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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成26年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕 

                                    平成26年６月２日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４ 報告第１号 平成25年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について 

 日程第５ 報告第２号 平成25年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについて 

 日程第６ 報告第３号 平成25年度太宰府市下水道事業会計予算繰越について 

 日程第７ 報告第４号 平成25年度太宰府古都・みらい基金の運用状況報告について 

 日程第８ 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 

 日程第９ 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正す

る条例） 

 日程第10 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都市計画税条例等の一

部を改正する条例） 

 日程第11 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 

 日程第12 議案第30号 総合子育て支援施設保育室棟内外装工事請負契約の締結について 

 日程第13 議案第31号 市道路線の認定について 

 日程第14 議案第32号 太宰府市税条例等の一部を改正する条例について 

 日程第15 議案第33号 太宰府市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第16 議案第34号 平成26年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番   刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         10番  不 老 光 幸 議員 

  11番  渡  美 穂 議員         12番  門 田 直 樹 議員 

  13番  小 栁 道 枝 議員         14番  大 田 勝 義 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  福 廣 和 美 議員         18番  橋 本   健 議員 
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３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  12番  門 田 直 樹 議員         13番  小 栁 道 枝 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

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

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  濱 本 泰 裕 

  地域健康部長  古 川 芳 文        市民福祉部長  中 島 俊 二 

  建設経済部長     友 治        上下水道部長  松 本 芳 生 

  教 育 部 長  堀 田   徹        会計管理者  今 泉 憲 治 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  公共施設整備課長  原 口 信 行        管 財 課 長  久保山 元 信 

  地域づくり課長  藤 田   彰        税 務 課 長  吉 開 恭 一 

  保育児童課長  小 島 俊 治        国保年金課長  永 田   宰 

  都市計画課長  今 村 巧 児        社会教育課長  井 上   均 

  上下水道課長  石 田 宏 二        監査委員事務局長  渡 辺 美知子 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  篠 原   司        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  松 尾 克 己        書    記  山 浦 百合子 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は18名です。 

 定足数に達しておりますので、平成26年太宰府市議会第２回定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、 

    12番、門田直樹議員 

    13番、小栁道枝議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月19日までの18日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力をお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧表を配付しております。監査関係、議長会関係及び行政視察関係の

資料につきましては、事務局に保管しておりますので、必要な方はごらんいただきたいと思い

ます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４から日程第７まで一括上程 
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○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第４、報告第１号「平成25年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について」から日程第

７、報告第４号「平成25年度太宰府古都・みらい基金の運用状況報告について」までを一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 報告を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 皆様、おはようございます。 

 本日ここに、平成26年第２回太宰府市議会定例会を招集をいたしましたところ、議員の皆様

方におかれましては大変ご多用中にもかかわりませずご参集を賜り、厚く御礼を申し上げま

す。 

 第２回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 最初に、４月17日に太宰府市におきまして福岡県内28市の市長を一堂に会した第126回福岡

県市長会を開催し、今後のまちづくりについて意見を交換したところでございます。総会後の

研修会では、福岡県の小川県知事にもお越しをいただき、福岡県における今年度の主要施策の

説明を受けた後、意見交換を行ったところでございます。福岡県市長会は県内の市長の方々と

そろって意見の交換できる貴重な機会となっておりまして、また大変有意義なものでございま

す。今後におきましても、福岡県や県内各市の市長と意見交換を行いながら、太宰府市が目指

しておりますまちづくりの参考とさせていただきたいと、このように考えております。 

 次に、４月１日には、筑紫野署との分署によりまして春日署が業務を開始をいたしました。

福岡県内での警察署新設は８年ぶりとなっております。この分署によりまして、筑紫地区４市

１町、人口約43万人、総面積約233のエリアを管轄しておりました筑紫野署の新エリアは、

太宰府市と筑紫野市の２市、人口約17万人、総面積約117となり、今後より迅速な捜査活動

や地域の安全性の向上に向けてご尽力をいただけるものと期待をいたしております。また、地

域の住民や関係機関とのさらなる連携を深め、安全で安心して暮らせるまちづくりをともに目

指していけるものと考えておる次第でございます。 

 また、間もなく梅雨時期を迎えるわけでございますが、太宰府市といたしましては災害発生

に備えまして４月18日に福岡県立福岡農業高等学校及び社会福祉法人梅香福祉会様と災害時に

おける避難所、福祉避難所の施設利用に関する協定を締結をし、災害時の避難所として各施設

を利用していただくことになりました。また、昨年に引き続きまして、６月８日には、今後想

定されます大雨や台風などの自然災害に備えまして、災害対策本部設置運営訓練も実施予定と

いたしておりまして、職員の災害時における判断能力向上を図ることといたしております。今

後におきましても、災害に強いまちづくりに向け、邁進してまいりたいと考えているところで
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ございます。 

