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令和２年広川町議会第４回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年12月10日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年12月17日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  谷 口  裕 子 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  教 育 長  吉 住  政 子   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  会計管理者兼              
            丸 山  英 明   建 設 課 長  樋 口  信 吾 
  総務課長兼会計室長              

  総務課参事兼             産業振興課長兼 
           鹿 田    健             井 上  新 五 
  庁舎建設推進室長             農業委員会事務局長 

  政策調整課長  丸 山  信 夫   協働推進課長  藤 島  達 也 

  環境衛生課長  小 松  朋 雄   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  山 下  誠 紀 

 

10．議事日程 

  日程第１ 議案第73号 広川町議会議員及び広川町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の制定について 

  日程第２ 議案第74号 広川町消防団条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第75号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第76号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部改

正について 

  日程第５ 議案第77号 広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について 

  日程第６ 議案第78号 広川町印鑑条例の一部改正について 

  日程第７ 議案第79号 広川町手数料条例の一部改正について 

  日程第８ 議案第80号 広川町国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第９ 議案第81号 広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正につい

て 

  日程第10 議案第82号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

  日程第11 議案第83号 広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正に

ついて 

  日程第12 議案第84号 広川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

  日程第13 議案第85号 広川町第４次総合計画（改訂版）基本構想の策定について 
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  日程第14 議案第86号 八女中部衛生施設事務組合の共同処理する事務及び事務所の位

置の変更並びに八女中部衛生施設事務組合規約の一部を改正す

る規約の変更について 

  日程第15 議案第87号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第５号）について 

  日程第16 議案第88号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

  日程第17 議案第89号 令和２年度広川町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18 議案第90号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

  日程第19 議案第91号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）請負契約の締

結について 

  日程第20 議案第92号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）請負契約の締結につ

いて 

  日程第21 同意第20号 広川町教育委員会教育長の任命に対する同意について 

  日程第22 決定第９号 議員派遣の件 

  日程第23 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事

務調査について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第２号のとおりであります。 

      日程第１ 議案第73号 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．議案第73号 広川町議会議員及び広川町長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第73号 

広川町議会議員及び広川町長の選挙における選挙運動の公費負 

担に関する条例の制定について               

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 
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 公職選挙法の一部を改正する法律（令和２年法律第45号）が公布されたことにより、本条

例を制定するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 詳細につきましては、総務課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 おはようございます。それでは、議案第73号について御説明申し上げます。 

 議案書の２ページをお願いいたします。 

 今回の条例制定につきましては、町長の提案理由にもありますように、公職選挙法の一部

改正に伴い、町村の選挙における立候補に係る環境改善を図るため選挙公営の対象が拡大さ

れたことから、本条例を制定するものでございます。 

 第１条をお願いいたします。 

 第１条は条例の趣旨を定めるもので、公職選挙法の規定に基づき、議員及び町長選挙にお

ける選挙運動用自動車、ビラ、ポスターの公費負担に関して必要な事項を定めるとしており

ます。 

 第２条から第５条におきましては、選挙運動用自動車の使用の公費負担、選挙運動用自動

車の使用の契約締結の届出、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続、契約の指

定についてを定めております。 

 第２条ただし書にて、選挙公営の適用を受けることができるのは、供託物が没収とならな

い候補者に限られることを規定しております。 

 その他の選挙公営の対象についても同様であることを第６条、第９条で規定をしておりま

す。 

 続いて、４ページから５ページに関してでございますけれども、第６条から第８条につき

ましては、選挙運動用ビラの作成の公費負担、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出、選

挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続についてを定めております。 

 ５ページ下段からです。 

 第９条から第11条につきましては、選挙運動用ポスターの作成の公費負担等について同様

に定めております。 

 ６ページ、第12条です。 

 第12条は委任規定で、条例施行に関して必要な事項は選挙管理委員会が別に定めるとして

おります。 

 ６ページ後段から７ページにかけまして、附則でございます。 

 附則の第１項で施行期日を、第２項では適用区分を定めております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 
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 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第73号 広川町議会議員及び広川町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の制定についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

      日程第２ 議案第74号 

○議長（野村泰也） 

 日程第２．議案第74号 広川町消防団条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第74号 

広川町消防団条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 広川町消防団活動の充実を図るため、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、協働推進課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 議案第74号について説明申し上げます。 

 議案書８ページをお願いいたします。 

 提案理由としまして、現在、消防団の定数は200名以内としておりますが、分団によって

男性適齢人口が少ないことや平日の火災に出動団員が少ないなどの課題があります。原因と

しまして、団員のサラリーマン化、町外勤務者の増加などがございます。 

 解決策として、200名の定員を確保しつつ、平日の火災に対応できる消防団ＯＢ等の支援

団員制度を消防団で検討を行いまして、20名の支援団員を確保して消防団活動の充実を図る

ものでございます。 

 それでは、条例について、議案書10ページをお願いいたします。新旧対照表でございます。 

 第３条の「団員の定数は、200名以内とし、」を「団員の定数は、220名以内とし、」に改
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正するものでございます。 

 議案書９ページをお願いします。 

 附則により、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第74号 広川町消防団条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

      日程第３ 議案第75号 

○議長（野村泰也） 

 日程第３．議案第75号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第75号 

広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部改正について                 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 広川町消防団活動の充実を図るため、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、協働推進課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 議案第75号について説明申し上げます。 
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 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

説明をいたします。 

 広川町消防団活動の充実を図るため、消防団員の報酬について条例の一部を改正するもの

でございます。 

 条例案について説明いたします。 

 議案書13ページの新旧対照表をお願いいたします。 

 別表第１（第３条関係）、「団員 年額32,900円」の下段に「支援団員 年額12,000円」

を加えるものでございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 附則により、この条例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第75号 広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

      日程第４ 議案第76号 

○議長（野村泰也） 

 日程第４．議案第76号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す

る法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第76号 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関 

する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部改 

正について                        

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 
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提案理由 

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共

団体等を定める省令の一部を改正する省令の施行により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、税務課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 税務課長。 

○税務課長（野中洋太） 

 議案第76号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基

づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 議案書15ページのほうをお願いいたします。 

 ただいま町長から提案理由がありましたように、地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令

が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 議案書16ページの新旧対照表のほうをお願いいたします。 

 一部改正省令に伴い、第１条の下線部分のとおり、地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令が同法第26条の地方

公共団体等を定める省令と題名が改正されたことにより改正するものでございます。 

 議案書の15ページをお願いします。 

 附則により、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第76号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

