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令和３年度決算特別委員会会議録 

 

令和４年９月２１日（水） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １７：０１ 

 

○委員長 

ただいまから令和３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５日開催の本委員会において決定しました質疑の持ち時間制について、改めてお

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

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

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

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

次に、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。 

次に、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、本委員会は令和３年度決算の審査を行うものですので、その点を十分ご理解いただ

き、質疑が議題外に及ぶことのないようよろしくお願いします。 

最後に、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。  

それでは、「認定第１号 令和３年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から、「認定第

１１号 令和３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１１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
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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３年度決算の概要について説明させていただきます。 

「令和３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３年度予算につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策、地域経済対策を行うとともに、「第２次飯塚市総合計画」の

都市目標像の実現及び持続可能な行政運営の基盤づくりに必要な財源の確保につながる「まち

づくりの好循環」の維持・拡大に向けた施策、事業の検討を求め、「２０年後、３０年後の地

域の未来を見据えたまちづくり」という視点をもって編成し、各種施策、事務事業に取り組み

ました。 

６ページをお願いいたします。「令和３年度一般会計及び各特別会計の決算額」でございま

して、歳入、歳出決算額及びその差引額を掲載いたしております。 

小型自動車競走事業特別会計が赤字決算となり、令和４年度に繰上充用にかかる予算を編成

し補てんをしていますが、それ以外の会計につきましては、黒字決算でございました。 

その下の表は、普通会計ベースで算出する経常収支比率等の５年間の推移を示したもので、

令和３年度の経常収支比率は９３．２％と前年度と比較し５．５ポイント改善しています。今

回改善したのは、歳入で令和３年度限りの普通交付税の増加が主な要因でございますので、臨

時の財政需要に応える余力が少ない状況が続いている状況です。一方で近年の企業誘致や好調

なふるさと応援寄附金など明るい兆しがあり、継続的な収入の増加を期待できる状況になりつ

つあると考えております。 

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３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額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１６億８８４８万６千円を、

令和４年度で財政調整基金及び減債基金に積み立てております。 

決算規模の推移の令和３年度の額が、歳入・歳出とも減少しています。その要因は、歳入に

おいては、ふるさと応援寄附金、土地建物売払収入、普通交付税などの増加、歳出においては、

ふるさと応援寄附金の必要経費やその基金積立金などの増加があったものの、歳入、歳出とも、

特別定額給付金をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策にかかる歳出事業費の減少、及

びその財源として活用した歳入の国庫支出金の減少などにより決算規模が減少しています。 

「Ⅱ 歳入の状況」では、款ごとの決算額とその構成比率、前年度との比較をした表を掲載し

ています。１９款、寄附金、１８款、財産収入、１２款、地方交付税などが増加したものの、
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１６款、国庫支出金、２２款、諸収入などが減少したため、全体としては約５０億４千万円の

減となりました。 

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、増減額が大きい款を中心に説明させていた

だきます。 

１款、市税は、歳入の約１／６を占めており、前年度と比較して約９４００万円の減となり

ました。これは、市たばこ税などで増となったものの、個人市民税、法人市民税、固定資産税

などが減となったことが主な要因です。このうち固定資産税につきましては、コロナ禍に対応

した国の制度による減免を含んでおり、その減少額は１１款、地方特例交付金の新型コロナウ

イルス感染症対策地方税減収補てん特例交付金で補てんされています。それを加えた市税相当

額の総額は約１４４億８千万円となり、前年度と比較すると約１億４千万円の増となっていま

す。 

９ページをお願いいたします。１２款、地方交付税は、歳入の約２割を占めており、前年度

と比較して約１３億８千万円の増となりました。 

臨時財政対策債を加えた実質的な普通交付税は、基準財政需要額において、合併算定替の終

了による減があったものの、新設された「地域デジタル社会推進費」の増、令和３年度限りの

措置である「臨時経済対策費および臨時財政対策債償還基金費」の増等により約１４億５千万

円の増、基準財政需要額から差し引かれる基準財政収入額は、市税の減少等により約３億９千

万円の減、以上の増要素により約１８億５千万円の増となっています。なお、臨時財政対策債

への振替後の普通交付税は、約１２億６千万円増の約１４９億２千万円となりました。特別交

付税につきましては、約１億２千万円増の約２０億６千万円が交付されました。 

１１ページをお願いいたします。１６款、国庫支出金は、歳入の約１／４を占め、約

１０９億５千万円の減となりました。 

このうち、国庫負担金では、生活保護費関係負担金などの減があったものの、新型コロナウ

イルスワクチン接種対策費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、障がい児・障が

い者福祉にかかる負担金の増などにより約７億３千万円の増となりました。 

また、国庫補助金では、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、新型コロナウイルス感染症対策事業に関する補助金等の減により、

約１１７億５千万円の減となりました。 

１３ページをお願いいたします。１８款、財産収入は、不動産（土地建物）売払収入で、地

方卸売市場跡地、徳前保育所跡地、穂波東中学校跡地などの売却により、全体で約１７億９千

万円の増となりました。 

１９款、寄附金は、ふるさと応援寄附金、企業版ふるさと応援寄附金の増などにより、全体

で約２２億２千万円の増となりました。 

２０款、繰入金は、財政調整基金および減債基金の繰入金について、地方交付税や財産収入

の増により財源調整が不要な決算状況であったため皆減となりました。ふるさと応援基金繰入

金については、寄附金事業に必要な経費および寄附目的に対応した事業費に活用するため約

２１億２千万円の増となりました。 

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減により、約

１１億７千万円の減となっております。 

２３款、市債は、二瀬、鯰田、穂波の交流センター整備事業、筑穂保育所の保育所施設整備

事業、水道事業会計出資金、文化会館施設整備事業、体育館等建設の保健体育施設整備事業な

どの財源として、全体で約５２億９千万円の借り入れを実施しました。 

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
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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増減により、３款、民生費、４款、

衛生費が増、２款、総務費、７款、商工費が減、そのほかでは、８款、土木費および９款、消

防費が増、１０款、教育費が減となり、全体としては約７２億１千万円の減となっております。 

「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、増減額が大きい款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２割を占めており、前年度と比較して約９１億

４千万円の減となりました。 

ふるさと応援基金積立金、ふるさと応援寄附事業費などが増となったものの、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、交流センター整備事業費、令和

２年度の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などの減によるも

のです。 

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４割を占めており、

前年度と比較して約３８億３千万円の増となりました。 

私立保育所整備補助事業費、ひとり親世帯臨時特別給付金事業費などの新型コロナウイルス

感染症対策事業費、市内私立保育所施設型給付費、生活保護扶助費などが減となったものの、

子育て世帯等臨時特別支援事業費などの新型コロナウイルス感染症対策事業費、筑穂保育所整

備事業費、私立認定こども園施設型給付費、障がい者・障がい児福祉にかかる給付費などの増

によるものです。 

４款、衛生費は、医療施設従事者応援事業費などの新型コロナウイルス感染症対策事業費が

減となったものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増などにより、全体で約５億

８千万円の増となりました。 

１８ページをお願いいたします。７款、商工費は、新型コロナウイルス感染症対策事業で、

飲食店応援地域活性化応援券発行補助事業費などが増となったものの、地域活性化応援券発行

補助事業費などが減となったため、全体で約２０億１千万円の減となりました。 

１９ページをお願いいたします。８款、土木費は、道路橋りょう補修事業費、道路橋りょう

維持管理費などの道路の長寿命化・維持管理にかかる経費、公営住宅改善事業費、住宅取得移

住奨励事業費、飯塚駅周辺整備事業費などの菰田・堀池地区活性化事業費などが増となり、全

体で約７億２千万円の増となりました。 

９款、消防費では、災害時避難所コロナ対策事業費などが減となったものの、飯塚地区消防

組合負担金、河川監視カメラ整備事業費などの増により、全体で約２億７千万円の増となりま

した。 

２０ページをお願いいたします。１０款、教育費は、文化会館改修事業費などが増となった

ものの、体育館等建設事業費、小中学校の教育用情報機器整備事業費、学校内および学校間の

通信ネットワーク整備事業費、筑穂体育館施設整備事業費などの減により、全体で約１７億

１千万円の減となりました。 

１１款、公債費では、過去に借入した分の償還終了がありましたが、元金償還が始まったも

のもあり、約１億２千万円の増となりました。 

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、

施設・設備の緊急な修繕対応、災害警戒・復旧等の経費に、合計で約８８００万円を充用しま

した。 

１３款、災害復旧費は、令和３年８月の大雨災害にかかる災害復旧事業として、合計で約

２億３千万円を執行しました。 

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
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抜粋し、一般会計で８２の事務事業を掲載しています。２２ページから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。 

１０６ページから「特別会計決算に係る主要な施策の成果説明書」を掲載しております。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。 

１３１ページ以降に各種「決算資料」を添付いたしておりまして、１３１ページは添付して

いる資料の目次でございます。 

１３３ページをお願いいたします。地方債現債高推移表でございまして、平成２４年度以降

の残高の推移をまとめたものでございます。 

令和３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１３億３千万円減少し、特

別会計では、メインスタンド整備事業を実施している小型自動車競走事業特別会計で増加して

おりますが、他の特別会計は減少しております。一般会計、特別会計の合計では、約１２億

２千万円の減となっております。 

１３４ページをお願いいたします。基金の状況の資料でございまして、令和元年度末から令

和３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３年度は財源調整をする必要がない決算状況でしたので取り崩しはなく、令和２年度の決

算剰余金の積み立て、運用収入および預金利子の積み立てをした結果、前年度末より約６億

１千万円増の約９１億円となりました。その下の減債基金の令和２年度末残高は、約６８億円

で、普通交付税で令和３年度限りで措置された臨時財政対策債償還基金費、約５億２千万円を

積み立てし、運用収入および預金利子を積み立てした結果、前年度末より約５億７千万円増の

約７３億６千万円となりました。ふるさと応援基金の令和３年度末残高は、約２６億９千万円

ですが、令和４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２０億９千万円の増、特別会計を含む積立基金全体では約

２５億６千万円の増となりました。 

次の１３５ページに、基金の運用状況について掲載しております。 

左の表では、預金・債券・貸付金・土地の運用区分ごとの令和２年度末および令和３年度末

の現在高を記載しており、右の表に令和３年度の預金利子およ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２４２８万円、国債によ

る運用収入が１億５１２２万円となっており、合計で１億７５５０万円の収入がありました。 

１３８ページをお願いいたします。普通会計財政指数等推移表でございまして、他市と比較

が可能となる普通会計の決算状況およ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３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。 

１３９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３年度は

６．４％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３年度は１．
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６％となっております。 

なお、実質公債費比率、将来負担比率ともに、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３年度は全ての公営企業会計において、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 １０：３０ 

再 開 １０：３１ 

委員会を再開いたします。 

「認定第１号 令和３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、８０ページから

１０４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される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８１ページ、一般管理費、公共施設改革推進事業

について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 ８１ページ、総務管理費、一般管理費に関連してお聞きいたします。成果説明書の２６ペー

ジに公共施設改革推進事業の説明があっております。公共施設改革推進事業の取組について、

また、延べ床面積の縮減についての目標値の設定に関して説明を求めます。 

○財産活用課長 

 まず、公共施設改革推進事業の取組について説明させていただきます。公共施設等の延べ床

面積縮減による総量の最適化、施設の複合化による配置の最適化、指定管理者制度等の導入に

よる運営主体の最適化、その他運営方法の最適化、空きスペースの有効活用や、跡施設・跡地

の有効利活用といった指針に基づいた取組を実施しておるところでございます。 

また、目標値についての質問ですけど、公共施設を全て保有し続けた場合のシミュレーショ

ンでは、３０年間で維持更新にかかる費用が約１７９１億円。一方で、確保できる財源が約

１４０４億円となり、約３８７億円が不足いたします。この不足額を本市の公共施設建て替え

や、改修にかかる平均単価を、平米当たり約２８万６千円として除した場合、約１３万５千平

方メートルの面積縮減が必要となります。このことから、本計画の期間である今後１０年間で

は、３０年間で必要な縮減面積の３分の１となる４万５千平方メートルの縮減を令和７年度ま

での目標値として設定しております。 

○江口委員 

 この２６ページの目標達成度というところを見ると、延べ床面積削減目標、言われたように

４万５千平米とあるんだけれど、片一方でこの前年度実績、本年度実績を見ると、前年度実績

１万８５６０平米、本年度実績１万９５６５平米と書いてあるんですね。これ、書き方として、

分かりづらいなと思っていて、前年度１万８５６０平米削減できたと、本年度１万９５６５平

米削減できたとなると、これを単純に足すと３万８千平米とかいうふうな形になるんだけれど、
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現実は違うんですよね。進捗状況をあわせてご案内いただけますか。 

○財産活用課長 

 成果指標の目標値４万５千平米で、前年度実績１万８５６０平米、これは累計でいっていま

すので、令和３年度につきましては、約１千平米の削減となっており、目標値の約４３％を達

成しております。 

○江口委員 

 令和７年までの目標ですよね。となると、今のペースで果たして間に合うかどうか。やはり

費用の面から、この計画が立てられているということを考えると、確実な実施が求められるわ

けです。改革推進事業の実施に当たり、施設の所管課との協議についてご説明ください。 

○財産活用課長 

 施設の所管課とは、施設ごとにまずカルテを作成しております。冒頭で説明しました延べ床

面積縮減による総量の最適化、施設の複合化による配置の最適化といった方針を所管課と情報

共有をしておるところでございます。このカルテの見直しを年１回実施することで、所管課へ

の公共施設改革推進の意識づけを行い、必要に応じて進捗状況の確認などを行っているところ

でございます。 

○江口委員 

 それでは、成果説明書の中にも、次年度以降というふうな形ではあるんだけれど、改めて今

後どのような取組が必要と考えているのか、ご説明ください。 

○財産活用課長 

 今後の取組ですが、基本方針や実施計画に沿った取組を原則としながらも、公共施設等の

ニーズの変化などを察知しながら、長期的な視点を持って、公共施設等の最適な配置等の実現

への取組に努めていきたいと考えております。特に大規模な改修等を予定している施設につい

ては、利用状況などを総合的に分析・検討し、改修を機にほかの施設と複合化できないかとい

った協議を進めていきたいと考えております。 

○江口委員 

 公共施設の統廃合見直しについては、調整が難しい案件もありますけれど、現実にこれは進

めなければならない、確実に進めなければならない大切な部分であります。他方で、もう新し

く建ってしまった立岩交流センター、建ちましたよね。ところが、旧の交流センターというか、

総合会館については、まだあのまま残っているわけです。そうするとやっぱり維持管理という

のは、少なからずお金が出ていく。ないし、早く処分すれば、ある意味、固定資産税も入って

くることが考えられる。となると、そういった部分を含めて、確実なというか、確実だけでは

なくて、スピード感のある実施が必要だと思っております。その点しっかりとやっていただき

たいとお願いしておきます。 

○委員長 

 次に、８２ページ、総務管理費、一般管理費、行財政改革推進事業について、永末委員の質

疑を許します。 

○永末委員 

 まず初めに８７ページの総務管理費、一般管理費の行財政改革推進事業費４７万７４１８円

の分につきまして質問させていただきます。今回、この質問事項に対しましては資料を準備し

ていただきました。ページ数的に１９ページぐらいの資料になるかと思います。すみません、

ご準備いただきましてありがとうございます。まず、この資料に沿って、この本計画の進捗状

況の概要について答弁を求めます。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 提出しております資料の６ページをお願いいたします。本計画は、第２次行財政改革大綱に

基づき策定をした令和元年度から令和５年度までの５年間の実施計画で、令和３年度までの進



８ 

捗状況を示したものになっております。７ページをお願いいたします。大綱に掲げている目標

は、表に記載しております３項目になっております。①の財政調整基金の年度末積立て残高に

つきましては、令和５年度時点の目標６４億円に対しまして、ふるさと納税の大幅な増加や市

有地の売却等によりまして、令和３年度末で１６４億５６００万円となっております。②の公

債費につきましては、期間中６０億円以内という目標に対しまして、令和３年度では、４９億

５２００万円となっております。③の単年度収支の黒字化につきましては、２２億５１００万

円の黒字となっております。なお、参考数値として記載しております実質単年度収支につきま

しても、２３億１４００万円の黒字となっており、全ての項目で目標を達成している状況でご

ざいます。８ページをお願いいたします。この表は、後期実施計画で定めております進捗項目

５４項目の進捗状況を一覧表で記載したものでございます。令和３年度の状況でございますが、

進捗項目５４項目に対し、４０項目に着手、実施している状況でございます。また、数値で把

握できる効果といたしまして、令和３年度は目標額３億７５００万円に対しまして、４７億

６８５１万円の効果が出ているという状況でございます。また、表の右側に各項目の効果額、

一番右下に効果額の合計を記載しておりますが、現時点で令和５年度までの目標額１８億

５２００万円に対しまして、先ほどもご説明いたしましたとおり、ふるさと納税の大幅な増加

や市有地の売却等により、既に約８０億２５００万円に達しているという状況でございます。

次のページ以降に、具体的な推進項目の進捗状況を記載しておりますが、説明のほうは省略を

させていただきます。 

○永末委員 

 まず、大綱として大きな３つの目標を掲げられているということで、後期実施計画で令和元

年から令和５年まで５年間ありますが、今、令和３年なので、そのちょうど中間点に当たるか

と思うんですけど、その時点で既に、基金の財政調整基金目標である６４億円以上というのが、

もう既に１６４億円になっていて、もう一つ、公債費に関しても、６０億円以内で推移させる

というのを、４９億円というとこで、それ以内に収まっている。単年度に関しましても、黒字

化するというふうな目標ですけど、令和３年度に至っては、既に２２億円以上の黒字が出てい

るということでありました。また、実施計画としては、５年間で１８億５千万円の行財政効果

を生む計画を立てられていますけど、既に、令和３年度の時点で４７億６千万円以上になって

いるということで、かなりのといいますか、すばらしい状況かなというふうにお聞きしており

ました。議員になりまして、私ずっとこの行財政改革の実施状況について確認をさせていただ

きました。ただ今回ほど、これほど目標を上回った実施計画というのはちょっと記憶にないで

す。状況というのを素直に評価したいと思いますし、今すばらしい状況にあるかと思います。

その中でもあえて１点指摘をさせていただきますと、先ほど答弁にもありましたけど、推進項

目は全体で５４項目あるということですけど、現時点で着手、実施できているのが４０項目と

いうことですけども、この点につきまして説明いただけますか。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 推進項目につきましては、ご案内のとおり５４項目の目のうち４０項目に着手し、実施して

いるところで、１４項目について検討中ということでございます。一部でスケジュールどおり

でないものもございますけども、検討中の項目のほとんどがスケジュール的に検討段階のもの

となっており、多くの項目で取組が進んでおりまして、一定の成果を上げているところでござ

います。今後とも推進項目の着実な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○永末委員 

 計画どおりにしっかりと進めてください。お願いします。今回この項目について質問をいた

しましたのは、正直、見まして、成果がちょっとこう逆に上がり過ぎているということについ

て心配をしております、心配し過ぎではないかと思われるかもしれませんけど、逆に成果が上

がり過ぎていることが、逆にちょっと心配しています。というのも、入ってくるものが多いと、
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どうしてもその歳出に対する緩みみたいなものが出てくる常があるかと思います。と申しまし

ても、入ってきたものを使わないでくださいと言っているわけではございません。例えばふる

さと納税による寄附金とかは、納税者の希望に従ってしっかりと事業として支出すべきでしょ

うし、今の厳しい社会情勢などを見ますと、やはりできるだけ市民生活を支えるためにしっか

りと使うべき部分には支出すべきだとは思います。しかしその一方で、たくさんあるからどん

どん使っていいというものでもありません。そのバランスがまず重要だと思いますし、また行

政は長期的な計画の下、事業を行いますので、しっかりとした財政運営というのを肝に銘じで

行わなければ、思わぬ事態でキャッシュが足りないというふうな年度が出てきてしまう可能性

もあるかと思います。そういった心配を余計な心配かもしれませんけどしておるんですが、財

政を預かられます行政経営部長に関しまして、この点、少し見解等お持ちでしたらお答えいた

だけますか。 

○行政経営部長 

 質問委員おっしゃいますとおり、今年度、実施計画そのものの成果が大幅に出ておるところ

ですが、一時的な要因というものもございますし、このまま、特にふるさと納税に関しまして

も、これがずっと続くということは思っておりません。ただ一方で、安定財源を今後も確保し

続けていく努力は、これからもずっとやっていく必要があると考えておりまして、様々な計画

の下に、様々な事業を実施しておるところです。それで一方で、将来的な、この３年弱、コロ

ナの状況というのを経験して、もう本当に世界中が経験したことのないような状況になったと

いうこともございますので、今後、社会情勢、世界情勢がどういうふうになっていくかという

ことも、十分に視野に入れていかなければいかんと思っています。そのためにも基金も上乗せ

していますけど、今、質問委員がおっしゃいますとおり、気を緩めることなく、行財政改革に

今後も取り組んでいく所存でございます。 

○永末委員 

 最後、ちょっと私のほうからの指摘で終わらせていただきます。前々から指摘しておるんで

すけども、今、部長も答弁していただいた部分を含めまして、特に重要だと思いますので、再

度３点ほど指摘させていただきたいと思います。１点目が、やはりその資金運用の在り方につ

いてしっかりと検討していただきたいという部分でございます。２点目が、やはり財政見通し

というのをできるだけ短い期間で、現状をしっかり把握していただきたいということです。

３点目が、今部長からもう言われましたけど、行財政改革、こういった状況でありますけども、

行財政改革についてはやめることなく、今後も継続的にしっかりと行っていただきたいと思い

ますので、ぜひその３点しっかりと検討していただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長 

 次に、８８ページ、企画費、市民交流プラザ管理費負担金について、川上委員の質疑を許し

ます。 

○川上委員 

 日本共産党の川上です。８８ページ、総務管理費、企画費、市民交流プラザ管理費負担金に

ついてお尋ねします。負担金４５５万８７７２円の数字があるんですけれども、説明を求めま

す。 

○まちづくり推進課長 

 内容といたしましては、この分は都市開発のほうに施設管理費として払っている負担金でご

ざいます。 

○川上委員 

 追加資料をいただいています。２５ページにありますので、説明をしてください。 

○まちづくり推進課長 
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 市民交流プラザの創設からの経緯を縦に見ていく表になっております。年度ごとに、平成

