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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 第２回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第５日） 

                             令和元年６月21日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

                        令和元年６月21日 午前10時00分開議 

 日程第１ 報告第６号 専決処分の報告について 

 日程第２ 報告第７号 専決処分の報告について 

 日程第３ 報告第８号 平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第４ 報告第９号 平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第５ 報告第10号 平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第６ 報告第11号 平成３０年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 日程第７ 報告第12号 平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 

 日程第８ 報告第13号 平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第９ 報告第14号 平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告について 

 日程第10 報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第11 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市一般会計

補正予算（第１号）」 

 日程第12 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例」 

 日程第13 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税特別措置条例の一部

を改正する条例」 

 日程第14 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「由布市介護保険条例の一部を

改正する条例」 

 日程第15 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市介護保険

特別会計補正予算（第１号）」 

 日程第16 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて「由布市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」 

 日程第17 議案第39号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する
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条例の制定について 

 日程第18 議案第40号 由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正について 

 日程第19 議案第41号 由布市湯布院健康温泉館条例の一部改正について 

 日程第20 議案第42号 由布市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第43号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第22 議案第44号 由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について 

 日程第23 議案第45号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第24 議案第46号 由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第47号 由布市消防手数料条例の一部改正について 

 日程第26 議案第48号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第27 議案第49号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第50号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 報告第６号 専決処分の報告について 

 日程第２ 報告第７号 専決処分の報告について 

 日程第３ 報告第８号 平成３０年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第４ 報告第９号 平成３１年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第５ 報告第10号 平成３０年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第６ 報告第11号 平成３０年度由布市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 日程第７ 報告第12号 平成３０年度由布市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 

 日程第８ 報告第13号 平成３０年度由布市水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第９ 報告第14号 平成３０年度由布市水道事業会計弾力条項適用の報告について 

 日程第10 報告第15号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第11 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市一般会計

補正予算（第１号）」 

 日程第12 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税条例等の一部を改正

する条例」 

 日程第13 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて「由布市税特別措置条例の一部
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を改正する条例」 

 日程第14 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「由布市介護保険条例の一部を

改正する条例」 

 日程第15 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「平成３１年度由布市介護保険

特別会計補正予算（第１号）」 

 日程第16 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて「由布市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例」 

 日程第17 議案第39号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 日程第18 議案第40号 由布市地域活性化拠点施設条例の一部改正について 

 日程第19 議案第41号 由布市湯布院健康温泉館条例の一部改正について 

 日程第20 議案第42号 由布市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第43号 由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第22 議案第44号 由布市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について 

 日程第23 議案第45号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第24 議案第46号 由布市立学校施設等の管理に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第47号 由布市消防手数料条例の一部改正について 

 日程第26 議案第48号 由布市火災予防条例の一部改正について 

 日程第27 議案第49号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第28 議案第50号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 

５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 甲斐 裕一君        12番 渕野けさ子君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 長谷川建策君 

17番 佐藤 郁夫君                  

────────────────────────────── 
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欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 栗嶋 忠英君        書記 一野 英実君 

書記 雨宮 輝明君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 太田 尚人君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 一尾 和史君 

財政課長 ………………… 馬見塚量治君   総合政策課長 …………… 佐藤 公教君 

防災安全課長 …………… 庄  忠義君   会計管理者 ……………… 首藤 康志君 

建設課長 ………………… 佐藤  洋君   農政課長 ………………… 大野 利武君 

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 佐藤 厚一君 

商工観光課長 …………… 溝口 信一君                       

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大久保隆介君 

挾間地域整備課長 ……… 三ヶ尻郁夫君                       

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 生野 浩一君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 哲男君 

社会教育課長 …………… 首藤 啓治君   スポーツ振興課参事 …… 古庄 成之君 

消防長 …………………… 古長 清治君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 郁夫君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長初め執行部各位には、本日

もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長並びに参事の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第５号により行います。 

 これより各議案等の質疑を行います。発言につきましては、日程に従い、議題ごとに既に提出
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された通告書の提出順に許可をしますが、会議規則及び申し合わせ事項を遵守の上、質疑、答弁