 次に、昨年学校法人国士舘様より譲り受けました太宰府キャンパス跡地に今年の４月４日に

太宰府市公文書館を開館いたしました。公文書館では、行政文書や太宰府関係の歴史的文書を

収集、整理し、太宰府学の構築の中核施設としての運営を行い、市民の皆様へ歴史的情報の提

供などを行うことによりまして、市民自治の充実を図り、太宰府独自なものを生かしたまちづ

くりの進展につながるものと確信をしているところでございます。また、５月19日には、同跡

地に上下水道事業センターを開設をいたしました。本庁舎２階にありました上下水道部事務室

を移転したところでございます。昨年開設をいたしました松川運動公園とあわせまして多くの

市民の皆様方にご利用をいただければと願っております。 

 また、学校法人国士舘大学とは、歴史的かかわりや武道、スポーツ、文化を通じた交流促進

を図り、交流に当たっては人的活力を導入する取り組みを促進することにつきまして、両者で

連携、協力することにより、相互の発展に寄与するという目的を持ちまして、国士舘大学と太

宰府市との文化交流に関する協定書を４月８日に締結を行ったところでございます。その一環

といたしまして、今年で第61回を数える太宰府柔道大会及び太宰府剣道大会等にあわせまして

第１回国士舘杯大会を共催をいたしまして、それぞれ４月27日と29日に開催をし、優勝チーム

に対しまして国士舘様から寄贈をいただきました優勝杯をお渡ししたところでございます。 

 次に、４月１日には、太宰府・福岡国際空港線ターミナル・ＪＲ博多駅を結ぶ太宰府ライナ

ーバス・旅人が運行を開始され、博多間を約42分、福岡空港間を約27分で行き来ができること

となりました。この路線の運行によりまして、太宰府市を訪れる観光客の皆様方が博多駅や福

岡空港から直接お越しいただけるようになりまして、より身近に太宰府市を感じていただくこ

ととなったのではないかと感じております。運行が開始されましてわずか２カ月ほどでござい

ますが、去る５月14日には搭乗者の人数が２万人を超えたと伺っております。３月22日に運行

が開始されました太宰府観光列車旅人とあわせまして、太宰府市の観光振興になお一層の弾み

がつくものと期待をいたしておりまして、太宰府市に訪れられた観光客の皆様方が太宰府市に

来てよかったと思っていただけるように、市内の回遊性やおもてなしの向上に向けた取り組み

を進めてまいりますとともに、各路線が地域交通の機関として定着するよう利用促進を図って

まいります。 

 次に、古代の太宰府羅城を形成いたします水城、大野城、基肄城跡が今年と来年に相次いで

築造から1,350年を迎えることに伴いまして、近隣自治体と協力をいたしまして本年８月23日

に1350年記念式典及びシンポジウムを太宰府市で開催することになりました。シンポジウムの

テーマは「東アジアの視点から見た水城の成立」と題しまして、日韓の研究者による講演を予

定をいたしております。また、記念行事の一環といたしまして福岡県教育庁のご協力のもとに

６月１日と８月30日にＪＲ水城駅近くの特別史跡水城跡の土塁断面を100年ぶりに公開するこ

とといたしております。昨日の公開では、朝早くから800人の方が担当職員の説明にカメラ片

手でメモをとり、熱心に聞き入ってありました。大断面から伝わる古代の高度な土木技術や白
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村江の敗戦後の緊迫感をご体感いただければというふうに思っておるところでございます。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第１号から報告第４号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、報告第１号「平成25年度太宰府市一般会計予算繰越明許費について」ご説明を申し

