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日程 発言 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 １ 久芳教育長就任による宗像教育の希望  

１ 大井貯水池（ダム）の有効利用について 2 西山 隆 P3 
２ 平和教育について 

１ 水産振興と漁港整備について 3 吉田 益美 P4 
２ 学校の適正規模と子どもの体力向上について 

１ 保育料等の滞納に対する債権回収対策 4 石松 和敏 P7 
２ 審議会等の議事録をタイムリーに公表を 

１ 自校方式を生かした学校給食の充実を 

9/1 
（木） 

5 杉下 啓惠 P9 
２ 子どもの権利が守られる条例制定を 

１ 漁業・漁村の地域活性化向上対策について 6 田原 敏美 P10 
２ 東日本大震災の支援で防災などに学ぶものは 

１ 宗像市の買い物難民対策は 7 神谷 建一 P11 
２ 学校施設改修工事の進め方と今後の整備計画は 

１ 地域コミュニティの新しい形、電子町内会の推進について 8 石橋 文恵 P13 
２ 高齢者の安心の暮らしサポート 

１ 生涯学習の理念は 
9 日隈 一憲 P14 

２ コミュニティ政策・協働の検証について 

１ 安心して地域活動が行えるように補償制度の充実を 

9/2 
（金） 

10 花田 鷹人 P15 
２ 自然災害による崖崩れ復旧に市の支援を 

11 小島 輝枝 P16 １ 指定管理者制度の運用の行方を問う 

１ 郊外型住宅団地における「子育て世帯の住み替え支援対策」と「買

い物支援対策」について 12 新留久味子 P17 
２ 県の予算活用で小学校２年生の３５人学級にむけて検討を 

13 植木 隆信 P18 １ 宗像市防災マップと防災計画の充実を 

１ 学童保育事業の現状と総括 

9/6 
（火） 

14 末吉 孝 P19 
２ 東郷駅北口駅前広場整備計画について 

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：１４人、質問項目：２５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 久芳教育長就任による宗像教育の希望  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長、子ども部長、産業振興部長 

１９８７年９月、中曽根康弘首相が米国の要請により、ペルシャ湾の安全航行のため海上保安庁

の巡視船か海上自衛隊の掃海艇を派遣しようとして、後藤田正晴官房長官が「武力行使につながる」

と反対。閣議決定のサインを拒否する構えをとったため中曽根首相が折れ、派遣を見送った。不一

致は政権の危機であり、閣僚が辞めるか、折り合うか、戦前は総辞職のケースもある。後藤田官房

長官が「１０年先を思うものは木を植える」「１００年先を思うものは人を植える」という言葉を

残している。見果てぬ夢を追い求めることが教育であり、教育者だ。 

「宗像は教師と卵である」という原点に立ち返り、今回は教育全般の現状を具体的に問う。平成

２２年３月議会では、平成２１年度教育施政方針について。平成２２年６月議会では、今こそ戦争

のない平和教育を宗像から。平成２２年１２月議会では、平成２２年度教育施政方針の進捗状況。

平成２３年３月議会では、子ども部の設置における教育委員会との連携について質問をしてきた。

平成２３年６月議会では新教育長と新教育部長の宗像の教育に対する基本的な教育観と教育理念

を拝聴した。今回は「平成２３年度教育施政方針の進捗状況」の現状を具体的に問うとともに、教

職員に対する教育委員会の指導方針を問う。 

（１）平成２３年度教育施政方針について次の項目の進捗状況を問う。 

①信頼される学校づくりの推進 

ア 子どもが意欲的に学ぶ小中一貫教育の充実と拡大 

イ 確かな学力を育む学習指導の充実 

ウ 豊かな心を育む教育活動の充実 

エ 健やかな体を育む教育活動の充実 

オ 学校関連施設の環境整備 

カ 教職員に対する指導の充実 

②学校、家庭、地域との連携（子育て支援の連携） 

（２）「宗像は教師と卵である」と述べたが、産業の振興と教育の充実は密接な関係にあると思う

がその関連についてどう考えるか。 
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発言順 ２ ６番 西山 隆      党派：社会民主党 ／ 会派：市民連合 

１ 大井貯水池（ダム）の有効活用について  〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
大井ダムは、約４０年間市民の飲料水の供給を続けてきたが、今年の３月末に水道用ダムの役割

を終え、４月から農業用貯水池として利用されることになった。 

（１）農業用貯水池について 

①貯水量の規模はどのようになったのか。 

②整備の進捗状況は。 

③下流の水田への供給は大丈夫か。 

④関係自治会との協議は行われているのか。 

⑤アオコの対策は。 

⑥耐震対策は。 

（２）貯水池周辺の整備について 

①整備の進捗状況は。 

②堤体下の広場に多目的グラウンドの設置は。 

③完成の時期は。 

（３）地元コミュニティとの協議について 

①整備後の維持管理は。 

 

２ 平和教育について   〔答弁を求める者〕市長、教育委員長、教育長、関係部長 
日本は、広島・長崎・第５福竜丸・福島第一原子力発電所事故で４回目の被爆をした。「核」の

