平成 30 年 第１回 筑紫野市議会定例会（３月）
提出議案について
平成 30 年第１回筑紫野市議会定例会（会期：２月２6 日から３月２3 日まで）に次の議
案を提案しましたので、その内容をお知らせします。

諮問第１号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

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
になっておりますが、市長は、当該市の議会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、候補者を推薦することになっています。つきましては、現委員であります野﨑
文子氏が本年 6 月 30 日をもって任期満了となりますので、引き続き、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 1 号

筑紫野市監査委員の選任について

本件は、識見を有する監査委員であります、段上信章氏が、本年 3 月 31 日をもって任期
満了となりますので、引き続き、段上氏を選任いたしたく、地方自治法 第 196 条 第 1 項
の規定により、議会の同意を求めるものです。
同意第２号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件は、現在の二日市財産区管理委員である萩尾健児氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き萩尾氏を選任することにつきまして、二日
市財産区管理会条例第 3 条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
同意第 3 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である林田正義氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き林田氏を選任することにつきまして、二日市
財産区管理会条例第 3 条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
同意第 4 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である森田陽子氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き森田氏を選任することにつきまして、二日市
財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。

同意第 5 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である齊木嗣憲氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き齊木氏を選任することにつきまして、二日市
財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
同意第 6 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である井上章氏が、本年 3 月 19 日をもって、
任期満了となりますので、引き続き井上氏を選任することにつきまして、二日市財産
区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
同意第 7 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である廣瀨征一氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き廣瀨氏を選任することにつきまして、二日市
財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
同意第 8 号

筑紫野市二日市財産区管理委員の選任について

本件も、現在の二日市財産区管理委員である畑添和敏氏が、本年 3 月 19 日をもっ
て、任期満了となりますので、引き続き畑添氏を選任することにつきまして、二日市
財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。
報告第 1 号

専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて）

本件は、平成２９年 7 月 5 日、JR 原田駅付近において発生した道路事故により、相手方
左足を負傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額について 42 万 8 千 100 円で
示談協議が整いましたので、平成２９年 12 月 22 日付けで専決処分を行ったものです。
議案第１号

福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び
福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について

本件は、本年 3 月 31 日をもって、豊前広域環境施設組合が、福岡県市町村職員退職手当
組合から 脱退することに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正するもの
です。
議案第 2 号

筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

本件は、筑紫地区障害支援区分等認定審査会事務局の担当を交代することから、委員報酬
の規定が不要となることに伴い、条例の一部を改正するものです。
議案第 3 号

筑紫野市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、本市が平成 28 年度から２年間、筑紫地区障害支援区分等審査会庶務の担当を務
めておりましたが、その期間が終了し、当該特別会計を廃止することに伴い、条例の一部を
改正するものです。
議案第 4 号

筑紫野市税条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、本条例で引用
している条文の条ずれを改めるため、条例の一部を改正するものです。
議案第 5 号

筑紫野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、国民健康保険法の改正に伴う国民健康保険税の課税目的の変更のほか、減免規定
を追加するため、条例の一部を改正するものです。
議案第 6 号

筑紫野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、本年４月１日に、県から権限移譲される居宅介護支援事業者の指定及び指導等の
業務において、新規指定及び更新の際に手数料を徴収することに伴い、条例の一部を改正す
るものです。
議案第 7 号

筑紫野市国民健康保険事業特別会計に属する保険給付費支払準備基金の
設置及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、国民健康保険法の改正に伴い、基金の名称及び処分の規定を改正するため、条例
の一部を改正するものです。
議案第 8 号

筑紫野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

本件は、高齢者の医療の確保に関する法律第 55 条の２の規定が 新設されることに伴い、
条例の一部を改正するものです。
議案第 9 号

筑紫野市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、及び、児童福祉

法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、条例の一部を改正するものです。
議案第 10 号

筑紫野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、国民健康保険法の改正に伴い、運営協議会の名称及び葬祭費の額を変更するため、
条例の一部を改正するものです。
議案第 11 号

筑紫野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、平成 30 年度から平成 32 年度までの介護保険料の額を定めるため、条例の一部
を改正するものです。
議案第 12 号

筑紫野市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
を定める条例の制定について

本件は、介護保険制度の改正に伴い、本年４月１日より、居宅介護支援事業者の指定指導
等の権限が、都道府県から市町村へ移譲されるため、条例を制定するものです。
議案第 13 号

筑紫野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、厚生労働省令に定められている同基準の改正に伴い、条例の一部を改正するもの
です。
筑紫野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
議案第 14 号

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

本件は、厚生労働省令に定められている同基準の改正に伴い、条例の一部を改正するもの
です。
議案第 15 号

筑紫野市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要
なものに関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、厚生労働省令に定められている同基準の改正に伴い、条例の一部を改正するもの
です。
議案第 16 号

筑紫野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について
本件は、厚生労働省令に定められている同基準の改正に伴い、条例の一部を改正するもの
です。
議案第 17 号

