
                   へいま通信 第 4４号            平成 30 年４月６日       

【ホームページ】http://www.komei.or.jp/km/taku-heima-toshiharu/ 【Ｅmail】toheima3@gmail.com 

 

 

 

 

平間智治の１２月定例会一般質問（要旨）平間智治の平成２７平成     

３０年３月定例会一般質問（要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                       

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 
  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

質問 空家活用の促進策は 

答弁 多久市の空き家バンク制度に取り組み、これまで、建物

と土地合わせて１２４件の登録。５４軒が成立しています。 

多久市の補助金…空き家リフォーム補助金：リフォーム代の

１０％（上限 30万円）、加算額（転入加算）：20万円 

質問 空家等の発生を抑制する先進地の事例を２つ紹介 

❶奈良県の吉野郡吉野町の事例…特定非営利活動法人空き家コ

ンシェルジュというもので、空き家等の発生を抑制する。 

❷山形県の酒田市…自治会への運営交付金を支給し、自治会に

よる空き家等の見守りを行っている。多久市の対策は 

答弁 多久市の現状では、22件の特定空家等を優先して対応を

実施していきたいと考えております。 

 

 

 

質問 第４次多久市総合計画の後期基本計画の 

地域コミュニティづくりについて、市からの財政面と人材

面での支援として、佐賀市の先進事例を紹介します。 

●佐賀市まちづくり協議会校区での実績(平成 30 年 2 月 1

日現在) 校区自治会数：３２、小学校校区数：35のうち 27

校区で「まちづくり協議会」設立済。 

●市からの財政面での支援 
◆協議会設立前…印刷製本費、郵便料など市が負担 

◆協議会設立後…夢プランの実践に係る費用を助成 

①基礎分：使途の定めのない助成⇒均等割 100 万円＋人口割＋

世帯割（110 万円～190万円）。 

②事業費分（今後の導入を検討）：使途の目的が決まっている助

成⇒環境保全、福祉、子育て、地域活性化、自主防災など取り組

むメニューごとに上乗せ補助。 

●市からの人材面での支援 

◆協議会設立前…校区住民ワークショップ等には、専門のファ

シリテーターを配置。 

◆協議会設立後…地域コミュニティ室職員による 1 人 1 校区担

当制を導入。 

【新規の校区】主担当 1 名＋副担当 1 名（文書作成等の事務補

助【継続の校区】担当 1 名（協議会の役員会等へ参加） 

多久市も、旧小校区ごとのコミュニティ活動の環境づくりとし

て、佐賀市のような支援ができないか。 

答弁 多久市として主導して画一的な 

地域の組織づくりというのは現在考え 

ていない状況ですが、育成するための 

中間的な支援は確かに必要を感じてい 

ます。今後も研究を進めて、可能な限 

り支援していきたい。 

 

 

 

 

質問 多久市の空家の調査方法と結果は 

答弁 実態調査…委託で目視。空家数…７６２、居住可能２２

８（２９．９％）、補修すれば居住可能１２１(１５．９%)、居

住不可能４１３（５４．２％）。 

質問 特定空家の認定状況は 

答弁 国のガイドラインを参考に、建物の倒壊等、保安上の危

険性、衛生上有害となる危険性など、４項目及び周辺への影響に

ついて立入調査を行い、その結果を多久市空家等対策協議会で

協議を行い、危険性が高いと考えられる31件について、昨年11月

に立入調査を行い、22件を特定空家等に認定しました。 

質問 所有者・相続人の把握ができているか 

答弁 現状は、死亡等で半数しか把握できていません。 

質問 特定空家に認定２２件の①助言又は指導②勧告 

③命令④代執行を行った措置状況は 

答弁 最初の通知をまだ実施していないので実績はゼロです。 

質問 多久市の解体・除去の促進のための取り組みは 

空家等対策の推進に関する特別措置法の第１５条に、必要な財

政上の措置、税制上の措置を講ずるものとする。と規定されてい

ます。特別措置法に沿った取り組みは？ 先進地事例 

①固定資産税の減免…福岡県豊前市（減免期間１０年）Ｈ２６

年、２７年度の２年間２０件、富山県立山町（まち）（減免期間

２年間）など、空家を解体しても増税しない。 

②老朽危険家屋等除去促進事業 

福岡県豊前市…補助額：経費の１/ 3 

(上限３０万円)等があります。 

答弁 固定資産税の減免は、先進事例 

等を参考にしながら検討。解体費の助 

成は、公平の観点からどの程度の支援 

が適当かという部分について協議中で 

す。 

質問 相続人等不明空家に対する取り組みは 

山形県酒田市（さかたし）の事例で、相続人が不明な危険老朽空

家について、市が利害関係人（市税未納等による債権者）とな

り、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立て、市が裁

判所へ予納金支払い、相続財産管理人の決定。選任された管理人

による清算手続きを持って問題解決を図っている。 

平成２３年度から６件申立て（３件清算完了） 

答弁 予納金等の部分が大きな金額が必要になってくるという

ことで、現在のところは積極的な取り入れを考えていない。 
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市民の声に答える空家対策を！ 

