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平成２２年第３回定例会 一般質問概要 

日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１５日 

１ 堀田勉 

校区まちづくり推

進プロジェクトに

ついて 

（１）行政区長・公民館の関わり方について伺

う。 

入札制度改革につ

いて 

（１）条件付き一般競争入札の強化、分離分割

発注の推進、総合評価方式入札の導入に

ついて、地元産業の育成という視点から

具体的な取り組みを伺う。 

安心、安全まちづ

くりプロジェクト

について 

（１）自主防災組織の育成事業について、具体

的な説明を伺う。 

（２）有事の際の即戦力として、消防団 OB 組

織をつくる考えはないか伺う。 

二丈庁舎の今後の

利用について 

（１）二丈庁舎は、住民の要望などを踏まえな

がら、地域活性化に役立つようなコミュ

ニティ施設や文化施設に、とあるが具体

的な利用方法について伺う。 

２ 三嶋栄幸 

「糸島市まちづく

り基本条例」につ

いて 

（１）「糸島市まちづくり基本条例」策定の今後

のスケジュールについて 

公園新設について 

（１）県下最低レベルにある“人口一人あたり

の公園面積”を、どう解決するのか。 

 

３ 松月よし子 

糸島市施政方針の

基本方針の一つ、

均衡ある発展をめ

ざして成長戦略づ

くりについて 

（１）新市基本計画をベースに基本方針に沿っ

て、長期総合計画が策定され、各分野別

基本計画の策定は 30 近くになると聞い

ております。それらの羅針盤ともなる基

本方針の文言の一つ「均衡ある発展」と

は、どのような施策なのでしょうか。過

去、国においては、一極集中を緩和する

ための施策でもありましたが、今新しい

糸島市が成長戦力づくりにわざわざ活用

しようとする手腕を質問します。また新

市基本計画が基本でありますが、パブリ

ックコメント、市民公募委員などの手段

の活用はどのような機会で作っていくの

かお伺いいたします。 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１５日 ３ 松月よし子 

校区まちづくり推

進プロジェクトに

ついて 

（１）４年間で５０億円の歳出を削減目標のな

か、当プロジェクトのための市民税１％

の財源の裏付けをお伺いします。又、効

果として求める指標を伺います。 

（２）事業審査委員会の構成について伺います。

又、男女比は？ 

（３）市職員の校区支援体制の平常時勤務、超

過勤務の関係を伺います。 

（４）NPO ボランティアセンターの支援体制に

ついて、お伺いします。 

（５）市民まつり支援事業が当プロジェクトに

含まれています。旧一市二町それぞれに

まつりがなされていましたが、合併して

行われていません。市民からは合併して

淋しくなったと要望の声が上がっており

ますが、校区まちづくりで企画するのか、

別に商工観光で企画、あるいは支援して

頂けるのかお伺いします。 

（６）校区まちづくり推進プロジェクトが行わ

れることにより、従来（一市二町）予算

化されていた、削減されたもの、あるい

は校区まちづくり推進プロジェクトに予

算が含まれるであろう事業はどんなもの

があるかお伺いします。 

・糸島市男女共同参画社会推進条例関連 

・糸島市職員の次世代育成に関する行動

計画関連 

・子育て支援、高齢者支援、障がい者支

援、健康づくり事業等、市の事業と同

様の事業の場合は、市の事業費を利用

できるのか伺います。 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１５日 ４ 波多江一正 

市立図書館につい

て 

（１）二丈・志摩地区の図書館の開館までのス

ケジュールについて 

（２）設置の場所について 

（３）開館までの準備体制について 

（４）基本構想と建築計画の策定について 

（５）市民からの声をどのようにして聞くのか。 

パピルス館について 

（６）本年度のサービス計画について、二丈・

志摩の利用増の想定見込みについて 

（７）移動図書館のサービスステーションの増

設箇所の利用状況について 

（８）本年度の資料費について 

学校図書館につい

て 

（１）平成 20 年度及び 21 年度の利用実績につ

いて 

  ・小・中学校ごとの年間貸出数及び生徒一

人当たりの年間貸出数について 

（２）蔵書の学校図書標準の各校ごとの達成率

と生徒一人当たりの蔵書数 

（３）図書の購入方法について 

（４）図書の監査について 

交通支援体制につ

いて 

（１）庁舎間バスの利用状況について 

（２）庁舎間バスがない地域の交通支援体制に

ついて 

（３）高齢化による交通困難者の交通支援につ

いて 

（４）乗り合いタクシーの導入について 

鳥獣被害について 

（１）ここ数年の鳥獣ごとの被害状況と被害金

額について 

（２）被害対策の推移について 

（３）モンキードッグの導入について 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１６日 

１ 江頭晶子 

男女共同参画社会

推進計画について 

（１）これまでの施策の効果と課題について 

（２）男性、子どもにとっての男女共同参画社会

について 

（３）女性に対するあらゆる暴力の根絶について 

（４）推進体制について 

子育て支援につい

て 

（１）子育て支援プロジェクトについて 

（２）学力向上事業「伊都塾」について 

（３）「生きる力」を育む学校づくりについて 

（４）「子どもの権利」について 

２ 檜和田正子 

体育施設中学校の

プール建設につい

て 

（１）学校教育の条件を整える重要性について 

（２）二丈中・福吉中学校のプール建設について 

糸島市住民の安全

について 

（１）玄海原子力発電所でプルサーマル発電が行

われている。大変危険な核燃料を使用する

安全の保障がないプルサーマル発電の中

止を九電に求めることについて 