１５年１１月にプラザを開設しまして、平成１６年１０月にプラザの中に若者サポートセン

ターが入りました。１８年３月に４階から２階へ移転、それと平成３０年４月に消費生活セン

ター、１０月につなぐカフェ飯塚が入っているということでございます。次に、年間利用者数

でございますが、平成１５年の８２４５名から、現時点の令和４年度の１７５８人まで、利用

者の推移でございます。管理体制ということでございますが、当初から指定管理できておりま

して、平成２８年度まで指定管理、そのあと１年間委託した後に３０年から直営ということに

しております。その次が管理体制の人数を記載している表でございます。 

○川上委員 

 フロアの面積が分かりますか。 

○まちづくり推進課長 

 ２階フロアにつきましては、約４６７平米になっております。 

○川上委員 

 これは幾らで購入したんでしょうか。 

○まちづくり推進課長 

 ７８３７万２千円でございます。 

○川上委員 

 先ほどの負担金４５５万円余なんですけれども、この負担金の基準は、面積と関係がありま

すよね、どういう基準になっていますか。 

○まちづくり推進課長 

 光熱水費ということで算定しているというふうな内容になっております。 

○川上委員 

 その負担金の基準に関わるんですけれども、福岡県事業が２つ同居していますね。 

○まちづくり推進課長 

 １つは福岡県というか、消費生活センターのことだと思うんですけど、これにつきましては

飯塚市の事業でございます。もう１つの若者サポートセンターのほうは、福岡県と飯塚市の共

同事業ということになっております。 

○川上委員 

 分かりました。それで、この２つが同居する理由をちょっとお尋ねします。 

○まちづくり推進課長 

 消費生活センターにつきましては、もともと市役所前の旧立岩交流センターの中で運営をし

ておりましたが、センターそのものが閉館になるということで、当センターのほうも移転が必

要になり、移転先を検討した結果、市街地中心部に位置することから、広域施設としての利便

性が高まるということで、市民交流プラザ内に移転したというふうな経緯でございます。また、

若者サポートセンターのほうにつきましては、市の中心部で交通の便がよく、利用促進が図れ

ることということで、こちらのほうに入ってきたというふうな経緯を、経済部のほうから聞き

及んでおります。 

○川上委員 

 契約はどうなっていますか。 

○まちづくり推進課長 

 消費生活センターのほうにつきましては、市の条例に基づく施設となっておりますので、複

合化ということで市民交流プラザの中に入っているというふうなことでございます。若者サ

ポートセンターのほうにつきましては、市有財産の使用許可ということで、許可をして入って

いるということでございます。 

○川上委員 
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 若者のほうですけど、それは無料、無償ということですか。 

○まちづくり推進課長 

 いわゆる公共団体、または公用・公共ということで、飯塚市の行政財産の使用料等の条例に

基づきまして減免ということでなっております。 

○川上委員 

 この市民交流プラザの利用状況、利用者数がありますね。この利用者人数の中に、消費生活

センターと若者就職支援の利用者の人数も入っているわけですか。 

○まちづくり推進課長 

 入っております。 

○川上委員 

 そこだけを利用して、プラザを利用していませんという人数はどのくらいになりますか。逆

を言ってもいいんですけど。 

○まちづくり推進課長 

 令和３年度でお答えさせていただきますけども、全体で４８３１人ということに対しまして、

消費生活センターが３５１人、ワンストップサービスセンターが１８４人ということになって

おります。 

○川上委員 

 これはプラザを利用していないのに、なぜプラザを利用したように、利用人数の中に加える

わけですか。 

○まちづくり推進課長 

 一旦プラザに入った玄関のところに受付ございますので、そちらのほうで一応受け付けさせ

ていただいているということで、その人数をちょっと把握させていただいているとこでござい

ます。 

○川上委員 

 それをする理由がよく分かりませんけど。 

○まちづくり推進課長 

 現在、コロナ関係もございますので、入ってきたところで検温していただいて、消毒してい

ただいて、どちらのほうに振り分けるということになっておりますが、以前から取りあえず入

ってきた方には書いていただいているという経緯でございますので、利用者というふうな把握

をしてきたのではないかというふうに。一応プラザに入ってきた利用者ということで考えてい

たのではないかと考えています。 

○川上委員 

 完全に別事業なんですよね。そこを通過したからといって、わざわざそのコロナ禍の下で、

職員が受け付けしてという問題が一つと、それと別事業なのに、プラザ利用者数にカウントす

る。何かおかしくないですか。 

○まちづくり推進課長 

 管理上の問題ということで把握させていただいているということでございます。カウントは

それぞれ別々にしておりますので、管理上ということで、受け付けさせていただいているとい

うことでございます。 

○川上委員 

 資料請求の仕方が悪かったですか。 

○まちづくり推進課長 

 今、質問者言われるように、もう２コマぐらいつけて細かく表示すべきであったというご指

摘は、そのとおりかもしれません。 

○川上委員 
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 でも皆さんが、事業評価するときには年間利用者数としては、この２つの別事業の分も入れ

て評価しているわけですか、それを除いて評価している。 

○まちづくり推進課長 

 いらっしゃった全体数でカウント、評価していると考えられます。 

○川上委員 

 どうしてそうなっているんでしょうね。 

○まちづくり推進課長 

 今後、見直すべき課題だというふうに考えております。 

○川上委員 

 経過の中のどこかで、もう別事業でもいいから、同居させれば、このフロアを買い取ったこ

と、あるいは交換したことが、失敗ではなかったというふうに外に向かって言えるからではな

いんですか。 

○まちづくり推進課長 

 管理上の問題ということで、把握させていただいてきたということでございます。 

○川上委員 

 それから消費者センターとか、若者就職支援とか、別事業なのに必ずプラザを通っていかな

いといけないというのは、個人情報保護だとかプライバシーとか、それから感染対策上も望ま

しくないのではないかと思いますけど。それから、それぞれの開館の時間、オープンしている

時間も、ずれがあるわけでしょう。このままでいいですか。 

○まちづくり推進課長 

 確かにプライバシーの問題とかいう点はあるかもしれませんが、特に管理上は特に問題ない

のではないかなというふうに考えます。 

○川上委員 

 今、消費生活センターを使いたい人は、相談に行きたい場合は、交流プラザを必ず通らなく

ても、別の動線が、入り口があるように聞いたけど、そうなんですか。 

○まちづくり推進課長 

 玄関の自動ドアの横に職員通用口というのはございます。 

○川上委員 

 いや、職員通用口はあるんでしょうけど、そこを利用してないんですか、消費生活センター

に行く人は。 

○まちづくり推進課長 

 そこはあくまでも職員が通っている出入口でございますので、基本的には自動ドアのほうか

ら入ってきていらっしゃるというふうに考えております。 

○川上委員 

 別事業で、プライバシーだとか、個人情報とか、それから感染対策上のことが問われている

ときに、このままで良いわけないと思うので、これはちょっと見直してもらいたいと思うけど、

どうですか。 

○まちづくり推進課長 

 動線等につきましては、今ご指摘もございましたので、現場の職員とも話しまして調整とい

うか、検討させていただきたいと思います。 

○川上委員 

 現場の職員と言うけど、市役所内部ということでしょう、それは。利用者とか、いろんな複

雑な思いがあって、なかなか仕事に就けないとか、見つからないとかいう若い人たちがいるわ

けじゃないですか。それから、霊感商法があるかどうか分かりませんけど、もうこれ大変なこ

とになったということで相談に来る場合もあるわけでしょう。そういう方たちの声を聞いて、
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具体的にどうこうするというのは市の内部で検討するかもしれませんけど、まず市民、利用者

の声を聞いてもらえませんか。お願いします。 

○委員長 

 要望でいいですか。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：０６ 

再 開 １１：１５ 

 委員会を再開いたします。 

次の９１ページの地域振興費の質問については、江口委員より取下げの申入れがあっており

ます。 

次に、９２ページ、同じく地域振興費、協働のまちづくり応援補助金について、永末委員の

質疑を許します。 

○永末委員 

 それでは９２ページ、総務管理費、地域振興費、協働のまちづくり応援補助金、１９７万円

について質問させていただきます。この補助金の内容については、飯塚市のホームページにも

載っておりました。内容を読み上げますと、「市民活動団体及び地域活動団体が実施する不特

定かつ多数のものの利益となる先駆的なまちづくり事業に要する経費について、市民活動の活

性化及び市民自身の手による地域に密着した公共サービスの充実を図ることを目的として、協

働のまちづくりを応援する補助金となります」というふうに記載がありました。こちらを審議

させていただくに当たりまして、資料の要求もさせていただいています。ページでいうと

２６ページになります。資料を見させていただきますと、御覧のとおり、いろんな団体の方が

いらっしゃいます。実行委員会でありますとか、ＮＰＯさんでありますとか、まちづくり協議

会でありますとか、いろいろな団体のほうでの活用があっておるようなんですが、そもそも対

象となる団体、この補助金の対象となる団体について要件などありましたら、説明をお願いし

ます。 

○まちづくり推進課長 

 対象となる団体は、規約または会則を定めており、かつ活動が継続的に行われる団体。飯塚

市内に活動拠点を有し、主たる活動区域が市内にある団体。原則として５人以上で構成されて

いる団体。団体の意思を代表する者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体の要件

を満たした市民活動団体及び地域活動団体となります。 

○永末委員 

 今答弁のほうで市民活動団体及び地域活動団体というふうにおっしゃられたかと思うんです

けど、その２つというのはどん、どういった形で区分されているんでしょうか。 

○まちづくり推進課長 

 市民活動団体とは、ＮＰＯ、ボランティア団体、その他の市民の自主的な活動により、公益

の増進に寄与することを目的とした団体で、営利を目的としない団体。地域活動団体とは、自

治会、まちづくり協議会、その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に

助け合うことを目的とした団体となります。 

○永末委員 

 それでは、対象となる事業及び補助率について説明をお願いします。 

○まちづくり推進課長 

 対象事業として３つの区分を行っています。補助率４分の３、上限２０万円の市民活動団体

が実施するテーマ事業。補助率４分の３、上限２０万円の地域活動団体が実施するコミュニテ

ィ事業。補助率４分の３、上限３０万円の対象団体が協働して実施するコラボ事業となります。

また、同一団体につき同一年度１回限り、継続して実施する事業は、３年間まで連続して申請



１４ 

できるものとします。 

○永末委員 

 こういった補助金というのは、やはり、まず申請ですので、何かやりたい事業があって、初

めて申請をされると思いますので、まずもってこういった事業をしたいんだという主体的な、

能動的な意思がそこにあるかと思います。ですので、こういった協働のまちづくり、市の活性

化といいますか、そういったものを目指すに当たり、非常に有意義な補助金ではないかという

ふうには思っております。そこで令和３年度につきましては、事業の内容等で実績は分かるん

ですが、過去この補助金について、どういった応募内容とか、申請件数とか、どういった形で

推移してきたのか、答弁いただけますか。 

○まちづくり推進課長 

 令和２年度より事業を開始しております。令和２年度は応募が６件、採択が５件、完了３件、

取下げが２件あっております。令和３年度につきましては、こちらの資料のとおり応募９件で、

採択９件、完了９件、令和４年度は応募１１件、採択１１件、現時点ではこの状況でございま

す。 

○永末委員 

 最後、要望で終わります。先ほども申し上げましたけど、こういった補助金は地域の活動を

後押しするいい制度だと思います。実際に資料のほうで採択事業の内容を見ましても、非常に

魅力的な、いろいろと考えられて組立てられている事業ではなかろうかと思います。やはり、

こういった事業を、しっかり後押ししていって、まだまだ周知等も足りていないと思いますの

で、しっかりとその部分を周知していただいて、こういった補助金がありますので、ぜひやり

ませんかというふうに周知されることで、やっぱりもっとこう、市との一体感といいますか、

協働の飯塚市というのが形になっていくと思いますので、ぜひこの補助金につきましては、今

後は拡充、また要件の緩和といいますか、そういった部分を含めて、しっかりと検討していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、９４ページ、人権推進費、人権推進事業について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 ９４ページ、総務管理費、人権推進費、人権推進対策事業について、１６１０万８４７０円

が部落差別解消推進団体補助金として挙げられています。この団体補助金の対象となる団体認

定の基準はどうなっていますか。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市部落差別解消推進団体補助金交付要綱に該当する事業をされ、かつ団体として組織さ

れたものを推進団体としております。 

○川上委員 

 それだけですか。 

○人権・同和政策課長 

 失礼しました。要綱に規定している住民の自主的、組織的な教育活動を促進し、住民自ら教

育水準、福祉の向上を図るため、人権・部落差別解消行政と整合性を保ち、部落差別問題の速

やかな解決に資するための費用について、部落差別解消対策の推進に資する団体に対して補助

金を交付するものとしております。 

○川上委員 

 具体的にはどういう団体ですか。 

○人権・同和政策課長 

 令和３年度における該当団体につきましては、部落解放同盟飯塚市協議会、それから全日本

同和会福岡県連合会飯塚支部協議会の２団体となっております。 
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○川上委員 

 それ以外が補助金申請を出して、検討したということが過去にありますか。 

○人権・同和政策課長 

 私が過去を調べました限りでは、そういった団体はございません。 

○川上委員 

 それはどういう事情だと思われますか。 

○人権・同和政策課長 

 該当団体につきましては、行政の部落差別をはじめあらゆる人権に関することを解決するた

めに推進する団体となっております。この団体につきましては、そういった過去において長年

の実績等を踏まえた上で、うちのほうも審査しておりますので、そういった団体が飯塚市にお

いて、この２団体以外にないということで考えております。 

○川上委員 

 こういう制度があるということを、広く周知しているんですか。 

○人権・同和政策課長 

 補助金要綱は載せておりますが、募集に関して広く周知したことはありません。 

○川上委員 

 基本的にはこの２つの団体だけが申請をすることができるという状態に、今はなっているわ

けではないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 今、委員がおっしゃられたとおり、ここ数年だけを見れば、合併後は見れば、この２団体の

みの申請となっております。 

○川上委員 

 こういうのを、片峯市長、特別扱いというんじゃないですかね。そこで追加資料２７ページ

から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 

 資料の２７ページからになります。今回、総務費に関して提出した資料の目次となっており

ます。資料につきましては２８ページからになります。２８ページから３４ページまで及び、

飛びますが４３ページに関しては、部落差別解消推進団体に関して、それから３５ページから

４０ページまでは、各協議会に関して、４１ページ４２ページにつきましては、人権推進事業

に関する資料となっております。人権推進費全体の総括的なものが、４１ページと４２ページ

になっておりますので、この分につきまして補足説明を行います。 

まず、４１ページになります。歳入になります。左から使用料及び手数料については、立岩、

穂波、筑穂の人権啓発センターの貸し館による収入、九州電力、ＮＴＴ柱などの占用による収

入、県支出金については、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

する補助金、人権啓発センター改修に対する人権啓発の経費に対する分の県費補助金となって

おります。諸収入につきましては、専修学校や結婚支度金の個人貸付けの返還金、専修学校分

は次の年、つまり令和４年度に償還金として県に支出することになっております。 

次に、４２ページをお願いいたします。歳出の項目になります。まず役務費についてはデイ

サービス事業に関わる講師派遣、調理員派遣など、委託料につきましては、設備保守、樹木剪

定等などの委託料になります。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

のバスの借り上げなどです。工事請負費につきましては、穂波人権啓発センターのトイレ改修

費、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、それから償還金利子及び割引料につきましては、前年度に

預かりました、先ほどご説明申し上げました専修学校等の返還分となっております。 

○川上委員 
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 部落解放同盟について追加資料の３２ページに、２０２１年度の部落解放同盟飯塚市協議会

決算書が出ておりますけれども、飯塚市補助金が３番であるでしょう。予算額が２００２万

８千円になっていますよね。それで、その上に２番があって会費がありますね、３６５万

４００円。この団体は、会員は何人ですか。 

○人権・同和政策課長 

 会員につきましては、飯塚市のほうで正確な数字は把握しておりません。申し訳ありません。 

○川上委員 

 執行役員は何人ですか。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市協の規約を見ますと、委員長、副委員長、書記長、財務委員長が４役ということにな

っております。 

○川上委員 

 執行委員会のメンバーはもっと多いでしょう。分かりますか、何人か。 

○人権・同和政策課長 

 執行委員会に出席している人数で言いますと、現在５人です。 

○川上委員 

 執行委員会が５人ということなんですけど、市教委員会というのは何ですか。 

○人権・同和政策課長 

 申し訳ありません。その分につきましては、私のほうでは把握をしておりません。 

○川上委員 

 部落解放同盟が補助金をもらうのに、こういう活動をしておりますという資料を、あなた方

に提出している。その中に書いてあることですよ。 

○人権・同和政策課長 

 会議の中に書いてあります項目が確かにございます。ただそのメンバーにつきましては、私

のほうではどなたがそういう会議に出席しているというのは把握しておりません。 

○川上委員 

 人数を聞いたんですよ。 

○人権・同和政策課長 

 大変失礼しました。１７名でございます。 

○川上委員 

 これらの執行委員５名、市教委員１７名というのは、増減はどうですか、最近の。 

○人権・同和政策課長 

 執行委員につきましては、増減は昨年度からございません。それから市教委員につきまして

も増減はございません。 

○川上委員 

 この中で、補助金を財源にして人件費をもらっている方、どういう役職の方ですか。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市が出している補助金で人件費を賄われている方につきましては、書記長、それから財

務委員長が、常勤ということで給料制になっております。それから、委員長につきましては非

常勤ということで、１日出てきたら幾らというような形になっております。 

○川上委員 

 １日幾らになるんですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：３３ 
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再 開 １１：３４ 

 委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

大変失礼いたしました。先ほど、私、委員長につきましては日額と言いましたが、いわゆる

行動費、それは費用弁償で、会議等に出席した場合と私が勘違いしておりました。訂正いたし

ます。それでもう一度答弁をやり直しますが、常勤として書記長、財務部長、それから委員長

は行動費、月額２万円ということになっております。金額につきましては、書記長が月額

２３万円、それから財務部長が２１万円、委員長の行動費は月２万円となっております。 

○川上委員 

 今の給料のうち、市民の税金で手当てされている分は、何割ぐらいですか。 

○人権・同和政策課長 

 比率としては１００％となっております。 

○川上委員 

 それはその３人だけですか。 

○人権・同和政策課長 

 行動費、給与費につきましては、この３人の分となっております。 

○川上委員 

 同じく、そのページの３番に飯塚市補助金がありますけど、予算額が２００２万８千円で、

決算額が１３５６万４７０円ということで、本市の決算額とこの額は符合するんですけど、こ

の差額はどういうことになるんですか。 

○人権・同和政策課長 

 当初予算においては、この予算額の約２千万円ということになっておりますが、決算額で約

６４０万円ほど減額になっている理由としましては、いわゆる、旅費、研修費、講演会等、全

国集会などに出席する分の費用につきまして、コロナ禍において出席できていない部分につき

まして、市のほうから返還を求めて、返還をしていただいた分になります。 

○川上委員 

 研修費も税金なんですか。研修費は何割ぐらい税金で対応するんですか。 

○人権・同和政策課長 

 補助金の中で申しますと、旅費等につきましても１００％飯塚市の補助金になっております。 

○川上委員 

 決算年度は、研修はしていますか、していませんか。 

○人権・同和政策課長 

 令和３年度においては、やっております。 

○川上委員 

 内容を伺います。 

○人権・同和政策課長 

 令和３年度の研修の内訳としましては、オンラインが３回、録画配信になっております。そ

れから、京都に水平社創立１００周年記念行事というか、記念の１００周年として、３名の方

が参加しております。 

○川上委員 

 同和会のほうの補助金のうち、人件費はどれぐらいありますか。 

○人権・同和政策課長 

 同和会のほうにつきましては、３４ページに協議会の決算書をつけております。この中にお

きまして、行動費ということで、役員専従行動費が７２万８千円となっております。 

○川上委員 



１８ 

 これは何人分なんですかね。５人分ですか。 

○人権・同和政策課長 

 こちらにつきましては、支部長、副支部長、それから執行委員など合わせますと１２名にな

っております。 

○川上委員 

 部落解放同盟のほうには人件費、税金１００％で対応して、同和会のほうには、その人件費

はないわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 この行動費が、いわゆる人件費に当たるものと考えております。 

