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日程 発言 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 １ 宗像市の将来の活性化について  

１ 健全財政を維持するために企業誘致を大胆に 2 石松 和敏 P3 
２ 利用者が望む定住化の住宅取得助成制度を 

１ 地域の助け合いで防災体制の充実を 3 杉下 啓惠 P5 
２ 化学物質による健康被害を減らすために 

１ 快適生活環境の充実について 4 西山 隆 P7 
２ 市民のための行政サービスの充実について 

１ 災害による被害を最小限に、あらゆる角度からの検討急げ 

5/31 
（火） 

5 石橋 文恵 P8 
２ 離島生活の向上をめざす取り組みを 

6 田原 敏美 P9 １ 宗像市民の安全・安心なまちづくりの推進について 

１ 自校方式給食事業のメリットを生かした事業へ 7 新留 久味子 P10 
２ 災害時を見据えた街づくりについて 

8 小島 輝枝 P11 １ 下水道整備の推進を 

9 日隈 一憲 P11 １ 教育施政方針について 

１ 住んでみたいまち宗像、新たな定住化推進施策は 

6/1 
（水） 

10 神谷 建一 P12 
２ 新たな公共交通の運行について 

11 花田 鷹人 P13 １ 持続可能な社会に向けて、公共施設の長寿命化の取組みについて 

12 末吉 孝 P14 １ 被災地を見てきて考える地方行政の在り方 

１ 災害時の対応について 

6/3 
（金） 

13 植木 隆信 P15 
２ 住宅リフォームの助成制度を 

一人あたりの質問時間は答弁を含めて最大５５分です。【質問者数：１３人、質問項目：２０項目】 

一般質問は通告制です。 
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発言順 １ ３番 岩木 久明     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 宗像市の将来の活性化について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、経営企画部長、 

市民協働・環境部長、産業振興部長、都市建設部長 

現在、少子高齢化が進み、本市においても、高齢化率が６０％を超えている地域もある。また、

人口も他の福岡都市圏の自治体の伸びに比べて高くなく、微増の状態が続いている状況にあり、数

年後には、人口の減少が確実にやってくると思われる。 

 このような中、平成２３年度一般会計予算では、前年度に比べ、約７０００万円の市税の減収が

見込まれている。ますます進む高齢化は、市税の減収のみならず、高齢者福祉、医療等に関する経

費の増大も懸念され、５年、１０年先の財政運営が心配でならない。 

 市長は自らのマニフェストで「地域にお金を生み出す仕組みづくりをさらに推進します。」と言

われている。まさに、５年、１０年先の健全な財政運営には、この地域にお金を生み出す仕組みづ

くりを行うことが今、最も重要なことと思う。そのためには、企業の誘致が不可欠である。現在、

約９８億円の市税収入のうち、法人市民税は、わずか３億円程度である。 

（１）第一次宗像市総合計画に「新たな産業用地の確保や未利用地の有効活用」が取り組み方針と

して挙げられている。この方針に対し、現在、どのような対応をしているか伺う。 

（２）私は前述のとおり、税収や雇用の創出、人口増に企業誘致は、不可欠と考える。そこで、比

較的、九州縦貫道に近く利便性が高く、まとまった土地が野坂地区や朝町地区にある。また、

耕作放棄された農地も数多くある。企業誘致まで、５年１０年はかかると思うが、将来の宗像

市を考えた場合、今、誘致用地の整備が必要と考える。今後、市としては、この土地または、

ほかの誘致用地について具体的な検討をしているのか、または、今後進める考えがあるかどう

か伺う。 

（３）今回、福島県での原発事故により、今後、火力発電所の需要は増大すると思われる。私は、

大島に火力発電所の誘致を行なうと、雇用の拡大や従業員の定住化が促進され、大島の活性化

に寄与すると考えるが、市長の意見を伺う。 
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発言順 ２ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 健全財政を維持するために企業誘致を大胆に 〔答弁を求める者〕市長 

