
 

 

平成２７年第１回糸島市議会定例会における議案等の概要 

 

 

議案等の名称 

 

 

◇人事議案 〔１８件〕 

・人権擁護委員の候補者の推薦について（７件） 

・財産区管理委員の選任について（１１件） 

 

◇協議議案 〔１件〕 

・福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部変更に関する協議につ

いて 

 

◇条例議案 〔１１件〕  

             ・糸島市定住・ブランド基金条例について 

             ・糸島市行政組織条例の一部を改正する条例について 

             ・糸島市職員倫理条例等の一部を改正する条例について 

             ・糸島市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 

・糸島市手数料条例の一部を改正する条例について 

・糸島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

・糸島市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

・糸島市介護保険条例の一部を改正する条例について 

・糸島市教育センター条例の一部を改正する条例について 

・糸島市立図書館条例の一部を改正する条例について 

・糸島市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する 

条例及び糸島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 

◇その他の議案 〔５件〕  

・財産の処分について（２件） 

・引津第２放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

・笹山公園ほか５２か所の公園の指定管理者の指定について 

・市道路線の認定について 

 

 



 

 

◇補正予算 〔７件〕   

・平成２６年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

・平成２６年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 

１号） 

・平成２６年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

・平成２６年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

・平成２６年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

・平成２６年度糸島市水道事業会計補正予算（第３号） 

・平成２６年度糸島市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

  ◇当初予算 〔１０件〕 

・平成２７年度糸島市一般会計予算 

・平成２７年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

・平成２７年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

・平成２７年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

・平成２７年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

・平成２７年度糸島市渡船事業特別会計予算 

・平成２７年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

・平成２７年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

・平成２７年度糸島市水道事業会計予算 

・平成２７年度糸島市下水道事業会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案等の概要 

諮問第１号～第７号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

※ 委員の任期（３年）満了に伴い、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、市長が法務大臣

に人権擁護委員の候補者を推薦するに当たり、議会の意見を求めるもの。 

任期 Ｈ２７.７.１～Ｈ３０.６.３０（３年間） 

・千住 好惠 （せんじゅう よしえ、前原校区、新任） 

・宗 哲夫 （そう てつお、怡土校区、新任） 

・田久保 義一 （たくぼ よしかず、深江校区、再任） 

・内山 龍秀 （うちやま たつひで、一貴山校区、再任） 

・髙尾 美津江 （たかお みつえ、可也校区、再任） 

・近藤 征生 （こんどう ゆきお、桜野校区、再任） 

・友納 辰也 （とものう たつや、引津校区、再任） 

 

議案第１号～議案第１１号 財産区管理委員の選任について 

※ 委員の任期（４年）満了に伴い、市長が財産区管理委員を選任するに当たり、議会の同意を求 

めるもの。 

任期 Ｈ２７.４.１～Ｈ３１.３.３１（４年間） 

 

（二丈福吉財産区） 

  ・吉丸 秀則 （よしまる ひでのり、再任） 

  ・福田 勝朗 （ふくだ かつろう、新任） 

  ・瀬戸 利三 （せと としみ、新任） 

  ・兵庫 金作 （ひょうご きんさく、新任） 

  ・大庭 武己 （おおば たけみ、新任） 

  ・内場 龍太郎 （うちば りゅうたろう、新任） 

 

  （二丈一貴山財産区） 

  ・浦田 正文 （うらた まさふみ、新任） 

  ・田中 正一 （たなか まさかず、新任） 

  ・中村 薰 （なかむら かおる、新任） 

  ・髙島 寛 （たかしま ひろし、新任） 

・和田 昭朋 （わだ あきとも、新任） 

 

議案第１２号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の一部変更に関する協議について 

※ 平成２７年４月１日から有明広域葬斎施設組合が名称変更することに伴い、組合規約を変更す

る協議のため、議会の議決を求めるもの。 

 （「有明広域葬斎施設組合」を「有明生活環境施設組合」に名称変更） 

 

 



 

 

議案第１３号 糸島市定住・ブランド基金条例について 

 ※ 本市における定住の促進及び本市のブランド化の推進を図るため、基金を設置する条例を制定

するもの。 

 

議案第１４号 糸島市行政組織条例の一部を改正する条例について 

※ 更なる事務の効率化などを目的に行政組織を見直すため、条例を改正するもの。 

 

議案第１５号 糸島市職員倫理条例等の一部を改正する条例について 

※  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

 （※なお、現教育長の在任期間中は、改正規定は適用しない。） 

 

議案第１６号 糸島市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 

※ 人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に関する法律及び特別職の職員の給与に関する

法律が改正されたこと等に伴い、条例を改正するもの。 

 

議案第１７号 糸島市手数料条例の一部を改正する条例について 

※ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正（法律名の改正）に伴い、条例を改正す

るもの。 

 

