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１ 議 事 日 程（６日目） 

   〔平成30年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕 

                                    平成30年６月21日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第47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（総

務文教常任委員会）（建設経済常任委員会） 

 日程第２ 議案第48号 太宰府市税条例等の一部を改正する条例について（環境厚生常任委員

会） 

 日程第３ 議案第49号 太宰府市都市計画税条例の一部を改正する条例について（環境厚生常任

委員会） 

 日程第４ 議案第50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（環境厚生

常任委員会） 

 日程第５ 議案第52号 太宰府市ホテル等設置奨励条例の一部を改正する条例について（建設経

済常任委員会） 

 日程第６ 議案第53号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について（建設経済常任委員

会） 

 日程第７ 議案第54号 平成30年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について（分割付託） 

 日程第８ 議案第55号 平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について（建設経

済常任委員会） 

 日程第９ 議案第57号 専決処分の承認を求めることについて（平成30年度太宰府市国民健康保

険事業特別会計補正予算（専決第１号）） 

 日程第10 議案第58号 平成30年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第11 議案第59号 平成30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12 議案第60号 太宰府市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第13       議員の派遣について 

 日程第14       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  栁 原 荘一郎 議員         ２番  宮 原 伸 一 議員 

  ３番  舩 越 隆 之 議員         ４番  徳 永 洋 介 議員 

  ５番  笠 利   毅 議員         ６番  堺     剛 議員 

  ７番  入 江   寿 議員         ８番  木 村 彰 人 議員 

  ９番  陶 山 良 尚 議員         10番  小 畠 真由美 議員 

  11番  上     疆 議員         12番   田 久美子 議員 
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  13番  神 武   綾 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 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

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（２１名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  市民生活部長  友 田   浩        総務部理事  原 口 信 行 

  都市整備部長  井 浦 真須己                濱 本 泰 裕 

  観光経済部長  藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  教育部理事  江 口 尋 信                田 中   縁 

  経営企画課長  髙 原   清        納 税 課 長  古 賀 良 平 

  福 祉 課 長  友 添 浩 一        国保年金課長  山 浦 剛 志 

  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  佐 藤 政 吾                木 村 幸代志 

  監査委員事務局長  福 嶋   浩 

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  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  岡 本 和 大 

        

 

  

総務課長併
選管書記長 

観光推進課長兼
国際・交流課長 

健康福祉部長兼
福祉事務所長 
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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２回定例会

を再開いたします。 

 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 議案第４７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 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、議案第47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」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会と建設経済常任委員会に分割付託しておりましたので、各常任委

員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） おはようございます。 

 総務文教常任委員会に審査付託された議案第47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」の当委員会所管分について、その審査内容と結果を報告いたしま

す。 

 本議案は、平成29年度の機構改革に伴い、旧青少年相談センター内に設置されていました不

登校等の児童・生徒の学校復帰を支援する「太宰府市適応指導教室運営委員会」を「太宰府市

教育支援センター運営委員会」に名称変更し、事務内容も適応指導教室の運営から、教育支援

センター全体の運営に関することに拡大するものです。具体的には、学校や関係機関との連

絡、調整を行うコーディネーターとしての機能や、児童・生徒指導に関する情報を収集、分析

し、教員などに提供するなど、情報センターとしての機能が新たに加わるとのことでした。 

 委員からは、支援センターと学校との具体的な連携について質疑があり、執行部から、月２

回の学校訪問、校内の適応指導教室の訪問と運営支援、校長会への参加などを通して学校と連

携をとり、情報の収集と提供を行っているとの説明がありました。 

 その他質疑を終え、討論に入り、現場との連携をより密に、組織的に取り組むよう賛成討論

がありました。 

 採決の結果、議案第47号の当委員会所管分は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 以上で議案第47号について報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 
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 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 自席へどうぞ。 