本市は、今まで住宅都市や文化・学園都市として成長してきた。しかし、人口の増加も止まり、

少子高齢化の現実を前にして様々な面で苦難に直面している。例えば、財政的には他市への通勤者

が多く、法人税収よりも個人税収の割合が高い構造にあり、人口減少に伴う財政的影響は大きい。

また、団地の老朽化と居住者の高齢化や新規住宅供給の停滞、空き地・空き家問題の顕在化、就労

の場の不足などが課題（問題点）として挙げられる。 

 現時点では健全財政を維持しているが、将来とも健全財政を維持していくためには、今までの発

想の延長ではなく、生産人口の増加や就労の場の確保、空き地・空き家問題の解消、税収増による

財政健全化につないでいく必要がある。そのためには、思い切った企業誘致に向けた政策を策定す

るため、早急にプロジェクト・チームを立ち上げ、調査・研究し実施していくことが必要である。 

（１）現状の課題（問題点）に対して、谷井市長の基本的な見解を伺う。 

 ①団地の老朽化と居住者の高齢化 

 昭和４０年代から急激に団地開発が行われ、それらの住宅が老朽化し高齢化も進展してい

る。古くからの住宅団地では住み替えが進まないことが課題であるが、市長の見解を伺う。 

 ②土地利用に関する施策について 

 昭和４０年代から開発された大型団地の一部では、戸建住宅用地の一区画面積が１００～

１２０坪程度のところが多いため、これらの大型団地では土地購入にかかる負担が大きくな

り、市場取引の低迷につながっている状況がある。また低層住居専用地域では、一部の地区

を除いて最低敷地面積が２００㎡（約６０坪）の規定になっている。しかし、福岡都市圏の

各都市においては、最低敷地面積を１６５㎡（５０坪）とするところも多く早急に見直しが

必要である。もう一つは、市街化区域内未利用地の活用と市街化調整区域の市街化区域への

編入の問題がある。市街化調整区域の中で、住宅用地として開発できれば十分に競争力のあ

るところがいくつかみられ、特にＪＲ赤間駅周辺の農地などの市街化区域への編入等を検討

すべきである。そこで、これら土地利用に関する施策について市長の見解を伺う。 

 ③雇用の場の創出に関する施策について 

 「住んでみたいまち宗像５年計画」の中では、企業誘致の促進による雇用の場の確保や既

存産業の活性化による就労機会の拡充を方針として示しているが、市長の本気度を問う。 

（２）南郷地区にある民間所有の大規模な土地を購入し工業団地化して企業誘致を実施すべき 

今回の東日本大震災により、多くの自動車や電機等の関連企業が被災し、短期的には原状

復帰に力を注いでいるが、中長期的には太平洋側では今回の三陸沖だけでなく、東海、東南

海、南海地震という三つのプレート境界型地震が３０年以内に発生する可能性が高まってお

り、併せて、福島第一原発事故の終息と原発アレルギーが収まるのに相当の時間がかかると

思われる。幸か不幸か、東日本大震災は西日本の日本海側にある本市にとっては「天の時」

と考えることができるのではないか。また、本市の物理的位置は、西日本で日本海側にあり、

プレート型地震は物理的に起こらないとされている。トヨタ自動車九州の近くにあり、高速

道路にも隣接しているため自動車関連企業等にとっては多くの優位点がある。従って、本市

は「地の利」を得ていると考えるべきではないか。そこで、副市長をトップに早急に調査・
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研究して結論を出してほしいと考えるが、谷井市長の見解を伺う。 

 

２ 利用者が望む定住化の住宅取得助成制度を 〔答弁を求める者〕市長 

本市では、平成２２年８月から、一定要件の中古住宅を購入して市外から転入してくる人に対し

ての助成制度を運用しているが、利用者は低迷しているのが実態である。 

現制度の趣旨は、市外から市内への転入者増加と、空き家の減少で居住環境の改善を図るためで

あるが、制度設計自体が実態に合っていなかったためではないかと考える。 

そこで、なぜ利用が低迷しているのか、原因を分析し、定住化推進のために利用者が望むような

制度に改正すべきと考える。 

（１）転入者、転居者、子育て世代などの補助対象者について 

助成制度の趣旨を本市に定住（永住）することを目的とし、市内に自己の居住のための住宅

及び土地を取得した人を対象にするのであれば、現制度の転入者だけに限定せずに、市内での

転居者も対象とすべきである。また、その中でも特に、子育て世代に重点を置くのであれば助

成の加算制度を設ければよいのではないかと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（２）新築住宅、中古住宅、土地などの補助対象不動産について 

現制度の対象条件は、購入日を基準日として建築２０年を経過した一戸建て木造の住宅（マ

ンション等の耐火建築物は建築２５年を経過した住宅）としており、中古住宅に限定している。 

現状では、新規住宅団地の開発は少ないとしても、既存団地には宅地のまま塩付け状態にな

っている土地もある。また、中古住宅においても建築２０年経過という条件を付けていること

が実態に合っていないのではないかと考える。従って、助成制度の対象は、中古住宅に限定せ

ずに新築住宅や土地も対象とすべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（３）賃貸、取得、古家解体など補助対象となる手法について 