（２）糸島市を非核都市宣言の市に、住民の安全

をまちづくりに生かすことについて 

高齢者に暖かいま

ちづくりについて 

（１）後期高齢者医療制度について 

（２）介護保険の認定について 

（３）介護サービスについて 

（４）高齢者対策の充実について 

３ 古川忠正 

農林業施設にかか

る受益者分担金に

ついて 

（１）平成 3 年、農林業施設にかかる受益者負

担金を廃止したいきさつについて 

（２）合併協議会での審議経過について 

（３）校区説明会で出た意見及び意見に対する検

討について 

（４）受益者とは誰をさすのか。 

（５）行政区負担というが誰が責任を持つのか。 

JR加布里駅跨線橋

の屋根設置につい

て 

（１） 屋根の設置は実施計画にあげられていた

が、駅前広場整備を先にされた。足が悪

い人や荷物を持っている人は不自由して

ある。早くすべきでないか。 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１６日 ４ 中村隆光 

新市、糸島市消防

本部のあり方につ

いて 

（１）糸島市消防本部救助隊の任命基準について 

（２）福岡県市町村消防広域化推進計画について 

（３）新市、糸島市防災計画（書）、あるいは地

域防災計画（書）について 

（４）糸島市のすべてにおいての、危機管理体制

について 

 

 

日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１７日 

１ 田原耕一 
地産地消・食育の

取り組みについて 

（１）学校菜園の取り組みについて 

（２）給食食器の地産品活用について 

 

２ 黒田公二 

平成22年度施政方

針及び教育方針に

ついて伺う 

（１）校区まちづくり推進事業実施要綱の内容に

ついて 

（２）（教育方針）「健やかな体の育成」の具体的

な推進について 

（３）（教育方針）「移動美術展」を子ども達の文

化・芸術にふれる場にできないか。 

「安全・安心のま

ちづくり」－救急

搬送について 

（１）本市の救急搬送の現状とその中で、当面し

ている課題について 

（２）高齢者（特に単身高齢者）・障がい者の方々

に配布する“救急医療情報キット”の配布

について 

政府の経済緊急対

策について 

（１）約 10 億円の経済対策の実施状況と今後の

予定について 

３ 伊藤千代子 

市民福祉と障害者

福祉の向上につい

て 

（１）前立腺がんの早期発見とガン検診について 

（２）障害者の老後と障害者福祉センターの設置

について 

口蹄疫対策と農業

振興について 

（１）口蹄疫対策について 

（２）防災、国土・環境保全における農業の役割

について 

（３）米モデル事業について、農家への支援につ

いて 

（４）農業委員会の役割について 

   農地の所有権移転、農振除外について 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１７日 

３ 伊藤千代子 

北新地地区地区計

画について 

（１）予定地の地権者と農地の取得について 

  （平成 18 年 3 月に市街化調整区域の農地を

不動産業者が取得した理由及び経過） 

（２）北新地地区地区計画の問題点について 

中央ルートについ

て 

（１）財政負担と事業内訳について 

４ 笹栗純夫 

エコタウン糸島構

築のための具体的

展開が図れない

か。 

（１）7 月 7 日「クールアース・デー」3 年目、

糸島市としてライトダウン（一斉消灯）キ

ャンペーンに参加協力団体として登録す

るとともに、団体及び市民に、CO２削減

の意識高揚対策は打てないか。 

（２）家庭部門における CO２の排出削減を推進

し、地球温暖化対策の促進と地元事業者を

支援する「住宅省エネ改修助成事業」を取

り組まないか。 

 

教育環境の充実に

ついて 

（１）教師の負担を軽減し、授業時間を多く確保

できる「2 学期制」に向けモデル校を指定

し、効果の検証を実施しないか。 

（２）発達障がい対応のデイジー教科書の下学年

本の提供及び指導教員への提供が可能と

の文部科学省の事務連絡が出されている

が、対応されているか。 

視覚障がい者のた

めの国庫事業の活

用はなされている

のか。 

（１）国の音声コード機器購入補助（補助率

100％）の予算措置の活用。 

（２）地方自治体での音声コード普及研修会の交

付金として 30 万円（補助率 100％）の予算措

置の活用。 
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日にち 順番 議員名 件  名 要  旨 

６月１８日 

１ 吉丸克彦 

市有不動産につい

て 

（１）市有不動産の利用活用について 

糸島市図書館につ

いて 

（１）現在の糸島市図書館についてどう考えてい

るのか。 

（２）基本構想の中で今の糸島市図書館はどのよ

うに関係するのか。 

（３）糸島市図書館の利用状況は。 

２ 小島忠義 

高齢者に対する施

策について伺う 

（１）高齢者を取り巻く環境の実態を伺う。 

（２）生きがいを持って楽しく暮らせる環境づく

りとは具体的に何か。 

（３）老人クラブの存在意義をどうとらえている

のか。 

（４）老人クラブ加入率向上のための方策を何か

考えているのか伺う。 

ゴミの削減対策に

ついて伺う 

（１）クリーンセンターの耐久年数とその後の対

策はどうなるのか。 

（２）ゴミの削減計画はどうなっているのか。 

（３）ゴミ“０”宣言を目指すつもりはあるのか。 

３ 徳安達成 

口蹄疫対策につい

て 

（１）市の口蹄疫に対する防疫措置について 

（２）風評被害対策について 

スポーツ施設の利

用申し込み等につ

いて 

（１）スポーツ施設の利用申請の現状について 

（２）施設の利用申請の簡素化について 

「地域交通計画」

について 

（１）地域交通の現状と課題について 

（２）地域の移動手段の確保について 

（３）地域再生と地域交通システムについて 

 


