
 

平成２８年 第４回 糸島市議会定例会 一般質問概要 

日程 順 議員名 件  名 

１２月１２日 

（月） 

１ 徳安 達成 

糸島市のまち並みを彩る樹木について 

市民の生活に必要な地域交通について 

真に市民に必要とされる運動公園について 

２ 藤井 芳広 

電力自由化に伴う市の施設の電力契約の切り換えについて 

電磁波について 

運動公園の整備について 

３ 笹栗 純夫 

インバウンド政策について 

サイン整備事業について 

通信インフラ整備について 

公会計システムへの移行について 

１２月１３日 

（火） 

１ 井上 健作 消防行政について 

２ 小島 忠義 

婚活支援のため行政が行う施策について 

高齢者の自動車運転事故防止策について 

商工業の活性化策について 

３ 岡村 一伸 
中学校入学時の諸費用について 

運動公園等整備計画について 

１２月１４日 

（水） 

１ 高橋 徹郎 
雷山に計画されている運動公園について 

糸島市の成人式の式典の日程について 

２ 伊藤 千代子 
（株）日食システムに無償譲渡する「きららの湯」の財産すべてについて 

桂田踏切の廃止による交通への影響と新駅について 

３ 栁 明夫 

多目的体育館建設より学校施設・就学援助の改善、教育費増額を 

議員に対し公文書で発信の即刻中止・訂正を求めた市の行為について 

きららの湯が無償譲渡された場合の受贈益への課税について 



 

 

 

 

日程 順 議員名 件  名 要  旨 

１２月１２日 

（月） 

１ 徳安 達成 

糸島市のまち並みを彩

る樹木について 

（１）後期基本計画にある景観計画とは。 

（２）街路樹設置の方針について 

（３）目標樹形の設定など今後の対応について 

市民の生活に必要な地

域交通について 

（１）現在、策定中の地域交通計画の進ちょく状況。 

（２）ＪＲ筑肥線のダイヤが乱れた場合の対応について 

（３）ボランティアバスを有償運行が可能とするシステムへ移行できないか。 

真に市民に必要とされ

る運動公園について 

（１）公共施設等総合管理計画における個別計画が今後策定される予定だが、その中での運動公園

の位置づけについて 

（２）防災拠点としての運動公園の役割について 

２ 藤井 芳広 

電力自由化に伴う市の

施設の電力契約の切り

換えについて 

（１）現在の進捗状況。 

（２）今後の入札について 

（３）グリーン契約（環境配慮契約）について 

電磁波について 

（１）電磁波に対する市の認識について 

（２）今後、電磁波のリスクや影響に対してどのように対応し、軽減していくのか。 

（３）電磁波等、健康や環境に影響のあるものへの規制について 

運動公園の整備につい

て 

（１）現在の進捗状況。 

（２）総合運動公園等調査特別委員会の提言を受けての市民ニーズの調査について 

（３）現在の案に対する市民の意見について 

（４）運動公園の整備に関する財政的根拠について 

（５）運動公園の整備に伴う将来の財政負担について 

（６）適正な規模、整備費用について 

（７）「公共施設等総合管理計画」との関係について 



 

 

 