      日程第５ 議案第77号 

○議長（野村泰也） 

 日程第５．議案第77号 広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一
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部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第77号 

広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の 

一部改正について                     

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の改正により、令和３年度から特定個人情

報の情報連携が整備されるため、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、教育次長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 議案第77号 広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につ

いて内容を御説明いたします。 

 ただいま町長より提案理由の説明がありましたように、別表を改め、公布の日から施行す

るものでございます。 

 改正の内容につきましては、議案書20ページ以降の新旧対照表にて説明いたします。 

 別表第１、２の項中、事務の欄の(2)について、現行「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

（平成10年文部大臣裁定）及び幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則（昭和53年広川町

教委規則第１号）による幼稚園就園奨励事業」を「子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）及び広川町副食費徴収に係る補足給付事業実施要綱（令和２年教委告示第16号）によ

る子どものための教育・保育給付の支給若しくは子育てのための施設等利用給付又は地域子

ども・子育て支援事業」に改めます。これは教育委員会の個人番号の利用範囲の事務につい

て、子ども・子育て支援法の一部改正により改めるものでございます。 

 続きまして、別表第３、３の項中、事務の欄について、現行「幼稚園就園奨励費補助金交

付要綱及び幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則による幼稚園就園奨励事業」を「子ど

も・子育て支援法及び広川町副食費徴収に係る補足給付事業実施要綱による子どものための

教育・保育給付の支給若しくは子育てのための施設等利用給付又は地域子ども・子育て支援

事業」に改めます。これは教育委員会の特定個人情報の提供の事務について、子ども・子育

て支援法の一部改正により改めるものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第77号 広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

      日程第６ 議案第78号 

○議長（野村泰也） 

 日程第６．議案第78号 広川町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第78号 

広川町印鑑条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービス導入に伴い、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議案第78号 広川町印鑑条例の一部改正について御説明いたします。 

 本条例の改正は、全国のコンビニエンスストア等の店舗にあります多機能端末機において、

マイナンバーカードを使用して広川町の印鑑登録証明書を取得できるよう、所要の改正を行

うものです。 

 改正の内容につきましては、25ページの新旧対照表を御覧ください。 

 左側が改正後になります。 

 第15条の２の多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請と第16条の証明書交付申請の

不受理につきまして、印鑑登録証の提示がなくても、コンビニの端末機からマイナンバー
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カードを使用することにより証明書を交付する旨の文言を加えるものです。 

 この条例は、公布の日から施行いたします。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第78号 広川町印鑑条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

      日程第７ 議案第79号 

○議長（野村泰也） 

 日程第７．議案第79号 広川町手数料条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第79号 

広川町手数料条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 住民票謄抄本の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付サービス導入に伴い、本条例を一

部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議案第79号 広川町手数料条例の一部改正について御説明いたします。 

 本条例の改正は、議案第78号で説明いたしました全国のコンビニエンスストア等の店舗に

あります多機能端末機において、マイナンバーカードを使用して広川町の印鑑登録証明書及
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び住民票謄抄本の写しを交付する際の手数料を定めるものです。 

 改正の内容につきましては、28ページの新旧対照表を御覧ください。 

 今回の手数料の額につきましては、庁舎窓口での交付手数料よりそれぞれ100円減額して

200円とすることにより、住民サービスの向上、新型コロナウイルス感染拡大防止のための

窓口混雑の緩和、マイナンバーカードの普及促進を図る目的でお願いするものです。 

 この条例は、公布の日から施行いたします。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第79号 広川町手数料条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

      日程第８ 議案第80号 

○議長（野村泰也） 

 日程第８．議案第80号 広川町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第80号 

広川町国民健康保険税条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 地方税法（昭和25年法律第226号）及び租税特別措置法（昭和32年法律第26号）の改正に

より、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 
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 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議案第80号 広川町国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。 

 地方税法の改正により、個人所得課税が令和３年１月より改正されます。国民健康保険税

はその個人所得額を基に算定いたしますので、この改正の影響により国保税の負担水準に関

して不利益が生じないようにするため、また、一定の給与所得者等が２名以上いる世帯が国

民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることを防ぐため、所要の見直しを行うものです。 

 32ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第23条の国民健康保険税の減額について、第１号から35ページの第３号までの軽減判定所

得の算定において、基礎控除額の相当分の基礎額をそれぞれ330千円から430千円に引き上げ、

２人以上一定額以上の給与所得等がある世帯については、その人数から１を引いた数に100

千円を乗じた額を加算することで調整を図ります。 

 36ページを御覧ください。 

 附則第２項、第４項及び37ページ、第５項の改正は、租税特別措置法の改正により、低未

利用地等の譲渡に係る特例措置が設けられたことに伴い、国民健康保険税についても改正を

行い、同様の控除措置を取るものです。 

 31ページにお戻りください。 

 附則です。この条例は、令和３年１月１日から施行いたします。 

 また、適用区分については第２項のとおりとなります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第80号 広川町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

      日程第９ 議案第81号 

○議長（野村泰也） 

 日程第９．議案第81号 広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第81号 

広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 福岡県重度障害者医療費支給制度の改正により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議案第81号 広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について御説明いた

します。 

 今回の本条例の改正は、福岡県の子ども医療及び重度障害者医療の小学６年生までの医療

費助成の対象が入院、通院とも中学３年生まで引き上げられる制度改正に伴い、本条例の一

部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、40ページからの新旧対照表を御覧ください。 

 第３条第２項第４号と第６号で、重度障害者の保護者の所得制限の児童手当準拠対象を小

学６年生の12歳から中学３年生の15歳に改正いたします。 

 次に、第４条、重度障害者医療費の支給条項中、41ページの第１項第１号、入院費一月10

千円自己負担上限及び第３項、精神病床の助成対象を12歳から15歳に引き上げます。 

 ここで、広川町の当該重度障害者を含みます全ての中学生は、昨年、令和元年11月から施

行いたしました広川町子ども医療費の支給に関する条例の一部改正により自己負担を無料と

する制度になっておりますので、今回の改正による自己負担の変更はありません。 

 39ページにお戻りください。 

 附則です。この条例は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度

障害者医療費から適用いたします。ただし、事項の規定は、公布の日から施行いたします。 

 以下、御覧のとおりです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 
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 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第81号 広川町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正についてを

採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

      日程第10 議案第82号 

○議長（野村泰也） 

 日程第10．議案第82号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第82号 

広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 地方税法（昭和25年法律第226号）の改正により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、住民課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 議案第82号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、44ページ、新旧対

