいいづかは障がい者のスポーツ、レクリエーション及び文化等の振

興を図ることにより、障がい者の社会参加の促進と健康の維持増進に寄与するための施設とし

て運営をされております。類似施設は近隣に存在しておりますでしょうか、お尋ねいたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 障がい者専用の、あるいは障がい者が優先的に利用できるスポーツ施設というくくりで見ま

すと、県内に５カ所ございます。県内５カ所と申しますのは、福岡市に障がい者スポーツセン

ター、春日市にクローバープラザで、北九州市に障がい者スポーツセンター、あと、サン・ア

ビリティーズ大牟田で、そしてサン・アビリティーズいいづかというふうになっております。

ですので、筑豊地域に関して言いますと、サン・アビリティーズいいづか以外にはそういった

施設はございません。 

○吉松委員 

 筑豊地域にはサン・アビリティーズいいづかだけだということですけれど、その施設の使用

料についてはどうなっていますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 サン・アビリティーズいいづかにつきましては、障がい者の利用料金については無料となっ

ております。また、障がい者が利用される場合につきましては、一般の方につきましては２カ

月前からの予約となっていることに対しまして、６カ月前からの予約が可能となっております。

こういったことなどで、障がい者に優先的に使用していただく施設というふうになっておりま

す。 

○吉松委員 

 障がい者の利用については無料だと。それから、一般の方が２カ月前からしか予約できない

のに、障がい者の方については６カ月前から予約できると。これがサン・アビリティーズいい

づかのゆえんだろうと考えますけれども、それではスポーツの利用状況はどうなっていますで

しょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 サン・アビリティーズいいづかにおきましては、障がい者スポーツということで申し上げま

すと、車いすバスケットボールでありますとか、車いすラグビー、また視覚障がい者の方が行

うサウンドテーブルテニスなどが代表的なものとしてございます。 

○吉松委員 

 先日閉会いたしましたパラリンピック、それによりまして、障がい者の社会参加の意識が高

まったというふうに感じております。私もテレビで車いすバスケット、車いすラグビー、ボッ

チャ等々を障がい者の方が目標を持って頑張っている姿に、本当に感動いたしました。障がい

者の方々に少しでも近づくことができたと感じております。サン・アビリティーズいいづかは
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近隣に類似施設がないと。また、この施設で盛んに行われております車いすバスケットは、ほ

かの施設ではなかなか利用が許可できないと。床に傷がつくというような理由で、できるとこ

ろが少ないということから、遠方からも利用者があると聞いております。また、今度新しく飯

塚市体育館ができますけれども、そこでも車いすバスケット、ボッチャなどができる障がい者

に寄り添った施設になると聞いております。本市は共生社会ホストタウンであります。そして、

何といっても、車いすテニスのメッカであります。このような土地でありますんで、サン・ア

ビリティーズいいづかという財産を、新しい体育館とともに、車の両輪として、本市を障がい

者スポーツの拠点として裾野を広げるような取り組みをしていただきたいと思います。終わり

ます。 

○委員長 

 次に、１１４ページ、社会・障がい者福祉費、サン・アビリティーズいいづか維持補修費指

定管理委託料について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料の６４ページに資料をいただいておりますので、説明をしてください。 

○社会・障がい者福祉課長 

 資料６４ページの説明をさせていただきます。サン・アビリティーズいいづか維持補修費、

指定管理委託料の推移（５カ年）ということで出させていただいております。これにつきまし

ては過去５年間のサン・アビリティーズいいづかにかかる指定管理委託料と、その内訳としま

しての修繕料、それと委託料以外の直接経費としての修繕料、工事請負費の推移をまとめたも

のでございます。一番右の維持補修費及び工事費内訳の欄には、その年に行いました直接経費

としての修繕もしくは工事について、その内容を記載させていただいております。 

○川上委員 

 そこでこの指定管理委託料の内訳、ここに書いてある修繕料を含めてもいいんだけれど、内

訳をお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 指定管理委託料の内訳ということでございますが、令和２年度の指定管理委託料の決算額が

２０８７万５２９９円となっております。指定管理委託料につきましては、指定管理者が利用

料金収入、その他収入等で管理運営費を賄うことができない分について、その差額分を支出し

ている分でございますけれども、予算の計上段階としての歳出の内訳は、人件費が１２１１万

６千円、事業費が１２０万円、管理費が８６４万１千円となっておりました。決算におきまし

ては、指定管理者から提出を受けました業務報告書の収支決算書から、歳出決算１９６４万

６２５８円の内訳は、人件費が１１０３万５３３７円、事業費が２５万４３０９円、管理費が

８３５万６６１２円となっております。 

○川上委員 

 人件費の設計が１２００万円程度ということなんですけれど、これは何人の稼働を考えての

ことですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 人件費の内訳を申し上げます。決算ベースで１１０３万５３３７円と先ほど申し上げました。

内訳につきましては、常勤職員分が３人分がありまして、それが６９０万９８５８円。非常勤

職員分給与が４名分で１５２万３８００円。賞与として１２７万６５００円。あと、法定福利

１２８万９４４５円。福利厚生費として２万４３３４円。研修費が１万１４００円といった内

訳になっております。 

○川上委員 

 その内、特に非常勤の方の労働単価はどういう基準で考えてありますか。 

○社会・障がい者福祉課長 
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 非常勤職員につきましては、基本的に夜間の数時間、夜間に窓口受付等をしていただくため

の職員の単価でございまして、あと１人は館長が非常勤でおりますので、その合算ということ

にはなります。 

○川上委員 

 常勤３人については、どういう基準なんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 算出の根拠といいますか、基礎としましては、従来の嘱託職員、正規職員については嘱託職

員の給与をベースに計上をしております。 

○川上委員 

 指定管理者制度の第１の目的は何ですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 民間のノウハウを生かしまして、住民サービスの向上ということが第一義にあると思ってお

