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【議 事】  

１．審議会等の会議及び会議録の公開に関する運用状況について   

 

 

 

 

 

 

 ２．パブリックコメント手続の実施に関する運用状況について  

 

 

 

 

 

 

 ３．その他  

 

 

 

 



（資料１）

審議会等名 所管課 設置目的・審議内容等 審議会構成 公募委員 開催
回数

会議公開
等

傍聴
者数

会議録
公開状況

公開等方法

評価
問題なし　　　　３
一部問題あり　２
問題あり　　　　１

問題箇所 実地調査（ＨＰ及び情報コーナー掲載状況）

1 嘉麻市特別職報酬等審議会 人事秘書課
議員報酬等の額について審議するた
め設置

学識経験者、団体推薦、
公募など　計１２人以内

１人以内 3 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2 情報コーナーへの会議録の配架
の不備

情報コーナーに第２回、第３回の会議録が配
架されてなく、会議資料のみ配架されてあっ
た。

2 嘉麻市政治倫理審査会 総務課
・市長、副市長等及び議会議員の政治
倫理の確立、また権限地位の不正行
使がない民主的な市政運営の確保

人格高潔にして政倫に関
し専門的知識を有するも
のなど　計５人

明記なし 6 公開 0 公開 情報コーナー 1 ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査では情報コーナーで公開している
との回答だったが、実地調査したところ情報
コーナーに会議録が配架されてなかった。

3
嘉麻市情報公開・個人情報保
護審査会

総務課

・情報公開及び個人情報保護条例の
規定による諮問に応じ審査又は調査
審議のため設置。
・不服申立て時の実施機関の諮問に
応じ審議

学識経験者、公募など
計５人

２人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ 1 ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査ではＨＰで公開しているとの回答
だったが、実地調査したところＨＰに会議録が
配架されてなかった。

4 嘉麻市行政不服審査会 総務課

・行政不服審査法の規定によりその権
限に属させられた事項を処理するため
設置。
・不服申立て時の実施機関の諮問に
応じ審議

審査会の権限に属する事
項に関し公正な判断をす
ることができ、かつ、法律
又は行政に関して優れた
識見を有する者など　計３
人

明記なし 1 非公開 非公開 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。また会議
録についても個人情報に配慮して
要点筆記したものを公開すること
は可能ではないか。

5
嘉麻市地域情報化推進協議
会

総務課
嘉麻市における地域情報化を総合的
に推進し、地域の活性化及び市民生
活の向上を図るため設置

学識経験者、関係行政機
関、各種団体、公募　計１
２人以内

４人以内 1 未周知 0 公開 情報コーナー 1
会議開催の事前公表がされてい
ない。
ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査では情報コーナーで公開している
との回答だったが、実地調査したところ情報
コーナーに会議録が配架されてなかった。

6 嘉麻市空家等対策協議会 防災対策課
空家等に関する総合的な施策及び老
朽空家等の対策について協議を行い、
空家等対策推進に資するため設置

議員、学識経験者、団体
推薦など　計１２人以内

２人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

7 嘉麻市防災会議 防災対策課

・地域防災計画の作成、実施
・市の地域に係る防災に関する重要事
項の審議

関係機関、議員、行政職
員など　計２８人以内

明記なし 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 1 ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
ＨＰ・情報コーナーに会議録が配架されてな
かった。

8 嘉麻市行政経営推進審議会 企画財政課
限られた行政資源を最大限に活用し、
効率的かつ効果的な行政経営を推進
するため設置

学識経験者、団体推薦、
公募　計１２人以内

４人以内 11 公開 0 公開 ＨＰ 2

会議開催の事前公表がされてな
いときがあり、公表期間も短い。
情報コーナーに会議録の配架が
なく、ＨＰには会議資料の配架が
なかった。

当初の調査ではＨＰで公開しているとの回答
だったが、実地調査したところＨＰに会議録は
配架されているが、会議資料が配架されてな
かった。

9
嘉麻市まち・ひと・しごと創生
推進会議

企画財政課
嘉麻市総合戦略の策定及び推進にあ
たり、専門的見地から意見を聴取する
ため設置

学識経験者、団体推薦、
公募　計１２人以内

２人以内 2 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

10
嘉麻市配偶者等からの暴力
防止対策連絡協議会

男女共同参画
推進課

配偶者等からの暴力の防止及び被害
者の支援のための総合的な対策につ
いて協議を行い、関係機関の相互の
連携を図るため設置

関係機関、団体推薦など
計１２人以内

明記なし 1 公開 1 公開 ＨＰ・情報コーナー 2
情報コーナーへ会議録が配架され
ていない。
会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
情報コーナーに会議録が配架されてなかっ
た。

11 嘉麻市男女共同参画審議会
男女共同参画
推進課

・男女共同参画社会の形成に向けた
施策、実施状況
・基本計画の策定、変更、進捗管理

学識経験者、団体推薦、
公募　計１２人以内

６人以内 6 公開 12 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

12
嘉麻市公の施設指定管理者
審査委員会

管財課
・指定候補者の選定等について調査・
審査
・指定の取消し、業務停止

学識経験者、公募など
計５人以内

２人以内 3 非公開 公開 ＨＰ・情報コーナー 1
会議開催の事前公表がされてい
ない。
ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
ＨＰには会議録が配架されてなく、情報コー
ナーには答申書のみの配架であった。

