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──────────────────────────────
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午前10時00分開会
○議長（杉原 茂雄君）
おはようございます。ただいままでの出席議員は２０名で、定足数に達しております。
これより平成１６年第５回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承お願いいたします。
この際、日程に入ります前に諸般の報告を行います。
報告事項は、お手元に配付しておるとおりであります。朗読は省略したいと思いますの
で、ご了承お願いいたします。
なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承お願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第１．会期の決定
○議長（杉原 茂雄君）
これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から
１２月２４日までの１８日間といた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」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は１８日間と決しました。
────────────・────・────────────
日程第２．同意第３号
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第２、同意第３号を議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。大島市
長。
○市長（大島 忠義君）
おはようございます。同意案第３号教育委員会の委員の任命について、提案理由を申し
上げます。
本市の教育委員であります大林重行氏の任期が、本年１２月３１日で満了いたします。
つきましては、教育行政に高い見識を有しておられます同氏を引き続き任命いたしたく、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、市議会の同意を求
めるものであります。よろしくご同意のほど、お願いを申し上げます。
○議長（杉原 茂雄君）
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第３号は、委員会の付託を省略
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」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
討論なしと認めます。
これより同意案第３号教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。この採決は、
無記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。
（議場閉鎖）
○議長（杉原 茂雄君）
ただいまの出席議員は１９人であります。
投票用紙を配付させます。
（投票用紙配付）
○議長（杉原 茂雄君）
投票用紙の配付漏れはありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
（投票箱点検）
○議長（杉原 茂雄君）
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。本件について同意することに賛成の議員は賛成と、また反対の
議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投
票は、会議規則第７０条第２項の規定により、否とみなします。
点呼を命じます。
（事務局長点呼・議員投票）
………………………………………………………………………………
１番

中家多恵子議員

２番

山本 慎悟議員

３番

佐々木晴一議員

４番

植本 種實議員

６番

青木 孝子議員

７番

久好 勝利議員
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９番

岩崎 三次議員

１０番

堀田 英雄議員

１１番

井上 久雄議員

１２番

湯浅 信弘議員

１３番

掛田るみ子議員

１４番

香川

実議員

１５番

上村 武郎議員

１６番

岩崎

悟議員

１７番

佐々木正義議員

１８番

米満 一彦議員

１９番

下川 俊秀議員

２０番

片岡 誠二議員

２１番

井上 太一議員

………………………………………………………………………………
○議長（杉原 茂雄君）
投票漏れはありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたます。議場の閉鎖を解きます。
（議場開鎖）
○議長（杉原 茂雄君）
開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に堀田英雄君及び香川
実君を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。
（開票）
○議長（杉原 茂雄君）
投票の結果を報告いたします。
投票総数１９票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち賛成１８票、
反対１票、以上のとおり賛成多数であります。よって、同意第３号について、これを同意
することに決しました。
────────────・────・────────────
日程第３．同意第４号
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第３、同意第４号を議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。大島市
長。
○市長（大島 忠義君）
同意案第４号教育委員会の委員の任命について、提案理由を申し上げます。
本市の教育委員であります船津春美氏の任期が、来年１月３日で満了いたします。
つきましては、教育行政に高い見識を有しておられます同氏を引き続き任命いたしたく、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、市議会の同意を求
めるものであります。よろしくご同意のほど、お願いを申し上げます。
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○議長（杉原 茂雄君）
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第４号は、委員会の付託を省略
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」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
討論なしと認めます。
これより同意案第４号教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。この採決は、
無記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。
（議場閉鎖）
○議長（杉原 茂雄君）
ただいまの出席議員は１９人であります。投票用紙を配付させます。
（投票用紙配付）
○議長（杉原 茂雄君）
投票用紙の配付漏れはありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
（投票箱点検）
○議長（杉原 茂雄君）
異状なしと認めます。
念のため申し上げます。本件について同意することに賛成の議員は賛成と、また反対の
議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投
票は、会議規則第７０条第２項の規定により、否とみなします。
点呼を命じます。
（事務局長点呼・議員投票）
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………………………………………………………………………………
１番