○川上委員 

 この行動費は人件費なんですか。 

○人権・同和政策課長 

 いわゆるお給料的なもので言いますと、この中にはございません。 

○川上委員 

 全日本同和会のほうはですね、市補助金２５４万８千円の予算額で、決算同額となっていま

すよね。差はないということなんですけど、これは、普通なんですかね。 

○人権・同和政策課長 

 令和３年度におきましては、同じく資料の３４ページになりますが、左のほうに４月から

３月までの事業報告、これは全て全日本同和会のほうは参加されておりますので、差額分はな

かったというふうになっています。 

○川上委員 

 部落解放同盟に戻ります。２８、２９ページに、飯塚市協議会の規約というのがあるんです

よ。これで、２９ページ、第７章、規律がありますね。第２９条、これに違反する行為があっ

た場合は、補助団体として、適当かどうかということが問われるのではないかと思うんですけ

ど、この辺はどういうふうに、補助金の申請時に影響しますか。 

○人権・同和政策課長 

 今おっしゃられた第２９条につきましては、役員の資質等を問われている条項だと思われま

す。飯塚市の補助金を使った部分で不正行為等がございましたら、人権・同和政策課において

検討はいたしますが、この部分で不正行為、第２９条で書かれていることがあった場合につい

ては、内容にもよりますが、今のところ影響はないというふうに考えております。 

○川上委員 

 これは一般会員規約だから、一般会員にあれするんだけど、先ほど聞いたように、市の補助

金が１００％財源となって活動している方が、この第２９条に該当するということになった場

合は、市としてはどういうことになるんですか。 

○人権・同和政策課長 

 飯塚市の部落差別をはじめ、あらゆる人権に関する業務について、補完をされている団体と

いうことで考えると、そのことについて不正行為があった場合は、飯塚市としては何らかの指

摘をするかとは思いますが、個人的背景の部分で、こういった２９条に該当する場合につきま

しては、それは、飯塚市においては検討はしないというふうに考えます。 

○川上委員 

 飯塚市が１００％税金で人件費を出している人が、この内部規約にも関わるかもしれないけ

ども、社会的に批判されるような行為があった場合は、飯塚市としてどうします。その補助金

を出している立場で。 

○人権・同和政策課長 

 給料を支出されている方が、そういった行為において役職停止もしくは除名等になった場合
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につきましては、その方に対する補助金というのは出せないというふうに考えます。 

○川上委員 

 ちょっと最後が聞こえにくかったので、もう一度、最後のところをお願いします。その方に

対する補助金は、ちょっと聞こえにくかった。 

○人権・同和政策課長 

 その方に給料を支出するということは、飯塚市としては認められないというふうに考えます。 

○川上委員 

 しかし、日本国憲法は結社の自由を認めていますよね。ですから、その結社の中で、何かあ

れば、第２９条で対応するということなんだけど、それでもその団体が給料出すと言えば出せ

るんではないんですか。飯塚市がそれを止められないでしょう。止められるんですか。 

○人権・同和政策課長 

 前段で申しましたように、その方が、その団体が除名なり、処分を下した場合、それが飯塚

市のほうに伝われば、除名されておりますので、団体から外れている方ということで、人件費

を支出することは認めないという意味です。 

○川上委員 

 それは当たり前でしょう。だからもう、その団体で役職にないし、仕事しないんだから、給

料を出さないのであって、飯塚市が出すとか出さないということではないでしょう。結社の自

由に基づく行為でしょう、それは。そこのところ混同があるのではないんですか。 

○人権・同和政策課長 

 第２９条の該当者ということで、私考えておりますので、団体の内部の事情に関することに

なりますので、その報告によって飯塚市で判断したいというふうに考えます。 

○川上委員 

 私が聞いたのは、さっき聞いたのは、この団体内部で２９条に該当するかどうかというのは、

団体が決めるわけですから、それとは別に、社会的に批判を浴びるような行為をした場合にお

いて、その人の人件費の１００％が市の補助金だったと。つまり市民の税金だったというよう

なことが起こった場合、仮に、市としてどういう対応をとるのかなと。そういうルールはある

んですか。 

○人権・同和政策課長 

 そのことにつきましては、そういった社会的批判を受けるような行為をされたという報告が

飯塚市のほうに、人権・同和政策課のほうに報告をされれば、その時点で検討をしたいという

ふうに考えます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：４７ 

再 開 １１：４９ 

委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 おっしゃられている事案が、過去にまだ、私が人権・同和政策課長、それから合併後におい

て、そのような社会的批判を浴びて、なおかつ継続して勤務をされているということがござい

ませんので、ちょっと想定ができないんですが、例えば刑事事件等で処分が下されるまでの間

とか、処分が下された後でも勤務を続けているということであれば、そのことについては飯塚

市のほうから指摘することになろうかと思います。ただ、補助金の交付要綱の中には、いわゆ

る飯塚市が交付するときに条件を付しております。この条件に違反したときには、補助金の決

定を取り消すというふうなくだりはございますが、今おっしゃられたように、社会的批判を受

け、継続して補助金を出すかということになれば、それは内容にもよりますので、そのときに
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判断するし、今後、検討することになるかと思います。 

○川上委員 

 これは結社の自由の問題がありますからね。その団体に補助金を出します。その補助金の内

訳の中に、常勤者、そこで団体に雇用されて働いている人たちの給料は、市民の税金で

１００％手当てしますというふうに今なっているわけですよね。そういう場合に、何か不祥事

を起こした場合に、どうするのかという規定が、今はないということをおっしゃっているわけ

ですね。 

○人権・同和政策課長 

 団体に対する補助金交付要綱の中には、そういったことは記載されておりません。 

○川上委員 

 仮に、仮にですよ、飯塚市職員の中で不祥事があった場合は、ハラスメントとかあった場合

は、どこの所管になるか分からないけど、総務部長なのかな、責任者となって、いろいろ、ハ

ラスメントの問題のやるんでしょう。しかし、同じように１００％市民の税金で、どうぞ活動

してくださいということでやっている補助金団体で起こったとき、市で調査できますか。 

○人権・同和政策課長 

 そのことにつきましては、調査というか、そうですね、今おっしゃられているようなことが、

もし人権・同和政策課のほうに聞こえてくるようであれば、団体のほうに事情をお聞きするこ

とはあります。 

○川上委員 

 何の権限で。 

○人権・同和政策課長 

 部落差別をはじめとして人権に関する事務の補完をやってある団体である以上は、人権を侵

害するような事案等、それから反社会的な行為があった場合については、補助金を出している

飯塚市としては事情を聞くということになろうかと思います。 

○川上委員 

 だから何の権限で聞くのかと。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５３ 

再 開 １１：５５ 

委員会を再開いたします。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、補助金交付要綱の中で、決定の取消し及び減額という第１８条の項目あります。

その中に、決定の内容またはこれに付した条件に違反したときは補助金の決定を取消し、また

は補助金の減額をすることができるという項目があります。この決定を取り消すため、それか

ら補助金を減額するためには、この条項に沿って、これをもとに団体のほうに調査に入るとい

うことになろうかと思います。 

○川上委員 

 団体に調査に入る。団体が受け入れますか。 

○人権・同和政策課長 

 補助金を受け取っている団体なので、うちからのこういったいわゆる報告に基づいた調査と

いいましょうか、聞き取り調査について受け入れるはずです。 

○川上委員 

 その確信はどこから出てくるわけですか。 

○人権・同和政策課長 
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 申し訳ありません。仮定の話の延長線上で私は答えておりますので、それが確証と言われる

と、団体側に確認をとったわけではございませんので、１００％受け入れるというふうには言

えないと思います。 

○川上委員 

 言えないでしょう。だから、その補助金要綱は不備があるということが今明らかになったん

ではないですか。今これに基づいて、調査に入ると言われた。受け入れるはずですと言われた。

受け入れないかもしれないと言われましたね。結社の自由だから、結社に関わることであれば

内部で調査するでしょう。そして内部で調査して、調査結果をあなた方に報告するんではない

ですか。補助金団体とか、補助金くれているところとか、いろんなところに。だから内部で調

査をして報告をするということではないんですか。そこのところは補助金要綱の、さっき言わ

れたところからは、具体的になっていないんでしょう。 

○人権・同和政策課長 

 補助金を交付した後の使用目的、それから使用に関することについて、ここには明確に書い

ておりますが、委員言われるように、いわゆる社会的問題が起こったときについて、明確に規

定がここに文言としてあるかと言われれば、ございません。 

○川上委員 

 しかも、その結社の自由で、行動している団体の自らの調査によってしかるべきところへ報

告するということが、あるいは対外的に市民に報告するということはあるかもしれないけど、

そういうとき、前提は、市民の税金で人件費を出されているということが前提ですから、指導

部なんですよ、指導部でそういったことが起こったときに、団体をどう責任を取るかというこ

ともあるけど、市役所はどうするんですかと。なぜこういう問題が生じるかというと、ほかに

はその団体の常駐している職員の給料を１００％飯塚市が税金でカバーしているという例が、

ほかにないからなんです。ありますか。 

○人権・同和政策課長 

 申し訳ありません。ほかの団体の補助金の在り方については、私のほうでは把握しておりま

せん。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５９ 

再 開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。 

○川上委員 

 補助金を出して、団体の、常駐して働く人の給料を全額、市民の税金で賄っていると。そこ

で、社会的に批判を浴びる行為があった場合に補助金要綱に従って、調査をすると言われまし

たけど、そういうことができるんですかということを聞いたんですよ。それに対しては答弁が

今まだないまんまではなかったかと思います。どうでしょうか。 

○人権・同和政策課長 

 補助金要綱の中では、はっきり文言として、こういった場合は調査をするというような文言

は入っておりませんので、その事案が生じたときに、検討してまいりたいというふうに考えま

す。 

○川上委員 

 そういう状況の下で多額の補助金を出し続けているということですよね。これについては、

本市スタート以来、累計で幾らぐらいになっていますか、補助金の総額は。 

○人権・同和政策課長 

 こちらの分、推進団体２団体、合計で言いますと、平成１８年合併当初から令和３年度決算
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までで、約５億円になっております。 

○川上委員 

 そのうち、先ほど行動費も人件費と言われましたけど、そのように人の手に渡るお金という

意味合いから言えば、この５億円のうち何割ぐらいがそういうことに該当すると思われますか。 

○人権・同和政策課長 

 この分につきましては、いわゆる報酬・報償を含めて人の手に渡るものということであれば、

同団体とも約６０％と推測されますので、５億円の６０％ですから、約３億円になろうかと思

います。 

○川上委員 

 正確にすれば、そのくらいではないと思います。そこで令和３年１２月６日、監査委員が局

長指摘事項を出していますね。補助金の補助対象経費についてということなんですけど、指摘

事項をお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 平成２４年度、それから２６年度にもありました、補助金交付要綱が未整備であること。補

助対象事業、補助対象経費等について、要綱の整備を図ってくださいという指摘を受けており

ます。 

○川上委員 

 今回の内容は。 

○人権・同和政策課長 

 令和３年度に定期監査が実施されております。その中の指摘事項という中で、備品の管理に

ついてを含め、４項目指摘を受けております。これは局長指摘事項となっております。まず工

事請負費の執行について、それから主任技術者届の提出について、各人権啓発センター事業の

現金取扱いについて、それから最後ですが、市有財産使用許可書についての５項目について指

摘を受けております。 

○川上委員 

 それは後で。令和３年１２月６日付の財政援助団体監査の結果に対する措置について、市長

から通知を受けたので公表するというものがあるでしょう。補助金に関わるものですよ。 

○人権・同和政策課長 

 財政援助団体の監査に対する検討改善事項ということで、こちらも局長指摘事項となってお

ります。こちらにつきましては、告示されている部分をちょっと読ませていただきます。「飯

塚市部落差別解消推進団体補助金交付要綱第３条には、補助の対象となる経費は、次に掲げる

活動及び事業に関する経費並びに団体の運営に関する経費であって、別表に掲げる経費とする

と規定されている。部落解放同盟福岡県連合会の会費については、補助対象外として処理して

いるが、会費の振込手数料に対して補助金を交付していた。また、他の負担金についても、補

助対象経費として認められていないため、その振込手数料は補助対象外であると思料する。今

後は、補助金交付の際に十分に審査をこと。」という指摘になっています。 

○川上委員 

 監査いますかね、間違いないですか。 

○監査事務局長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 下から５行目の、他の負担金についてもという、この他の負担金はどういったことですか。 

○監査事務局長 

 こちらは経費の中で、上部団体の会費に類する経費等が補助対象外となっておりますので、

こちらのことを申しております。 
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○川上委員 

 具体的には。 

○監査事務局長 

 こちらの団体の上部団体で、県のほうの団体がございますので、そちらに対する負担金が、

補助対象外となっております。 

○川上委員 

 これに対する措置の状況をお尋ねします。 

○人権・同和政策課長 

 こちらも措置状況について読ませていただきます。「ご指摘のありました補助対象外として

いる部落解放同盟福岡県連合会の会費及びその他の補助対象外の負担金に伴う振込手数料に対

して、補助金を交付していたことに関しまして、今後、補助金申請及び実績報告時には、補助

金交付要綱の別表と照合するなど、確認手順を整理して、適切な審査を行い、当該団体への指

導を行ってまいります。また、措置の状況につきましては、当該団体の自主財源より一旦、令

和３年度の補助金に返還して、令和３年度決算における精算を行う際、市に返還するよう併せ

て、当該団体に指導をいたしました。」 

○川上委員 

 どうしてこういうことが起こったんでしょうか。 

○人権・同和政策課長 

 この事務を執っているのが解放同盟の事務の方ですから、その方の人的ミスというふうに考

えております。 

○川上委員 

 この違反行為は初めてですか。 

○人権・同和政策課長 

 私が知る限りでは初めてです。 

○川上委員 

 あなたはいつからですか、今の職は。 

○人権・同和政策課長 

 失礼しました。監査指摘事項として、合併後、この事案は初めてでございます。 

○川上委員 

 これは補助対象外ということで、明確になっているものを送金したってことなんでしょう。

送金手数料もこれ補助対象外ですよね。どうしてこういうことが起こるんですかね。 

○人権・同和政策課長 

 上部団体、いわゆる県連のほうに対する負担金については会費で賄われておりました。その

負担金を振り込む際に、銀行の振込手数料について補助金を使っていたということになってお

ります。このことにつきましては、ほかのいわゆる振り込み、消耗品などを物品等を買った際

に、同時に振り込んだときに、誤って補助金のほうから支出してしまったというふうに考えて

おります。 

○川上委員 

 あんまり深く補助金要綱とか、考えてないんじゃないんですか。それから報告にもありまし

たけど、人権啓発センター、資料４１ページから４３ページをもらっていますけど、これにつ

いて、令和４年６月１３日、監査委員が公表した内容があります。局長指摘事項がありますね。

ちょっと説明してください。これ監査事務局のほうからお願いしていいですか。 

○監査事務局長 

 説明いたします。令和３年度の定期監査において、人権・同和政策課への検討改善事項とし

まして、市民協働部全体への指摘１件を含みまして、５件の局長指摘事項がございます。１件
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目が全体への指摘として、備品管理について。これは備品の廃棄漏れや備品シールの貼付がな

いことを指摘としております。２件目、工事請負費の執行について。こちらは、穂波人権啓発

センターのトイレ改修工事において、３者から提出日の未記入の見積書を徴取し、後日、担当

者が、誤った提出日をゴム印で押していたことから、契約締結伺の決裁前に、業者の建設業退

職金共済掛金の納付が行われるなど、整合性がとれない状況となっておりました。これが２件

目でございます。３件目が、主任技術者届の提出について。これは、消防設備の保守点検業務

委託について、仕様書に有資格者に点検させることとしていたものですが、主任技術者届等を

提出させていなかったものです。４件目が、各人権啓発センター事業の現金取扱いについて。

各人権啓発センターでは、参加者から個人負担金を徴取し、デイサービス及び生花教室等を実

施しておりました。この負担金の収納につきましては、人権・同和政策課が行う現金取扱い事

項として、市の会計規則に記載がされておりませんでした。またこの納入について、相手方に

対して領収書の発行が行われていなかったものを指摘したものです。５件目が、市有財産の使

用許可書についてです。こちらは、許可書に明記するべき、不服申立て等の享受の内容につい

て誤りがございました。正しくは３か月以内とすべきところを、６０日以内としていたもので

す。こちらのほうを指摘しております。 

○川上委員 

 そのうち、穂波人権啓発センタートイレ改修工事についてですけども、担当課のほうは、何

が問題だと思っていますか。 

○人権・同和政策課長 

 この指摘事項につきましては、最終的に課長である私が書類を審査し、決裁を下ろしており

ます。その際に、緊張感を持って事務に当たっていなかった、気の緩みがあったというふうに

考えております。常日頃から市民の税金を使った工事等になりますので、その辺をきちんと考

え直すべきだということで、今回考えております。 

○川上委員 

 その辺の気の緩みはどこから生じるんでしょうか。 

○人権・同和政策課長 

 日頃の日々の業務の中で繰り返しルーチン業務といえば、それまでなんですが、その辺で慣

れた業務をこなしていく中で、気の緩みが出たと考えております。 

○川上委員 

 そういうことを言っていたら、真実に接近できないわけですよ。ここで検討改善事項の８行

目の「しかしながら」から１文、ちょっと読んでみてくれませんか。 

○人権・同和政策課長 

 「しかしながら、穂波人権啓発センタートイレ改修工事においては、３者から見積書を徴取

した後、契約締結伺の決裁を受ける前に、業者への決定の連絡を行い、その数日後見積書の提

出日をゴム印で押し、契約締結伺の決裁を受けて、一連の事務処理を行っていた。」 

○川上委員 

 括弧の中は読まないようにしているわけですか。 

○人権・同和政策課長 

 すみません、文章としてつながっておりましたので読んでおりませんでした。もう一度最初

から読ませていただきます。「しかしながら、穂波人権啓発センタートイレ改修工事において

は、３者から見積書（提出日未記入）を徴取した後、契約締結伺の決裁を受ける前に、業者へ

決定の連絡を行い、その数日後、見積書の提出日をゴム印で押し、契約締結伺の決裁を受けて、

一連の事務処理を行っていた。」 

○川上委員 

 決裁前に、お宅ですというふうに言ったわけですね。その業者はどこですか。 
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○人権・同和政策課長 

 すみません、資料を持ってきておりませんので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

○川上委員 

その業者とそれから契約金額も合わせて、後で教えてください。 

委員長、今の答弁保留してもらって、一旦閉じましょうか、私の質問。 

○委員長 

 そうしたら、答弁を保留にして次に進みます。 

次に、９８ページ、諸費、空家対策事業について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 ９８ページ、総務管理費の諸費、空家対策事業費でございます。空き家対策についてお尋ね

いたします。本市の空き家対策につきましては、平成３０年３月に策定されました飯塚市空家

等対策計画に基づいて行われているとものと理解しておりますが、具体的にどのような取組を

行っているのかお尋ねいたします。 

○建設政策課長 

空き家対策の主な取組としましては、１、空き家の調査、２、空き家の適切な管理の促進、

３、空き家の利活用の促進などを基本として実施しております。内容につきまして、ご説明い

たします。 

まず、空き家の調査につきましては、空き家実態調査で新たに判明した空き家の情報を更新

し、その情報をデータベース化とし、所有者調査の実施などを行っております。 

次に、空き家の適切な管理の促進につきましては、所有者等へ空き家の適切な管理の助言、

指導等の実施、また空き家に関する相談会、セミナー開催及び家の話、「将来、自宅を空き家

にしないため」をテーマとした出前講座などの啓発活動を、各交流センター等で行っておりま

す。また、老朽危険家屋解体撤去補助金等を活用した、老朽危険空き家の除却の推進なども進

めております。 

最後に、空き家の利活用の促進につきましては、空き家情報バンクの制度等による利活用を

進めております。 

○光根委員 

 今３つの基本的な取組をご紹介いただきましたけれども、空き家対策の具体的な取組の中で、

飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金がございます。予算的にはこの補助金がほとんどを占めて

おりますけども、この補助金を活用した老朽危険空き家の解体実績はどのようになっておりま

すか。 

○建設政策課長 

 飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金につきましては、現地調査による老朽危険度評点の合計

が１００点以上の老朽危険家屋を対象として、補助額は、補助対象経費の２分の１以内とし、

５０万円を上限としております。なお、交付額の５０％が国の社会資本整備総合交付金の対象

となっております。直近３か年度に飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金を活用し、解体撤去さ

れた空き家の件数といたしましては、令和元年度は２１件、令和２年度は２０件、令和３年度

は２１件となっております。 

○光根委員 

 それでは次に、空き家実態調査による空き家情報のデータベース化後の推移についてお尋ね

いたします。平成２８年度の実態調査結果等を踏まえ、どのようにしてデータベース化をして

いるのか、お答えお願いします。 

○建設政策課長 

 平成２８年度実施の実態調査結果を基に、１、所在地、建物種類、階数、構造等及び受付番

号の空き家等基本情報を、道路台帳管理システムにて、確認することができるようにしており
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ます。その受付番号を確認することで、老朽度、周辺への影響、維持管理の状況等、現地調査

