平成 31 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 31 年第１回筑紫野市議会定例会（会期：３月１日から３月２２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
になっていますが、同条第３項の規定により、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、議会の意見を聴いて、候補者を推薦することになっています。
つきましては、現委員である大野德子氏が本年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。
諮問第２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

本件も、現委員である森哲男氏が本年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１号

筑紫野市教育委員会委員の任命について

本件は、現委員である

夫氏が、本年３月６日をもって任期満了となりますので、引

き続き田代邦夫氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２
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

筑紫野市農業委員会委員の認定農業者過半数要件の例外適用について

農業委員会委員は、農業委員会等に関する法律第８条第５項の規定に、認定農業者が、農
業委員の過半数を占めることと定められています。次期農業委員について公募を行ったとこ
ろ、認定農業者の応募が委員定数の過半数を占めることができなかったため、過半数要件の
例外適用について、同法施行規則第２条第２号の規定に基づき、議会の同意を求めるもので
す。
同意第３号～
同意第 14 号

筑紫野市農業委員会委員の任命について

農業委員会委員は、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に、議会の同意を得て、
市長が任命すると定められています。現在の農業委員が、本年４月９日で任期満了となり、
新たに、萩尾博道氏、真鍋豊氏、永田秀喜氏、八尋雄二氏、長谷恭一氏、井上ユキヱ氏、砥
綿俊彦氏、神崎光成氏、八尋洋一氏、大石茂美氏、楢木勇氏、熊野修治氏の１２名を任命す
ることにつきまして、議会の同意を求めるものです。
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増減及び福
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、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を増減させ、同組合
の規約を変更するため、議会の議決を求めるものです。
議案第２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、国の要領の廃止に伴い、旧被扶養者にかかる国民健康保険税平等割及び均等割の
減免期間を２年間とするため、条例の一部を改正するものです。
議案第３号

筑紫野市災害弔慰金の支給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、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び災害弔慰金の支給等に関する
法律施行令の一部を改正する政令により、災害援護資金の貸付の保証人要件、利率及び償還
要件の変更及び引用条項の変更のため、条例の一部を改正するものです。
議案第４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、福岡広域都市計画地区計画筑紫第２地区の都市計画決定に伴い、条例の一部を改
正するものです。
議案第５号

筑紫野市水道事業及び下水道事業の設置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、開発行為等における給水区域の一部編入に伴い、給水人口、一日最大給水量を変
更するため、条例を改正するものです。
議案第６号

平成 30 年度筑紫野市一般会計補正予算（第５号）について

主な内容は、歳出予算としまして、基金積立事業の２億４千 167 万５千円、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 443 万７千円、小中学校の空調設備整備

事業として５千 576 万３千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しま
しては、国庫補助金としてブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 928 万３千円の増額
などをするものです。このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８千 916 万円
を減額し、歳入歳出予算の総額を 365 億４千 614 万５千円とするものです。また、繰越明
許費は第２表、債務負担行為の補正は第３表、地方債の補正は第４表のとおりです。
議案第７号

平成 30 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、歳出予算としまして、一般被保険者療養給付費２千万円の減額や国庫支出金
などの返還金として１億５千 623 万５千円の増額などをするものです。これに見合いの歳
入予算としましては、一般会計繰入金４億 443 万７千円の増額などをするものでございま
す。このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１千 373 万円を追加し、歳入
歳出予算の総額を 98 億９千 893 万９千円とするものです。
議案第８号

平成 30 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、歳出予算としまして、高額介護サービス費１千 390 万３千円の増額や国庫
支出金などの返還金として１億１千 768 万９千円の増額などをするものです。これに見合
いの歳入予算としましては、介護給付費交付金 623 万９千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１億 744 万５千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を 67 億 237 万４千円とするものです。
議案第９号

平成 30 年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号）について

主な内容は、歳出予算としまして、財産管理費１千 856 万１千円の減額をするものです。
これに見合いの歳入予算としましては、造林補助金１千 75 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１千 856 万１千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を 473 万５千円とするものです。
議案第 10 号

平成 30 年度筑紫野市平等寺山財産区特別会計補正予算（第１号）について

主な内容は、歳出予算としまして、一般管理費 112 万円の減額をするものです。これに
見合いの歳入予算としまして、基金からの繰入金を同額、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 112 万円を減額し、
歳入歳出予算の総額を２千 577
万２千円とするものです。