とも簡潔にお願いいたします。 

 なお、自己の所属する常任委員会に付託される事項については、所属委員会でお願いをいたし

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．報告第６号 

○議長（佐藤 郁夫君）  まず、日程第１、報告第６号、専決処分の報告についてを議題として、

質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。９番、加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  皆さん、おはようございます。それでは、報告第６号について御

質問いたします。 

 この道路を見ると、ほとんど真っすぐな道路に見えるし、この穴ぼこがあるのが、ほとんど中

央線に近いところにある。ちゅうことは、普通の方であれば、そこをよけて通るんじゃないかな

という感じがするんですよね。それで、そういうところを含めて、この５０％なのかという部分

と、それと、市報等で、こういう道路の不正備なところは報告をくださいとか連絡くださいちゅ

うのが出ていたと思うんですけども、そういう連絡が市のほうに来ているのかどうか。来ていれ

ば、どのくらいっていうのかをお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。お答えをいたします。 

 市道の維持管理については、建設課、各地域整備課あるいは振興局に配置をしております道路

監護の作業員さんたちと連携して、その健全な維持を図っているところであります。 

 ことしの５月から、市の公式アプリ「ゆふポ」の中で、道路の異状があった場合に投稿をして

いただけるシステムというものを始めました。その投稿に応じて、対処をしておるところでござ

います。その件数については、ある程度の数はいただいているという報告はありますが、後ほど、

建設課長なりから数字を報告をさせていただきたいと思います。 

 ５０％の過失については、運転されている方の前方不注意の過失によるものというところにな

っております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  洋君）  建設課長です。 

 アプリを使った投稿システムの件数なんですが、県道、市道合わせて、現在のところ１１件ほ

どございます。それは、道路の陥没、ポットホールとか倒木等によるのが主なものでございまし
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て、うちのほうもその投稿を受け、ただちに、その日のうち、あるいは翌日には補修を完了して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  大体、内容はわかりました。ただ、今１１件っていうから、かな

り連絡がふえているということですね。これからまた梅雨どきに入ると、またこういうところが

いっぱいできてくる可能性もあるんで、その辺のところを、もう少し手広くっちゅうんかな、連

絡してくれる人をふやす方法を考えてやっていただければいいのかなと思います。これ、前方不

注意なんで、折半した形の５０％っていうことで、総務課長、いいんですね。はい、わかりまし

た。いいです。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．報告第７号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２、報告第７号、専決処分の報告についてを議題として、

質疑を行います。 

 通告がありますので、発言を許します。９番、加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  これのちょっと気になるのが、今から梅雨どき、落石がかなりあ

ると思うんですけど、ここは、落石注意の看板はついているところなのか、ついていないところ

なのか。また、ここは日ごろ落石があるのかないのか、ちょっと教えてください。 

○議長（佐藤 郁夫君）  挾間地域整備課長。 

○挾間地域整備課長（三ヶ尻郁夫君）  挾間地域整備課長です。お答えいたします。 

 落石注意の看板はあります。備えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  そうすると、これ、落石注意の看板があるから、過失割合が

５０％という考えでいいのかな。 

○議長（佐藤 郁夫君）  挾間地域整備課長。 

○挾間地域整備課長（三ヶ尻郁夫君）  お答えいたします。 

 昨年、平成３０年度に同様の事故がありまして、それがもう前例になって、５０対５０という

ことになっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 
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○議員（９番 加藤 幸雄君）  わかりました。やはり、由布市の中で山間部はかなり多いんで、

前も言いましたけども、やはり見て回って、落石がありそうなところは確実に看板を立てるとい

うことを、また一応、もう一度確認していただきたいというふうに思います。いいです。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．報告第８号 

日程第４．報告第９号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第３、報告第８号、平成３０年度由布市土地開発公社の経営

状況を説明する書類の提出について及び日程第４、報告第９号、平成３１年度由布市土地開発公

社の事業計画を説明する書類の提出については、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終

わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１０号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第５、報告第１０号、平成３０年度由布市一般会計繰越明許