怖さを見せつけられた。いまだに福島第一原子力発電所事故の処理は、不透明で不安が募るばかり

である。 

（１）平和教育の実施状況について 

 ①県内は。 

 ②宗像市は。 

（２）８・６平和の集いについて 

 ①教育委員会のこの集いに対する考え方は。 

 ②「放射線」について来年度から中学３年生の教科書に盛り込まれる。どのように現場の先生に

指導していくのか。 

（３）非核都市宣言について 

 ①市の取り組みは。 

 

 

 

 

 

 

 



 

4/19 

発言順 ３ １３番 吉田 益美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 水産振興と漁港整備について   〔答弁を求める者〕市長 
本市の水産業は、鐘崎漁協と宗像漁協で構成され、水揚げ高は県内第２位を占めている。近年の

地球温暖化などの環境変化の影響か海水温の上昇で、今までに見たことのない熱帯魚が出現した

り、ガンガゼや黒ウニの異常発生でその駆除にも苦慮している。 

１０年一昔とよく言われているが鐘崎漁協では４０億円を上回る漁獲高があったと聞いている。

ここ近年の漁獲高は、平成１８年度は５，１１５トンの２４億９千万円で、平成２２年度では４，

４００トンの１８億円になり７１５トンの６億９千万円の減少となっている。大島も同様平成１８

年度では１０億３，１００万円が平成２２年度では７億７，８００万円と２億５，３００万円の減

少である。勿論地島も同様２億７，１００万円が１億２，６００万円と半分以下になっている。こ

のように近年急激に水揚げ高の減少と併せて魚価の低迷が重なり、経営が一段と厳しくなってい

る。この厳しい現状の中、全国の漁協では組合員が減少しているが、鐘崎漁協では平成１８年度の

２６４人から４４人（１６％）増え現在では３０８人になり担い手の育成については頑張っておら

れる。水産業は地域経済の重要な位置を占める基幹産業でもあり、その生産基盤でもある漁港整備

や環境変化に対応する藻場の育成、養殖技術の確立、付加価値を付けた加工品の創出など生産性の

回復も図らなければならない。そのため試験研究やその成果を実践する体制が求められる。また、

藻場の育成については、北海道の日本海側に位置する寿都町が全国に先駆けて新日鉄と協働で磯や

け対策に取り組み成果を上げている。産・学・官が一体となり藻場を再生する事業を平成１９年度

から始め、海の栄養分となる製綱スラグ（鉄分）・腐葉土・魚粕を混ぜたものを海中に沈め、半年

後の調査の結果、海藻類が生い茂る効果が見られたという。本年度から本格稼動しているが、本市

も積極的に取り組む必要がある。 

一方、漁港整備については、旧玄海町当時から年次的に整備が図られてきた。しかし、ここ２年

上八浜の工事が遅れている上、３月１１日に起きた未曾有の東日本大震災の影響で、国・県の補助

金が２億１千万円から８，４００万円に減額されたため、総額３億円の事業費が１億２千万円に減

額された。平成２６年度には完成の予定と聞いていたが１年でも 1カ月でも早い完成を望むところ

である。 

（１）東日本大震災の影響で漁港整備の最終年度が延期される見通しと聞いている。 

大島のまき網船団の陸揚げを現在は福岡市の市場に海上輸送しているが、運送に時間がかか

ることや、市場が 1箇所に限定されることから、大量に水揚げするまき網漁にとっては市場の

選択ができないため不利な状況にある。鐘崎漁港は周辺漁港の拠点として位置付けているの

で、大島のまき網船団の陸揚げを鐘崎で行い、６船団で共同出荷を行うことで市場での魚価の

安定が図られる。この状況を解消するためには早急に鐘崎漁港の整備が必要である。1カ月で

も早く整備の完成を望むがいかがか。また、今後のスケジュールを問う。 

（２）西町波止場の上八側にはここ 1年で 1メートル以上の砂が堆積し、湾内にも一定堆積してい

る現状である。湾内浚渫の要望があると聞くがいかがか。また、現在進められている整備事業

での設計では、西町波止場付近では湾内の静穏が低いため、台風時は小型漁船が係留できず２

～３日前から漁を休業して静穏の高いところに移動するとの事であり、通称凪波戸場と呼ばれ

ているとの事。いわゆる凪の日しか船を係留できない状態であるということである。今回の漁
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港整備事業の完成時には静穏が保たれるのか問う。 

（３）さつき松原の海岸（玄海東小学校下から鐘崎側）の侵食については、「江口海岸のスケジュ

ール」が５年前の平成１８年度に示された。整備区間は８０mであるが侵食対策が一向に進ん

でいない。国の事業であるが取り組みの進捗状況を伺う。 

（４）市の第 1次総合計画（平成１７年度～２６年度）では、後半の平成２２年度から２６年度ま

での５年間の現状と課題等が記されている。その中で漁獲量、漁獲高とも減少する中、獲るだ

けの漁業からの転換が必要とある。前期５年間での取り組みと今後の取り組みの考えを伺う。 

（５）鐘崎、大島、地島における採藻採貝の漁獲量・高とも減少の一途をたどっている。毎年アワ

ビの稚貝やウニの放流などが実施されているが、平成１８年度の漁獲高は１億８，１５６万円

あったものが、平成２２年度は９，０７８万円に落ち込んでいる。近年、生物を育む海の森と

も言える藻場が枯れる、いわゆる「磯焼け」が日本海側に著しく見られるといわれている。藻

場の育成については北海道の寿都町が先進的に取り組まれているが、本市においても本格的に

資源回復のため磯焼け対策に取り組むことが必要ではないか。 

 

