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１ 議 事 日 程 

   〔平成26年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成26年３月17日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第18号 平成26年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第19号 平成26年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第20号 平成26年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第21号 平成26年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第22号 平成26年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第23号 平成26年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第24号 平成26年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第８ 議案第25号 平成26年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１７名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  佐 伯   修 議員 

  委  員  陶 山 良 尚 議員      委  員  神 武   綾 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     刈   茂 議員 

    〃    小 畠 真由美 議員        〃    長谷川 公 成 議員 

    〃    藤 井 雅 之 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    後 藤  晴 議員        〃    不 老 光 幸 議員 

    〃    渡  美 穂 議員        〃    小 栁 道 枝 議員 

    〃    大 田 勝 義 議員        〃    村 山 弘 行 議員 

    〃    橋 本   健 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである（１名） 

  委  員  福 廣 和 美 議員 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（２３名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  総 務 部 長  三 笠 哲 生        市民生活部長  古 川 芳 文 

  健康福祉部長  中 島 俊 二        建 設 部 長     友 治 

          松 本 芳 生        教 育 部 長  今 泉 憲 治 

  教育部理事  堀 田   徹        総 務 課 長  友 田   浩 

  経営企画課長  濱 本 泰 裕        市 民 課 長  宮 原 広富美 

  納 税 課 長  伊 藤   剛                諌 山 博 美 

  福 祉 課 長  阿 部 宏 亮        高齢者支援課長  平 田 良 富 

  保健センター所長  井 浦 真須己        国保年金課長  永 田   宰 

会計管理者併 
上下水道部長 

人権政策課長兼
人権センター所長
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  都市計画課長  今 村 巧 児        上下水道課長  石 田 宏 二 

  施 設 課 長  加 藤 常 道        教 務 課 長        井 上   均 

  監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  松 尾 克 己        書    記  力 丸 克 弥 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから休会中の予算特別委員会を再開します。 

 本日は247ページの国民健康保険事業特別会計から始めます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第１９号 平成２６年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第２、議案第19号「平成26年度太宰府市国民健康保険事業特別会

計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 266ページ、１款総務費、１項１目一般管理費について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 確認的な質問になるかもしれませんが、まず施政方針の中でも言われて

いたと思いますが、保険証のカード化といいますか、そういった形取り組まれるということを

聞いていますけれども、それの予算はこの総務費の中に出ているのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） １款総務費の庶務関係費のほうに消耗品費、印刷製本費、給付事務

電算委託料の中のカード化に伴います電算のシステム改修、こういった経費を上げさせていた

だいております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） その部分ですけれども、カード化というのが大体どういったカードとい

いますかね、普通の社会保険のああいう保険証のようなカードなのか、それとももうちょっと

簡素化したラミネート加工ぐらいの程度のものなのか、どういったものをカード化というの

か、もう少し具体的にご説明いただきたい。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） これまで保険証は大きな紙のサイズで世帯全員が載った形でマル

学、学生さんで遠隔におられる方とか、分離するようなケースはございましたけれども、それ

からですね、通常明細といいますか、クレジットカードかキャッシュカード、あのカードサイ

ズで１枚ごと、お一人１枚ずつつくる形になります。素材につきましては毎年更新になります

ので、特殊な紙製にはなります。紙の小さなやつでビニールのケースを含めてですね、お一人
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１枚ずつカード化させていただくということで今準備を進めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） あわせてその辺に関するですね、お知らせといいますか、啓発的なもの

も必要になってくるのじゃないかなと思いますが、保険証が送られてきたときには当然わかる

でしょうけれども、いろいろ同じような例えば小さい毎年入れられていますあのジェネリック

のカードとかいろいろ入ってきますので、そういった部分の対応も当然市政だより等では載せ

られると思いますが、必要になってくると思いますが、現状そういったものを考えておられる

のでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） 当然お知らせの広報等をですね、掲載してまいりたいと思います。

当然周知徹底を図る必要がございますし、それと今おっしゃられた、そのジェネリックのカー

ドにつきましてもカード単体ということではなくて保険証と一緒にですね、切り取って使って

いただくような形で今予定をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 今のカードの話なのですけれども、１人１枚になるということで、そ