費繰越計算書についてを議題として、質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。まず、９番、加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  ８億５,０００万円というかなりの額になっておりますし、金額

に合わせて翌年度繰越額が、もうまるっきし同じのがかなりあるということは、予算の立てたの

が遅かったんで入札できなかったのか、入札したけども落札する業者がいなかったのか。その他

のことはあるかと思うんですけど、その辺のところを何件か。額が同じところ、極端に言えば、

観光基盤整備事業５,９００万円、このまま翌年、繰り越しになっていますけど、この辺はどう

ですか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（溝口 信一君）  商工観光課長でございます。お答えいたします。 

 ７款商工費１項商工費観光基盤整備事業でございます。翌年度繰越額５,９０７万４,０００円

でございますけれども、内訳でございますが、１３節委託料、由布院駅周辺整備測量設計業務測

量調査９１８万円。それと、１５節の工事請負費、由布院駅前の広場でございますけれども、改

修工事が２,７４４万４,０００円。それと、その前の、市道の由布院駅前線の道路の改良工事で

ございます。２,２４５万円でございますけれども、これにつきましては、測量、設計段階に、

地元商店街やＪＲとの期間内の協議が整わず、長引いたためでございます。早急に準備を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  こういう、ほかのところもあるんですけどね、国、県からの支出

金は出ている分がありますよね。これは、国から、県から、今のだと２,２４３万円支出金があ

りますよね。こういうのが、翌年度ももらえるわけですか。ということで、繰り越している。一

回、落とさにゃいけんのじゃないかな。 

○議長（佐藤 郁夫君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（溝口 信一君）  お答えいたします。 

 社会資本整備事業で、５年間の事業計画をしております。５年間の中で実施済みに伴いまして、

補助金が実績によってもらえるような形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  ちょっと、もう３回目なので、後で資料が欲しいんですけども。

予算が遅かったんで入札をかけられなかった部分と、さっき今、商工観光課長が言ったような部

分と、あと、落札できなかった部分っていうのを、１、２、３か何かでわけて、これ、後で資料

もらえることはできますか。これはどこ、財政課長かな。 

○議長（佐藤 郁夫君）  財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  お答えいたします。 

 資料といいますと、全体の２２件分ということですか。それとも観光の部分に限ってというこ

とでしょうか。済みません。ちょっと（発言する者あり）いいですか、はい。済みません。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、８番、太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  報告第１０号でございます。 

 消防費の洪水ハザードマップ作成業務の繰越理由と、あと、その作成完了時期というのはいつ

ぐらいなのか。そしてまた、他市では、このハザードマップの件に関して同様のことが起きてい

るのかということと、あと、教育費及び幼稚園費の施設整備事業の繰越理由と、繰り越しに伴う

設備の不備等はないのかということをお聞きいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  防災安全課長。 

○防災安全課長（庄  忠義君）  防災安全課長です。お答えをいたします。 

 ９款１項の洪水ハザードマップ作成業務につきましては、浸水想定区域の皆様に対しまして、

本年の出水期をめどとした早期の情報提供に向けまして、昨年、第４回定例会で補正予算の議決

をいただいているところでございまして、作成に当たりましては、現地調査や記載内容等の検討、

住民説明会、そして、印刷、発行まで所要の期間を要することから、繰越明許費としたものでご

ざいます。 
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 委託業務につきましては、本年２月５日から７月９日までが期間となっておりまして、現在、

最終の印刷作業を行っているところでございます。この洪水ハザードマップにつきましては、来

月１１日の自治委員文書の配布日に、地域対象の全世帯へお渡しをしたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、県内の自治体の取り組み状況でございますが、佐伯市のみ、昨年度に作成が完了を

しております。大分市は、由布市と同様に、昨年度から着手をしておりまして、８月に配布予定

とお聞きをしております。その他の自治体につきましては、今年度以降の取り組みになるという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（衛藤 哲男君）  教育次長でございます。 