本市では毎年４，０００人を超える転入者があり、その多くは集合住宅等の賃貸物件に入居

し、転出入者の多くがこの賃貸住宅で入れ替わっていると推測されている。定住化施策を進め

るためには、受皿となる様々な賃貸集合住宅も検討する必要はあるが、助成制度の趣旨を定住

（永住）することを目的とするのであれば、賃貸も助成対象にするのは疑問である。あくまで

も、土地も含む新築住宅、中古住宅の取得に助成すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（４）補助金、税の減免、住宅貸付などの支援方法について 

現制度では、中古住宅取得の状況は様々なケースが想定されるため、①中古住宅購入補助、

②転入世帯員補助、③借入金補助、④リフォーム等工事補助の４種類の補助がある。 

返還制度の問題もあり、固定資産税（都市計画税）を中心とした税の減免や住宅貸付（住宅

ローン）の利息分補てんなど柔軟に検討すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（５）現在の返還制度は憲法違反にあたるのではないか。 

現制度では、補助金交付後、転入日から１０年以内に住宅売却並びに全世帯員の転出及び

転居が判明した場合は、本市が定住年数に応じて返還を請求することになっている。宗像市

に一時住んだとしても、様々な事情で本市から１０年以内に引越ししてしまう場合もあると

考えられる。補助金の返還という罰則をつけることは憲法第２２条「居住、移転の自由」に

抵触する可能性がある。そこで、このような罰則規定を設けることは難しいと考えられるが、

執行部の見解を伺う。 
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発言順 ３ 
 

１ 地域の助け合いで防災体制の充実を  

〔答弁を求める者〕市長、総務部長、健康福祉部長、関係部長 

３月１１日の東日本大震災では、多くの命が失われ、そして、たくさんの人たちが今も過酷な環

境で避難生活をおくられていることに、本当に胸が痛む。被災地の皆さんの必要とされる支援を、

切れ目なく、息ながく続けていかねばならない。 

一方で、あらためて、自分たちの住むまちの防災体制について点検し、備えることが重要である。

また、地域において、声をかけ合い助け合い支え合える関係が、日常はもちろん非常時においては、

大きな力となることを痛感している。 

（１）地域で暮らす人たちが、それぞれの地域の実情にあった防災体制をつくっていくことがとて

も重要である。 
①自主防災組織設立の状況はどうなっているか。 
②組織設立のための課題はどのようなことにあると考えているか。 
③市の防災マップが各家庭に配布されたが、この機会にコミュニティ、自治会等で点検し、災害

時に備える取り組みを、市からも働きかけてはどうか。 
（２）高齢者や障がい者、乳児など、日常生活に介護・介助を必要とする人たちに対しては、当事

者や家族の声を生かし、災害時の支援体制を整えていく必要がある。 
①災害時要援護者支援の体制づくりの進捗状況はどうか。 
②避難後の支援について、福祉や医療、保育などの専門家と連携した支援について検討はされて

いるか。 
 

２ 化学物質による健康被害を減らすために  

〔答弁を求める者〕市長、都市建設部長、市民協働・環境部長、関係部長 

私たちは、日常生活のさまざまな場面で、農薬、防虫剤、芳香剤、ワックスなどの化学物質に接

する機会が増えており、人の健康への影響が懸念されている。化学物質の使用については、農林水

産省や環境省など国の省庁からも、使用制限の法令や指針が出され、その徹底が求められている。

本市でも昨年（平成２２年）６月に「宗像市管理施設における化学物質使用に関するガイドライン」

が策定され、農薬や薬剤などの化学物質の使用について、できる限り取りやめることを基本とする

ことになっている。 
化学物質に反応し健康被害を受けている人は、少数の過敏な体質の人だけだという認識が一般的

に強いようだ。しかし、だれでも発症する可能性があるということを認識しなければならない。特

に、成長過程の子どもたちは化学物質の影響を受けやすいため、化学物質を不用意に浴びることが

ないよう対策が必要だと考える。 
（１）市の公園の管理について、今後も農薬や除草剤に頼らない方法で管理してほしいと考えるが

どうか。 
（２）小学校に隣接する中央公園野球場について 
①芝生の中にクローバーなどの雑草が侵入していることから、除草剤をまくことを検討されてい

ると聞くが、他の方法も比較検討されたのか。 

１番 杉下 啓惠 

党派：ふくおか市民政治ネットワーク 

／会派：ふくおか市民政治ネットワーク 
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②芝生化して３０年近く経過しているため土壌が固くなっているのではないか。また、はられて

