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※議案   ５９件 

◇ 人事案件〔２４件〕 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

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） 

農業委員会委員の任命について（１９件） 

 

◇ 条例議案〔１５件〕 

 【廃止条例１件】 

糸島市定住・ブランド基金条例を廃止する条例について 

 【新規条例１件】 

糸島市テレワークセンター条例について 

【一部改正条例１３件】 

糸島市職員定数条例の一部を改正する条例について 

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 

糸島市税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 

糸島市ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例について 

糸島市住宅新築資金等貸付事業基金条例の一部を改正する条例について 

糸島市森林環境譲与税基金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 

糸島市子育て支援センター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 

糸島市営住宅条例の一部を改正する条例について 

  

◇ その他の議案〔３件〕 

財産の取得について 

財産の貸付けについて 

工事請負契約の変更について（前原南小学校校舎増築工事） 
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 ◇ 補正予算〔７件〕 

令和３年度糸島市一般会計補正予算（第１１号） 

令和３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） 

令和３年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

令和３年度糸島市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

令和３年度糸島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

令和３年度糸島市水道事業会計補正予算（第２号） 

令和３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〕 

令和４年度糸島市一般会計予算 

令和４年度糸島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

令和４年度糸島市国民健康保険事業特別会計予算 

令和４年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

令和４年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

令和４年度糸島市渡船事業特別会計予算 

令和４年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

令和４年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

令和４年度糸島市水道事業会計予算 

令和４年度糸島市下水道事業会計予算 

 

☆ 議案の内容といたしましては、 

●人事案件（２４件） 

【総務課、人権・男女共同参画推進課】 

諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 ※ 人権擁護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。 

・波多江 純子（はたえ じゅんこ、前原南校区、新任） 

・令和４年７月１日から令和７年６月３０日まで（３年間） 

 

 

【総務課、教育総務課】 

議案第３号 教育委員会委員の任命について 

※ 教育委員会委員の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２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。 

   ・宗 聖子（そう せいこ、再任） 

・令和４年３月５日から令和８年３月４日まで（４年間） 
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【総務課、監査事務局】 

議案第４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。 

・河野 達海（こうの たつみ、新任） 

・令和４年３月９日から令和８年３月８日まで（４年間） 

 

【総務課、監査事務局】 

議案第５号 監査委員の選任について 

※ 監査委員の任期満了に伴い、地方自治法第１９６条第１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。 

・谷 昌治（たに まさはる、新任） 

・令和４年３月９日から令和８年３月８日まで（４年間） 

 

【総務課、監査事務局】 

議案第６号 監査委員の選任について 

※ 監査委員の任期満了に伴い、地方自治法第１９６条第１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。 

・川上 伸悟（かわかみ しんご、新任） 

・令和４年３月９日から令和８年２月１３日まで（４年間） 

 

【総務課、農業委員会事務局】 

議案第７号～議案第２５号 農業委員会委員の任命について 

※ 農業委員会委員の任期満了に伴い、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） 

  ・井上 孝治 （いのうえ たかはる、再任） 

  ・内野 敏一 （うちの としかず、再任） 

  ・荻原 昌之 （おぎわら まさゆき、新任） 

  ・奥 功 （おく いさお、再任） 

  ・加茂 和義（かも かずよし、新任） 

  ・古家 春利（こが はるとし、新任） 

  ・宗 孝幸 （そう たかゆき、再任） 

  ・宗 敏郎 （そう としろう、新任） 

  ・田中 正一 （たなか まさかず、再任） 

  ・東司 時  （とうじ ときたか、再任） 

  ・中原 誠也 （なかはら せいや、再任） 

  ・濵地 則夫 （はまち のりお、新任） 

  ・原田 正成 （はらだ まさなり、再任） 

  ・藤嶋 政秀 （ふじしま まさひで、再任） 
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  ・古家 貴喜 （ふるや たかき、新任） 

  ・松尾 幸子 （まつお さちこ、再任） 

  ・丸山 文子 （まるやま ふみこ、再任） 

  ・三坂 勝弥 （みさか かつや、再任） 

  ・山北 敬子 （やまきた けいこ、新任） 

・令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで（３年間） 

 

●条例議案（１５件） 

〔廃止（１件）〕 

【経営戦略課】 

議案第２６号 糸島市定住・ブランド基金条例を廃止する条例について 

 ※ 糸島市定住・ブランド基金を廃止するため、条例を廃止するもの。 

 

〔新規（１件）〕 

【ブランド・学研都市推進課】 

議案第２７号 糸島市テレワークセンター条例について 

※ 情報通信技術を活用したテレワークを推進することにより、仕事と生活の調和及び地域の

活性化を図るため、糸島市テレワークセンターを設置するもの。 

 

〔一部改正（１３件）〕 

【消防本部】 

議案第２８号 糸島市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 ※ 消防職員の定数を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【総務課】 

議案第２９号 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 

 ※ 非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和等について必要な措置を講じるため、

条例を改正するもの。 

 

【総務課】 

議案第３０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 

 ※ 人事評価結果を給与等へ活用するための仕組みを見直すため、条例を改正するもの。 

 

