
 
平成平成平成平成２２２２２２２２年第年第年第年第２２２２回回回回（（（（６６６６月月月月））））    

粕 屋 町 議 会 定 例粕 屋 町 議 会 定 例粕 屋 町 議 会 定 例粕 屋 町 議 会 定 例 会会会会  
一般質問通告一覧一般質問通告一覧一般質問通告一覧一般質問通告一覧表表表表     通通通通  告告告告  順順順順   

議議議議   員員員員   氏氏氏氏   名名名名   
１１１１ 安河内安河内安河内安河内    利利利利    明明明明    

２２２２ 本本本本    田田田田    芳芳芳芳    枝枝枝枝    

３３３３ 田田田田    川川川川    正正正正    治治治治    

４４４４    福福福福    永永永永    善善善善    之之之之    

５５５５    伊伊伊伊    藤藤藤藤            正正正正    

６６６６    小小小小    池池池池    弘弘弘弘    基基基基    

７７７７    因因因因            辰辰辰辰    美美美美    

８８８８    長長長長            義義義義    晴晴晴晴    

９９９９    久久久久    我我我我    純純純純    治治治治    

１０１０１０１０    澁澁澁澁    田田田田    順順順順    二二二二    

１１１１１１１１    山山山山        秀秀秀秀        



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１１１１    質問者質問者質問者質問者    １２１２１２１２番番番番    安河内安河内安河内安河内    利利利利    明明明明    

                質質質質    問問問問    事事事事    項項項項     質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手    都市計画都市計画都市計画都市計画法法法法         生活道路生活道路生活道路生活道路                      

 広域道路網整備広域道路網整備広域道路網整備広域道路網整備のためののためののためののための粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町がかかえるがかかえるがかかえるがかかえる都市計画道都市計画道都市計画道都市計画道路整備路整備路整備路整備のののの展望展望展望展望についてについてについてについて。。。。        粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの住民住民住民住民がががが住住住住みやすいとみやすいとみやすいとみやすいと感感感感じているじているじているじている根幹根幹根幹根幹をなしてをなしてをなしてをなしているいるいるいる生活道路及生活道路及生活道路及生活道路及びびびび通学道路通学道路通学道路通学道路のありのありのありのあり方方方方とととと整備整備整備整備のののの展望展望展望展望についについについについてててて。。。。            
 都市政策部長都市政策部長都市政策部長都市政策部長      都市政策部長都市政策部長都市政策部長都市政策部長     

    

    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．２２２２    質問者質問者質問者質問者        ７７７７番番番番    本本本本    田田田田    芳芳芳芳    枝枝枝枝         質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      町長及町長及町長及町長及びびびび町町町町のののの交際費交際費交際費交際費にににについてついてついてついて                                        学校給食学校給食学校給食学校給食のののの教育的意義教育的意義教育的意義教育的意義についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを問問問問うううう                                                        放課後児童健全育成事放課後児童健全育成事放課後児童健全育成事放課後児童健全育成事業業業業についてについてについてについて                            学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館のののの電算化電算化電算化電算化にににについてついてついてついて    

