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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成28年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成28年12月１日 

                                    午 前 10 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 議案第81号 太宰府市教育委員会教育長の選任につき同意を求めることについて 

 日程第５ 議案第82号 太宰府市教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第６ 議案第83号 太宰府市農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第７ 議案第84号 財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について 

 日程第８ 議案第85号 太宰府市立学童保育所の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第86号 大宰府展示館の指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第87号 太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について 

 日程第11 議案第88号 太宰府市民図書館の指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第89号 太宰府市男女共同参画推進センタールミナスの指定管理者の指定につい

て 

 日程第13 議案第90号 太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について 

 日程第14 議案第91号 太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第15 議案第92号 太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第16 議案第93号 太宰府市体育センターの指定管理者の指定について 

 日程第17 議案第94号 太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第18 議案第95号 太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について 

 日程第19 議案第96号 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第20 議案第97号 太宰府市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第98号 太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の全部を改正

する条例について 

 日程第22 議案第99号 太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 議案第100号 太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第24 議案第101号 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 

 日程第25 議案第102号 太宰府市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第103号 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例を廃止する条例につい

て 
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 日程第27 議案第104号 平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第28 議案第105号 平成28年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第29 議案第106号 平成28年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 日程第30 議案第107号 平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  17番  村 山 弘 行 議員 

４ 会議録署名議員 

  ４番  森 田 正 嗣 議員         ５番  有 吉 重 幸 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（２０名） 

  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  井 浦 真須己        市民福祉部長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  上下水道部長  今 村 巧 児        教育部理事  江 口 尋 信 

  総 務 課 長  田 中   縁        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  地域づくり課長  藤 井 泰 人        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  都市計画課長  木 村 昌 春        社会教育課長  中 山 和 彦 

  上下水道課長  古 賀 良 平        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  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  髙 原 真理子 

        

総務部理事
兼公共施設整備課長 

観光推進担当部長 
兼観光経済課長 
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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17名です。 

 定足数に達しておりますので、平成28年太宰府市議会第４回定例会を開会いたします。 

 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、 

    ４番、森田正嗣議員 

    ５番、有吉重幸議員 

   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12月19日までの19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、議案第81号「太宰府市教育委員会教育長の選任につき同意を求めることについ

て」から日程第７、議案第84号「財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）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 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成28年第４回太宰府市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

おかれましては、大変ご多用の中にご参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 第４回定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 平成28年も残すところ１カ月となりましたが、先週あたりから急に朝晩の冷え込みが厳しく

なってまいりました。市民の皆様を初め議員各位におかれましても、体調管理には十分ご留意

の上、日々お過ごしいただきたいと思います。 

 それでは、まず初めに、９月定例会議会でお約束しておりましたとおり、中学校の学校給食

について、私の考えを表明させていただきたいと思います。 

 中学校における学校給食の提供方式につきましては、給食関連施設等の整備などに要する費

用面や、給食実施に係る中学校の週時制への影響等を十分検討した結果、デリバリー方式によ

る給食の提供を行いたいと考えております。 

 また、デリバリー方式による給食の実施に当たっては、現在のランチサービスの提供方法等

をそのまま踏襲するのではなく、さらに充実した上で実施していきたいと考えております。 

 次に、中学校給食の実施時期についてでございますが、平成30年度中の開始を目指し、準備

を進めてまいりたいと考えておりますので、皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 次に、11月３日には太宰府市総合体育館とびうめアリーナの開館記念式典をとり行いまし

た。また、11月５日と６日には、開館を記念して記念講演会やスポーツ教室などを行い、多く

の皆様にご参加いただいたところでございます。 

 今後、この総合体育館が市民の皆様の健康の増進やスポーツの推進を図る施設として、また

地域交流や文化的事業による市民の生きがいづくりの場として、さらには災害時における地域

の安全に寄与する施設として、多くの皆様に気軽に利用していただける施設となるよう、各種

事業に取り組んでまいりたいと考えております。 

 さて、本日ご提案申し上げます案件は、人事案件３件、財産の取得１件、指定管理者の指定

10件、条例の改廃９件、補正予算４件、合わせて27件の議案のご審議をお願い申し上げるもの

であります。 
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 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第81号から議案第84号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第81号「太宰府市教育委員会教育長の選任につき同意を求めることについて」

