
 

 

社会 １/１ 

平成２６年 ７月 ９日 

 

宗像市議会 

 議 長 吉 田 益 美 様 

 
                       社会常任委員会 

                      委員長  花田 鷹人 

 

 

所管事務調査報告書 

 

本委員会は、下記のとおり所管事務調査を行ったので、宗像市議会

委員会条例第３７条の規定により報告します。 

 

記 

 

【調査期間】  平成２５年１２月～平成２６年５月 

 

【調査事項】  第２次宗像市総合計画について 

 

１ 調査目的 

 平成２７年度から３６年度までを計画期間とした第２次宗像市総合計画

について、議会として策定に関わり、議会としての意見をまとめるため、

その内容を調査するもの。 

 

２ 調査経過 

・平成２５年９月３０日 議会運営委員会 

総務常任委員会の所管事務調査報告を受け、第２次宗像市総合計画の策

定に議会として関わるため、所管する施策について各常任委員会で所管事

務調査することを決定。 

 

・平成２５年１２月１６日 総合計画策定に関する勉強会（全員協議会） 

 第２次総合計画（基本計画）の施策概要、現状・課題、取組方針につい

て、担当課から説明。 

 

・平成２６年１月～５月 

 社会常任委員会を計４回開催。執行部への質問はすべて資料要求で行い、

委員会ではその回答などをもとに委員間討議し、基本計画の施策区分ご

とに委員会の意見をまとめた。 

 

３ 意見 

別紙一覧表のとおり 

  



社会常任委員会所管事務調査　意見一覧表

施策：子どもの健全育成
施策区分 指摘箇所 意見 備考

家庭や地域の教育力の向上 意見なし

子どもの体験と交流の充実

取組方針のなかの「子どもが広い視
野、責任感、自尊感情、規範意識、コ
ミュニケーション能力等多くのことを身
につけ」

削除すること。 現状・課題のなかの文章と重複。

子どもの体験と交流の充実
取組方針のなかの「居場所を地域に
展開していきます。」

「地域」を「より地域に根ざして」とすること。 居場所は地域に密着した場所という考え
が必要。

子どもの体験と交流の充実
取組方針 取組方針に子ども会活動に対する取り組みを

記載すること。
なし

子どもの権利を守るための支援

取組方針のなかの「効果的な支援を
行うため」

「効果的な支援を行うため」のあとに「関係機関
と連携して」を追加すること。

子どもの権利救済のためには学校、幼稚
園、保育園など関係機関と連携して取り
組むという考えが必要。

施策：子育て環境の充実
施策区分 指摘箇所 意見 備考

健やかな成長や発達を支える事業
展開

なし なし なし

連携した相談支援体制の確立
なし なし なし

安定した保育体制と幼児教育の充
実

なし なし なし

施策：グローバル人材の育成と国際交流の推進
施策区分 指摘箇所 意見 備考

グローバル人材の育成
施策概要、現状・課題、取組方針 宗像市にとってのグローバル人材の定義を明

記すること。
計画には国の考えとしての定義しか記載
されていない。

国際交流の推進
取組方針 取組方針のなかに「市民にも情報の場を設ける

など広く提供していくこと」を追加すること。
国際交流の取り組みが市民に見える状況
になることが必要。
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社会常任委員会所管事務調査　意見一覧表

施策：健康づくりの推進
施策区分 指摘箇所 意見 備考

地域で取り組む健康づくり
なし なし なし

毎日続ける健康づくり
なし なし なし

こころと身体の健（検）診による健
康づくり

現状・課題、取組方針 現状・課題のなかに、健（検）診の受診率の現
状（低いこと）を記載すること。
取組方針のなかに、健（検）診の受診率を向上
させる具体的な取り組みを記載すること。