 ３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日にににに西日本新聞西日本新聞西日本新聞西日本新聞のののの記事記事記事記事にににに粕屋郡内粕屋郡内粕屋郡内粕屋郡内のののの自治体自治体自治体自治体のののの町町町町長交際費長交際費長交際費長交際費、、、、議長交際費議長交際費議長交際費議長交際費についてのについてのについてのについての比較比較比較比較がががが掲載掲載掲載掲載されていましされていましされていましされていましたたたた。。。。粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの町長交際費町長交際費町長交際費町長交際費についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    １１１１．．．．    予算予算予算予算額額額額についてについてについてについて    ２２２２．．．．    執行基準執行基準執行基準執行基準はははは    ３３３３．．．．    公開公開公開公開のののの用意用意用意用意はははは    ４４４４．．．．    ホームページホームページホームページホームページのののの利用利用利用利用についてについてについてについて            教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが学校給食運営学校給食運営学校給食運営学校給食運営にににに携携携携わるわるわるわる場合場合場合場合、、、、施設運営施設運営施設運営施設運営にににに関関関関することとすることとすることとすることと学校現場学校現場学校現場学校現場でででで食食食食にににに関関関関するするするする指導指導指導指導にどうにどうにどうにどう生生生生かすかといかすかといかすかといかすかというううう２２２２つのつのつのつの側面側面側面側面があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの給食給食給食給食センターセンターセンターセンターはははは両方両方両方両方のののの面面面面でででで早急早急早急早急にににに対策対策対策対策をををを立立立立てなければならないてなければならないてなければならないてなければならない状況状況状況状況にににに来来来来てててているのではいるのではいるのではいるのでは。。。。    １１１１．．．．３３３３月議会後月議会後月議会後月議会後、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会としてはとしてはとしてはとしては給食給食給食給食センターセンターセンターセンターのののの老朽老朽老朽老朽化化化化についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような対策対策対策対策をなされたのかをなされたのかをなされたのかをなされたのか。。。。またまたまたまた、、、、今今今今年年年年のののの保健所保健所保健所保健所のののの改善指導改善指導改善指導改善指導はどのようなものだったのかはどのようなものだったのかはどのようなものだったのかはどのようなものだったのか。。。。    ２２２２．．．．釜釜釜釜のののの数数数数がががが足足足足りずりずりずりず献立献立献立献立のののの内容内容内容内容をををを制限制限制限制限せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないこないこないこないことととと、、、、問題問題問題問題のののの多多多多いいいいトレートレートレートレーがががが、、、、食缶消毒保管庫食缶消毒保管庫食缶消毒保管庫食缶消毒保管庫のののの老朽化老朽化老朽化老朽化でででで改善改善改善改善できるいいできるいいできるいいできるいい機会機会機会機会なのになのになのになのに進進進進んでいないなどんでいないなどんでいないなどんでいないなど、、、、給食給食給食給食をををを提供提供提供提供するうえでのするうえでのするうえでのするうえでの施設面施設面施設面施設面でのでのでのでの対策対策対策対策のののの遅遅遅遅れのれのれのれの説明説明説明説明はははは。。。。        ３３３３．．．．子子子子どものどものどものどもの数数数数のののの増加増加増加増加にににに対応対応対応対応したしたしたした食育基本計画策定食育基本計画策定食育基本計画策定食育基本計画策定とととと学校学校学校学校給食給食給食給食のののの今後今後今後今後ののののプランプランプランプランはははは。。。。        今年度今年度今年度今年度よりよりよりより名称名称名称名称をををを児童会児童会児童会児童会からからからから学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所にににに変変変変ええええ、、、、保育負保育負保育負保育負担金担金担金担金をををを徴収徴収徴収徴収するするするする事業事業事業事業としてとしてとしてとして再再再再スタートスタートスタートスタートしましたしましたしましたしました。。。。執行状執行状執行状執行状況況況況にににについておついておついておついてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    １１１１．．．．    土曜日土曜日土曜日土曜日のののの１９１９１９１９時時時時までのまでのまでのまでの延長延長延長延長についてについてについてについて    ２２２２．．．．    特別支援特別支援特別支援特別支援をををを要要要要するするするする児童児童児童児童へへへへのののの対応対応対応対応はははは    ３３３３．．．．    児童会運営協議会児童会運営協議会児童会運営協議会児童会運営協議会のそののそののそののその後後後後のののの動動動動きはきはきはきは    ４４４４．．．．    大川小学校学童保育所大川小学校学童保育所大川小学校学童保育所大川小学校学童保育所のののの民営化民営化民営化民営化についてについてについてについて            近隣近隣近隣近隣のののの自治体自治体自治体自治体にににに後後後後れをれをれをれを取取取取っていたっていたっていたっていた学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館のののの電算化電算化電算化電算化がががが昨年昨年昨年昨年よりやっとよりやっとよりやっとよりやっと行行行行われるようになりましたわれるようになりましたわれるようになりましたわれるようになりました。。。。西小学校西小学校西小学校西小学校とととと中中中中央小学校央小学校央小学校央小学校のののの電算化電算化電算化電算化がががが今年度行今年度行今年度行今年度行われるとわれるとわれるとわれると聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、次次次次のののの３３３３点点点点についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    １１１１．．．．    ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル    ２２２２．．．．    予算予算予算予算    ３３３３．．．．    小学校小学校小学校小学校へのへのへのへの理理理理解解解解とととと協協協協力力力力のののの要要要要請請請請についてについてについてについて    

    町町町町    長長長長                    教育長教育長教育長教育長                  教育長教育長教育長教育長           学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長                
    

    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．３３３３    質問者質問者質問者質問者        ３３３３番番番番    田田田田    川川川川    正正正正    治治治治         質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて         社社社社会的会的会的会的弱者救済弱者救済弱者救済弱者救済のののの対策対策対策対策についてについてについてについて                 水害水害水害水害対策対策対策対策についてについてについてについて       地元経済地元経済地元経済地元経済のののの活活活活性性性性化化化化につにつにつについていていていて                                                           

 １１１１．．．．    保育所保育所保育所保育所のののの待待待待機児童解消機児童解消機児童解消機児童解消のののの対策対策対策対策をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて    ２２２２．．．．    学童保育学童保育学童保育学童保育のののの増設増設増設増設やややや教教教教室室室室のののの拡充拡充拡充拡充のののの計画計画計画計画についてについてについてについて            １１１１．．．．    後後後後期高齢者医療期高齢者医療期高齢者医療期高齢者医療制度制度制度制度のののの廃止廃止廃止廃止とととと保保保保険滞納者険滞納者険滞納者険滞納者対策対策対策対策についてについてについてについて    ２２２２．．．．    障害者障害者障害者障害者自立支援自立支援自立支援自立支援法法法法のののの廃止廃止廃止廃止とととと町町町町独独独独自自自自のののの支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて    ３３３３．．．．    介護介護介護介護保保保保険険険険のののの負負負負担担担担軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて（（（（施設施設施設施設入入入入所費用所費用所費用所費用などなどなどなど））））    ４４４４．．．．    特特特特養養養養老健施設老健施設老健施設老健施設のののの増設増設増設増設とととと減免減免減免減免制度制度制度制度のののの考考考考えについてえについてえについてえについて    （（（（入入入入所所所所やややや食事食事食事食事などなどなどなど））））    １１１１．．．．ゲリゲリゲリゲリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨対策対策対策対策についてのについてのについてのについての今年度今年度今年度今年度のののの対策対策対策対策はどはどはどはどのようにのようにのようにのようになっているかなっているかなっているかなっているかをををを問問問問うううう    ２２２２．．．．大川小学校大川小学校大川小学校大川小学校のののの堤防嵩上堤防嵩上堤防嵩上堤防嵩上げげげげのののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて            住住住住宅宅宅宅リフォリフォリフォリフォームームームームへのへのへのへの助助助助成制度成制度成制度成制度をををを確確確確立立立立ししししてててて、、、、中小中小中小中小零細零細零細零細業業業業者者者者のののの仕仕仕仕事事事事確確確確保保保保についてのについてのについてのについての対策対策対策対策をををを問問問問うううう    