 これで総務文教常任委員長に対する質疑は終わります。 

 次に、建設経済常任委員長 宮原伸一議員。 

              〔２番 宮原伸一議員 登壇〕 

○２番（宮原伸一議員） 建設経済常任委員会及び総務文教常任委員会に分割付託されました議案

第47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」、当委員会所管

分について、その主な審査内容と結果を報告いたします。 

 太宰府市観光推進基本計画策定協議会を設置することについて、これは観光推進基本計画を

策定するに当たり、内部協議や関係機関と協議の上、事務局で素案を取りまとめた後に、各方

面から幅広く意見を聞くために設置するものと説明を受けました。 

 委員から、協議会のスケジュール及び観光推進基本計画をいつまでに完成する予定であるの

か質疑があり、執行部から、１回目の会議を９月下旬から10月の間に開催し、その後、年度内

に３回開催して、合計４回開催して計画を策定したいと考えていると回答がありました。 

 その他質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第47号の建設経済常任委員会所管分につ

きましては、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告終わります。 

○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。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 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） 

○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。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を原案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47号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時05分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２から日程第４まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第２、議案第48号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」から日程第４、

議案第50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」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、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔10番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１０番（小畠真由美議員） おはようございます。 

 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第48号から議案第50号について、その主な審

査の内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第48号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」、審査の内容と結果

を報告いたします。 

 このたびの改正は、平成30年度税制改正により地方税法等の一部が改正されたことに伴うも

のです。４月１日に施行が必要なものについては既に専決処分がなされ、初日の本会議にて承

認されているところです。今回の議案第48号は、残りの部分についての提案となっています。 

 主な改正内容は、個人住民税においては、所得税と同様に給与所得控除、公的年金等控除の

制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り分ける等の対応を平成33年度の住民税から実

施するものであり、固定資産税については、地方税における生産性革命の実現に向けた中小企

業の設備投資を促進するための特例を創設するもの、またたばこ税の主な改正点は、今年10月

から国と地方合わせて１本当たり１円ずつ、合計で３円を段階的に３回にわたり実施されると

ともに、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、５年間にわたり紙巻きたばこの税率の７割

から９割相当に引き上げるもの、以上を資料と各条文に沿って説明を受けました。 

 委員から、一部改正とはいえ多岐にわたる内容であり、理解に苦慮する。市民への周知で

は、わかりやすくまとめることを考慮する必要があると思うが、どのような形で知らせるのか

などの質疑がなされ、執行部より、総務省が作成した資料等を市ホームページ等に掲載するな

どして、税制改正の中身を市民がわかりやすい内容で周知する努力をしたいとの回答がなされ

ました。 

 そのほか質疑を終え、討論では、給与所得控除から基礎控除へ10万円の振りかえということ

だが、２つの控除の意義の違いを理由にして、今回基礎控除の振りかえが行われている点が問

題である。さらに、給与所得控除の上限を1,000万円から850万円へ引き下げることは、勤労世
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帯中間層への増税になると考える。さまざまな市関連の制度への影響を考えると、市民への負

担増が大きな部分を占めると考え、容認できないと反対の立場での討論が１件なされました。 

 以上、討論を終え、採決の結果、議案第48号は委員多数の賛成をもって原案のとおり可決す

るべきものと決定をいたしました。 

 次に、議案第49号「太宰府市都市計画税条例の一部を改正する条例について」、審査の内容

と結果を報告いたします。 

 これは、地方税法の改正に伴い、引用条項を改正するものであるとの説明を受けました。 

 さしたる質疑はなく、また討論はなく、採決の結果、議案第49号は委員全員一致で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第50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」、審査の

内容と結果を報告いたします。 

 これは、国民健康保険税の普通徴収の納付方法を口座振替によることを基本とすることに伴

い、１項を追加するもの。口座振替は納付書による場合に比べ納め忘れが少ないと言われてお

り、徴収業務の効率化につながると考えている。口座振替は義務ではないが、市の基本方針と

して示すことで、国保税の納付率向上につなげるものであるとの説明を受けました。 

 委員から、口座振替の納付率は、口座振替の場合の手数料は発生するのかなどの質疑がなさ

れ、執行部より、被保険者で口座登録をされているのは３割ちょっとであるが、口座振替での

納付率は国保税収の４割を超える。口座引き落としが１件当たり10円に消費税、納付書の場合

は０円、コンビニでの納付書収納は57円に消費税である。コンビニで納付される方が口座振替

になると、徴税費用が多少なりとも軽減できるとの回答がなされました。 

 そのほか質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第50号は委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 以上で議案第48号から議案第50号についての報告を終わります。 

