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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔平成28年太宰府市議会第１回（３月）定例会〕 

                                    平成28年２月29日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 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 

 日程第２ 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３ 議案第１号 太宰府市固定資産評価審査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４ 議案第２号 筑紫公平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５ 議案第３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４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５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８ 議案第６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９ 議案第７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10 議案第８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11 議案第９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12 議案第10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13 議案第11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14 議案第12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15 議案第13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16 議案第14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17 議案第15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18 議案第16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19 議案第17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20 議案第20号 財産の取得（史跡地）について 

 日程第21 議案第22号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について 

 日程第22 議案第23号 太宰府市総合体育館の指定管理者の指定について 

 日程第23 議案第24号 太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について 

 日程第24 議案第25号 太宰府市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 日程第25 議案第26号 太宰府市固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第27号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第28号 太宰府市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第28 議案第29号 太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
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 日程第29 議案第30号 太宰府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例について 

 日程第30 議案第31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31 議案第32号 証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第32 議案第33号 太宰府市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第33 議案第34号 太宰府市教育委員会委員定数条例を廃止する条例について 

 日程第34 議案第35号 太宰府市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 日程第35 議案第36号 太宰府都市計画事業佐野土地区画整理事業施行規程を廃止する条例につ

いて 

 日程第36 議案第37号 太宰府市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につい

て 

 日程第37 議案第38号 太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第38 議案第39号 太宰府市子ども医療費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39 議案第40号 太宰府市ひとり親家庭等医療費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40 議案第41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41 議案第42号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第42 議案第43号 平成27年度太宰府市一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第43 議案第44号 平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 日程第44 議案第45号 平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第45 議案第46号 平成27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 

 日程第46 議案第47号 平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第47 議案第48号 平成27年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第48 議案第57号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例） 

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 
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  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 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   刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

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

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

  建設経済部長  今 村 巧 児        市民福祉部長  中 島 俊 二 

  教 育 部 長  堀 田   徹        上下水道部長  松 本 芳 生 

  総 務 課 長  石 田 宏 二        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  地域づくり課長  藤 田   彰        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  税 務 課 長  吉 開 恭 一        都市計画課長  木 村 昌 春 

  観光経済課長  藤 井 泰 人        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 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  今 泉 憲 治        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  力 丸 克 弥 

  書    記  諌 山 博 美 

        

 

  

総務部理事
兼公共施設整備課長 
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              再開 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。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第１回定例会

を再開します。 

 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 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 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、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」を議題とします。 

 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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

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。 

 諮問第１号を適任として答申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、諮問第１号は適任として答申することに決定しました。 

              〈適任 賛成16名、反対０名 午前10時01分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 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２、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。 

 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。 
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              （「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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

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。 

 諮問第２号を適任として答申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、諮問第２号は適任として答申することに決定しました。 

              〈適任 賛成16名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第１号 太宰府市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること 

             について 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、議案第１号「太宰府市固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき同意を求めることについて」を議題とします。 

 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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

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１号を同意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。 
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 よって、議案第１号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時03分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第２号 筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

○議長（橋本 健議員） 日程第４、議案第２号「筑紫公平委員会委員の選任につき同意を求める

ことについて」を議題とします。 

 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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

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２号を同意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２号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時03分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３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 

○議長（橋本 健議員） 日程第５、議案第３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」を議題とします。 

 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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 
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 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３号を同意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３号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時04分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６から日程第１９まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第６、議案第４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」

から日程第19、議案第17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」までを一括議題とし、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、お諮りしたとおり一括議題とし、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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第４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」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４号を同意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４号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時05分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第５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」討論を行います。 
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 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５号を同意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５号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時06分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第６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」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６号を同意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６号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時06分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第７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」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７号を同意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７号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時07分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第８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」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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○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８号を同意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８号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時07分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第９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」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９号を同意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９号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第10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」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10号を同意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10号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第11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」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。 
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 議案第11号を同意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11号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第12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」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12号を同意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12号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時09分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第13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」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13号を同意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13号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時09分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第14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」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14号を同意することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 
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○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第14号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時10分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第15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」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15号を同意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15号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時10分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第16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」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16号を同意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16号は同意されました。 

              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時11分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第17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」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17号を同意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17号は同意されました。 
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              〈同意 賛成16名、反対０名 午前10時11分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０ 議案第２０号 財産の取得（史跡地）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第20、議案第20号「財産の取得（史跡地）について」を議題としま

す。 

 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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

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20号を可決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20号は可決されました。 

              〈可決 賛成16名、反対０名 午前10時12分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１と日程第２２を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第21、議案第22号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について」及び

日程第22、議案第23号「太宰府市総合体育館の指定管理者の指定について」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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第22号及び議案第23号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２３から日程第３４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23、議案第24号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」から日程第

34、議案第35号「太宰府市職員の退職管理に関する条例の制定について」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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第24号から議案第35号までは総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３５と日程第３６を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第35、議案第36号「太宰府都市計画事業佐野土地区画整理事業施行規程を廃止する条例

について」及び日程第36、議案第37号「太宰府市消費生活センターの組織及び運営等に関する

条例の制定について」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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第36号及び議案第37号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３７から日程第４１まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第37、議案第38号「太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」から日程第41、議案第42号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第38号から議案第42号までは環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４２ 議案第４３号 平成２７年度太宰府市一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第42、議案第43号「平成27年度太宰府市一般会計補正予算（第５

号）について」を議題とします。 
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 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第43号は各常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４３から日程第４５まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） 日程第43、議案第44号「平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）について」から日程第45、議案第46号「平成27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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第44号から議案第46号までは環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４６と日程第４７を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第46、議案第47号「平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算（第２号）について」及

び日程第47、議案第48号「平成27年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第２号）について」

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。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第47号及び議案第48号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４８ 議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例等の一部 

               を改正する条例の一部を改正する条例） 

○議長（橋本 健議員） 日程第48、議案第57号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府

市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 刈茂 登壇〕 

○市長（刈 茂） 皆さん、おはようございます。 

 平成28年太宰府市議会第１回定例会２日目を迎えまして、本日ご提案申し上げます案件は、
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専決処分の承認を求めるもの１件でございます。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第57号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例等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。 

 社会保障・税番号制度の施行により、平成28年１月１日から市税関係の届け出の一部につい

て個人番号等を記載することとされておりましたが、平成28年度税制改正大綱が昨年12月24日

に閣議決定され、一定の書類については提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直

しが行われました。 

 これに伴いまして、12月25日に地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布され、昨年５

月の臨時議会でご承認いただいた太宰府市税条例等の一部を改正する条例のうち、施行日が平

成28年１月１日のものについて一部を改正する必要が生じたため、地方自治法179条第１項の

規定により専決処分いたしましたので、ここにご報告申し上げるものでございます。 

 よろしくご承認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。 

 議案第57号「専決処分の承認を求めることについて（太宰府市税条例等の一部を改正する条

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57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57号は承認されました。 

              〈承認 賛成16名、反対０名 午前10時21分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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○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、３月８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21分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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