ご説明申し上げます。 

 現職の木村甚治氏が、本年12月24日付をもって任期満了となりますので、再任について同意

を求めるものでございます。 

 木村甚治氏は、平成24年12月25日付で本市の教育委員会教育長として就任以来、１期４年間

となりますが、この間、教育長として、持ち前の情熱と多岐にわたる高い見識により、本市の

教育行政の円滑な運営と健全な発展にご尽力をいただいております。今後ともその知識と経

験、情熱を十二分に生かしていただき、本市教育行政のさらなる発展のためにご貢献いただき

たいと考えております。 

 略歴等を添付しておりますので、ご参照の上、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上

げます。 

 次に、議案第82号「太宰府市教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて」ご説

明申し上げます。 

 現職の稲積謙次郎氏が、本年12月24日付をもって任期満了となりますので、後任委員の選任

について同意を求めるものでございます。 

 桑野裕文氏は、昭和51年３月に早稲田大学教育学部を卒業された後、昭和54年３月に東海大

学大学院体育学研究科において修士課程を修了され、平成10年４月より九州情報大学経営情報

学部助教授、平成14年には同大学経営情報学部教授に就任され、同大学において教鞭をとられ

ておられます。また、平成９年２月には太宰府市体育協会の理事、平成24年からは同協会の副

会長としても活躍されるなど、幅広い分野で教育行政にご活躍いただいております。 

 人格、識見にすぐれ、人望も厚く、教育委員として最適任であると考えております。 

 略歴等を添付しておりますので、ご参照の上、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上

げます。 

 次に、議案第83号「太宰府市農業委員会委員の選任につき同意を求めることについて」ご説

明申し上げます。 

 本件は、現太宰府市農業委員会につきまして、委員本人の逝去により欠員が生じたため、農

業委員会等に関する法律第10条第１項及び太宰府市農業委員会の委員選任に関する規則第９条

第１項の規定に基づき、委員の欠員補充を行うものであります。 

 あわせて、農業委員会等に関する法律第８条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであ

ります。 

 今回の太宰府市農業委員会の委員候補者の選考に当たりましては、市ホームページ、市役所

掲示板、地域の農事組合等を通じまして、約１カ月間の周知を行いましたところ、地域の農事

組合等の団体より推薦があり、１名を委員候補者として選出をいたしております。 
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 略歴等をご参照の上、よろしくご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第84号「財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について」ご説明申し上げま

す。 

 本件は、大佐野地区緑地保護地区内の土地取得に関する案件でございます。この土地取得に

つきましては、皆様のご理解とご協力により着実に進んでいるところであり、深く感謝申し上

げる次第でございます。 

 今回買収いたします土地につきましては、８筆、面積２万6,239㎡、買収金額4,985万

4,100円でございます。 

 詳細につきましては、財産（太宰府市緑地保護地区内）の取得一覧表をご参照の上、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。 

 質疑は12月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８から日程第１７まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第８、議案第85号「太宰府市立学童保育所の指定管理者の指定について」から日程第

17、議案第94号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」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 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 議案第85号から議案第94号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第85号「太宰府市立学童保育所の指定管理者の指定について」ご説明申し上げ

ます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条の公募による候補者と

して、株式会社テノ．サポートを平成29年度から５年間にわたり太宰府市立学童保育所の指定

管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき指定

するに当たり、同条第６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86号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」ご説明申し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、公益財団法人古都大宰府保存協会を平成29年度から３年間にわたり大宰府展示館の

指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき

指定するに当たり、同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 
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 次に、議案第87号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について」から議案第93号