13
嘉麻市「福岡県立山田高等学
校跡地」利活用推進協議会

地域活性推進
課

平成19年3月に廃校となった福岡県立
山田高等学校の跡地に関し、専門的
な見地から協議し、高校跡地の利活用
を積極的に推進するため設置

学識経験者、団体推薦、
公募　計１２人以内

３人以内 7 公開 1 公開 ＨＰ 2
情報コーナーへ会議録が配架され
ていない。
会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

情報コーナーに会議録が配架されていなかっ
た。

14
嘉麻市の国民健康保険事業
の運営に関する協議会

市民課 国民健康保険法の規定に基づき設置
保険医等、公益を代表す
るもの、被保険者など　計
１２人

明記なし 3 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2 情報コーナーに会議資料が配架さ
れていない。

情報コーナーに会議資料が配架されてなかっ
た。

15
嘉麻市嘉穂隣保館運営審議
会

人権・同和対
策課

会館運営の円滑化を図るため設置
議員、社会福祉協議会、
教育委員会など　計１２人

明記なし 1 非公開 非公開 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。また会議
録についても個人情報に配慮して
要点筆記したものを公開すること
は可能ではないか。

審議会等の会議の公開に関する運用状況結果一覧（Ｈ３０年度）



（資料１）

審議会等名 所管課 設置目的・審議内容等 審議会構成 公募委員 開催
回数

会議公開
等

傍聴
者数

会議録
公開状況

公開等方法

評価
問題なし　　　　３
一部問題あり　２
問題あり　　　　１

問題箇所 実地調査（ＨＰ及び情報コーナー掲載状況）

16
嘉麻市人権啓発センター運営
審議会

人権・同和対
策課

地域住民の生活の社会的、経済的及
び文化的改善向上を図り同和問題の
速やかな解決に資する

議員、社会福祉協議会、
教育委員会など　計１２人

明記なし 1 非公開 非公開 　 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。また会議
録についても個人情報に配慮して
要点筆記したものを公開すること
は可能ではないか。

17 嘉麻市保健計画推進委員会 健康課
嘉麻市保健計画の普及、啓発及び推
進等の環境整備を行うため設置

医療関係者、保健福祉関
係者、教育関係者など
計１２人以内

明記なし 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

18 嘉麻市健康づくり推進協議会 健康課

市民の健康教育活動を積極的に推進
するための知識の普及及び地域の健
康活動を助長し、明るく健康で住みよ
いまちづくりに寄与するため設置

医療関係者、保健福祉関
係者、教育関係者など
計１２人以内

１人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

19 嘉麻市自殺対策連携協議会 健康課

自殺対策基本法第2条の基本理念の
もと、関係機関等の相互の連携を図
り、本市における自殺対策を総合的に
推進するため設置

医療関係者、保健福祉関
係者、教育関係者など
計１２人以内

明記なし 3 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

20 嘉麻市発達支援連携協議会 子育て支援課

個別の支援を必要とする児童を含む
障がいのある児童の早期発見、早期
対応及び適切な支援を行うための体
制を推進するため設置

学識経験者、保育所・幼
稚園関係者、小・中学校
関係者など　計２０人以内

明記なし 2 非公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。
会議録公開までに要した期間が一
部１ヶ月以上かかっているものが
あった。

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

21 嘉麻市介護認定審査会 高齢者介護課 介護保険法の規定による ４９人以内 明記なし 53 非公開 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

22
嘉麻市地域密着サービス運営
委員会

高齢者介護課
地域密着型サービスの適正な運営管
理

保健・医療・福祉関係者、
各種団体、公募　計１１人
以内

２人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

23
嘉麻市地域包括支援センター
運営協議会

高齢者介護課
同センターの設置に関する協議、運営
支援と中立性の確保

保健・医療・福祉関係者、
各種団体、公募　計１１人
以内

２人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

24
嘉麻市地域福祉計画策定委
員会

社会福祉課
社会福祉法の規定に基づき、嘉麻市
地域福祉計画を策定し推進するため
設置

社会福祉関係者、市民団
体等、公募など　計１２人
以内

２人以内 1 未周知 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

会議開催の事前公表がされてい
ない。
情報コーナーへ会議録が配架され
ていない。
会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
情報コーナーに会議録が配架されてなかっ
た。

25
嘉麻市森林・林業・林産業振
興協議会

農林振興課
森林並びに林業及び林産業の振興に
関する事項を調査審議するため設置

農林関係団体、林業従事
者、学識経験者、公募な
ど　計１２人以内

４人以内 1 公開 0 公開 ＨＰ 1 ＨＰ及び情報コーナーへ会議録が
配架されていない。

当初の調査ではＨＰで公開しているとの回答
だったが、実地調査したところＨＰ及び情報
コーナーに会議録が配架されてなかった。

26 嘉麻市工場等誘致審議会 産業振興課
嘉麻市内における工場等の誘致を行
うにあたり、積極的な奨励に係る適正
な奨励措置を図るため

商工会議所、商工会、誘
致企業振興会など　計８
人以内

明記なし 3 非公開 公開 ＨＰ・情報コーナー 2
会議開催の事前公表がされてい
ない。
情報コーナーへ会議録が配架され
ていない。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
ＨＰに会議録が配架されてなかった。