上げます。 

 平成25年度の繰越明許費は、体育複合施設整備事業や小・中学校大規模改造事業など計24件

の事業について設定をいたしておりましたが、繰越額が確定をいたしましたので報告をさせて

いただきます。 

 繰越総額は19億5,387万3,385円で、財源内訳は国庫及び県補助金、市債など特定財源が16億

9,390万6,300円、一般財源が2億5,996万7,085円でございます。 

 次に、報告第２号「平成25年度太宰府市一般会計予算事故繰越しについて」ご説明を申し上

げます。 

 平成25年度につきましては、道路改良事業、体育複合施設整備事業の２件の事故繰越を行っ

ております。 

 繰越総額は6,744万7,152円で、財源内訳は国庫補助金など特定財源が3,101万1,200円、一般

財源が3,643万5,952円でございます。 

 次に、報告第３号「平成25年度太宰府市下水道事業会計予算繰越について」ご説明を申し上

げます。 

 平成25年度につきましては、建設改良費の公共下水道整備費のうち、奥園雨水関連で５件、

陣ノ尾雨水関連で４件及び西鉄太宰府線二日市５号踏切雨水管新設工事関連で合計10件の繰り

越しを行っております。繰越総額は4億3,155万3,000円でございます。 

 次に、報告第４号「平成25年度太宰府古都・みらい基金の運用状況報告について」ご説明を

申し上げます。 

 平成25年度は、太宰府古都・みらい基金推進会のご協力もあり、７件、15万円の寄附がござ

いました。いただきました寄附金につきましては、全額を太宰府古都・みらい基金に積み立て

て運用しているところでございます。 

 平成25年度末の基金残高は234万9,578円となっており、市広報やホームページでも公開をし

ているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、太宰府古都・みらい基金の運用状況をご報告いたします。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 報告第１号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第２号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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○議長（橋本 健議員） 次に、報告第３号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第４号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終結し、報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 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 

○議長（橋本 健議員） 日程第８、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」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 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」ご説明

を申し上げます。 

 現委員でございます鎌石洋子氏の任期が平成26年９月30日付をもって満了となりますので、

再び鎌石洋子氏を推薦いたしたく、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

めるため、ご提案を申し上げるものでございます。 

 鎌石氏は、平成20年10月から人権擁護委員を２期６年間務められ、人権擁護活動に積極的に

取り組まれ、人権に関する諸問題解決に努められてこられました。太宰府市の人権擁護委員と

して鎌石氏は十分任務を果たせる方であると確信をいたしております。 

 略歴書を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご承認を賜りますようにお願いを申し上

げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９から日程第１１まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第９、議案第27号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改

正する条例）」から日程第11、議案第29号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市

国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」までを一括議題にしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 
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              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第27号から議案第29号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第27号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正

する条例）」についてご説明を申し上げます。 

 平成26年度税制改正によりまして地方税法の一部が改正されたことに伴いまして、太宰府市

税条例の一部を改正する必要が生じましたために、地方自治法第179条第１項の規定により専

決処分をいたしましたので、ここにご報告をし、同条第３項の規定により承認を求めるもので

ございます。 

 今回の専決処分によりまして改正いたしましたものは、地方税法の改正のうち平成26年度分

の課税から施行される固定資産税等に関するものでございます。 

 主な内容といたしましては、公害防止用設備、浸水防止用設備及びノンフロン製品に係る固

定資産税についての課税標準の特例措置の規定の追加、並びに耐震改修が行われた一定の既存

建築物に係る固定資産税の減額措置が創設されたことに伴う改正などでございます。 

 次に、議案第28号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都市計画税条例等の一

部を改正する条例）」についてご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成26年度税制改正により地方税法の一部が改正されましたことに伴い、太

宰府市都市計画税条例等の一部を改正する必要が生じたために、地方自治法第179条第１項の

規定により専決処分をいたしたので、ここに報告をし、同条第３項の規定により承認を求める

ものでございます。 

 改正の内容につきましては、都市計画税の課税標準の特例の創設等による規定の整備を行う

ものでございます。 

 次に、議案第29号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）」についてご説明を申し上げます。 

 平成26年度税制改正により地方税法の一部が改正されましたことに伴い、太宰府市国民健康

保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により専決

処分をいたしましたので、ここに報告し、同条第３項の規定により承認を求めるものでござい

ます。 

 今回の専決処分により改正いたしましたのは、国民健康保険税の後期高齢者支援金等及び介

護納付金の課税額に係る課税限度額の引き上げ、並びに低所得者の国民健康保険税の軽減対象

を拡大するため、５割及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げでございま

す。 

 よろしくご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 日程第９から日程第11までは委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありません



－9－ 

か。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 議案第27号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例の一部を改正する条

例）」について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第27号を承認することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第27号は承認されました。 

              〈承認 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第28号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市都

市計画税条例等の一部を改正する条例）」について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第28号を承認することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第28号は承認されました。 

              〈承認 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第29号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市国
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民健康保険税条例の一部を改正する条例）」について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 軽減判定所得のところの対象を拡大されるという措置については評価を

いたしますが、ちょっと１点伺いたいことは、まず負担が16万円に引き上げられます後期高齢

者支援金の課税額と、それと介護納付金課税額の12万円から14万円の引き上げですね。これの

対象世帯がどのくらいなのかということを１点お聞きしたいのと、それともしわかれば答弁い

ただきたいのは、あわせて過去こういった引き上げ等が行われたときにですね、異議申し立て

とか、そういった苦情といいますか、そういった相談等が何件寄せられているのか、現状を把

握しておられましたらご答弁お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） １点目のご質問でございますけれども、まず平成26年度の国民健康

保険税の当初賦課自体がまだ確定しておりませんので、平成25年度の賦課データベースでご回

答申し上げたいと思いますけれども、後期高齢者支援金等分については約200世帯、介護納付

金分につきましては約100世帯というふうに見込んでおります。 

 それから、前回賦課限度額を上げたときに市民の方からの問い合わせということでございま

すけれども、平成23年度に賦課限度額を一部改定をしております。そのときに特に市民の方か

らのその件に関してのお問い合わせはあっておりません。ご存じだと思いますけれども、大変

国保運営が厳しい中ですね、平成20年度から国民健康保険の税率そのものは引き上げておりま

せんので、そういったことでそういう問い合わせはないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） これはちょっと関連というか、またあわせてもしご答弁いただけるのな

らご答弁いただきたいことでありますけれども、６月１日の市政だよりにも届きましたけれど

も、国保の課税限度額の変わりますというような内容もあっておりますが、今後の国保運営の

ことに関してもご答弁いただけるなら新しい枠組みで広域化の枠組み等も移行するというよう

なことも具体的なスケジュールに入ってきていますけれども、それに当たってのその課税額が

ですね、こういった形で市の今課税額がこうやって専決で議論されていますけれども、そうい

ったものを基準に議論されていくのではないかということも懸念をするのですけれども、もし

現状そういったところを答弁できるようでしたらお聞きしたいのですが。それまでお聞きし

て、この専決に対する質疑を終わらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 国民健康保険事業につきましては財政運営は平成29年度から広域化

するようになっています。どういうふうな単位でどういうふうな組織でするかというのは決ま

っておりませんけれども、県単位ということは間違いございません。現状といたしましては、
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各市町で国民健康保険税の税率が違っておりますので、その辺のデータをですね、県のほうに

上げまして、県のほうで標準課税といいますか、そういったものを調査している状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 議案第29号の専決処分については反対の立場で討論させていただきたい

と思います。 

 先ほど市長の提案理由でもありましたし、また私も質疑をさせていただきましたが、軽減の

判定の所得のところを拡大するという、その点は評価をいたします。しかし、後期高齢者支援

金の課税額と介護納付金の課税の引き上げに伴いまして、また４月１日からの今回の消費税増

税と合わせて二重の負担増を市民の方に押しつけるというような内容が含まれておりますの

で、本提案の専決、議案第29号の専決処分の承認につきましては同会派であります神武綾議員

とともに反対を表明いたします。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第29号を承認することに賛成の方は起立願います。 

              （多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第29号は承認されました。 

              〈承認 賛成15名、反対２名 午前10時30分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第３０号 総合子育て支援施設保育室棟内外装工事請負契約の締結について 