 報告第１０号につきましてですが、議員御指摘の予算につきましては、市内小学校３校、石城

小学校、川西小学校、塚原小学校及び幼稚園２園、湯布院幼稚園、石城幼稚園への空調設備設置

工事を行うための費用です。この費用につきましては、国の交付決定が平成３１年２月でござい

ました。そういうことから、年度内の完成ができず、繰り越しをするものでございます。なお、

繰り越しに伴う施設の不備等はございません。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  教育費と幼稚園費、それは内容はわかりましたが、一刻も早く、

そういったものも設置ができるんであれば、早急に設置していただきたいということです。 

 それと、ハザードマップですけれども、できれば、梅雨前の配布が望ましかったのかなという

ふうに思っておりますので、本年度、まだ梅雨に入るか入らないか、来週中ぐらいには入ると思

いますけれども、早急に、７月の時期に配布ということでございますけれども、早急に配布して

いただきたいというふうに思っております。 

 以上、答弁はいいですから。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第１１号 

日程第７．報告第１２号 

日程第８．報告第１３号 

日程第９．報告第１４号 

日程第１０．報告第１５号 
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日程第１１．承認第２号 

日程第１２．承認第３号 

日程第１３．承認第４号 

日程第１４．承認第５号 

日程第１５．承認第６号 

日程第１６．承認第７号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第６、報告第１１号、平成３０年度由布市一般会計事故繰越

し繰越計算書についてから、日程第１６、承認第７号、専決処分の承認を求めることについて

「由布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、質疑の通告がありませんの

で、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第３９号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第１７、議案第３９号、消費税及び地方消費税の税率の引き

上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として、質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。８番、太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  消費税引き上げに伴う条例改正ということで理解をしております

が、仮に、消費税が上がらなかった場合、施行日を１０月１からというふうなことで伺っており

ますけれども、仮に上がらなかった場合には、施行日を定めておりますので、そこの部分はどう

なるのか教えてください。 

○議長（佐藤 郁夫君）  総務課長。 

○総務課長（一尾 和史君）  総務課長です。お答えをいたします。 

 景況感の悪化等が報じられておりますので、その可能性も否定できないかなというふうには感

じております。もし、そうなれば、今後、消費税法または地方税法、地方交付税法の改定等につ

きまして、国の定めに応じて、９月３０日までに開かれる議会において、今回、上程をいたしま

した消費税関係の議案について、一部改訂あるいは廃止という措置をとっていこうというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  わかりました。もし、不測の事態等があれば、９月議会で対応と

いうことでよろしゅうございますね。それとまた、その国の動き等もしっかりと注視していただ

きたいというふうに思っております。 

 以上です。答弁は要りません。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第４０号 

日程第１９．議案第４１号 

日程第２０．議案第４２号 

日程第２１．議案第４３号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第１８、議案第４０号、由布市地域活性化拠点施設条例の一

部改正についてから、日程第２１、議案第４３号、由布市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正についてまでは、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第４４号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２２、議案第４４号、由布市市道の構造の技術的基準等に

関する条例の一部改正についてを議題として、質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。６番、加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  議案第４４号について、ちょっとお伺いいたします。 

 この改正に伴う根拠の詳細について。もう一つは、今後の市道認定との関連はどうなるのかと

いうことを教えてください。 

○議長（佐藤 郁夫君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  洋君）  建設課長です。お答えいたします。 

 今回の条例についてなんですが、今、道路整備は現行の条例に基づいて、坂の縦断勾配は特例

値を使ったとしても、１２％を最大値として設計等を行っております。 

 しかしながら、今後、急傾斜地とか斜面地などの道路整備、必要となって道路整備を行う場合、

この現行の基準では、道路を迂回させなければいけないケースが出てくると思います。それで、

整備延長が長くなることで、多くの用地が必要となったり、事業費もかかり、工期も大幅にふえ

るというふうに考えております。 

 今回の縦断勾配の最大１５％についてなんですが、うちのほうで──国土交通省の国土技術政

策総合研究所発表の資料がございまして、各路面状態から見た、車両の滑り落ちない限界勾配値

というのがございます。由布市内、考えたときに、湯布院とか庄内とか、雪等がございますので、

積雪時を考えたのと、それと、工事をするに当たって仮設工事とかするときに、それも最大値が

１５％というのがございます。それと、独自に、今よく見かけます、道路上を走っているシニア

カーの、いろいろメーカーによっても違うんですが、大体、登坂能力が８度から１０度というの

がございまして、その中間値の９度をもとに計算したのも、大体１５％ぐらいということで、今
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回、うちのほうで１５％を、特例で最大値にしております。それから、合成勾配については、縦

