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平成２６年第４回定例会 一般質問概要の一覧 

日程 順 議員名 件  名 

９月１０日（水） 

１ 小島 忠義 
ふるさと納税の取り組みについて 

農業公園「ファームパーク伊都国」の活性化策について 

２ 岡村 一伸 
ごみ収集運搬委託について 

「ふるさと納税」について 

３ 堀田 勉 
合併後５年間のまちづくりについて 

二丈地域の均衡ある発展について 

４ 藤井 芳広 糸島市の森林・水源・地下水を今後どのようにして守っていくのか 

９月１１日（木） 

１ 栁 明夫 

支所等の経費など合併算定替の終了に伴う交付税の算定方法の見直しによる糸島市への措置について 

小規模企業振興策、地域経済の活性化について 

原発災害発生時の広域避難計画について～全市民が安全に避難することが可能かについて問う 

２ 徳安 達成 

地方分権改革に伴う許認可業務の権限移譲について 

中学１年生の３５人学級について 

中学校の土曜日授業の実施について 

不登校の子どもたちへのケアについて 

３ 高橋 徹郎 

前原東土地区画整理事業で懸念されることについて 

中学生の安全確保に関して 

防災・減災について 

糸島市の出生率の低さについて 

４ 松月 よし子 
男女共同参画社会の推進について 

日常生活圏域における地域包括ケアの推進について 

９月１２日（金） 

１ 伊藤 千代子 

雷山川、瑞梅寺川、川原川の水害対策について 

原発の重大事故から命と自然を守るための施策について 

桂田踏切の廃止について 

２ 波多江 貴士 
安全安心の街づくりについて 

ふるさと納税の拡充について 
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平成２６年第４回定例会 一般質問概要 

 