ります。 

○川上委員 

 実はこれに指定管理者制度のもう一つの効果として、目的というよりは効果のはずなんだけ

れど、財政縮減効果ということになるのですけれど、この１番と２番は矛盾するところがあり

まして、２番が目的であるかのような形で来ると、当然１番も目的達成ができないという矛盾

がどこの指定管理のところにもあるだろうと思うんですけれど、特に、障がい者福祉にかかわ

るこの施設においては、この矛盾が深刻ではないかというところを感じております。市の職員

が直接したと、仕事したとして、ものを見たり考えたりというのがいるのではないかと。そう

いう人件費の措置が要るのではないかというふうにも思うわけです。それで、決算年度はコロ

ナによって収入が減っていないか、そうであれば、それにどう対応したのかお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 サン・アビリティーズいいづかにつきまして、新型コロナウイルス感染症の影響を、令和

２年度は当然受けております。この感染拡大による蔓延防止措置でありますとか、緊急事態宣

言の影響によりまして、閉館したり、開館時間を短縮したりしたことに伴いまして、施設使用

料の収入が減になっている分がございます。また感染対策にかかりまして、追加経費、消毒液

を買ったりとか、そういうのがございました。あと、指定管理業務の中で、事業として行うよ

うにお願いしておりました分の中止でありますとか、縮小でありますとか、そういったことに

よる関連経費の支出減を相殺した形で精算をさせていただいております。 

○川上委員 

 市として、そのために特別な手当てをしたわけではないわけですね。 

○社会・障がい者福祉課長 

 経費について精算をさせていただいたというようなことでございます。この精算に当たりま

しては、閉館したりということで、開館時間自体は短くなっておりますけれど、人件費につき

ましては維持した上で、まず追加経費でありますとか、通常の事業費が減った分、合わせて相

殺した、精算したような形をさせていただいております。 

○川上委員 

 だから収入減になった分、これを市が補てんしたりはしていないわけでしょう。したんです

か。市長はしたと言っている。 

○社会・障がい者福祉課長 

 閉館によりまして収入が減った分については、補てんはしております。また、感染対策につ

きましては定員を半分にするというような措置もしていますので、利用料金を半額にさせても

らっていますけれど、その分による減収分も補てんはしております。 

○川上委員 



４７ 

 ちょっと角度を変えて聞くと、コロナの影響でどのくらい収入が減ったんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 コロナ関連で施設のほうが収入減少した額は５９万１５６０円で算出しております。 

○川上委員 

 その５９万円を市が当初の指定管理料とは別に５９万円を渡したわけですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 当初算出したものに加えてお支払いしております。 

○川上委員 

 予算より５９万円プラスした決算になったということになりますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 先ほど申しましたように指定管理の中で事業を行っていただく分が、感染症の拡大によって

中止したり縮小したりした分がございましたので、その分で経費がかからなかった分について

は、差し引きをさせていただいております。 

○川上委員 

 それは補てんしていないということなんですね、私に言わせたら。予算どおりしか渡してな

いと、減収になった分の５９万円上乗せプラス追加はしていないよと、それを確認しましょう。

それから、住民サービスにかかわることでもあるんですけれど、例えば台風が来ますと、きょ

うみたいに。早く閉めて帰らないと帰れませんと、職員の方も。避難所機能があるかわからな

いけれど、夜にスポーツしには来ないというようなときに、大雪とか大雨とかありますけれど、

こういうときに指定管理者の自主的な判断によって、開館時間の変更というのはできるんです

か。 

○社会・障がい者福祉課長 

 そういった天候等による理由で開館時間を変更するということにつきましては、市と相談の

上、できるというような規定にはなっております。 

○川上委員 

 例えばきょうとかはどうなるのですか。相談の上というのはちょっとよくわからない。どう

いう相談の仕方をするのですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 サンアビの条例の第５条になりますけれど、サン・アビリティーズいいづかの休館日は、指

定管理者があらかじめ市長の承認を得てこれを変更または臨時に休館することができるとあり

ます。きょうはちょっと、もう緊急事態宣言で元々閉まってはいるんですけれども、大雪等々、

やむを得ないと判断する場合には、当然、閉館時間の変更については了承するような形になり

ます。 

○川上委員 

 きょうは、ちょっとすみません、間違えました。それは電話を掛けたら、はいどうぞという

感じになるんですか。何か書面を書かないといけないのですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：０３ 

再 開 １６：０４ 

 委員会を再開いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 そういった緊急の場合につきましては、書面とかいう取り交わしは特にしておりません。緊

急でやむを得ない場合ということで、電話なりで相談いただいて承認するという形になります。 

○川上委員 
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 さっきから市長がずっと私を見て、うなずいたり、首を振ったりされているので、ありがた

いと思いますけれど。ここは、ほかの指定管理の施設にもかかわることかもしれませんけれど、

指定管理の意義というか、目的は住民サービス充実ということでしょう。そして財政縮減効果

にもつながれば、それはそれでいいねというぐらいなんだけれど、きちんと押さえていかない

と、せっかく民間の力、特に当事者の方がかかわるような障がい者サービスの問題でやってい

るのに、その臨機応変さというか、柔軟性が欠如すれば、第１の目的が達成しにくくなるなと

いう感じがして。それから、その一方で、財政縮減効果だけはたっぷり求められるというので

は、どうかという気もするので、指定管理者制度を皆さんが導入するという趣旨からいっても、

現実はそういう矛盾もつきまとっているのではないかという、これは指摘をさせていただきた

いと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１１６ページ、児童福祉総務費、保育士確保対策事業の成果について、川上委員の質

疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料は６５ページに出ておりますので、成果の説明をしていただいてよろしいでしょう