 町町町町    長長長長         町町町町    長長長長                     町町町町    長長長長          町町町町    長長長長    

 



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．４４４４    質問者質問者質問者質問者        １１１１番番番番    福福福福    永永永永    善善善善    之之之之                 質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      敬敬敬敬老老老老祝祝祝祝いいいい金金金金についてについてについてについて           土土土土地地地地開開開開発発発発公公公公社社社社についてについてについてについて            町町町町のののの基金基金基金基金（（（（貯貯貯貯金金金金））））につにつにつについていていていて               地地地地方方方方債債債債（（（（町町町町のののの借借借借金金金金））））にににについてついてついてついて              平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度一般一般一般一般会計会計会計会計予算予算予算予算にににについてついてついてついて    

     粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉協議会協議会協議会協議会（（（（社社社社協協協協））））はははは、、、、共同募共同募共同募共同募金金金金配分配分配分配分金事業金事業金事業金事業かかかからららら祝祝祝祝いいいい金金金金をををを支給支給支給支給しているしているしているしている。。。。「「「「粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町がががが運営運営運営運営補助補助補助補助をしているをしているをしているをしている社社社社協協協協」」」」とととと「「「「粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町」」」」がががが同同同同じようなじようなじようなじような事業事業事業事業をするをするをするをする必必必必要要要要があるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。            平平平平成成成成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの公公公公社社社社所所所所有有有有のののの３３３３つのつのつのつの土土土土地地地地のののの時時時時価価価価はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれどのどのどのどの位位位位でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、合計額合計額合計額合計額はどのはどのはどのはどの位位位位でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか        町町町町のののの一般一般一般一般会計会計会計会計やややや特別会計特別会計特別会計特別会計のののの基金基金基金基金のののの中中中中でででで、、、、使途使途使途使途がががが限定限定限定限定されされされされないないないない、、、、比較的自比較的自比較的自比較的自由由由由にににに代代代代用用用用されるされるされるされる「「「「公公公公共共共共施設整備施設整備施設整備施設整備基金基金基金基金」「」「」「」「減減減減債債債債基金基金基金基金」「」「」「」「財財財財政政政政調調調調整基金整基金整基金整基金」」」」についてについてについてについて質質質質問問問問しますしますしますします。。。。    ・・・・３３３３つのつのつのつの基金基金基金基金のののの平平平平成成成成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの予予予予想残高想残高想残高想残高はははは約約約約１１１１８８８８億億億億５５５５千万千万千万千万円円円円、、、、同同同同じようにじようにじようにじように平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは約約約約１３１３１３１３億億億億７７７７千万千万千万千万円円円円ですですですです。。。。        ３３３３つのつのつのつの基金基金基金基金残高残高残高残高のののの今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しはいかがでししはいかがでししはいかがでししはいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。            平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度一般一般一般一般会計予算額会計予算額会計予算額会計予算額はははは約約約約１１１１１１１１７７７７億円億円億円億円でででで、、、、そのそのそのその内内内内、、、、地地地地方方方方債債債債のののの発発発発行限度額行限度額行限度額行限度額をををを約約約約１１１１１１１１億円億円億円億円でででで計計計計上上上上してありますしてありますしてありますしてあります。。。。        起債起債起債起債のののの目目目目的的的的をををを７７７７項目項目項目項目ああああげげげげておられますがておられますがておられますがておられますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで「「「「臨臨臨臨時時時時財財財財政対策政対策政対策政対策債債債債」」」」についてについてについてについて質質質質問問問問しますしますしますします。。。。    ・・・・臨臨臨臨時時時時財財財財政対策政対策政対策政対策債債債債のののの発発発発行限度額行限度額行限度額行限度額はははは約約約約７７７７億億億億７７７７千万円千万円千万円千万円ですですですです。。。。町町町町ははははこのこのこのこの起債起債起債起債をををを町町町町のののの借借借借金金金金とととと考考考考えているのでしえているのでしえているのでしえているのでしょょょょうかうかうかうか、、、、それとそれとそれとそれともももも国国国国のののの借借借借金金金金とととと考考考考ええええてててているのでしいるのでしいるのでしいるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。若若若若ししししくくくくはははは、、、、借借借借金金金金とのとのとのとの位置位置位置位置づづづづけではけではけではけでは考考考考えておられないのでしえておられないのでしえておられないのでしえておられないのでしょょょょうかうかうかうか。。。。            今今今今回回回回のののの予算予算予算予算編編編編成成成成でででで篠﨑篠﨑篠﨑篠﨑町長町長町長町長のののの２２２２回目回目回目回目となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの一般一般一般一般会計会計会計会計をををを組組組組むむむむにあたりにあたりにあたりにあたり、、、、今年度今年度今年度今年度はははは「「「「平平平平時時時時」」」」のののの予予予予算算算算編編編編成成成成だったのでしだったのでしだったのでしだったのでしょょょょうかうかうかうか、、、、それともそれともそれともそれとも同同同同「「「「有有有有事事事事」」」」だったのだったのだったのだったのでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。                                                                            

    町町町町    長長長長           町町町町    長長長長            町町町町    長長長長                            町町町町    長長長長                                    町町町町    長長長長                                            