日程 順 議員名 件  名 要  旨 

９月１０日

（水） 

１ 小島 忠義 

ふるさと納税の取り組み

について 

（１）糸島市の取り組みの現状について伺う。 

（２）他自治体の取り組みについて伺う。 

（３）ふるさと納税の効果をどのように捉えているのか伺う。 

（４）ふるさと納税を今後更に力を入れて推進して行くつもりなのか。推進して行くつもりならばそ

の方策について伺う。 

農業公園「ファームパーク

伊都国」の活性化策に  

ついて 

（１）開設の趣旨と開設年を伺う。 

（２）開設以来の来場者数の推移について伺う。 

（３）管理・運営方法は現状どのような体制で行われているのか伺う。 

（４）来場者増のために行っている事にはどのようなものがあるのか伺う。 

（５）体験メニューの充実と周辺施設との連携で糸島市の観光の目玉の一つになり得ると思うが見解

と今後の対応策を伺う。 

２ 岡村 一伸 

ごみ収集運搬委託につい

て 

（１）随意契約はいつからなのか。また長年にわたる随意契約の理由について 

（２）何故、一般競争入札・指名競争入札にしないのか。 

（３）ごみ収集運搬委託料の計算根拠（積算）。 

（４）パッカー車の買い替えに対する費用はどうなっているのか。 

（５）随意契約４社の本市への売上の率はどのくらいか。 

（６）契約会社の経営状況を把握しているか。 

「ふるさと納税」について 

（１）本市においての「ふるさと納税」の取り組み状況について 

（２）制度が始まってからこれまでの実績について 

（３）お礼の品と寄付金額との組み合わせについて 

（４）糸島市民が、他市に納税された実績について 

（５）「ふるさと納税」の支払いを、クレジットカードで決済できないか。 

（６）今後の取り組みについて 
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９月１０日

（水） 

３ 堀田 勉 

合併後５年間のまちづく

りについて 

（１）合併後の５年間を総括し、今後５年間のまちづくりの展望を伺う。 

（２）合併により問題解決は図られたか伺う。 

（３）合併効果について伺う。 

（４）６年目からのまちづくりについて伺う。 

（５）合併当初に掲げられた均衡ある発展について伺う。 

二丈地域の均衡ある発展 

について 

（１）二丈地域の実情について伺う。 

（２）二丈地域の課題について伺う。 

（３）二丈地域の振興策について伺う。 

（４）糸島市立図書館二丈館について伺う。 

４ 藤井 芳広 

糸島市の森林・水源・地下

水を今後どのようにして 

守っていくのか 

（１）森林・水源・地下水の現状と課題について 

  ①間伐が必要な全体量と年間達成量。 

  ②間伐材利用の状況と今後の展望。 

  ③個人保有林と持ち主が特定できない森林の面積と納税状況。 

  ④所有者が管理できなくなった森林を今後どのようにして管理・保全していくのか。 

  ⑤森林・水源地の利用状況の把握について 

  ⑥水源地利用に関する規制や条例の有無。 

  ⑦河川等へ放流する生活排水への規制や条例の有無。 

（２）森林・水源・地下水を守り、後世に引き継いでいくためにこれから市として何をしていくのか 

①「水循環基本法」に対する市の考え。 

②「水循環基本法」を受け、水源地や森林を守るためにどのような取り組みをするのか。 

③市としてその取り組みを市内外にどのように発信していくのか。 
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９月１１日

（木） 
１ 栁 明夫 

支所等の経費など合併算

定替の終了に伴う交付税

の算定方法の見直しによ

る糸島市への措置につい

て 

（１）一本算定に加算される金額（国から交付される金額）はいくらか。 

（２）「支所に要する経費」が中心にあり、二丈、志摩地域のために使われるべきものと考えるが、

使途はどのように考えているか。 

小規模企業振興策、地域 

経済の活性化について 

（１）新たに制定された小規模企業振興基本法の意義をどうとらえているか。 

（２）同法第７条の地方公共団体の責務について、市としてのアクション、政策をどのように検討し

ているか。 

（３）市内の中小零細企業の実態について悉皆
しっかい

調査を行い、有効な政策立案を行うべきではないか。 

（４）がんばる中小企業応援補助金、新規開業支援金の改善拡充を行うべきではないか。 

（５）商品券方式による住宅リフォーム助成を来年度以降は市がリフォーム助成に予算を組んで行う

住宅リフォーム助成制度として発展継続すべきではないか。 

（６）糸島の特色、個性を発揮した中小企業振興条例の制定を行うべきではないか。 

原発災害発生時の広域避

難計画について～ 

全市民が安全に避難する 

ことが可能かについて問

う 

（１）全市民が安全に避難できる「広域避難計画」作成のための課題はなにか。 

（２）災害発生時の対応について 

  ①緊急モニタリング、ヨウ素剤の配布、服用について 

（３）避難方法・ルート・避難時間、避難先の受入れ体制など。 

  ①福岡・佐賀・長崎三県が４月３０日に発表した避難時間シミュレーションについて 

  ②２段階避難、様々な場合の避難時間の想定、家畜の避難について 

  ③ＵＰＺ圏外（３０キロ外）の住民の避難、姫島住民の避難について 

（４）いわゆる「災害弱者」の避難について 

  ①介護施設の介護度の高い人々も含めた対策、病院とくに重症患者も含めた対策、在宅の要援護

者の対策について 

  ②保育園、幼稚園、小学校の避難について 

  ③上記の対象は、ＵＰＺ圏外についても対策がとられるか。 
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９月１１日

（木） 

２ 徳安 達成 

地方分権改革に伴う許認

可業務の権限移譲につい

て 

（１）職員の体制、研修制度、引き継ぎは。 

（２）福岡県や他市との情報共有、情報交換はできているか。 

中学１年生の３５人学級 

について 

（１）中学１年生で３５人学級を実施する目的と期待する効果は。 

（２）３５人学級を円滑に実施するための方策は。 

中学校の土曜日授業の実

施について 

（１）土曜日授業の実施状況は。 

（２）土曜日授業を行う目的とその効果は。 

（３）中学校毎に土曜日授業を行うことに対する裁量権はあるのか。 

不登校の子どもたちへの 

ケアについて 

（１）糸島市の不登校の状況は。 

（２）子どもたちが不登校になる原因は何か。 

（３）糸島市の支援体制は十分か。 

３ 高橋 徹郎 

前原東土地区画整理事業

で懸念されることについ

て 

（１）新しい住民と近隣の農家との関係について 

①伊都の杜の新しい住民が、近隣の農地に堆肥肥料が撒かれたときに匂いのことを言ってくるこ

とがあると思うが、そのとき市は新しい住民と農家の双方にどういう対応をするか。 

②また、伊都の杜の新しい住民に年間数日匂う日があることを了解して家を建てて欲しいと思う

が、行政で何か出来ることはないか。 

（２）新しい駅が出来、桂田踏切が廃止されることについて 

①桂田踏切は今の計画では廃止になるが残して欲しいという声はないのか。 

②桂田踏切を残すための方法はないのか。 

③バイパスより南に住んでいる住民が２０２号線に出る場合安全面をどのように考えて道を整

備するつもりか。 

④桂田踏切を利用していた人のなかでは廃止になることを知らない住民がいるが、今後どのよう

に地元に説明するのか。 

⑤また、浦志踏切や、買添踏切は駅完成後、朝のラッシュの時間など前原駅と波多江駅との関係

で遮断機が下りている時間が長くなる可能性はないのか。 
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９月１１日