照表にて御説明いたします。 

 本条例の改正は、地方税法の一部改正に伴い、附則、延滞金の割合の特例、第２条の条項

中、延滞金の割合に係る「特例基準割合」という文言が「延滞金特例基準割合」という文言

に見直されたため、本条例も合わせて同様にするものです。 

 なお、割合については変更はありません。 

 同条第２項は、還付加算金がゼロにならないよう下限の調整を行うものです。 

 43ページにお戻りください。 

 附則です。この条例は、令和３年１月１日から施行いたします。 

 また、適用区分は第２項のとおりとなります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第82号 広川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

      日程第11 議案第83号 

○議長（野村泰也） 

 日程第11．議案第83号 広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第83号 

広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 地方税法（昭和25年法律第226号）の改正により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、環境衛生課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 議案第83号 広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正について御説明

いたします。 

 先ほどの議案第82号と同じでございまして、地方税法の改正に伴い、本条例を一部改正す

るものでございます。 

 内容につきましては、先ほどの「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に変更があっ

た内容でございます。 

 以上で説明を終わります。 
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○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第83号 広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

      日程第12 議案第84号 

○議長（野村泰也） 

 日程第12．議案第84号 広川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第84号 

広川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）の改正によ

り、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第84号 広川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について説明いたします。 

 49ページをお願いいたします。 

 条例の一部改正の内容は、第６条第２項中の法律の題名が「行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律」から「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に
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改正されたこと及び関係条項の条ずれによる記述の改正でございます。 

 第６条第２項は、弁明書については、電子情報システムによる提出ができる旨を定めてい

るものでございます。 

 附則で、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第84号 広川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 

      日程第13 議案第85号 

○議長（野村泰也） 

 日程第13．議案第85号 広川町第４次総合計画（改訂版）基本構想の策定についてを議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第85号 

広川町第４次総合計画（改訂版）基本構想の策定について 

 標記の基本構想案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 本町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想について、広川町総合計画策

定条例（令和元年条例第８号）第６条の規定により、町議会の議決を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、政策調整課長をして説明をいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 
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○政策調整課長（丸山信夫） 

 議案第85号 広川町第４次総合計画（改訂版）基本構想の策定について説明いたします。 

 広川町第４次総合計画（改訂版）の策定については、さきの全員協議会にて説明しており

ますが、その中の基本構想について、広川町総合計画策定条例第６条の規定により議決をお

願いするものでございます。 

 基本構想案につきましては、別紙で添付しております。別紙を御覧ください。 

 基本構想は、第４次総合計画を引き継ぎ、令和３年度から令和５年度を計画期間として、

本町の将来の姿を展望し、その実現に向けての基本的な考え方を表すもので、長期的な視点

に立った町政の総合的かつ計画的な経営指針となるものでございます。 

 構成としましては、第１章、まちづくりの基本方針、第２章、主要指標の見通し、第３章、

施策の大綱としております。 

 １ページの第１章、まちづくりの基本方針の１、基本理念は、現行計画の４つの基本理念

を引き継いで、定住を進める、豊かに暮らす、人を育てる、地域を基礎にの４つを全ての分

野にわたって基本理念として定めています。 

 また、２ページの２、目指す将来像を「みんなでつくる未来 だれもが元気で笑顔に満ち

たまち広川～安全・安心・快適を実感できるまちづくり～」と改訂しております。 

 ３ページからの第２章、主要指標の見通しでは、広川町人口ビジョンに掲げる人口の将来

展望を掲載しています。 

 ２、土地利用の基本方針は現行計画を引き継いでおります。 

 10ページからの第３章、施策の大綱では、現行計画を引き継いだ６つの基本施策として、

基本施策１「出会いと語らいのあるまち」は、協働、交流、人権尊重、行財政の分野、基本

施策２「人と人とが支え合うまち」は、健康、医療、福祉、子育ての分野、基本施策３「人

が育つ、人を育てるまち」は、教育、文化の分野、基本施策４「人が集まり、働き、賑わう

まち」は、産業、観光、移住定住の分野、基本施策５「安全・安心でやすらぐまち」は、消

防、防災、居住環境、都市基盤の分野、基本施策６「自然と共生する快適なまち」は、自然

環境、上下水道、公園緑地の分野でございます。 

 また、各分野に横断的に関連し、総合計画の中でも重点的に取り組むべき事業として、広

川町まち・ひと・しごと創生総合戦略を重点プロジェクトとして位置づけております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第85号 広川町第４次総合計画（改訂版）基本構想の策定についてを採決し

ます。 
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 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 

      日程第14 議案第86号 

○議長（野村泰也） 

 日程第14．議案第86号 八女中部衛生施設事務組合の共同処理する事務及び事務所の位置

の変更並びに八女中部衛生施設事務組合規約の一部を改正する規約の変更についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第86号 

八女中部衛生施設事務組合の共同処理する事務及び事務所の位置 

の変更並びに八女中部衛生施設事務組合規約の一部を改正する規 

約の変更について                      

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、八女中部衛生施設事務

組合の共同処理する事務及び事務所の位置を変更するとともに、八女中部衛生施設事務組合

規約の一部を改正する規約を別紙のとおり変更する。 

 令和２年12月10日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 八女中部衛生施設事務組合の新し尿処理場の稼働開始により、同組合の共同処理する事務

及び事務所の位置を変更し、併せて学校給食の生ごみの受入を開始することから、八女中部

衛生施設事務組合規約の一部を改正する規約を変更するため、地方自治法第290条の規定に

より議会の議決を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 内容につきましては、環境衛生課長より説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 議案第86号 八女中部衛生施設事務組合の共同処理する事務及び事務所の位置の変更並び

に八女中部衛生施設事務組合規約の一部を改正する規約の変更について御説明いたします。 

 53ページを御覧ください。 

 旧八女市並びに立花町を含む共同処理、管理及び運営に関する事務が変更、それであと、

３番目の「関係市町における学校給食の生ごみの収集及び運搬に関する事務」が追加されて

おります。 

 また、新設に伴い、住所の番地の変更並びに先ほど旧八女市、立花町を含む人口割という

ふうに出ておりましたが、今後は八女市から星野村を除くという内容になっております。 
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 以上が改正についての説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第86号 八女中部衛生施設事務組合の共同処理する事務及び事務所の位置の

変更並びに八女中部衛生施設事務組合規約の一部を改正する規約の変更についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午前10時28分 休憩 