中家多恵子議員

２番

山本 慎悟議員

３番

佐々木晴一議員

４番

植本 種實議員

６番

青木 孝子議員

７番

久好 勝利議員

９番

岩崎 三次議員

１０番

堀田 英雄議員

１１番

井上 久雄議員

１２番

湯浅 信弘議員

１３番

掛田るみ子議員

１４番

香川

実議員

１５番

上村 武郎議員

１６番

岩崎

悟議員

１７番

佐々木正義議員

１８番

米満 一彦議員

１９番

下川 俊秀議員

２０番

片岡 誠二議員

２１番

井上 太一議員

………………………………………………………………………………
○議長（杉原 茂雄君）
投票漏れはありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（杉原 茂雄君）
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたます。議場の閉鎖を解きます。
（議場開鎖）
○議長（杉原 茂雄君）
開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に井上久雄君及び掛田
るみ子さんを指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。
（開票）
○議長（杉原 茂雄君）
投票の結果を報告いたします。
投票総数１９票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。このうち賛成
１８票、反対１票であります。以上のとおり賛成多数であります。よって、同意第４号に
ついては、これを同意することに決しました。
この際、暫時休憩をいたします。
午前10時18分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時22分再開
○議長（杉原 茂雄君）
それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。
────────────・────・────────────
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日程第４．第３８号議案
日程第５．第３９号議案
日程第６．第４０号議案
日程第７．第４１号議案
日程第８．第４２号議案
日程第９．第４３号議案
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第４、第３８号議案から日程第９、第４３号議案までの補正予算６件を一括
議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。
○市長（大島 忠義君）
第３８号議案から第４３号議案まで、提案理由を一括して申し上げます。
初めに、第３８号議案平成１６年度中間市一般会計補正予算（第４号）の提案理由を申
し上げます。
歳出の主なものは、人件費で退職勧奨による退職者の増加から、退職手当１億８００万
円の増額をいたし、また昨年度からの人件費の抑制により、職員給料等８,８００万円の
減額をいたしております。
さらに、事業別といたしましては、民生費として児童手当法の一部改正に伴い、小学校
３年生まで支給対象が広がります児童手当に要する経費として５,７００万円、また老人、
介護、国民健康保険などの特別会計の繰出金については、給付費の増加等に伴い、総額
２,３００万円を計上いたしております。
農林水産業費につきましては、中間市と鞍手町との境界であります「境川」の農業用水
路整備工事を行っており、本年度は総事業費１,６００万円のうち、中間市分の負担金と
して８００万円を計上いたしております。
また、土木費では、深坂地区の道路改良として、水入朝霧線改良事業に要する経費２億
６,４００万円を計上いたしております。事業の概要といたしましては、深坂一丁目から
二丁目にかかる道路が大変狭く、車の離合が困難なため、車道部分を従来の幅員４メート
ルから７メートルに拡幅し交通の円滑化を図るとともに、両側に幅員２.５メートルの歩
道を設置し、歩行者の安全を確保するものであります。
本事業は長年の懸案事項で、用地買収等が完了いたしましたことから、早急に取りかか
り、住民の利便性の確保を図るものであります。事業費としては、土地開発公社からの用
地の取得として２億９００万円及び舗装工事費として５,４００万円を計上いたしており
ます。
さらに、その他の道路維持費として、路面の補修費や街路樹の剪定委託等１,３５０万
円を計上いたしております。
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さらに、夏から秋にかけての度重なる台風による災害に対する費用といたしまして、公
営住宅の復旧費として４５０万円を、学校施設については、各小中学校の校舎や体育館の
修繕費として３５０万円の予算を計上いたしております。
このような歳出に充当いたします歳入予算としては、市税６,２００万円、国庫支出金
及び県支出金１,９００万円、退職金に充当いたします基金からの繰入金１億円及び水入
朝霧線改良工事にかかわる地方債の借入額等市債として１億８,４００万円の増額など、
歳入歳出とも４億７,３１０万円の補正予算を計上し、予算の総額を歳入歳出それぞれ
１７９億２,８１２万円とするものであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上
げます。
次に、第３９号議案平成１６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）
の提案理由を申し上げます。
歳出の主な内容といたしましては、総務費では２８６万円、保険給付費では３億
３,９８７万円、保健事業費では９１万円の増額予算計上し、老人保健に対する拠出金及
び介護納付金として２億４,０９６万円の減額予算を計上いたしております。
歳入につきましては、療養給付費交付金２億４１８万円、繰入金３２６万円の増額で、
国庫支出金５,３９５万円、諸収入５,０８１万円減額の予算を計上いたしております。
以上により、歳入歳出とも１億２６８万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ
５５億１,８２１万円とするものであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げ
ます。
次に、第４０号議案平成１６年度中間市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の
提案理由を申し上げます。
今回の補正の主な内容は、歳出におきまして受益者負担金の一括納付にかかわる報償費
を６３０万円、下水道の管渠築造工事費を９１０万円増額するとともに、職員の異動に伴
う人件費を４８７万９,０００円減額するものであります。
歳出の財源としましては、歳入で下水道受益者負担金を１,１２５万円計上いたしてお
ります。
次に、債務負担行為の補正につきましては、平成１８年度から下水処理を流域下水道の
遠賀川下流浄化センターへ移管することに伴い、蓮花寺中継ポンプ場の業者委託を廃止い
たしますことから、その補償費の支払いとして債務負担行為を設定し、平成１７年度で
１,２００万円としていたものを平成１７年度から平成１８年度で８００万円に変更する
ものであります。
以上により、今回の補正で歳入歳出それぞれ１,１２５万円を増額し、予算総額を
１９億６,１８８万円とするものであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げ
ます。
次に、第４１号議案平成１６年度中間市老人保健特別会計補正予算（第１号）の提案理
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由を申し上げます。
歳出の主な内容といたしましては、年々進む高齢化及び近年の高度先進医療の発達によ
る診療報酬の増大により、医療諸費として１億１,３００万円を計上いたしております。
歳入につきましては、支払基金交付金６,８１８万円、国庫支出金２,９８８万円、県支
出金７４７万円、一般会計からの繰入金７４７万円を計上いたしております。
以上により、歳入歳出とも１億１,３００万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ
れ６４億２,０１０万円とするものであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上
げます。
次に、第４２号議案平成１６年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の提案理由
を申し上げます。
今回の補正の主なものは、歳出では高齢化が進む中、介護保険制度の市民周知により、
介護認定者数や介護サービスの利用意向の増加により、保険給付費が前年度同期より
４.２％程度の伸びが予測されることから、不足分１億１,３１０万円を計上いたしており
ます。
また、基金積立金については、保険給付費等の調整により、１,６３７万円を増額補正
いたしております。
次に、歳入につきましては、歳出の保険給付費増額に伴い、国庫支出金２,８３１万円、
支払基金交付金３,０２０万円、県支出金１,１８０万円、一般会計繰入金及び繰越金は、
合わせまして４,２７９万円を計上いたしております。
以上により、歳入歳出それぞれ１億１,３１０万円を追加し、予算総額を歳入歳出それ
ぞれ２７億２,４５４万円とするものであります。よろしくご審議をお願いを申し上げま
す。
次に、第４３号議案平成１６年度中間市水道事業会計補正予算（第１号）の提案理由を
申し上げます。
今回の補正の内容につきましては、資本的支出及び水道事業費用における局内職員異動
に伴う給与費の補正であります。水道事業費用については、営業費用として４２７万円を
減額するものであります。
また、資本的支出については、改良費として４２７万円を計上いたし、同額を減債基金
積立金で補填いたします。
この結果、水道事業費用予算総額は１２億５,１４１万円、資本的支出予算総額は４億
７,８７４万円とするものであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。
○議長（杉原 茂雄君）
ただいま議題となっております件に対する質疑は、１２月９日の本会議で行いますので、
ご了承お願いいたします。
────────────・────・────────────
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日程第１０．第４４号議案
日程第１１．第４５号議案
日程第１２．第４６号議案
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第１０、第４４号議案から日程第１２、第４６号議案までの市道路線関連
３件を一括議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。
○市長（大島 忠義君）
第４４号議案から第４６号議案まで、提案理由を一括して申し上げます。
初めに、第４４号議案市道路線の廃止について提案理由を申し上げます。
今回廃止いたします路線は、中間市営住宅土手ノ内団地内に位置する「新土手６号線」、
「新土手７号線」、「新土手８号線」、「新土手９号線」、「新土手１０号線」の５路線
であります。この５路線は、中間市営住宅土手ノ内団地建替工事に伴い、当該住宅敷地の
形状を変更することから、廃止を行うものであります。
廃止いたします道路の概要を申し上げますと、新土手６号線につきましては、幅員
４.４４メートル、延長１９.６９メートルであります。新土手７号線につきましては、幅
員４.４２メートル、延長２５.１６メートルであります。新土手８号線につきましては、
幅員４.３１メートル、延長２６.６４メートルであります。新土手９号線につきましては、
幅員４.４４メートル、延長２６.６４メートルであります。新土手１０号線につきまして
は、幅員４.２メートル、延長２４.６６メートルであります。よろしくご審議のほど、お
願いを申し上げます。
次に、第４５号議案市道路線の変更について提案理由を申し上げます。
今回変更いたします路線は、岩瀬東町公民館北側に位置する「行幸尾２号線」、中間中
学校北東側に位置する「村・猿喰線」、遠賀橋北西側に位置する「村６号線」の３路線で
あります。
行幸尾２号線につきましては、道路として使用してない部分を普通財産に所管換えして、