    



通通通通告順告順告順告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．５５５５    質問者質問者質問者質問者        ８８８８番番番番    伊伊伊伊    藤藤藤藤        正正正正            質質質質    問問問問    事事事事    項項項項            質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨            質質質質問問問問のののの相手相手相手相手            用用用用水水水水路路路路のののの管管管管理理理理についてについてについてについて                                        子子子子どもどもどもども広場設広場設広場設広場設置置置置要要要要綱綱綱綱にににについてついてついてついて                                

        粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの西部西部西部西部地区地区地区地区はははは準準準準工工工工業業業業地帯地帯地帯地帯でででで、、、、水田水田水田水田がががが再開再開再開再開発発発発されされされされ工工工工場場場場・・・・倉倉倉倉庫庫庫庫・・・・ママママンンンンショショショションンンンなどのなどのなどのなどの建建建建設設設設がががが進進進進みみみみ都市化都市化都市化都市化しているしているしているしている。。。。水田水田水田水田もももも減少減少減少減少しししし用用用用水水水水路路路路のののの役目役目役目役目をををを終終終終ええええ、、、、雨水雨水雨水雨水などのなどのなどのなどの排水排水排水排水路路路路になになになになっているのがっているのがっているのがっているのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。専専専専業業業業農家農家農家農家もももも減少減少減少減少しししし、、、、このこのこのこの水水水水路路路路のののの管管管管理理理理がががが農区農区農区農区のののの管管管管理理理理をををを離離離離れれれれ、、、、町町町町やややや町民町民町民町民のののの管管管管理理理理となっているがとなっているがとなっているがとなっているが今後今後今後今後のののの管管管管理理理理についてについてについてについて問問問問うううう。。。。    １１１１．．．．用用用用水水水水路路路路のののの規格規格規格規格及及及及びびびび管管管管理理理理のののの基準基準基準基準についてについてについてについて    ２２２２．．．．用用用用水水水水路管路管路管路管理理理理のののの予算予算予算予算についてについてについてについて    ３３３３．．．．地地地地域域域域のののの住民住民住民住民へのへのへのへの働働働働きかけについてきかけについてきかけについてきかけについて            このこのこのこの要要要要綱綱綱綱はははは、、、、付付付付近近近近にににに児童公児童公児童公児童公園等園等園等園等のののの遊遊遊遊びびびび場場場場がないがないがないがない地地地地域域域域にににに、、、、    空空空空きききき地地地地をををを利用利用利用利用してしてしてして安安安安全全全全でででで簡易簡易簡易簡易なななな遊遊遊遊びびびび場場場場としてとしてとしてとして、、、、児童及児童及児童及児童及びびびび幼幼幼幼    のののの児児児児のののの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成のためにのためにのためにのために寄与寄与寄与寄与するするするする目目目目的的的的にににに設設設設置置置置されたされたされたされた要要要要綱綱綱綱でででであるあるあるある。。。。        広場広場広場広場をををを持持持持つつつつ行政行政行政行政区区区区はははは利用利用利用利用者者者者がががが幼幼幼幼児児児児からからからから老老老老人人人人までまでまでまで幅幅幅幅広広広広いいいい年年年年    代代代代のののの人人人人がががが利用利用利用利用しししし有効有効有効有効にににに目目目目的的的的をををを達達達達成成成成しているしているしているしている。。。。準準準準工工工工業業業業地帯地帯地帯地帯のののの    行政行政行政行政区区区区はははは農地農地農地農地がないがないがないがない。。。。農地農地農地農地があってもがあってもがあってもがあっても広広広広さがさがさがさが条件条件条件条件にににに合合合合致致致致しししし    ないことなどないことなどないことなどないことなど多多多多くくくくのののの問題点問題点問題点問題点があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの要要要要綱綱綱綱のののの見見見見直直直直しにつしにつしにつしにつ    いていていていて問問問問うううう。。。。    １１１１．．．．要要要要綱綱綱綱のののの目目目目的的的的のののの追追追追加加加加についてについてについてについて    ２２２２．．．．設設設設置置置置場所場所場所場所のののの条件条件条件条件とととと面面面面積積積積についてについてについてについて    ３３３３．．．．地権者地権者地権者地権者へのへのへのへの借地料借地料借地料借地料のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて    ４４４４．．．．納税猶納税猶納税猶納税猶予予予予のののの農地農地農地農地のののの活用活用活用活用につにつにつについていていていて    ５５５５．．．．行政行政行政行政区区区区にににに設設設設置置置置場所場所場所場所がないがないがないがない場合場合場合場合のののの対応対応対応対応についてについてについてについて                                                                            

    町町町町    長長長長        都市政策部長都市政策部長都市政策部長都市政策部長                                    町町町町    長長長長    総務総務総務総務部長部長部長部長            

     



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．６６６６    質問者質問者質問者質問者        ２２２２番番番番    小小小小    池池池池    弘弘弘弘    基基基基         質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      中央小学校中央小学校中央小学校中央小学校におけるにおけるにおけるにおける教教教教室室室室数数数数のののの不不不不足足足足についてについてについてについて        給食給食給食給食センターセンターセンターセンターのののの建建建建てててて替替替替えとえとえとえと民民民民間間間間委委委委託託託託についてについてについてについて                             

