
 

 

平成２８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 

 

 

◇人事案件〔２１件〕    

              ・人権擁護委員の候補者の推薦について（１件） 

              ・公平委員会委員の選任について（１件） 

              ・農業委員会委員の任命について（１９件） 

 

◇専決処分議案〔１件〕    

              ・専決処分について（糸島市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正

する条例） 

 

◇条例議案〔１９件〕    

              ・糸島市行政不服審査会条例について 

・糸島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例について 

・糸島市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

・糸島市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

・糸島市情報公開条例の一部を改正する条例について 

・糸島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

・糸島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例等の一部を改正す

る条例について 

・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例について 

・糸島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

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 

・糸島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等に関する条例の一部を改正する条例について 

・糸島市病後児保育施設条例の一部を改正する条例について 

・糸島市子ども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 

・糸島市ひとり親家庭等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 

・糸島市道路占用に関する条例の一部を改正する条例について 

・糸島市駐車場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 

・糸島市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

◇その他の議案〔５件〕  

・第１次糸島市長期総合計画後期基本計画の策定について 

・糸島市病児・病後児保育施設の指定管理者の指定について 

・福吉ふれあい交流センター福ふくの里の指定管理者の指定について 

・糸島市ワークプラザの指定管理者の指定について 

・白糸の滝ふれあいの里の指定管理者の指定について 

 

◇補正予算〔８件〕  

・平成２７年度糸島市一般会計補正予算（第４号） 

・平成２７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２７年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

・平成２７年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

・平成２７年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

・平成２７年度糸島市渡船事業特別会計補正予算（第３号） 

・平成２７年度糸島市水道事業会計補正予算（第２号） 

・平成２７年度糸島市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

◇当初予算〔１０件〕  

・平成２８年度糸島市一般会計予算 

・平成２８年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

・平成２８年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

・平成２８年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

・平成２８年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

・平成２８年度糸島市渡船事業特別会計予算 

・平成２８年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

・平成２８年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

・平成２８年度糸島市水道事業会計予算 

・平成２８年度糸島市下水道事業会計予算 

 

◇宣言議案〔１件〕  

・糸島市男女共同参画都市宣言について 

 

・議会の委任による専決処分について（市が管理する道路の陥没による

車両事故の損害賠償及び和解） 

・議会の委任による専決処分について（市が管理する道路の陥没による

車両事故の損害賠償及び和解） 



 

 

議案等の概要 

諮問第１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 Ｈ２８.７.１～Ｈ３１.６.３０（３年間） 

・小川 陽子 （おがわ ようこ、前原南校区、新任） 

 

議案第１号 専決処分について（糸島市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

 ※ 市税に関する手続における個人番号の利用の取扱いを見直すことに伴い、糸島市税条例等の一部を改

正する条例について所要の改正を行うことに急を要したため、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、これを報告し、承認を求めるもの。 

 

議案第２号 公平委員会委員の選任について 

※ 公平委員会委員の任期（４年）満了に伴い、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、市長が委

員を選任するに当たり、議会の同意を求めるもの。 

任期 Ｈ２８.３.９～Ｈ３２.３.８（４年間） 

・吉村 靖博 （よしむら やすひろ、新任） 

 

議案第３号～議案第２１号 農業委員会委員の任命について 

※ 農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、市長が委員を任命するに当たり、議会の同意

を求めるもの。（１９名） 

任期 Ｈ２８.４.１～Ｈ３１.３.３１（３年間） 

   ・磯部 絹代 （いそべ きぬよ） 

   ・井上 和雄 （いのうえ かずお） 

   ・井上 孝治 （いのうえ たかはる） 

   ・岩﨑 和幸 （いわさき かずゆき） 

   ・内野 敏一 （うちの としかず） 

   ・小金丸 義文 （こがねまる よしふみ） 

   ・髙橋 達也 （たかはし たつや） 

   ・田中  （たなか たかあき） 

   ・東司  （とうじ ときたか） 

   ・西原 芳幸 （にしはら よしゆき） 

   ・波多江 龍志 （はたえ たつし） 

   ・林 正敏 （はやし まさとし） 

   ・平野 武美 （ひらの たけみ） 

   ・平野 利延 （ひらの としのぶ） 



 

 

   ・藤井 重登 （ふじい しげと） 

  ・増田 耕一郎 （ますだ こういちろう） 

   ・松﨑 治磨 （まつざき はるま） 

   ・丸山 文子 （まるやま ふみこ） 

   ・三坂 洋子 （みさか ようこ） 

 

議案第２２号 糸島市行政不服審査会条例について 

※ 行政不服審査法の全部改正に伴い、糸島市行政不服審査会の組織及び運営について必要な事項を定め

るため、条例を制定するもの。（平成 28年４月１日から施行） 

 委員 ３人  任期 ２年 

  

議案第２３号 糸島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例について 

※ 消費者安全法の一部改正に伴い、糸島市消費生活センターの組織及び運営等について必要な事項を定

めるため、条例を制定するもの。（平成 28年４月１日から施行） 

 