いる高麗芝はデリケートな芝であり、芝そのものが弱っており、除草剤をまいても芝が再生す

る可能性は低いのではないかと思われる。強い芝にはり替えることはできないか。 
③利用する子どもたちや保護者、隣接する学校や住民も含め、リスクコミュニケーションをはか

るべきだと考えるがいかがか。 
（３）さつき松原の松枯れ対策として毎年行なわれている農薬散布について 
①国に対して、どのような申し入れを行なったか。 
②学校の周辺は、「森林病害虫防除法第７条の２第１項の規定に基づく防除実施基準（平成１５

年９月２６日 農林水産大臣）」に基づき判断すると、散布の対象地域から除外すべきだと考え

るが、どのような認識を持たれているか。 
③松枯れの原因について、酸性雨や大気汚染、土壌の窒素分が増えていることなども指摘されて

いるが、その対策を行なう計画はないのか。 
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発言順 ４ ６番 西山 隆      党派：社会民主党 ／ 会派：市民連合 

１ 快適生活環境の充実について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
東日本大震災が発生して早２ヶ月が過ぎた。５月１５日現在、死者１５，０５７人、不明者９，

１２１人で、日本歴史上最大の大震災となっている。さらに福島第一原子力発電所の事故により、

市民の生活に多大な影響を与えて、未だに解消の目途がない。 

（１）各コミュニティの防災体制について 

①組織は確立されたのか。 

②飲料水、毛布、簡易食糧などの備蓄状況は。 

③あらゆる災害に対しての訓練はどのように行っているか。 

（２）玄海原子力発電所の事故が発生した場合の対策について 

①市民への情報伝達をどのように行うのか。 

②放射性物質による被害が拡大した時を想定し、市民レベルで行える具体的な対策は何か。 

（３）省エネルギーについて 

①各公共施設の節電対策状況は。 

②市庁舎内の緑化対策状況は。 

③市民への広報活動はどのように行っているか。 

 

２ 市民のための行政サービスの充実について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
私たちの暮らしの安心、安全、安定を支える公共サービス、また、交通、福祉、教育など欠かせ

ない公共サービスはどうあるべきかの基本を定めたのが公共サービス基本法（２００９年７月施

行）である。この法律には、国、地方公共団体の責務、さらにはそこに働く労働者の権利の確立に

ついても盛り込まれている。 

（１）公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備について、どのような施策を講じている

か。 

（２）公契約条例について 

 ①条例制定の考え方は。 

 ②今後の入札制度の考え方は。 
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発言順 ５ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 災害による被害を最小限に、あらゆる角度からの検討急げ 

〔答弁を求める者〕市長、教育長 
甚大な被害が出た東日本大震災。これまでの防災対策の十分な検証と、「想定外」をなくすハード、ソ

フトあらゆる角度からの総合的な対策の検討が急がれる。  
（１）今回の大災害から教訓とされたことは何か。本市の課題とされたものがあるか。本市の防災計画

の見直しは必要ないか。 
（２）わが地域の防災対策はどうなっているのか。市民の関心は高いと考えるが、具体的な防災対策が

市民の側に立ってどの程度認知されていると認識しているか。 
（３）自主防災組織が全自治会に設置され、機能するための対策はどのようになされているか。 
（４）「宗像市防災月間」を設定し、全自治会が年 1 度、防災知識の学習会や避難訓練など頭と体でおぼ

えてもらう等、「防災」をキーワードに住民総出で具体的なアクションを起こす仕組み作りが必要と

考えるがいかがか。 
（５）災害発生時、避難所の役割を担う学校施設の防災機能は、どのように充実しているか。 
（６）今回の大災害で、岩手県釜石市では実践的な防災教育によって小・中学生のほぼ全員が無事だっ

た。 
  学校での防災教育は具体的にどのように行われているのか。 
（７）このたびの東日本大震災では、地方公共団体の行政機能そのものがマヒした地域もあった。 
  災害発生時においては、行政の素早い対応が被災者支援や復旧・復興に不可欠である。災害時の危

機管理に役立つ「被災者支援システム」は構築されているか。 
 

２ 離島生活の向上をめざす取り組みを 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
公明党は昨年１２月、政策提言「公明党離島振興ビジョン」を発表した。 
また本議会でも、今年 3 月、２０１３年３月末で期限切れを迎える離島振興法を抜本的に改正し、総

合的な離島振興策を強力に推進するとともに、医療、教育、交通、介護など離島が抱える諸課題の改善

やハード・ソフト両面にわたる生活インフラの整備に全力を挙げるよう、国に対し意見書を提出した。 
国の支援を待たずに、本市においても、大島、地島住民の生活向上のため、独自にできる事業を予算

