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平成平成平成平成２２２２３３３３年第年第年第年第１１１１回回回回（（（（３３３３月月月月））））筑紫野市議会定例会筑紫野市議会定例会筑紫野市議会定例会筑紫野市議会定例会    

提出議案提出議案提出議案提出議案についてについてについてについて    

    

    平成平成平成平成２２２２３３３３年第年第年第年第１１１１回筑紫野市議会定例会回筑紫野市議会定例会回筑紫野市議会定例会回筑紫野市議会定例会（（（（会期会期会期会期３３３３月月月月１１１１日日日日～～～～３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日））））にににに次次次次のののの議案議案議案議案をををを提案提案提案提案しししし

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。    

        

諮問諮問諮問諮問第第第第１１１１号号号号    人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員のののの推薦推薦推薦推薦につきにつきにつきにつき意見意見意見意見をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて    

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第１項の規定に基づき、法務大臣が委嘱することとなって

おり、同条第３項の規定により、市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を

有する住民の中から、議会の意見を聞いて、候補者を推薦しなければならないこととなっております。 

現委員である行武 輝征氏が本年６月３０日をもって任期満了となりますが、行武 輝征氏は、同

委員を３期務められ、人格・識見ともに人権擁護委員として適任であると存じますので、引き続き委

員としてご活躍いただきたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもので

す。 

同意第同意第同意第同意第１１１１号号号号    筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    

筑紫野市固定資産評価審査委員会は、地方税法第４２３条第１項の規定により、固定資産課税台帳

に登録された価格についての不服を審査決定するため設置している定数３人で構成する委員会で、市

の基幹税である固定資産税の評価業務のより一層の適正・公正を期するため、中立・独立した第三者

機関として設置、運営されているものです。 

この委員の任期は３年ですが、このたび現委員である米永 隆司氏が３月１１日で任期満了となり

ますので、米永氏を再任することについて議会のご同意をいただくため、提案するものです。 

米永 隆司氏は、同委員を４期務められ、かつ市内での不動産鑑定士及び税理士の業務を通して、

固定資産税関係に豊富な知識と経験をお持ちで、固定資産評価審査委員会委員として適任であると存

じますので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものです。   

同意第同意第同意第同意第２２２２号号号号    筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員筑紫野市固定資産評価審査委員会委員のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    

現委員の中島 千春氏が４月１３日で任期満了となりますので、中島氏を再任することについて議
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会のご同意をいただくため、提案するものです。 

中島 千春氏は、同委員を２期務められ、かつ市内での税理士業務及びその経験から各種学校の講

師をされるなど、固定資産税関係に豊富な知識と経験をお持ちで、固定資産評価審査委員会委員とし

て適任であると存じますので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるもので

す。    

同意第同意第同意第同意第 3333 号号号号    筑紫野市筑紫野市筑紫野市筑紫野市教育委員教育委員教育委員教育委員会委員会委員会委員会委員のののの任命任命任命任命についてについてについてについて    

現委員である徳永 茂樹氏が、本年３月６日をもって任期満了となりますので、その後任として 

古賀 勇 氏を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 

 古賀 勇 氏は、平成１１年から筑紫東小学校ＰＴＡ会長を３年間、平成１４年から筑紫野南中学

校ＰＴＡ会長を２年間務められ、校区のＰＴＡ活動の中核として活動をされ、また、平成２０年から

は、筑紫野市青少年育成市民会議幹事として、本市の青少年の健全育成活動に深くかかわっておられ、

人格・識見ともに、本市教育委員会委員として適任であると存じます。 

報告第報告第報告第報告第１１１１号号号号 専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認についてについてについてについて 

本件は、事故の賠償について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行っておりま

すので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、ご承認を求めるものです。 

事故の内容は、平成２３年１月２５日午後１時４５分ごろ、筑紫野市塔原東二丁目７番先三差路に

おいてバックする際、公用車の左サイド後方部を相手方車両の前面バンパー部に接触し、損傷させた

ものです。 

このことによる損害賠償の額について８万６，０００円で示談協議が整いましたので、平成２３年

２月１７日付けで専決処分を行ったところです。 

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    
筑紫野市筑紫多目的集会施設筑紫野市筑紫多目的集会施設筑紫野市筑紫多目的集会施設筑紫野市筑紫多目的集会施設のののの管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの

制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、平成２３年４月に施行する組織機構の見直しにより、筑紫野市筑紫多目的集会施設の管理

を教育委員会事務部局の所管から市長事務部局の所管に移管することに伴い、処分や手続きを行う機

関を変更する必要が生じたので、条例の一部を改正するものです。 
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議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    
筑紫野市筑紫野市筑紫野市筑紫野市コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ施設等施設等施設等施設等のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正すすすす

るるるる条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、平成２３年４月に施行する組織機構の見直しにより、筑紫野市コミュニティ施設の管理を

教育委員会事務部局の所管から市長事務部局の所管に移管することに伴い、処分や手続きを行う機関

を変更する必要が生じたので、条例の一部を改正するものです。 

議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    筑紫野市表彰条例等筑紫野市表彰条例等筑紫野市表彰条例等筑紫野市表彰条例等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

 本件は、市の事務事業から暴力団を排除するため、昨年４月に「筑紫野市暴力団排除条例」を施行、

並びに昨年８月に市と筑紫野警察署との間で「筑紫野市が暴力団排除を講ずるための連携に関する協

定書」を締結したところですが、この条例と協定書に実効性をもたせるために、このたび市の表彰に

ついて暴力団を表彰の対象としないことや、市の各公共施設について施設の使用を許可しないなどの

条文を盛り込むため改正を行うものです。 

議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号    筑紫野市監査委員事務局設置条例筑紫野市監査委員事務局設置条例筑紫野市監査委員事務局設置条例筑紫野市監査委員事務局設置条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、平成２３年４月に施行する組織機構の見直しに伴い、職員の職の設置に関して例規の点検

を行ったところ、筑紫野市監査委員事務局設置条例の中に改正すべき事項がありましたので、同条例

の一部を改正するもので、具体的には、第３条第２項を全文改正し、局長補佐と主任主査の職を追加

する改正を行うものです    

議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    
筑紫野市職員筑紫野市職員筑紫野市職員筑紫野市職員のののの育児休業等育児休業等育児休業等育児休業等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定につにつにつにつ

いていていていて    

本件は、平成２２年度人事院勧告に伴い、給料を減額する職員が部分休業を取得した場合の給与の

取扱いを定めるために、条例を改正するものです。 

議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    筑紫野市職員筑紫野市職員筑紫野市職員筑紫野市職員のののの給与給与給与給与にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、平成２２年度人事院勧告に伴い、給料を減額する職員に対して、期末手当及び勤勉手当を

支給するにあたっての基準日を明確にするために、条例を改正するものです。    

議案第議案第議案第議案第７７７７号号号号    筑紫野市行政財産使用料条例筑紫野市行政財産使用料条例筑紫野市行政財産使用料条例筑紫野市行政財産使用料条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、行政財産の目的外使用許可に伴う使用料に関する事項を定めるため、条例を制定するもの

です。 
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議案第議案第議案第議案第８８８８号号号号    筑紫野市特別会計条例筑紫野市特別会計条例筑紫野市特別会計条例筑紫野市特別会計条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する基本協定書の規定に基づき、平成２３年４月

１日から平成２５年３月３１日までの２年間、本市が筑紫地区介護認定審査会の事務局担当市となる

ことから、本条例に平成２３年度から筑紫地区介護認定審査会事業特別会計を設置することを規定す

るものです。 

また、平成２２年度をもって老人保健事業特別会計の設置義務が終了することから、本条例第２条

第４項の老人保健事業特別会計の設置の規定を削除するものです。 

議案第議案第議案第議案第９９９９号号号号    筑紫野市特別職筑紫野市特別職筑紫野市特別職筑紫野市特別職のののの職員職員職員職員のののの給与等給与等給与等給与等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例についてについてについてについて    

本件は、筑紫地区介護認定審査会の会長及び合議体の長並びに委員の報酬について、及び筑紫野市

子ども条例第１７条に基づく子どもの権利救済委員の報酬について改正を行うものです。 

議案第議案第議案第議案第１０１０１０１０号号号号    筑紫野市職員等筑紫野市職員等筑紫野市職員等筑紫野市職員等のののの旅費旅費旅費旅費にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