１２月１２日 

（月） 
３ 笹栗 純夫 

インバウンド政策につ

いて 

（１）今年の最終的なインバウンド旅行者数は２４００万人との報道を、市長はどのように受け止

めておられるのか。 

（２）いとしまスタイルのインバウンドの在り方を、模索、確立していかねばならないと思うが、

その戦略を伺う。 

（３）受け皿としての糸島市は歴史、自然、食、人柄など、近隣自治体に勝る資源を有していると

考えるが、その資源を活かす具体的な取り組みについて伺う。 

（４）インバウンドを高めるため、ソフト事業、ハード事業を今後どのように進めていかれるのか。 

サイン整備事業につい

て 

（１）合併特例債を利用してのサイン工事は完了しているのか。未整備部分があれば、今後も合併

特例債は使えるのか。 

（２）東京オリンピック・パラリンピック開催まで４年を切ったが、インバウンド受け入れ施策と

してサインの見直しをすべきと思うが、市長の見解を伺う。ズバリお聞きしますが、日本語

表示だけで良いのですか。 

（３）サインの技術も年々向上している。サインに気を取られて交通事故が発生してはなりません。

新しい時代を先取りしたサイン設置条例（要綱）を用意する考えはありませんか。 

通信インフラ整備につ

いて 

（１）光ファイバー未敷設地域はどこか。光ファイバー設置推進の請願が議会で可決したのち、現

在までの行政、業者の取り組み経過について伺う。 

（２）未敷設区域解消に向けて、具体的にどのような動きをされているのか。 

（３）インバウンドの獲得対策として、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ‐Ｆⅰ）の導入が各地で進んでいる

が、わがまちの取り組みはどのように進めていくおつもりか。特に観光スポットなどでの無

料公衆無線ＬＡＮサービスの拡充は地域経済効果が見込まれると思うが、見解を伺う。 

（４）糸島市の離島である姫島に光ファイバー敷設、もしくは公衆無線ＬＡＮの設置を離島振興事

業として取り組めないか。政府に対し要望できないか。 



 

 

１２月１２日 

（月） 
３ 笹栗 純夫 

公会計システムへの移

行について 

（１）公会計システムはどのモデルを採用しようとしているのか。 

（２）公会計システム構築のベースとして「固定資産台帳」の整備が非常に重要であると認識して

いるが、固定資産台帳整備の進捗具合と目指す精度はどのレベルか。公会計システムの運用

開始はいつか。 

（３）コスト意識を高めるためには、「期末一括仕訳」方式より「日々仕訳」方式が良いと考える。

公会計システムに慣れていない職員をどのように教育していくのか。 

（４）総務省の指示で、公会計システムへの移行を進めておられると思うが、「自治体経営の見え

る化」するための大事な事業であると考える。「固定資産台帳」の整備を含めシステム構築

において市長の陣頭指揮を期待する。市長の決意を伺う。 

１２月１３日 

（火） 

 

１ 井上 健作 消防行政について 

（１）日本の消防組織の歴史について 

（２）消防の目的、指針について 

（３）糸島市消防署の変遷について 

  ①消防署員の推移について 

  ②消防署組織、職務内容について 

  ③消防業務、機具、車両について 

  ④現在の課題、問題点について 

（４）糸島市消防団の変遷について 

  ①消防団員数の推移について 

  ②糸島市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例について 

  ③糸島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例について 

  ④消防業務、機具、車両について 

  ⑤現在の課題、問題点について 

２ 小島 忠義 
婚活支援のため行政が

行う施策について 

（１）定住人口増に対する施策は多くあるが、婚活支援策は何かあるのか。 

（２）出生率の推移と増加対策について 

（３）婚活支援事業に行政が加担することによるメリットはどのようなものがあると考えるか。 

（４）市を事務局とした婚活支援組織の立ち上げが必要だと思うが考えを伺う。 



 

 

１２月１３日 

（火） 

 