情報等が見られるようになっております。次に、所有者等特定情報、助言や指導等の履歴、適

切な管理促進に関する情報、その他必要な事項に関して確認できるようにしております。これ

までの履歴等を即時にこのシステムを使うことで確認できるようになっております。 

○光根委員 

 情報共有されているとのことですが、具体的にはどのようにして情報共有は行われているの

か、お尋ねいたします。 

○建設政策課長 

 令和２年度に導入されました道路台帳管理システムに空き家情報を登録し、地図情報の上に、

空き家マークをワンクリックでデータ化した空き家情報が確認できる仕組みを構築しておりま

す。空き家相談窓口として、飯塚市の各４支所、経済建設課においても、受付、現地調査等業

務を担っておりますことから、このシステムにおいて情報共有化を行い、事務の迅速化を図れ

るものと思っております。 

○光根委員 

 平成２８年度の実態調査ということで、もう５年以上経過しているわけですが、その後の

データの更新についてはどのようになっているのかお尋ねいたします。 

○建設政策課長 

 質問委員が言われますように、空き家実態調査を実施しました平成２８年度から５年以上経

過していることで、その後、市民の方々などからも相談がありました新たな情報や、所有者等

に対する対応の履歴などにつきまして、随時、データベースを更新しております。また、飯塚

市内の空き家実態調査後、５年以上経過しておりますことで、本年度、令和４年度は、更新を

行った空き家実態調査データを活用し、市職員による、徒歩による現地調査を実施しておりま

す。対象地区としましては、飯塚市立地適正化計画における居住誘導区域内の１５０５件を対

象に、今現在、調査を実施しております。８月末現在におきまして、５７５件の現地調査が完

了しております。その中で、所有者による建て替えが図られているものが４１件、自主解体さ

れたものが１１３件の確認ができましたことで、調査物件の２６．７％が利活用されているこ

とを確認いたしました。また、その他７７件は、平成２８年度の空き家実態調査時においては、

一時的に空き家であったと思われ、今回の調査で居住されていることが判明し、利活用されて

いる物件と合計しますと２３１件となり、５７５件中４０．１％の空き家の解消となっており

ました。今後も、的確な空き家情報の収集に努めて、空き家適正化の管理に努めてまいりたい

と考えております。 

○光根委員 

 空き家対策に当たっては、大変ご苦労されていることと思います。担当課として現在困難な

ことや、今後特に力を入れておきたいと考えている取組がございましたら、お答えをお願いし

ます。 

○建設政策課長 

 空き家対策に当たり、困難なことといたしましては、まず１番に相続がされておらず、所有

者等の判断に期間、時間を要すること。所有者等が判明した場合であっても、非常に遠縁であ

ったり、相続と家の存在等を御存じじゃない方、遠縁の方等がおられて、対応困難なケースが

見受けられております。そのため、担当課としていたしましては、こういった困難事例が一つ

でも減るように、これまで以上に、相続登記の必要性や、空き家の適正管理、利活用の促進を

進めるためにも、相談会の開催、セミナー及び交流センターでの出前講座など、空き家予防の

啓発活動に力を入れ、新たな空き家を生まない取組を、より一層努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○光根委員 
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 危険家屋になる前の空き家、これをどう利活用をしていくのかとともに、現在、対応できて

いない危険な家屋を早急に対処することが重要だと思います。２０１８年に飯塚市空家等対策

計画が設定されまして５年、今年度が最終年度とお聞きいたしました。来年度から、空き家対

策の新たなステージとなるとお聞きしております。これまでの５年間をしっかりと検証してい

ただき、また、大変難しい所有者の判明とか、法によって制限されることも多いかと思います。

時間を要することも多いと思いますけれども、どうか粘り強く取り組んでいただきまして、安

心安全な飯塚市を構築していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、９８ページ、諸費、ＪＰＭＤタウンプラス導入等について、江口委員の質疑を許しま

す。 

○江口委員 

 ９８ページ、総務管理費、諸費、行政協力員等謝礼金、１億２９９７万８３０２円に、関連

してお聞きいたします。成果説明書の４２ページに、行政協力員等関係として上がっておりま

す。この中で市報等の配付等を含めて郵便局、次年度の中でＪＰＭＤタウンプラスを締結する

というふうな形で記載があっております。まずこのタウンプラスについて、どういったものな

のか、ご案内いただけますか。 

○まちづくり推進課長 

 ＪＰＭＤタウンプラスにつきましては、指定のエリアの全郵便箱に、宛名なしのダイレクト

メールを配達するシステムでございます。 

○江口委員 

 では、先ほど紹介しましたざっと１億３千万円の協力員等報酬なんですが、現在の行政協力

員並びに行政協力補助員については、何名おられて、費用としてはどの程度かかっているのか

ご案内ください。 

○まちづくり推進課長 

 いわゆる自治会長と隣組長ということになりますが、自治会長２７４名でございます。いわ

ゆる行政協力員としてのいわゆる費用につきましては、約７９００万円が自治会長分、隣組長

さんが２８１６名、費用につきましては４９５０万円、合わせて１億２５６０万円でございま

す。 

○江口委員 

 では、このタウンプラスを導入した場合には、費用としてどう変わるのか、お聞かせいただ

けますか。 

○まちづくり推進課長 

 タウンプラスの見積りでございますが、約６万２千世帯で、１回当たり、税込み５５０万円

ぐらいの見積りが出ておりますので、現在、１日と１５日の２回というふうなことで計算しま

すと、月で言いますと１１００万円程度、１２か月で１億３千万円程度の金額になると考えら

れます。 

○江口委員 

 今お話いただいたように、タウンプラスですると、全部配れるのは配れるんだけれど、費用

としても、現状かかっている金額とそう変わらない金額がかかるわけです。他方で、行政協力

員の方々の仕事というのは、市報等の配布だけではありませんよね。そういったことを考える

と、実際にこのタウンプラスの導入の前に検討すべきものがあるのではないかと思っています。

ある自治会では、自治会の加入・未加入にかかわらず、市報等を配付していただいているとこ

ろもございますし、基本、そうやっていただけるように指導していただいていると思っていま

す。また、行政協力員ではない形で、例えば自治会への委託であるとか、もしくは、別な形の、

手を上げる方への委託であるとか、そういった形もあり得るんだと思うんです。タウンプラス
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導入前に、そういった形を検討すべきであると思いますがいかがですか。 

○まちづくり推進課長 

 導入に当たりましては、当然ながら費用面の課題もございますし、先ほど言われた自治会長

さんの仕事というのは、単なる配付というだけではございませんので、その他の課題もあると

思っております。ですから費用面でいけば、行政協力員等謝礼金との調整が必要であると考え

ております。ＪＰＭＤタウンプラスに限らず、その他の手段も考慮しながら、この件につきま

しては、十分な検討が必要ではないかというふうに考えております。 

○江口委員 

 つまりそれの解決なしでは、このタウンプラス導入はなされない。この成果説明書の中では、

次年度、つまり今年度締結するというふうな形で書いてあるわけですが、それについては一旦、

しっかりと検討が必要であるという理解でよろしいですか。 

○まちづくり推進課長 

 はい、そのように考えております。 

○委員長 

 次に、同じく９８ページ、諸費、空き家対策 助言・指導後も改善が図られない空家等への

対応について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 こちらについても、先ほど光根委員のほうから質疑がありましたので減らしまして、成果説

明書の４３ページに、助言指導後も改善が図られない空家対応についてとございます。どうい

った対応を行っているのか、まずお尋ねいたします。 

○建設政策課長 

 空家等対策の推進に関する特別措置法にありますよう、あくまでも、空き家管理の第一責務

は所有者及び相続人でございます。そのため、なかなか改善が図られてない場合におきまして

は、所有者等が県内に在住している場合は、自宅訪問による助言等の実施を行っております。

しかしながら、助言、交渉を重ねても、改善されることなく、放置すれば倒壊等、もしくは、

保安上危険となるおそれのある空き家と判断される場合は、空家等対策の推進に関する特別措

置法に基づき、市が特定空家と認定し、所有者等へ改善等を行うよう指導・勧告・命令の措置

を行っております。また、市内の登録宅建業者一覧表の配布等による空き家の利活用促進や、

補助金活用による解体などの検討を働きかけることはもとより、宅建業者や司法書士等の専門

機関との連携を図りながら、所有者等へ粘り強く交渉を行っている状況でございます。 

○江口委員 

 ただいま答弁のありました特定空家の認定件数、そして指導・勧告及び命令の措置を行った

実績について、ご案内ください。 

○建設政策課長 

 令和３年度におきましては、特定空家の認定や指導など、措置実績はございませんでした。

過去の実績等でお答えさせていただきます。本市の空き家等につきましては、平成２７年度か

ら認定を開始しており、これまでに３６件を特定空家として認定しております。このうち

３５件が、所有者等と折衝を重ねた結果、解体撤去となっております。残り１件につきまして

も、現在所有者が解体に向けて、宅建業者と協議を行っているところでございます。また、空

家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、これまでに指導・勧告・命令まで措置を行った

物件が１件、指導・勧告までの措置を行った物件が１件となっております。 

○江口委員 

 法そして条例の中できちんとした権限ですよね、指導、勧告、そして命令と、あるんだけれ

ど、残念ながら令和３年度についてはそういう実績はないということであります。この特定空

家に関しては、非常に皆さん方心配されているんです。それこそ台風１４号で、皆さん方本当
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に心配されたんだと思う。幸いなことに、被害としては少なかったんだけれど、ここのような

特定空家が壊れる中で、周りの方々へ、そしてまた通っておられる方々等へ迷惑であったりと

か、けがをさせたりすることがあってはならないわけです。持っている権限をしっかりと着実

に実施していただきたい、そのことをお願いしておきます。 

○委員長 

 次に、１０２ページ、衆議院議員選挙費について、光根委員の質疑を許します。 

○光根委員 

 １０２ページ、選挙費、衆議院議員選挙費についてです。運営事業費の中にポスター掲示板

作成委託料約６００万円がございますが、ポスターの掲示場につきまして非常に多く建ってい

るようでございますが、設置枚数など設置基準はどうなっておりますでしょうか。またどのよ

うに委託先の選定方法ですね、選定方法はどうなっておりますでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 現在、ポスター掲示板につきましては、市内３３９か所設置しております。国政選挙及び県

知事選挙のポスター掲示板につきましては、公職選挙法で設置が義務づけられておりまして、

投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び面積に応じて設置数が定められております。なお、市政

選挙については、条例で定めるところにより、ポスターの掲示板を設けることができるとされ

ておりますので、飯塚市においては条例で国政選挙と同様に、ポスター掲示板を設置すること

としております。なお、業者の選定方法、契約方法につきましては、指名競争入札によって、

設置業者を決定しております。 

○光根委員 

 選挙に当たっては、国政選挙におきましては数千万円単位の、多くの経費がかかっているよ

うでございますが、削減に工夫している点、例えば人件費を抑えるため、投票所の削減など行

っていることがございますでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 確かに投票所を削減すれば、経費を抑えることはできると考えておりますけれども、昨今、

高齢化が進みまして、投票所へ行くことに困難を抱える方が増えている状況がある中で、有権

者への投票機会の確保の観点から、投票所を減らすことは難しいと考えております。しかしな

がら選挙経費の抑制でありますとか、投票立会人等の負担軽減のため、選挙の体制の見直しは

必要と考えております。よって期日前投票所や、当日投票所の在り方については、先進自治体

の例も参考とさせていただきながら、調査研究を行ってまいりたいと考えているところでござ

います。 

○光根委員 

 投票率の向上も大変重要だと思います。そこで投票率向上に向け、何か取組は考えておられ

ますか。 

○選挙管理委員会事務局長 

 投票率向上へ向けた取組でございますが、全国の自治体の選挙管理委員会で行われておりま

す、様々な取組について情報収集を行っておるところでございます。その主なものといたしま

しては、商業施設への期日前投票所の設置、期日内投票の投票時間の延長、高齢者や交通弱者

の方など、移動が困難な有権者のための、投票所等への移動支援や移動期日前投票所の設置な

どの取組が行われておりまして、商業施設に期日前投票所を設置している自治体に、直接お話

を聞かせていただくなど、情報を収集しているような状況でございます。 

○光根委員 

 いろいろな先進自治体の取組を研究されているということでございますが、来春に県議選、

また市議選の際に、この投票率に向けて具体的に考えていることはありますか。 

○選挙管理委員会事務局長 
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 先進事例に、投票所入場券に市の選挙管理委員会のホームページに誘導するＱＲコードを表

示し、このＱＲコードから選挙日程や投票所の情報、選挙公報を閲覧し、候補者の経歴や公約

などの情報を得ることができるページにアクセスできるという、選挙時啓発を行っている自治

体がございました。本市におきましても、投票率向上に向けた選挙時啓発の一つの方策として、

導入の検討を進めてまいりたいと考えております。 

○光根委員 

 いろんなことを考えておられると思いますけども、商業施設の期日前投票につきましては、

イオングループさんが当日、期日前も含めて全国１３５か所の当日、期日前投票所を開設され

たとお聞きいたしました。本市でもイオンさんがございますけども、商業施設での投票所の設

置、来年にはイズミさんが来ます。その商業施設の投票所、当日、期日前にかかわらず、それ

と投票所の再編というか、を含めて移動投票所の導入も検討していただきたいと要望して終わ

ります。 

○委員長 

 先ほど保留していました質疑について、用意ができたとのことですので、答弁の説明を求め

ます。 

○人権・同和政策課長 

 大変お時間いただきありがとうございました。先ほどの穂波人権啓発センタートイレ改修工

事を請け負った業者でございますが、有限会社平本設備様で、金額は５８万１９００円になっ

ております。 

○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 ） 

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 １３：４３ 

再 開 １３：５５ 

 委員会を再開いたします。 

次に、第３款、民生費について、１０４ページから１２３ページまでの質疑を許します。 

まず、質疑事項一覧表に記載されています、１０６ページ、社会福祉総務費、自宅待機買物

困難者世帯支援給付費について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 自宅待機買物困難世帯支援給付費についてお聞きいたします。本事業に至るまでの経緯並び

に県の事業、県も同種の事業があるわけですが、県の事業と本市の事業の違いについてご案内

ください。 

○生活支援課長 

 本市でこの事業の実施を検討いたしましたのは、令和３年の年明け頃でございましたが、そ

の頃は、新型コロナウイルス感染症の陽性患者が自宅待機をされる際に、療養期間の途中で食

料が不足し、世帯外からの支援を受けられない方たちの療養期間中の生活維持が困難になって

いることが問題としてあらわれておりました。当時、福岡県では食料支援の事業は実施されて

おらず、本市の自宅療養世帯において、同様の状況が発生した場合の支援を実施する必要があ

ると判断し、令和３年２月より、自宅待機の陽性患者及び同居の世帯員も含め、買物に出るこ

とができない場合、世帯全員を対象として、食料品及び必要な日用品を含む買物を支援する本

事業を開始しております。その後、令和３年度に入りまして、県におきましても、自宅待機の

陽性者のみに対する食料支援を実施されております。本市との事業の実施形態に違いがあり、
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支援の対象を陽性者のみとする県の支援では、生活の維持が困難となった自宅待機世帯への支

援としては不足するため、県の事業では、支援が不足する買物困難世帯への買物支援を本市の

事業が支えているものでございます。 

○江口委員 

 この事業については、予算委員会のときも触れました。そのとき言ったのは、県の事業とダ

ブるんだよねと、ダブるんであれば、基本的に県がやるべきところは県にやっていただいて、

不足する部分を市がやるべきだというお話をさせていただきました。ただ、現実には、困って

おられる方々がおられるので、県が動かないときに、市が動くというのはありだと思うんです。

ただ他方で、そうやったときには、県に応分の費用負担を求めるべきだと考えています。その

点についてはいかがですか。 

○生活支援課長 

 福岡県が実施しておられます支援につきましては、県であらかじめ用意されている食料品等

を陽性者宅へお届けするものでございまして、対象者を陽性患者に限っております。本市の支

援の対象は、県の支援対象より範囲を広げておりますことと、利用申込みの相談の受け付けに

おいて、自宅待機期間の生活維持のために必要な最低限の買物支援であることを丁寧にお伝え

しております。この相談において、県の支援物資で生活維持が可能な方は、本市の支援は必要

ないという方もおられますので、本市の事業は、県の事業で支援が届かない部分の支援となっ

てまいります。つまりは、県の事業とは支援の対象が異なっておりますことから、福岡県への

費用の負担を求めることはいたしておりません。 

○江口委員 

 支援の対象が異なっていると言いますが、市の支援の対象のほうが、県の対象よりも広いっ

てことですよね。となると、該当部分の費用負担を求めるのは問題ないと思いますし、もとも

と市としても厳しい中でやるわけです。そうすると、求めるべきであると考えます。県との協

議はどうなされましたか。 

○生活支援課長 

 これまでに県と協議をしました部分につきましては、本市における本事業の開始に際し、事

前に、福岡県の嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所と協議をいたしまして、本市が陽性者の情報を

持っておりませんことから、保健所が自宅療養者へ電話連絡をされる際に、本市での食料支援

の実施についてもお知らせしていただいております。また、福岡県の陽性患者への支援が始ま

りました際にも、本市の買物支援が、県の支援対象より範囲が広く、本市におけるコロナ感染

の影響で、生活の維持が困難となった世帯への支援として、より有効でありますことから、陽

性患者への連絡対応を実施する保健所と再度協議し、県の食料支援事業の案内とともに、本市

の買物支援につきましても、案内を引き続き実施していただくようにお願いをしております。 

○江口委員 

 改めてお聞きしますが、福岡県の支援と飯塚市の支援では、重複している部分があるのでは

ないですか。 

○生活支援課長 

 本事業の利用相談を受け付ける際には、この事業が、自宅待機期間中の生活を維持するため

に、最低限必要な物資の購入にかかる買物の支援であることを、相談者にお伝えしております。

このため、県の食料支援では、生活の維持に不足する物資の購入についての依頼が本市に入っ

てきているものと考えております。また、第６波、第７波による新規感染者が急増した状況に

おいては、福岡県の食料支援の配送が間に合わず、保健所より本市に連絡があり、対象世帯へ、

フードバンクの支援物資を、お届けするようなこともございました。このように、県の支援だ

けでは到底対応できない状況もございますことから、本市もともに、コロナへの感染の影響で、

生活の維持が困難となられた世帯への支援を実施していくことが重要であると考えております。 
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○江口委員 

 県の対応が届かないので、そこに対して市がきちんと支援をする、それは、必要なことだと

先ほども申しました。大切なことだと思っています。だけど、そのときに、その負担をどうす

るのかという問題は別の問題であります。県が実施すれば、国庫補助があるわけでしょう。そ

うすると、県が実施するべき事業なんだから、県の事業を、市のほうが代行するというな形で、

県の事業としてやっていただく。県の事業として、市が実施する。その分の費用負担をいただ

く。そうすべきであると考えますが、改めて、もう一度聞きますが、いかがですか。 

○生活支援課長 

 県におきましては、陽性者本人のみの食料支援とされておりますが、本市における事業では、

陽性者本人だけではなく、陽性者が出た世帯において、買物が困難となられた場合、その世帯

全員について、個別のニーズに応じた買物を支援することとしており、生活に必要な日用品に

加え、乳幼児や介護用おむつなども買物できるような制度となっておりますので、県の行う事

業では及ばないところまでの支援を行うこととしているところでございます。また、利用申込

みの相談におきましては、自宅待機期間中の生活維持のための最低限の買物支援であることを

丁寧に説明し、当該世帯への支援の必要性を再考していただいております。県の支援で事足り

ている場合は、本市での利用申込みとはなりません。それで、生活の維持に不足する部分が、

本市に申し込まれているものでございます。福岡県では、県内全体を見渡して、実施可能な支

援として、自宅待機の陽性患者への食料支援に取り組まれておりますが、県が支援対象として

おられない対象への支援を、本市が実施しておりますことから、県の支援事業の対象外であり、

県に補助を受けるということにはならないものと考えております。 

○江口委員 

 さっきから言いますけれど、県の事業は、陽性者に対する食料支援なんだと。ですよね。飯

塚市の支援はそれから広いわけでしょう。その飯塚市の支援を受けられる方々は、要請者の食

料支援はないんですか。当然のことながら、そこも含めて支援を求めているんだと思うんです

よ。で、それ入っていませんよねって確認とかしないですよね。当然ながら。であるならば、

もともと言われるように、飯塚市がやっている陽性者のみではなくて、周りを含めたところの

生活に必要な者への支援ということのほうが正解なわけです。そしたら、それを県にきちんと

これをやってよと。最低でも費用として、きちんと県の事業としてやってよ、実施に関しては

市町村に下ろしてもらっていいからというふうにすべきであると思います。今後も引き続きこ

の事業を行うのであれば、そのような形で県と協議すべき、最低でも、現状の分の費用負担だ

けでも求めるべきであると考えますが、いかがですか。 

○生活支援課長 

 コロナの感染により、生活維持が困難となった世帯への支援につきましては、県が実施され

る支援事業のみでは不足が生じており、支援を必要とされる市民への市民の生活の維持に、本

市の支援も欠くことができないものと考えております。また、本市以外にも、国の補助対象外

の自治体で、自宅療養者の支援を実施している自治体も、福岡県内のみならず、全国に多く存

在します。そのような中、国の補助を受けられるのが、保健所を所管する自治体に限られてい

ることにも疑問がございます。今後の福祉事務所長会等の機会に、国に補助対象の拡充につい

て要望することも検討してまいりたいと考えております。 

○江口委員 

 要望することも検討してまいりたいというお話ですが、検討してまいりたいというレベルは

もう既に過ぎているんだと思うんです。福祉事務所長会ではなく、それこそ全国市長会とかの

中で、これ制度としてきちんとやってよというのを要望していただきたいと述べて、この質問

は終わります。 

○委員長 
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 次に、１０７ページ、社会福祉総務費、生活困窮者自立相談支援事業について、江口委員の