健（検）診の受診率が低いという現状を明
記することが必要。

施策：安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営
施策区分 指摘箇所 意見 備考

社会保険制度の健全運営
なし なし なし

医療体制の充実
なし なし なし

施策：高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり
施策区分 指摘箇所 意見 備考

高齢者の生きがいづくり

取組方針のなかの「参加しやすい環境
づくりを進めていきます」

取組方針の「さまざまな情報を一元化して発信
していくとともに」の後に「高齢者が歩いて通え
る場所の提供など」という文言を加える。

参加しやすい環境が整備されていないこ
とが課題であるとしているので、取組方針
には具体的に示すべきである。

高齢者の社会参画
現状・課題のなかの「意欲的な高齢者
が増えています」

増えていますが、社会参加の場が少ない（受け
皿が少ない）とすること。

現状・課題のなかに社会参加の場が少な
いという課題が記載されていない。

高齢者の健康づくりと介護予防

現状・課題のなかの「疾病や認知症」 「不可欠です」とだけするのではなく、本市にお
いて増加している現状があるのであれば、現
状・課題のなかに記載すること。

なし

高齢者の健康づくりと介護予防
取組方針のなかの「地域や世代の特
性に応じて構築していきます」

地域や世代の特性を具体的に記載すること。 地域や世代の特性が何を示しているのか
がわからない、不明瞭である。
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社会常任委員会所管事務調査　意見一覧表

施策：自立した生活の支援
施策区分 指摘箇所 意見 備考

日常生活の自立支援
なし なし なし

経済的な自立支援
なし なし なし

施策：互いに尊重し、協力し合う社会の充実
施策区分 指摘箇所 意見 備考

人権の尊重
なし なし なし

男女共同参画の推進
なし なし なし

施策：歴史・文化遺産の保存と活用
施策区分 指摘箇所 意見 備考

世界遺産登録推進及び保存、活用
なし なし なし

歴史文化遺産の保存
なし なし なし

歴史文化遺産の継承
なし なし なし

歴史文化遺産の活用
なし なし なし

施策：生涯を通した学習の振興
施策区分 指摘箇所 意見 備考

学びや活動ができる場の提供
なし なし なし

文化芸術活動の充実

現状・課題のなかの「宗像ユリックスだ
けでなく、広く市内で文化芸術活動を
鑑賞できる場の拡大、芸術家などが市
内で活躍できる場の拡大」

宗像ユリックスだけでなく広く市内に場を広げて
いく取り組みを記載すること。

限られているという現状・課題に対する取
組方針が記載されていない。

文化芸術活動の充実
取組方針 音楽以外の文化芸術の取り組みも記載するこ

と。
取組方針が音楽だけに限定されている。

市民に身近な図書館づくり
なし なし なし
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社会常任委員会所管事務調査　意見一覧表

施策：スポーツの多面活用
施策区分 指摘箇所 意見 備考

運動、スポーツを通した健康活動、
コミュニティ活動の増進

なし なし なし

子どものスポーツ機会の充実、ライ
フステージに応じたスポーツ活動
の推進

なし なし なし

スポーツ観光の推進
なし なし なし

地域スポーツ環境の整備
なし なし なし

施策：豊かな自然と快適な生活環境の融合
施策区分 指摘箇所 意見 備考

ごみの減量と適正処理
現状・課題のなかの「事業所から排出
されるごみは増加しています」

事業所から排出されるごみの増加に対する取り
組みを記載すること。

現状・課題に対応した取組方針が必要。

環境に配慮した施設等の管理運営
なし なし なし

環境汚染に対する対応
なし なし なし

施策：自然環境の保全と再生
施策区分 指摘箇所 意見 備考

環境保全に対する取組みの推進
なし なし なし

温暖化防止対策の推進
なし なし なし
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社会常任委員会所管事務調査　意見一覧表

施策：地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進
施策区分 指摘箇所 意見 備考

コミュニティ活動の活性化
取組方針のなかの「自治会への住民
の加入を促進します」

現状・課題のなかに自治会の加入者が減少し
ている現状を記載すること。

取組方針の内容が、現状・課題のなかで
触れられていない。

コミュニティ活動の活性化

現状・課題のなかの「安定と継続を目
指して、その組織を強化する必要があ
ります」

安定と継続だけではなくコミュニティの自主性、
主体性を重んじる旨の記載を追加すること。

行政からの押し付けから住民みずからの
活動であるという意識づけが必要である。

コミュニティ活動の活性化
なし 取組方針のなかに自治会の必要性を記載する

こと。
自治会の必要性を強調する必要がある。

コミュニティ間の連携の強化
現状・課題 コミュニティ間の連携について、これまでの課題

や問題が記載されていない。
なし

コミュニティビジネスの推進
なし なし なし

施策：市民活動の推進
施策区分 指摘箇所 意見 備考

市民活動の活性化
なし なし なし

市民でつくるまちの推進
なし なし なし
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