午前10時37分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第15 議案第87号 

○議長（野村泰也） 

 日程第15．議案第87号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第５号）についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第87号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第５号）について御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

354,576千円を追加し、予算総額を12,040,173千円とするものです。 

 第２条 繰越明許費につきましては、予算書４ページのとおり、２款１項、指名業者登録

システム導入事業ほか３事業につきまして、総額285,017千円の繰越しをお願いするもので

す。 

 第３条 債務負担行為の補正につきましては、予算書５ページに記載のとおり、議会広報

誌印刷製本業務ほか９事業について、債務負担行為の追加をお願いするものです。 

 第４条 地方債の補正につきましては、予算書６ページに記載のとおり、12．公共土木施

設災害復旧事業につきまして、限度額の増額をお願いするものです。 

 ２ページをお願いします。 
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 歳入補正予算について御説明いたします。 

 10款１項．地方特例交付金は交付額の確定により5,144千円、14款２項．手数料はコンビ

ニ交付手数料25千円、15款１項．国庫負担金は公共土木災害復旧費国庫負担金153,410千円、

２項．国庫補助金は個人番号カード交付事務費補助金など3,676千円、３項．国庫委託金は

国民年金事務費交付金105千円、16款２項．県補助金は農業振興対策事業補助金など19,049

千円、18款１項．寄付金はふるさとづくり寄付金など70,300千円、19款１項．基金繰入金は

財政調整基金繰入金26,315千円、21款４項．雑入は後期高齢者健診結果フォローアップ事業

事務費交付金など52千円、22款１項．町債は76,500千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 ２款１項．総務管理費はふるさとづくり寄付者贈呈品など77,205千円、３項．戸籍住民基

本台帳費はマイナンバーカード管理システム導入業務委託料など2,238千円、３款１項．社

会福祉費は重度障害者医療扶助費など12,357千円、２項．児童福祉費は保育施設等従事者慰

労金など5,783千円、４款１項．保健衛生費は公立八女総合病院企業団負担金など1,347千円

をそれぞれ増額計上しております。 

 ５款１項．農業費は広川町農業振興事業費補助金など12,555千円を増額し、２項．林業費

は財源の組替えにより１千円減額計上しております。 

 ６款１項．商工費は小規模事業者支援対策事業補助金など1,310千円を増額しております。 

 ９款１項．教育総務費は予算の組替えを行っておりますが、予算額の増減はありません。 

 ２項．小学校費は上広川小学校屋上防水シート改修工事費など6,640千円、３項．中学校

費は教師用指導書などの消耗品や備品購入費1,756千円、５項．社会教育費は町内施設予約

システム初期設定委託料など1,686千円、10款２項．公共土木施設災害復旧費は小椎尾梯線

道路災害復旧工事費など231,200千円、11款１項．公債費は500千円をそれぞれ増額計上して

おります。 

 詳細につきましては、担当課長が説明いたします。御審議の上、御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、総務課、会計室関係の補正予算について御説明申し上げます。 

 予算書４ページをお願いいたします。 

 まず、第２表 繰越明許費でございます。 

 ２款１項．総務管理費、指名業者登録システム導入事業、それから、経営管理システム導

入事業、口座システム改修事業の３件につきましては、いずれもコロナ対策に係るものでご

ざいます。コロナ禍における需要増のため、履行に時間を要するため、繰越しをお願いする

ものでございます。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為補正です。 

 上から２段目、ネットワーク接続機器の保守につきましては、履行の導入に遅れが生じた

ために、令和７年度の保守の追加をお願いするものです。 
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 それから３段目、役場駐車場用地借地料につきましては、期間及び令和３年度から５年度

分につきまして債務負担をお願いするものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第４表 地方債補正でございます。 

 公共土木施設災害復旧事業の変更分につきましては、小椎尾梯線の地滑り災害査定により

限度額を増額するもので、起債の方法、利率、償還の方法は従前のとおりとなっております。 

 続いて、歳入について説明申し上げます。 

 予算書９ページをお願いいたします。 

 上段、10款１項１目．地方特例交付金につきましては、交付額の確定により5,144千円を

増額補正するものです。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 19款１項１目．財政調整基金繰入金につきましては、今回補正予算の財源不足調整として

予算計上しております。 

 22款１項．町債です。９目．災害復旧債は、公共土木施設災害復旧事業のため76,500千円

を増額するものでございます。 

 続いて、歳出でございます。 

 予算書は12ページをお願いいたします。 

 ２款１項５目．財産管理費でございます。説明欄の土地施設管理費につきましては、新庁

舎等建設工事に伴い、駐車場賃借料１月から３月分をお願いしております。 

 下段の13目．情報管理費です。情報化推進事業費は機構改革に向けての庁内システム改修

委託料を計上しております。 

 予算書は21ページをお願いいたします。 

 11款１項１目．元金は、繰上償還に係る増額を計上しております。 

 以上で総務課、会計室関係の補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 建設課関連の補正予算について説明いたします。 

 予算書４ページをお願いします。 

 第２表 繰越明許費の最下段になりますけれども、10款２項．公共土木施設災害復旧費の

279,600千円は、今年度の公共土木施設災害復旧費９か所及び今回補正をお願いしておりま

す町道小椎尾梯線の災害復旧費です。 

 歳入について説明いたします。 

 予算書９ページ中段をお願いします。 

 15款１項３目．災害復旧費国庫負担金は、小椎尾梯線の地滑り災害に係る道路災害復旧工

事費に伴う国庫負担金で、153,410千円を増額補正しております。 

 なお、国庫負担金は工事費の66.7％となっております。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 予算書21ページをお願いします。 
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 10款２項１目．公共土木施設災害復旧費の231,200千円の増額補正は、昨年８月末の豪雨

災害で地滑りを起こしていた箇所につきまして、地滑り災害の承認が取れましたので、道路

災害復旧費として計上しております。 

 建設課分の補正は以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 住民課関連の予算について説明いたします。 

