
- 1 - 

目  次 

第１号（３月４日） 

提出された案件 …………………………………………………………………………………   １ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………   １ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………   １ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………   ２ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………   ２ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………   ２ 

開  会 …………………………………………………………………………………………   ２ 

 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………   ３ 

 会期の決定 ……………………………………………………………………………………   ３ 

 諸般の報告 ……………………………………………………………………………………   ３ 

 （１）議長事務報告 …………………………………………………………………………   ３ 

 （２）町長行政報告 …………………………………………………………………………   ４ 

 （３）教育委員会行政報告 …………………………………………………………………   ９ 

 町長の提案総括説明 …………………………………………………………………………  １３ 

 特別委員会設置及び選任並びに付託 ………………………………………………………  １９ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  １９ 

第２号（３月５日）               

提出された案件 …………………………………………………………………………………  ２１ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ２１ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ２２ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ２２ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ２２ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ２２ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ２２ 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について ………………………………………  ２３ 

 議案第３号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び 

       福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について ……………………  ２３ 

 議案第４号 町道路線の認定について ……………………………………………………  ２５ 

 議案第５号 町道路線の認定について ……………………………………………………  ２６ 



- 2 - 

 議案第６号 町道路線の認定について ……………………………………………………  ２７ 

 議案第７号 町道路線の認定について ……………………………………………………  ２８ 

 議案第16号 平成３０年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ……  ２９ 

 議案第17号 平成３０年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ………  ３１ 

 議案第18号 平成３０年度宇美町上水道事業会計補正予算（第４号） ………………  ３３ 

 議案第19号 平成３０年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第４号） 

       ……………………………………………………………………………………  ３７ 

 議案第20号 平成３０年度宇美町一般会計補正予算（第６号） ………………………  ４０ 

散  会 …………………………………………………………………………………………  ５７ 

第３号（３月１１日） 

提出された案件 …………………………………………………………………………………  ５９ 

本日の会議に付した事件 ………………………………………………………………………  ５９ 

出席議員 …………………………………………………………………………………………  ５９ 

欠席議員 …………………………………………………………………………………………  ５９ 

事務局職員出席者 ………………………………………………………………………………  ５９ 

説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………………………  ５９ 

開  議 …………………………………………………………………………………………  ６０ 

 一般質問 ………………………………………………………………………………………  ６０ 

   ８番 黒川  悟君 ……………………………………………………………………  ６０ 

  １１番 飛賀 貴夫君 ……………………………………………………………………  ７６ 

   ５番 入江 政行君 ……………………………………………………………………  ８１ 

   １番 丸山 康夫君 ……………………………………………………………………  ９６ 

散  会 ………………………………………………………………………………………… １１５ 

第４号（３月１２日） 

提出された案件 ………………………………………………………………………………… １１７ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １１７ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １１７ 

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １１７ 

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １１７ 

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １１７ 



- 3 - 

開  議 ………………………………………………………………………………………… １１８ 

 一般質問 ……………………………………………………………………………………… １１８ 

   ２番 平野 龍彦君 …………………………………………………………………… １１８ 

   ４番 藤木  泰君 …………………………………………………………………… １３０ 

 議案第26号 工事請負契約の締結について（内容 平成３０・３１年度宇美町立小中 

       学校空調機器設置工事） …………………………………………………… １３３ 

散  会 ………………………………………………………………………………………… １３９ 

第５号（３月２０日） 

提出された案件 ………………………………………………………………………………… １４１ 

本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… １４１ 

出席議員 ………………………………………………………………………………………… １４２ 

欠席議員 ………………………………………………………………………………………… １４２ 

事務局職員出席者 ……………………………………………………………………………… １４２ 

説明のため出席した者の職氏名 ……………………………………………………………… １４３ 

開  議 ………………………………………………………………………………………… １４３ 

 議案第８号 宇美町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

       …………………………………………………………………………………… １４３ 

 議案第９号 葬祭場使用料の一部助成に関する条例の一部を改正する条例について 

       …………………………………………………………………………………… １４５ 

 議案第10号 宇美町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について …………… １４５ 

 議案第11号 宇美町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の一部を改正する条例に 

       ついて ………………………………………………………………………… １４６ 

 議案第12号 宇美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

       例の一部を改正する条例について ………………………………………… １４７ 

 議案第13号 宇美町上水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技 

       術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について …… １４８ 

 議案第14号 宇美町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例について … １４９ 

 議案第15号 宇美町課設置条例について ………………………………………………… １５０ 

 議案第21号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計予算 ……………………… １５７ 

 議案第22号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計予算 ………………………… １５８ 

 議案第23号 平成３１年度宇美町上水道事業会計予算 ………………………………… １６０ 



- 4 - 

 議案第24号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計予算 ………………… １６１ 

 議案第25号 平成３１年度宇美町一般会計予算 ………………………………………… １６２ 

 議案第27号 工事請負契約の締結について（内容 平成３０・３１年度昭和町更新住 

       宅２棟建設工事） …………………………………………………………… １６６ 

 議案第28号 和解及び損害賠償の額の決定について …………………………………… １６８ 

 発議第１号 自治会加入促進に関する政策提言の決議…………………………………… １６９ 

 閉会中の所管事務調査について …………………………………………………………… １７２ 

閉  会 ………………………………………………………………………………………… １７３ 

署  名 ………………………………………………………………………………………… １７４ 