化する考えはないか。 
（１）子育て世代の支援について 
①高校に通学する生徒への支援が考えられないか。 
②妊婦健診や出産の際の交通費、滞在費の支援が考えられないか。 

（２）産業振興、観光対策への具体的な考えは。 
（３）男女共同参画意識向上のための取り組み状況は。 
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発言順 ６ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 宗像市民の安全・安心なまちづくりの推進について 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

日本列島を未曽有の恐怖に引き込んだ東日本大震災から２カ月余りが経過した。千年に一度と言

われる、マグニチュード９の大地震、波高１５ｍを超える大津波、さらに安全神話がくずれた福島

第一原発事故など、想定を越す大規模な災害が発生している。九州近海の震源域も連動する可能性

も指摘されている。大島や地島といった離島や海岸線を有する宗像地域は台風や地震津波など災害

を受けやすい地理的、地形的条件を持っている。過去の指針にとらわれない自治体独自の防災、市

民保護の対策が必要と考えられる。危機対応能力を充実させるためには、地域住民が地域にどんな

危険性があるかを把握し、住民同士がつながりをもち、防災活動を活性化させることが重要である。

健やかで快適に暮らせる「住んでみたいまち宗像」を実現するために、防災計画の見直しなど多面

的な取り組みを切望するが市長、教育長の考え方を問う。 

（１）防災計画の見直し、強化対策について 

①市民の生命、財産を災害から守るための防災ビジョンは徹底されているか。 

・人づくりと組織づくりについての考えは。 

・災害に強いまちづくり計画の策定は。 

・防災施設や設備体制の強化策は。 

・応急、復旧対策の確立と非常時の備えについての考えは。 

②突発的な事故や震災、風水害などの対策について、関係機関や近隣市町と連携しているか。 

③大規模事故（危険物・海上事故・放射能）の対策についての考えは。 

④児童・生徒に対する学校の危機管理体制は充分とられているか。 

（２）「宗像市国民保護計画」の見直しも必要ではないか。 

①国民保護措置を的確、迅速に実施できる体制、対策がとれているか。 

②学校との危機管理の連携体制は徹底できるか。 

（３）全国的に刑法犯の発生は減少傾向にある。取り締まり対策や抑止対策について、宗像署との

連携は充分とれているか。 

①河東地区や日の里地区に交番の新設についての現状はどうか。 

②警察官による地域パトロ－ルの強化策についての対応は。 

③地域コミュニティの自主防災会や青パト巡回など各活動をどのように評価しているか。 
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発言順 ７ ８番 新留 久味子    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 自校方式給食事業のメリットを生かした事業へ 〔答弁を求める者〕市長 

全国の自治体では、学校給食を「センター方式給食」へ移行させる自治体が増える中、本市では、

全小中学校で「自校方式給食」に移行させ、安心で安全な給食、地産地消の食材の利用、そして何

より子ども達には温かくておいしい給食を提供している。この取り組みは大いに評価するものであ

る。 
今回の東日本大震災のなかでは、この学校給食施設が大きな役割を担ったとの報道もなされてい

る。ぜひ本市の学校給食事業のあり方を再度、確認することが重要だと考える。 
そこで、現状の見直し、課題そして災害時の学校給食の位置づけなどについて伺う。 

（１）本市の場合、現在は「自校方式給食」だが調理業務を民間の業者に委託している。 
①このやり方での問題点や課題は何か。 
②委託業者の選定はどのような方法で行なっているのか。 
③調理員１名に対しての食数は、どのような基準で定めているのか。 
④栄養士と調理員がひとつのチームとして業務に当たることが重要だが、その打ち合わせ等はど

のように行なっているのか。 
⑤アレルギー対応の調理員は、専属で配置しているのか。 

（２）本市でも大規模災害時に、学校給食施設等の活用も当然考えられる。以前は直営の学校給食

施設がその役割を担うとの認識を市も明らかにしていた。しかし、現状では、すべての給食事

業は民間委託となっている。災害時のことも考慮し、最低１カ所の直営施設を確保する考えは

ないか。 
 
２ 災害時を見据えた街づくりについて 〔答弁を求める者〕市長 

日本共産党市議団は、東日本大震災の被災地に入り、救援ボランティア活動を行ってきたが、こ

の活動を通して、災害時にしっかり住民の命を守る「街づくり」をどのようにつくっていくのか、

この視点にたって再度検討がなされるべきだと考える。 
今回の震災でも、住民の大きな力になったのは地場の産業だった。 
津波の被害を同じように受けた大型店舗は、私たちが現地に入った震災２カ月後でも店舗再開の