「太宰府市体育センターの指定管理者の指定について」までは関連がございますので、一括し

てご説明を申し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を平成29年度から３年間にわたり太宰

府市文化ふれあい館、太宰府市民図書館、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス、太宰

府市いきいき情報センター、太宰府歴史スポーツ公園、太宰府市立大佐野スポーツ公園及び太

宰府市体育センターの指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２

第３項の規定に基づき指定するに当たり、同条第６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94号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」ご説明申し

上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会を平成29年度から３年間にわたり太宰府市立

老人福祉センターの指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２第

３項の規定に基づき指定するに当たり、同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 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。 

 質疑は12月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８から日程第２６まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第18、議案第95号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」から日程第

26、議案第103号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例を廃止する条例につい

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 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 議案第95号から議案第103号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第95号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」ご説明申し上

げます。 

 高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少が進む中、持続可能な自治体経営を目指すには、自
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力で財源を確保できる経済活性化の取り組みや、働く世代がいつまでも太宰府市に定住するよ

うな仕組みづくりが新たに求められております。 

 これらの行政課題に迅速かつ効果的に対応できるよう、施政方針で掲げておりました市役所

改革の一つとして、平成29年４月１日に組織機構の改革を実施いたしますことから、条例の改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第96号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する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。 

 今回の条例の改正におきましては、本年８月８日の人事院勧告に伴い、平成28年４月１日か

ら特別職、市議会議員、特定任期付職員及び一般職の給与の改定が行われることになっており

ます。主な内容としましては、特別職、市議会議員及び特定任期付職員については、期末手当

の0.1月分の引き上げ、また職員については、給料表の全体的な平均0.16％程度の引き上げ、

勤勉手当0.1月分の引き上げとなっております。 

 本市におきましては、これまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきております

ので、今回も勧告に従いまして改正するものでございます。 

 次に、議案第97号「太宰府市税条例の一部を改正する条例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、所得税法等の改正及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税に関する法律施行令等の改正に伴い、太宰府市税条例の一部を改正する

条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第１項第１号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98号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の全部を改正

する条例について」をご説明申し上げます。 

 平成29年４月１日付組織機構改革におきまして、文化を観光資源の一つと捉え、観光振興及

び経済活性化を図るため、文化財の保護に関することを除く文化に関することを引き続き市長

部局に置きます。 

 同時に、教育とスポーツを有機的に機能させることにより、「いきいきとしたスポーツライ

フの創造」を推進していくため、スポーツに関することを教育部局に移管させることから、条

例の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第99号「太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例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、国分二丁目地内に便益施設を設置することに伴い、条例の一部を改正する必

要が生じたので、地方自治法第96条第１項第１号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100号「太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正する条例について」

ご説明申し上げます。 
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 平成29年４月１日付で実施する機構改革に伴う事務室の再配置に伴い、太宰府市いきいき情

報センター関連の条例の整合性を図るため、条例の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第101号「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

申し上げます。 

 今回の改正は、国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の

改定並びに国民健康保険税の減免規定の改定並びに外国人等の国際運輸業に係る所得に対する

相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令及び所得税法等

の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布により、太宰府市国民健康保険税条例の

一部を改正するものでございます。 

 このうち、課税額の改定につきましては、後期高齢者支援金等課税額は所得割、均等割及び

平等割を、介護納付金課税額は所得割及び均等割を改定するものでございます。 

 また、国民健康保険税の減免規定の改定につきましては、減免対象に所得が著しく減少した

者を新たに追加し、あわせて条例の文言の整理を行うものでございます。 

 次に、議案第102号「太宰府市介護保険条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上

げます。 

 今回の介護保険条例の改正につきましては、介護保険施行令の一部を改正する政令におい

て、平成29年度における第１号被保険者の介護保険料の所得段階の判定に関する基準が見直さ

れたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第１項第１号の

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103号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例を廃止する条例につ