27 嘉麻市就学指導委員会 学校教育課
心身に障害、または疑いのある児童生
徒に関し調査審議

教員、校医、学識経験者
など　計１５人以内

明記なし 4 非公開 非公開 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。また会議
録についても個人情報に配慮して
要点筆記したものを公開すること
は可能ではないか。

28 嘉麻市奨学資金貸付審議会 学校教育課 奨学生の選考について審議
中・高校長、学識経験者
計１０人以内

明記なし 1 非公開 非公開 2

会議が非公開の場合でも会議開
催の事前公表は特段の事情がな
い限り行う必要がある。また会議
録についても個人情報に配慮して
要点筆記したものを公開すること
は可能ではないか。

29 嘉麻市学校給食審議会 学校教育課
学校給食の適正かつ円滑な運営を図
る

学識経験者、ＰＴＡ、小・中
校長、栄養教諭　計１２人
以内

明記なし 1 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2
情報コーナーへ会議録が配架され
ていない。
会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

当初の調査ではＨＰ・情報コーナーで公開し
ているとの回答だったが、実地調査したところ
情報コーナーに会議録が配架されてなかっ
た。

30
嘉麻市学力向上推進プロジェ
クト協議会

学校教育課
嘉麻市立小中学校に通学する児童生
徒の学力向上を推進するため

教育長、PTA、校長など
計１４人以内

明記なし 2
公開

（一部未周
知）

0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2
会議開催の事前公表が一部され
ていない。
会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。



（資料１）

審議会等名 所管課 設置目的・審議内容等 審議会構成 公募委員 開催
回数

会議公開
等

傍聴
者数

会議録
公開状況

公開等方法

評価
問題なし　　　　３
一部問題あり　２
問題あり　　　　１

問題箇所 実地調査（ＨＰ及び情報コーナー掲載状況）

31
嘉麻市いじめ問題対策推進協
議会

学校教育課

嘉麻市立小学校及び中学校における
いじめの防止等に関係する機関及び
団体の連携を強化し、いじめの防止等
のための対策を総合的かつ効果的に

学識経験者、弁護士、関
係行政機関など　計１０人
以内

明記なし 2
一部非公
開

0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2 会議録公開までに要した期間が
１ヶ月以上かかっている。

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

32
稲築中学校区小中一体型校
施設整備協議会

学校教育課

嘉麻市小中一体型校の施設整備に関
し、嘉麻市学校施設整備基本計画を
踏まえ、地域の特性を活かした施設整
備に必要な事項を協議するため設置

学識経験者、保護者、学
校の代表者など　計１２人
以内

明記なし 9 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

33
碓井中学校区小中一体型校
施設整備協議会

学校教育課

嘉麻市小中一体型校の施設整備に関
し、嘉麻市学校施設整備基本計画を
踏まえ、地域の特性を活かした施設整
備に必要な事項を協議するため設置

学識経験者、保護者、学
校の代表者など　計１２人
以内

明記なし 9 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

34 嘉麻市学校施設整備審議会 学校教育課
嘉麻市立小学校及び中学校の施設整
備に関し、必要な事項を審議するため
設置

学識経験者、保護者、学
校の代表者など　計１２人
以内

明記なし 4 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

35 嘉麻市社会教育委員の会議 生涯学習課
社会教育法の規定により、社会教育に
関する助言を受けるため設置

学識経験者、学校教育関
係者、公募など　計１０人
以内

１人以内 3 公開 6 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

情報コーナーへの会議録の配架
の不備
会議録公開までに要した期間が一
部１ヶ月以上かかっているものが
あった。

情報コーナーに一部、会議録が配架されてい
ない部分があった。

36 嘉麻市公民館運営審議会 生涯学習課
社会教育法の規定により、公民館の
運営に関し、館長の諮問に応じるため
設置

学識経験者、学校教育関
係者、公募など　計１０人
以内

１人以内 3 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

情報コーナーへの会議録の配架
の不備
会議録公開までに要した期間が一
部１ヶ月以上かかっているものが
あった。

情報コーナーに会議録が嘉穂庁舎には完備
されてあったが、碓井・山田には第１回がな
く、稲築庁舎には配架されてなかった。

37 嘉麻市文化財保護審議会 生涯学習課
文化財の保存及び活用に関する調査
審議

学識経験者、公募　計１０
人以内

１人以内 3

公開×２
一部非公
開×１

（一部未周
知）

0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

会議開催の事前公表が一部され
ていない。
ＨＰ及び情報コーナーの一部に会
議資料が配架されていない。
会議録公開までに要した期間が一
部１ヶ月以上かかっているものが
あった。