目途は立たず、住民生活に多大は影響を与えていた。しかし、市内の小規模店舗は、商品の流通が

少しずつ復興すれば、自力で店舗を再開し、食料などの生活物資を提供し住民の暮らしを支える大

きな役割を果していた。 
本市でもコミュニティ単位での街づくり、「コンパクトで交通弱者や社会的弱者に配慮した街づ

くり」といった視点が重要になってくると考えるが市長の考えを伺う。 
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発言順 ８ ７番 小島 輝枝     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 下水道整備の推進を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、都市建設部長 

旧宗像市地域は、住宅団地開発に伴い下水道整備が進んだ。このことにより、下水道の普及率は

県内でもトップクラスであった。また、玄海地域においては合併前から事業に着手し、合併後の現

在は「特定環境保全公共下水道事業」で整備が進んでいる。 
下水道整備事業の現状と今後の見通しについて質問する。 

（１）玄海地域の特定環境保全公共下水道事業の進捗状況と今後の整備について 
①国からの補助金が圧縮される中で今後の見通しをどのように判断しているか。 
②事業の最終年度はいつと想定しているのか。 
③残事業費はいくらなのか。 

（２）旧宗像市地域の処理区域（認可区域）の今後の拡大について 
①処理区域でありながら認可区域外（浄化槽で対応となっている）地域はどの地域か。 
②今後、処理区域を拡大する計画はあるか。 

 
 

発言順 ９ １２番 日隈 一憲     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 教育施政方針について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育委員長、関係部長 

平成２３年度に謳われている教育施政方針は、２２年度までの所管する教育部局での仕組みが大

きく変換されている。原田市長の時から子ども課が設置され、福祉と教育の部門が教育部局に一元

化されてきたが、今年度から教育部局の所管をはずれ、市長部局に移行した。また宗像市の特徴あ

る市民協働の仕組みの中で、教育部局にかかわる生涯学習や文化スポーツ振興の分野が市長部局に

移管されてきた、連携という言葉の中で機能が充実してきているのかその検証と、今回新しく就任

された教育長が、本市における教育方針と教育理念についてどのように考えておられるのかを問

う。 
（１）教育施政方針についての所感は。 
（２）信頼される学校づくりの推進について 

①小中一貫教育の効果と課題。また、将来像は。 
②保・幼・小の接続による協力体制の充実による成果は。 

（３）豊かな心を育む教育活動の充実について 
 特別支援教育推進事業についての成果と課題は。 

（４）健やかな体を育む教育活動の充実について 
２４年度から、中学校で武道が必修化となるがその取り組みは。 

（５）子育て支援の連携について 
今まで所管していた学童保育事業の整理と課題の引継ぎは。 

（６）市民活動の支援について 
文化・スポーツ活動を行う市民活動団体への支援の実態は。 
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発言順 １０ ２番 神谷 建一     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 住んでみたいまち宗像、新たな定住化推進施策は 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
全国的に、人口減少時代に突入し、少子高齢化が進んでいく中で、大きな産業収益もなく、市民

税、固定資産税が大きな財源となる本市においては、人口を維持、また増加させることが、大きな

課題のひとつではないかと考える。 
住宅都市として発展してきた宗像市であるが、懸念される人口の減少、少子高齢化は、市の財政

運営はもとより、地域産業の衰弱や地域コミュニティの担い手不足や活力低下などさまざまな分野

で影響を与えるだけでなく、将来のまちづくり構想における大きな問題として考えていかなければ

いけないと考える。 
こうした状況の中、本市では定住化推進施策として４月に「住んでみたいまち宗像５年計画」が

作成された。さまざまな状況調査の中から、人口増加はもとより、若い世代が「宗像に住んでみた

い」と思ってもらえる総合的な定住化政策に取り組んでいくため、住宅市場の活性化、居住環境の

充実、定住ＰＲの充実の３つの柱を基本として概ね５年間定住化推進事業を行っていくと聞く。大

いに期待するとともに、その手法について以下の項目を問う。 
（１）現在の状況把握について 

①近隣市と本市の人口の推移、今後の周辺都市を含めた予測状況は。 
②本市の住宅開発や、空き家、空き地などの現状は。また、周辺都市を含めた今後の住宅開発の

動向は。 
③本市における、住宅及び定住化推進をとりまく課題はなにか。 

（２）定住化推進施策について 
①大型団地開発や、宅地造成など今後の計画はあるのか。 
②定住化推進施策に関して今後の新たな取り組みとは。 
住宅の活性化、居住環境の充実、定住ＰＲの充実とは具体的にどのようなものか。 