か。 

○子育て支援課長 

 この事業の成果でございますが、修学資金につきましては、平成２９年度の事業開始から

４８名の学生がこの貸し付けを受け、令和２年度末までに３４名の学生が卒業しております。

そのうち市内の私立保育所に常勤保育士として採用された方は２１名で、約６割の学生を保育

士として市内保育所に確保できたものと考えております。生活資金につきましては、事業開始

から３２名の保育士が貸し付けを受けておりますが、４名の方が５年以内に離職している状況

でございます。就職緊急支援金につきましては、平成２８年度から事業を行っておりますが、

令和２年度までに１１１名の保育士が新規採用されているものでございます。保育士としての

就職を望まない理由の一つに賃金の問題があると聞いております。市の対策事業では、返還免

除型の貸付金や助成金を行うことで、一定の効果があっているものと考えております。 

○川上委員 

 この制度の導入に当たっては、いろいろな考え方から、これをするくらいなら別のほかに有

効なものがあるのではないかという議論も議会ではありました。共産党としては、これも不十

分性があるかもしれないけれども、これもやろうと。ほかにあれば、それもやりましょうと。

もう待機児童解消のために、ゼロにするために、考えられることが１００％でなくても、全部

やっていこうという主張をした経過があります。今、一定の効果があったという答弁でしたけ

れど、その一定の効果について、どう評価しているかというのをお尋ねしたいと思います。 

○子育て支援課長 

 保育士を１人採用することで、ゼロ歳児では３人、１、２歳児では６人、３歳児では２０人、

４歳児以上では３０人の子どもを保育することができるようになりますので、市内の私立保育

所に保育士を確保できたということは、それだけの子どもさんを預かることができるようにな

ったというふうに考えております。 

○川上委員 

 それはものすごく重要な成果と思うんですよね。１人の子どもが必要なのに保育所に入れな

いということを解消しただけでも、大事なことだと思うんですけれど。働いている、あるいは

働く保育士さんについては、今コロナの時代というのもありますけれど、やはり夢とか希望と

か持ちながら働き続けられる。そういうふうな制度の内容だと思うので、大いに期待したいと

思っています。質問を終わります。 

○委員長 
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次に、１１６ページ、児童福祉総務費、乳児家庭全戸訪問事業のコロナ禍での実施状況につ

いて、上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 １１６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お伺いいたします。飯塚

市におかれましては、どのようにこの事業を組み立てていらっしゃるのか、教えてください。 

○子育て支援課長 

 乳児家庭全戸訪問事業は、生後４カ月を迎える全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤

立化を防ぐため、その居宅においてさまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な

情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しましては、適切なサービス提供に結びつけ

ることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を目的とした子育て支援事業

であり、本市においては平成２３年度から実施しております。市の訪問員は会計年度任用職員

でございますが、看護師資格を有した職員２名が各乳児世帯を訪問しております。 

○上野委員 

 出産祝品はどのようなものがあるのか、教えてください。 

○子育て支援課長 

 飯塚市ではスタイ、紙おむつ、絵本を祝品として、訪問の際にお渡ししております。 

○上野委員 

 令和２年度の実施状況についてご紹介ください。 

○子育て支援課長 

 令和２年度は、令和元年度生まれで訪問のできなかった乳児と、令和３年２月までに出生し

た乳児、合わせて１０４１名のうち健幸保健課の保健師が行う新生児訪問等の対象で、全戸訪

問の対象にならない２６９名を除く７７２名を訪問の対象世帯として事業を実施いたしました。

緊急事態宣言中は一時訪問を中止した期間はございましたが、昨年度は７０８名のお子様の世

帯に訪問させていただいており、訪問実施率といたしましては９１．７％となっております。

また、年度末にお生まれになって訪問できなかった家庭につきましては、令和３年４月以降に

訪問しており、昨年度は訪問拒否をされたご家庭はございませんでした。 

○上野委員 

 新型コロナウイルス感染症のもと、何か影響はございませんでしたか。 

○子育て支援課長 

 緊急事態宣言中は訪問をとりやめておりましたが、その後、感染防止対策を行いながら各家

庭を訪問させていただいております。訪問したご家庭からは、コロナ禍の中、外出を自粛して

いたので、家族以外の人と久しぶりに会い話ができてよかった。育児についての相談を自宅で

できるこの事業は、この時期とてもありがたいなどの声をいただいております。 

○上野委員 

 この事業の実施については、コロナ禍において特に大変だったのではないかと思います。さ

まざまな環境下にあるご家庭を訪問される職員さん、調整力にたけた人間力が必要とされると

思います。目配り気配りを充実するためには、１人で訪問されておられる現状の改善とともに、

そのような人材こそ会計年度ではなく正規の職員として迎えるべき方策をぜひ考えていただき

ますようにお願いをして、質問を終わります。 

○委員長 

次に、１１７ページ、児童措置費、保育体制強化事業補助金について、上野委員の質疑を許

します。 

○上野委員 

 １１７ページ、児童措置費、保育体制強化事業費補助金についてお伺いします。当市として

この補助金をどのように活用されておられますか。 
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○子育て支援課長 