ＨＰ、情報コーナーの一部に会議資料が配架
されてなかった。

38 嘉麻市立図書館協議会 生涯学習課
図書館の運営に関し、館長の諮問、意
見を述べる

学識経験者、学校教育関
係者、公募など　計１２人
以内

１人以内 8 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 2

情報コーナーへの会議録の配架
の不備
会議録公開までに要した期間が一
部１ヶ月以上かかっているものが
あった。

情報コーナーに一部、会議録が配架されてい
ない部分があった。

39
嘉麻市立織田廣喜美術館運
営協議会

生涯学習課
美術館の運営に関し、館長の諮問に
応じ、また意見を述べる

学識経験者、学校教育関
係者、公募など　計８人以
内

１人以内 3 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。

40 嘉麻市スポーツ推進審議会 スポーツ推進課

スポーツ施設の整備、指導者の養成、
事故の防止、団体の育成技術の向上
などスポーツの推進に関する必要な事
項について調査審議

学識経験者、各種団体、
関係行政機関、公募など
計１２人以内

２人以内 2 公開 0 公開 ＨＰ・情報コーナー 3 なし

HP、情報コーナーどちらも精度よく完備して
あった。



（資料２）

施策名

嘉麻市嘉麻浄化
センター条例、嘉
麻市嘉麻クリーン
センター条例及び
嘉麻市嘉麻斎場
条例の廃止

第1次嘉麻市自殺対
策計画

嘉麻市中小企業振
興基本計画（案）

嘉麻市学校施設整備
基本計画（改訂版）
（案）

嘉麻市小中一体型
校施設整備基本方
針(案）

嘉麻市立図書館基
本計画

嘉麻市個別施設見
直し計画（平成３０
年度～平成３７年
度編）

所管課 環境課 健康課 産業振興課 学校教育課 学校教育課 生涯学習課 企画財政課

実施期間 H30.10.5～H30.11.2 H30.12.6～H31.1.4 H30.6.18～H30.7.17 H30.5.1～H30.5.31 H30.9.1～H30.9.30 H31.1.4～H31.2.4 H30.10.1～H30.11.1

提出者数（人） 0 0 0 1 0 3 345

意見数（件） 0 0 0 1 0 21 345

意見を受け
修正した数
（件）

0 0 0 0 0 1 0

実施しなかった
施策等の名称

― ― ― ― ― ― ―

実施しなかった
理由

― ― ― ― ― ― ―

平成３０年度パブリックコメント実施状況



（資料３）平成３０年度　議案及び計画一覧

№ 件名 提出課 内容
パブコメ
実施

備考

1
専決処分事項の承認について
（嘉麻市税条例の一部を改正
する条例について）

税務課

地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布され、わが
まち特例の割合を定める規定及び評価替えに関連した土地の負担調整措置等
の継続等について、条例に所要の改正を行うため、嘉麻市税条例の一部を改
正する条例を専決処分したので、提案するものである。

×
第３条
第１項
第４号

2

専決処分事項の承認について
（嘉麻市国民健康保険条例の
一部を改正する条例につい
て）

税務課

地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成３０年３月３１日に公布さ
れ、国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び減額措置に係る軽減判定所
得の算定方法の変更に伴い、条例に所要の改正を行うため、また、地方税法
及び航空燃料譲与税法の一部を改正する法律において、平成３０年４月１日
から、国民健康保険の財政運営の責任主体を県が担うことに伴い、国民健康
保険税の課税額の定義の変更が生じ、条例に所要の改正を行うため、嘉麻市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、提案するも
のである。

×
第３条
第１項
第４号

3
専決処分事項の承認について
（交通事故に係る損害賠償の
額を定めることについて）

環境課
平成２９年１０月１８日に飯塚市内野の国道２００号内野交差点おいて発生
した市職員による交通事故に伴い、損害賠償責任が生じたため、損害賠償の
額を定めることについて専決処分したので、提案するものである。

× 対象外

4
嘉麻市副市長の選任につき同
意を求めることについて

人事秘書
課

副市長の選任 × 対象外

5

専決処分事項の承認について
（平成３０年度嘉麻市国民健
康保険事業特別会計補正予算
（第１号））

市民課 平成３０年度嘉麻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） × 対象外

6
嘉麻市配偶者等からの暴力防
止対策連絡協議会条例につい
て

男女共同
参画推進
課

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援のための総合的な対策について
協議を行い、関係機関の相互の連携を図るため、地方自治法第１３８条の４
第３項の規定に基づき、嘉麻市配偶者等からの暴力防止対策連絡協議会を設
置するため、提案するものである。

× 対象外

7
嘉麻市自殺対策連携協議会条
例について

健康課

自殺対策基本法第２条の基本理念のもと、自殺予防のための総合的な対策に
ついて協議を行い、関係機関等の相互の連携を図るため、地方自治法第１３
８条の４第３項の規定に基づき、嘉麻市自殺対策連携協議会を設置するた
め、提案するものである。

× 対象外

8
嘉麻市税条例等の一部を改正
する条例について

税務課

地方税法等の一部を改正する法律等が平成３０年３月３１日に公布されたこ
とに伴い、生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置の創設並びに個人
所得課税及び市たばこ税の見直し等について、条例に所要の改正を行うた
め、提案するものである。

×
第３条
第１項
第４号

9

嘉麻市新庁舎施設整備等審議
会条例及び嘉麻市地域整備協
議会条例を廃止する条例につ
いて

地域活性
推進課

嘉麻市新庁舎施設整備等審議会及び嘉麻市地域整備協議会の任務終了に伴
い、嘉麻市新庁舎施設整備等審議会条例及び嘉麻市地域整備協議会条例を廃
止するため、提案するものである。

