
平成２２年第２回定例会 一般質問概要 

 

日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１６日 １ 黒田公二 

松本市長の選挙公

約（マニフェスト）

について伺う 

市長のマニフェストの中の「子育

て・福祉」「安心・安全」「地域づくり」

の３項目について以下の内容を伺う。 

（１）子育て・福祉 

 ◆障がい者雇用コーディネーターの

配置による、障がい者雇用支援につ

いて伺う。 

 ①具体的な時期及び配置人数は 

 ②どのような人材（専門家）を配置

するのか（正職員か嘱託か） 

 ◆「元気高齢者表彰制度」や（中略）

高齢者が生きがいをもって楽しく暮

らせる環境づくりについて伺う。 

 ①表彰制度に加えて、例えば「お元

気ポイント」のような介護保険料

やサービス利用料の負担を軽減す

るポイントシステムを導入する考

えはないか 

（２）安心・安全 

 ◆自然災害（地震・集中豪雨など）

（中略）に対応する危機管理体制の

充実、地域見守りネットワークの整

備について伺う。 

 ①市長の防災に対する基本的な考え

は 

 ②減災対策について（雨水排水対

策・建物の耐震化対策など） 

 ③災害時の情報伝達について 

 ④「地域防災力の向上を目指す」施

策について 

 ⑤災害弱者対策―要援護者名簿作成

と今後の取り組みについて 

 ⑥地域見守り支援ネットワークの整

備の具体的な内容について 

 



日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１６日 １ 
黒田公二 

（続き） 

松本市長の選挙公

約（マニフェスト）

について伺う 

（３）地域づくり 

 ◆市民税の１％相当額を使って、各

校区まちづくりの応援について伺

う。 

 ①その詳細と実施時期について 

 

３月１６日 ２ 檜和田正子 

路線バスの充実に

ついて 

 合併で役場が遠くなり不便を感じて

いる。特に二丈町の路線バスについて。 

白糸地獄地区林地

開発問題について 

 残土処分場問題は住民の反対、旧前

原市議会、旧二丈町議会でも反対決議

が行われた。新市で林道使用不許可が

決定された。住民に説明を行うことに

ついて。 

糸島市図書館の充

実について 

 二丈支所に新しい図書館をつくるこ

とが合併の約束だったが、どうなって

いるか。 

３月１６日 ３ 三嶋栄幸 

新市基本計画につ

いて 

１．「新市基本計画」「市長マニフェス

ト」および「新市の総合計画」との

関連性をどう位置付けているのか。 

市長マニフェスト

について 

１．マニフェストに掲げてある「糸島

市まちづくり基本条例」とは、どう

いうものなのか。 

２．「市民提案型まちづくり助成制度」

および「まちづくりボランティア登

録制度」とは、どういうものなのか。 

３月１６日 ４ 小島忠義 

市長のマニフェス

トに関して、その

実現方法を問う 

１）行財政改革について 

 ・４年間で５０億円の歳出削減方法

はいかに 

 ・外部評価導入の具体的方法と導入

時期は 

２）産業振興について 

 ・地域資源を活かし観光の推進を図

るとある。その具体的方策は 

３）環境対策について 

 ・環境都市宣言を行うとあるが、そ

の内容と実施方法は 

 



日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１７日 １ 吉丸克彦 

白糸地獄谷残土搬

入埋立について 

①不許可決定について 

②森林法について 

糸島の景観につい

て 

 

観光について 

①糸島市はどのような観光を目指すの

か 

②観光基盤づくりについて 

３月１７日 ２ 笹栗純夫 

市長マニフェスト

の「夢」を「かた

ち」にするための

提言 

１．基礎自治体として、自治体間競争

に何を持って立ち向かい、どのよう

な独自性を発揮し、自治体間競争を

勝ち抜く決意か。 

２．２１項目のマニフェスト（具体策）

の工程表を明示されたい。 

３．自然災害（特に集中豪雨対策）に

対して、旧前原市（一部地域）では

２１年度末に報告書がまとめられる

が、それを受けて何を行うか。 

４．合併後、他の自治体から羨望の眼

で注目されているが、思い切って全

国作戦「糸島市観光・企業誘致アピ

ール隊（仮称）」の結成を望む。 

５．ふるさと応援寄附条例のメニュー

の見直しを求める。プレミアム商品

券のプレミアム分、景勝地の定点カ

メラの導入。 

６．新市「糸島市」誕生を、どのよう

なイベントでお祝いする意向か。一

過性のものではなく、市民からの盛

り上がりをどう醸成するか。 

糸島市内全域で下

記の事業を推進・

普及できないか伺

う。 

１．オストメイト対応の多目的トイレ

の拡大。 

２．公立施設、学校トイレの洋式化の

推進。 

３．市役所職員（嘱託職員を含む）、市

立小中学校の教職員に対する「普通

救命講習Ⅰ」を職員研修で義務付け

ができないか。 

 