 予算書５ページを御覧ください。 

 第３表 債務負担行為補正表中、４段目のマイナンバーカードオンライン申請補助端末

リース料1,729千円で、令和３年度から令和５年度まで３年間の金額を計上しております。 

 次に、歳入です。 

 ９ページを御覧ください。 

 14款２項１目．総務手数料は、来年２月22日開始予定であります住民票謄抄本と印鑑登録

証明書のコンビニ交付に係る手数料25千円です。 

 次に、下段の15款２項５目．総務費国庫補助金2,223千円は、個人番号カードの交付を推

進するために、当初の予定額に追加して交付されるものです。 

 10ページをお願いします。 

 15款３項２目１節、国民年金事務費交付金105千円は、システムの改修委託料に対するも

のです。 

 その下、16款２項２目３節．重度障害者医療費県補助金6,048千円は、医療費の増額に伴

う交付金の増によるものです。 

 11ページをお願いします。 

 21款４項２目．雑入です。これは後期高齢者健診結果フォローアップ事業事務費交付金の

追加分になります。 

 次に、歳出です。 

 13ページをお願いします。 

 ２款３項１目．戸籍住民基本台帳費2,238千円は、マイナンバーカード交付推進に係るも

ので、人件費とシステム保守委託料710千円、マイナンバーカード管理システム導入業務委

託料682千円などの追加をお願いするものです。 

 14ページ中段の３款１項４目．重度障害者医療対策費12,276千円の増額は、見込額の増が

主なものです。 

 ３款１項６目．国民健康保険特別会計繰出金775千円の減額の主なものは、特定健診の見

込み減額によるものです。 

 ３款１項８目．後期高齢者医療費200千円の増は、事務費繰出金の増額です。 

 次の15ページです。 

 ３款１項９目．国民年金事務取扱費の106千円と、その下、３款２項５目の児童医療対策

費の子ども医療対策費198千円増もシステム改修委託料の増額分となります。 

 次に、16ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目．保健衛生総務費の負担金は、公立八女総合病院企業団負担金の797千円と、
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新型コロナウイルス感染拡大対策費として消耗品費550千円の増額分です。 

 以上で住民課関連の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 福祉課関連の補正予算について御説明申し上げます。 

 補正予算書の５ページを御覧ください。 

 第３表の債務負担行為の補正となります。 

 表の５行目の障害者台帳・障害福祉サービス管理システム賃借料8,745千円及び６行目の

保健・福祉センター指定管理委託料94,525千円、いずれも令和３年度から７年度までの５年

間の金額を計上しておるところです。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算書の９ページをお願いします。一番下の下段となります。 

 15款２項１目．民生費国庫補助金です。１節の社会福祉費国庫補助金239千円の増額につ

きましては、説明欄にありますように、地域生活支援事業費国庫補助金として、令和３年度

の障害者の制度改正に伴うシステム改修費に対する補助金で、国の内示が補助率が43.5％と

なっておるところです。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 予算書の14ページをお願いします。 

 ３款１項１目．社会福祉総務費です。説明欄にあります障害者福祉費、12節．委託料、障

害者福祉管理システム改修業務委託料550千円の増額につきましては、歳入でありました地

域生活支援事業費に係るもので、令和３年度に予定されている報酬改定に伴う障害者福祉管

理システムの改修委託料となります。 

 次に、予算書の15ページをお願いします。 

 ３款２項１目．児童福祉総務費です。説明欄にあります児童福祉諸費、10節の需用費47千

円の増額につきましては、令和３年度から開始となるコンビニ収納対応の保育料納付書の印

刷製本費で、４月分と５月分の２か月分を計上しているところです。 

 次の子育て世代包括支援センター事業204千円の減額につきましては、専務的会計年度任

用職員の退職に伴いまして、補助的会計年度任用職員の雇用をお願いするもので、その差額

分の減額となります。 

 次の保育施設等従事者慰労金支給事業5,742千円の増額につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症が蔓延する中に、安心して子供たちを預けられるよう、感染防止を図りながら保

育施設等の業務に当たっておられる保育従事者に対して、慰労金として一時金を支給するも

のです。対象の施設としましては、町内の保育所、幼稚園、企業主導型保育施設、無認可保

育施設、学童保育所としております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 それでは、産業振興課関係の補正予算について説明をいたします。 
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 予算書５ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為補正となります。 

 下から４行目、農地台帳システム構築業務委託料につきましては、構築につきまして次年

度までの業務委託期間が必要なことから、3,850千円の債務負担行為の設定、次の広川町産

業展示会館・まち子のおにわ指定管理委託料につきましては、令和３年度から令和７年度ま

での指定管理委託料に対し、債務負担行為の設定を行うものです。 

 続きまして、歳入予算について説明いたします。 

 予算書10ページ中段をお願いいたします。 

 16款２項４目．農林水産業費県補助金、１節．農業費県補助金につきましては、コロナ対

策支援事業や災害被災支援事業など、県補助事業に係る事業採択及び事業の取下げ等により、

総額12,160千円を増額計上しております。 

 ５目．商工費県補助金、１節．商工費県補助金につきましては、福岡県で創設されました

宿泊税交付金500千円の増額及びコロナ関連の事業人件費分交付金として341千円を増額して

おります。 

 次に、予算書11ページ中段をお願いいたします。 

 21款４項２目．雑入、８節．雑入、国県交付金返納金につきましては、中山間地域等直接

支払交付金事業に対し、事業要件を満たさなかった協定地区からの返納金16千円分となりま

す。 

 以上で歳入補正予算の説明を終わります。 

 次に、歳出補正予算について説明いたします。 

 予算書16ページ中段をお願いいたします。 

 ５款１項３目．農業振興費です。農業制度資金対策事業費につきましては、利子補給に対

する増額、ふれあい農園費につきましては、智徳で開設しておりましたふれあい農園の返却

に伴う園地造成に係る委託料となります。 

 次の園芸農業等総合対策事業費につきましては、コロナ対策支援、災害支援事業の採択及

び既存事業の取下げなどにより、960千円の減額補正となります。 

 次のページをお願いいたします。 

 中山間地域等直接支払対策費につきましては、協定地区の増加等に伴う交付金の増額及び

国県交付金返納金を増額計上しております。 

 農業振興対策事業につきましては、新生活様式を踏まえた農業経営に対する機械補助及び

災害により被災した施設の復旧支援事業補助を増額計上しております。 

 次の４目．畜産業費につきましては、県のほうで新設されました補助事業の採択によるも

のです。 

 下段の５款２項２目．林業振興費につきましては、荒廃森林整備事業に係る事業内容の変

更となります。 

 18ページをお願いいたします。 

 ６款１項２目．商工振興費、中小企業資金対策事業費につきましては、融資金早期返還に

伴う利子補給金として、次の小規模事業者支援対策事業補助金につきましては、新規創業者

４名分の補助を増額計上しております。 

 ４目．観光費につきましては、新規創業事業への事業費組替え、観光施設管理事業費につ
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きましては、逆瀬ゴットン館合併処理浄化槽修繕費として440千円、産業展示会館防犯カメ