× 対象外

10
嘉麻市霊柩自動車使用条例を
廃止する条例について

環境課
社会情勢の変化により必要性が低下したことから、嘉麻市霊柩自動車
使用条例を廃止するため、提案するものである。

× 対象外

11 嘉麻市山林基金条例について 総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

12

嘉麻市住宅新築資金等貸付金
の償還に関する合併前の条例
の経過措置を定める条例につ
いて

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

13
嘉麻市地域包括支援センター
運営協議会条例について

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

14
嘉麻市地域密着型サービス運
営委員会条例について

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

15
嘉麻市老人ホーム入所判定会
議条例について

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

16
嘉麻市住民投票条例等の一部
を改正する条例

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

17
嘉麻市碓井住民センター条例
等の一部を改正する条例につ
いて

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

18
嘉麻市総合計画策定審議会条
例等の一部を改正する条例に
ついて

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

19
嘉麻市自治基本条例等の一部
を改正する条例について

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

20
嘉麻市立児童センター及び児
童館条例等の一部を改正する
条例について

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

21
嘉麻市職員の特別職の給与等
に関する支給条例の一部を改
正する条例

総務課 例規精査に伴う新規条例 × 対象外

22
嘉麻市教育委員会委員の任命
につき同意を求めることにつ
いて

人事秘書
課

教育委員の任命 × 対象外

23
嘉麻市過疎地域自立促進計画
の変更について

企画財政
課

嘉麻市過疎地域自立促進計画の事業内容の追加に伴い、過疎地域自立促進特
別措置法の規定に基づき、議会の議決を求めるため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第２号

24 市道路線の変更について 土木課 県道飯塚山田線道路改良工事、県道下山田碓井線道路改良工事 × 対象外

25
福岡県後期高齢者医療広域連
合規約の一部変更に関する協
議について

市民課

平成３０年１０月１日から筑紫郡那珂川町が那珂川市となることに伴い、福
岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、当該規
約の一部変更に関し関係市町村と協議することについて、地方自治法第２９
１条の１１の規定により議会の議決を求めるものである。

× 対象外

Ｈ30.5月
臨時議会

議
案

Ｈ30.6月
定例会



（資料３）
№ 件名 提出課 内容

パブコメ
実施

備考

26
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第１号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第１号） × 対象外

27
平成３０年度嘉麻市住宅新築
資金等貸付事業特別会計補正
予算書（第１号）

人権・同
和対策課

平成３０年度嘉麻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算書（第１号） × 対象外

28
専決処分事項の承認について
（平成３０年度嘉麻市一般会
計補正予算（第３号））

企画財政
課

平成３０年６月２９日から同月３０日にかけて、平成３０年７月３日、平成
３０年７月５日から同月７日にかけて発生した台風及び豪雨等による災害復
旧費用が必要となったことに伴い、平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算
（第３号）を専決処分したので、提案するものである。

× 対象外

29
嘉麻市小中一体型校施設整備
協議会条例について

学校教育
課

校区別の小中一体型校整備基本計画策定にあたり、校区ごとの地域の特性を
活かし、より効果的で効率的に施設整備を行うことを目的とし、地方自治法
第１３８条の４第３項の規定に基づき、嘉麻市小中一体型校施設整備協議会
を設置するため、提案するものである。

× 対象外

30
嘉麻市バス条例の一部を改正
する条例について

総務課
嘉麻市バスの熊ヶ畑・桂川線の一部路線を変更し、西鉄バスの碓井・大分坑
線２８番系統の廃止路線を補完することに伴い、嘉麻市バス運賃について、
条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第２号

31
嘉麻市職員等の旅費に関する
条例の一部を改正する条例に
ついて

人事秘書
課

特別職の職員等の旅費について、国家公務員等の旅費に関する法律別表第１
の区分に準拠するように改定するとともに、一般職の職員等が特別職の職員
等に随行する場合の宿泊料を改定するため、提案するものである。

×
第３条
第１項
第３号

32
嘉麻市社会体育施設条例の一
部を改正する条例について

スポーツ
推進課

嘉麻市大隈グラウンドの跡地についての利活用が決定し、用途廃止を行うこ
とに伴い、条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第５号

33
嘉麻市教育委員会教育長の任
命につき同意を求めることに
ついて

人事秘書
課

教育長の任命 × 対象外

34 市道路線の変更について 土木課
市道内民地所有者の申し出に伴い、当該路線の起終点等の変更を行うため、
提案するものである。

× 対象外

35
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第４号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第４号） × 対象外

36
平成３０年度嘉麻市国民健康
保険事業特別会計補正予算書
（第２号）

市民課 平成３０年度嘉麻市国民健康保険事業特別会計補正予算書（第２号） × 対象外

37
平成３０年度嘉麻市介護保険
事業特別会計補正予算書（第
１号）

高齢者介
護課

平成３０年度嘉麻市介護保険事業特別会計補正予算書（第１号） × 対象外

38
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第５号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第５号） × 対象外

39
平成３０年度嘉麻市介護保険
事業特別会計補正予算書（第
２号）

高齢者介
護課

平成３０年度嘉麻市介護保険事業特別会計補正予算書（第２号） × 対象外

40
専決処分事項の承認について
（損害賠償の額を定めること
について）

産業振興
課

平成３０年４月１４日に市が管理する足白ボルダリングセンター駐車場（旧
嘉麻市立足白小学校）において、相手方自動車が駐車場へ進入時に発生した
事故に伴い、損害賠償責任が生じたため、損害賠償の額を定めることについ
て専決処分したので、提案するものである。

× 対象外

41
専決処分事項の承認について
（平成３０年度嘉麻市一般会
計補正予算（第６号））

企画財政
課

平成３０年１０月６日に発生した台風第２５号による災害復旧費用が必要と
なったことに伴い、平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算（第６号）を専決
処分したので、提案するものである。