 保育体制強化事業につきましては、国の保育人材確保事業の一つで、本市では、平成２９年

度から実施しております。この事業では、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を

保育支援者として、設備の清掃や給食、寝具等の準備や後片づけといった保育に係る周辺業務

に活用し、保育士の負担を軽減することで、保育士の就業継続及び離職防止を図り、働きやす

い職場環境を整えていくものでございます。 

○上野委員 

 どのような施設が対象なのか、また補助の金額としてどのように計算をされているのか、お

伺いいたします。 

○子育て支援課長 

 対象につきましては、市内の私立保育所、私立幼保連携型認定こども園、保育所型認定こど

も園を対象としております。補助の金額でございますが、１施設当たり月額１０万円が上限と

なっております。また、一定の要件を満たし、散歩等の見守り事業を行う場合は、月額１４万

５千円が上限となっております。 

○上野委員 

 この事業への対象施設の反応、課題などがあればご紹介願います。 

○子育て支援課長 

 過去３年間の実施施設数の実績について見ると、平成３０年度は４園、令和元年度は６園、

令和２年度は８園となっており、実施施設数に増加傾向が見られます。各施設において、本事

業へのご理解が深まりつつあるというのと同時に、保育所等の職場環境の整備につながってい

ると捉えております。今後は、保育支援者の求人の申込みが少ないことや、補助金の交付要件

として、保育支援者を配置した月の保育士及び保育士以外の人数が、前年同月よりも同数以上

であることが条件であることにより、その要件に合致しにくいなどの課題がございますが、実

施施設が増加していることから、保育施設にとっても必要な事業であると考えますので、要件

を満たす施設への補助を継続してまいりたいと考えております。 

○上野委員 

 保育に携わっていただいている方々の職場環境の改善や、地域住民の皆さんがかかわってい

ただくことで、施設への理解がより深まることだと思います。これからも事業の浸透にご尽力

いただいて、子どもたちの健全な育成へとつなげていただきますようにお願いをして、質疑を

終わります。 

○委員長 

次に、１１７ページ、児童措置費、保育所体制と入所待機状況について、川上委員の質疑を

許します。 

○川上委員 

 １１７ページ、児童福祉費、児童措置費、保育所体制と入所待機状況について、決算書に絡

めて質問したいと思います。まず、追加資料の６７ページを説明していただけますか。 

○子育て政策課長 

 追加資料の６７ページについてご説明をいたします。資料中の１につきましては、保育所、

こども園の支給認定状況、申込み者数を記載しております。２は、利用状況、入所者数を記載

をしております。３は１から２を差し引いた未利用者数となっております。申込み者数につき

ましては、平成３０年度及び令和元年度は月をおうごとに増加しておりますが、令和２年度に

つきましては、少しは伸びておりますが、ほぼ横ばいでございます。これはコロナ禍において、

申し込みを控えている保護者がいるものというふうに考えております。入所者数につきまして

は、各年度ほぼ同じ推移をしております。そのため未利用児童につきましては、令和２年度は、

平成３０年度及び令和元年度よりも少ない人数で推移をしております。 
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○川上委員 

 令和２年度末の３月の未利用の人数が７２人となっておりますけれども、年度越えて、今年

の４月は、未利用と呼ばれる人数が何人ですか。 

○子育て政策課長 

 令和３年４月１日現在の未利用児童数につきましては、１２名となっております。 

○川上委員 

 これはふえる傾向ですか。５月とか６月とか、わかりますか。 

○子育て政策課長 

 申込み者数が増えていきますので、増加をすることが考えられます。 

○川上委員 

 直近では、いつで、何人になっていますか。 

○子育て政策課長 

 令和３年７月１日現在で申し上げさせていただきたいと思います。７月１日現在の未利用者

数につきましては、２６名となっております。 

○川上委員 

 私たちの当初の考え方としては、未利用者ではなくて、も含めて、入所待機児童をゼロにす

ると。今年はゼロになっていなければならなかったと思うんですけれど、今はなっていないと

いうことですね。これもコロナのもとで特別な要件があってこの状態ということでしょうから、

そういう意味ではコロナ収束後も含めて、ゼロというのをいつまでにどのように達成するのか

というのが大事だろうと思いますけれど、今の未利用の特徴は、定員内なのに、保育士が確保

できないために、受け入れられないというのが特徴ですか。 

○子育て政策課長 

 すみません、私どもで言いますと待機児童につきましては、今現在もゼロでございますが、

委員が言われます未利用児童につきましては、傾向といたしましては、保護者の方が指定園の

み、指定する保育園のみを希望されるという、割合が多いということでございます。 

○川上委員 

 保育園の保育内容との関係で、かみ合わないというのもあるでしょうし、もう一つは、どう

しても自宅と職場との関係で、地域的なかみ合わなさというか、ということも考えられると思

いますけれど、このかみ合わないなというところの方々は、どこに保育所があったら、かみ合

うとかいうのは把握したことがありますか。 

○子育て政策課長 

 今、委員のおっしゃられるような形での保護者に対しての質問はしておりませんが、先ほど

委員がおっしゃられましたように、当然、自宅の近くとか勤務場所の近くという希望される方

が当然のことと思われます。ただそれだけではございませんで、保育園の保育方針だったり、

保育園の雰囲気だったり、そういったものを重んじてそちらを指定するという保護者の方も多

いというふうに考えております。 

○川上委員 

 筑穂保育所を１６０人から１３０人に定員を３０人減らすんですけれど、大規模な保育園、

保育所ではなくとも比較的小中規模の保育所、保育園をニーズのある地域に用意するとかいう

発想が必要ではなかったかと。今後の課題にしてもらいたいと思います。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１２１ページ、保育所費、公立保育所・幼稚園あり方検討委員会メンバー、開催日数、

具体的な検討内容について、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 私のほうから１２１ページです、公立保育所、幼稚園のあり方検討委員会について何点か質
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問します。このあり方検討委員会の審議内容について少しご説明ください。 

○子育て支援課長 

 現在は公立保育所、こども園あり方検討委員会に名称を変更しておりますが、同委員会は、

公立保育所、子育て支援センター及び公立こども園のあり方に関する事項、あり方に関し、必

要な事項、あり方に関する実施計画の策定に関する事項を調査審議する市の附属機関の一つで

ございます。 

○田中武春委員 

 それでは令和２年度において、この委員会、何回ぐらい開催されたのかということと、具体

的にどのような審議されたのかお聞かせください。 

○子育て支援課長 

 令和２年度におきましては、令和２年９月２９日と令和３年２月２２日に２回委員会を行っ

ております。第１回目の委員会では、子育て支援センターの運営団体の選定を議題としており

ます。また、第２回目につきましては、子育て支援センターの事業運営委託の受託候補者に係

る答申について審議をしております。そのほか、報告事項として、まちなか子育て広場の指定

管理について、筑穂保育所建てかえについて、筑穂子育て支援センターの移設場所等について、

楽市平恒統合保育所建設地等についての報告を行っております。また、子育て支援センター事

業運営委託につきましては、専門部会を設置し、３回の部会を開催しております。第１回の専

門部会では、子育て支援センター事業運営委託募集要項について、プロポーザル実施要領につ

いて、仕様書について、第２回目につきましては、運営委託団体の選定基準等について、第

３回目につきましては、運営委託申し込み法人のプレゼンテーション及びヒアリングを行い審

査をしております。 

○田中武春委員 

 多岐にわたることを検討されるということでは、よくわかりました。委員構成についてはど

のようになっているかお教えください。 

○子育て支援課長 

 委員会の委員構成につきましては、学識経験を有する者３名、関係行政機関の職員１名、子

育て関係団体２名、公募による者２名の計８名で構成しております。 

○田中武春委員 

 わかりました。そしたらすみません、委員報酬を調べておりますけれども、報酬について何

か基準等があるんでしょうか教えてください。 

○子育て支援課長 

 委員報酬につきましては、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例に基づき、日額５９００円と、１日につき費用弁償として８００円を支給しております。 