 来年度来年度来年度来年度はははは深刻深刻深刻深刻なななな教教教教室不室不室不室不足足足足がががが予予予予想想想想されるなかされるなかされるなかされるなか２２２２２２２２年度中年度中年度中年度中にににに具具具具体的体的体的体的なななな対策対策対策対策及及及及びびびび腹案腹案腹案腹案があるのかがあるのかがあるのかがあるのか尋尋尋尋ねますねますねますねます。。。。            給食給食給食給食センターセンターセンターセンターのののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが深刻深刻深刻深刻化化化化するなかするなかするなかするなか、、、、改改改改修工修工修工修工事事事事をををを含含含含めめめめ今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを尋尋尋尋ねますねますねますねます。。。。                
 教育長教育長教育長教育長      教育長教育長教育長教育長    

  



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．７７７７    質問者質問者質問者質問者    ６６６６番番番番    因因因因        辰辰辰辰    美美美美             質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      情報情報情報情報開開開開示示示示についてについてについてについて                 生生生生徒徒徒徒指導指導指導指導についてについてについてについて                            

     新聞新聞新聞新聞でででで福岡福岡福岡福岡近近近近郊郊郊郊のののの首首首首長長長長・・・・議長交際費議長交際費議長交際費議長交際費のののの金額金額金額金額とととと情報情報情報情報開開開開示示示示のののの有無有無有無有無をををを記記記記すすすす一覧表一覧表一覧表一覧表がががが掲載掲載掲載掲載されたされたされたされた。。。。粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町はははは、、、、金額金額金額金額はははは公開公開公開公開さささされたがれたがれたがれたが内容内容内容内容はははは非非非非公開公開公開公開であるであるであるである。。。。住民住民住民住民からからからから見見見見るとるとるとると疑疑疑疑いたいたいたいたくくくくなるなるなるなるとととと思思思思うがうがうがうが公開公開公開公開しないしないしないしない理由理由理由理由をををを問問問問うううう。。。。            粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの将将将将来来来来をををを考考考考ええええるとるとるとると、、、、子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育がががが最重最重最重最重要要要要であであであでありりりり、、、、良良良良いいいい環境作環境作環境作環境作りはりはりはりは欠欠欠欠かせないとかせないとかせないとかせないと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、最最最最近中学近中学近中学近中学生生生生のののの様様様様子子子子をををを見見見見ているとているとているとていると非非非非行行行行がががが目目目目につにつにつにつくくくく。。。。校内校内校内校内のののの状況状況状況状況やややや生活生活生活生活指導指導指導指導についてについてについてについて問問問問うううう。。。。                    

 町町町町    長長長長    総務総務総務総務部長部長部長部長          教育長教育長教育長教育長                                           

 
    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．８８８８    質問者質問者質問者質問者    ４４４４番番番番    長長長長        義義義義    晴晴晴晴             質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      役役役役場場場場のののの機機機機構構構構改改改改革革革革についについについについてててて                                            粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町農農農農業業業業のののの振興振興振興振興につにつにつについていていていて     