道路区域の変更を行うものであります。
変更いたします道路の概要を申し上げますと幅員４.１メートル、延長１４６.４メート
ルに変更するものであります。
次に、村・猿喰線及び村６号線につきましては、主要地方道中間・宮田線道路改良工事
に伴い、市道の一部が主要地方道及び側道にそれぞれ包含されますことから、区域の変更
を行うものであります。
変更いたします道路の概要を申し上げますと、村・猿喰線につきましては、幅員
４.５５メートル、延長４１０メートルに変更を行うものであります。村６号線につきま
しては、幅員２.６６メートル、延長１６.４メートルに変更を行うものであります。よろ
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しくご審議のほど、お願いを申し上げます。
次に、第４６号議案市道路線の認定について提案理由を申し上げます。
今回認定いたします路線は、遠賀橋西側に位置する「村１１号線」、「村１２号線」の
２路線であります。この２路線は、主要地方道中間・宮田線の道路改良工事に伴い、当該
地区の環境整備を図るため認定を行うものであります。
認定いたします道路の概要を申し上げますと、村１１号線につきましては幅員６メート
ル、延長１５７メートルであります。また、村１２号線につきましては、幅員５メートル、
延長１５２メートルであります。よろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。
○議長（杉原 茂雄君）
ただいま議題となっております件に対する質疑は、１２月９日の本会議で行いますので、
ご了承お願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第１３．第４７号議案
日程第１４．第４８号議案
日程第１５．第４９号議案
日程第１６．第５０号議案
日程第１７．第５１号議案
日程第１８．第５２号議案
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第１３、第４７号議案から日程第１８、第５２号議案までの消防団員等の組
合規約関連６件を一括議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。
○市長（大島 忠義君）
第４７号議案から第５２号議案までの福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織
する地方公共団体数の増減と同組合規約の変更についての提案理由は、関連がございます
ことから一括して説明させていただきます。
この組合は、消防団員等による災害補償に関する事務を共同処理するため、地方自治法
に基づき設置された一部事務組合であり、その構成団体は県下全町村及び１５市で構成さ
れております。この度の改正は、市町村の合併に伴い、その構成市町村の変更及び同組合
規約の整備を図るものでございます。
その内容につきましては、第４７号議案により、来年の１月２４日から宗像郡福間町及
び同郡津屋崎町が福津市に、第４８号議案により、２月５日から浮羽郡田主丸町、三井郡
北野町、三潴郡城島町及び同郡三潴町が久留米市に、第４９号議案により、３月２０日か
ら浮羽郡吉井町及び同郡浮羽町がうきは市に、第５０号議案により、同月２１日から山門
郡大和町、同郡三橋町及び柳川市が柳川市に、第５１号議案により、同月２２日から朝倉
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郡三輪町及び同郡夜須町が朝倉郡筑前町に、第５２号議案により、同月２８日から宗像郡
大島村が宗像市に、朝倉郡小石原村及び同郡宝珠山村が朝倉郡東峰村に、それぞれ合併す
ることに伴い、それぞれの期日を限りに各関係市町村を、当組合から脱退させ、また新規
に加入させること及び同組合規約の変更について協議がなされましたので、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ります。ご審議のほど、よろしくお願
いをいたします。
○議長（杉原 茂雄君）
ただいま議題となっております６件に対する質疑は、１２月９日の本会議で行いますの
で、ご了承お願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第１９．第５３号議案
日程第２０．第５４号議案
日程第２１．第５５号議案
○議長（杉原 茂雄君）
次に、日程第１９、第５３号議案から日程第２１、第５５号議案までの北九州市との合
併関連３件を一括議題といたします。
市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。
○市長（大島 忠義君）
第５３号議案中間市及び北九州市の廃置分合について、第５４号議案中間市及び北九州
市の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について、第５５号議案中間市及び北九州市の
廃置分合に伴う議会の議員の定数の特例に関する協議についての３議案については、合併
に関する議案であり、関連がございますので、一括して提案理由の説明を申し上げます。
北九州市との合併協議については、議員の皆様ご存知のとおり、本年１月１５日に北九
州市・中間市合併協議会が設置されて以来、計９回の協議会が開催され、２２項目にわた
るすべての協議が整いましたことから、先月２５日に両市において合併協定書の調印式を
行ったところであります。
このことから、このたび合併関連議案３件をご提案するものであります。
まず、第５３号議案中間市及び北九州市の廃置分合についてですが、地方自治法第７条
第１項の規定により、平成１８年３月３１日から中間市を廃し、その区域を北九州市に編
入することを福岡県知事に申請するため、同条第５項の規定により、議会の議決を求める
ものであります。
次に、第５４号議案中間市及び北九州市の廃置分合に伴う財産処分に関する協議につい
てですが、平成１８年３月３１日から中間市を廃し、その区域を北九州市に編入すること
に伴う財産処分について、地方自治法第７条第４項の規定により、中間市の財産は、すべ
て北九州市に帰属させることについて、北九州市と協議の上、定めることについて、同条
‑ 18 ‑