本件は、筑紫地区介護認定審査会の会長及び合議体の長並びに委員に支給する費用弁償の額につい

て規定するため、条例の一部を改正するものです。 

議案第議案第議案第議案第１１１１１１１１号号号号    市道市道市道市道路線路線路線路線のののの認定認定認定認定についてについてについてについて    

路線番号９０９５号 下ムチカケ７号線は、天山公民館に隣接し、道路の建設工事が完了しました。

路線番号９０９６号 米噛・陣の尾３号線は、国道３号に近接する二日市北六丁目にあり、宅地開発

完了に伴う道路の移管が行われました。これらの道路を道路法第８条第１項の規定に基づき市道路線

として認定するため、同条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

議案第議案第議案第議案第１２１２１２１２号号号号    下水道下水道下水道下水道のののの排水協定排水協定排水協定排水協定についてについてについてについて    

本件は、当市と小郡市との境界付近の公共下水道工事の施工及び維持管理等を効率的に行っていく

ために、それぞれの市の業務及び費用負担等を明確にするために排水協定を締結しているところです

が、今回、この協定が平成２３年３月３１日付けで期限切れとなることから更新のため、地方自治法

第２４４条の３第３項の規定により議会の議決を求めるものです。    

議案第議案第議案第議案第１３１３１３１３号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））についてについてについてについて    

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億５，８８９万１千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２９９億８，２６０万１千円とするものです。 
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【歳出予算】 

国民健康保険事業特別会計繰出金 ２億１０６万８千円 

国の補正予算により交付されることとなった「きめ細かな交付金」の対象事業 

総合公園遊具補修工事費 1，０００万円 

山家コミュニティセンター屋根防水工事費 １，４４０万７千円 

市民図書館外壁等改修工事費 ３，７７３万７千円        など 

国の補正予算により交付されることとなった「住民生活に光をそそぐ交付金」の対象事業 

地域福祉基金積立金 ２，０００万円 

財政調整基金積立金 ３億７８８万５千円 

子ども手当 △１億５，３６７万４千円 

筑紫駅西口土地区画整理事業費 △１億３，８０７万円 

【歳入予算】 

子ども手当国庫負担金 △１億２，０４５万２千円 

普通交付税 ７，２６３万１千円 

「きめ細かな交付金」 ３，７３４万６千円 

「住民生活に光をそそぐ交付金」 １，１８４万２千円 

議案第議案第議案第議案第１４１４１４１４号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算年度筑紫野市一般会計補正予算（（（（第第第第５５５５号号号号））））についてについてについてについて    

補正の内容は、職員の給与改定に伴う予算の補正で、給与改定により減額となった４，４２５万 

４千円を財政調整基金に積み立てるものです。 

議案第議案第議案第議案第１５１５１５１５号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））につにつにつにつ

いていていていて    

補正の内容は、歳出予算では、一般被保険者療養給付費７，００３万６千円や 退職被保険者等療

養給付費７，８９０万５千円などを増額し、歳入予算では、一般会計繰入金１億３，８４４万２千円

などを増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億３，２４９万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を８５億１，２７８万９千円とするものです。 
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議案第議案第議案第議案第１６１６１６１６号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））につにつにつにつ

いていていていて    

本件は、職員の給与改定に伴い、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７２万３千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を８５億１，２０６万６千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第１７１７１７１７号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市老人保健事業特別会計補正予算年度筑紫野市老人保健事業特別会計補正予算年度筑紫野市老人保健事業特別会計補正予算年度筑紫野市老人保健事業特別会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））についてについてについてについて    

 補正の内容は、歳出予算では医療給付費１１６万８千円などを減額し、歳入予算では、医療費交付

金６６万円などを減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３５万９千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を３４５万６千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第１８１８１８１８号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計補正予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計補正予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計補正予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））につにつにつにつ

いていていていて    

補正の内容は、歳出予算では奨学資金貸付金９１万７千円を減額し、歳入予算では一般会計繰入金

９１万７千円を減額するものです。 

このため歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９１万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を６０６万５千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第１９１９１９１９号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））についてについてについてについて    