議案第 11 号

平成 30 年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第３号）について

主な内容は、事業費の確定によるものです。収益的収入については、既決予定額から５千
568 万５千円を減額し 20 億３千 480 万４千円、収益的支出については、４千 869 万２千
円を減額し 18 億８千 698 万９千円とするものです。また、資本的収入については、既決予
定額から１千万円を減額し１億９千 373 万円、資本的支出については３千 157 万９千円を
減額し７億 964 万３千円とするものです。
議案第 12 号

平成 30 年度筑紫野市下水道事業会計補正予算（第３号）について

主な内容は、水道事業同様、事業費の確定によるものです。収益的収入については、既決
予定額から２万１千円を増額し 23 億 35 万６千円、収益的支出については、２千 230 万９
千円を減額し 21 億 568 万１千円とするものです。また、資本的収入については、既決予定
額から６千 140 万円を減額し６億９千 813 万１千円、資本的支出については、７千 51 万
７千円を減額し 13 億５千 257 万円とするものです。
議案第 13 号

平成 31 年度筑紫野市一般会計暫定予算について

本予算は、暫定予算として編成していることから、歳出予算は、市民生活に必要な公共サ
ービスを提供するため、４月から７月までの４ヶ月間に必要な経費を計上しています。ただ
し、市民生活の安全安心に関わるもの、早期の対応が必要なもの、国・県の補助事業や継続
性が求められる事業などは、年間所要額を計上しています。なお、歳入予算は、歳出に見合
う額を計上しています。これにより、歳入歳出予算の総額を、それぞれ前年度比 51．３％
減の 165 億５千 100 万円とするものです。なお、｢地方債｣は 第２表のとおりです。また、
「一時借入金の最高額」は 30 億円に、
「歳出予算の流用」は、第４条に規定をしているとこ
ろです。
議案第 14 号

平成 31 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、それぞれ前年度比 １．２％減の 96 億４千 246 万４
千円とするものです。また、
「一時借入金の最高額」は１億円に、
「歳出予算の流用」は、第
３条に規定しています。この会計は、保険給付が主な事業です。
議案第 15 号

平成 31 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、それぞれ前年度比 10．３％減の 430 万４千円とする
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 16 号

平成 31 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、それぞれ前年度比６．０％減の 774 万６千円とする
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 17 号

平成 31 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、それぞれ前年度比３．９％増の 65 億４千 983 万４千
円とするものです。また、
「歳出予算の流用」は、第２条に規定をしているところです。こ
の会計は、介護サービスの給付が主な事業です。
議案第 18 号

平成 31 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、それぞれ前年度比６．４％増の 24 億１千 287 万９千
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事業です。
議案第 19 号

平成 31 年度筑紫野市農業集落排水事業特別会計予算について

本予算は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ前年度比０．７％減の２億２千 759 万７千
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 20 号

平成 31 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、それぞれ前年度比０．６％増の 292 万９千円とする
ものです。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、この予算は、
２月 20 日に開催された管理会の同意を得て、提案しています。
議案第 21 号

平成 31 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、それぞれ前年度比 62．９％増の３千 796 万円とする
ものです。この会計は、山林の育林が主な事業です。なお、この予算は、２月 25 日に開催
された管理会の同意を得て、提案しています。
議案第 22 号

平成 31 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、それぞれ前年度比３．１％増の２千 772 万８千円と
するものです。この会計も、山林の育林が主な事業です。なお、この予算は、２月 21 日に
開催された管理会の同意を得て提案しいます。
議案第 23 号

平成 31 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 22 億２千 673 万１千円とし、支出の予

定額を 19 億９千 404 万２千円とするものです。また、資本的収支においては、収入の予定
額を２億５千 342 万４千円とし、支出の予定額を７億７千 348 万４千円とするものです。
議案第 24 号

平成 31 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 億４千 195 万５千円とし、支出の予
定額を 21 億５千 276 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６億６千 433 万７千円とし、支出の予定額を 12 億１千 310 万５千円とするものです。

平成 31 年 第 1 回 筑紫野市議会定例会（3 月）
追加提出議案について
平成 31 年第 1 回筑紫野市議会定例会において、3 月 18 日に次の議案を追加提案しまし
たので、その内容をお知らせします。
議案第 25 号

平成 30 年度筑紫野市一般会計補正予算（第 6 号）について

本件は、繰越明許費の補正を行うものです。年度内執行ができると見込んでいた農業用施
設災害復旧事業において、復旧工事に必要となる資材の確保などに不測の日数を要すること
から、繰越額を変更するものです。