れは例えば子ども、高齢者とか、何か色分けしてあるとか、そういうことはあるのですか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） 一般、退職の区分等、あるいは遠隔地のマル学とかという区分は従

来どおり載ります。ただ、色分けということは考えておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 同じく266ページ、１款総務費、２項徴税費、１目賦課徴税費、269ページまでですが、２項

について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項運営協議会費について質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款に入ります。保険給付費、１項療養諸費、ページは

271ページまでの５目までについて、１項全体について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 それでは、２項高額療養費、１目、２目、３目で273ページ、４目までについて質疑はござ

いませんか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） これも資料要求させてもらいまして、資料の15ページなのですけれども

高額療養費、ここ５年間で約１億円増えているのですが、所管ではですね、この主な原因はど

ういうふうに考えておられるのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） 資料要求いただきましたのは１目の一般被保険者の分についてでご

ざいまして、２目のほうに退職者、区分分けを一般と退職に分けて計上をすることから退職者

分がございまして、その２つを合算して経年を確認いたしますと前年度から約８％ほどやはり

高額としては伸びております。これの原因につきましては、やはり高齢化が進展してきていま

して、団塊の世代が65歳に到達するような状況になってきておりますので、どうしても医療費

の単価の高い高齢者のほうに人口の集中といいますか、被保険者の方が階層が多いところが集

まってきておりますので、全体的に高額療養費も医療の高度化等の要因もあわせまして伸びて

きているものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、272ページ、３項移送費、１目、２目、質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項出産育児諸費、１目、２目、質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） １目の出産育児一時金ですけれども、これ前年よりもマイナスの500万

円ほど今回予算計上になっていますけれども、これは実績に基づいてこういった形で今回計上

されたのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） おっしゃるとおりでございます。出産一時金の出てくる執行上の状

況等を勘案して新年度予算を計上していただいております。 
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 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 済いません。ちなみにこれは何人と想定して計上されているのでしょう

か。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） 出産育児一時金につきましては月７件を計上させていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 ほか、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じページ、５項葬祭諸費の１目について質疑はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、274ページ、３款後期高齢者支援金等の１項後期高齢者支

援金等、１目、２目について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款前期高齢者納付金等、１項１目、２目について質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款老人保健拠出金、１項１目、２目、質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 276ページ、６款介護納付金、１項１目、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款共同事業拠出金、１項１目から５目まで質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、８款保健事業費、１項１目、279ページまでですね。８款

１項について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、278ページの８款保健事業費の２項保健事業費、１目、２

目で281ページまで２項について質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、280ページの９款基金積立金、１項１目について質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、10款公債費について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同じページ、11款諸支出金、１項１目、２目それぞれについて質疑は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、12款予備費ですね。ここまでですね。予備費について質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、ここから歳入ですね。 

 256ページ、歳入に入ります。 

 １款国民健康保険税、１項１目、２目、257ページまで質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、258ページ、２款国庫支出金、１項１目、２目、３目、１

項について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項の２款２項国庫補助金について質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じページ、３款療養給付費交付金に関して質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同じページ、４款前期高齢者交付金について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 260ページ、５款県支出金、１項１目、２目ありますが、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款、同じく県支出金、２項県補助金について質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款共同事業交付金、１項１目、２目について質疑はござ

いませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款財産収入について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ページは262ページ、８款繰入金に関して質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、９款繰越金について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 10款諸収入、１項１目、２目について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、264ページ、10款諸収入、２項１目から５目まで質疑はあ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、282ページ及び283ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、284ページ、285ページの債務負担行為関係の調書につ

いて質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 済いません。４月から新たに70歳になられた方が医療費等の変更があ

っていますが、そのお知らせとかというのは何かあるのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（永田 宰） 70歳から74歳までの方につきましては、これまでご本人さんの負担

分が本則上は２割になっていたものが国のほうの補正予算の措置によりまして１割減っており

ましたが、社会保障制度改革国民会議等の議論等の結果、４月から新たに70歳になられる方か

ら順に２割、これまでだから70歳から74歳で１割となっておられた方をそのまま、今後新たに

70歳になられる方から順次２割が適用されるということで、それにつきましては広報にです

ね、周知の記事を載せるように準備いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから、この意見交換を行いたいと思いますが、何かご意見はございますでしょうか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第19号「平成26年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について」、原案のとおり