○田中武春委員 

 わかりました。よろしくお願いします。最後に私のほうから一言ちょっと、要望じゃないで

すけれど、保育園それからこども園を取り巻く環境として、全国的に少子化が進行している中、

また、核家族化もありますし、共働き世帯の増加、それから、就労形態の多様化により、子ど

もたちを取り巻く環境が大きく変化をしてきているというふうに思います。多様化する保育

ニーズに対応するとともに、子どもたちが安心して産み、子どもが安心して産み育てられる環

境づくりが喫緊の課題であり、大変重要というふうに考えております。課題は多岐にわたりま

すけれども、大変だと思いますが、引き続きの取り組みをお願いいたしまして、質問を終わり

たいというふうに思います。 

○委員長 

 次に、１２２ページ、青少年対策費、児童クラブ利用状況（クラブ別人数、金額）について、

川上委員の質疑を許します。 



５３ 

○川上委員 

 １２２ページ、児童福祉費、青少年対策費、児童クラブ利用状況についてお尋ねします。

６８ページに追加資料いただいておりますので、まず説明をお願いしたいと思います。 

○学校教育課長 

 資料６８ページをお願いします。説明をさせていただきます。児童クラブ利用状況でござい

ますが、過去３年間におけます児童クラブを利用する児童数を記載したものでございます。

１から３年生の下級生、４から６年生の上級生に分けて記載しており、その内数としまして、

特別支援学級の児童など配慮が必要な児童数を括弧書きで示しております。また、下段になり

ますが、児童クラブ運営等委託料における直近３カ年の実績を記載しております。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 

 この資料を見ると、一部を除いて軒並み保育すべき子どもがふえています。この現状は、今

後もふえていく傾向なのか、どういうふうに見ておられるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○学校教育課長 

 令和３年度は２０９３人ということで昨年度よりは数が少し減っておりますので、今後増加

という傾向でもございません。 

○川上委員 

 それはコロナとはあまりかかわりがないという中での、ふえていく傾向ではないということ

ですか。 

○学校教育課長 

 そこまで詳しくは調べておりませんが、コロナの影響かどうかは、また今後、様子を見てい

きたいと思います。 

○川上委員 

 そこで、この資料の中で、括弧の中に障がい者手帳を所持している児童・特別支援学級に在

籍している児童という資料があります。それで、そういう児童に対する対応について、私は以

前、そういう児童が落ち着いて過ごせる空間が確保されているだろうかという心配をして質問

したことがありますけれど、今どのような特別な支援、手だてをとっておるか、できていない

かについてお尋ねしたいと思います。 

○学校教育課長 

 基本的には児童センター内の静養室で対応することが多くございますが、障がい児童が落ち

着く場所が必要となり、児童クラブで十分なスペース確保ができない場合は、普段、学校で過

ごしています特別支援学級の教室等を利用するなど、学校の施設を利用しながら状況に応じて

対応するように現在行っております。 

○川上委員 

 その場合の安全確保、見守りという点では、どういったことが工夫されていますか。 

○学校教育課長 

 特別に支援を必要とするお子様には、２人に１名の支援員をつけておりますので、その支援

の方に安全確保等の見守りをお願いしているところです。 

○川上委員 

 この際ですから、昨年来からのコロナに対して感染防止対策、努力されていると思いますけ

れど、どういった点でできていて、こういった点で不安だというようなことがありますか。 

○学校教育課長 

 児童クラブにおきましては、３密の回避やマスクの着用、手洗いなど、今までどおり、普段

どおりやっていましたことを徹底しつつ、感染リスクが高い場合は、行動を控えるよう十分な

対策を実施していただいておるところでございます。また、児童クラブには、密を防ぐための
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対策としまして、各机にパーテーションを設置いたしまして、前方または横との仕切りとして