第５項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
最後に、第５５号議案中間市及び北九州市の廃置分合に伴う議会の議員の定数の特例に
関する協議についてですが、平成１８年３月３１日から中間市を廃し、その区域を北九州
市に編入することに伴う中間市の議会の議員の定数について、市町村の合併の特例に関す
る法律、いわゆる合併特例法による経過措置に基づき、北九州市の議会の議員の定数は、
同法第６条第２項及び第５項の規定を適用し、北九州市の廃置分合後、最初に行われる一
般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、北九州市議会議員の定
数を３人増加し、旧中間市域を区域とする選挙区を設け、増員選挙を行うものとすること
について、北九州市と協議の上、定めることについて、同法第６条第８項の規定により、
議会の議決を求めるものであります。
以上、３議案についてよろしくご審議のほど、お願いを申し上げます。
○議長（杉原 茂雄君）
ただいま議題となっております３件に対する質疑は、１２月２４日の本会議で行います
ので、ご了承お願いいたします。
────────────・────・────────────
日程第２２．会議録署名議員の指名
○議長（杉原 茂雄君）
これより日程第２２、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において中家多恵子さ
ん及び湯浅信弘君を指名いたします。
────────────・────・────────────
○議長（杉原 茂雄君）
以上で本日の日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会をいたします。
午前10時46分散会
──────────────────────────────
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