
 

 

平成３０年第２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〔１２件〕   ・人権擁護委員の候補者の推薦について（７件） 

・教育長の任命について 

・教育委員会委員の任命について 

・公平委員会委員の選任について 

・監査委員の選任について（２件） 

 

 

 

◇協議議案〔１件〕    ・福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

 

 

◇条例議案〔９件〕    ・糸島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関す

る条例について 

・糸島市旅館等の建築等の適正化に関する条例について 

・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 

・糸島市手数料条例の一部を改正する条例について 

・糸島市国民健康保険事業財政調整基金条例等の一部を改正する条例につ 

 いて 

・糸島市後期高齢者医療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 

・糸島市指定介護予防支援の事業の人員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 

・糸島市公園条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

◇その他の議案〔４件〕   ・糸島市休日・夜間急患センター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 

・市道路線の廃止について 

・市道路線の認定について 

 

 

 



 

 

◇補正予算〔８件〕    ・平成２９年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

・平成２９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２９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２９年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

・平成２９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２９年度糸島市渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

・平成２９年度糸島市水道事業会計補正予算（第４号） 

・平成２９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３０年度糸島市一般会計予算 

・平成３０年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

・平成３０年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

・平成３０年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

・平成３０年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

・平成３０年度糸島市渡船事業特別会計予算 

・平成３０年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

・平成３０年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

・平成３０年度糸島市水道事業会計予算 

・平成３０年度糸島市下水道事業会計予算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

議案等の概要 

 

【総務課、人権・男女共同参画推進課】 

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 平成３０年７月１日から平成３３年６月３０日まで（３年間） 

・井手 清（いで きよし、前原校区、新任） 

・藤山 裕志（ふじやま ひろし、怡土校区、新任） 

・鍋山 正則（なべやま まさのり、深江校区、新任） 

・野田 誠一郎（のだ せいいちろう、一貴山校区、新任） 

・黒川 昌夫（くろかわ まさお、可也校区、新任） 

・相田 成子（あいた しげこ、桜野校区、新任） 

・友納 辰也（とものう たつや、引津校区、再任） 

 

【総務課】 

議案第２号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県市町村職員退

職手当組合規約の変更について 

 ※ 平成３０年３月３１日限り、豊前広域環境施設組合が解散されることに伴い、福岡県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団体の数を減少し、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの。

 

【介護・高齢者支援課】 

議案第３号 糸島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関する条例について 

 ※ 介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるた

め、条例を制定するもの。 

 

【都市計画課】 

議案第４号 糸島市旅館等の建築等の適正化に関する条例について 

 ※ 旅館等の建築等の適正化を図るため、糸島市類似モーテル建築の規制に関する条例の全部を改正する

もの。 

 



 

 

【総務課】 

議案第５号 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 

 ※ 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。

【介護・高齢者支援課、消防本部】 

議案第６号 糸島市手数料条例の一部を改正する条例について 

 ※ 介護保険法及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

【国保年金課】 

議案第７号 糸島市国民健康保険事業財政調整基金条例等の一部を改正する条例について 

 ※ 国民健康保険法及び地方税法の一部改正等に伴い、条例を改正するもの。

【国保年金課】 

議案第８号 糸島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 ※ 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、条例を改正するもの。 

【介護・高齢者支援課】

議案第９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７期糸島市介護保険事業計画に基づき、平成３０年度から平成３

２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、介護保険法及び介護保険法施行令の一部改

正に伴い、条例を改正するもの。

【介護・高齢者支援課】 

議案第１０号 糸島市指定介護予防支援の事業の人員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 

※ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正するもの。

【施設管理課】 

議案第１１号 糸島市公園条例の一部を改正する条例について 

※ 都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い、条例を改正するもの。

 

【健康づくり課】 

議案第１２号 糸島市休日・夜間急患センターの指定管理者の指定について 

 ※ 「糸島市休日・夜間急患センター」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３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで（５年間） 

 



 

 

【商工観光課】 

議案第１３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３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで（３年間） 

 

【建設課】 

議案第１４号 市道路線の廃止について 

※ 市道路線（４路線）を廃止するため、議会の議決を求めるもの。 

 

【建設課】 

議案第１５号 市道路線の認定について 

※ 市道路線（４１路線）を認定するため、議会の議決を求めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【財政課】 

議案第１６号 平成２９年度糸島市一般会計補正予算（第６号） 

※ 今回の補正：1億 1,520万 2千円を減額し、予算総額 357億 3,612万 4千円とする。 

 

【人権・男女共同参画推進課】 

議案第１７号 平成２９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：1,905万 6千円を追加し、予算総額 2,750万 1千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第１８号 平成２９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：12億 2,652万 8千円を減額し、予算総額 154億 3,071万 2千円とする。 

 

【介護・高齢者支援課】 

議案第１９号 平成２９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：1億 1,942万 2千円を減額し、予算総額 83億 5,013万 4千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第２０号 平成２９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：444万 1千円を減額し、予算総額 12億 9,430万 5千円とする。 

 

【地域振興課】 

議案第２１号 平成２９年度糸島市渡船事業特別会計補正予算（第２号） 

※ 今回の補正：14万 6千円を追加し、予算総額 6,075万 7千円とする。 

 



 

 

【業務課】 

議案第２２号 平成２９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 

 

【業務課】 

議案第２３号 平成２９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 

 

 

 

 

 

 

 

【財政課】 

議案第２４号 平成３０年度糸島市一般会計予算 

※ 予算総額を 337億 6,640万 1千円とする。 

 

【人権・男女共同参画推進課】 

議案第２５号 平成３０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 703万 2千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第２６号 平成３０年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 125億 3,956万円とする。 

 

【介護・高齢者支援課】 

議案第２７号 平成３０年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 83億 5,800万円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第２８号 平成３０年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

※ 予算総額を 13億 2,008万 2千円とする。 

 

【地域振興課】 

議案第２９号 平成３０年度糸島市渡船事業特別会計予算 

※ 予算総額を 8,825万 2千円とする。 

 

【農林水産課】 

議案第３０号 平成３０年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 67万 4千円とする。 

 

【農林水産課】 

議案第３１号 平成３０年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 846万 8千円とする。 

 

 



 

 

【業務課】 

議案第３２号 平成３０年度糸島市水道事業会計予算 

※ 収益的収入 17億 1,188万 4千円、収益的支出 16億 7,748万 9千円 

資本的収入 3億 4,367万 4千円、資本的支出 9億 1,107万 6千円 

 

【業務課】 

議案第３３号 平成３０年度糸島市下水道事業会計予算 

※ 収益的収入 24億 3,203万 6千円、収益的支出 21億 735万 6千円 

資本的収入 15億 547万 1千円、資本的支出 23億 5,279万 9千円 

 

 

 

 

請願第１号 「糸島市運動公園等整備計画」について市民への説明と意識調査を求める請願 

※ この請願は、「糸島市運動公園等整備計画」について、全市民を対象とした説明会やアンケート調査

を実施し、市民の意見を反映した計画を進めることを、糸島市に求めるもの。 