× 対象外

42

嘉麻市の議会の議員及び長の
選挙における選挙運動用自動
車の使用及び選挙運動用ポス
ターの作成の公営に関する条
例の一部を改正する条例につ
いて

選挙管理
委員会

公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、平成３１年３月１日以降に告
示される嘉麻市議会議員選挙の選挙運動用のビラの頒布が認められたことに
伴い、嘉麻市議会議員及び嘉麻市長の選挙における選挙運動用ビラの作成に
要する費用を公費負担とすることについて、条例に所要の改正を行うため、
提案するものである。

×
第３条
第２項
第３号

43
嘉麻市議会議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例について

人事秘書
課

平成３０年１１月１９日に提出された嘉麻市特別職報酬等審議会の答申を踏
まえ、議長、副議長及び議員の報酬について、条例に所要の改正を行うた
め、提案するものである。

×
第３条
第１項
第３号

44

嘉麻市市長、副市長及び教育
長の給料額の特例に関する条
例の一部を改正する条例につ
いて

人事秘書
課

平成３０年１１月１９日に提出された嘉麻市特別職報酬等審議会の答申を踏
まえ、市長、副市長及び教育長の給料額の特例について、条例に所要の改正
を行うため、提案するものである。

×
第３条
第１項
第３号

45
嘉麻市税条例の一部を改正す
る条例について

税務課

地方税法の規定に基づき、鉱泉浴場が所在する市町村は、入湯税の賦課徴収
及び課税免除又は不均一課税等について、条例で規定すべきとされており、
市内に鉱泉浴場が所在していることから、条例に所要の改正を行うため、提
案するものである。

×
第３条
第１項
第４号

46
嘉麻市立保育所条例の一部を
改正する条例について

こども育
成課

嘉麻市立嘉穂保育所について、平成３１年４月１日から民間事業者に移管
し、廃止することに伴い、条例に所要の改正を行うため、提案するものであ
る。

×
第３条
第２項
第５号

47
嘉麻市サルビアパークの指定
管理者の指定について

スポーツ
推進課

嘉麻市サルビアパークの指定管理者として、公益財団法人嘉麻市文化スポー
ツ振興公社を指定したいので、提案するものである。

× 対象外

48
嘉麻市温水プールスイミング
プラザなつきの指定管理者の
指定について

スポーツ
推進課

嘉麻市温水プールスイミングプラザなつきの指定管理者として、株式会社福
岡カホスイミングスクールを指定したいので、提案するものである。

× 対象外

49 財産の無償譲渡について
こども育
成課

嘉麻市立嘉穂保育所の民営化に当たり、経営主体となる社会福祉法人に対し
て、当該保育所に係る建物を無償で譲渡することにより、当該社会福祉法人
による円滑な保育所運営の確保を図るため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第５号

50
ふくおか県央環境施設組合規
約の変更について

環境課

ふくおか県央環境施設組合の解散に先立ち、解散後の事務の承継について地
方自治法施行令第２１８条の２の規定により特別の定めをするため、ふくお
か県央環境施設組合規約を変更する必要が生じたので、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る。

×
第３条
第２項
第５号

Ｈ30.9月
定例会

議
案

Ｈ30.6月
定例会

Ｈ30.12月
定例会



（資料３）
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パブコメ
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備考

51
ふくおか県央環境施設組合の
解散に伴う財産処分について

環境課
ふくおか県央環境施設組合の解散に伴う財産処分について関係団体と協議し
たいので、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
ある。

×
第３条
第２項
第５号

52
ふくおか県央環境施設組合の
解散について

環境課
ふくおか県央環境施設組合を解散することについて関係団体と協議したいの
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る。

×
第３条
第２項
第５号

53
ふくおか県央環境広域施設組
合の設立について

環境課

飯塚市、嘉麻市、桂川町及び小竹町のごみ処理施設、最終処分場、し尿処理
施設及び火葬場の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理するため、規
約を定めて一部事務組合を設立することについて関係団体と協議したいの
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る。

×
第３条
第２項
第５号

54
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第７号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第７号） × 対象外

55
平成３０年度嘉麻市国民健康
保険事業特別会計補正予算書
（第３号）

市民課 平成３０年度嘉麻市国民健康保険事業特別会計補正予算書（第３号） × 対象外

56
平成３０年度嘉麻市介護保険
事業特別会計補正予算書（第
３号）

高齢者介
護課

平成３０年度嘉麻市介護保険事業特別会計補正予算書（第３号） × 対象外

57
平成３０年度嘉麻市水道事業
会計補正予算書（第１号）

水道局 平成３０年度嘉麻市水道事業会計補正予算書（第１号） × 対象外

58
嘉麻市一般職の職員の給与に
関する条例等の一部を改正す
る条例について

人事秘書
課

平成３０年度の人事院勧告に伴う国の一般職に係る一般職の職員の給与に関
する法律等の一部を改正する法律及び国の特別職に係る特別職の職員の給与
に関する法律の一部を改正する法律が平成３０年１１月３０日に公布された
ことに伴い、これに準じ、嘉麻市一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支
給率を改定するとともに、嘉麻市特別職等の期末手当の支給率を改定するた
めに、条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