（木） 

３ 高橋 徹郎 

中学生の安全確保に関し

て 

（１）夜の中学生の歩行に際し、安全面から中学生が持つバッグのメーカーに反射テープを縫い付け

るように糸島市の教育部からお願いできないか。 

防災・減災について 

（１）糸島市の大規模自然災害の対策について 

①糸島市でも大規模な自然災害がいつ起こるかわからない。糸島市の災害対策について、危険箇

所の周知はなされているか。また、そのことは住民に浸透しているか。 

②今回の広島の大規模土砂災害では、避難を呼びかける防災無線が雷や土石流の音で聞こえなか

ったと聞く、糸島市でも同じようなことが起きる可能性がある、このようなときの対処はどう

考えているか。 

（２）防災・減災のための臨時増税について 

①この税金が市民税扱いになっているのはなぜか。明快な目的があって集めている税金なので目

的税にしたらどうか。 

②防災・減災のために１０年間税金が１０００円上がり、５００円が県民税、残り５００円が市

民税として増税される。それにも関わらず、使い道が一般財源で、なにに使われたか分からな

いでは市民の納得が得られないのではないか。糸島市としては１０年間で２億円を超える金額

となるが、その使い道を明確にし、市民に知らせるべきではないのか。 

糸島市の出生率の低さに 

ついて 

（１）糸島市の出生率、粗出生率はどのくらいか。 

（２）近隣市町村と比べても低い数字となっているが、この理由を分析したことはあるか。 

（３）出生率を上げるための市の取り組みは。 

４ 松月よし子 
男女共同参画社会の推進

について 

（１）糸島市における男女共同参画の推進について 

（２）公約実現化プラン３事業について 

（３）女性の活躍推進の支援について 

（４）男女共同参画センター「ラ・ポール」と「かがやき」の統合について 

①外部評価について 

②男女共同参画センターとしての利用等について 

③市が考える統合理由と方法について 

（５）検討すべき事項について 
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９月１１日

（木） 
４ 松月 よし子 

日常生活圏域における地

域包括ケアの推進につい

て 

（１）日常生活圏域の考え方について 

（２）日常生活圏域ニーズ調査について 

（３）家庭介護力と地域介護力について 

（４）地域包括支援センターについて 

  ①予算措置について 

（５）認知症施策について 

  ①認知症高齢者を地域で支えるためには。 

  ②今後の取り組みについて 

９月１２日

（金） 

１ 伊藤 千代子 

雷山川、瑞梅寺川、川原川

の水害対策について 

（１）川の浚渫
しゅんせつ

について 

（２）災害に強い町づくりについて 

（３）中央ルート建設におけるアンダーパス部分の水没の危険性について 

原発の重大事故から命と 

自然を守るための施策に 

ついて 

（１）福島の事故の教訓と放射能についての市の認識を問う。 

（２）避難計画と避難訓練について 

（３）市民の命と財産を守るべき自治体の責務について 

桂田踏切の廃止について 

（１）糸島高校周辺の交通量増加について 

（２）市民・議会への説明責任と住民、関係者の承諾について 

（３）ＪＲとの覚書と新駅設置促進期成会（現在、新駅建設促進会）について 

（４）新駅建設と市の財政及び二丈、志摩との合併前の合意について 

２ 波多江 貴士 

安全安心の街づくりに  

ついて 

（１）現在の防犯カメラの設置状況は。 

（２）市は、設置が必要な地域についてどのように認識しているのか。 

（３）設置主体および費用負担について 

ふるさと納税の拡充に  

ついて 

（１）本市におけるふるさと納税の寄付金の受け入れ状況について 

（２）ふるさと納税の寄付の拡大や、寄付しやすい環境整備についての取り組みについて 

（３）寄付金の使途について 

（４）民間への業務代行について 

 