可決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時13分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２０号 平成２６年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第３、議案第20号「平成26年度太宰府市後期高齢者医療特別会計

予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 296ページ、１款１項１目一般管理費及び２目広域連合負担金、１目全体について質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じページの１款総務費、２項徴収費について質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、298ページ、２款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

１目、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款予備費について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入に、歳出は終わります。 
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 歳入、292ページ、１款保険料、１項１目、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款繰入金について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款諸収入、１項１目、２目について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款諸収入、２項について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 294ページをお願いします。 

 ４款諸収入、３項雑入、１目、２目について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款繰越金について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、済いません、300ページをお願いします。 

 300ページと301ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行います。 

 意見はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第20号「平成26年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について」、原案のとおり可

決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時16分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第２１号 平成２６年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第４、議案第21号「平成26年度太宰府市介護保険事業特別会計予

算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 まず、保険事業勘定の歳出、322ページ、よろしいですか。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じく１款総務費、２項徴収費、１目、ページは325ペー

ジまで２項について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、１款総務費、３項介護認定審査会費、１目、２目で327ペ

ージ、３項について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じく４項趣旨普及費について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５項運営協議会費について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目、330ペ

ージ、331ページの10目までですね。１項介護サービス等諸費について質疑はございません

か。 

 いいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、330ページ、２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸

費、１目、２目、３目、４目で333ページの８目まで、２項全体について質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、332ページの２款保険給付費、３項その他諸費について質

疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款保険給付費の４項高額介護サービス等費、ページが

335ページまで１目、２目について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、334ページ、２款保険給付費、５項高額医療合算介護サー

ビス等費、１目、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、334ページの２款保険給付費、６項特定入所者介護サービ

ス等費、１目、２目、ページは337ページの４目までについて質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、336ページの３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、

１目、２目で339ページまでですが、１項について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、338ページ、３款地域支援事業費、２項包括的支援事業・

任意事業費、１目、それから341ページの２目任意事業費まで質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、342ページ、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金で

すね。１目、２目について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款諸支出金の２項繰出金について質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款基金積立金について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） では、６款の予備費について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、314ページ、歳入に入ります。 

 １款保険料、１目介護保険料、１項第１号被保険者保険料について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款国庫支出金、１項国庫負担金について質疑はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－119－ 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款の国庫補助金、１目、２目、３目について質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目、２目、

317ページまでですが、１項について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款県支出金、１項県負担金について質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項の県補助金について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ６款財産収入について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目から４目まであり

ますが、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、318ページをお願いします。 

 ７款繰入金、２項基金繰入金に関して質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項介護サービス事業勘定繰入金について質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、８款の繰越金について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ９款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料について質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同じく９款２項の預金利子について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項の雑入、ページは321ページまでですが、３項につい

て質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、介護サービス事業勘定について歳入歳出一括して質疑を行います。 

 事項別明細書の352ページ、352ページからの歳入及び354ページからの歳出について質疑は
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ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、保険事業勘定、介護サービス事業勘定の歳入歳出全般につ

いて質疑はありませんか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 済いません。質疑漏れでした。341ページの徘回高齢者等家族支援サー

ビス事業なのですが、これ毎年大体5万四、五千円ぐらいなのですけれども、どういった事業

内容をされているのか、教えていただけますか。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（平田良富） 徘回高齢者等家族支援サービスと申しますのは、ペンダント型の

無線機といいますか、そういうものをですね、徘回高齢者の家庭の方、ご希望されるところに

配布しております。それをつけて徘回された場合にセンターのほうで居場所がわかるというも

のでございます。具体的に申し上げますと、料金自己負担等はですね、最初の機器のレンタル

料2,100円お支払いいただければ毎月の500円の使用料とか、初回の登録料5,000円は市のほう

で負担しております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、以上で歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、310ページ、第３表債務負担行為について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、344ページ及び345ページですね。の給与費明細書につ

いて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、346ページと347ページの調書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行います。 

 意見はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第21号「平成26年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について」、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時26分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第２２号 平成２６年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい 

              て 

○委員長（門田直樹委員） 日程第５、議案第22号「平成26年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 366ページ及び367ページの１款総務費、２款公債費、それから３款基金積立金について質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、362ページ、歳入に入ります。 