×
第３条
第１項
第３号

59
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第８号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第８号） × 対象外

60
平成３０年度嘉麻市国民健康
保険事業特別会計補正予算書
（第４号）

市民課 平成３０年度嘉麻市国民健康保険事業特別会計補正予算書（第４号） × 対象外

61
平成３０年度嘉麻市後期高齢
者医療特別会計補正予算書
（第１号）

市民課 平成３０年度嘉麻市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第１号） × 対象外

62
平成３０年度嘉麻市住宅新築
資金等貸付事業特別会計補正
予算書（第２号）

人権・同
和対策課

平成３０年度嘉麻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算書（第２号） × 対象外

63
平成３０年度嘉麻市介護保険
事業特別会計補正予算書（第
４号）

高齢者介
護課

平成３０年度嘉麻市介護保険事業特別会計補正予算書（第４号） × 対象外

64
平成３０年度嘉麻市水道事業
会計補正予算書（第２号）

水道局 平成３０年度嘉麻市水道事業会計補正予算書（第２号） × 対象外

65
専決処分事項の承認について
（損害賠償の額を定めること
について）

環境課
平成３０年６月２８日に嘉麻市西郷市道新道・牛隈線において発生した職員
による交通事故に伴い、損害賠償責任が生じたため、損害賠償の額を定める
ことについて専決処分したので、提案するものである。

× 対象外

66
嘉麻市子育て総合支援セン
ター条例について

こども育
成課

発達障害、児童虐待、不登校等の様々な困難や課題を有する子どもに対し、
その特性、発達段階、その他の状況に応じ、福祉、保健、教育その他の関連
分野が有機的に連携し、切れ目なく総合的かつ継続的に支援を図るため、母
子保健法第２２条第１項及び児童福祉法第１０条の２の規定に基づき、嘉麻
市子育て総合支援センターを設置するため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第３号

67
嘉麻市公平委員会設置条例に
ついて

総務課
ふくおか県央環境施設組合の解散に伴い、地方公務員法第７条第３項の規定
に基づき、嘉麻市公平委員会を設置するため、提案するものである。

× 対象外

68
嘉麻市公平委員会委員の服務
の宣誓に関する条例について

総務課
地方公務員法第９条の２第１２項の規定において準用する同法第３１条の規
定に基づき、嘉麻市公平委員会委員の服務の宣誓に関しては、条例で定める
こととされているため、提案するものである。

× 対象外

69
嘉麻市「福岡県立山田高等学
校跡地」利活用推進協議会条
例を廃止する条例について

地域活性
推進課

嘉麻市「福岡県立山田高等学校跡地」利活用推進協議会の任務終了に伴い、
嘉麻市「福岡県立山田高等学校跡地」利活用推進協議会条例を廃止するた
め、提案するものである。

× 対象外

70

嘉麻市職員の自己啓発等休業
及び修学部分休業に関する条
例等の一部を改正する条例に
ついて

人事秘書
課

学校教育法の一部を改正する法律が平成３１年４月１日から施行されること
に伴い、関係条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

× 対象外

71
嘉麻市職員の特別職の給与等
に関する支給条例の一部を改
正する条例について

農業委員
会

農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進することを
目的として、新たに農地利用最適化交付金が創設されたことに伴い、現行の
報酬とは別に事後的に報酬を上乗せして支給できるようにするため、提案す
るものである。

×
第３条
第１項
第３号

72
嘉麻市かんがい施設維持管理
基金条例の一部を改正する条
例について

農林振興
課

白門池用水機施設に係る維持管理基金が、平成３０年度をもって残高不足が
生じることに伴い、嘉麻市かんがい施設維持管理基金条例の対象施設から当
該施設を除外するため、提案するものである。

× 対象外

73
嘉麻市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

社会福祉
課

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布された
ことに伴い、条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

×
第３条
第２項
第３号

74
嘉麻市嘉麻浄化センター条例
等を廃止する条例について

環境課
環境施設等の広域化にあたり、平成３１年４月１日に設立するふくおか県央
環境広域施設組合に、市の直営施設を移管することに伴い、関係条例を廃止
するため、提案するものである。

〇

75
嘉麻市介護保険条例の一部を
改正する条例について

高齢者介
護課

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布により、平成３１年度におけ
る第１号被保険者の減額賦課についての新たな介護保険料率が設定されるこ
とに伴い、条例に所要の改正を行うため、提案するものである。

×
第３条
第１項
第４号

議
案

Ｈ30.12月
定例会

Ｈ31.3月
定例会
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76
嘉麻市観光拠点施設条例の一
部を改正する条例について

産業振興
課

観光拠点施設における宿泊施設の新設に伴い、条例に所要の改正を行うた
め、提案するものである。

×
第３条
第２項
第２号

77
嘉麻市営住宅条例の一部を改
正する条例について

住宅課
市営住宅の老朽化等に伴う用途廃止により、条例に所要の改正を行うため、
提案するものである。

×
第３条
第２項
第２号

78
災害に際し応急措置の業務に
従事した者に係る損害補償条
例を廃止する条例について

防災対策
課

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償については、嘉麻市
消防団員等公務災害補償条例に規定されていることから、災害に際し応急措
置の業務に従事した者に係る損害補償条例を廃止するため、提案するもので
ある。