○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。 

 議案第48号の委員長報告に対し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、議案第49号の委員長報告に対し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、議案第50号の委員長報告に対し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。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第48号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」討論を行います。 
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 通告があっていますので、これを許可します。 

 13番神武綾議員。 

○１３番（神武 綾議員） 議案第48号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」、た

だいま委員長報告の中にもありましたけれども、重なる部分もあるかと思いますが、反対の立

場で討論いたします。 

 今回はこの条例改正は、2018年度の地方税法改正によるものです。その中の一つ、働き方の

多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しするという理由から、

個人所得の見直しとして２つの控除の意義を無視して、給与所得控除を10万円引き下げ基礎控

除に振りかえるものがあります。さらには、給与所得控除の給与収入1,000万円を850万円に上

限の引き下げを行い、勤労世帯の中間層に増税を強いる内容も含まれております。 

 これらのことに伴って、所得金額に算定基準が決められている国保税、介護保険料、後期高

齢者医療保険料、保育料、児童扶養手当などに影響がある可能性があります。今後、地方財政

にも影響が生じることになることから、今議案の条例改正については、同会派の藤井雅之議員

とともに反対といたします。 

○議長（橋本 健議員） 次に、賛成討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○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48号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決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48号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時13分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第49号「太宰府市都市計画税条例の一部を改正する条例につ

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49号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案可決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49号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時14分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第50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」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50号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案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50号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時14分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５と日程第６を一括上程 

○議長（橋本 健議員） ここでお諮りします。 

 日程第５、議案第52号「太宰府市ホテル等設置奨励条例の一部を改正する条例について」及

び日程第６、議案第53号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」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、付託しておりました

建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 宮原伸一議員。 

              〔２番 宮原伸一議員 登壇〕 

○２番（宮原伸一議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第52号「太宰府市ホテル

等設置奨励条例の一部を改正する条例について」及び議案第53号「太宰府市公園条例の一部を

改正する条例について」、主な審査内容と結果を一括して報告いたします。 

 初めに、議案第52号から報告いたします。 

 これは、上位法である旅館業法の第２条の文書内容が変更となるため、条文を修正するもの

で、当該条例の対象となる施設が変更になるものではないと執行部から説明を受けました。 

 委員から、これまでこの条例の事業の対象となった施設について質疑があり、執行部から、

適用したのはルートイン・グランティア太宰府だけだと回答がありました。 

 その他質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第52号につきましては委員全員一致で原
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案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第53号の報告をいたします。 

 これは、平成29年６月に都市公園法及び都市公園法施行令並びに都市緑地法の一部改正が行

われ、施行されたことに伴う条例改正です。執行部から３点の改正について説明を受けまし

た。 

 １点目が、緑地の設置管理計画の認定制限が創設され、市町村長から緑地の設置管理計画の

認定を受けたＮＰＯ法人等が空き地等を公園的な空間に整備し、市民緑地として管理、活用す

ることができるようになり、その面積も都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準に加算す

ることになる。 

 ２点目が、都市公園の公募設置管理制度Ｐａｒｋ－ＰＦＩが創設され、公募により公園の整

備と管理を民間業者に行わせることができるようになり、公募対象公園であれば建蔽率を10％

上乗せできる。 

 ３点目が、都市公園の運動施設の敷地面積の総計に対する当該都市公園の敷地面積に対する

割合、運動施設率を、市町村の条例で定める規定に改正されることから、国と同じ基準で定め

るものとした。 

 委員から、現在Ｐａｒｋ－ＰＦＩを検討できるような公園があるのか及び今後市がその制度

の活用を検討していくのか質疑があり、執行部から、面積が広く、かつ利便性がいい公園でな

ければ、公募した事業者が公園管理及び整備の費用を賄うことが難しいのではないかと回答が

ありました。 

 その他質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第53号につきましては委員全員一致で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、報告終わります。 

○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。 

 議案第52号の委員長報告に対し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、議案第53号の委員長報告に対し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。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第52号「太宰府市ホテル等設置奨励条例の一部を改正する条例について」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52号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案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52号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時20分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第53号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」

討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 議案第53号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」は、