議案第２４号 糸島市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

※ 行政不服審査法の全部改正により、同法を一部準用する地方税法の一部改正等に伴い、審査申出の手

続等について、条例を改正するもの。 

（公布の日及び平成 28年４月１日から施行） 

 

議案第２５号 糸島市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 ※ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、糸島市空家等対策協議会を附属機関として設

置するため、条例を改正するもの。（平成 28年４月１日から施行） 

   空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。  

 

議案第２６号 糸島市情報公開条例の一部を改正する条例について 

※ 行政不服審査法の全部改正等に伴い、規定の整備を行うため、条例を改正するもの。 

（平成 28年４月１日から施行） 

 

議案第２７号 糸島市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

※ 行政不服審査法の全部改正等に伴い、規定の整備を行うため、条例を改正するもの。 

  （平成 28年４月１日から施行。罰則規定の一部については、平成 28年 10月１日から施行） 

 

議案第２８号 糸島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例等の一部を改正する条例について 

※ 地方公務員法の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

併せて、糸島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び糸島市職員の給与に関する条例の一部改正を

行う。（平成 28年４月１日から施行） 

 

議案第２９号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

※ 地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、傷病補償年金等の率を見直すため、条例を改正する

もの。（平成 28年４月１日から施行） 

 



 

 

 

議案第３０号 糸島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

※ 行政不服審査法の全部改正及び農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、条例を改正するもの。

（平成 28年４月１日から施行） 

  行政不服審査会の委員 

報酬 会長（５，８００円） 委員（５，４００円） 費用弁償（２，２００円） 

  農地利用最適化推進委員 

   報酬 委員（４，７００円） 費用弁償（２，０００円） 

 

議案第３１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

改正されたことに伴い、条例を改正するもの。 

   併せて、糸島市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、糸島市長及び副市長の給与等に

関する条例、糸島市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正を行う。（公布の日か

ら施行） 

 

議案第３２号 糸島市手数料条例の一部を改正する条例について 

 ※ 行政不服審査法の全部改正等に伴い、書面等の交付に係る手数料について新たに規定するため、条例

を改正するもの。（平成 28年４月１日から施行） 

   書面等交付手数料  白黒 １件につき１０円  カラー １件につき５０円 

 

議案第３３号 糸島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 ※ 介護保険法の一部改正に伴い、地域密着型通所介護の基本方針を追加するため、条例を改正するもの。

（平成 28年４月１日から施行） 

 

議案第３４号 糸島市病後児保育施設条例の一部を改正する条例について 

 ※ 子育て環境の向上及び保護者の就労支援を目的とした病児・病後児保育を実施するため、条例を改正

するもの。（平成 28年４月１日から施行） 

   「病気の回復期には至っていないが、当面病状の急変が認められない状態にあり、医療機関による入

院治療の必要がない児童」についても対象を拡大する。 

 

議案第３５号 糸島市子ども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 

 ※ 子ども医療費の支給制度を見直し、支給対象を拡大するため、条例を改正するもの。 

   （平成 28年 10月１日から施行） 

   入院  小学校３年生までを中学校３年生までに対象拡大 

   通院  就学前までを小学校６年生までに対象拡大 

 

議案第３６号 糸島市ひとり親家庭等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 

 ※ ひとり親家庭等医療費の所得制限額を見直すため、条例を改正するもの。 

   （平成 28年 10月１日から施行） 

 

議案第３７号 糸島市道路占用に関する条例の一部を改正する条例について 

 ※ 道路法施行令の一部改正等に伴い、占用料を見直すため、条例を改正するもの。 

   （平成 28年４月１日から施行） 



 

 

議案第３８号 糸島市駐車場条例の一部を改正する条例について 

 ※ 筑前深江駅自動車駐車場の廃止に伴い、条例を改正するもの。 

（平成 28年４月１日から施行） 

   併せて、糸島市駅前広場条例の一部改正を行う。 

 

議案第３９号 糸島市立図書館条例の一部を改正する条例について 

 ※ 糸島市立図書館協議会の設置に伴い、条例を改正するもの。 

（平成 28年４月１日から施行） 

図書館の運営に関し、必要な事項を審議する。 

委員は、１０人以内。任期は、２年 

 

議案第４０号 糸島市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 ※ 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基

準を定める省令の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

   （平成 28年４月１日から施行） 

 

 

議案第４１号 第１次糸島市長期総合計画後期基本計画の策定について 

 ※ 平成３２年度を目標年次とした「第１次糸島市長期総合計画後期基本計画」を策定するに当たり、議

会の議決を求めるもの。 

 

議案第４２号 糸島市病児・病後児保育施設の指定管理者の指定について 

 ※ 「糸島市病児・病後児保育施設」の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるもの。 

   ・一般社団法人糸島医師会 会長 菊池正統(まさのり) 