質疑を許します。 

○江口委員 

 生活困窮者自立相談支援事業についてです。決算の成果説明書の成果指標に、自立に向けて

改善が見られた者の割合とありますが、具体的にはどのようなものを指すのかご案内ください。 

○生活支援課長 

 これにつきましては、相談者のうち、支援プランを作成して、支援期間が終了した方のうち、

当面の課題が解決できた方の割合としておりまして、就労の開始や債務の整理、家計の改善、

障がいサービスの利用回避など、相談室での支援を通じて、何らかの状況改善が見られた方の

割合となっております。 

○江口委員 

 この自立に向けて改善が見られた者の割合は、前年度実績が９３．３％となっているんです

けれど、本年度、つまり令和２年度の実績では８０％になっています。実績が下がっている要

因についてご案内ください。 

○生活支援課長 

 コロナ禍に置いて、相談者が求める支援の在り方が変化していると分析しております。決算

成果説明書の成果と課題にも記載しておりますが、相談者は、一時的な貸付金や給付金の申請

補助を求める方が多く、継続した支援を望まない方が多くなっております。支援途中でも、支

援の終了を希望される方が増えており、結果として、生活困窮状態からの脱却にはつながって

いないままとなるケースがあります。今後も、相談者の希望する課題解決に近づけるよう、根

気強く指導していきたいと考えております。 

○委員長 

 次に、１０８ページ、高齢者福祉費、高齢者福祉事業費について、光根委員の質疑を許しま

す。 

○光根委員 

 １０８ページ、社会福祉費、高齢者福祉、高齢者福祉事業費の認知症高齢者等個人賠償責任

保険事業についてお聞きいたします。まず、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業はどのよう

な事業なのか、改めてお聞かせください。 

○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７月１日から開始した事業でございます

が、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、１、認知症高齢者と徘徊Ｓ

ＯＳネットワーク事業に登録していること。２、在宅であること。３、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、保険料を全額市の負担により、認知症高齢者等個人賠償責任保険に加入していただ

いている制度でございます。 

○光根委員 

 それでは、この事業の加入者数などの推移についてお聞かせください。 

○高齢介護課長 

 本事業の加入者数につきましては、令和２年７月の事業開始前から実施しておりました認知

症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業の登録者に対する加入促進の案内や、市報等による周

知を行ったこともあり、加入者数の累計は、令和２年度末７１名、令和３年度末９７名、令和

４年度８月末１０５名となっております。施設入所や死亡などによる廃止者数が４１名います

ので、現在の加入者数は６４名となっております。保険料１人当たりの年額は、１９８０円で、
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事業開始から現在まで、保険金の支払いが発生した実績はございません。 

○光根委員 

 この個人賠償責任保険事業と徘徊ＳＯＳネットワーク事業、これがペアになってというか、

対になって運営されていると思いますけども、この認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事

業について、その現状はどうなっておりますか。 

○高齢介護課長 

 認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業の登録者の累計は、令和２年度末２０６人、令

和３年度末２３０人、令和４年度８月末２３９名となっております。施設入所や、死亡等によ

る廃止者数が１５７名いらっしゃいますので、現在の登録者数は８２名となっております。 

○光根委員 

 これまでの成果と、今後の課題について、お聞かせください。 

○高齢介護課長 

 成果につきましては、この事業の実施によりまして、認知症になっても、住み慣れた地域で

住み続けるに当たって、認知症の方やその家族の安心につながっており、相乗効果といたしま

して、徘徊ＳＯＳネットワーク事業の登録者増にもつながっているところでございます。また、

高齢化が急速に進む中で、在宅で生活を続ける認知症高齢者は増加しておりますことから、本

事業の新規加入者数を増やすための周知方法が、今後の課題と考えております。 

○光根委員 

 以前から、度々、一般質問等で認知症の関係の質問をさせていただきましたけれども、この

認知症高齢者等個人賠償責任保険の事業が、もう丸２年になりました。順調に進捗しているこ

とが分かりました。今後も引き続き、周知徹底というか、アウトリーチ型がいいんじゃないか

なと思いますけども、周知の検討をしていただいて、また認知症施策の全体の推進、さらなる

推進をお願いいたします。 

○委員長 

 次に、１０９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、永末委員の質

疑を許します。 

○永末委員 

 それでは、決算書１０９ページ、社会福祉費、高齢者福祉費のシルバー人材センター補助金

についてお尋ねします。飯塚市では、高齢者雇用の推進を目的として、事業の充実を図るため、

シルバー人材センターに補助金の交付を行っておりますが、補助対象事業の内容とその算定基

準についてご答弁お願いします。 

○高齢介護課長 

 シルバー人材センターに対する補助金は、シルバー人材センター交付要綱に基づき、交付い

たしております。シルバー人材センターに対しては、３つの補助金を交付しておりまして、シ

ルバー人材センター補助金８８０万円、シルバーサポート事業費補助金１４０万円、地域活性

化環境事業費補助金１５０万円、以上３つの補助金で合計１１７０万円の補助金を交付いたし

ております。シルバー人材センター補助金につきましては、シルバー人材センターの運営に関

する補助となっておりまして、交付対象経費としては、職員給与等の人件費、光熱水費等の施

設管理費、備品や車両関係費等の事業費などが対象となっております。シルバーサポート事業

費補助金につきましては、高齢者や子育て支援の事業等に対する補助となっておりまして、交

付対象経費としましては、謝礼金等や賃借料、印刷製本費や通信運搬費等の事業費などが対象

となっております。地域活性化環境事業費補助金につきましては、商店街の活性化を図るため

の、シルバーショップや門松づくり事業等に対する補助となっておりまして、謝礼金等や賃借

料、印刷製本費や通信運搬費等の事業費などが対象となっております。これらの補助事業につ

きましては、市の補助額の同額を上限として国も補助する仕組みとなっておりまして、補助対
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象経費や、その金額については、国が定める基準と同じ基準といたしているところでございま

す。 

○永末委員 

 シルバー人材センターに登録している会員の方から、従事する作業内容によっては、道具で

ありますとか、消耗器材をご自分で準備されているそうです。分配金に反映されない、これら

の経費が負担になっているというふうな声を伺ったことがあります。以前も一般質問のほうで

この部分、指摘をさせていただきました。こういった必要経費として考えられる経費について

は、国の補助対象にならないとしても、市独自で補助金を上乗せすることの検討はできないも

のでしょうか。 

○高齢介護課長 

 シルバー人材センターが請け負う様々な業務につきましては、作業の単価等をシルバー人材

センターが設定した上で、入札に参加し落札することで業務を請け負っておられます。そうい

った経緯で請け負った業務で得られた収益を会員で分配する仕組みとなっておりますので、業

務を行うに当たっての必要経費については、単価に反映させた上で、シルバー人材センターが

会員の方に現物支給や経費支出を行うのが本来あるべき姿ではないかと考えております。した

がいまして、運営や各種事業に対する市からの補助金は、市の補助額の同額を上限として、国

の補助する仕組みを崩すことなく、補助対象経費や、その金額については、国が定める基準と

同じ基準で補助を継続していきたいと考えております。 

○永末委員 

 今の答弁からいきますと、シルバー人材センターのほうで、その部分は考えていただく部分

じゃなかろうかというふうな答弁だったかと思うんですけど。やはり以前から市長もおっしゃ

られていました、幸いにもゆめタウンでありますとか、沢井製薬の新たな工場でありますとか、

そういったところが飯塚市のほうに、新たにできるという部分で、人の確保をどうするかとい

う部分に、非常に今後は、頭を悩ませるんじゃなかろうかというふうな市長の言葉もありまし

た。また、それぞれの今の高齢の方の現状を見ますと、やはり年金が減ってきている。それと

一方で物価が上がっているということで、これはやっぱりもう生活がどんどんどんどん苦しく

なる状況になっているというふうに思います。実際に日本の全体の年齢を見ますと、全人口に

対する６５歳以上の割合というのが約３０％以上になって、全人口に対する７５歳以上が

１５％以上になっているということも新聞報道であっておりました。この前も一般質問で言わ

せていただきましたが、そういった中で、やはり高齢の方の生きがいをどうつくっていくのか。

その生きがいの一つとして、やはり就業環境といいますか、働く環境、その中でそういった先

ほど申し上げたような、生活の状況を勘案しますと、やはり先ほど私が提案しましたような部

分で、少しでもそういった暮らしの状況が改善していくというのは、一つの飯塚市の今後の方

策として、あり得てもいいんじゃないかなと思うんですけど、課長がおっしゃるように、確か

にその部分というのは、人材センターのほうで考える部分でもあるかと思います。私のほうで

お願いできるとすれば、市のほうから人材センターのほうに、そういった視点で委員会のほう

で、指摘があっておりましたということで、ぜひまず伝えていただきたいというのが一つと、

そういった今申し上げましたような視点がありますので、ぜひそういった実費ですかね、そう

いった部分については、何らかのこう手当てといいますか、そういったものを今後は考えてい

くということを検討していただきたいんですけど、いかがでしょうか。 

○高齢介護課長 

 １点目の、この委員会で、会員の声を受けられて、委員のほうから、こういう声をいただい

たということにつきましては、シルバー人材センターの理事長や事務局長とお会いする機会も

ございますので、お伝えしたいと思います。もう１点、補助金の実費支出、会員さんが負担す

る実費支出部分についての補助金の上乗せの部分については、かなり厳しい部分もございまし
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て、国が定める基準と同じ基準で補助を継続させていただきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

○委員長 

 次に、１１２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、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、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、委員長が言ったあとに同じことを言うかね。もう省略していいんじゃないか

ね。 

この事業費については指定管理委託料２０８４万９３５９円があるわけですけど、追加資料

４４ページに記載がありますので、紹介していただけますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 資料４４ページの、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）について説明いたします。過去５年におけるサン・アビリティーズいいづかに係る

指定管理委託料と、その内訳における修繕料を記載しております。また、サン・アビリティー

ズいいづか管理費としては、委託料以外の直接経費としての修繕料及び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、その内容を記載しております。 

○川上委員 

 実情はいろいろ利用者等から聞いているわけですけれども、どうもこの業務を行う上で、必

要な人が足りないのではないかということなんですね。それで、どうして足りないのかなとい

う点で言えば２つあって、１つは、配置人数の設計が、委託料の設計がどうなのかという問題

と、それから同時に職員の処遇の改善が進まなければ、難しいのではないかということで、こ

の両面から委託料の設計の変更が検討されるべきではないかというふうに思っているんですけ

ど、市としては、そうした実情、声を聞いて、設計変更を考えるというようなことがこれまで

あったでしょうか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 市のサン・アビリティーズいいづか指定管理募集要項ですね、これは令和２年ですけども、

指定管理業務にかかる経費として、指定管理業務にかかる経費については指定管理料の上限は

単年度２１３８万３千円、消費税及び地方消費税を含む表記としておりますので、市の設計額

を答弁することはちょっとできません。 

○川上委員 

 何ができないと言われたんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 設計の単年度分の表記としていますので、市の設計額そのものについてはちょっと答弁をす

ることは差し控えたいということです。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：２６ 

再 開 １４：２８ 

 委員会を再開いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 すみません。今まで実際に、そういうふうな声が直接、私たちのほうに届いたことはござい

ません。それで今までの改定については、特に金額は動いておりません。消費税の増税とか、

その辺はありますけども、それに対応しただけでございます。 
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○川上委員 

 ということは、利用者その他の意見があれば、検討できるということですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 これは今までもそういう声を聞いておりませんし、実際ちょっとあるかどうか分かりません。

で、今のところ契約の期間というのがやっぱりありますので、この期間中は今のところ仕様、

この仕様で募集をして契約しているものですので、少なくともこの契約期間中はないと思いま

す。 

○川上委員 

 だから、次の契約期間があるでしょう。だから、利用者とか関係者の声を聴いて、私が今、

申し上げたような、私の頭の中から出てきたことを言っているわけではないんですよ。だから、

皆さんのほうできちんと聞いていただいて、検討ができるのではないかという思いで聞いてい

るんだけど、かみ合った答弁をお願いします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：３０ 

再 開 １４：３０ 

委員会を再開いたします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今のご質問ですけども、当然次の見直しの際は、反映することもあると考えております。今、

設計そのものというのは仕様書に書いてある内容の範囲でしかちょっと申せませんけども、今

のところは、館長１名、それから事務職員を最低２名配置、それから日常会話程度の能力を有

する手話通訳者１名、それから、障がい者スポーツ指導員２名を配置するものとするとしてお

りまして、ただし資格の重複を妨げないというふうな仕様になっております。 

○川上委員 

 要するに、次の改定のときには検討できるという答弁でした。ありがとうございました。そ

れで施設の特性から言って、施設内外の安全確保、バリアフリーが特段に必要だと思うんです

けれども、その中で特にプールの安全確保について、関心があるわけですけど、これについて

は特別なことがあっていますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 プール自体は、開設時から温水プールの機能もありませんし、特に改定等は行っておりませ

ん。 

○川上委員 

 プールが使えなくなったのはいつでしたか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 プールは、今年は故障が発生しておりまして、本来であれば７月２６日から８月３１日まで

をプール運営期間としておりますけども、ろ過ポンプが故障いたしまして、７月２９日金曜日

から利用休止をしております。その修繕に要する期間と修繕後に必要な水質検査に要する期間

から、今期、運営期間中の再開は困難と判断しまして、令和４年度の使用は中止しております。 

○川上委員 

 それは今年度でしょう。決算年度を含む過去において、プールについて、きちんと安全確認

がどの程度できていて、老朽化に伴う更新とか対応とかは、きちんとやられておったのかとい

うことが、決算としては問われると思いますね。壊れたら対応するということではちょっと困

るかなと。事故につながっていたらどうするのかということなんですね。それで、プールの温

水化を図ってもらいたいという要望が、そちらのほうに届いていますか。 

○社会・障がい者福祉課長 
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 その要望は特に聞いておりません。 

○川上委員 

 それからサン・アビリティーズの立地条件、あの地にあるという有利さについて、どう考え

ているかお尋ねします。 

○社会・障がい者福祉課長 

 今の立地条件自体は、特にものすごくいいところにあると思っています。交通の便も非常に

よろしいのでですね。 

○川上委員 

 三中の跡地と比べたらどっちが便利がいいですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 最初の新飯塚駅の構造から比べましてら変わってますので、現在では間違いなく新飯塚駅に

近くて便利だと思っておりますけども、そういう形でよろしいでしょうか。 

○委員長 

 次に、１１３ページ、１１５ページ、児童福祉費、児童福祉総務費、児童措置費、保育士確

保対策事業について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 すみません、資料提出をいただいておりますが、大変申し訳ございません。追加資料として、

平成２８年１月２２日の厚生委員会の資料並びに平成２８年１１月２日の厚生委員会の資料並

びに厚労省通知、令和３年度における市立保育所の運営に要する費用についてを追加資料とし

て提出していただきたく、委員長においてお取り計らいよろしくお願いします。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。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。 

○保育課長 

 今、質問委員から言われました資料につきましては、準備しておりませんので、今すぐは資

料提出できません。 

○江口委員 

 でありましたら、私のほうから提出したいと思います。そうしましたら、あともう１点加え

て、私のほうから資料提出させていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：３６ 

再 開 １４：４９ 

 委員会を再開いたします。 

○江口委員 

 すみません、先ほど申しました資料要求を改めてさせてください。平成２８年１月２２日の

厚生委員会資料並びに平成２８年１１月２日の厚生委員会資料並びに令和３年度における私立

保育所の運営に要する費用について、厚労省通知です。それともう１点、令和４年度予算案に

おける公定価格の対応等について、この４点について資料要求をお願いいたします。委員長に

おいてお取り計らいください。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。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。 

○保育課長 

 先ほどは失礼いたしました。準備はできますので、少しお時間をいただければと思います。 
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○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。準備に時間がかかります

ので、答弁を保留にして、次に進みたいと思います。 

次に、１１６ページ、母子父子福祉費、養育費保証促進補助金について、江口委員の質疑を

許します。 

○江口委員 

 養育費保証促進補助金についてお聞きいたします。こちらのほうも成果説明書のほうで出さ

れております。まず、この養育費、離婚の際に、やっぱり養育費のほうが問題になってくるん

ですが、まず、昨年度、令和３年度の離婚件数、何件あるのかお聞かせください。 

○子育て支援課長 

 飯塚市の離婚の件数といたしましては、数値を持ち合わせておりませんので、本市の市民課

で処理を行った離婚届出の件数ということでお答えをさせていただきます。戸籍の届出につい

ては、住所地のほか、本籍のある役場についても届出ができることから、これがイコールの離

婚件数にはなりませんけれども、ご了承ください。令和３年度は、本市の市民課で処理を行っ

た離婚届は、３９７件ございました。そのうち、窓口で提出されたものが、２６６件あったと

いうことを聞いております。 

○江口委員 

 次に、成果説明書の５７ページに、こちらの養育費保証促進事業について記載がございます。

その中で、相談件数に関しての目標値については８４件なんだけれど、本年度実績としては

２４件、補助金申請件数については、目標値６件なんだけれど、２件というふうな形になって

います。先ほどの離婚件数、概数でありますが、それをあわせて考えても、養育費の保証促進

事業に関しての利用件数が少な過ぎるのではないかと思っております。その理由はどういった

ことが考えられるのか、お聞かせください。 

○子育て支援課長 

 ご指摘のように相談件数が少ないということについては、子育て支援課でも認識を持ってお

ります。この補助金については、保証会社と養育費保証契約をする際にかかる経費を保証料と

して補助するものでございますが、そもそも、養育費の取決めを行っていることが前提となり

ますので、補助の申請が少ないものですが、相談についても、こちらの２４件については、補

助制度についての問合せ、独自のものを件数で上げておりますので、件数が離婚の届出に比べ

ますと大変少なくなっております。子育て支援課、家庭児童相談室等でお受けする離婚の相談

等はそのほか受けておることがございますけれども、こちらでは、生活基盤の確保を重視する

ために、児童扶養手当や生活保護のお話等をさせていただくことが多くなっているのが現状で

ございます。特にＤＶとかの関係もありますので、養育費の話だけをするということがなかな

か少ないので、相談件数が少ない理由としてはそういったものを考えております。 

○江口委員 

 つまりここで、成果説明書に関しては、純粋にそこだけになっているので少ないんだけど、

現実にはいろんな相談を受けておられるということですね、分かりました。ありがとうござい

ます。今後この養育費の保証に関しては非常に大切なことだと思っています。どうしてもやは

りひとり親家庭、特に女性の貧困というのは、厳しいというのが、いろんなところで報道され

ております。その中で、飯塚市がこの制度に対して、積極的にやっていただいているのは非常

にありがたいと思っております。これを市のほうに、提案するときに最初にお話ししたのは、

明石市でやっているんだよねという話をさせていただいたかと思います。続いて、飯塚市とし
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てもやっていただいたわけですが、この成果説明書の中に、次年度以降に関して、次年度どう

するというところに関して、国の離婚前後親支援モデル事業を活用し、養育確保に向けた補助

金等をさらに拡大していくという積極的な言葉があって、それについて非常にうれしいと思う

んですが、この国の離婚前後親支援モデル事業では令和４年も続いているのかどうか、またこ

れについて、市としてエントリーして採択されたのかどうかお聞かせください。 

○子育て支援課長 

 本市のほうでは引き続き、保証契約の支援のほうは行っております。またさらに先ほど申し

上げました、この制度の利用が少ない理由として、公正証書をそもそも作成していないという

ことも、理由の一つというふうに捉え、令和４年度からは、養育費に関する公正証書を作成す

る際に発生する費用負担を補助する制度というものを、令和４年度から創設して支援を拡充し

ております。これで公正証書の作成から養育費保証までの一連の費用負担の軽減を図る本制度

になっておりますけれども、今後はさらにこれを周知していきたいと考えております。 

○江口委員 

 さらに周知していきたいというふうな形であります。ぜひしっかりやっていただきたいと思

います。この制度を紹介したときの自治体だった明石市を見ると、それ以外にも取組を行って

いる部分が見えるんですね。例えば、養育費の差押えのサポート等々もやっておられるんです。

ぜひそういった他の自治体の事例も参考にしながら、本当にここ生活の基盤となるところであ

ります。片一方で、当然のことながら、子どもを養育するというのは、親の責任、保護者とそ

の親権者だけではなく、親としての責任、それは離婚してもついて回ります。責任を果たすべ

きものでありますから、その点について、しっかりと安心して暮らしていけるように、サポー

トしていただきたいと思っております。 

○委員長 

 次に、１１８ページ、１１９ページ、保育所費、子育て支援センター・街なか子育てひろば

については、江口委員より取下げの申し出があっております。 

同じく、１１９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、永

末委員の質疑を許します。 

○永末委員 

 １１９ページ、児童福祉費、青少年対策費、児童センター・児童クラブ運営事業費３億

５４８４万円について質問させていただきます。まず、令和３年度の児童クラブ利用状況につ

いてお尋ねします。利用実績はどのようになっていますでしょうか。 

○学校教育課長 

 令和３年度４月１日現在の数字でございますが、２１９１人の児童に利用いただいておりま

す。市内に１９校ございます公立小学校の児童数が、同年５月１日現在６８２３名でございま

すので、３割以上、３２．１％の児童が児童クラブを利用されたということになります。 

○永末委員 

 ちょっと私の勝手な想像で、２５％ぐらいかなと、何となく感覚的に思っていたんですけど、

思っていた以上に利用されているんだなという感想を持ちました。実際に今、令和３年分の答

弁をいただきましたが、過去と比較した場合に、数字というのはどのように推移していますで

しょうか。 

○学校教育課長 

 ５年前の平成２９年度の入所児童数は１８５７名でございましたので、先ほど申し上げまし

た令和３年度の２１９１名と比較しますと、約３００名ほど増加しております。一方、小学校

の児童数は毎年６８００名前後で推移しておりますので、児童クラブの利用数は年々上昇傾向

にあると考えております。 

○永末委員 
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 今、答弁いただきましたが、平成２９年度において、利用者のほうは１８５７名で、児童数