使用しております。また、支援員の健康管理につきましても、支援員自身を含め、ご家族の体

調不良のときには、他の児童クラブや運営受託先の事務局からの支援体制を整えることにより、

児童クラブに影響を及ぼすことなく、先生方の安全面の管理の徹底をしており、現在に至って

おりますので、今後も続けてまいりたいと思っております。 

○川上委員 

 ここで児童クラブ利用料について、歳入になりますけれども、お尋ねしたいと思うんですね。

追加資料の２２ページに出していただいていますので、説明していただいていいですか。 

○学校教育課長 

 資料の２２ページをお願いいたします。児童クラブ利用料の他市比較及び滞納・減免状況に

ついてですが、１点目は、児童クラブ利用料に関するものでございます。本市を初め近隣都市

の人口及び１０万人前後の市を対象とし、本年度９月に調査を行い、他の市との利用料及び延

長料金等を記載しております。２点目は、滞納の状況に関するものでございます。令和２年度

児童クラブ利用料の滞納額、翌年度への滞納繰越額及び滞納者数を記載しております。最後に、

減免状況に関するものでございます。本市における児童クラブ利用料の減免対象は、月額４千

円に対しまして、兄弟２子目が１００分の７５の３千円。兄弟３子目及び生活保護世帯が全額

減免。ひとり親世帯及び非課税世帯が半額減免となっており、令和３年３月３１日現在の児童

数と減免額を記載しております。 

○川上委員 

 この資料の中ほどに、中段の表に滞納状況があるわけですけれども、滞納状態にある世帯と

いうか、保護者、子どもの人数ではなくて保護者の人数を出していただいております。現年課

税分で７０人ということになっているんですけれども、繰り越しも含めると、いろいろあるん

ですけれど、この人数というのは増加傾向にありますか、どうでしょうか。 

○学校教育課長 

 昨年度の滞納者よりもことしは減っております。 

○川上委員 

 この学童の利用料を、一律的に半額にした場合、財源が新たにどれぐらい必要か、ちょっと

お尋ねします。 

○学校教育課長 

 令和２年度決算ベースで申しますと、調整額が７４５０万円の半額であります３７２５万円

程度の財源が必要になると考えております。また、９月時点での調整額から本年度の年間見込

額をベースに申し上げますと、約８４００万円の半額であります４２００万円程度の財源が必

要になると考えます。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 ほかに質疑がないようですから、第３款、民生費についての質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：４０ 

再 開 １６：４５ 

委員会を再開いたします。 

次に、第４款、衛生費について、１２５ページから１３４ページまでの質疑を許します。ま

ず、質疑事項一覧表に記載されております１２５ページ、保健衛生総務費、急患センター管理

運営事業費について、吉松委員の質疑を許します。 

○吉松委員 
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 １２５ページ、急患センター管理運営事業費についてお尋ねいたします。令和元年度と令和

２年度と比較いたしまして、急患センターの１日当たりの利用者数は大幅に減少をしておりま

す。元年度が１日当たり約１０人、それが令和２年度は１日当たり２．４人と急減しておりま

すけれども、この要因は何であったか分析されていると思いますので、お答え願います。 

○健幸保健課長 

 これまで急患センターを利用された方の大半は、インフルエンザに罹患したことで受診され

るという方でありました。コロナ禍により受診を控える方が多かったこともございますが、マ

スクの着用が定着し、手指消毒や換気といった感染対策を講じるようになったこと、インフル

エンザの予防接種率が令和元年度５５．３％に対し、令和２年度は７２．７％と増加したこと

もございまして、インフルエンザの大きな流行が起こらなかったことが大きな要因と考えてお

ります。 

○吉松委員 

 主な要因が、コロナ禍の影響でインフルエンザの患者さんが減ったという特異な現象が起こ

ったというわけですが、それではコロナ禍において発熱者が急患センターに来られた場合に、

どのような対応をされておりますか。 

○健幸保健課長 

 発熱等で急患センターに来られた方につきましては、新型コロナウイルス感染症の可能性も

ございますことから、急患センター内での感染等を防ぐため、まず、建物内駐車場にございま

すインターフォンによって看護師が症状を確認いたします。その後、医師が診療所内で診察を

するか、駐車場で車に乗っていただいたままの状態で、医師、看護師が出向いて診察するかを

判断をしております。診察の結果、新型コロナウイルス感染症の可能性があると診断された場

合は、急患センターではＰＣＲ検査を実施しておりませんので、翌日等にかかりつけ医に相談

するようにお伝えをしているところでございます。 

○吉松委員 

 急患が少ない場合でも、１年３６５日、休日夜間に急患センターは開設されておるわけでご

ざいますが、今回のようにコロナ禍にあっては、この急患センターのスタッフというのも貴重

な医療財産でありますので、少ないといえども、何らかの活用方法があるかもしれませんので、

検討のほうをお願いいたして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１２６ページ、保健衛生総務費、車両購入費に係る購入した車両、見積り等の有無に

ついて、田中武春委員の質疑を許します。 

○田中武春委員 

 それでは１２６ページ、保健衛生総務費の車両購入費について何点か質問したいと思います

が、この購入した車両とは、大体どのようなものかを教えてもらえますか。 

○健幸保健課長 

 健幸保険課では、現在９台の車を所有しておりますが、経過年数の長い車両が多かったこと

から、計画的に入れかえを行うために、毎年１台ずつ買いかえのほうを行っておりました。今

回の車両購入につきましては、企業局が令和２年度より車両をリース化することに伴いまして、

車両を処分することになったため、そのうちの４台をまとめて購入したものでございます。

４台の内訳としましては、軽バン３台と軽乗用車１台となっております。 

○田中武春委員 

 そういった場合は、私ちょっと思うのですけれど、購入ではなくて、何か行政同士だから、

管理かえと言うんですか、にならないのでしょうか、ご説明をよろしくお願いします。 

○健幸保健課長 

 企業局は独立採算を原則とする企業会計となっておりますので、減価償却後の帳簿価格で今
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回は購入を行っております。 