賛成の立場で討論いたしますが、一言意見を申し上げます。 

 今回の改正は、平成29年６月に都市公園法及び当市公園法施行令並びに都市緑地法の一部改

正が行われ、施行されたことに伴い、提案されています。 

 そもそも都市公園の種類とは、住区基幹公園、都市基幹公園、大規模公園、緩衝緑地等とあ

り、さらに種別として、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園などといった形で分類され

ています。 

 今回提案された改正案では、新たに第１条の６「公園施設の建設基準の特例」、この条項に

第２項を追加し、都市公園において飲食店や売店等の公園施設の設置または管理を行う民間事

業者を公募により選定することが可能になり、通常都市公園における飲食店や売店等の便益施

設の建蔽率は２％ですが、10％まで建蔽率を上乗せし、12％まで上限が拡大されます。 

 条例可決後、直ちに太宰府市内においてそれらの実行が可能ということではなく、公園管理

者は今後、都市公園の利用者の利便の向上に必要な協議会を設置し、情報共有や調整、都市公

園のローカルルールづくりなどを行った上で実施されることになります。 

 言うまでもなく、都市公園は一時避難施設でもあります。今週月曜日18日に発生した大阪北

部を中心とした地震においても、公園が一時避難施設であるという認識が改めて広がっている

状況であります。 

 今後、太宰府市において仮に実施に向けて協議会を立ち上げる際には、くれぐれも一時避難

施設という位置づけを忘れず、大規模災害時に支障の出るような計画が行われることがないよ

うに重ねて要望いたしまして、同会派の神武議員とともに賛成をいたします。 

○議長（橋本 健議員） 次に、反対討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 
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              （「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53号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案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53号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時23分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５４号 平成３０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７、議案第54号「平成30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。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） 各常任委員会に分割付託された議案第54号「平成30年度太宰府市一般

会計補正予算（第２号）について」の総務文教常任委員会所管分について、その審査内容と結

果を報告いたします。 

 補正予算の審査に当たりましては、歳出より審査を行い、歳出の中で関連する歳入等の項目

については、あわせて説明を受け審査を行いました。 

 歳出の主なものとしまして、２款２項１目総合企画推進費3,905万1,000円の増額補正につい

て、この金額のうち大部分を占めるふるさと納税関連業務委託料3,760万円は、ふるさと納税

の拡充を図るため、ポータルサイトを現在の１つに加え、新たに２つ増設するものです。これ

により、ふるさと太宰府応援寄附金として6,000万円の増額を見込んでいるとのことでした。 

 委員から、ポータルサイトを２つ増設することに伴い、増収見込みが6,000万円となってい

ることの根拠などが質疑がなされ、執行部より、平成29年度ふるさと納税の決算見込み額がポ

ータルサイト１社で4,000万円程度であること、３社になると単純計算１億2,000万円の税収を

期待したいが、開設が11月ごろとなることから、年度としての増額は6,000万円で計上してい

るなどの説明がありました。 

 次に、10款２項１目小学校施設整備費1,645万4,000円の増額補正について、これは太宰府西

小学校体育館の大規模改修工事分です。今後、長年使用していくに当たり、金属屋根の張りか

え等が必要であることがわかったため、追加工事費を計上するものです。 

 なお、財源は、文科省の補助金を受けることで当初予算計上していましたが、国の予算措置

の厳しさから工事が不採択となったため、地方単独事業として小学校施設整備事業債を計上
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し、充当することとなります。 