 １款県支出金、１項１目住宅新築資金等補助金について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款財産収入について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款繰入金について質疑はありませんか。３款１項です

ね。一般会計繰入金についてよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項基金繰入金について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款繰越金、１項繰越金について質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、５款償還金、１項償還金、１目国庫新築資金貸付償還金が

365ページの続きまして２目、３目、４目、５目、１項償還金全体について質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、368ページの調書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 済いません。歳出のところ、367ページの総務管理費のところでちょっ

と質疑漏れしましたので申しわけありませんが、委託料で弁護士委託料が上がっていますけれ

ども、これは何か弁護士に委託するような案件等があっているのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長兼人権センター所長。 

○人権政策課長兼人権センター所長（諌山博美） これはですね、今住宅特会のほうは滞納額が結

構金額9,300万円ほどございますので、これの対応を今後していくということで、まず手始め

としまして今月の23日の日曜日から24日、25日と３日間納付の相談会を実施することとしてお

ります。郵送ではなくて直接相手方に職員のほうが文書を持参してご案内をしておりまして、

まずはその相談会を実施しまして、その後その滞納の中身によりまして弁護士さんにご相談を

すると、今後どんなふうに対応していけばいいのかということで、そのための経費を上げてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） その弁護士のところですが、一般会計のほうでは顧問弁護士に関する予

算も上がっているんですが、そっちでは対応できないということなのですか。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長兼人権センター所長。 

○人権政策課長兼人権センター所長（諌山博美） 基本的には住宅特会のほうの予算で対応したい

というふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 ほかはよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行います。 

 ご意見はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 意見交換を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第22号「平成26年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」、原案の

とおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時30分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第２３号 平成２６年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算につ 

              いて 

○委員長（門田直樹委員） 日程第６、議案第23号「平成26年度筑紫地区障害支援区分等審査会事

業特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 376ページ及び377ページの１款総務費、１項総務管理費、同じく２項審査会関係費及び２款

予備費の歳出全てについて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、374ページ、375ページの歳入に入ります。 

 １款分担金及び負担金、２款国庫支出金、３款諸収入の歳入全てについて質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、378ページの給与費明細書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換、ご意見はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第23号「平成26年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計予算について」、原案

のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時32分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第２４号 平成２６年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第７、議案第24号「平成26年度太宰府市水道事業会計予算につい

て」を議題とします。 

 ページ順に審査を行います。 

 まず、１ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、４ページから８ページまでの収益的収入及び支出につ

いて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、９ページと10ページの資本的収入及び支出について質疑は

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、11ページの水道事業会計予定キャッシュフロー計算書について

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、12ページから14ページまでの給与費明細書について質

疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 次に、15ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、16ページから18ページまでの平成25年度水道事業予定損益計算

書、水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、19ページから21ページまでの平成26年度水道事業予定損益計算

書、水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、22ページ、23ページの注記について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行います。 

 ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第24号「平成26年度太宰府市水道事業会計予算について」、原案のとおり可決すること

に賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時35分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第２５号 平成２６年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第８、議案第25号「平成26年度太宰府市下水道事業会計予算につ

いて」を議題とします。 

 これも初日に詳細説明を受けておりましたが、ページ順に審査を行います。 

 １ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 次に、４ページから７ページまでの収益的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、８ページから10ページまでの資本的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、11ページの下水道事業会計予定キャッシュフロー計算

書について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、12ページから14ページまでの給与費明細書について質

疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、15ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、16ページから18ページまでの平成25年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、19ページから21ページまでの平成26年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、22ページ、23ページの注記について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行います。 

 ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 意見交換を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第25号「平成26年度太宰府市下水道事業会計予算について」、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手願います。 
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（全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対０名 午前10時38分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

 これで予算特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） ここでお諮りします。 

 本委員会における審査内容と結果の報告につきましては、委員長にご一任願いたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ご異議なしと認め、委員会の審査内容と結果の報告につきましては、

委員長に一任することに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） これをもちまして予算特別委員会を閉会します。 

              閉会 午前10時38分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   平成26年３月31日 

 

 

              太宰府市予算特別委員会委員長  門 田 直 樹 
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