断勾配が１５％になることから、必然的に、１６.２％というふうになります。 

 今後の市道認定との関係なんですが、今回の議会でも、認定基準のお話が出ましたが、今後、

うちのほうでも要綱の見直しが、今、検討しているところですが、この今の要綱が、道路の縦断

勾配というのが入っていないのがあるので、そういったものを含めながら、今後、慎重に、ちょ

っと検討したいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  一番気がかりなのは、縦断勾配が厳しいのは、恐らく市街地では

なくて、やはり市街地を離れた多くの地域になると思うんです。今後、やはりそういった地域の

人たちが、その市道認定に対して、地元で今まで管理をしていたけど、高齢化とか、後継者がい

なくなってできなくなった状態で、認定を求めてくるとかいうところが、今後、やっぱりいっぱ

い出てくると思うんですよね。 

 何が言いたいかっちゅうと、要は、一般質問の中にもあったように、地元で管理ができない部

分について、僕は、金額で何とか市道認定をしなくちゃできないっちゅう部分と、きのうもあっ

たと思うんですけど、市道外でも、ある程度補助金を出せるみたいなところがあったと思うんで

す。だから、こういった基準を設けて、市道認定の条件をつくるのは別にいいと思うんです。

我々議会としても、地域から言われて市道認定、請願とか出してくるところについて、執行部側

と議会側がしっかり協議をした上でやらなくちゃいけない。 

 しかし、通行量だけとか考えると、絶対にその地域──市街地はいいけど──本当に管理がで

きない人たちの声をしっかり聞く、その上限を、やはり見てほしいなと。だから、これをもとに、

厳しいその市道認定要綱ではなくて、もっと広げて、やはり、そういった管理が、市道にならな

くてもできるような体制も含めて、今後、ちょっとずれているかもしれないんですけど、その縦

断勾配はわかります。だから、そこを加味して、今後、市道認定については慎重にお願いしたい

というふうに、もうお願いして、答弁は結構です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第４５号 

日程第２４．議案第４６号 

日程第２５．議案第４７号 

日程第２６．議案第４８号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２３、議案第４５号、由布市簡易水道事業給水条例の一部
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改正についてから、日程第２６、議案第４８号、由布市火災予防条例の一部改正についてまでは、

質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第４９号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２７、議案第４９号、令和元年度由布市一般会計補正予算

（第２号）を議題として質疑を行います。 

 歳出について質疑がありますので、款別に通告順に行います。 

 最初に、９款消防費について、８番、太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  議案第４９号、ページ数４６ページ、９款１項１目区分２、消防

技術向上事業ですけれども、これ、事業内容は理解するんですが、補正での対応というのは、ど

ういった理由だったのか教えてください。 

○議長（佐藤 郁夫君）  消防長。 

○消防長（古長 清治君）  消防長です。お答えします。 

 消防技術向上事業、１９節負担金補助金及び交付金３９万２,０００円につきましては、１名

分の県消防学校初任科入校負担金となっております。当初予算時には、定年退職者３名に伴う新

採用者３名分を計上していましたが、２月に早期退職の申し出がありましたことにより、新採用

者１名分が増となっておりまして、その分の補正となっております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  ２月に急遽、退職されたと。それに対応するためということで、

消防学校入校ということで理解してよろしいですか。はい、結構です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、１０款教育費について、８番、太田洋一郎君。２つありますから、

２つともどうぞ。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  議案第４９号、ページ数５０ページ、１０款２項１目区分２、小