 また、この小学校施設整備事業債には交付税措置があることから、一般財源としての支出額

はほぼ変わらないとの説明を受けました。 

 委員から、今後も国の予算措置は厳しい状況となるのかなどの質疑がなされ、執行部より、

国の指針としては耐震化等が最優先とされ、大規模改造についても20年経過の建物が対象とさ

れていたものが、40年以上の建物の長寿命化を対象としてきているため、今までのような採択

は得られなくなってきているとの回答がありました。 

 次に、10款４項４目図書館管理運営費113万5,000円の増額補正について、これは資料の持ち

去り被害や不審者への対策として、市民図書館内に防犯カメラを設置するものです。財源につ

いては、公共施設整備基金繰入金より同額を充てることになるとの説明がありました。 

 委員から、資料持ち出し被害や周辺自治体の対策の現状についての質疑がなされ、執行部よ

り、持ち出し被害は年間400から500件発生しており、筑紫地区で行われている対策としては、

防犯カメラと図書館入り口へのゲート設置があるとのことでした。今回の補正では、経費の少

ない防犯カメラ設置を選択しているとの回答がありました。 

 次に、歳入の主なものとしましては、18款１項１目財政調整資金繰入金3,138万7,000円の増

額について、これは６月の補正財源調整として財政調整資金を充てるものです。充当後の財政

調整資金残高は29億6,224万7,235円となるとの説明を受けました。 

 その後、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠等について質疑を行いまし

た。 

 質疑を終え、討論で、市民図書館への防犯カメラ設置の必要性についての討論がありまし

た。 

 採決の結果、議案第54号の当委員会所管分については、委員全員一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○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。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔10番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１０番（小畠真由美議員） 次に、議案第54号の環境厚生常任委員会所管分について、主な審査

の内容と結果を報告いたします。 

 補正予算の審査に当たりましては、歳出より審査を行い、歳出の中で関連する歳入等の項目
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についてをあわせて説明を受け、審査を行いました。 

 歳出の主なものといたしましては、３款１項11目人権センター費、南隣保館管理運営費の工

事請負費244万円の増額補正。南隣保館前広場は、舗装部分と土部分のつなぎ目に水たまりが

発生し、土が前面道路に拡散されることから、舗装の拡張と側溝設置工事を行うためのもので

す。財源は、公共施設整備基金繰入金から全額を予定しているとの説明を受けました。 

 委員から、舗装する前の地盤改良は行うのかなどの質疑があり、執行部から、路盤面も改修

して舗装することになるとの回答がなされました。 

 次に、３款２項３目教育・保育施設費の負担金補助及び交付金の2,400万円の増額補正。こ

れは、定員19名以下の小規模保育施設開設のための補助金で、現在待機児童が多い０歳から２

歳までの児童を保育する施設に対応するものです。財源は、国庫支出金の保育所等改修費等支

援事業補助金2,133万3,000円を計上しているとの説明を受けました。 

 委員から、小規模保育施設の開園は来年早々ということでよいかなどの質疑があり、執行部

から、今回の補正予算が可決されましたら、すぐに公募の準備に入りたいとの回答がなされま

した。 

 次に、４款２項２目塵芥処理費、美化センター管理運営費の工事請負費1,795万1,000円の増

額補正。これは、公共施設改修需要分として年次計画で計上しているものであり、粗大・不燃

ごみの破砕機、コンベヤー等のプラント設備改修費及び管理棟の屋根、外壁の改修工事費等

で、財源は全額公共施設整備基金からの繰り入れを予定しているとの説明を受けました。 

 委員から、今回の改修による今後の稼働の見通しはなどの質疑があり、執行部から、地元と

の協定に基づき、平成32年度までは計画的にメンテナンスを行っていくとの回答がなされまし

た。 

 次に、第２表債務負担行為補正については、大野城太宰府環境施設組合一般廃棄物処理事業

債１件が追加計上されており、計上の根拠について説明を受けました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第54号の環境厚生常任委員会所管分は、委員全

員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で議案第54号の当委員会所管分の報告を終わります。 

○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。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、建設経済常任委員長 宮原伸一議員。 

              〔２番 宮原伸一議員 登壇〕 

○２番（宮原伸一議員） 各常任委員会に分割付託されました議案第54号「平成30年度太宰府市一
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般会計補正予算（第２号）について」、建設経済常任委員会所管分につきまして、その主な審

