
　
　

● 西原歯科医院付近の市道に「横断歩道あり」大書き

● 危険個所にカーブミラーを設置 ● 前原南小のトイレ洋式化・車いす対応を促進
上町公民館東側、篠原西３丁目、西日本新聞販売店（上町）ほか

● 前原南小学校前の信号機にランプカバーを設置 ● 笹山幼稚園グランド横の交差点改良
（外側線引き直し、停止線見直しほか）

● 笹山公園内の雑草を整備、案内看板の設置、 ● 前原中学校前の車道・歩道の冠水対策、歩道をバリアフリー化
道路の陥没・亀裂を修復 正門前の道路を、赤色舗装や減速表示などで安全対策

● 前原南小学校内（プール付近）のぬかるみを整備 ● 防犯灯設置を促進
（雷山デイケア横、篠原東１・２丁目、前原南小～糸島高校ほか）

● きょくとうクリーニング糸島工場横の市道を一部補修（３ヵ所） ● 消えかかっていた横断歩道、路面標示を整備
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マイナンバーカードを使って、住民票
や印鑑証明、戸籍謄本などの各種証
明書が全国の大手コンビニで発行で
きるようになりました。土日を含め、
06：30～23：00まで利用可能です。

初当選後最初に取り組んだ実績です。
平成16年3月設置完了。聴覚障害者の
方でも列車の運行や災害情報が一目で
わかります。

糸島市内の１５校区全ての通学路にカ
ラー舗装「グリーンベルト」を整備。総延
長は１３ｋｍを超えます。危険箇所を中心

小学3年生までの受入を、平成２７年
度より小学6年生まで利用できるよう拡
大しました。また、開所時間も18時
→19時までの延長を実施しました。
働く子育て世代をしっかりとバックアッ
プしていきます。

また市のイベント
や観光案内もお
知らせできるよう、
工夫を凝らしまし
た。

これまで世帯に１枚だった国民健康
保険証を１人１枚のカード型に改良。
誤診防止のために氏名にフリガナを
付与したり、コピーすると「複写」の文
字が現れ、偽造防止の工夫もされて
います。

に順次拡大しており、
登下校時の交通安全
や運転者のマナー向
上など、事故防止に役
立っています。

人工肛門や人工膀胱などを患ってい
る人たちは汚物を入れるタンクやシン
クが必要です。市役所や伊都文化会
館などオストメイト対応多目的トイレを
順次設置し、現在２７ヶ所となりました。