   ・平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 

議案第４３号 福吉ふれあい交流センター福ふくの里の指定管理者の指定について 

※ 「福吉ふれあい交流センター福ふくの里」の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるもの。 

  ・有限会社福ふくの里 代表取締役 吉田茂雄 

  ・平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 

議案第４４号 糸島市ワークプラザの指定管理者の指定について 

※ 「糸島市ワークプラザ」の指定管理者の指定について、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 

   ・平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 

議案第４５号 白糸の滝ふれあいの里の指定管理者の指定について 

※ 「白糸の滝ふれあいの里」の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるもの。 

   ・白糸行政区 区長 吉村正則 

     ・平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで（５年間） 

 

 

 

議案第４６号 平成２７年度糸島市一般会計補正予算（第４号） 

※ 今回の補正：3億 5,739万 6千円を追加し、予算総額 346億 8,921万 9千円とする。 

 

 



 

 

議案第４７号 平成２７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：2,028万 3千円を追加し、予算総額 3,233万 8千円とする。 

 

議案第４８号 平成２７年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

※ 今回の補正：1億 9,893万 4千円を追加し、予算総額 157億 9,141万 4千円とする。 

 

議案第４９号 平成２７年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：2,207万 1千円を追加し、予算総額 77億 8,453万 5千円とする。 

 

議案第５０号 平成２７年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

※ 今回の補正：13万 7千円を減額し、予算総額 11億 8,788万 2千円とする。 

 

議案第５１号 平成２７年度糸島市渡船事業特別会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：286万 9千円を減額し、予算総額 2億 6,965万 5千円とする。 

 

議案第５２号 平成２７年度糸島市水道事業会計補正予算（第２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５３号 平成２７年度糸島市下水道事業会計補正予算（第２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５４号 平成２８年度糸島市一般会計予算 

※ 予算総額を 350億 6,056万 2千円とする。 

 

議案第５５号 平成２８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 986万 5千円とする。 

 

議案第５６号 平成２８年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 157億 3,143万 8千円とする。 

 

議案第５７号 平成２８年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 77億 5,775万 5千円とする。 

 

議案第５８号 平成２８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 7,241万 9千円とする。 

 

議案第５９号 平成２８年度糸島市渡船事業特別会計予算 

※ 予算総額を 6,042万 3千円とする。 

 

議案第６０号 平成２８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６１号 平成２８年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 925万 7千円とする。 

 

 



 

 

議案第６２号 平成２８年度糸島市水道事業会計予算 

 ※ 収益的収入 16億 7,940万 9千円、収益的支出 16億 1,914万 9千円 

資本的収入 3億 5,614万 4千円、資本的支出 9億 4,702万 3千円 

 

議案第６３号 平成２８年度糸島市下水道事業会計予算 

 ※ 収益的収入 24億 3,377万 0千円、収益的支出 21億 2,531万 2千円 

資本的収入 16億 2,226万 4千円、資本的支出 24億 7,726万 7千円 

 

 

 

議案第６４号 糸島市男女共同参画都市宣言について 

※ 男女共同参画社会の実現に向け、市を挙げて機運を広く醸成するため、男女共同参画都市宣言を行い、

糸島市としての意思を決定するもの。 

 

 

報告第１号 議会の委任による専決処分について（市が管理する道路の陥没による車両事故の損害賠償及び

和解） 

※ 市が管理する道路の陥没により生じた車両事故の損害賠償及び和解について、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により、議会に報告するもの。 

[事故の概要]  

市が管理する道路を相手方の車両が走行中、対向車を避けるため左側に寄った際、道路上の陥没箇所を

通過したことにより、相手方の車両が破損した事故  

過失割合 市４０％ 相手方 ６０％  損害賠償額 １０４，３５８円 

 

報告第２号 議会の委任による専決処分について（市が管理する道路の陥没による車両事故の損害賠償及び

和解） 

※ 市が管理する道路の陥没により生じた車両事故の損害賠償及び和解について、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により、議会に報告するもの。 

[事故の概要]  

市が管理する道路の一部が陥没しており、この陥没箇所に相手方の車両の右前輪が落ち込んだことによ

り、相手方の車両が破損した事故  

過失割合 市４０％ 相手方 ６０％  損害賠償額 ４１，４７２円 

 

請願第１号 テニスコート改修及び施設拡充に関する請願 

※ この請願は、深江コミュニティプラザのテニスコートについて、表面剥離等の補修の必要性と利用者

の安全の確保の観点からオムニコート（砂入り人工芝コート）へ改修することと、テニス人口増加に伴

い既存のテニスコート以外の敷地に室内テニスコート（オムニコート４面）の新設を求めるもの。 

 

請願第２号 原発に関する法的整備等を求める請願 

※ この請願は、国が定めたエネルギー基本計画では原発の再稼働には「立地自治体等」の理解と協力が

必要とされているが「立地自治体等」が指す範囲や自治体の権限が不明確である等の理由から、国に対



 

 

してUPZ圏内（原子力施設から概ね30㎞）の自治体の権限等を明確にする法的枠組みを整備することと、

UPZ 圏内の周辺自治体の権限行使に伴う予算措置を行うことを求める意見書を、糸島市議会として国へ

提出することを求めるもの。 