査内容と結果を報告いたします。 

 歳出といたしましては、６款農林水産業費、１項農業費、５目農地費を4,750万円増額する

補正について、これは６カ所のため池の耐震調査費用及び前年度に実施した１カ所のため池に

ついて詳細調査が必要となったため、追加詳細調査を行う費用であると説明を受けました。ま

た、これに関する歳入の国庫補助金増額補正につきましても、あわせて説明を受けました。 

 次に、７款商工費、１款商工費、４目観光費762万円を増額する補正について、これは太宰

府市観光推進基本計画の策定に当たり、策定の支援をする業者と新たに策定委託契約を結ぶた

めのもの及び太宰府館の改修工事を行うためのものと説明を受けました。また、これに関連す

る歳入の基金繰入金増額補正につきましても、あわせて説明を受けました。 

 最後に、８款土木費、２項道路橋梁費、３目地域交通対策費を688万4,000円増額する補正に

ついて、これは地域公共交通網形成計画作成委託について、調査や検討項目等の追加が生じた

ため、作業を追加して業務委託を行うためのものと、及び太宰府市総合交通計画協議会の委員

からの意見により、通過交通の実態の詳細な調査を行うためのものと説明を受けました。ま

た、これに関する歳入の国庫補助金増額補正につきましても、あわせて説明を受けました。 

 委員から、詳細調査が必要になったため池の現在の調査結果について質疑があり、執行部か

ら、堤体の安定については良好であるが、液状化を予測するＦＬ法による判定の結果につい

て、ＦＬ値1.0以下が存在するため、追加の詳細な調査が必要であると回答がありました。 

 その他質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第54号の建設経済常任委員会所管分につ

きましては、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告終わります。 

○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。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ５番笠利毅議員。 

○５番（笠利 毅議員） 賛成の立場で討論を行います。 

 公共施設の整備に関してですけれども、あらかじめの質疑のときにも少し触れましたが、公

共施設の整備といいましても、まちづくりというタイムスパンで見る公共整備と、施設そのも

のの寿命の中でといいますか、内部的な公共整備と、性質は異なるものではないかという気が

します。 
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 今回、楠田市長が公共施設整備について一定の目途をつけた上での補正を出されるというこ

とでしたので、注目して見ておりましたが、公共施設整備全て基金からの支出ということです

けれども、いささか異なる性質のものが一つの枠組みの中に入っているのではないかという気

がします。 

 現在、一般質問でも触れましたが、太宰府市の財政はもちろんのこと厳しく、あらゆる支

出、目的をはっきりさせて、使途もはっきりさせて、どう使われていくのか隅々まで見通す必

要に迫られていると感じます。 

 今回補正で出されているような公共施設の整備のあり方、基金の取り崩し、取り崩しという

言葉は悪いですけれども、用い方が、公共施設整備基金条例、平成10年施行ですけれども、そ

れの定義から不合理なものであるとは考えません。考えませんが、条例制定から20年がたち、

基金の目的がやや概括的なものに感じられるような時代が来たのではないかという印象を持っ

ています。 

 これは執行部だけに任せることではなく、議会としても考えていくべきことだとは認識して

いますが、公共施設の整備をこれから本格的にやっていくに当たって、どのように予算を使

い、どこから費用を捻出していくかということを改めて考えるべき時期が、明らかに来ている

のではないかと思います。 

 意見として述べた上で、賛成としたいと思います。 

○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。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を原案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54号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時38分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５５号 平成３０年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第８、議案第55号「平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算（第

１号）について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 宮原伸一議員。 

              〔２番 宮原伸一議員 登壇〕 

○２番（宮原伸一議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第55号「平成30年度太宰



－282－ 

府市水道事業会計補正予算（第１号）について」、主な審査内容と結果を報告いたします。 

 資本的収入において出資金を1,560万円増額する補正について、これは平成30年４月２日

付、総務省から通達された地方公営企業繰出基準で示されている安全対策事業のうち、災害対

策の費用として一般会計から繰り入れのために補正するもので、具体的には耐震化の費用と執

行部から説明を受けました。 

 委員から、老朽化した水道管の布設がえの年次計画について質疑があり、執行部から、３年

間ローリングの実施計画を作成して、重要性など考慮し、優先順位をつけて予算計上をしてい

ると回答がありました。 

 その他質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第55号につきましては、委員全員一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○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。 

 議案第55号の委員長報告に対し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。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第55号「平成30年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）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55号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を原案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55号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時41分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  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57号「専決処分の承認を求めることについて（平成30年度太宰府市国民健

康保険事業特別会計補正予算（専決第１号））」から日程第11、議案第59号「平成30年度太宰



－283－ 

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」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 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 皆さん、おはようございます。 

