
 

 

平成２９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〔４件〕    

・人権擁護委員の候補者の推薦について（３件） 

・公平委員会委員の選任について（１件） 

 

◇協議議案〔１件〕      

・糸島市の区域内における福岡市道の設置に関する協議について 

 

◇条例議案〔１４件〕   

   ・糸島市職員の退職管理に関する条例について 

・糸島市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

・糸島市債権管理条例について 

・糸島市公共施設等総合管理推進基金条例について 

・糸島市再生可能エネルギー推進基金条例について 

・糸島市行政組織条例及び糸島市職員の給与に関する条例の一部を改正

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 

・糸島市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について 

・糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例について 

・糸島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び糸島市職員の育児休

業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及び糸島市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例について 

・糸島市税条例等の一部を改正する条例について 

・糸島市地区計画の区域内における建築物の制限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〔３件〕  

・財産の処分について 

                          ・いとしま応援プラザの指定管理者の指定について 

・工事請負契約の締結について（波多江小学校給食室改築工事） 

 



 

 

 

◇補正予算〔８件〕  

・平成２８年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

・平成２８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２８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２８年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

・平成２８年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

・平成２８年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計補正予算（第１号） 

・平成２８年度糸島市水道事業会計補正予算（第４号） 

・平成２８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２９年度糸島市一般会計予算 

・平成２９年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

・平成２９年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

・平成２９年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

・平成２９年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

・平成２９年度糸島市渡船事業特別会計予算 

・平成２９年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

・平成２９年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

・平成２９年度糸島市水道事業会計予算 

・平成２９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３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

※ 委員の任期満了に伴い、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 Ｈ２９.７.１～Ｈ３２.６.３０（３年間） 

・仲西 まゆみ （なかにし まゆみ、長糸校区、新任） 

・榊 勝（さかき まさる、雷山校区、再任） 

・仲西 優満（なかにし まさみつ、引津校区、新任） 

 

議案第１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 Ｈ２９.３.９～Ｈ３３.３.８（４年間） 

・林 多嘉子 （はやし たかこ、再任） 

 

議案第２号 糸島市の区域内における福岡市道の設置に関する協議について 

※ 福岡市が糸島市の区域内に福岡市道の一部を設置することについて福岡市と協議するため、議会の議

決を求めるもの。 

 

 

 

 

議案第３号 糸島市職員の退職管理に関する条例について 

 ※ 地方公務員法の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの。 

 

議案第４号 糸島市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

※ 地方公務員法の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるため、条例を制定す

るもの。 

 

議案第５号 糸島市債権管理条例について 

※ 市の債権の管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的として、市の

債権に関する事務処理について必要な事項を定めるため、条例を制定するもの。 

 

議案第６号 糸島市公共施設等総合管理推進基金条例について 

 ※ 本市が所有又は管理する公共施設等の建設、改修及び除却の計画的な推進を図るため、基金を設置す

る条例を制定するもの。 



 

 

 

議案第７号 糸島市再生可能エネルギー推進基金条例について 

 ※ 本市における再生可能エネルギー等の推進を図るため、基金を設置する条例を制定するもの。 

 

議案第８号 糸島市行政組織条例及び糸島市職員の給与に関する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糸島市の行政組織を見直す必要が生じたため、条例を改正するもの。 

 

議案第９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 

 ※ 糸島市いじめ問題再調査委員会を附属機関として設置するため、条例を改正するもの。 

 

議案第１０号 糸島市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について 

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、条例を

改正するもの。 

 

議案第１１号 糸島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、条例

を改正するもの。 

 

議案第１２号 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育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例について 

 ※ 児童福祉法の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

 

議案第１３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 

※ 農業委員会の委員等の実績に応じた年額報酬の上乗せ支給の実施、行政区長報酬の算定基準の見直し

及びいじめ問題再調査委員会を附属機関として設置することに伴い、条例を改正するもの。 

 

議案第１４号 糸島市職員の給与に関する条例及び糸島市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

 ※ 職員の自宅に係る住居手当を廃止するため、条例を改正するもの。 

 

議案第１５号 糸島市税条例等の一部を改正する条例について 

 ※ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一

部を改正する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴い、条例を改正するもの。 

 

議案第１６号 糸島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につい 

     て 

 ※ 都市計画法に基づき変更された都市計画の名称について、その内容を条例に適切に反映させるため、

条例を改正するもの。 

 

 

議案第１７号 財産の処分について 

※ 公有財産である糸島市立神在保育所を処分（無償譲渡）するため、議会の議決を求めるもの。 

・契約の相手方 社会福祉法人いとしま子どもの会 理事長 若尾勉 

  



 

 

議案第１８号 いとしま応援プラザの指定管理者の指定について 

 ※ 「いとしま応援プラザ」の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるもの。 

   ・特定非営利活動法人いとひとねっと 代表者 桑野陽子 

 ・平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（１年間） 

 

議案第１９号 工事請負契約の締結について（波多江小学校給食室改築工事） 

※ 波多江小学校給食室改築工事を施工するため工事請負契約を締結するにあたり、議会の議決を求める

もの。 

・契約金額 １億８，１９８万円 

 ・契約の相手方 株式会社 楢﨑建設 

         代表取締役 宮本静生 

 

 

 

 

議案第２０号 平成２８年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

※ 今回の補正：30億 9,532万 9千円を追加し、予算総額 397億 3,803万 1千円とする。 

 

議案第２１号 平成２８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：733万 1千円を追加し、予算総額 1,719万 6千円とする。 

 

議案第２２号 平成２８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：4億 2,363万 9千円を減額し、予算総額 154億 3,396万 1千円とする。 

 

議案第２３号 平成２８年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

※ 今回の補正：772万 4千円を追加し、予算総額 80億 6,412万 3千円とする。 

 

議案第２４号 平成２８年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：1,015万 2千円を減額し、予算総額 11億 7,013万 5千円とする。 

 

議案第２５号 平成２８年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計補正予算（第１号） 

※ 今回の補正：180万円を減額し、予算総額 745万 7千円とする。 

 

議案第２６号 平成２８年度糸島市水道事業会計補正予算（第４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２７号 平成２８年度糸島市下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２８号 平成２９年度糸島市一般会計予算  

※ 予算総額を 343億 8,072万 6千円とする。 

 

議案第２９号 平成２９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 844万 5千円とする。 

 

議案第３０号 平成２９年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 161億 5,096万 6千円とする。 

 

議案第３１号 平成２９年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 81億 8,047万 7千円とする。 

 

議案第３２号 平成２９年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

※ 予算総額を 12億 8,564万 6千円とする。 

 

議案第３３号 平成２９年度糸島市渡船事業特別会計予算 

※ 予算総額を 6,035万 6千円とする。 

 

議案第３４号 平成２９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３５号 平成２９年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 391万 9千円とする。 

 

議案第３６号 平成２９年度糸島市水道事業会計予算 

※ 収益的収入 17億 359万 9千円、収益的支出 15億 8,178万円 

資本的収入 3億 8,306万 8千円、資本的支出 11億 380万 7千円 

 

議案第３７号 平成２９年度糸島市下水道事業会計予算 

※ 収益的収入 24億 4,691万 9千円、収益的支出 20億 9,354万 6千円 

資本的収入 16億 4,675万 3千円、資本的支出 24億 9,948万 7千円 

 

 

 

 

請願第１号 糸島市運動公園等整備計画（案）の再考を求める請願 

※ この請願は、既存の運動施設（曽根体育館、志摩体育館、多久野球場、雷山運動広場、立花運動場）

を廃止とした糸島市運動公園等整備計画（案）の再考を求めるもの。 

 

 