から計算しますと、大体２７％ぐらい。一方で、令和３年におきましては、大体３２％ぐらい

ということで、この５年間で、かなり利用率が上昇しているような状況になっているかと思い

ます。令和元年ぐらいからちょっと見させてもらった数字からは、あんまり変わってないので、

もしかしたらこの辺りで、ちょっと止まっているのかもしれませんけど、いずれにしても、上

昇している傾向にありますし、実際にもう３割以上の方が利用しているというふうなことかと

思うんですが、この委託をされて、これは運営されている児童センターだと思うんですけど、

実際に委託料の積算というのはどのような根拠の下、なされておるんでしょうか。 

○学校教育課長 

 委託料の積算につきましては、支援員等の人件費は市の会計年度任用職員の保育士単価を参

考としております。そのほか児童クラブの運営に必要な消耗品、通信費等の経費におきまして

は、前年度の実績を基に積算をしております。 

○永末委員 

 最後にしますが、先ほど申し上げましたように、利用が伸びている状況にありまして、かな

りの数の児童の方が利用されているということで、もう本当に市民の方からすると、非常に利

用率の高い事業になっているかと思います。お聞きしますと、なかなか支援員の方を確保する

ということが難しい状況にあるというふうにも聞いております。ぜひ今の状況のほうは、当然

にご認識いただいているかと思うんですけども、しっかりと施設の整備含めて、子育ての支援

のほうをしっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 次に、同じく児童センター・児童クラブ運営事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 決算書１２０ページに、児童クラブ運営等委託料、２億５６７５万７１０５円。これは飯塚

市の青少年健全育成会に委託されているわけですけど、最初に、追加資料の４６ページ、児童

クラブ運営状況（３年間）というのを出してもらっています。特徴的なところを紹介してもら

っていいですか。 

○学校教育課長 

 提出資料の４６ページのほうをお願いいたします。児童クラブ運営状況でございますが、直

近の３か年における児童クラブごとの児童数及び支援員等の人数について記載をしております。

児童数につきましては、低学年と高学年、また障がい等により配慮が必要と思われる児童数を

内数として記載をしております。支援員等の人数につきましては、法令に基づく支援員と、そ

のほかの支援員補助に区分して記載をしております。また、児童クラブ運営等委託料につきま

しても、直近３か年の決算額を記載しております。児童数は増減を繰り返しておりますが、受

け入れる支援員等の確保と資質向上のいずれにおきましても、継続して実施していく必要があ

ると考えております。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 

 これを見て最初に思ったのは、トータルのところで令和３年度４月１日なんですけど、

２１９１人でしょう。かっこ内は障がい児数ということで、随分、増えているわけですけど、

この子たちに特別に対応するための体制上の工夫というのは特になかったのですか。 

○学校教育課長 

 令和３年度開設当初支援員数１０３名ですが、配置の基準は満たしております。ただし配慮

を必要とする児童へのきめ細かい対応を充実させるためには、委託先の事務局からの職員の支

援や、学校の特別支援教育支援員にも支援をしていただいております。 

○川上委員 

 分かりました。インディードの働きたい人募集を見ると、青少年健全育成会がやっているん
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ですね。飯塚市のホームページを見ると、もちろん載っているということで、資格のある人、

ない人、問わずに募集をかけているということは分かるんだけど、どのくらい苦戦しているん

ですか。 

○学校教育課長 

 令和３年度当初は、児童が２１９１名に対して支援員が１０３名、先ほど申し上げましたが、

対応に苦慮した状況でございました。このことから委託先と市と共同して、支援員の確保に努

めました。結果、毎月一、二名ずつ程度でございましたが、支援員、それから支援員補助の補

充を行いまして、令和３年１２月以降は、１１８名の確保ができております。 

○川上委員 

 コロナ禍の下で、様々な困難があったと思います。２年前には、支援員の皆さんに５万円の、

どういう名前かあれですけど、応援の手当を出すとかいうこともありましたけども、もう少し

社会全体がこの分野で働く人たちに光を当てるというか、そういったことが、医療労働者や福

祉関係で、介護関係で働く人と同じように光を当てる必要があると思いますけど。そこで片峯

市長にちょっとお尋ねしたいんですけど、「子どもに豊かな放課後を」という本があるんです

ね。「学童保育と学校をつなぐ飯塚市の挑戦」と書いているんですよ。三浦清一郎さん、森本

精造さん、大島まなさん共著となっています。この中で、自分、元教育長か、前教育長の自分

と現教育長の片峯 誠さんと意見が一致して、いろいろ改善・工夫したんだということを書い

ているんだけど、そのことが直結ではないと思うけれど、児童クラブの支援員等の確保に、難

しい問題を与えているのではないかという気がしないでもないわけだけど、この「子どもに豊

かな放課後を」という、「飯塚市の挑戦」という意味が分かりますか。 

○委員長 

 川上委員、これまでは許すけど、決算に持っていってくださいね。 

○片峯市長 

「飯塚市の挑戦」という表記は、私が著者でも共著者でもありませんので、恐らく全国ほか

の地域では、なさってないような学童と学校教育の融合ということにチャレンジしたというこ

とで、そういう表現があったんだろうと思っています。 

お尋ねの件ですが、むしろ学童の先生方への負担は軽減したいと思って取り組んだ事業でご

ざいました。まず子どもたちの活動スペースを確保する上でも、今、恐らく委員がお読みいた

だきました本で、内容でお分かりだと思いますが、より学校施設を共有、つまり学童の時間に

も使いやすくなった。これ、管理責任者が教育委員会ということで、一致しました。それまで

子どもたちを自由にさせたい、でも場所がないことで悩んでありました先生方、学童の先生方

が喜んでくださいました。もう１点、特にコロナ禍において、学校が臨時休校になりました。

学童は対応していただきました。そのときに、全ての小学校の先生方、いわゆる、有志とか

ローテーションを組んででしたけども、学童の先生たちだけに迷惑をかけるわけにはいかない

よねということで、学童のほうのお手伝いにはせ参じてくれました。そのような報告も聞きま

したし、当時私も責任の一端を感じながら、そういう現場回りもしました。お互いに悩んでい

る問題も、学校の先生も学童の先生も同じですから、それを定期的に出し合って、相互にどう

支援するかという話合いの場も持つように、教育委員会のほうでしてくださっていますので、

そういった意味での起きた問題の対応についても、精神的に今までよりも、負担は小さくなっ

ているんではないかと思っています。で、恐らく危惧されているのは、学校教育の延長という

捉え方は、スタートした時点で、すみません、今のことあまり詳しくないので、延長で学童が

あるということはしておりません。放課後の子どもたちですから、学校教育では味わえない体

験活動だとかいうようなプログラムをできるだけ取り入れるようにということで、そのプログ

ラム支援についても、学校のほうからしていただくような手配までしてもらっていますので、

それが学童の先生方の負担になって、希望者がなかなかないというようなことではないという
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ように認識をしております。 

○川上委員 

 指導員不足をどう打開するかという視点ですよ。それで、今、片峯市長が、そういうことは

ないようにというふうに思っているというふうに言われたので、それは一致しているつもりで

す。一致してます。ただし、そう思っているんだけど、現実に、学校教育の延長線上に、学校

教育を持っていくのではなく、社会教育を持ち込んで、マナビ塾的なこととか、そのために特

別な職員を配置するとかいうようなことに、もしなっているんだったら、難しくなってくるん

じゃないのかと。その結果として私が心配するのは、放課後児童クラブ、子どもの見守り、安

全対策が、保護者が迎えに来たときに、お父さんとか、お母さんとか、おじいちゃん、おばあ

ちゃんとか言って、飛んで帰る子どもの姿が大事なわけでしょ。そのときに、どれだけ勉強し

たかとか、宿題したかというのも、それはあるかもしれないけど、我々の第一義的目標は、た

だいまと言って帰ってくる。行っていきますと言うか分からないけど、さよならと言って帰っ

ていく。その子どもの笑顔のために、安全確保第一であって、それからいえば、２年前かこれ

は、飯塚市が作成した児童クラブ活動を柱とした放課後児童の支援ビジョン、令和２年３月と

なっている、教育委員会ですね、については、児童クラブ活動を柱としたというんだけど、そ

の柱の中に、安全見守りが第一という柱が、立っているかというと、これを読む限りでは、そ

うなってないんじゃないのかなと。難しいことを言っていますよ。申し訳ない。本当に難しい。

笑顔で子どもを預かり、笑顔で送り出す、また明日もというふうに、この営みが大事だという

ことを、指針の中で、もう少し分かりやすく入れて、そして、仕様書の中にも、はっきりうた

っていくというのが大事じゃないかなと。だからやっぱり私が前の教育長、次は片峯教育長と

一致したからね、というようなこと、実は書いてあるんだけど、もう３年も前の話なんだけど、

これに、やっぱり市の放課後児童事業が、影響を受けていれば、ちょっと心配かなというのが

あったので、それによって、安全の確保と、支援員の確保がね、困難になるとまずいかなとい

うので、（発言する者あり）うん。発言中だったけどいいです。 

○片峯市長 

 もう、よく教育委員会の出した資料、それから本も熟読していただいていることが分かりま

した。ありがとうございます。質問者と全く一緒です。自分が学童と学校教育とやっぱり一緒

にしようと思った原因が、まさに今川上委員がおっしゃったそこにあります。ある小学校で下

校した子どもが、学童にたどり着かずに、行方が分からなくなりました。まだ私がそれ、たし

か１件は教育長になる前でした。当然、学校から連絡を受けて探しますが、そのとき感じたの

は、学校の先生も、もう放課後だからという意識がある。学童の先生もまだ来てない。ただど

うしようもないという意識がある。これじゃ子どもの見守りはできないよねと思ったのが一つ。

それからすみません。ちょっと長くなりますがもう１点、これもいまだに難しい問題だと思い

ますが、ある小学校の校庭で学童の子どもが運動場で遊んでいました。そのときに、学童に行

ってない放課後の子どもが、自転車に乗って運動場を走っていて、遊んでいた学童の子どもに

大けがを負わせました。当時、青少年健全育成課の課長さんと、学校の校長先生と、そして私

と、自宅まで断りに行きまして、それぞれに責任を感じた次第ですが、そのときも、けがをさ

せたほうが、放課後の子ども、そしてけがをしたのは学童の子ども。何かこれってでも、同じ

飯塚市地域の子どもやねという思いがありましたので、そんなところをですね、一貫して子ど

もたちの安心安全を総合的に守りたいという、この思いが原点にありますので、今のご指摘に

ついては、今は私が直接担当しておりませんが、教育長とも協議をして、その辺の方向性を見

失わないよう、しっかりと確認をしていきたいと思います。ありがとうございました。 

○川上委員 

 そこで、これまでも、心配だ、ヒヤリとした、ハッとしたというようなことがあるかもしれ

ないけど、この積み重ねが、あるとき重なり合って、命にも関わるということになりかねない



４４ 

んですけど、それで、特にじゃあどこで注意するのかということがあるんですけど、もう全て

の児童クラブの施設内外で注意を払う必要があるけど、私は特に、一つ一つのクラスはそうで

もなくても、それがいっぱい集まって大きくなった小中一貫校、子どもの人数が多いところに

ついては、特別に気をつけるようにして、クラスごとの定員の支援員の人数を満たしていると

いうことであっても、クラスが複数、多くあるところは、加配というのかな、そういう見守り

ができる努力をしないといけない状況がやっぱりあるんじゃないかということをちょっと申し

上げて、質問を終わります。 

○委員長 

 同じく、児童センター・児童クラブ運営事業費について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 ２人の委員の質疑並びに一般質問でもかなり聞かれた問題ですので少し絞ってやりたいと思

います。結局、支援員の確保のときに、やはり鍵になるのが処遇であると考えています。先ほ

どのお話の中で、会計年度任用職員の給与をベースに指導員の給与を積算しているというお話

がございました。ただ、果たしてそれでいいんだろうかという思うわけです。川上委員の質疑

の中でも、やっぱり命、安全を預かる部分ですよね、がある。非常に責任が重い立場です。そ

して子どもの育ちを保障するということを考えると、やはり専門職としての経費が必要だと思

っています。そうすると、それに見合った給与を支払うべきであると考えます。特に主任とい

うか、担任というか、そういった中心となる方々には、仕事として成り立つような給与を支払

うべきであると思います。そしてまた、もう一つの補助員と呼ばれる方々に関しては、資格が

緩くなってきた部分もありますが、ぜひ市内に３つ大学がございます。その大学の学生さん

等々も、働ける形等を用意していただきながら、支援員の確保をしっかりやっていただきたい

とだけお伝えしておきます。 

○委員長 

 要望でいいですか。 

 次に、１２３ページ、扶助費、生活保護扶助事業費について、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 生活扶助費、８２億３３５８万１０８０円となっています。それで追加資料４７ページに出

していただいていますので、この推移表の特徴をどう見るのか、お尋ねをいたします。 

○生活支援課長 

 コロナ禍におきまして、この生活保護の申請の理由等に特に従前と変わった特色は現れてお

りませんが、病気や失業などで収入が減少し、生活に困窮された多くの方が、生活保護の申請

以前に生活困窮者自立支援金や、社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付けなど、コロナ禍

の困窮者支援の制度を活用されていることが目立っております。 

○川上委員 

 厚生労働省というか、国はこの１０年の間、繰り返し生活保護基準を切り下げているわけで

すね。６５０億円削減したとか、百何十億円削減したとかということで、昨日まではここが最

低生活の基準と言っていたのが、ある日からもっと下がるということになるわけですね。それ

当然ながら、それおかしいんじゃないかということで声も上がるし、裁判もあって、３０件ぐ

らいあっているそうですね。昨年２月大阪、今年３月熊本、そして６月東京でしょう。おかし

いっていう判決が出ている状況なんですけど、そうした中でのこの資料ということになるんで

すね。それで、そもそも生活保護については、国の負担率があるわけですけど、どういうふう

に推移してきたか、ちょっとお尋ねします。 

○生活支援課長 

 生活保護費の財源におきます国の負担率につきましては、初めは国の負担率が８割となって

おりましたが、昭和６０年度から７割に引下げとなり、平成元年度から現行の４分の３を国が
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負担するようになっております。 

○川上委員 

 現行は自治体の負担が４分の１ということなんですけど、憲法第２５条によれば、国が責任

を負うということになっているのに、なぜ国が４分の３しか負わないんでしょうか。自治体が

負う４分の１は、国が何らかの措置をして、完全に対応しているのかお尋ねします。 

○生活支援課長 

 自治体が負担しております４分の１につきましては、国によって地方交付税にて措置されて

いるとのことでございます。 

○川上委員 

 この負担率については、全国市長会が意見を述べたこともあると思うんだけど、どういう意

見を述べていますか。 

○生活支援課長 

 平成１７年度の市長会の要望におきまして、当時は国において、国庫負担率４分の３を引き

下げる検討が行われておりましたが、これに反対する立場で、全国市長会より国に要望が提出

されておりまして、生活保護制度は憲法第２５条に基づき、国の責任において格差なく統一的

な措置が講じられるべきものであり、その事務は国が本来果たすべき役割に係る法定受託事務

である。よって、国は、単なる地方への負担転嫁である国庫負担割合の引下げは絶対に行わな

いこととの要望がなされております。 

○川上委員 

 それは平成１７年と言われましたか。 

○生活支援課長 

 失礼しました。現行の最新のものでよろしいでしょうか。国の負担率に関する要望としまし

ては、福岡県市長会において、継続的に負担率の見直しの要望をしております。生活保護に要

する費用の国の負担率を全額とするよう見直しを求めております。この要望につきましては、

本年６月１日の全国市長会議におきましても、生活保護に係る財政負担は全額国庫負担とすべ

きであることとの国への提言が議決されております。また、福岡県都市福祉事務所長会、筑豊

ブロックからの要望としまして、生活保護費の全額国庫負担化についての要望を、平成２２年

度より継続して、県に要望しているところでもございます。 

○川上委員 

 国は、厚生労働省は、生活保護の最低生活の基準を引き下げながら、かつ国は４分の３は嫌

だから３分の２にするよとか、あと老齢加算をやめるよとか、それから母子加算もやめるよと、

この後の闘いによって一部は復活したけど、そういったことを繰り返しているんですけど、そ

の一方でお笑い関係の芸人さんのお母さんが保護を受けているのは何だというようなことで、

総攻撃をかけて保護の申請がよっぽど悪いかのように、保護の利用がよっぽど悪いかのような

攻撃をしてきたりするんだけど、その一つが車の問題です。それで、車を持っていると生活保

護は申請できないということがあるんですか。 

○生活支援課長 

 車を持っていることによって、生活保護の申請ができないということはございません。 

○川上委員 

 現在、車の保有状況はどうなっていますか。 

○生活支援課長 

車の保有につきましては、就労の通勤に必要な場合や、障がい者の方が通院に必要な場合な

ど、事前に届出をしていただくことによって所内で検討を図り、認めている部分がございます。

現在の全体の認めている台数につきましては、ちょっと手元に資料がありませんので、ここで

お答えはできません。 
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○川上委員 

それに加えて、国からコロナ禍でこうですという通知が来て、皆さんは車を持たない生活保

護制度利用者に対しても、チラシを配りましたね。コロナ禍ということでしょうけど、どうい

った内容ですか。 

○生活支援課長 

 自動車の処分保留に関する通知が来ておりますけれども、従来の取扱いにつきましては、保

護開始時に失業や疾病により就労を中断している場合の自動車の処分保留容認期間につきまし

ては、おおむね６か月以内に、就労による保護脱却が見込まれる場合となっておりました。そ

の後、コロナ禍におきまして、令和２年４月７日付、厚生労働省発出の通知において、保護開

始時に就労が途絶えてしまっているが、通勤用自動車を保有しているときは、最大おおむね

１年の範囲内で、自動車の処分指導をせず、保有を容認することとなっております。さらにそ

の後、令和３年４月６日付の厚生労働省発出の通知において、令和２年４月７日以降に保護を

開始した世帯について、失業や傷病により就労を中断していながら、保有中の通勤用自動車の

処分を行っておらず、かつ新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響が収束した後に、

収入が増加すると考えられる場合は、保護開始からおおむね１年経過した場合であっても、処

分指導を行わないものとして差し支えないとの取扱いが示されております。現時点におきまし

て、その後は、国からの関連通知が発出されておらず、その取扱いには何も変更がないことか

ら、対象となる世帯につきましては、自動車保有等承認基準審査会にて十分にケース検討を行

い、対応しているところでございます。 

○川上委員 

 現在、処分保留の状態の数字が出ますか。 

○生活支援課長 

 令和２年４月７日以降の処分保留とした件数が１９件ございます。令和４年３月末現在の数

字ですけれども、１年以上処分保留となっているものはゼロ件、１年未満の処分保留となって

いるものが１４件、既に処分済みとなっているものが５件となっております。この処分済みの

５名の方につきましては、自らの疾病の悪化により就労の可能性がないことの判断が確認され

た方たちとなっております。 

○川上委員 

 医療扶助について、病院にかかるときの交通費については、どういう決まりになっています

か。 

○生活支援課長 

 病院にかかられるときの交通費につきましては、受給者の方からの申請によって扶助できる

こととなっております。 

○川上委員 

 交通費の上限あるいは下限というのはありますか。 

○生活支援課長 

 交通費につきまして、上限・下限といった規定はございません。 

○川上委員 

 この間の交通費、移送費と言うと思いますけど、扶助の件数と金額、お尋ねします。 

○生活支援課長 

 令和３年度の実績でお答えさせていただきます。医療移送費の支給件数は６８１４件、金額

は総額で２３２１万１６５０円となっております。 

○川上委員 

 生活保護利用者と話をしていると、そういうことは知りませんでしたという人が時々いるん

ですよ。私が話すとびっくりすることがあるんだけど、どうしてこういうことが起こるんでし
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ょうね。 