学校施設管理事業の委託料の補正対応の理由と、同じく、議案第４９号、５４ページ、１０款

６項４目区分１、文化財保存継承推進事業の修繕費の詳細と、その補正理由をお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（衛藤 哲男君）  教育次長でございます。お答えいたします。 

 小学校施設管理事業委託料の補正対応の理由でございますが、この補正予算は、川西小学校、

石城小学校の空調設備設置に伴い、高圧受電設備を設置するというものでございます。この予算

につきましては、報告第１０号で説明をさせていただきました繰越予算に伴うものでもございま

す。 
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 この両校の空調設備の工事が３０年度内に行なわれず、設計が間に合いませんでした。３１年

度になって設計を行うということになりまして、その結果、必要電力容量が積算されまして、高

圧受電設備の設置が決まったというものでございます。その結果、法令義務により、電気工作物

保安管理業務が発生いたしたためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  社会教育課長。 

○社会教育課長（首藤 啓治君）  社会教育課長です。お答えいたします。 

 １０款６項４目の文化財保存継承推進事業の修繕費の詳細につきましては、国指定重要文化財

旧日野医院の消防設備の点検結果により、不良部分があったための修繕費でございます。内容は、

屋外消火栓設備の消火栓ホースの取りかえ、自動火災報知設備、自動通報装置の、蓄電池等の取

りかえ等によるものでございます。 

 補正対応の理由といたしましては、消防設備のため、早急な修繕が必要であり、今回の補正に

計上させていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  文化財保存の分、それは、点検をした結果、交換が必要になった

ということでの対応ということで、よろしゅうございますか。わかりました。 

 それと、その小学校の施設管理費ですけど、繰り越しに伴いながら、伴うことでの、それに伴

って発生しているということの説明ですけれども、これ、説明を聞くと、当初のその見方という

か、計画そのものが甘いんじゃないですか。本来、こういったものは、当初の、その繰り越しさ

れたものの中に入るべきことではないかなと思うんですけれども。それを、あえてこの補正で出

してくると。繰り越しになって、またそれプラス、コアな補正に出してくるということは、ちょ

っと目算というか、それが甘いんじゃないかなというふうな思いがあるんですが、そこのところ

はいかがですか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（衛藤 哲男君）  教育次長でございます。お答えいたします。 

 交付決定が、先ほども説明いたしましたが、３１年の２月ということでございまして、ほとん

ど３０年度の終わりになって予算がついたというふうなことでございまして。もう実質上、繰り

越しの額も見ていただければ、おわかりだと思うんですが、ほとんど３０年度内では事業が進ま

なかったということもございまして。それから、件数が、先ほども説明いたしましたが、小学校、

幼稚園、件数がありまして、業者のほうも設計が全部できなかったという事情がございます。 

 そういうところで、設計ができないと、この高圧の電力の設備は、つけるか、つけなくてよい
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かがわからないものですから、こういう結果になったということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  ちゅうことは、想定することはもう無理ということなんですね、

この件に関しては。そもそもが、当初から、こういった補正での電気工作物の点検ということは、

想定できなかったというふうに受けとめていいんですか。想定できないということで、よろしい

んですね。 

○議長（佐藤 郁夫君）  教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（衛藤 哲男君）  教育次長です。お答えいたします。 

 はい、想定が難しかったということでございます。計算をしてみないと、必要かどうかがわか

らなかったということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  以上で、議案第４９号の質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第５０号 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２８、議案第５０号、令和元年度由布市介護保険特別会計

補正予算（第２号）は、質疑の通告がありませんので、これで質疑を終わります。 

 以上で、各議案の質疑は終わりました。 

 ただいまの承認第２号から承認第７号までの承認６件及び議案第３９号から議案第５０号まで

の議案１２件については、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付の議案付託表の

とおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。各委員会での慎重審査をお願いいたし

ます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで、本日の日程は全て終了です。 

 次回の本会議は、６月２８日午前１０時から、委員長報告、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでございました。 

午前10時31分散会 

────────────────────────────── 

 