× 対象外

79
嘉麻市教育センター条例の一
部を改正する条例について

学校教育
課

嘉麻市子育て総合支援センターの設置に伴い、嘉麻市教育センターの業務の
一部が移行されることにより、条例に所要の改正を行うため、提案するもの
である。

×
第３条
第２項
第２号

80
嘉麻市農業委員会委員の選任
につき同意を求めることにつ
いて

人事秘書
課

農業委員会委員の選任　１５名 × 対象外

81
嘉麻市公平委員会委員の選任
につき同意を求めることにつ
いて

人事秘書
課

公平委員会委員の選任　３名 × 対象外

82
嘉麻市及びふくおか県央環境
施設組合公平委員会の共同設
置を廃止することについて

総務課
ふくおか県央環境施設組合の解散に伴い、嘉麻市及びふくおか県央環境施設
組合公平委員会の共同設置を廃止するため、提案するものである。

× 対象外

83
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第９号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第９号） × 対象外

84
平成３０年度嘉麻市国民健康
保険事業特別会計補正予算書
（第５号）

市民課 平成３０年度嘉麻市国民健康保険事業特別会計補正予算書（第５号） × 対象外

85
平成３０年度嘉麻市後期高齢
者医療特別会計補正予算書
（第２号）

市民課 平成３０年度嘉麻市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第２号） × 対象外

86
平成３０年度嘉麻市住宅新築
資金等貸付事業特別会計補正
予算書（第３号）

人権・同
和対策課

平成３０年度嘉麻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算書（第３号） × 対象外

87
平成３０年度嘉麻市介護保険
事業特別会計補正予算書（第
５号）

高齢者介
護課

平成３０年度嘉麻市介護保険事業特別会計補正予算書（第５号） × 対象外

88
平成３０年度嘉麻市水道事業
会計補正予算書（第３号）

水道局 平成３０年度嘉麻市水道事業会計補正予算書（第３号） × 対象外

89

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

人事秘書
課

平成３１年３月３１日限り、ふくおか県央環境施設組合、飯塚市・桂川町衛
生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が、解散により福
岡県市町村職員退職手当組合から脱退する。また、平成３１年４月１日か
ら、ふくおか県央環境広域施設組合が、新規設置により福岡県市町村職員退
職手当組合に加入する。
これらのことに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団
体の数を増減し、福岡県市町村職員退職手当組合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。

× 対象外

90
平成３０年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第１０号）

企画財政
課

平成３０年度嘉麻市一般会計補正予算書（第１０号） × 対象外

91
平成３１年度嘉麻市一般会計
補正予算書（第１号）

企画財政
課

平成３１年度嘉麻市一般会計補正予算書（第１号） × 対象外

92 第１次嘉麻市自殺対策計画 健康課
平成２８年４月に自殺対策基本法が一部改正され、地域の実情に即した市町
村自殺対策計画の策定が義務づけられたことを受け、今回「第１次嘉麻市自
殺対策計画」を策定

〇

93 嘉麻市中小企業振興基本計画
産業振興
課

条例に基づき中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ
とを目的として、中小企業振興に関する具体的な取り組み内容や推進体制な
どを定めるもの

〇

94
嘉麻市学校施設整備基本計画
（改訂版）

学校教育
課

嘉麻市の学校教育を更に発展させる基盤として次世代に繋がる教育施設環境
を整備するために、平成３０年３月の嘉麻市学校施設整備審議会答申を尊重
し、２１基本計画を改訂するもの

〇

95
嘉麻市小中一体型校施設整備
基本方針

学校教育
課

小中一体型施設整備の実施にあたり、改訂基本計画の基本的な考え方に基づ
き、５中学校区の施設整備を公平・円滑に推進するための指針となる、基本
コンセプト及び基本コンセプト実現にむけた施設整備の考え方について定め
るもの

〇

96 嘉麻市立図書館基本計画
生涯学習
課

本市にふさわしい施設の設置数及び運営方針を定め、市の財政負担の軽減を
図りつつ、効率的な図書館サービスの提供を行うことで、すべての市民に対
し読書活動の推進及び読書環境の充実を図ること、併せて地域や学校との連
携を更に深め、図書館が地域コミュニティ活性化の核となり得る施設となる
ために策定

〇

97
嘉麻市個別見直し計画（平成
３０年度～平成３７年度編）

企画財政
課

嘉麻市公共施設等適正化基本方針に掲げる今後の方向性の実現を図るため、
市内にある施設の老朽化や耐震化など安全性確保の緊急性や間近に迫る合併
特例事業債等の有利な財源の活用期限を踏まえた、個別施設ごとの更新・統
廃合・長寿命化等の具体的な実施計画として策定

〇

98
嘉麻市「福岡県立山田高等学
校跡地」利活用推進基本計画

地域活性
推進課

福岡県立山田高等学校は平成１９年４月から現在に至るまで閉校時そのまま
の状態が続いている。今後のより良い跡地の利活用を推進していく事を目的
に「嘉麻市福岡県立山田高等学校跡地利活用推進基本計画」を策定

×
第３条
第２項
第５号

99 嘉麻市水道事業経営戦略 水道局
将来にわたり水道事業を安定的に継続できるよう、経営基盤強化と財政マネ
ジメントの向上に取り組むため、中長期的な経営の基本計画である「嘉麻市
水道事業経営戦略」を策定

×

計
画

議
案

Ｈ31.3月
定例会