○生活支援課長 

 受給者の方には、保護開始の折に、医療移送費の取扱いについて、生活保護のしおりを用い

て説明をしているところでございます。その後通院がなかったりした場合だろうと思うんです

けれども、その説明についてお忘れになっている場合などが、そういったときになるんじゃな

いかと思います。 

○川上委員 

 資料を見れば分かるんですけど、扶助費全体の６割が医療費関係なんですよね。生活扶助が

大体３割ぐらいでしょう。そうすると、やはり病気というのは生活保護利用と結びついている

んですよ。そういうことなんですね。それで病院代を、交通費をもらっているけど、後でもら

うので、先に交通費を出すのはなかなか厳しいんですという声もあるんですよ。しかも遠方の

場合は多額になりますよね。事前に交通費、移送費用を受け取ることはできないですか。 

○生活支援課長 

 事前に支給しているケースもまれにではございますが、あります。その方の疾病の状況によ

って、高度先進医療等の処置が必要となり、近隣の医療機関での対応ができないため、どうし

ても遠方への通院が必要となり、移送費が高額となるために、事前に手出しで通院することが

困難となられる場合がございます。そのような場合には状況の確認と事前給付の必要性を検討

し、事前に給付をしている事例もございます。 

○川上委員 

 それは決算年度で何件ぐらいあるか分かりますか。 

○生活支援課長 

 令和３年度におきましては１件ございました。 

○川上委員 

 生活保護費を誤って多く渡しましたと、返してもらいたいですと、福祉事務所が考えます。

そのとき法第６８条で不正受給になるんですね。不正受給といったら、よっぽどその方が悪い

ことをしたように聞こえるけど、これは、不正受給という表現なんですよ、行政の。だから市

の職員の福祉事務所が失敗しても、当事者が不正受給ということになるわけですね。似たよう

なことに、高校生のアルバイト問題があるんですよ。高校生が就学のために、学業のために、

あるいは高校を出て、働いて自立するときのために貯金をするということがあるんですけど、

飯塚市では、国の制度があるけど、どういうふうになっていますかね。その高校生のアルバイ

トの収入認定をしない取扱い。 

○生活支援課長 

 高校生がアルバイトをされた場合の収入認定から控除できる取扱いといたしましては、高校

生がアルバイトで収入がある場合、高等学校就学費の基準額で賄い切れない経費、例えば、私

立高校における授業料の不足分、修学旅行積立て費用、学習支援費を活用しても不足するクラ

ブ活動費、学習塾費等に充てられる費用について、就学に必要な費用として、必要最小限度の

額を収入として認定しないこととしております。また、高校卒業後の就労や早期の保護脱却に

資する経費に充てることの届出があり、福祉事務所が認めた場合には、アルバイト等の就労収

入からその費用を積み立てていき、当該積立金額を収入認定除外とする取扱いを行っておりま

す。 

○川上委員 

 決算年度で、それに該当する措置というか、適用しているのは何件ぐらいありますか。何人

ぐらいありますか。 

○生活支援課長 

 高校生がアルバイトをした際に、高校に就学するに当たって、高等学校通学費の給付額で賄
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い切れない経費や、高校卒業後の就職や通学に要する費用を積み立てる場合の控除がございま

す。令和３年度の控除の件数につきましては、２１人の高校生に対し、控除を実施しておりま

して、高校就学に必要な経費が３６件で、５６万９１８７円、高校卒業後の就労や進学のため

の積立て額として、１２７件、３９５万８４５０円、総額４５２万７６３７円の収入認定額の

控除を行っております。 

○川上委員 

 片峯市長、学資保険裁判を御存じだと思いますけど、あの頃は、言わば国は生活保護を受け

ている世帯の子どもさんは、無理して高校も行かなくていいよと、やめときなさいと言わんば

かりの態度だったんですね。最高裁まで行くんだけど、その過程で国のほうで、高校に行ける

ようにということで、アルバイトを認めるよと、収入認定しませんよと、自立のための貯金は

認めますということなんだけど、これを知らずに飯塚市において高校生がアルバイトして、使

いましたと。不正受給だということで認定を受けた例がありますか。令和３年度で。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：４３ 

再 開 １５：５３ 

 委員会を再開いたします。 

○生活支援課長 

 生活保護受給者の方の返還金につきましては、法第６３条によるものと、法第７８条による

ものの２種類がございます。法第７８条によるものというのが、故意に未届けで、就労収入を

得られた場合などが法第７８条の徴収金として処理されております。高校生につきましては、

最初の未届け就労が発覚しました折には、保護者から生活保護についての情報があまり行き渡

ってないことが考慮されることとなっております。それで最初のアルバイトに関する未届けの

就労収入については、法第６３条での控除等を取れるだけ取ったところでの返還処理をしてい

るところでございます。昨年度におきましては、この法第６３条の処理を行ったケースが何件

かございましたが、事前にちょっと準備しておりませんので、件数等については、この場でお

答えすることができません。 

○川上委員 

 保護者もそうですけど、高校生の心に何が残るかということを考えたほうがいいと思うんで

すよ。それで、親には周知したけれども、子どもには届かなかったというのは、親の責任とい

うふうに言うことで、済ませることはできるかもしれないけど、飯塚市ではそういうことがな

いようにしなければならないと思うわけですね。それで今後、どうしたらよいのかを考える必

要があると思うけど、親の了承の下に対象となる中学生あるいは高校生に丁寧に話をすると、

あなたの口座が必要ですとかいうようなルールをきちんとつくったらどうかと思うけど、いか

がですか。 

○生活支援課長 

 アルバイト収入に関する周知ということでございますけれども、高校生のお子さんがおられ

る世帯につきましては、保護開始時に生活保護の収入認定、高校生アルバイトの収入について、

申告の義務、収入認定等における取扱いの説明を行うほか、定期訪問時等にお子さんの状況を

聞き、その際に、新たにアルバイトを始めるなどの状況の変化があった場合には、同様な説明

を行っております。また、高校生がアルバイトを始める契機となりやすい夏休み前には、毎年、

福祉事務所で独自に作成した中高生に向けた「未来サポート」と題した奨学金や就職に関する

情報を掲載したパンフレットを中高生がいる全世帯に配付しておりますが、その折にもアルバ

イト収入についての申告についての周知を再度行っております。ただ、この話をするのが、ほ

とんどの場合が保護者の方にお話をしているという形ですので、そこの世帯で子どもさんにつ
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いても話しをすることの同意が得られれば、そういったこともやっていきたいと考えておりま

す。 

○川上委員 

その場の判断と思いますけど、卒業間近の中学生に対しても、対象として考えたほうがいい

かもしれない。 

それから、水道料３５％アップですよね。今日の各紙１面で物価の高騰のことが書いてある

じゃないですか。それで国のほうに、福祉事務所ないし飯塚市長として、生活保護の基準を上

げてもらいたいと、あるいは加算をしてくれと、するべきだと、そういう要求はもうされまし

たか。これからしますか。お尋ねします。 

○生活支援課長 

 昨年来の原油価格の高騰に加えまして、相次ぐ生活用品の値上げによって物価が高騰してお

ります。このことが市民生活に影響しており、とりわけ生活保護受給者につきましては、この

物価高騰が実生活に大きく影響を来しておりまして、今年に入りまして、月末近くになりまし

て、受給者の方から生活費が不足して困っているとの相談が寄せられることが散見されるよう

になっております。国による生活保護基準の見直しは５年ごとに行われておりますが、今回の

ような急激な物価の変動のことも考慮して、制度そのもので対応する必要を感じております。

このため７月に開催されました福岡県都市福祉事務所長会、筑豊ブロック会議に飯塚市からの

新規要望といたしまして、物価高騰に対応した暫定的な加算の新設について提案をし、採択を

受けております。今後はこの要望が、福岡県の都市福祉事務所長会総会に、筑豊ブロックより

提案される流れとなっております。 

○川上委員 

 ずっと教育者として、子どもとまみえて、そして今は市長部局の長として仕事をされている

わけですけど、片峯市長が。２３年かな、片峯市長が、当時、学校教育課長だったかなと思い

ますけど、本市における子どもの貧困の問題について、質問をし、答弁があり、本市において

は４割ぐらいの子どもさんたちが、ほぼ生活保護水準で暮らしているのではないかというよう

な議論をして、子ども・子育てハンドブックみたいなものをつくって、支援していこうではな

いかという提案をして、その後、これは半分以上、国の措置によって実現したんだけど、今の

段階で、生活保護の問題で、先ほど課長が言われたような要望を国に出す考えはないか、お尋

ねします。 

○委員長 

 川上委員、残りの質疑時間が５分を切っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○片峯市長 

 今の本当に生活の苦しい方々の現状、そしてそれに対して、私ども行政が、どう対応してい

くかというところのご指摘、そして担当者がいろいろ努力をしている姿等々のやり取りを聞い

ておりまして、そのやり取りの流れの中で、私も胸を打たれるものがあります。また、このコ

ロナ禍における、さらに物価高ということでの生活の現状、福祉事務所長会議で上げたという

ことですが、私としても、今の経済学者の予想では１１月ぐらいには、高止まりであるかもし

れないけど、落ち着くということではありますが、それでも厳しい生活の状況は続くというこ

とでしょうから、それについて市長として、何かしら動くべきであろうという思いを強くした

ところです。ただ国に要望することで終わりでなくて、いろいろ２年前に、生活保護受給者が

対象じゃないじゃないかというご指摘を質問者からいただきまして、それについて、福祉部長

をはじめ、福祉の方々から私が勉強させてもらいました。どんな仕組みに、収入認定制度がど

うなっているのかというようなことについて、そんな中で、その後の対応につきましては、そ

の認定そのものと認可されない方法で何とか支援ができないだろうかというようなこともやり

ました。すみません、長くなりますが、一つだけ紹介させてください。川上委員からの質問の、
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ちょうど２週間後ぐらいに教え子からメールが来ました。先生は温かい人かと思っていたら、

意外と冷たい人だったんですね。私は母子家庭です。保護を受けていますということで、ごめ

んなさいとしか、返信できませんでした。今回の、国からの旧制度についても、いろいろ川上

委員もこういうことでというふうに具体的な提案をされていましたが、その中で、そうすると、

生活保護だとか、今、貧困の層が４割近くいるのではないかとか、就学援助の子どもの数も合

わせましたら、そういうことになりますよね。そういうところにはプラスにならないというこ

とで、全ての子どもたちに対して一律３万円というような組立てをしたのも、そのときからの

学び、私の学びを持って福祉部と財政と協議したところでございます。今後も、今の物価高、

そしてコロナ禍において、苦しんでいらっしゃる市民の皆さんのことを、しっかり胸に止めな

がら、いろんな施策について、飯塚市としてでき得る対応をしていきたいと考えております。 

○委員長 

 次に、同じく１２３ページ、扶助費、生活保護の支給等について、江口委員の質疑を許しま

す。 

○江口委員 

 同じく１２３ページ、扶助費についてでございます。生活保護の中でエアコンについてお聞

きしたいんです。というのが、ここ数年、これだけ非常に厳しい暑さの中で、熱中症で死亡す

るという事故が増えてきている。その中で、生活保護でもエアコンがつけられるといったよう

な話をお聞きしております。本市の全ての生活保護世帯には、エアコンがついているのかどう

か、その点いかがでしょうか。 

○生活支援課長 

 生活保護世帯の冷房器具設置につきましては、保護開始時及び定期訪問時などに設置状況等

を確認しておりますが、全世帯の設置には至っていないことを確認しております。平成３０年

度より、生活保護世帯への冷房設備の購入費用が扶助できるようになっておりますが、扶助が

できる条件につきましては、５つのケースがございます。全部は長くなりますので、２つの

ケースを述べさせていただきますが、熱中症予防が特に必要とされる方がおられることが前提

となっておりますけれども、保護の開始時において、冷房器具の持ち合わせがない場合や、転

居の場合であって、新旧住居の設備の相違から、現に保有している冷房器具を使用できず、新

たに購入が必要な場合などにおいて、冷房器具購入費用が５万８千円を限度として補助される

こととなっております。また、その取付けに必要な費用も別途扶助できることとなっておりま

す。 

○江口委員 

 では、全ての世帯に対して、公費でエアコンをつけられるというわけではないというお話だ

ったかと思います。熱中症予防を特に必要とする者というお話ございましたが、特に必要とす

るものというのは、どういった方なんでしょうか。 

○生活支援課長 

 熱中症予防を特に必要とする者とは、体温の調節への配慮が必要となる者であり、高齢者、

障がい児者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、必

要と認めた者となります。 

○江口委員 

 昨今の猛暑を考えると、熱中症予防対策として、エアコンは必要なものであると考えるべき

ではないかと思っています。テレビを見ていても、言われるじゃないですか。エアコンつけて

くださいと言われるわけですよ。そうじゃないと体が守れないと言われるわけなんです。そう

なんだけれど、公費で出せない部分があると。そういった方々に対しては、どう対応されてい

るのか、お聞かせください。 

○生活支援課長 
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 生活保護制度では、生活用品、家具、家電などの生活必需品等の購入は、経常的な生活費の

やりくりで賄うことが原則となっております。しかしながら、予期しない破損等によって預貯

金で対応することができず、日常生活において必要性が高い生活用品を緊急に購入する場合に

限って、社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付けの利用を認めており、その貸付金につき

ましては、収入として認定しない取扱いとなっております。冷房器具の設置につきましても、

このような貸付けを利用することは可能となっておりますので、被保護者より相談がありまし

た場合は、社会福祉協議会と連携を図り、連絡調整等を行っているところでございます。 

○江口委員 

 相談があったら、社協と連携をしてやっているというふうな形であると思います。ただ、こ

の状況を考えると、相談があった場合というよりも、こういった形で利用ができるので、ぜひ

利用してみませんかとかいうふうなことをご案内していただいたほうが、もうよい時代になっ

たんだと思っています。ぜひ、その点をご検討ください。 

○委員長 

 先ほど要求のありました資料の準備ができておりますので、サイドブックスに掲載しており

ます。保留をしておりました保育士確保対策事業について、江口委員の質疑を許します。 

○江口委員 

 資料のほう、もともと資料要求していた分の中で、保育士の処遇について、資料をいただい

ております。その点をちょっとご説明いただけますか。 

○保育課長 

 提出をしております民間保育士等職員の給与に関する資料について、ご説明させていただき

ます。こちらの資料につきましては、市内の私立保育所１９園及び認定こども園１０園から提

出された賃金改善実績報告書に基づき作成をしております。職員区分の常勤保育士とは、原則

として施設で定めた勤務時間の全てを勤務する者、または１日６時間以上かつ月２０日以上勤

務している保育士の方となります。非常勤保育士は常勤保育士以外の保育士の方となります。

人数につきましては常勤保育士が４４８名、非常勤保育士が１０９名で、合計５５７名となっ

ております。常勤保育士の平均給料月額は１７万７１１３円となっており、年間にしますと

２１２万５３５３円となります。また、手当等を含んだ平均給与月額は２６万５１０９円で、

年額にしますと３１８万１３０８円となっております。一方、非常勤保育士の平均給料月額

９万３９４４円となっておりまして、年間にしますと１１２万７３２３円となっております。

また、手当を含んだ平均給与月額は１０万９１６３円で、年額にしますと１３０万９９５５円

となっております。 

○江口委員 

 この常勤保育士並びに非常勤保育士、勤続年数が分かりましたらご案内ください。 

○保育課長 

 今回の資料につきましては、勤続年数については把握というか、この資料につきましては、

勤続年数は計上しておりません。 

○江口委員 

 勤続年数が分からないというふうなことですが、では、保育士確保対策をずっとやってきて、

飯塚市でも修学資金、生活資金等々をやってきたわけです。だけどもやっぱりまだまだ厳しい

部分があるんですが、国のほうで保育士確保対策をどうやってやってきたかというと、やっぱ

り、処遇改善をやってきたんですよね。先ほど資料要求しました、まず令和４年度予算案にお

ける公定価格の対応等という文書がございます。そちらの８ページを御覧ください。これは保

育士等の処遇改善の推移ですね、国としてこうやって処遇改善をやってきたんだよという部分

を、グラフにしてあるものなんです。平成２４年を１００として、改善率を、毎年度どうなっ

ているかというやつを積み上げたものなんです。これで見ると、令和３年度に関しては、もと
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もとの２４年度から比べて、１４％から１６％超えるぐらいの処遇改善がなされている。国の

ほうとしては、着実に処遇改善をやってきたというのが、この資料になります。あともう一つ、

国からの資料を出していただきました。令和３年度における私立保育所の運営に要する費用に

ついてという厚労省の通知を出していただきました。こちらのほうの２ページに、人件費関係

とございます。令和３年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額とございます。こ

れは簡単に言うと、私立保育所の委託費の予算積算上の根拠ですね。この金額をベースに考え

るんだよというところになるんです。ただこれを見ると、１００分の２０地域からその他の地

域まであります。飯塚市は幾つか地域分けがあるんですが、どこに当たりますか。 

○保育課長 

 １００分の３地域に該当いたします。 

○江口委員 

 １００分の３地域であります。とすると職種でいうと、所長は人件費の年額としては

４７６万円。主任保育士が４４９万円、保育士では３８０万円、調理員等では３１５万円が予

算積算上の国としての考えであります。で、ここの（注）の４番を御覧ください。（注）の

４番の一番下ですね。この人件費、なお書きのところですね。なお人件費年額には、処遇改善

等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱは含まないとあります。ということは、先ほど見ていただいた

保育士の処遇改善の推移のグラフ、段々のグラフの処遇改善Ⅰ、Ⅱにある程度の部分は、ここ

を含まずとも、飯塚市の保育士の予算積算上の金額としては３８０万円なんです。ただ注１と

書いてあるように、あくまでもこれは配置基準でやっているので、配置基準を超えて職員を雇

用していると、それによって下がることがあるよというのが、（注）１であるんですけれど。

ただ、もう２つ見ていただきたいのが、厚生委員会、飯塚市議会の厚生委員会に出していただ

いた資料、平成２８年１月２２日提出の資料、こちらの５ページを御覧ください。ここでは、

平成２６年度の飯塚市内保育所等保育士賃金・給与等調べを出していただいています。これで

見ると、私立の保育園の常勤職員の各種手当等を含む給与の年額については３１１万円なんで

す。これ２６年度です。もう一つ、平成２８年１１月２日の厚生委員会資料、こちらも追加提

出していただいたんですが、こちらの６ページを御覧ください。この６ページを見ていただく

と、括弧書きの２として、２７年度常勤保育士の状況として、年額給与１、２、３番目ですね。

年額給与としては、３２２万円なんです。つまり、２６年度では３１１万円だったのが、

２７年度では３２２万円に１１万の円増があったということなんですが、ところが、今回追加

資料で出していただいたものを見ると、これが３１８万円でしたっけ。ほとんど変わらないん

です。変わらないどころか、２７年度と比べると若干ですが下がっているんです。国は処遇改

善をきちんと強力にやってきたわけです。そして予算積算上は３８０万円あるはずの給与、そ

れプラス処遇改善なんですよね。これがこの厚生委員会の資料並びに今回出していただいた資

料で見るように、残念ながら保育士の処遇として実際では変わっていない。これについて、な

ぜなんでしょうか。理由等が分かりましたらご案内ください。 

○保育課長 

 今回、提出しております令和３年度の平均給与年額につきましての金額と追加資料で提出し

ております平成２６年度と２７年度の年間の給与年額、こちらにつきましては、その時点その

時点で採用人数や勤続年数、年齢層等もいろいろ相違がありますので、単純に比較することは

できないものというふうに、こちらでは考えております。 

○江口委員 

 でも単純に比較はできないにしてみても、詳細に比較したら分かるわけですよね。これなん

でしょうね、出し方としては基本一緒でしょう。それぞれ常勤保育士の平均額ですよね。いか

がですか。 

○保育課長 
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 今回提出しております資料につきましては、賃金改善実績報告書を基にしております。また