ラ設置工事として福岡県宿泊税を財源として500千円を増額計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教育委員会関連の補正予算について御説明いたします。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 まず、債務負担行為の補正でございます。 

 下から２行目を御覧ください。ＩＣＴ支援員配置事業業務委託料につきましては、ＧＩＧＡ

スクール構想による教師及び児童・生徒へのＩＣＴ教育を支援するためのものでございます。 

 続きまして、歳入補正予算について御説明いたします。 

 予算書９ページをお願いいたします。 

 15款２項４目．教育費国庫補助金1,214千円の増額は、新型コロナ感染拡大対策補助金で、

新型コロナ感染症拡大防止対策のために必要とする備品等に対する補助金です。補助率は２

分の１です。 

 10ページ下段をお願いいたします。 

 18款１項６目．教育費寄付金300千円の増額は、町立図書館図書購入費への江口自動車工

業株式会社からの寄付金でございます。 

 次に、歳出予算について御説明いたします。 

 19ページをお願いいたします。 

 ９款１項３目．義務教育振興費の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業176千

円は、小・中学校の光回線配線工事のため、消耗品費を減額して工事請負費に組み替えるも

のでございます。 

 ９款２項１目．学校管理費、小学校施設管理費2,200千円は、上広川小学校北校舎屋上防

水シート改修工事を行うための工事費、新型コロナウイルス感染拡大対策費2,400千円は、

新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な暖房器具、灯油等の燃料費、非接触式体温

計や加湿器等の備品購入費の増額によるものでございます。 

 ２目．教育振興費、小学校教育振興費2,040千円は、教師用指導書購入のための消耗品費

の増額によるものでございます。 

 20ページの３項．中学校費、１目．学校管理費、新型コロナウイルス感染拡大対策費31千

円は、簡易テントの備品購入費の増額によるものでございます。 

 ２目．教育振興費、中学校教育振興費1,725千円は、教科用備品購入等の増額によるもの

でございます。 

 ５項１目．社会教育総務費です。新型コロナウイルス施設対策費1,386千円は、町内施設

予約システム初期設定委託費の増額によるものでございます。 

 ７目．図書館費300千円の増額補正につきましては、図書館運営費で、歳入にありました

寄附に伴う図書購入によるものでございます。 

 以上で教育委員会事務局の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 
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 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 協働推進課関係の補正予算について説明いたします。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 第３表 債務負担行為補正でございます。 

 最下段の広報ひろかわ印刷製本業務3,233千円につきましては、令和３年度業務について、

令和２年度から契約手続を行うために、２年度に支出を伴わない債務負担行為の設定をお願

いするものでございます。 

 次に、歳入予算について御説明申し上げます。 

 予算書10ページをお願いいたします。10ページ下段となります。 

 18款１項５目．総務費寄付金、１節．ふるさとづくり寄付金70,000千円の増額は、寄付金

の見込みによるものでございます。 

 次に、歳出予算について御説明申し上げます。 

 予算書12ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費でございます。説明欄のふるさと納税事業費73,819千円の増額は、

ふるさとづくり寄付金の増額見込みによるものでございます。内訳は、７節．報償費のふる

さとづくり寄付者贈呈品など、記載のとおりとなります。 

 次に、説明欄、ホームページ管理費2,750千円の増額につきましては、12節．委託料の

データ放送広報サービスシステム導入委託料でございます。九州朝日放送が提供する地上デ

ジタルデータ放送を活用した広報サービスを令和３年度から運用開始するものでございます。 

 その下の説明欄、情報配信システム構築事業15千円の増額は、11節．役務費の通信運搬費

でございます。大雨、台風によるメール、電話、ファクスによる情報配信回数が増加したた

め増額するものでございます。 

 以上で協働推進課の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。５番江藤美

代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 予算書15ページの民生費の中の保育施設等従事者慰労金支給事業について、３点お尋ねい

たします。 

 この対象の人数、それから、１人当たりの支給額はお幾らでしょうか。 

 それから、対象施設の中には様々な雇用形態というか、勤務形態の先生がいらっしゃると

思いますが、その全ての方を対象とした人数になっていますか、お尋ねいたします。 

 ３点目です。財源は一般財源となっていますが、国県からの支出はございませんのでしょ

うか、お尋ねいたします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 保育施設等従事者慰労金につきましては、町内の６つの保育園全てですね。それと、企業

主導型のはなまる保育園と広川幼稚園、それと、無認可保育のこもれびの家、それと、町内
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の学童保育所、全ての施設の従事者で、もちろん保育士以外の調理師さんとか、その他の職

員さんも含め、園長も含めたところの人数で積算しております。常勤及びパートの職員さん

全て含めまして261名、お一人22千円の金額で出しているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 今回の財源についてのお尋ねでございますけれども、今回補正でコロナ関連の事業等を幾

つか提案させていただいておりますが、コロナ関連の交付金につきましてまだ確定がしてお

りませんので、確定をした後、全てのコロナ関連事業については、その部分、充当をしてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第87号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第５号）についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 

      日程第16 議案第88号 

○議長（野村泰也） 

 日程第16．議案第88号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第88号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

2,091千円を追加し、予算総額を2,704,790千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 
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 ６款１項．県負担金は、これまでの保険給付実績を考慮し、普通交付金を2,868千円増額

し、10款１項．他会計繰入金は777千円減額しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．総務管理費は８千円、２款２項．高額療養費は2,868千円をそれぞれ増額して

おります。 

 ６款２項．特定健康診査等事業費は人件費の組替えにより782千円、７款１項．基金積立

金は11,259千円をそれぞれ減額しております。 

 ９款１項．償還金及び還付加算金は前年度の普通交付金の精算による返還金11,249千円、

10款１項．予備費は７千円をそれぞれ増額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第88号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 

      日程第17 議案第89号 

○議長（野村泰也） 

 日程第17．議案第89号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第89号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

238千円を追加し、予算総額を286,352千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入予算補正について御説明いたします。 

 ４款１項．一般会計繰入金は事務費繰入金を199千円、７款１項．国庫補助金は高齢者医
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療制度円滑運営事業費補助金を39千円それぞれ増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．総務管理費は239千円を増額し、10款１項．予備費を１千円減額計上しており

ます。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第89号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

      日程第18 議案第90号 

○議長（野村泰也） 

 日程第18．議案第90号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）についてを

議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第90号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）について説明いたしま