 平成30年太宰府市議会第２回定例会最終日を迎えまして、本日ご提案申し上げます案件は、

専決処分の承認１件、補正予算２件、人事案件１件の議案のご審議をお願い申し上げるもので

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号から議案第59号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第57号「専決処分の承認を求めることについて（平成30年度太宰府市国民健康

保険事業特別会計補正予算（専決第１号））」についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、平成29年度太宰府市国民健康保険事業特別会計の歳入不足額１億7,232万

1,175円の繰上充用のため、歳入及び歳出予算にそれぞれ１億7,232万2,000円を追加し、予算

総額を72億4,894万5,000円とする専決処分を平成30年５月31日付でさせていただいたものでご

ざいます。 

 主な要因といたしましては、平成29年度決算において単年度収支については黒字となりまし

たが、前年度繰上充用金により平成28年度までの累積赤字に対する補填が行われたことから、

歳出超過となったものでございます。 

 次に、議案第58号「平成30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、歳入歳出にそれぞれ110万円を追加し、予算総額を239億5,899万3,000円

にお願いするものであります。 

 内容といたしましては、国民健康保険事業特別会計において、給付事務連合会共同事業委託

料が追加になったことや、収納率の向上や窓口サービスの充実を図るため、国保年金課窓口で

の口座振替受け付けサービスができるＰａｙ－ｅａｓｙ導入事業に係る経費分について、国民

健康保険事業特別会計への繰出金の増加分を計上いたしております。 

 次に、議案第59号「平成30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302万円を追加し、予算総額をそれぞれ

72億5,196万5,000円にお願いするものでございます。 

 歳出につきましては、国民健康保険団体連合会が行っております給付事務共同事業委託料の
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増額による庶務関係費の増額と、口座振替受け付けサービス導入に係る徴収関係費の増額、平

成30年度から県に納めます国民健康保険事業費納付金の金額決定に伴う増減、平成29年度に交

付されておりました国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金の精算による償還金でござい

ます。 

 歳入につきましては、県支出金として交付されます保険給付費等交付金の特別交付金のう

ち、特別調整交付金市町村分の増額と、都道府県繰入金２号分の減額、歳出における庶務関係

費及び徴収関係費の増額に伴う一般会計からの法定繰り入れでございます。 

 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。 

 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

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（平成30年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計補正予算（専決第１号））」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17名、反対０名 午前10時46分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第58号「平成30年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）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。 
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 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58号を原案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58号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時47分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第59号「平成30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」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59号を原案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59号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時47分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第６０号 太宰府市教育委員会委員の任命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12、議案第60号「太宰府市教育委員会委員の任命につき同意を求

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 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 議案第60号「太宰府市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て」ご説明申し上げます。 

 教育委員でありました樋田京子氏を平成30年３月22日付で教育長に任命したことに伴い、そ
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の後任として、６月22日付で日下部寛行氏を教育委員に任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 日下部寛行氏は、平成12年３月、九州産業大学国際文化学部を卒業され、ホテルやブライダ

ル関係の民間企業において営業職などを経験された後、平成24年６月、財団法人太宰府メモリ

アルパークに入社されました。その後、公益財団法人太宰府メモリアルパークに移行した平成

27年４月に、法人の社会貢献を目的とする文化推進室長に就任され、地域行事や文化活動など

さまざまな事業との連携を通じ、地域に貢献する取り組みを行っておられます。 

 中でも、大宰府万葉会と連携した万葉歌碑の建立活動や、太宰府市景観市民遺産会議におけ

る市民遺産第12号「太宰府悠久の丘～メモリアルパークからの眺望～」の認定及び育成活動に

大きく寄与されておられます。 

 また、平成29年４月からは、太宰府市文化協会副会長に就任され、協会の組織力強化や春の

祭典の運営に尽力されております。 

 人格、識見にすぐれ、人望も厚く、若い世代の代表としての視点もあわせ持ち、教育委員と

して最適任であると考えております。 

 なお、任期は、前任者の残任期間である平成32年３月31日までとなります。 

 同氏の略歴書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。 

○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） 異議なしと認めます。 

 したがって、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。 

 質疑はありませんか。 

 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） おはようございます。 

 過去の委員会で、教育委員さんの選任には、例えば地域に根づいた方等を要望しておいてお

いたはずですが、今回の委員さんの選任においては、そういったことを考慮された上で選任な

されたのか、お尋ねいたします。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ありがとうございます。地域に根差した方という条件も１つもちろん考慮い