【税務課】 

議案第３１号 糸島市税条例の一部を改正する条例について 

 ※ 市税の減免に係る申請期限を見直すため、条例を改正するもの。 
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【都市計画課】 

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 

 ※ 租税特別措置法の一部改正等に伴い、条例を改正するもの。 

 

【経営戦略課】 

議案第３３号 糸島市ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例について 

※ 寄附者が指定する事業を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【人権・男女共同参画推進課】 

議案第３４号 糸島市住宅新築資金等貸付事業基金条例の一部を改正する条例について 

 ※ 基金の処分目的を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【農林水産課】 

議案第３５号 糸島市森林環境譲与税基金条例の一部を改正する条例について 

※ 基金として積み立てる額を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【子ども課】 

議案第３６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 

※ 放課後児童クラブの施設の単位等を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【子ども課】 

議案第３７号 糸島市子育て支援センター条例の一部を改正する条例について 

※ 糸島市子育て支援センターを構成する施設を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【介護・高齢者支援課】 

議案第３８号 糸島市介護保険条例の一部を改正する条例について 

※ 介護保険料の減免に係る申請期限を見直すため、条例を改正するもの。 

 

【都市計画課】 

議案第３９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前原インターチェンジ南地区地区計画について、その内容

を条例に適切に反映させ、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全で良好な都市環境

を確保するため、条例を改正するもの。 
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【施設管理課】 

議案第４０号 糸島市営住宅条例の一部を改正する条例について 

※ 第１中央団地及び第２中央団地を除却し、並びに松原第３団地の位置の表示を変更するた

め、条例を改正するもの。 

 

●その他の議案（３件） 

【学校教育課】 

議案第４１号 財産の取得について 

※ タブレット型パソコン５６３台を購入するため、議会の議決を求めるもの。 

契約金額    ２，３２８万５，６８０円 

契約の相手方  株式会社 内田洋行 九州支店 

 

【ブランド・学研都市推進課】 

議案第４２号 財産の貸付けについて 

※  公有財産である旧清掃センターの用地及び管理棟を貸し付けるため、議会の議決を求め

るもの。 

 貸付価格    無償 

 貸付期間    令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 契約の相手方  一般社団法人ＳＶＩ推進協議会 代表理事 馬場 貢 

 

【教育総務課】 

議案第４３号 工事請負契約の変更について 

※ 前原南小学校校舎増築工事請負契約について、工事の施工内容が一部変更となり、その工

事費が増加したため、契約の金額の変更を行うことについて、議会の議決を求めるもの。 

契約金額    変更前 ２億２０万円 

変更後 ２億１５２万円 

 

●令和３年度補正予算（７件） 

【財政課】 

議案第４４号 令和３年度糸島市一般会計補正予算（第１１号） 

※ 今回の補正：13 億 4,138 万 3 千円を追加し、予算総額 492 億 189 万 6千円とする。 

 

【人権・男女共同参画推進課】 

議案第４５号 令和３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：1,856 万 6 千円を追加し、予算総額 2,735 万 7千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第４６号 令和３年度糸島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

※ 今回の補正：7,852 万 6 千円を追加し、予算総額 133 億 3,902 万 9 千円とする。 
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【介護・高齢者支援課】 

議案第４７号 令和３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：4,640 万 6 千円を減額し、予算総額 95 億 6,509 万 1 千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第４８号 令和３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：2,410 万 7 千円を減額し、予算総額 15 億 4,991 万 1 千円とする。 

 

【業務課】 

議案第４９号 令和３年度糸島市水道事業会計補正予算（第２号） 

※ 今回の補正：収益的支出の既決予定額の補正等 

 

【業務課】 

議案第５０号 令和３年度糸島市下水道事業会計補正予算（第２号） 

※ 今回の補正：収益的収入及び支出の既決予定額の補正等 

 
●令和４年度当初予算（１０件） 

【財政課】 

議案第５１号 令和４年度糸島市一般会計予算 

※ 予算総額を 435億 289 万 2千円とする。 

 

【人権・男女共同参画推進課】 

議案第５２号 令和４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 1,008 万 4 千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第５３号 令和４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 8,969 万 1 千円とする。 

 

【介護・高齢者支援課】 

議案第５４号 令和４年度糸島市介護保険事業特別会計予算 

※ 予算総額を 89億 3,413 万 5 千円とする。 

 

【国保年金課】 

議案第５５号 令和４年度糸島市後期高齢者医療特別会計予算 

※ 予算総額を 16億 3,938 万 8 千円とする。 

 

【地域振興課】 

議案第５６号 令和４年度糸島市渡船事業特別会計予算 

※ 予算総額を 8,855 万 3 千円とする。 

 

【農林水産課】 

議案第５７号 令和４年度糸島市二丈福吉財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 69万 3千円とする。 
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【農林水産課】 

議案第５８号 令和４年度糸島市二丈一貴山財産区特別会計予算 

※ 予算総額を 94万 9千円とする。 

 

【業務課】 

議案第５９号 令和４年度糸島市水道事業会計予算 

 

【業務課】 

議案第６０号 令和４年度糸島市下水道事業会計予算 

 

 

 

 