○田中武春委員 

 企業局ですね、独立採算。了解しました。４台購入して老朽化した４台は破棄したというこ

とですけれども、破棄した車両の経過年数等を教えていただけませんか。 

○健幸保健課長 

 購入の古い順にご説明をさせていただきます。まず、平成９年購入で経過年数が２３年、次

に平成１５年購入で経過年数１７年、その次が平成１８年購入で経過年数１４年、最後の１台

が平成１９年購入で経過年数１３年となっております。 

○田中武春委員 

 経過年数が１３年から２３年ということですね。経過年数以外に車両に何か不具合等があっ

たのでしょうか、お答えください。 

○健幸保健課長 

 ４台とも共通してエンジンのほうに不具合等がございました。エンジンから異音、音が聞こ

えるとか、発進時にエンジンがかからない、信号待ちで停車中にエンジンが止まるといった不

具合がこれまでに生じたことがございます。 

○田中武春委員 

 そしたら、これは古いから多分、クラッチがダルマでオートマチックじゃないのか、わかり

ませんけれども、もう少し詳しくそれぞれ１３年、１４年、１７年、２３年という車があるん

ですけれども、廃車したそうなんですが、細かく１３年の車はこういう支障があったというの

が、４台わかれば簡単にご報告できますか。 

○健幸保健課長 

 それぞれの状況でございますが、まず経過年数が２３年の一番古い車ですが、こちらの車が

走行中、信号待ちのときにエンジンがかからなくなることが、当時４、５回ほどあったという

ことの記録が残っております。経過年数１７年の車両ですが、こちらに関してはエンジンに異

音がして、停車時にちょっと異臭もしたことがあるというふうに報告のほうが入っております。

１４年経過については、こちらの車両が発進時、最初に乗ったときにエンジンがかからないこ

と等があったと。１３年経過のほうは走行中にエンジンからちょっと異音がする、変な音がす

るということの報告のほうが残っております。 

○田中武春委員 

 怖いですね。公用車を安心安全に使用するためには、多分、日常点検が必要というふうに考

えます。点検しないと乗るばかりではいけませんので。それには道路運送車両法第４７条２の

規定によって、自動車の使用者は、適切な時期に、灯火装置の点検とか、制御装置の作動その

他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車の点検をしなければならないとい

うふうにされています。これは自分の車でも、公用車でも一緒だと思いますが、本市において

も今後は公用車の日常点検表などが確かあると思います。そういうのをぜひ作成をしていただ

いて、職員が乗る前に、朝、必ずエンジンをかけて電気系統を見て、エンジンオイルを見てと

か、そういう始業点検をしてもらうようにお願いします。そういったことが、安全管理を図る

ことで公用車の不具合が起こらないような、課でもぜひ取り組まれるよう要望しまして、質問

を終わります。 

○委員長 

 次に、１２８ページ、健康づくり推進費、がん検診委託料に係る成果、新たな検診項目につ

いて、守光委員の質疑を許します。 

○守光委員 

 健康づくり推進費、がん検診委託料に係る成果、また新たな検診項目についてを、２点ちょ

っとお聞きしたいと思います。市の集団がん検診、がん検診は大変重要なことであります。ま
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たしっかりやっていただいていると思いますけれども、種類と実施方法について、まずはお答

えください。 

○健幸保健課長 

 がん検診の種類としましては、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、

子宮頸がん検診、乳がん検診となっております。実施方法につきましては、胃がん検診はバリ

ウムを飲んで検診車でエックス線間接撮影を行っております。肺がんは胸の胸部エックス線間

接撮影を行っております。大腸がんにつきましては便潜血反応検査、前立腺がんは血液検査に

よるＰＳＡ検査、子宮頸がん検査は頸部細胞診、乳がん検査はマンモグラフィによる検査のほ

うで実施をしております。 

○守光委員 

 今現在は６項目やられているということでありますけれども、まだあまり世間のほうではそ

んなに知られて、ニュースではあったと思うのですけれども、新たながん検診として、線虫が

ん検査というのが、今少し言われておるんですけれども、御存じであったら説明をお願いいた

します。 

○健幸保健課長 

 線虫がん検査についてですが、嗅覚にすぐれた線虫（線形動物）が尿の中のがんのにおいを

識別する検査で、がんの早期発見につながる検査であります。一方で、がんの場所までは特定

ができないことから、検査結果が陽性の方につきましては、全身のがん検査が必要になるもの

であります。 

○守光委員 

 最後、また要望なんですけれども、今、ご答弁で言われましたメリットとしてはがんの早期

発見ということで、デメリットとしては、まだがんの発見はしますけれども、部位まではこれ

ではなかなか今特定はできないということで、検査してからわかって、どこにあれがあるかわ

からないという不安が残るという問題はありますけれども、でもがんということがわかれば、

そのあとにがん検診をしっかり病院のほうでやれば、もう本当に早期発見で、早期発見すれば、

今はもうこの医学が進んでおりますので、治る病気でもありますので、その点はしっかり検討

していただきたいと思うんですけれども、その中で今、福岡県の中では久留米市と小郡市が、

２０１９年になるんですけれども、全国の自治体で初ということで、開発元が株式会社ＨＩＲ

ＯＴＳＵというところですね、と提携というか、ちょっと取り組みをやっていこうということ

で発表されております。こういった県内の近いところで、久留米市さんまたは小郡市さんが今

スタートを切られておりますので、その部分をしっかり検討していただいて、できましたらこ

の線虫がん検査、この６項目にまた１項目ふやしていただいて、飯塚市からがんで苦しむ方が

少しでも、また早く発見されてよくなる方向になるように、また検討していただくことを要望

して終わります。 

○委員長 

 次に、１２８ページ、健康づくり推進費、不妊治療助成金の現状及び今後について、守光委

員の質疑を許します。 

○守光委員 

 不妊治療助成金の現状及び今後についてを、幾つかお聞きしたいと思います。今、不妊で悩

まれている方は全国に多くの方がいらっしゃいます。これ、たしかな数字ではないのですけれ

ども、１０人前後に１人はこの不妊治療で生まれた子どもとも言われております。それだけ今

この不妊治療をやられる方が多いと思うんですけれども、現在この行われているその助成金の

仕組みについてをまずお答えください。 

○健幸保健課長 

 不妊治療のうち、特定不妊治療につきましては、医療保険が適用されないために、医療費が
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高額となります。そのため、経済的負担を感じているご夫婦に対しまして、費用の一部を助成