す。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、収益的支出を1,078千円増額し、また、資本的支出を

1,078千円減額し、予算総額986,098千円とするものであります。 

 資本的収支では130,603千円の不足分が生じますが、当年度分損益勘定留保資金等をもっ

て補填するものでございます。 

 予算書２ページをお願いします。 

 収益的支出です。収益的支出の管渠費1,078千円の増額は、下水道法に規定する管渠点検

を実施するため、下水道管渠内調査業務委託費の増額をするものです。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 資本的支出です。管路建設費1,078千円の減額は、収益的支出の増額分へ繰り替えるため、

工事請負費を減額するものです。 



- 94 - 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第90号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

      日程第19 議案第91号 

○議長（野村泰也） 

 日程第19．議案第91号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）請負契約の締結

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第91号 

広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）請負契約の締結について 

 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）について、次のように契約を締結するも

のとする。 

 令和２年12月14日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

１ 事業名  広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事） 

２ 契約額  19億6,570万円 

３ 契約の相手方  福岡県福岡市中央区薬院三丁目４番９号 

          松尾・大坪建設特定建設工事共同企業体 

          共同企業体代表者 松尾建設株式会社 

          福岡支店 支店長 澁谷 栄城 

提案理由 

 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）のため、条件付一般競争入札により契約

者を定めたが、その者と工事請負契約を締結するにあたり、広川町議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和40年広川町条例第19号）第２条の規定に基づ

き町議会の議決を求める。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第91号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（建築・設備工事）請負契約の締結に

ついてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

      日程第20 議案第92号 

○議長（野村泰也） 

 日程第20．議案第92号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）請負契約の締結につい

てを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第92号 

広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）請負契約の締結について 

 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）について、次のように契約を締結するものとす

る。 

 令和２年12月14日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

１ 事業名  広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事） 

２ 契約額  ２億7,372万4,000円 

３ 契約の相手方  福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号 

          九電工・西部・高鍋特定建設工事共同企業体 

          共同企業体代表者 株式会社九電工 

          代表取締役社長 佐藤 尚文 

提案理由 

 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）のため、条件付一般競争入札により契約者を定

めたが、その者と工事請負契約を締結するにあたり、広川町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和40年広川町条例第19号）第２条の規定に基づき町議



- 96 - 

会の議決を求める。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第92号 広川町新庁舎等建設Ⅰ期工事（電気工事）請負契約の締結について

を採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

      日程第21 同意第20号 

○議長（野村泰也） 

 日程第21．同意第20号 広川町教育委員会教育長の任命に対する同意についてを議題とい

たします。 

 これから審議いたしますが、教育長は地方自治法第117条の除斥の対象ではございません

が、本人が退席を希望されておりますので、本議案終了まで教育長の退席を認めます。 

    〔吉住教育長退席〕 

○議長（野村泰也） 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

同意第20号 

広川町教育委員会教育長の任命に対する同意について 

 広川町教育委員会教育長として、次の者を任命したいので、町議会の同意を求める。 

 令和２年12月14日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所  八女郡広川町大字長延 

氏 名  吉 住 政 子 

提案理由 

 広川町教育委員会教育長 吉住政子氏の任期が、令和２年12月19日をもって満了するので、

引き続きその後任者の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年

法律162号）第４条第１項の規定により町議会の同意を求めるものである。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。９番池尻浩

一君。 

○９番（池尻浩一） 

 特別職に対し、周辺自治体でも70歳過ぎの委員に対し控える方向を示しております。現教

育長においては能力、気力、体力、十分にあることは明確ではありますし、広川町の学校教

育の向上に対し多大な貢献があることに関しては十分に自分たちも認知し、感謝と敬意を表

したいと思います。 

 ただ、さきの消防団支援についても年齢制限を設けておりました。休日でも常勤以上の仕

事がある職務について年齢を考慮していく考えというのは、町としては今後どう捉えてい

らっしゃるのか。他の特別職、委員会の任用を含めた中でもお答えしていただければ助かり

ます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 年齢制限というものは我々執行部としては取っておりません。どうして70歳というのが独

り歩きしてきたかということについて説明をいたしますが、かつて広川町も人選については

執行部が行っておりました。そしてその中で、今度は議会にお願いしようということになっ

て、議会で選任をするようになりました。いろんな役職の方々、選任は議会が行っていたわ

けですが、その中で、途中から70歳を超えないようにしましょうという議会内での合意とい

いますか、そういうことになったわけです。それが議会が選任するときは70歳を超えないよ

うにしましょうということをある程度守られてきましたが、議会からこの人選については執

行部でお願いしたいということがありまして、現在、執行部で選考するようになっておりま

す。ですから、おのずと議会内での70歳という約束事はなくなったということですね。しか

しながら、我々執行部もやっぱり70歳はなるべく超えないようにしようということでやって

まいりましたが、これは人材の問題ですから、それは80歳も90歳もなった人は決して選びま

せんけれども、ある程度のそこの寛容さというのは持っていただきたいなというふうに私は

思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議がありますので、これから討論を行います。討論のある方は挙手を願います。３番竹
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下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 私は同意第20号、教育長の任命への不同意について討論をさせていただきます。 