平成２８年１月２２日に提出しております厚生委員会資料につきましては、平成２６年度保育

士処遇改善臨時特例事業費補助金の資料によるものとしておりますので、基となる資料が異な

ることもありますので、単純な比較はできないものというふうに考えております。 

○江口委員 

単純な比較ができなくても、国は処遇改善をしっかりやってきたわけです。ところがその処

遇改善が反映されているかどうかを見ると、果たしてどうなんだろうというのが、今、目の前

にある資料の数字なんです。もともと資料が違うからというけれど、考え方としては一緒です

よね。処遇改善の臨時特例事業費の補助金によるものが前のやつでしょう。今回でも、同じよ

うに処遇改善の資料ですよね。そんなに算出の方法は変わらないわけです。ぜひ、ここの部分、

しっかりもう今後調べていただいて、果たして飯塚市の働く保育士の方々が、十分な処遇を受

けているのかどうか、その点考えていただきたいんです。国会でも問題になっているんだけど、

どうしてもまとめて措置費として園には行きます。そしてそれの分の通常は７割から８割程度、

人件費として使ってくださいね。本来は８割程度が人件費だというのが国の想定だそうですけ

れど、現実には、特に企業の経営している保育園等では、それが５割を切っているケースがあ

るというのが、ジャーナリストの報道等では出ています。以前、調査した段階では、飯塚市は

そういったところは、認可の保育園の中ではそういった部分はなかったんですけれど、ただ、

やはりこのように厳しい状況にあると、やはりせっかく保育士になろうと思っても、いや、こ

んな厳しい、ある意味、公立と比べると２００万円ぐらい違うわけですよ。同じ仕事をして

２００万円違うんだったら、やっぱりね、いろんなもう一般企業と同じ、変わらないか、安か

ったりするわけですよ。そしたら命を預かって、特に今コロナで厳しい状況の中で頑張りたい

と思っても、でもコロナも心配だし、そしたらもう一般企業で働こうとなるのが人だと思いま

すし、もしくは同じ保育士を持っていても、もう少し給与がいいところが現実にあるんです。

現実にしっかり休めるところもあるんです。先ほどの、以前の厚生委員会の資料の中では、有

給休暇の日数でも非常にばらけているのが出ています。そういったことも含めて、しっかりと

調査をした上で、改善を図っていただきたいことをお願いしておきます。 

あともう１点、保育環境改善等事業というのがございますが、次年度というか、今年度以降

については継続している、していただいているということでよろしいですか。 

○保育課長 

 令和３年度につきましては、当時の子育て支援政策課のほうで、各園全てに問合せをいたし

まして、要望調査を行った結果で予算計上し、実際に事業を実施しております。令和４年度に

つきましては、予算計上はいたしておりません。 

○江口委員 

 次年度以降については、令和３年度はついていたようなんですけれど、それについては、ど

のようなお考えなのか、聞かせていただけますか。 

○保育課長 

 先ほども申し上げましたとおり、令和２年度に全私立の保育所のほうに調査を行っておりま

したので、そのときに要望が上がっているところにつきましては、全て３年度に事業実施をい

たしております。その時点で、ほかに要望がなかったもので、令和４年度については予算計上

しておりませんが、今年も国の補助メニューに上がっておりますので、私どもといたしまして

も、もう２年たちますし、全国的にもこの保育士というのは不足している現状がございますの

で、導入していない施設につきましては、この保育士等の業務の負担軽減につながるこの事業

を活用していただきたいというふうには考えております。今年度につきましては要望調査をま

た再度行いまして、要望がある場合は、関係課と協議をしながら、来年度の当初予算に計上し

ていきたいというふうに考えております。 
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○江口委員 

 やはり保育士確保をしっかりやろうと思ったら、しっかりとした給与と、しっかりとした待

遇、そしてまた仕事の負担の軽減をどうやって図るかというのが大切だと思います。それこそ

通園バスの事故の件ではありませんけれど、午睡のときに、お昼寝のときに、突然死等々があ

る部分に対しても、ＩＣＴの力を借りてというのが、この事業であったかと思います。そうい

った部分をしっかり使いながら、お子様の命を預かる保育士の方々が、少しでも安心できるよ

うに、安心して仕事ができるようしていただきたいと思いますし、さらにその配置基準を考え

ると、やはり今の基準というのは厳し過ぎるというのがよく保育の方々から聞かれます。ぜひ

その点について、飯塚市としても独自の配置基準をつくるなどやっていただきたいとお願いを

しておきます。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

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 １６：２９ 

再 開 １６：３０ 

 委員会を再開いたします。 

次に、第４款、衛生費について、１２３ページから１３３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、江口委員の急患センター管理運営事業費につ

いては取下げがあっておりますので、次に、１２４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、川上委員の質疑を許します。 

○川上委員 

 追加資料４８ページの説明を求めます。 

○健幸保健課長 

 無料低額診療事業補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の急速な蔓延による影

響により、医療の継続を図ることが困難となった医療機関に対し、無料低額診療事業を継続さ

せることを目的として、予算の範囲内において、上限額１千万円で補助金を交付する事業とな

ります。昨年度は、生計に大きく影響を受けた市民の方の医療受診が後退することがないよう、

済生会飯塚嘉穂病院が行う無料低額診療事業に対し、補助金１千万円を交付しております。 

○委員長 

 次に、１２７ページ、健康づくり推進費、母子保健事業費について、光根委員の質疑を許し

ます。 

○光根委員 

 不妊治療助成金７３４万５千円ですけども、令和３年度の実績と前年度からの推移について

教えてください。 

○子育て支援課長 

 令和３年度は延べ７９件の助成を行っております。令和２年度の助成件数が３８件でござい

ましたので、２倍以上増加している状況でございます。その理由といたしましては、令和３年

度から所得制限の撤廃や助成回数を拡充したことで増加したものと考えております。 

○光根委員 

 本年、令和４年４月から不妊治療は保険適用が拡大され、一般不妊治療並びに生殖補助医療

も保険適用されましたが、この助成についてはどのようになっておりますか。 

○子育て支援課長 

 令和４年度の不妊治療につきましては、不妊治療というものが、１回の治療が、ワンクール
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数日から数か月にわたり行われます。令和４年度から不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、

移行期の治療計画に支障が生じないよう、保険適用とならない年度をまたぐ１回分の治療につ

きましては、経過措置として、令和４年３月３１日までに治療を開始したものについては、助

成対象として、現在も補助を行っております。 

○光根委員 

 確認しますけども、年度をまたぐ治療について、ワンクール分は補助対象になるということ

でよろしいですかね。では、令和４年４月１日以降、治療を開始された方についても、先進医

療と、保険適用とならないと聞いております。この保険適用外の治療についての助成はどのよ

うに考えておりますか。 

○子育て支援課長 

 先進医療につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律におきまして、厚生労働大臣

が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とするべきもの

であるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療

養とされており、厚生労働大臣が定める評価療養の一つとされております。日本の医療制度で

は、国民が安全かつ有効な治療を受けられるよう、一定の有効性と安全性が評価された治療法

のみ、公的医療保険の対象となる仕組みとなっておりますので、現在国では、先進医療につい

ての評価を行う体制を整えておりますので、その状況に応じて、注視していきたいと考えてお

ります。 

○光根委員 

 関連してですけども、不妊治療とともに不育症がございますけども、不育症についての助成

に関してはどのようにお考えでしょうか。 

○子育て支援課長 

 不育症につきましては、福岡県が福岡県不育症検査費・治療費助成事業を実施しております。

県の事業では、福岡市、北九州市、久留米市を含みませんので、この３市では独自で実施をし

ております。唯一県内では、上毛町が独自で実施している状況でございますが、現在まで、助

成の実績はないと聞いております。本市におきましては、まず福岡県の不育症助成事業につい

て、周知を図っていきたいと考えております。 

○光根委員 

 不妊治療は始めると終わりが見えないと言われております。長い年月をかける覚悟で治療さ

れているのではないかと思います。先ほど答弁いただきましたように、多くの方が治療をされ

ております。今年度保険適用が拡大されましたので、さらに多くの方が治療に臨まれるのでは

ないかと思います。またそれは別の機会に伺うといたしまして、この不育症につきましては、

まだまだ認知されていないのではないかと感じます。不育症への支援、また周知について、取

り組んでいただきたいと要望いたします。 

○委員長 

 次に、１２８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、永末委

員の質疑を許します。 

○永末委員 

 １２８ページ、保健衛生費、健康づくり推進費のヘルスケアプロジェクト委託料につきまし

て、４１４９万円につきまして、質問させていただきます。心身の健康というのが、市民の

方々の幸福につながっていくというふうに考えますし、増え続ける社会保障費をいかに適正化

するかということが、将来的な財政の負担を軽減させるという意味でも、重要な取組であると

考えます。その視点から、この健幸ポイント事業というのは、重要な事業であり、その成果が

求められると思います。まず、令和３年度の健幸ポイント事業参加者数及びアンバサダー数に

ついて答弁を求めます。 
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○健幸保健課長 

 令和３年度の健幸ポイント参加者数は２３２９人で、前年度と比較して１４５７人増加、健

康アンバサダー数は２５０人で、前年度と比較して７２人増加しております。 

○永末委員 

 参加者数は、前年度から約３倍ぐらいになっているのかなと思います。結果が明確に出てま

すので、今言われている取組の方向性というのは、正しいのかなというふうに思います。ポイ

ントの制度にしたことでありますとか、経過や結果を見える化したということが大きいんじゃ

なかろうかと思います。参加者数は増加したと思いますけども、参加するだけでなく、やはり

参加をして、実際に取り組んでいただかなくちゃいけないかと思うんですが、実際の、その参

加者の歩行数というのは、どういったふうな状況になっておりますでしょうか。 

○健幸保健課長 

 自治体連携ＳＩＢヘルスケアプロジェクトの、本市の２０２１年度評価業務報告書に記載し

ている内容でお答えさせていただきます。新規参加者のうち、運動不十分層９０２人の歩数変

化を見てみますと、健幸ポイント開始前は４２３３歩だったものが、３か月目以降、平均では

５５０３歩となっており、１人当たり平均１２７０歩増加している状況となっております。 

○永末委員 

 ３か月目以降で１２７０歩増えたというのは、もうこれ実際に成果として出ているんだと思

います。しかも、それが運動不十分層といいますか、運動をそれほどされていなかった方とい

うのが取り組んだという点が大きいのかなあと思います。実際に、こちらの事業を令和３年度

に取り組まれて、事業効果という部分もしっかりと認識されるべきかなと思うんですけども、

そちらにつきましては分析などされておりますでしょうか。 

○健幸保健課長 

 先ほど答弁させていただきました歩行数の増加、こちらの事業効果ということになりますが、

新規参加者のうち、運動不十分層の平均増加歩数１２７０歩と１年の日数３６５日及び一歩増

加すると削減されるとされる医療費０．０６１円を乗じると、１人当たり年間２万８２７６円

の削減効果が推定されます。今回は、事業の部分的な推定事業効果をお伝えしているところで

ございますが、今年度につきましては、国民健康保険の被保険者の参加者データと、参加者で

はないデータを比較して、本市の医療費の削減効果を分析する予定でございますので、次年度

以降、具体的なデータをお示しすることができると考えております。 

○永末委員 

 最後、要望で終わらせていただきます。今課長のほうからも、今年度ですかね、今年度のほ

うは、もうちょっと多角的な、様々な比較をした具体的なデータを示していただけるというこ

とですので、そこの部分をまずは楽しみに待ちたいと思います。今お聞きするように、どうし

てもこう数字で確認させていただく部分というのが多くはなってしまいますが、やはりこの事

業の一番の財産は、市民の方が健康になって、その方の幸福度が増すという部分かと思います

ので、健幸ポイント事業ですので、５千ポイントというインセンティブはありますが、実際に

事業に取り組まれている方の感想などをお聞きしますと、定期的に体組成計ではかる中で、自

分の体が健康になっていくのが見えるということに、一番の喜びというのを感じているようで

ございました。もちろん、そうは言いましても、インセンティブというのは重要な要素だと思

いますので、それがあることで、取組というのをしっかりと後押ししているのは確実だと思い

ます。ぜひ今後も、しっかりと継続をしていただくとともに、さらに多くの方が取り組める手

法を考えていただきたいと思います。例えば今は、歩数計で数字が計上されているというふう

な形ではありますが、例えばそこに少しこうゲーム的な、ちょっと要素を取り入れるという視

点でありますとか、今の歩くという歩数計でのですね、運動の把握ですけども、例えば歩くと

いう運動形態だけではなく、ジムで筋力トレーニングをするでありますとか、プールで泳ぐで
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ありますとか、自転車で走る、ゴルフの打ちっ放しに行くとかですね。そういったことなども、

十分な歩くに近いような運動の状態ではありますので、ぜひそういった部分もポイントの対象

にしていくような、なかなか工夫は要るかと思いますけども、そういった視点も踏まえながら、

今後の取組のほうを行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 次の江口議員の質問は取り下げられました。 

次に、１２９ページ、環境衛生費、その他の環境衛生費について、奥山委員の質疑を許しま

す。 

○奥山委員 

 長らくお待たせいたしました。もう午前中は寒くて、口が回らないかもしれません。よろし

くお願いします。成果表の６６ページにありますけれども、同じ所管で申し訳ないですけど、

よろしくお願いします。環境美化パトロールの業務ということで、内容について幾つかお伺い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。日々いろんな努力をされながら、飯塚市

内をきれいにということで、取組をされておりますけれども、環境美化のパトロール業務とい

うのは具体的にどのようなものなのか、お願いします。 

○環境対策課長 

 環境美化パトロールとは、市民の清潔な生活環境保持のために、市内全域のパトロールを実

施するもので、不法投棄の未然防止に努めるとともに、投棄されたごみの回収も行っておりま

す。 

○奥山委員 

 不法投棄等の回収を行われて、結構大変な作業だろうというふうに思います。次に、令和

３年度における、環境美化パトロールの実施の内容について、お願いいたします。 

○環境対策課長 

 飯塚地区につきましては、直営班が２台で、環境パトロールを実施し、その他の地区につき

ましては、穂波・筑穂地区を１班、庄内・頴田地区を１班として、シルバー人材センターに委

託し、環境パトロールを実施しております。令和３年度につきましては、飯塚地区で年間

２４０日、穂波・筑穂地区及び庄内・頴田地区でそれぞれ年間１７０日を巡回しております。 

○奥山委員 

 年間２４０日ということで、ほぼ毎日飯塚市内をパトロールされておられるということです

けれども、その際、パトロールでどのくらいの不法投棄のごみを回収されているのか伺います。 

○環境対策課長 

 投棄されたごみの量は、ここ１０年で減少傾向にはございます。平成１９年度には８万

９０２０キログラムでしたが、令和２年度では６８８２件で２万７２２７キログラム、令和

３年度では５６７６件で２万５５６４キログラムを回収しております。 

○奥山委員 

 平成１９年度はちょっと分かりづらかったですが、８９トンという、かなりやっぱりすごい

ゴミの、ゴミと言うか不法投棄ですからね、すごい量だなというふうに思います。令和２年度、

３年度については、２７トン、２５トンと、それでもかなり多くなっておりますけれども、ま

ず、ここ２年ぐらいはあまり変わらないような状況ですけれども、まだまだ、多い量だという

ふうに思います。そこで、不法投棄されている場所というのは、いつもおなじ場所なのかどう

か、お伺いします。 

○環境対策課長 

 いつも同じ場所に投棄されているということではありませんが、投棄されやすい場所は、人

目につきにくい場所や、既にごみが捨てられている場所が多い傾向にあります。 

○奥山委員 
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 やはり、日頃から山であるとか、そういう捨てやすいところを除草といいますか、樹木とか

そういう整理が必要なのかなというふうに思います。そのような場所にはパトロールだけでは

なくて、何らかの対策が必要というふうに思いますけれども、何かされておられればお願いい

たします。 

○環境対策課長 

 不法投棄に対するパトロール以外の対策としましては、繰り返し投棄が行われそうな場所に

は、不法投棄の禁止や罰則規定が表記された看板を設置するなどしています。また、悪質な場

合につきましては、警察や県、保健所などの関係機関と協力、連携しながら、不法投棄の誘発

防止に努めているところでございます。 

○奥山委員 

 最後、要望になりますけれども、産業廃棄物等は結構捨てられたり、私のところにも連絡が

きたり、庁内で見に行っていただいたりとかいうのがあります。なかなか細部までわたって、

パトロールというのは難しいと思いますけれども、その前に、先ほども申し上げましたように、

道路の半分近くまで木が垂れてきているとか、いろんなところがございます。そういうところ

が、ちょっと担当課じゃないかもしれませんが、きれいにと。これだけのきれいじゃなくて、

山も草もきれいに、飯塚市を保っていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしく

お願いします。以上で終わります。 

○委員長 

 次に、１３０ページ、環境対策費、その他の環境対策費について、光根委員に質疑を許しま

す。 

○光根委員 

 資源回収団体奨励補助金１３８５万５５８４円についてですけれども、本市では第三次飯塚

市環境基本計画における取組といたしまして、４Ｒ、リフューズ、リデュース、リユース、リ

サイクルを推進するとともに、ごみの減量化などを目的として事業に取り組んでおられます。

その取組の一つに資源回収団体奨励補助金がございます。この制度につきましては、登録され

た資源回収団体が活動を行った場合に、種別ごとに補助金を交付するものでございますが、そ

れでは令和３年度末時点の登録団体数はどのくらいあるのでしょうか。 

○環境整備課長 

 令和３年度末の登録団体数は２８１団体でございます。 

○光根委員 

 その２８１団体が活動されたということでよろしいでしょうか。 

○環境整備課長 

 先ほどの２８１団体のうち、活動された団体数は２７３団体でございます。残り８団体につ

きましては、諸事情により活動がなされなかったということは把握しております。 

○光根委員 

 それでは補助金の申請件数について、この３年間の推移はどのようになっていますか。 

○環境整備課長 

 過去３年間の実績でお答えいたします。令和元年度は延べ１２１９件、令和２年度は延べ

１０４１件、令和３年度は延べ１０４９件の申請があっております。 

○光根委員 

 同じく、回収量及び補助金交付額の推移をお願いします。 

○環境整備課長 

 先ほどと同年度で申し上げます。令和元年度、回収量が２０１１トン、交付金額が

１５８１万９５８５円。令和２年度の回収量、約１７３８トン、交付金額が１３７０万

８３９９円。令和３年度の回収量、約１７５５トン、交付金額が１３８５万５５８４円となっ
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ております。 

○光根委員 

 若干、微減傾向にあるのではないかと思います。先ほど実際に活動されている団体が

２７３団体とのご答弁がございましたが、今後さらに、４Ｒやごみの減量化を推進していくた

めには、もっと活動団体を増やしていく必要があるのではないかと思っております。そこで活

動団体を増やしていくために、どのような取組をされているのか、お尋ねいたします。 

○環境整備課長 

 活動団体を増やしていくための取組といたしましては、市のホームページへの掲載、自治会

長ハンドブックへの掲載及び暮らしの便利帳、チラシ等での周知を行っております。また、資

源回収で登録されている団体で、２年以上活動がない団体につきましては、資源回収活動に積

極的に取り組んでいただき、当該制度を活用していただくよう文書にてお願いをさせていただ

いております。 

○光根委員 

 最後に、ＳＤＧＳという言葉がもう一般的になりました。国や企業また個人においても身近

なものになりましたけども、私もボランティアで新聞また段ボールなどを回収活動をさせてい

ただいております。１０年前、２０年前に比べて明らかに減少をしているようでございます。

団体も高齢化やこのコロナ禍で活動自体が難しいこともあると思いますけれども、市民の意識

の啓発とともに、この事業の推進をぜひともお願いいたします。 

○委員長 

 次に、同じく１３０ページ、環境対策費、その他の環境対策費について、光根委員の質疑を

許します。 

○光根委員 

 浄化槽設置補助金の取組についてお伺いいたします。浄化槽設置補助金７００４万５千円の

内訳をお願いいたします。 

○下水道課長 

 決算額の内訳につきましては、５人槽が１４１基、７人槽が４４基、１０人槽が１基の

６５４１万５千円と、令和３年度から新たに補助の対象となりました単独浄化槽からの転換補

助が１基、くみ取便槽からの転換補助が２３基で、４９９万円の合計７０４０万５千円でござ

います。 

○光根委員 

 この浄化槽設置の普及促進のために行った取組はございますか。 

○下水道課長 

 令和３年度は、福岡県浄化槽協会にチラシを無償で５千部作成していただき、し尿収集業者

に協力を依頼して、一部の地域ではございますが、くみ取便槽、単独浄化槽の対象家庭にチラ

シの配布をお願いいたしました。また、下水道課、各支所、各交流センターにチラシの設置を

お願いするとともに、飯塚市管工事協同組合から設備業者にチラシを配布していただきました。

さらに、１０月１日の浄化槽の日に合わせまして、市報に掲載し、広く市民に周知を行ってお

ります。また、令和４年度より、浄化槽設置について、さらに推進するため、浄化槽設置支援

融資制度及び利子補給に関する要綱を定めまして、補助金と融資利子に伴う補給を行うことで、

費用の負担軽減を図り、浄化槽の普及に取り組んでおります。 

○光根委員 

 令和３年度末時点の単独処理浄化槽とくみ取便槽のそれぞれの戸数は把握されておりますか。 

○下水道課長 

 合併浄化槽も含めた全体の戸数約１万９５００戸は把握しておりますけれども、それぞれの

戸数は把握しておりません。 
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○光根委員 

 単独浄化槽は現在、新設は禁止されておりますが、まだ多く、推計では今の浄化槽全体の約

半分がまだ単独浄化槽であると言われております。古いもので四、五十年経過し、十分な機能

を有していない単独浄化槽もあり、これは早急に転換する必要があると考えております。それ

では、単独処理浄化槽の戸数を把握する方法はございますか。 

○下水道課長 

 し尿収集業者に協力していただければ、把握することが可能と考えますので、今後、そちら

と協議をさせていただきます。 

○光根委員 

 ぜひともご協力をお願いしていただきたいと思います。先ほどの答弁の中で、単独処理浄化

槽からの転換が１基だけということでしたが、私はこの単独処理浄化槽からの転換が、河川等

の水質改善や環境保全に欠かせないと考えておりますし、国の方針としても、既存の汚水処理

未普及の解消、つまり、単独処理浄化槽及びくみ取便槽から合併処理浄化槽への転換に予算を

重点化していくと言われております。単独処理浄化槽では、トイレの排水だけを処理し、生活

雑排水は処理されません。単独処理浄化槽からの転換、くみ取便槽からの転換による上乗せ補

助のように、個人の負担軽減のための良い制度をつくっていても、単独処理浄化槽からの転換

が伸びていない、この要因の一つが使用者、設置者が単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の区別

が分からないことも一つあるのではないかと思います。市報やホームページで単独処理浄化槽

と合併処理浄化槽の違い、また転換の必要性を説明していただきたいと思います。この設置補

助金とともに、融資制度もあるということでございますが、合併処理浄化槽への転換を図るた

め、業者にもご協力をお願いし、広く周知していただきますよう要望いたします。 

○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 ） 

質疑がないようですから、第４款、衛生費についての質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。認定第１号から認定第１１号までの１１件については、本日の審査をこ

の程度にとどめ、９月２２日、午前１０時から委員会を開き、審査をしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。 

以上をもちまして、令和３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。 