補正の内容は、歳出予算では、居宅介護サービス給付費１億８，３０６万２千円の増額や介護予防

サービス給付費６，１２１万２千円の減額など、歳入予算では、介護給付費交付金１，６６２万４千

円の増額や第１号被保険者保険料２，２５２万２千円の減額などの補正を行うものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，０４１万１千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を４８億３，００９万６千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２０２０２０２０号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））についてについてについてについて    

本件は、職員の給与改定に伴い、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９５万４千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を４８億２，９１４万２千円とするものです。    

議案第議案第議案第議案第２１２１２１２１号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））につにつにつにつ

いていていていて    
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補正の内容は、歳出予算では農業集落排水施設維持管理費の手数料５００万円などを減額し、歳入

予算では一般会計繰入金を５９８万１千円減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９８万１千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を２億２，２８６万７千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２２２２２２２２号号号号    
平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））につにつにつにつ

いていていていて    

    本件は、職員の給与改定に伴い、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２万２千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を２億２，２６４万５千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２３２３２３２３号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））についてについてについてについて    

 補正の内容は、歳出予算では一般会計繰出金６６万１千円を増額し、歳入予算では基金繰入金を 

６６万１千円増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１，０５５万２千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２４２４２４２４号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））についてについてについてについて    

補正の主な内容は、水道料金、水道利用加入金等の増、及び事業の確定による工事請負費等の減に

伴うものです。 

 収益的収支では、収入総額を５，７９０万６千円増額して１８億５，０２３万６千円とし、支出総

額を１，０１０万円減額して１６億７，８５８万８千円とするもので、資本的収支では、収入総額を

３０万円減額して４５０万２千円とし、支出総額を２，０７４万９千円減額して６億８，２３８万７

千円とするものです。 

 

議案第議案第議案第議案第２５２５２５２５号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））についてについてについてについて    

本件は、「筑紫野市職員の給与に関する条例」の一部改正に伴い、補正を行うものです。 

 補正の内容は、給料及び手当等の減額によるもので、収益的支出では総額を１２５万９千円減額し

て１６億７，７３２万９千円とし、資本的支出では総額を５２万９千円減額して６億８，１８５万８

千円とするものです。    
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議案第議案第議案第議案第２６２６２６２６号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（（（（第第第第３３３３号号号号））））についてについてについてについて    

補正の主な内容は、下水道使用料等の増及び事業の確定による企業債、負担金等の減に伴うもので

す。収益的収支では、収入総額を１，３５６万５千円増額して１９億４，７９８万８千円とし、支出

総額を２７４万４千円減額して１８億７，６６１万８千円とするもので、資本的収支では、収入総額

を２，０８０万円減額して１０億６，０９９万４千円とし、支出総額を１，８０２万５千円減額して

１５億８，２２１万円とするものです。    

議案第議案第議案第議案第２７２７２７２７号号号号    平成平成平成平成２２２２２２２２年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（（（（第第第第４４４４号号号号））））についてについてについてについて    

本件は、「筑紫野市職員の給与に関する条例」の一部改正に伴い補正を行うものです。 

補正の内容は、給料及び手当等の減額によるもので、収益的支出では、総額を１１９万５千円減額

して１８億７，５４２万３千円とし、資本的支出では、総額を３８万１千円減額して１５億８，１８

２万９千円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２８２８２８２８号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市一般会計年度筑紫野市一般会計年度筑紫野市一般会計年度筑紫野市一般会計暫定予算暫定予算暫定予算暫定予算についてについてについてについて    

 本会計は暫定予算で編成しており、歳出の人件費、扶助費、維持補修費は年間予算の約４０％相

当額を、物件費については年間予算の約７０％相当額を、公債費は７月までに支払う予定があるもの

を、普通建設事業については、国・県の補助金を財源として７月までに事業着手する必要があるもの

を、繰出金は各特別会計の繰り入れ必要額をそれぞれ計上しております。 

なお、歳入については、歳出に見合う額を計上しております。 

本予算は、歳入歳出総額を対前年度比４０．１％減の１７５億８，４００万円とするものです。 

議案第議案第議案第議案第２２２２９９９９号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算についてについてについてについて    

 本件は、歳入歳出予算の総額を、対前年度比４．９％増の８６億３，９２５万８千円とするもので、

この会計は、保険給付事業が主なものです。 

議案第議案第議案第議案第３０３０３０３０号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算年度筑紫野市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比４３．３％減の１，０７０万９千円とするもので、この