日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１７日 ２ 
笹栗純夫 

（続き） 

糸島市内全域で下

記の事業を推進・

普及できないか伺

う。 

４．難聴者・中途失聴者対策の実強化

で公共施設へ、「耳マーク」「筆談用

の携帯用ホワイトボード」の設置の

推進ができないか。 

５．小中学校のアレルギー対策（シッ

クハウス対策）の充実、強化ができ

ないか。 

６．介護予防、ゲーム感覚で楽しく遊

べ、世代間交流にも役立つ、「健康遊

具」を糸島市中に普及しないか。 

７．市長公約である「赤ちゃんの駅」

事業拡大をどのように推進される

か。 

８．防犯灯を消費電力が極端に尐なく、

メンテナンスがほとんどない太陽光

発電式白色ＬＥＤ街灯へ切り替えな

いか。 

９．市長からメールマガジン発行や、

ミクシーやツイッターなどで全国の

方々に積極的に情報発信を行い、糸

島の魅力を発信してはどうか。 

３月１７日 ３ 波多江一正 

白糸地獄残土処分

場について 

・林道使用許可申請を不許可にされた

経過と、その内容と、今後の取り組

みについて 

市立図書館につい

て 

・市立図書館と学校図書館の役割につ

いてどの様に考えるか 

・糸島市図書館基本構想（基本計画）

の策定委員会立ち上げ時期について 

・二丈図書館、志摩図書館の開設に向

けて準備室の設置の必要性について 

・新年度での図書館の職員配置、組織

体制について 

学校図書館の充実

について 

・学校図書館振興基本構想、基本計画

の策定について 

・学校図書館の職員の配置について 

・学校図書館の図書の購入方法について 

・各校の学校図書館図書費、新５ヶ年

計画の地方交付税の措置率は 



日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１７日 ３ 
波多江一正 

（続き） 

学校図書館の充実

について（続き） 

・各学校の蔵書数、学校図書標準の達

成率について 

運転困難者に対す

る対策について 

・タクシー代を補助している自治体が

あるが、検討の余地は無いか 

３月１７日 ４ 江頭晶子 
市長のマニフェス

トについて 

（１）「障がい者雇用コーディネーター

の配置による、障がい者雇用支援を

進めます」について 

 ①具体的な雇用支援について 

 ②具体的な行動計画について 

 ③自立支援と雇用支援との関係につ

いて 

（２）「将来の糸島市を担う子どもたち

の学びの場である小中学校を計画的

にリニューアルし、快適な教育環境

を作ります」について 

 ①リニューアルの具体的な計画につ

いて 

 ②快適な教育環境について 

 ③特別支援教育について 

 

 

３月１９日 １ 古川忠正 

住宅版エコポイン

ト制度について 

１、対象になる工事内容は何か。 

２、最大３０万円分もらえるが、その

計算方法はどうなるのか。 

３、対象者への周知はどうするのか。 

住宅リフォーム制

度について 

１、全国１９都道府県の８３自治体に

広がって実施されている住宅リフォ

ーム制度はどのような制度か。 

２、住宅リフォーム制度の目的は何か。

どのような効果があるのか。 

３、糸島市でも実施する時期にきてい

るのではないか。 

 

 

 

 

 

 



日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

３月１９日 ２ 伊藤千代子 

災害時における高

田住民の避難場所

について 

１、世帯数、人口及び災害弱者の状況 

２、指定された避難場所と収容人数に

ついて 

３、公的施設の建設の要望について 

都市計画と合併後

のまちづくりにつ

いて 

１、人事及び職員の勤務状況について 

２、低所得者救済について 

３、公共事業のあり方について 

４、学校給食のあり方について 

５、若宮地区地区計画について 

 