○議長（橋本 健議員） 日程第12、議案第30号「総合子育て支援施設保育室棟内外装工事請負契

約の締結について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第30号「総合子育て支援施設保育室棟内外装工事請負契約の締結につい

て」ご説明を申し上げます。 

 本契約は、五条保育所の移転、新築工事に係る契約であります。 
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 工事内容は、保育室棟、遊戯室棟及び子育て支援センター棟のうち、メインであります保育

室棟の内外装新築工事を行うもので、平成27年３月25日までの完成を予定をいたしておりま

す。 

 入札の状況につきましては、太宰府市内業者６社の参加による指名競争入札を行いましたと

ころ、株式会社小嶋建設筑紫店が工事費1億4,300万円で落札し、消費税を加えた1億5,444万円

で契約することになっております。入札結果調書を添付いたしておりますので、ご参照いただ

き、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） これは確認等を含めてお願いしたいのですが、この入札結果の調書を

見ますと、他の入札業者と約2,000万円の開きがあるわけで、安いからこういうふうに決まっ

たのでしょうが、いろいろいろいろ言われる中でですね、この2,000万円の開きというのは相

当の開きが見積もりの最終決定の段階であると思うのですが、これで大丈夫なのかどうか、工

事そのものが。今後よくその目配りをしながら見てもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（濱本泰裕） 今回３回目で落札となっておりまして、最後に金額が下がっております

けれども、これにつきましてはこの業者さんが落札の意思が非常に強かったものと思っており

ます。また、工事の進捗につきましては、工事の成績評価などを行いながら工事を進めてまい

りますので、設計書どおりの完成を市のほうも確認をしてまいります。 

○議長（橋本 健議員） よろしいでしょうか。 

 ほかに質問、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） それでは、これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第30号を可決することに賛成の方は起立願います。 
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              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第30号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時33分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３から日程第１５まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第13、議案第31号「市道路線の認定について」から日程第15、議案第33号「太宰府市非

常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について」までを一

括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第31号から議案第33号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第31号「市道路線の認定について」ご説明を申し上げます。 

 今回、認定を提案をしております江牟田25号線につきましては、開発により道路の帰属を受

けましたので、路線認定を行うものでございます。 

 道路法第８条第１項の規定に基づき市道認定するに当たり、同条第２項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第32号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」ご説明申し上げま

す。 

 今回の改正は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、太宰府市税条例等の一部を改正す

るものでございます。 

 改正内容といたしましては、軽自動車税の負担水準の適正化を図るための税率改正、地域間

の税源の偏在化を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率の改正な

どが主な内容でございます。 

 次に、議案第33号「太宰府市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例について」ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する

政令が本年４月１日から施行されたことに伴い、条例を改正するものでございます。 

 改正の主な内容は、非常勤消防団員の退職報償金の支給額を引き上げ、平成26年４月１日以

降に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については従来の例

によることといたしております。 
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 よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第３４号 平成２６年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第16、議案第34号「平成26年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第34号「平成26年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」ご

説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出にそれぞれ4億6,782万8,000円を追加をし、予算総額を231億

2,710万9,000円にお願いをするものでございます。 

 主な内容といたしましては、梅林アスレチックスポーツ公園につきまして、サッカー、ラグ

ビー等のプレー環境の整備と安全性の確保、また多くの人々への運動の機会の提供と健康増進

を目的といたしまして、スポーツ振興くじ助成金を活用して行うグラウンド部分の人工芝生化

に要する費用を計上させていただいております。 

 また、本市の特徴的な事業であります史跡地の公有化について、指定地の拡張に伴い計画的

な取得と、その保存整備及び有効活用を図るための史跡地購入費用、授乳やおむつがえができ

る施設を赤ちゃんの駅として登録をし、乳幼児を抱える保護者が気軽に立ち寄れるようにする

ための目印となるステッカー等の作成費用、水城・大野城・基肄城1350年実行委員会が行うシ

ンポジウムに対しまして自治総合センター助成金を活用して交付する補助金、太宰府東中学校

通学路の環境改善と安全性の向上に向けた壁画作成のための費用及び街路灯設置工事費などを

追加計上させていただいております。 

 あわせまして、史跡地公有化事業につきましては、地方債の変更を計上させていただいてお

ります。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は６月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、６月５日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時40分 



－15－ 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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