③子育て世代が「住みたいと思うまち宗像」として、市の一番の魅力は何だと考えるのか。 
 
２ 新たな公共交通の運行について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

宗像市が運営主体となっている「ふれあいバス」は、当初、ユリックスやメイトム宗像、市役所

など公共施設へのアクセスを目的として、既存の交通機関の空白地帯、または不便な地域や高齢化

率の高い地域での交通弱者の足として運行をされたものであった。 

これまで幾度となく審議会の答申を受け、駅、商業施設、病院などに路線を変更することによっ

て利便性が向上され、今では市民にとってなくてはならない交通手段の一つとなっている。 

２年間のモデル地区として地域コミュニティによるコミュニティバス(１０人乗りワゴン)の運

行管理を終了し、１０月から新たな公共交通の見直しが実施される。安心安全な運行管理はもちろ

んのこと、市民の足として最大限利用されるように以下の項目について伺う。 

（１）ふれあいバスの現状と課題は。 

（２）コミュニティバス(１０人乗りワゴン)の現状と課題は。 

（３）新しい公共交通の内容は。運行ルートや見直しに伴う経費の増減はあるのか。 

（４）コミュニティバスの運行ルートや停留所の位置など地域との連携は取れているのか。 
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発言順 １１ ４番 花田 鷹人     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 持続可能な社会に向けて、公共施設の長寿命化の取組みについて 

 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
宗像市の今後の人口の伸び、高齢化などを考慮すると、税収の伸びは期待できない、むしろ減少

すら予想される。国県からの地方交付税、補助金などについても同様に想定される。 
以上のような社会背景から今後の市の財政状況を想定すると、既存公共施設について、従来以上

の耐用年数の長期化を図ることにより、ライフサイクルコスト（建設・維持管理等にかかる全ての

コスト）の低減化策を講じる必要があると考える。 
今年度の主要事業に「橋梁保全計画を策定し、来年度以降実施計画を立てる」とある。この計画

は第一次宗像市総合計画にある行政経営改革プランにもある通り、今後の財政安定化施策としても

有効な、重要施策と考える。 
そこで橋梁保全計画の取組み状況、また、その他公共施設についても同様の長寿命化計画（スト

ックマネジメント）についての市の考えを伺う。 
（１）橋梁長寿命化の取組み状況について 
（２）公園長寿命化の取組み状況について 
（３）宗像終末処理場長寿命化の取組み状況について 
（４）公営住宅長寿命化の取組み状況について 
（５）漁港長寿命化の取組み状況について 
（６）以前は、農家数も多く農業用水利施設の維持管理、管理経費を受益者で負担できていたが、

農家の高齢化、稲作農家の減少が進む一方、維持すべき水利施設数は減らない状況下では、受

益者による水利施設の維持管理が困難になり、高額な経費負担が出来る状態にない。また、農

業用水利施設には洪水調整機能があることからも、大雨時に即機能する状態にしておく必要が

ある。 
以上の理由から、農業用水利施設についても、他公共施設と同様に長寿命化計画を策定し施

設を少しでも永く使用し、ライフサイクルコストの軽減を図ることを提案するが、市の見解を

伺う。 
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発言順 １２ １７番 末吉 孝   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 被災地を見てきて考える地方行政の在り方 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
（１）住民の命と安全を守る「最後の砦」は自治体職員 