 １１１１．．．．    改改改改革革革革のののの要点要点要点要点はどういったはどういったはどういったはどういった内容内容内容内容ですかですかですかですか。。。。    篠﨑篠﨑篠﨑篠﨑町長町長町長町長はははは平平平平成成成成２２２２２２２２年度年度年度年度をををを『『『『改改改改革元革元革元革元年年年年』』』』とととと施政方施政方施政方施政方針針針針でででで    述述述述べべべべられましたられましたられましたられました。。。。平平平平成成成成２２２２００００年度年度年度年度よりよりよりより進進進進められてきためられてきためられてきためられてきた『『『『電電電電子自治体子自治体子自治体子自治体構築構築構築構築』』』』のののの目安目安目安目安がつきがつきがつきがつき行政運営行政運営行政運営行政運営のののの効率効率効率効率化化化化やややや住民住民住民住民ササササーーーービビビビススススのののの向上向上向上向上はははは元元元元よりよりよりより、、、、役役役役場場場場がががが「「「「住民住民住民住民目線目線目線目線」」」」でででで具具具具体的体的体的体的にににに応応応応えていかれるえていかれるえていかれるえていかれる点点点点はははは。。。。    ２２２２．．．．    部長制部長制部長制部長制のののの導導導導入入入入でででで人件人件人件人件費費費費はどれはどれはどれはどれ位位位位変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか。。。。            新聞新聞新聞新聞報報報報道道道道でででではははは部長部長部長部長手当手当手当手当がががが１１１１万万万万３３３３千円千円千円千円増額増額増額増額とされているとされているとされているとされている    がががが、、、、そのそのそのその他他他他のののの課長課長課長課長、、、、係係係係長長長長手当手当手当手当はははは変変変変わらないのかわらないのかわらないのかわらないのか。。。。またまたまたまた、、、、    総総総総額額額額のののの人件人件人件人件費費費費のののの増額増額増額増額はどれはどれはどれはどれ位位位位になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。    ３３３３．．．．機機機機構構構構改改改改革革革革にににに伴伴伴伴うううう職職職職員員員員のののの研修研修研修研修はどのようにはどのようにはどのようにはどのように図図図図りりりり、、、、図図図図られられられられていていていていくくくくのかのかのかのか。。。。            部長部長部長部長制制制制のののの導導導導入入入入でででで部部部部局局局局内内内内のののの連連連連携携携携がががが重重重重要要要要になりになりになりになり、、、、またまたまたまた、、、、月月月月    別別別別、、、、季節季節季節季節的的的的なななな仕仕仕仕事事事事量量量量のののの変化変化変化変化にににに対対対対処処処処ししししていていていていくくくくためにはためにはためにはためには、、、、職職職職員員員員相互相互相互相互のののの意意意意識識識識改改改改革革革革がががが求求求求められるとめられるとめられるとめられると思思思思うがうがうがうが。。。。    ４４４４．．．．町民町民町民町民からのからのからのからの要望要望要望要望、、、、期待期待期待期待にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれ応応応応えてえてえてえていかれるのかいかれるのかいかれるのかいかれるのか。。。。            １１１１．．．．農地農地農地農地利用利用利用利用集積集積集積集積事業事業事業事業についてについてについてについて            昨年昨年昨年昨年のののの衆衆衆衆議議議議院選挙前院選挙前院選挙前院選挙前のののの自民自民自民自民党党党党政政政政権当権当権当権当時時時時にににに『『『『農地集積農地集積農地集積農地集積加加加加速速速速化事業化事業化事業化事業』』』』としてとしてとしてとして平平平平成成成成９９９９年度年度年度年度のののの補正補正補正補正予算予算予算予算にににに計計計計上上上上されるされるされるされる予予予予定定定定になっていたようですがになっていたようですがになっていたようですがになっていたようですが、、、、政政政政権権権権交交交交替替替替にににに伴伴伴伴いいいい幻幻幻幻のののの事業事業事業事業ででででしたしたしたした。。。。民民民民主党主党主党主党になってになってになってになって農地農地農地農地利用利用利用利用集積集積集積集積事業事業事業事業としてとしてとしてとして４４４４００００億円億円億円億円計計計計上上上上されされされされ、、、、現現現現在農地在農地在農地在農地利用利用利用利用集積円滑集積円滑集積円滑集積円滑化化化化団団団団体体体体のののの設立設立設立設立ををををＪＡＪＡＪＡＪＡ粕粕粕粕屋屋屋屋にににに検討依頼検討依頼検討依頼検討依頼されているとされているとされているとされていると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと今今今今後後後後円滑円滑円滑円滑化化化化団団団団体設立体設立体設立体設立にににに向向向向けけけけ各各各各町町町町とのとのとのとの連連連連携携携携促促促促進進進進をををを期待期待期待期待したいしたいしたいしたいがががが如何如何如何如何かかかか。。。。    ２２２２．．．．農農農農業機業機業機業機械械械械、、、、施設施設施設施設等等等等のののの購購購購入入入入費費費費、、、、工工工工事費事費事費事費等補助等補助等補助等補助金交金交金交金交付付付付につにつにつについていていていて            平平平平成成成成８８８８年度年度年度年度よりよりよりより運用開運用開運用開運用開始始始始されていますされていますされていますされています粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町農農農農業業業業振興振興振興振興特別対策事業特別対策事業特別対策事業特別対策事業補助補助補助補助金交金交金交金交付規付規付規付規則則則則によればによればによればによれば、、、、新新新新規規規規加加加加入入入入、、、、若若若若ししししくくくくはははは、、、、利用面利用面利用面利用面積積積積またはまたはまたはまたは、、、、加加加加入者入者入者入者のののの増加増加増加増加があればがあればがあればがあれば交交交交付付付付対対対対象象象象となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、更更更更新時新時新時新時（（（（買買買買いいいい換換換換ええええ））））はははは対対対対象象象象とならずとならずとならずとならず、、、、今後今後今後今後農農農農業業業業振興振興振興振興をををを図図図図るためにもるためにもるためにもるためにも、、、、機機機機械械械械のののの減価減価減価減価償却償却償却償却がががが過過過過ぎぎぎぎたたたた機機機機械購械購械購械購入入入入更更更更新新新新についてもについてもについてもについても補助補助補助補助対対対対象象象象とならないのかとならないのかとならないのかとならないのか。。。。    ３３３３．．．．    口蹄疫口蹄疫口蹄疫口蹄疫のののの対応対応対応対応、、、、対策対策対策対策についてについてについてについて    宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県でででで４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日発発発発生生生生がががが確確確確認認認認されたされたされたされたＯＯＯＯ型型型型ウイウイウイウイルルルルススススのののの    口蹄疫口蹄疫口蹄疫口蹄疫はははは宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県農農農農場場場場、、、、農家農家農家農家のののの生生生生産産産産者者者者のののの方方方方はははは勿論勿論勿論勿論、、、、国国国国、、、、県県県県もももも牛牛牛牛、、、、豚豚豚豚のののの処分処分処分処分はもとよりはもとよりはもとよりはもとより消毒消毒消毒消毒やややや対策対策対策対策にににに追追追追われてありまわれてありまわれてありまわれてありますがすがすがすが、、、、福岡福岡福岡福岡県県県県もももも生生生生産産産産農家農家農家農家がががが多多多多いいいい地地地地域域域域ではではではでは対策本部対策本部対策本部対策本部をををを設設設設置置置置されていますされていますされていますされています。。。。粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町にもにもにもにも１１１１戸戸戸戸のののの肥肥肥肥育育育育牛牛牛牛生生生生産産産産農家農家農家農家がありがありがありがありますがますがますがますが、、、、県県県県（（（（家家家家畜畜畜畜保健所保健所保健所保健所））））とととと粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町はははは具具具具体的体的体的体的なななな指導指導指導指導やややや協協協協議議議議をををを生生生生産産産産農家農家農家農家のののの方方方方とされているのかとされているのかとされているのかとされているのか。。。。        

 町町町町    長長長長                                                         地地地地域域域域振興振興振興振興課長課長課長課長                                                                                
 

    