 私としては２つの大きな切り口から不同意の立場でただいまから述べさせていただきたい

と思います。 

 １つ目は、議案提出の要領についてであります。 

 本同意に係る議案提出が本定例会開始後に追加議案としてなされたこと対し、違和感を

持っております。同時に、追加提出された請負契約の締結に係る議案とは大きくその性質を

異にするものであります。すなわち、本同意議案については、いわゆる町の三役に係る特に

重要な人事案件であり、その任期満了期日については当初から明確であったことにあります。

所要の検討、調整が可能な期間が十二分にあったにもかかわらず、それがなぜ追加議案とし

て提出される事態となったのか。今後３年間という長期に及ぶ重責を負われる教育長の選定

が十分に計画的かつ慎重になされたのか、住民としても疑義を感じております。 

 なお、私といたしましては、不同意討論を行う旨、決心をいたしました以降、直ちにこれ

がどうしても機微な内容となることを勘案し、不同意討論の実施につき、議長への事前通知

を行った次第です。 

 ２つ目、後任者に関する推薦理由について異議を申し上げたいと思います。 

 本定例会の全員協議会において、教育長の後任者の説明として、生年月日と御年齢及び当

初就任された時期並びに推薦の理由が述べられました。その推薦の理由について、人格、識

見ともに高く、教育行政に精通されており、最適任者である旨のみの言及でありましたが、

その内容は事実としても、一体これだけの内容で住民への説明として十分と言えるのか。先

ほど町長から御説明がありましたけれども、特に当該年齢からの再任であることを思えば、

実は特段の説明が必要なのではないかと考え、異議を唱える次第であります。 

 周知のとおり、最近では現職の学校長でさえ、その就任に際して教育行政への精通が必ず

しもその資質として不可欠とはされない時世となっており、また、この推薦の決まり文句的

表現では、推薦を受けられる教育長御自身に対しても私は礼を欠く状況となっているのでは

ないかと考えています。 

 さて、世界情勢、そして、国内の情勢の変化に伴い、現在、教育の見直しが強く求められ

ております。この具体的な表れとして、小学校において先行開始された新たな学習指導要領

の運用が上げられますが、この中では、ゆとり教育からの変換、理数教育の強化、英語、プ

ログラミング教育の早期導入等、経済や技術革新競争に打ち勝つ国際競争力の涵養等が求め

られるとともに、主権者教育もまた併せ重視されています。 

 また、近年、学校教育を取り巻く環境として、ＬＧＢＴに関する問題、ＤＶの問題、不登

校の問題、少子化の問題、はたまたＩＣＴの導入、そして、今年には新たに新型コロナの問

題が加わる等、問題が山積している状況となっております。 

 ここにおいて大きく変化しつつある新たな教育内容、環境の下、極めて煩雑な教育行政を

主導していくべき教育長には高い人格、識見はもとより、今後は従来の教育行政にかかわら

ず、新たな分野に関する資質、能力が強く求められる状況も多くなっているのではないで

しょうか。私は広川町においても、教育長の選定に当たっては、必ずしもその対象を義務教

育、さらには教育行政に通ずる専門家、経験者に限定することなく、広く人材を求めるべく
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努力する状況が既に到来していると思っています。 

 最後となりますが、現教育長は学校施設の充実、あるいは教職員の教育能力、資質の向上

に強い信念を持って努力、傾注されてこられました。特に、地域学校協働活動の重要性に着

目、尽力されたことは、昨年12月の文科大臣表彰につながった事実があります。これらのこ

とは、現教育長がその時節において、その重責を十分に果たされてきた証左であろうと考え

ております。 

 教育長に対し７年間に及ぶ御功績に感謝申し上げますとともに、反面、最適任の後継者選

定には御寄与いただけなかったことに不服申し上げ、また、一般的に忌避される傾向にある

当該人事案件に関する本反対討論の実施を甘受されるであろう御心におすがりし、以上、不

同意の討論とさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 同意第20号 広川町教育委員会教育長の任命に対する同意については、反対討論がありま

したので、広川町議会会議規則第81条第１項の規定により、採決は無記名投票により行いま

す。 

 暫時休憩します。 

午前11時41分 休憩 

午前11時44分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議場の出入口を閉めます。 

    〔議場閉鎖〕 

○議長（野村泰也） 

 会議規則の規定によって、投票立会人に５番江藤美代子君及び６番水落龍彦君を指名いた

します。 

 投票用紙を配付いたします。 

    〔投票用紙配付〕 

○議長（野村泰也） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

    〔投票箱点検〕 

○議長（野村泰也） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議会事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番
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に投票願います。議会事務局長。 

○議会事務局長（藤島弘義） 

 それでは、議席番号とお名前を読み上げますので、順次投票をお願いいたします。 

 １番山下茂議員。 

 ２番丸山幸弘議員。 

 ３番竹下英治議員。 

 ４番栗原福裕議員。 

 ５番江藤美代子議員。 

 ６番水落龍彦議員。 

 ７番丸山修二議員。 

 ８番光益良洋議員。 

 ９番池尻浩一議員。 

 10番原野利男議員。 

 11番梅本哲議員。 

 12番野田成幸議員。 

○議長（野村泰也） 

 投票漏れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 ５番江藤美代子君及び６番水落龍彦君、開票の立会いをお願いします。 

    〔開票〕 

○議長（野村泰也） 

 投票の結果を報告します。 

 賛成11票です。 

 投票の結果、賛成多数です。よって、同意第20号は原案のとおり同意することに決定しま

した。 

 議場の出入口を開きます。 

    〔議場開鎖〕 

○議長（野村泰也） 

 吉住教育長の入場を求めます。 

    〔吉住教育長入場〕 

○議長（野村泰也） 

 ただいま吉住教育長の任命同意が可決されましたので、吉住教育長より一言御挨拶をお願

いします。教育長。 

○教育長（吉住政子） 

 一言御挨拶申し上げます。 

 このたびは同意いただきましてありがとうございます。 
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 コロナの感染が収まりを見せるどころか、残念ながらさらなる拡大が懸念される状況でご

ざいます。感染の防止に細心の注意を払いつつ、今後とも広川町のさらなる振興、発展を目

指しまして、教育行政の充実に向けた総合的な取組を継続してしっかりと取り組んでいく所

存でございます。 

 広川町の宝である子供たちがたくましく成長し、将来、立派な大人となり、未来を切り開

く力となって広川町を力強く担ってくれますように、小・中学校教育のさらなる充実、そし

て、地域と共にある学校づくりに取り組んでまいりたいと思っております。 

 また、様々な世代の町民が生涯学び続け、生きがいを持って心豊かに楽しく生活できる活

力あるまちづくりに寄与していきたいと思っております。 

 皆様方にはこれからも引き続き御指導、御協力を賜りますようお願いいたしまして、お礼

の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

      日程第22 決定第９号 

○議長（野村泰也） 

 日程第22．決定第９号 議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りします。議員派遣の件につきましては、会議規則第127条の規定によって、お手元

に配付しております議案書のとおり、議員を派遣することにしたいと思います。これに異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣はお手元に配付しましたとおり議員を派遣す

ることに決定いたしました。 

      日程第23 常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の

所管事務調査について 

○議長（野村泰也） 

 日程第23．常任委員会、議会運営委員会及び議会広報調査特別委員会の閉会中の所管事務

調査についてを議題といたします。 

 総務産業常任委員長、厚生文教常任委員長、議会運営委員長及び議会広報調査特別委員長

から、会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について閉会

中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

 お諮りします。本定例会の会議に付議されました案件は全て終了いたしました。 

 よって、会議規則第６条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これに異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 
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 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 これをもって令和２年第４回広川町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午前11時55分 閉会 
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