東日本大震災に対する震災ボランティアとして、５月９日から１５日の１週間、宮城県塩釜

市と多賀城市に行って活動してきた。これまで被災地の状況はテレビや新聞などで見ていた

が、実際被災地の現場に入ると想像を超える被害の惨状であった。それは大津波の破壊のエネ

ルギーのとてつもない大きさと、破壊された瓦礫の立体的な山が築かれ、そこに人間の生活の

痕跡が散乱しているさまであった。被災地の地元の議員やボランティアの方々とともに行動す

る中で感じたことは、「住民の命と安全を守る『最後の砦』は地方自治体の職員の働きと頑張

りなのだ」ということである。地方自治法第 2 条（地方自治行政の基本原則）の第１項に掲げ

る「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康、及び福祉を保持すること」の趣

旨が本当の意味において問われる現状であった。今回、塩釜市と多賀城市という２つの自治体

で活動したが、この２つの自治体で特徴的な違いがあった。塩釜市は人口５万７千人、２万２

千世帯で、市域面積は宗像市の約１０分の１、坂の多い人口密度が高い自治体である。首長は

佐藤市長で２期８年され、ちょうど今年４月の統一地方選挙が改選であった。佐藤市長の８年

間は、「行政改革」を市政運営の柱にしていたようで、その中心は市職員の削減であった。２

００４年から２００９年の６年間で１４７人もの市職員が削減されている。職員を大幅に削減

したことによって、今回の未曽有の大震災が発生した後、住民の支援活動や市民生活にどのよ

うな影響が出ていたかというと、先ず被災後全国から支援物資が届けられたにもかかわらず体

育館に山積みで、市民になかなか届かない。津波の被害だけでなく、大きな地震であるので家

屋の被害も大きいが、被災証明の発行や家屋の安全度調査がスピード感をもって進まない。い

ずれも市職員の絶対数が足りないことから引き起こされたことである。一方、多賀城市では、

支援物資については市民団体や町内会ごとに効率よく物資を配分しており、私たちも地元の市

民団体の人たちと福岡から持っていった物資と市から出された物資をそろえて、被害のひどい

地区に出かけて青空市を開いて物資を配る活動をしてきた。これらの体験から次のような質問

をしたい。 
①行き過ぎた市職員削減計画を改めるべきではないか。 
②マスコミを中心に流布される「公務員バッシング」に対し、市当局が積極的に「自治体職員の

役割、重要性」を正しく市民に知らせていくべきではないか。 
③市職員研修の中では、自治体職員の重要な役割と価値について誇りを持てるような研修が必要

なのではないか。 
（２）災害非常時において公共施設が指定管理者の管理で十分な役割が果たせるのか。 

①災害非常時において指定管理者制度では、条例上での公共施設の管理運営にどのような規定が

あるか。 
②施設の管理だけでなく、学童保育や保育園、高齢者福祉施設など市民の利用運営まで指定管理

としている場合、市民の安否確認や救援など、どのような義務を課しているか。 
③指定管理者制度を災害危機管理の観点から見直すべきではないか。 

（３）地域の行政区ごとに保健福祉アドバイザーの配置を考えてみては。 
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被災地からの支援要請の大きなものとして、住民の健康管理や健康相談の担い手が足りず、

保健師や看護師の派遣要請が多くの自治体から寄せられている。大津波から命は助かったが、

長期にわたる避難所生活の中で体調を崩し亡くなるという痛ましいケースが数多く報告され

ている。災害非常時はもちろんであるが、本市の高齢化は着実に進んでおり、市民の安全安心

な生活をサポートする体制の拡充が必要だと考える。行政区ごとに民生委員や福祉委員を現在

配置しているが、専門的な知識と経験をもつ人（例えば保健師・看護師の資格を持つ人など）

を保健福祉アドバイザーとして配置することを考えてみるべきではないか。 
 
 

発言順 １３ １６番 植木 隆信   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 災害時の対応について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
去る３月１１日、東日本地方を巨大地震と津波が襲い、街や工場を破壊し、家族も家も田畑も奪

った。ここからの教訓は、住民の命と暮らしを守るために自治体は日頃から何を行ない、何を準備

しておくかである。自治体や住民に襲いかかる自然災害は、必ずしも全国一律ではない。今回のよ

うな地震や津波だけではないことは言うまでもない。台風もあれば水害やがけ崩れもある。 
（１）田久地区、東郷・田熊地区、赤間駅前などの水害対策はどこまで進んでいるのか。 
（２）各種の災害が発生し、避難を余儀なくされた人が安心して避難できる体制と水、トイレ（身

障者用を含む）、電源などの設備はどうなっているのか。 
（３）宮城県のある地区では、避難時に動けない高齢者を避難させるのに公民館のリヤカーが役に

立ったと聞いた。リヤカーは多面的に日頃から利用できる。組み立て式もある。市の責任で公

民館に配置したらどうか。 
（４）災害時の緊急通知システムは確立しているのか。 
 
２ 住宅リフォームの助成制度を 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

いつ来るか分からない自然災害に対し、地震対策や家の補強など日頃から行なう必要がある。

特に耐震対策と家の補強は、住みなれた家に住み続けたいと願う市民にとって身近な対策でもあ

る。今回の東日本大震災復旧支援ボランティアとして参加したものとして、見聞きした中で感じ

たことであるが、津波の勢いが弱くなった地域の住宅街でも水は２メートルほど入ってきていた。

ここでは、外見はそんなにひどくなくても窓やドアをはじめ、家の中はめちゃくちゃになったと

聞く。今、地元で困っているのは大工の数が少なく、家の修理が進まないということだった。 
（１）地元の家族経営や零細建設業者を育成するという立場からも住宅リフォーム助成制度が有

効だと考えるがいかがか。 
 

 

 

 

【質問者数：１３人、質問項目：２０項目】 

 