し、少子化対策の充実を図ることを目的として、福岡県が実施している、不妊に悩む方への特

定不妊支援事業による１回目から３回目の治療費助成の決定を受けた方に対しまして、１回の

不妊治療に要した費用から、県のほうの上限額、まず３０万円の助成額を控除いたしまして、

そこにさらに市のほうで１０万円を上限に上乗せをして助成をしているところでございます。 

○守光委員 

 今は県の事業ということで、結構多くの方が利用されているのではないかと思うんですけれ

ども、実際飯塚市としては、現在どれぐらいの方が年間に利用されているのか、お答えくださ

い。 

○健幸保健課長 

 令和元年度、過去２年になりますが、令和元年度が２４人、令和２年度が３８人の方が利用

されています。 

○守光委員 

 この制度はもう先ほども説明ありましたけれども、この後ちょっとお聞きしようと思うので

すけれども、国のほうでも保険適用ということが今言われておりまして、それまでは今もうそ

れがある程度決まりつつあって、国のほうがずっと３回３０万円、３０万円、頻度がですかね、

そういうふうになっておりますけれども、以前は県が１回目は３０万円で、２回目からは市の

ほうも１５万円、たしか補助金を出されていたと思います。いよいよこの制度も来年保険適用

に、今、方向が進んでおりますけれども、保険適用になれば、今まで出していた市のほうの補

助金がどうなるのかなということ、心配もあるのですけれども、その点について、市の考えは、

継続されるのかお答えください。 

○健幸保健課長 

 まず、国のほうが不妊治療のどの範囲まで保険適用にするのかということが、今の現時点で

はまだ明確になっておりません。そのため、継続するかどうかという判断をするというのは、

今の時点では難しいところではありますが、国の動向等を注視しながら、今後の対応について

は保険適用等の結果を踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。 

○守光委員 

 最後になりますけれども、国の動向を見ながら、確かに保険適用といっても、例えば体外受

精または顕微授精とかさまざまで、相当大きな金額がかかる部分もありますし、どの部分がこ

の保険適用になるかというのもまだ国のほうも明確にしておりませんので、その部分はこれか

ら判断はしていかれると思うのですけれども、この制度自体が２００４年からスタートいたし

まして、ようやく今保険適用までなるようになりました。もう本当に多い方では、１回にやは

り７、８０万円、約１００万円前後。ある方からお聞きしたら、軽自動車が１台買えるぐらい

使って、ようやく子どもができたというお話もお聞きしております。この保険適用になって、

部分が決まったら、ぜひともそれ以外に外れる部分も多分出てくると思います。いろいろ、ほ

かにはタイミング法とかさまざまあって、それでもやはり結構お金がかかりますので、そうい

った部分に、保険適用外になった部分に対して、今現在、飯塚市は１５万円前後を出されてお

りますので、その部分を充てていただくことを検討していただきたいということをお願いいた

しますし、自分が調べたところによりますと、ある町では、全国の町の一部のところでは全額、

もう保険適用になる、ならないに関係なく、全額負担しているところもありますので、またし

っかりその部分を踏まえて、ご検討のほどよろしくお願いいたします。質問を終わります。 

○委員長 

 次に、１２９ページ、健康づくり推進費、運動・スポーツ習慣化促進事業委託料に係るス

ポーツ・ツーリズム関連の予算執行の有無について、上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 
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 １２９ページ、健康づくり推進費、運動・スポーツ習慣化促進事業委託料についてお伺いい

たします。決算額１２５１万３０５０円でございますが、コロナ禍において事業は完遂できた

のでしょうか。 

○健幸都市推進課長 

 この運動・スポーツ習慣化促進事業につきましては、健幸都市づくりの実現を図るため、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交付金を活用し、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る教室となっております。特に、健康無関心層の取り組

みや、ハイリスク者の減少を目標とし、活動量計を用いたデータ分析に合わせ、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、ご自宅での筋トレの実践による運動の

習慣化を図るということを目標とするものでございます。令和２年の事業参加者は８８名とな

っております。この事業では３カ月おきに筋力測定を行っております。その際、平均ではござ

いますが、参加者の平均ですけれども４．３歳の若返り効果があっております。 

○上野委員 

 これらの健康増進事業は筋トレやランニング、ウオーキングなど、世代を超えて人気を集め

ており、結果、地域に活力を与えている、「するスポーツ」として大変意義のあるものだと思

いますし、４歳以上若返るという効果も出ておるようでございますので、取り組みを進めてい

っていただきたいと思いますが、一方、先日まで行われておりました東京オリンピック、パラ

リンピックなどの、「見るスポーツ」は多くの市民を魅了しております。競技種目も柔道や野

球からスケートボードやバイク競技など、多種多様な種目のスポーツが取り組まれている状況

です。これらの「見るスポーツ」や「するスポーツ」を生かしたスポーツ・ツーリズムを本市

でも取り組んでいくことが重要だと考えますが、関連する支出があったのかどうか、また、市

としてどのようにお考えなのか教えてください。 

○健幸都市推進課長 

 昨年度のこの事業の中でスポーツ・ツーリズムというところの予算支出はございませんでし

た。ただし、今、質問委員のご指摘のありましたスポーツ・ツーリズムにつきましては、今現

在、新体育館を建設いたしております。また筑豊緑地にはいろいろなスポーツ施設が集積いた

しております。それらのスポーツ施設の有効利活用、それとあわせまして、筑豊緑地に隣接す

るリトリート等の宿泊施設との連携により、交流人口の拡大による経済効果、経済の波及効果

を高めることについても現在今、経済部と調整し、取り組んでまいりたいと考えているところ

でございます。 

○上野委員 

 スポーツ・ツーリズムとはスポーツを楽しむ、観戦するための移動だけではなくて、旅行ス

タイルを伴うものであります。東京オリンピックで一躍脚光を浴びた競技の一つにスケート

ボードがございますが、金メダルを獲得された堀米雄斗さんは、当市飯塚市と浅からぬご縁が

あると伺っております。このスケートボードやＢＭＸを包含するアーバンスポーツと言われる

分野においては、宿泊を伴う大きな大会を行うための施設整備においても、他のスポーツ施設

のような多額の支出は伴わず、飯塚市のスポーツ・ツーリズムの主軸に位置づけることが可能

であります。そのような視点を持って取り組んでいただくことをお願いいたしますとともに、

現在、遠賀川敷にありますスケートボートパークも、スポーツ施設の一環として所管していた

だきますように重ねてお願いを申し上げて、質問を終わります。 

○委員長 

 お諮りいたします。認定第１号から認定第１２号までの１２件については、本日の審査をこ

の程度にとどめ、９月２１日午前１０時から委員会を開き、審査したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（ 異議なし ） 



６０ 

 ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。 

以上をもちまして、令和２年度決算特別委員会を散会いたします。お疲れさまでした。 

 