たしまして、今の出身なりお住まいは隣の大野城市でありますけれども、しかし実際にお勤め

をされ、そして地域で活動をしておられるのは太宰府市であります。現に先ほどの提案理由に
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もありましたように、市民遺産にも認定をされておりますメモリアルパークの文化推進室長と

してお勤めでありますし、太宰府市文化協会の副会長としてさまざまな文化行政にも携わって

いただいております。 

 間違いなくこの本市において活動をされておられる、そして若い世代の代表としても活動を

されておられる方でありますので、最も今の教育委員会のメンバーの中でも、さまざまな異な

った観点から有意義な意見をいただける最適任の方であると考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 再質問はよろしいですか。 

 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） ありがとうございます。なぜこのようなことを言うかと申します

と、結局正直なところ、児童・生徒の保護者は、教育委員さんという存在自体を知らない人が

多いんですね。ですから、例えばＰＴＡでも何でもあるんですが、例えば学校でいろいろと問

題が起こったときに、じゃあ誰に相談すればいいんだろうと。例えば地域に根づいた方であっ

たら、そういった教育委員さんに相談をして、いろいろと対応してもらう、対処してもらうと

いうふうなことがありますから、そういった過去にもこういった質問をしてきたわけです。 

 ですので、また今後選任のときには、できたらそういった方を考慮していただきながら選任

していただきたいと思います。これは要望にとどめておきますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 回答はよろしいですね。 

○１４番（長谷川公成議員） はい。 

○議長（橋本 健議員） ほかに質疑はありませんか。 

 ５番笠利毅議員。 

○５番（笠利 毅議員） 現在の教育委員さん方の経歴を細かく記憶しているわけではないのです

が、いわゆる教育畑出身の方が多いようにちょっと考えています。今回、日下部さんはその点

では全く異なる経歴なので、予見を持って判断するというか、期待をするというわけではない

ので、特別言うことがなければそれでもいいんですが、特に現状の教育委員会の構成に日下部

さんを入れることで期待するような面が特にあったらば、お答えいただければと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ありがとうございます。やはり今、教育委員５人の中で、樋田教育長、そし

てもう一人の女性の方がおられます。今教育委員会の中でお二人女性がおられる、女性の視点

を生かしていただける、そうしたことは大変私は意義のあることだと考えております。 

 その一方で、男性お二人は非常に実績、識見すぐれた方でありますけれども、ともに60代と

いうことで、また学校の経験、教職の経験と、そして学者としてのご経験のあられる方であり

ます。もちろんこのお二人からも、さまざまな有意義なご意見もいただけるだろうと想定をし

ております。 
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 その上で、やはり私は、男性の比較的若い世代の方が、この４人に加えて５人目として加わ

っていただくことで、さまざまな階層なり、階層といいますか、性別なり年齢層なり、そして

教育界だけにとどまらないさまざまな文化、行政も含めて、今までのメンバーの方と少し異な

った観点からご意見をいただける、そうした方ではないかということを期待しております。 

 今後、５人がそろうことによって、さまざまな教育行政についての会議なども行われますけ

れども、この５人の方から非常に有意義な、そしてさまざまな市民の意見を代弁できる、そう

した教育委員会体制にできるという確信を持って、今回の皆様へのご提案に至ったところであ

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 再質問はよろしいですね。 

 ほかに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60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60号は同意されました。 

              〈同意 賛成17名、反対０名 午前10時57分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議員の派遣について 

○議長（橋本 健議員） 日程第13、「議員の派遣について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 地方自治法第100条第13項及び太宰府市議会会議規則第164条の規定により、別紙のとおり議

員の派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときには議長に一任することにご異

議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４ 閉会中の継続調査申し出について 
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○議長（橋本 健議員） 日程第14、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、特別委員会から申し出があっております。 

 別紙のとおり承認すること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） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。

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をいたしました。 

 これをもちまして平成30年太宰府市議会第２回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、平成30年太宰府市議会第２回定例会を閉会いたします。 

              閉会 午前10時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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