筑紫野市公園条例の一部を改正する条例の制定について

本件は、都市公園法施行令の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
議案第１8 号

筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

本件は、本年４月１日より施行される建築基準法の改正に伴い、条例の一部を改正するも
のです。
議案第１9 号

宝満山保存活用計画策定委員会設置条例の制定について

本件は、国指定史跡の宝満山の保存活用計画の策定に関し、策定委員会を設置する必要が
あるため、条例を定めるものです。
議案第 20 号

市道路線の変更について

本件は、市庁舎建設周辺整備事業に伴い、路線番号８２３２号野際・石ヶ崎線の道路を改
良するため、終点位置を変更するものです。
議案第 21 号

平成２9 年度筑紫野市一般会計補正予算（第 7 号）について

主な内容は、歳出予算といたしまして、国民健康 保険事業 特別会計 繰出金の臨時的な
ものとして４億８千 358 万５千円、基金積立事業 ６億５千 163 万２千円、認知症高齢者
グループホーム 防災改修支援事業 734 万４千円の増額などをするものです。これに見合い
の歳入予算といたしましては、国庫補助金として地域介護・福祉空間 整備等 交付金 734
万４千円の増額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ
２億９千 368 万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 336 億５千 274
万９千円とするものです。
議案第 22 号

平成２9 年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4 号）につ
いて

主な内容は、歳出予算といたしまして、一般被保険者療養給付費 １億円の減額などをす
るものです。これに見合いの歳入予算といたしましては、一般会計繰入金４億８千 358 万

５千円の増額や、一般被保険者国民健康保険税２億６千 24 万２千円の減額などをするもの
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４億３千 884 万８千円を減
額し、歳入歳出予算の総額を 111 億４千 797 万９千円とするものです。
議案第 23 号

平成２9 年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について

主な内容は、歳出予算といたしまして、居宅介護サービス 給付費 １億２千 737 万５千
円の増額などをするものです。これに見合いの歳入予算といたしましては、介護給付費交付
金２千 762 万６千円の増額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳
出それぞれ４千 933 万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 64 億２千 218 万９千円と
するものです。
議案第 24 号

平成２9 年度筑紫野市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 3 号）に
ついて

主な内容は、歳出予算といたしまして、広域連合納付金２千 944 万８千円の減額などを
するものです。これに見合いの歳入予算といたしましては、事務費繰入金２千 944 万８千
円の減額などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２千
934 万円を減額し、歳入歳出予算の総額を 22 億５千 491 万９千円とするものです。
議案第 25 号

平成 30 年度筑紫野市一般会計予算について

本予算は、歳入歳出の予算の総額を、歳入歳出それぞれ 対前年度比９．０％増の、340 億
１千 300 万円とするものです。歳出予算の主な内容は、扶助費につきまして、介護給付等
事業、子どものための教育・保育給付事業などの増加により、対前年度比４．５％増の４億
66 万１千円を増額しています。また、普通建設事業費につきましては、筑紫駅西口土地区
画整理事業の継続に加え、筑紫野市庁舎建設事業などを増額しています。このほか、コミュ
ニティバス運行事業、筑紫野中学校体育館床改修事業、五郎山古墳保存整備事業などを計上
しております。歳入予算の主な内容は、市税につきまして、土地評価額の上昇等により、固
定資産税が５千 275 万８千円の増額、国県支出金においても ３億５千 563 万１千円の増
額としております。このほか、庁舎建設に伴う基金の繰入金として 26 億４千 848 万８千
円などを計上いたしております。
議案第 26 号

平成 30 年度筑紫野市国民健康保険事業特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ対前年度比 15．5％減の 97 億５千

916 万５千円とするものです。
議案第 27 号

平成 30 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

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比 12.6％減の 479 万８
千円とするものです。この会計は、借入金の償還が主な事業です。
議案第 28 号

平成 30 年度筑紫野市奨学資金貸与事業特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比７．８％減の 823 万９
千円とするものです。この会計は、奨学資金の貸与が主な事業です。
議案第 29 号

平成 30 年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比１．５％増の 63 億 441
万５千円とするものです。この会計は、介護サービスの給付事業が主なものです。
議案第 30 号

平成 30 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

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比１．２％増の 22 億６
千 746 万１千円とするものです。この会計は、広域連合への納付金が主なものです。
議案第 31 号

平成 30 年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算について

本会計は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、２億２千 927 万１千円とするも
のです。この会計は、処理区の維持管理と、借入金の償還が主な事業です。
議案第 32 号

平成 30 年度筑紫野市二日市財産区特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比８．９％減の 291 万１
千円とするものです。この会計は、湯町の駐車場の維持管理が、主な事業です。
議案第 33 号

平成 30 年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比 184．２％増の２千 329
万６千円とするものです。この会計は、山林の育林が主な事業です。
議案第 34 号

平成 30 年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、対前年度比４．８％増の２千 689
万２千円とするものでございます。この会計も、山林の育林が主な事業です。
議案第 35 号

平成 30 年度筑紫野市水道事業会計予算について

本予算は、収益的収支において、収入の予定額を 20 億９千 48 万９千円とし、支出の予

定額を 19 億４千 64 万７千円とするものです。また、資本的収支においては、収入の予定
額を２億 373 万円とし、支出の予定額を７億４千 536 万８千円とするものです。
議案第 36 号

平成 30 年度筑紫野市下水道事業会計予算について

本予算は、収益的収支において、収入の予定額を 23 億 33 万５千円とし、支出の予定額
を 21 億３千 244 万９千円とするものです。また、資本的収支においては、収入の予定額
を ７億５千 953 万１千円とし、支出の予定額を 14 億２千 200 万円とするものです。

