
１番　村上　百合子　議員 ３番　鹿毛　哲也　議員

１．防災対策について １．森田市長２期目の抱負について
　(１) 市民への災害情報伝達について 　(１) 朝倉市を具体的にどのようにしていくの
　(２) 防災無線屋外拡声子局について 　　　 か
　(３) 自動音声応答装置の導入について 　(２) 日本一のふるさと朝倉とは
　(４) 情報案内フリーダイヤル番号の全戸配布 ２．人口増への取り組みについて
　　　 について 　(１) 特定優良賃貸住宅供給事業について
　(５) 避難場所の整備と備蓄について 　(２) 官民一体型学校について
２．図書館活用の推進について 　(３) 反転授業について
　(１) 図書館利用者の年代別推移について 　(４) 図書館について
　(２) 図書通帳の導入について 　(５) 自治体運営型通信販売サービスの活用に
　(３) 廃棄図書・リサイクルブックの活用につ 　　　 ついて
　　　 いて

４番　柴山　恭子　議員
２番　浅尾　静二　議員

１．体育施設整備について
１．新庁舎建設の検討について 　　(１) スポーツ尐年団等競技人口の減尐と今後
　(１) 合併特例債を活用して新庁舎を建設する 　　　 の推進
　　　 のか 　(２) 施設を持たない種目について
　(２) 本庁方式で行政組織の集約を図るのか 　　① 公式50ｍプール
　(３) 建設場所についての基本的な考え方は 　  ② フットサル・スケートボード等
２．自治基本条例（まちづくり基本条例）の制 ２．持続可能なまちづくりのための活性化とは
　　定について 　(１) 農商工連携
　(１) 協働のまちづくりを実現するために必要 　(２) 朝倉市農業の確立とは
　　　 ではないか 　(３) 女性の雇用支援について
３．朝倉市暮らしの便利帳について ３．甘木公園整備
　(１) 市が独自で発行してもよかったのではな 　(１) 計画と活用は
　　　 いか ４．老朽空き家対策
４．朝倉市の自然を活かしたスポーツイベント 　(１) 空き家活用事業
　　について
　(１) サイクリング、クロスカントリー大会な
　　　 どで地域活性化

５番　実藤　輝夫　議員

１．朝倉市の人口動態　その課題と対策
　(１) 朝倉市各地区の人口動態
　(２) 行政各部の課題と対策
　(３) 70才現役社会を目指して
　(４) 「朝倉市財政の見通し」にみる将来展望
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１番　冨田　栄一　議員 ３番　大庭　きみ子　議員

１．日本一のふる里政策の課題について １．市庁舎建設について
　(１) 「壊死する地方都市」朝倉市は大丈夫か 　(１) 市庁舎建設とまちづくり
　　　 生産年齢人口の減尐に対する政策につい 　　① 新庁舎はどうあるべきか
       て 　  ② 現状の問題点と庁舎建設の視点について
　(２) 安全安心なふる里での防災緊急放送の伝 　　③ 今後の進め方、方針について
　　 　達手段 　　④ 市庁舎建設計画のスケジュールについて
　   　コミュニティ放送との補完について ２．環境問題について
　(３) ふる里を担っていく子ども達の教育につ 　(１) 「低炭素化社会」の実現に向けて
　　　 いて 　　① ＬＥＤ照明の導入状況について
　　① モデル校は杷木の新設小学校なのか 　　　 （公共施設・教育施設・街路灯等）
　  ② 杷木における小中一貫教育でどう変わろ 　  ② 今後のＬＥＤ照明導入促進の考え方につ
　　　 うとしているのかを保護者は未だ、理解 　　　 いて
　　　 していない ３．障がい者福祉サービスについて
　　　 子どもを育てる教育環境づくりは、日本 　(１) 障がい者の共同生活援助（グループホー
　　　 一のふる里教育を目指すためには必要で 　　　 ム）への支援について
　　　 ある 　　① 現状の問題点、課題について
　　　 先生と保護者の協議は、すぐにでも行う 　  ② 市の方針・考え方を問う
　　　 べきと考えるが、教育委員会の指導はあ
　　　 るのか
　　③ 学校が近いことでできる、日本一のふる ４番　平田　悌子　議員
　　 　里を担う小中一貫教育とは、具体的にど
　　 　んな教育か １．市民と行政の協働について
　　 　朝倉市の目指す子ども達像は、どんな学 　(１) 提案型協働事業のめざすものについて問
　　 　校で教育するのか 　　　 う

　(２) 過去２年間、提案型協働事業でおこなっ
　　　 た事業の評価と今後について問う
２．ひきこもりについて

２番　田中　保光　議員 　(１) 朝倉市の現状把握は行われているか
　(２) 相談窓口の設置、訪問支援や当事者の居

１．コミュニティセンターについて 　　　 場所づくり、家族支援などの体制づくり
　(１) 新たなコミュニティセンター設置の考え 　　 　について問う
　　　 方について ３．介護保険制度改正に関連して
　(２) コミュニティセンター（既設センターを 　(１) 介護保険予防給付の地域支援事業への移
　　　 含む）の附帯施設整備の事業費負担につ 　　 　行に対する地域づくりをどうするのか
　　　 いて
２．朝倉市の人口対策について
　(１) 減尐が続く市の人口対策をどのように取 ５番　今福　勝義　議員
　　　 り組むのか
３．桂川改修促進と内水排除対策について １．市長２期目のマニフェストについて
　(１) 国に対する実現要望について 　(１) 日本一のふるさと朝倉構想について

　　① 親・子・孫が一緒に暮らす朝倉市の具体
　　 　的な取り組みについて
　　② 高齢化社会を迎えての取り組みについて
　　 　（目玉事業）
　　  ｱ) デマンドバスの運行方法の見直し
　(２) 住宅リフォーム補助について
　　① 県内市町村の実施状況
　　② 補助金額及び補助対象工事
　　③ 補助事業開始時期
　(３) 小石原川ダム建設の推進
　　① 水源地域整備事業の推進状況
　　　 （高木地区・上秋月地区）
　　② ダム建設及び整備事業の完成までの年次
　　　 計画について
　(４) 上下水道の推進
　　① 市設置型浄化槽地区の事業予定について
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１番　稲富　一實　議員

１．定住人口増への取り組みについて
　(１) 人口増への取り組みと今後の課題につい
　　　て
　　① 雇用対策について
　　② 子育て環境について
　　③ 子供医療費の無料化について
　　④ 教育環境について
　(２) 朝倉市の将来像について
２．水源のかん養と農林業の振興について
　(１) 荒廃していく「山林」「農地」の
　　　 「歯止め策」について
　　① 取水源の現状と保全に向けた取り組みに
　　 　ついて
　　② 荒廃していく「山林」「農地」の
　　 　「歯止め策」について
　　③ 農林業の振興策について
３．長寿命化対策について
　(１) 公共施設の長寿命化対策について
　　① 現状と今後の対策について

２番　中島　秀樹　議員

１．民生委員への情報提供について
２．地域防災拠点について
　(１) 夜間被災の避難はどうするのか
３．消滅するおそれがある自治体について
　(１) 将来の人口見通しをどうとらえているの
　　　 か
　(２) 具体的な政策をうつべきではないのか
４．現況確認ができない子どもについて
　(１) 朝倉市の現状はどうなっているのか
５．朝倉農業高等学校跡地活用について
　(１) 今後のスケジュールについて

平成２６年６月定例会　一般質問通告事項　６月１９日(木）

※一人の持ち時間は執行部の答弁を含め１時間で、午前１０時から始まります。