いて」ご説明申し上げます。 

 筑紫地区障害者支援区分等審査会事業は、障がい福祉サービスを利用するに当たり、自治体

がサービスの種類や量を決定する際、勘案するための事項の一つとして、サービスの必要性を

明らかにするため、利用者の障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標

準的な支援の度合いを総合的に示すものとする障害支援区分を審査決定する重要な事業であ

り、平成18年度から筑紫地区４市１町におきましては共同設置し、運営を行っているところで

ございます。 

 平成26年度、平成27年度の２年間は、本市がこの事業の庶務担当市となっておりましたこと

から、本事業の特別会計条例を設置し、さきの９月議会におきまして平成27年度の歳入歳出決

算の認定をいただいたところでございます。 

 また、本事業につきましては、平成28年度から既に次の事務局に移っておりますことから、

筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例を廃止する条例を提出するものでございま

す。 

 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。 
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 質疑は12月５日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２７から日程第３０まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第27、議案第104号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について」から

日程第30、議案第107号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）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 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 議案第104号から議案第107号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第104号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について」ご説明

申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ15億794万円を追加し、予算総額を

254億2,158万9,000円にお願いするものでございます。 

 主な内容としましては、国が実施することに伴う臨時福祉給付金等に関する費用や、平成

30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県単位となることを踏まえ、本市の国

民健康保険事業特別会計の累積赤字の削減を図るため、財政調整資金を財源とする特別会計繰

出金を計上させていただいております。 

 また、その他につきましては、水城小学校学童保育所、太宰府南小学校学童保育所の増設工

事費、中学校大規模改造に伴う工事費のほか、障がい者自立支援給付事業費、障がい児通所支

援給付事業費などの扶助費の不足分、後年度の財政負担軽減に向けた繰上償還に係る公債償還

金、地域密着型施設整備事業の助成金、機構改革に伴う臨時工事費、人事院勧告に伴う職員給

与費などを計上させていただいております。 

 あわせまして、繰越明許費の補正につきましては、国の子ども・子育て支援整備交付金の補

助決定を受けたことによる水城小学校学童保育所、太宰府南小学校学童保育所整備事業を含

め、７件計上させていただいております。 

 債務負担行為補正につきましては、平成29年度より水城館を管理運営するための指定管理料

を含め、追加を６件、変更を１件計上させていただき、また地方債補正につきましては、災害

復旧に係る市債の限度額変更を含め、２件計上させていただいております。 

 次に、議案第105号「平成28年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入及び歳出予算にそれぞれ8,247万3,000円を追加し、予算総額を98億
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2,145万9,000円にお願いするものでございます。 

 歳出につきましては、職員の異動等や給与改定による職員給与費の増額及び被保険者の出産

件数の増加によります出産育児一時金の増額及び高額医療費共同事業拠出金の決定によります

増額及び平成27年度に交付されていました国庫負担金、県負担金の確定によります精算返還金

でございます。 

 歳入につきましては、職員給与費及び出産育児一時金の増額によります法定繰り入れ並びに

高額医療費共同事業拠出金の増額によります国、県の高額医療費共同事業費負担金及び高額医

療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金の増額並びに累積赤字の削減を図る法

定外繰り入れでございます。 

 次に、議案第106号「平成28年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、人事院勧告に基づく職員給与の改定及び職員の異動等に伴うもので、歳

入及び歳出予算にそれぞれ25万6,000円を追加し、予算総額を11億3,015万6,000円にお願いす

るものであります。 

 歳出といたしましては、職員給与費を25万6,000円の増を計上しております。 

 歳入といたしましては、歳出の職員給与費相当分として、一般会計繰入金を25万6,000円の

増を計上いたしております。 

 次に、議案第107号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれに399万2,000円を追加し、予算総額を48億

373万4,000円とするものです。 

 内容といたしましては、平成29年４月から実施します総合事業の事業対象者を管理するため

に必要な介護保険システム及び包括支援システムの改修費となっております。 

 財源としましては、国庫及び県補助金、一般会計事務費繰入金等となっております。 

 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。 

 質疑は12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、12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35分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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