２ 小島 忠義 

高齢者の自動車運転事

故防止策について 

（１）高齢者による交通事故の状況について 

（２）運転免許証の自主返納に伴う課題とその対策について 

商工業の活性化策につ

いて 

（１）市内商工業者の業績の実体について 

（２）商工業振興策にはどのようなものがあるのか。 

（３）プレミアム付商品券の発行について 

３ 岡村 一伸 

中学校入学時の諸費用

について 

（１）入学時に必要なものについて 

（２）保護者の費用負担について 

（３）市が直接販売するのか、又は斡旋販売なのか。直販なら業者とはどのような契約形態か。 

（４）保護者の負担を軽減させる手立てについて 

運動公園等整備計画に

ついて 

（１）去る１０月と１１月に行われたスポーツ団体および利用者への説明会の内容について 

（２）多久野球場の廃止について 

（３）芥屋野球場の改修について（硬式野球のため） 

（４）運動公園等整備にかかる全体の費用について 

（５）ＰＦＩ導入について 

（６）志摩体育館を引き続き利用する策について（合併推進債を利用するため） 

（７）運動公園整備に伴うコミュニティバスの充実について 

１２月１４日 

（水） 
１ 高橋 徹郎 

雷山に計画されている

運動公園について 

（１）野球、サッカーなどの多目的グラウンドが計画されていないことについて 

①現在の計画において廃止する施設とその理由は。 

②野球、サッカーなどの団体から三つの運動広場を廃止することに対してどのような意見が出

ているのか。 

③今回の計画は「総合運動公園の整備を求める請願」の趣旨を踏まえていると言えるのか。 

④三つの運動広場を廃止することの影響をどう考えているか。また、芥屋野球場を硬式対応す

ることと各団体の利用調整で廃止の影響を抑えることができると考えているのか。 

⑤この運動公園に野球、サッカー対応の運動場が計画されていない理由は。 

⑥運動公園等整備検討委員会で行われた議論について 

⑦この運動公園に野球、サッカーなどの多目的グラウンド配置の計画変更は可能か。 



 

 

１２月１４日 

（水） 

１ 高橋 徹郎 

雷山に計画されている

運動公園について 

（２）この運動公園の整備、運営にかかる事業費について 

①多目的体育館が１万㎡から７，０００㎡に代わり事業費はいくらの想定で、運動公園全体で

は事業費はいくらを想定しているのか。 

②総事業費から国からの補助金などを差し引いた糸島市が負担する金額はいくらを想定する

のか、また、返済の期間は。 

③運営に関して、運動公園の維持管理料はいくらを想定し、業務の内容はどのようなものを考

えているのか。 

④運動公園の整備費の返済と、維持管理料を払い続けることによる糸島市の財政に与える影響

について 

⑤ＰＦＩ導入可能性調査の調査結果にある体育館の建設費１㎡５３万円について 

糸島市の成人式の式典

の日程について 

（１）成人式を成人の日に行う理由について 

（２）成人式を成人の日に行っていない自治体について 

（３）成人の日以外に成人式を行うことに対して糸島市の事務手続き上なにか問題はあるか。 

２ 伊藤千代子 

（株）日食システムに

無償譲渡する「きらら

の湯」の財産すべてに

ついて 

（１）無償譲渡する不動産と動産について 

（２）日食システムの会社について（経営状況） 

（３）不公平な申請事務について 

（４）応募できた業者について、また、選定までの経過について 

（５）法的及び政治倫理上の問題について 

桂田踏切の廃止による

交通への影響と新駅に

ついて 

（１）踏切廃止がもたらす交通への影響及びその責任について 

（２）踏切廃止の原因となる新駅設置の経過と事業費について 

（３）土地区画整理事業と新駅との関連について 

（４）開発行為をめぐる政治倫理、公務員倫理について 

３ 栁 明夫 

多目的体育館建設より

学校施設・就学援助の

改善、教育費増額を 

（１）小中学校施設の改善が進まない原因は何か。 

（２）教育費・小中学校費の本市の水準をどうとらえているのか。 

（３）多目的体育館建設より教育費の増額を。 

（４）就学援助の意義と本市の水準をどうとらえているか。 

（５）就学援助給付４割カットの廃止、入学前の入学準備金の支給を。 



 

 

１２月１４日 

（水） 
３ 栁 明夫 

議員に対し公文書で発

信の即刻中止・訂正を

求めた市の行為につい

て 

（１）公文書による発信の即刻中止・訂正要求はどのような意図で行われたのか。 

（２）議員が条例についての市の見解を批判することは、正当な議員活動の範囲ではないのか。 

（３）憲法で保障された議員の「発言自由の原則」を侵害する行為ではないか。 

（４）市の行為が正当であると考えるなら、その法的根拠は何か。 

きららの湯が無償譲渡

された場合の受贈益へ

の課税について 

（１）課税の三原則についての本市の認識を伺う。 

（２）譲渡時には受贈益に課税されないとの市の答弁の根拠について 

（３）高額の受贈益が移譲先企業に発生し、本来なら多額の法人税等が課税されるが、課税の三原

則の観点から市はどのように対応するのか。 

（４）市の補助金等に関する基本原則と圧縮記帳の適否について 

 