議案第１８号 糸島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 

※ 引津第２放課後児童クラブを設置するため、条例を改正するもの。 

 

議案第１９号 糸島市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 

※ 子育て支援及び子育て世帯の定住促進を目的として、乳幼児医療費の支給対象を拡大するため、 

条例を改正するもの。 

 

議案第２０号 糸島市介護保険条例の一部を改正する条例について 

※ 介護保険法第１２９条の規定及び第６期糸島市介護保険事業計画に基づき、平成２７年度から

平成２９年度までの各年度における保険料率等を定めるとともに、介護予防・日常生活支援総合

事業等の実施に関する特例を定めるため、条例を改正するもの。 

 

議案第２１号 糸島市教育センター条例の一部を改正する条例について 

※ 糸島市教育センターの位置を変更するため、条例を改正するもの。 

 

議案第２２号 糸島市立図書館条例の一部を改正する条例について 

 ※ 糸島市図書館の移転等に伴い、条例を改正するもの。（平成２７年７月１日施行） 

３館体制から本館、分館（二丈館、志摩館）体制とする。 

 

議案第２３号 糸島市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する条例及び糸島市水

道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

※ 糸島市水道事業の給水区域等の変更及び地方公営企業会計基準の見直しに伴い、条例を改正す 



 

 

るもの。 

 

議案第２４号 財産の処分について 

※ 公有財産である高上集会所を処分（高上行政区へ無償譲渡）するため、議会の議決を求めるも

の。 

 

議案第２５号 財産の処分について 

※ 公有財産である高上地区農機具保管施設を処分（高上行政区へ無償譲渡）するため、議会の議

決を求めるもの。 

 

議案第２６号 引津第２放課後児童クラブの指定管理者の指定について 

 ※ 引津第２放課後児童クラブの指定管理者の指定について、議会の議決を求めるもの。 

    特定非営利活動法人 いとしま児童クラブ 理事長 西村文明 

    Ｈ２７.４.１～Ｈ２９.３.３１（２年間） 

 

議案第２７号 笹山公園ほか５２か所の公園の指定管理者の指定について 

※ 笹山公園ほか５２か所の公園の指定について、議会の議決を求めるもの。 

   公益社団法人 糸島市シルバー人材センター 理事長 春日好則 

   Ｈ２７.４.１～Ｈ３２.３.３１（５年間） 

 

議案第２８号 市道路線の認定について 

※ 市道路線（２路線）を認定するため、議会の議決を求めるもの。 

（馬場東１号線、大河原１号線） 

 

 

議案第２９号 平成２６年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

※ 今回の補正：2億 7,276万 2千円を減額し、予算総額 337億 491万 7千円とする。 

 

議案第３０号 平成２６年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

※ 今回の補正：2,584万 4千円を追加し、予算総額 3,931万 4千円とする。 

 

議案第３１号 平成２６年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

※ 今回の補正：1億 1,135万円を追加し、予算総額 134億 9,933万 5千円とする。 

 

議案第３２号 平成２６年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

※ 今回の補正：1,343万 4千円を追加し、予算総額 72億 7,987万 6千円とする。 

 

議案第３３号 平成２６年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

※ 今回の補正：473万 2千円を減額し、予算総額 11億 1,511万 8千円とする。 

 

議案第３４号 平成２６年度糸島市水道事業会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：主要な建設改良事業の既決予定額の補正等 



 

 

 

議案第３５号 平成２６年度糸島市下水道事業会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：収益的収入及び支出の予定額の補正 

 

議案第３６号 平成２７年度糸島市一般会計予算 

※ 予算総額を 332億 7,992万 1千円とする。 

 

議案第３７号 平成２７年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

※ 予算総額を 1,205万 5千円とする。 

 

議案第３８号 平成２７年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 153億 2,764万 9千円とする。 

 

議案第３９号 平成２７年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 74億 1,625万 7千円とする。 

 

議案第４０号 平成２７年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

※ 予算総額を 11億 8,333万 1千円とする。 

 

議案第４１号 平成２７年度糸島市渡船事業特別会計予算 

※ 予算総額を 2億 6,933万 6千円とする。 

 

議案第４２号 平成２７年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 104万 8千円とする。 

 

議案第４３号 平成２７年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 639万 1千円とする。 

 

議案第４４号 平成２７年度糸島市水道事業会計予算 

 ※ 収益的収入 16億 8,809万 6千円、収益的支出 16億 2,460万 2千円 

資本的収入 2億 6,060万 8千円、資本的支出 11億 243万 6千円 

 

議案第４５号 平成２７年度糸島市下水道事業会計予算 

 ※ 収益的収入 24億 773万 9千円、収益的支出 21億 3,645万 9千円 

資本的収入 17億 5,675万 8千円、資本的支出 25億 8,517万円 