～～ ホームページにも詳細が掲載されています URL http://www.sasagurisumio.com ～～



実績マップ一覧（H１５～Ｈ２９） 前原南校区
№ 実績内容 部門 校区名
1 初期消火に協力された方には、使用されたものと同等の消火器を提供 防災 市内（全域）
2 通院・入学に関する子ども医療費を中学3年生まで拡大 福祉 市内（全域）
3 防災放無線放送の確認用フリーダイヤル番号案内シールを全戸に配布 福祉 市内（全域）
4 家族防災会議の日に合わせ「我が家の防災チェックシート」を全戸に配布 防災 市内（全域）
5 ＪＲ駅自由通路、公民館の照明、防犯灯をＬＥＤ化に付け替え 環境 市内（全域）
6 マイナンバーカード交付に際し、郵便での受取を可能に 福祉 市内（全域）
7 選挙時における、パソコンによる投票所受付システム導入の促進 市民 市内（全域）
8 福祉タクシーチケットの月使用限定を年間利用可能 福祉 市内（全域）
9 「赤ちゃんの駅」が市役所など３３カ所に設置 福祉 市内（全域）
10 認知症自己チェック「認知症簡易チェックシート」を市公式ホームページに導入し、自己診断を可能とした 福祉 市内（全域）
11 ９月第１日曜日を「家族防災会議の日」に制定 災害対策 市内（全域）
12 特定健診受診率向上のために、個人負担金を無料化 福祉 市内（全域）
13 福岡県西方沖地震　被災住宅の復旧を支援 災害対策 市内（全域）
14 全国のコンビニで証明書発行（住民票、印鑑証明、戸籍謄本など）可能を実現（福岡県で初） 市民 市内（全国）
15 市税（市県民税・固定資産税・軽自動車税・健康保険税・上下水道使用料金）をコンビニ納付可能に 市民 市内（全国）
16 全小中学校でお弁当の日を設定 教育 市内（全校区）
17 小・中学校へ電子黒板の導入推進、電子黒板対応の地デジＴＶ導入推進 教育 市内（全校区）
18 就学援助費の入学前支給を実現 教育 市内（全校区）
19 市内全小学校の通学路に歩行者用カラー舗装「グリーンベルト」を整備 交通安全 市内（全校区）
20 糸島市 全小・中学校へミストシャワー設置 教育 市内（全校区）
21 各校区公民館に災害用備品として「発電機」「投光器」「折り畳み式リヤカー」「担架」を設置 福祉 市内（全校区）
22 放課後児童クラブの土曜日開所が実現 教育 市内（全校区）
23 放課後児童クラブへの入所対象児童を６年生まで引き上げ、開所時間を18時から19時まで延長 福祉 市内（全児童クラブ）
24 小中学校トイレの環境改善として、臭い消しや洋式便器の導入などを実施 環境 市内（波多江他）
25 震災時に迅速な行政サービスを提供する「被災者支援システム」を導入 防災 市内（市役所）
26 市役所本館の耐震補強改修工事を実施 防災 市内（市役所）
27 市庁舎新館及び校区公民館など市施設の全照明をＬＥＤ化に付け替えを実施 環境 市内（市役所他）
28 情報バリアフリー化のため携帯用の難聴者磁器誘導システムや書画カメラ、点訳用等パソコンを導入 福祉 市内（市役所他）
29 市役所窓口や公民館などに耳マークを６６カ所設置 福祉 市内（市役所他）
30 普通救命・ＡＥＤ講習を市の全議員、全職員、嘱託職員が受講 安心安全 市内（市全職員）
31 介護保険制度で福祉用具の購入や住宅改修で「受領委任払い方式」を採用 福祉 市内（介護対象者）
32 高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費用を助成 福祉 市内（高齢者）
33 国民健康保険証をカード化（県内２番目）、ひとり１枚発行、氏名にフリガナを付与、偽造防止 福祉 市内（国保対象者）
34 篠原公園で電線にかかった立ち木を伐採 環境 前原南
35 前原南の通学路で陥没した側溝を復旧 交通安全 前原南
36 見誤りやすい前原南小学校前信号機にランプカバーを設置 交通安全 前原南
37 前原中央にある福岡中央銀行前と西日本シティ銀行付近の横断時間を延長 交通安全 前原南
38 篠原西１丁目の県所有地の荒れた雑木林を整備 環境 前原南
39 前原駅南３丁目で音が鳴る鉄板の側溝蓋をコンクリート製に付け替え 交通安全 前原南
40 前原南小学校東側（プール付近）のぬかるみを解消 交通安全 前原南
41 前原中央にて雑木や雑草で覆われた水路を整備 環境 前原南
42 笹山公園北口の登り口に生い茂った雑草を整備、案内看板の設置 環境 前原南
43 笹山公園内道路の陥没・亀裂を修復 環境 前原南
44 前原南小のトイレ洋式化・車いす対応を促進 福祉 前原南
45 前原中学校正門前の道路を、赤色舗装や減速表示などの安全対策を実施 交通安全 前原南
46 前原中央１丁目の崩れた側溝を修復 交通安全 前原南
47 糸島高校南交差点付近の消えかかっていた横断歩道、路面標示を整備 交通安全 前原南
48 篠原東3丁目の危険な曲がり角にカーブミラーを設置 交通安全 前原南
49 上町行政区公民館の前の側溝を改修 交通安全 前原南
50 ＪＲ筑前前原駅南口に電光掲示板設置 福祉 前原南
51 前原市中央１丁目の県道・雷山前原線　幅員拡張・歩道整備 道路 前原南
52 上町行政区公民館用地と民有地との交換推進 公園 前原南
53 カーブミラーの新設・切り替え（上町公民館東側、西日本新聞上町エリアセンター横） 道路 前原南
54 防犯灯の新設（雷山デイケア横、前原駅南３丁目） 防犯 前原南
55 外側線引き（雷山診療所から県道雷山前原線の区間） 防犯 前原南
56 きょくとうクリーニング糸島工場横市道一部補修（３ヵ所） 道路 前原南
57 前原南小学校外周の外側線引き直し 道路 前原南
58 西原歯科医院付近の市道に「横断歩道あり」大書き 道路 前原南
59 糸島高校南の点滅信号機をフル規格の信号機へ切り替え 道路 前原南
60 ヘアーサロンかいじま様横の市道一部補修 道路 前原南
61 前原南小学校南交差点から糸島高校南交差点までの区間の防犯灯設置 道路 前原南
62 前原駅南２丁目（弁坂線）、篠原東１丁目２２番付近、篠原東２丁目古池横のの防犯灯新設 防犯 前原南
63 笹山幼稚園グランド横の交差点改良（外側線引き直しおよび停止線見直し） 防犯 前原南
64 前原中学校前の車道・歩道の冠水対策 安心安全 前原南
65 前原南小学校正門南側、水路を歩道に改修し通学路整備 安心安全 前原南
66 西伏流池～綿打水路～丸田池公園に至る洪水対策調査実施 安心安全 前原南
67 篠原西3丁目の県道に二面鏡のカーブミラーを設置 安心安全 前原南
68 叶原ため池付近の、水路上の通路に転落防止柵設置 環境 前原南