     質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      学校給食学校給食学校給食学校給食共同調理共同調理共同調理共同調理場場場場のののの改改改改築築築築にににに伴伴伴伴うううう検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの設設設設置置置置についてについてについてについて                                             

     現学校給食現学校給食現学校給食現学校給食共同調理共同調理共同調理共同調理場場場場はははは昭和昭和昭和昭和５５５５８８８８年年年年にににに稼稼稼稼動動動動しししし、、、、築築築築２２２２７７７７年年年年がががが経経経経っていますっていますっていますっています。。。。近年近年近年近年、、、、空調空調空調空調設備設備設備設備のののの機機機機能低下能低下能低下能低下にににに併併併併せせせせ保健所保健所保健所保健所からもからもからもからも作作作作業業業業環境環境環境環境やややや調理作調理作調理作調理作業員業員業員業員のののの職職職職場場場場環境環境環境環境にににに危惧危惧危惧危惧されているされているされているされているとととと聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。このこのこのこの夏休夏休夏休夏休みみみみ期間期間期間期間にににに空調空調空調空調設備設備設備設備のののの整備整備整備整備がががが計画計画計画計画されされされされていますがていますがていますがていますが、、、、今日今日今日今日のののの学校給食設備学校給食設備学校給食設備学校給食設備はははは、、、、住住住住居居居居とととと同同同同じじじじくくくく住住住住まれまれまれまれればればればれば良良良良いといったいといったいといったいといった時時時時代代代代感感感感覚覚覚覚ではではではでは、、、、給食給食給食給食をををを調理調理調理調理提供提供提供提供するするするする立場立場立場立場としてはとしてはとしてはとしては食食食食のののの安安安安全全全全にににに憂慮憂慮憂慮憂慮しますしますしますします。。。。周辺周辺周辺周辺市市市市、、、、町町町町のののの調理調理調理調理場場場場、、、、学学学学校校校校のののの見学見学見学見学をいたしましたがをいたしましたがをいたしましたがをいたしましたが、、、、食育食育食育食育のののの観観観観点点点点からからからから考考考考えてもえてもえてもえても他他他他市市市市、、、、町町町町にににに比比比比べべべべてててて５５５５～～～～１１１１００００年年年年のののの遅遅遅遅れをれをれをれを感感感感じているじているじているじている。。。。財財財財政政政政のののの拘拘拘拘わりもありわりもありわりもありわりもあり、、、、今後早急今後早急今後早急今後早急なるなるなるなる改改改改築築築築にににに向向向向けてのけてのけてのけての検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会のののの設設設設置置置置をををを提提提提案案案案したいがしたいがしたいがしたいが篠﨑篠﨑篠﨑篠﨑町町町町長長長長のののの考考考考えはどうですかえはどうですかえはどうですかえはどうですか。。。。                    

 町町町町    長長長長                                                 

 
    

    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．９９９９    質問者質問者質問者質問者    ５５５５番番番番    久久久久    我我我我    純純純純    治治治治             質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町ににににエコエコエコエコをををを取取取取りりりり入入入入れれれれＣＯＣＯＣＯＣＯ2222削削削削減減減減をををを        中学生中学生中学生中学生にもにもにもにも自自自自転車転車転車転車通学通学通学通学をををを                                     

     役役役役場場場場庁舎庁舎庁舎庁舎にはにはにはには太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電をををを、、、、駕駕駕駕与与与与丁丁丁丁公公公公園園園園・・・・ババババララララ園園園園にはにはにはには風風風風力発力発力発力発電電電電をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、ＣＯＣＯＣＯＣＯ2222のののの削削削削減減減減をををを考考考考えられないかえられないかえられないかえられないか。。。。            粕屋町粕屋町粕屋町粕屋町のののの防防防防犯犯犯犯対策対策対策対策のののの原則原則原則原則がががが自自自自分分分分のののの身身身身はははは自自自自分分分分でででで守守守守るというるというるというるということですがことですがことですがことですが、、、、自自自自分分分分自自自自身身身身でででで責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって自自自自分分分分自自自自身身身身のののの身身身身をををを守守守守るるるる対策対策対策対策としてとしてとしてとして自自自自転転転転車車車車通学通学通学通学をををを認認認認めることはできないかめることはできないかめることはできないかめることはできないか。。。。                    
 町町町町    長長長長    （（（（部長部長部長部長でもでもでもでも可可可可））））     教育長教育長教育長教育長                                           

 
    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１０１０１０１０    質問者質問者質問者質問者    ９９９９番番番番    澁澁澁澁    田田田田    順順順順    二二二二             質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      再生再生再生再生水水水水（（（（中中中中水水水水））））のののの利用利用利用利用拡拡拡拡大大大大をををを                  ボボボボランランランランティアティアティアティアのののの積積積積極極極極協協協協力力力力をををを                         