会計は、貸付金の回収や借入金の償還が主な事業です。    

議案第議案第議案第議案第３１３１３１３１号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比４．５％増の７２９万６千円とするもので、この会計は、
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奨学資金の貸与が主な事業です。    

議案第議案第議案第議案第３２３２３２３２号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比７．５％増の５０億８，０７７万２千円とするもので、 

この会計は、介護サービスの費用負担は１割が自己負担、９割が保険で給付されることとなっており

ますので、この保険で給付する費用及びその財源を計上しております。 

議案第議案第議案第議案第３３３３３３３３号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計予算年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計予算年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計予算年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比６．２％増の１７億２，６０２万５千円とするもので、

この会計は、医療保険制度改正に伴い、平成２０年４月から後期高齢者医療事業として実施されてお

ります。 

議案第議案第議案第議案第３４３４３４３４号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を７，２６０万円とするもので、この会計は、「筑紫地区介護認定審

査会の共同設置に関する基本協定書」の規定に基づき、平成２３年度及び平成２４年度の２ヵ年間、

本市で筑紫地区介護認定審査会事業特別会計を設置するものです。 

議案第議案第議案第議案第３５３５３５３５号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算についてについてについてについて    

  本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比４．１％増の２億３，８３８万円とするもので、この会

計は、御笠、阿志岐、平等寺、吉木及び山口の５つの処理区の維持管理費用と起債の償還費用を計上

しております。    

議案第議案第議案第議案第３６３６３６３６号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市土地取得事業特別会計予算年度筑紫野市土地取得事業特別会計予算年度筑紫野市土地取得事業特別会計予算年度筑紫野市土地取得事業特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比１．２％減の６億３，０４９万８千円とするもので、こ

の会計は、土地開発公社先行取得用地の市への買戻しに伴う起債の償還費用を計上するものです。 

議案第議案第議案第議案第３７３７３７３７号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比８．０％減の２４５万９千円とするもので、この会計は、

湯町にある駐車場の維持管理が主な事業です。 

なお、この予算については、２月２５日に開催された管理会の同意を得て提案しております。    

議案第議案第議案第議案第３８３８３８３８号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算についてについてについてについて    

本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比１．７％増の１，００６万３千円とするもので、この会
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計は、山林育林事業の経営を主な事業としております。 

なお、この予算は、２月２２日に開催された管理会の同意を得て提案しております。 

議案第議案第議案第議案第３９３９３９３９号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算についてについてについてについて    

        本件は、歳入歳出予算の総額を対前年度比１１８．０％増の２，７８１万７千円とするもので、こ

の会計も御笠財産区と同様、山林育林事業の経営が主な事業です。 

なお、この予算については、２月１日に開催された管理会の同意を得て提案しております。 

議案第議案第議案第議案第４０４０４０４０号号号号    平成平成平成平成２３２３２３２３年度筑紫野市水道事業会計予算年度筑紫野市水道事業会計予算年度筑紫野市水道事業会計予算年度筑紫野市水道事業会計予算についてについてについてについて    

収益的収支予算では、収入の水道事業収益を 17 億 9,241 万 1 千円とし、支出の水道事業費用を

17 億 5,604 万 5 千円とするもので、資本的収支予算では、収入の資本的収入を 2 億 7,460 万 2

千円とし、支出の資本的支出を 8 億 5,236 万 8 千円とするものです。  

なお、収益的収支において 184 万１千円の黒字を見込んでおります。 

議案第議案第議案第議案第４１４１４１４１号号号号    平成平成平成平成 23232323 年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市年度筑紫野市下水道事業会計予算下水道事業会計予算下水道事業会計予算下水道事業会計予算についてについてについてについて    

収益的収支予算では、収入の下水道事業収益を 19 億 1,672 万 8 千円とし、支出の下水道事業費

用を 18 億 8,222 万 5 千円とするもので、資本的収支予算では、収入の資本的収入を 9 億 6,706

万 4 千円とし、支出の資本的支出を 15 億 5,786 万 9 千円とするものです。 

なお、収益的収支において 671 万円の黒字を見込んでおります。 

 