協働のまちづくり体制の整備について 

ごあいさつ 陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

３月度市議会定例会が開催されましたので、一般質問・議案質

疑など報告します。 

皆さんの現場の問題、市に要望したいことなどありましたら

ご連絡ください。お伺いしてご相談に応じます。 

 

 

http://www.komei.or.jp/km/taku-heima-toshiharu/
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３月定例会のおもな内容 

平成３０年度多久市一般会計当初予算 

歳入歳出 123億円 前年度予算 125億 5千万円 

★健康と生きがい活動事業          1,065万５千円 

天山多久温泉タクア内のむつみ莊利用料金助成 

65 歳以上登録者 利用料 市内 150円（市が 200円補助） 

★足裏診断委託事業              213万 2千円 

市内の保育所・認定こども園に入所している幼児(満 3歳～5歳

児)を対象に診断を行い、その診断の内容から体の発達や健康

の改善につなげる 

★広域クリーセンター事業       4億 4,968万 9千円 

 建設工事及び管理経費等に係る天山地区共同組合への負担 

★マテリアルリサイクル施設整備事業 5億 4,595万５千円 

★温泉保養宿泊施設再生整備事業    4,542万 4千円 

温泉保養宿泊施設再生整備にかかる漏水工事 

★南多久分団本部車庫新設事業      3,694万５千円 

★ハザードマップ作成業務           ７４９万６千円 

★社会資本整備交付金事業(道路事業)3億5,68０万６千円 

橋梁長寿命化計画に基づき、市道橋の修繕工事及び詳細設計 

★弓道場整備事業               1,165万３千円 

平成 35 年度に開催される国民体育大会弓道場として整備を行

うための設計費用等 

 

 

身近な問題もお気軽にご相談ください 

へいまとしはる事務所 

多久市東多久町別府２９４９‐818 

ＴＥＬ  ０９５２－７６－５０６５ 

携帯  ０９０－１１６６－８３２７ 

 

 

 

【 私の主な活動(１月～３月) 】 
◆議会運営委員会の視察で、 

大分県大分市議会（決算審 

査と事務事業評価で執行部 

へ提言）。中津市議会（議員 

相互間の自由討議）につい 

て視察（1月３０日～31日） 

 

◆多久市２か所、小城市２か 

所で女性局と一緒に街頭演説 

「いのち」を守る公明党！ 

自殺防止対策の強化に向けて 

公明党の主張が反映 

(3月 3日) 

◆平成２９年度第 1回多久市 

立東原庠舎（小中一貫校）卒 

業証書授与式に来賓で出席 

(3月 9日) 

 

◆東多久町の桜で有名な「岩 

屋山渓桜公園」に東多久町の 

有志で、桜１０本・もみじ 

２０本を植樹  (3月 10日) 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度多久市一般会計当初予算について 

１、公立病院統合検討に要する経費1,136万円について 

質問 公立病院統合検討に係る支援業務委託の業務内容は 

答弁 多久市及び小城市の病院改革プランに掲げます両病院

の統合、新病院の設置の可能性について協議を進めるために、

多くの先進事例での重要課題である建設候補地選定、また、統

合を行った場合、または単独で継続した場合の経営や病院機能

等の比較などを専門的な見地と客観的なデータをもとに検討

する。  

質問 県とのかかわりをどうするか 

答弁 この統合の発端となりました地域医療構想につきまし

ては、県のほうで上位計画を持っているので、公立病院として

は、県内の医療構想等を抜きにできないと考えておりますの

で、県の関係部署等との連携は必要と考えています。 
 
２、志田林三郎顕彰事業に要する経費1,311万9千円について 

質問 経費の財源は 

答弁 佐賀県補助金866万8千円、一般財源445万1千円を予定 

質問 展示デザイン設営委託の業務内容は 

答弁 「志田林三郎の生涯」「電気通信の発展」「志田林三郎

が見た未来」という３つのゾーン構成で計画をしています。「電

気通信の未来」「地震や火山活動等での地中に流れる電気観測

の最前線」「電気船舶、電気飛行機」の３つの小テーマでパネ

ルを作成しての展示や実際の装置等を借用、展示予定です。そ

れにかかわる業務委託です。 

質問 自記電流計復元制作委託の業務内容は 

答弁 自記電流計は地面に流れる電気の強弱と方向を記録す

る機械です。志田博士は、ブラウン博士が作成したブラウン管

オシログラフ（1897年に発表）よりも、12年前に電流の変動を

波形として記録する自記電流計を設計している。これを部品や

外部も含めて可能な限り正確に復元し、性能においても同等に

なるよう、再現のための試作や実験までを含めた作成委託。 

質問 肥前さが幕末維新博覧会との連携は 

答弁 県内市町は維新博に訪れた観光客を県内各地に人の流

れをつくるために、市町独自に事業を取り組んでいます。佐賀

駅南口から県庁にかけて佐賀県の偉人のモニュメントが作成

され、多久市の先人として志田林三郎博士の像も設置。 

質問 志田林三郎博士顕彰会との連携は 

答弁 志田林三郎博士のモニュメント（像）についても、維新

博が終了した際に多久市へ寄贈される予定ですので、志田林三

郎博士顕彰会と連携をとって活用していきたい。 

 

 

 

 

 

平間智治の議案に対する質疑 
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