     多多多多々々々々良良良良川川川川下下下下水処理水処理水処理水処理場場場場よりよりよりより日日日日量量量量６６６６，，，，３３３３００００００００㎥㎥㎥㎥のののの処理水処理水処理水処理水をををを導導導導水水水水しししし、、、、再再再再処理処理処理処理のうえのうえのうえのうえ役役役役場場場場外外外外公公公公共共共共施設施設施設施設ののののトトトトイイイイレレレレ、、、、更更更更にににに２２２２本本本本のののの水水水水路路路路にもにもにもにも放放放放水水水水しししし、、、、有効有効有効有効利用利用利用利用をををを図図図図っているがっているがっているがっているが、、、、余余余余ったったったった処理水処理水処理水処理水をををを町民町民町民町民のののの洗車洗車洗車洗車用用用用水水水水としてとしてとしてとして閉庁閉庁閉庁閉庁時時時時スペーススペーススペーススペースをををを設設設設けけけけ、、、、提提提提供供供供してしてしてしてはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、家家家家庭菜庭菜庭菜庭菜園園園園などなどなどなど水水水水をををを必必必必要要要要とするとするとするとする人人人人にににに使使使使用用用用ささささせてはどうかせてはどうかせてはどうかせてはどうか。。。。            町内町内町内町内にはにはにはには都市公都市公都市公都市公園園園園、、、、児童公児童公児童公児童公園園園園などなどなどなど約約約約４４４４００００箇箇箇箇所所所所があるがあるがあるがある。。。。ここここれらのれらのれらのれらの公公公公園園園園のののの清掃清掃清掃清掃、、、、除草除草除草除草などなどなどなど危危危危険性険性険性険性のないのないのないのない作作作作業業業業にににに地地地地域域域域ボボボボラララランンンンティアティアティアティア活活活活力力力力をおをおをおをお願願願願いできないかいできないかいできないかいできないか。。。。行政行政行政行政主主主主導導導導でででで働働働働きかけてきかけてきかけてきかけてはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。休休休休日日日日であればであればであればであれば子供子供子供子供達達達達のののの生生生生きたきたきたきた教育教育教育教育にもにもにもにも役役役役立立立立つとつとつとつと思思思思うがうがうがうが。。。。                    

 都市政策部長都市政策部長都市政策部長都市政策部長                都市政策部長都市政策部長都市政策部長都市政策部長                                

 
    



通告順通告順通告順通告順    ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１１１１１１１１    質問者質問者質問者質問者    １３１３１３１３番番番番    山山山山        秀秀秀秀                 質質質質    問問問問    事事事事    項項項項   質質質質    問問問問    のののの    要要要要    旨旨旨旨   質問質問質問質問のののの相手相手相手相手      学校教育学校教育学校教育学校教育についてについてについてについて                     職職職職員員員員のののの表表表表彰彰彰彰制制制制度度度度についについについについてててて                                  

     教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法のののの改改改改正正正正によりによりによりにより平平平平成成成成２３２３２３２３年度年度年度年度よりよりよりより学校教育学校教育学校教育学校教育のののの現現現現場場場場ではではではでは、、、、小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校とととと新学新学新学新学習習習習指導要指導要指導要指導要領領領領にににに順次順次順次順次完完完完全全全全移移移移行行行行されますがされますがされますがされますが移移移移行行行行期間期間期間期間中中中中のののの現現現現在在在在ではではではでは、、、、英語英語英語英語のののの授授授授業業業業もももも各各各各小学校小学校小学校小学校ですでにですでにですでにですでに始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。すでにすでにすでにすでに１１１１年年年年をををを経経経経過過過過しししし授授授授業時業時業時業時間間間間のののの増加増加増加増加、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる駒駒駒駒数数数数がががが増増増増えさまざまなえさまざまなえさまざまなえさまざまな課題課題課題課題がががが提提提提起起起起されていされていされていされているとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。    １１１１．．．．新学新学新学新学習習習習指導要指導要指導要指導要領領領領のののの改定改定改定改定ののののポイポイポイポイントントントントはははは。。。。    ２２２２．．．．そこからそこからそこからそこから見見見見えてえてえてえてくくくくるるるる課題課題課題課題はははは。。。。    ３３３３．．．．授授授授業時業時業時業時間間間間のののの不不不不足足足足でのでのでのでの対応策対応策対応策対応策でででで２２２２学学学学期期期期制制制制がががが考考考考えられるえられるえられるえられるがががが。。。。    ４４４４．．．．芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化にににに触触触触れさせるれさせるれさせるれさせる時時時時間間間間ののののゆゆゆゆとりはあるのかとりはあるのかとりはあるのかとりはあるのか。。。。            行行行行財財財財政改政改政改政改革革革革においてにおいてにおいてにおいてココココストストストスト削削削削減減減減やややや仕仕仕仕事事事事のののの効率効率効率効率化化化化、、、、行政行政行政行政ササササーーーービビビビススススのののの向上向上向上向上などのなどのなどのなどのアイデアアイデアアイデアアイデアがががが広広広広くくくく現場現場現場現場のののの職職職職員員員員にににに求求求求められめられめられめられますがますがますがますが、、、、こういったこういったこういったこういった職職職職員員員員からのからのからのからのココココストストストスト削削削削減減減減などのなどのなどのなどの提提提提案案案案にににに対対対対してしてしてして検検検検証証証証をををを行行行行いいいい、、、、１１１１年年年年にににに一一一一度度度度、、、、優績優績優績優績者者者者をををを表表表表彰彰彰彰すすすすべべべべきときときときと考考考考ええええますますますます。。。。    １１１１．．．．    町町町町がががが行行行行っているっているっているっている表表表表彰彰彰彰制度制度制度制度はははは、、、、どんなものがあるのかどんなものがあるのかどんなものがあるのかどんなものがあるのか。。。。    ２２２２．．．．職職職職員員員員のののの全体会議全体会議全体会議全体会議などでそのなどでそのなどでそのなどでその年年年年のののの優優優優績績績績者者者者をををを発表発表発表発表しししし、、、、報報報報奨奨奨奨金金金金とととと共共共共にににに表表表表彰彰彰彰すすすすべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが。。。。        
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