２ 学校の適正規模と子どもの体力向上について 〔答弁を求める者〕市長 
（１）本市には大島と地島の２島の小・中学校を含め小学校が１５校、中学校が７校ある。農村地

域の小規模校、漁業と農業を中心とした学校、開発地域で児童生徒の増加でマンモス化した学

校が併存している。学校教育法施行規則に「小中学校の学級数は１２学級以上１８学級以下を

標準とする」との規定がある。勿論但し書きもあり地域の実態その他により特別の事情がある

ときはこの限りではないと記されている。また、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第４

条にも適正な学校規模の条件として「学級数がおおむね１２学級から１８学級までであるこ

と」としている。この規定の学級数を各学年に当てはめてみると、小学校では各学年２学級か

ら３学級で編成され、中学校では各学年４学級から６学級で編成されることになる。また、こ

の規定を児童・生徒数でみると最大数として７２０人の範囲になる。本市の現状は、赤間小学

校の児童数９４８人は２番目に多い河東西小学校の５８４人を大きく上回る大規模校である

が、隣接の吉武小学校は９７人の小規模校である。赤間小学校区では、本市が市民協働の柱と

位置づけて進めているコミュニティ施策を重要視している中で、地域コミュニティの範域外で

の通学区制の弾力化を図り、校区外通学を認めている。校区内の１９自治会で９４６人の児童

のうち吉武小学校へは８自治会３９人が通学している。小規模校は小規模校なりに、大規模校

は大規模校なりの良さはあるが、児童の学校施設の利用面積等からも運動場や体育館での使用

が限られるため、高学年の女子児童は縄跳びができないことや運動会でも児童が多いため個人

競技はしないなどマイナス面も多々あるようである。また、遊具は１１機設置されているが、

２５機設置されている学校もあり児童数に対応できているのか懸念される。一方、校区内の就

学前児童数は０歳児から６歳児が１，１６２人で大規模校はまだまだ継続される見通しであ

る。現在の学校を取り巻く現状や課題を把握し、将来児童生徒数の予測など、コミュニティの

範域の見直し等も視野に入れ、大局的見地から学校の適正規模をはかり、学校間格差の解消が

重要と考える。 
①小中学校の適正規模等に関する基本方針では、適正規模をどのくらいと考えているか。また、

適正化に向けた対応策の考えは。 



 

6/19 

②平成１７年に公園通り自治会の通学が玄海東小学校から河東西小学校にも通学できる選択制

になった。現在、児童１５４人中殆どの児童１５１人が玄海東小から河東西小に、生徒７２人

中の６７人が玄海中学校から河東中に通学している。しかし、地域コミュニティは児童生徒殆

どが通う河東地区のコミュニティではなく、池野地区コミュニティである。赤間小校区も同様

であり、子ども会などどのように対応されているのか問題点は無いのか伺う。 
③保護者の意向や地域コミュニティの意見等も参考にしながら、将来の子どものことを考え学校

の適正規模を図るため、地域コミュニティの範域の見直し等は考えられないか。 
④学校の校庭などに遊具が設置されているがその目的は何か。また、設置数にばらつきがあるが

設置基準はあるのか。 
⑤赤間地区にある城山中学校の生徒数は、これもまた市内で一番生徒数が多い７３０人である。

鹿児島本線の線路を横目に騒音で学習環境が良いとは思えない。運動場も若宮線の道路拡張時

に削られ狭くなっている。体育館の一人当たりの面積では全国平均の３．０１㎡、全国４５位

の福岡県平均の２．３４㎡を大きく下回り１．２３㎡である。また、運動場でも全国４０位の

福岡県平均３１．９㎡よりこれも下回り２６．８㎡である。生徒数の増加で増築の連続で教室

の配置にも問題があると聞く。また、校舎が老朽化しているため修繕費の増加が懸念されるが、

耐用年数の関係から１０年後には建て替えが必要になる。思い切って現在地を売却して、広々

とした環境で勉学に励んでもらいたいがいかがか。 
（２）今年度から改定された新学習指導要領では、１９９８年の改定で週２．６コマまで減ってい

た体育の授業時数を、小５、６年を除いて週３コマに増やした。背景にあるのは子どもの体力

低下への懸念だ。子どもたちの体力は１９８５（昭和６０）年をピークに低下している。スポ

ーツが苦手な子どもたちに体を動かす楽しさを・・・・・・そんな願いこめた「コーディネー

ショントレーニング（運動）」が全国で注目されている。コーディネーション能力とは、状況

を五感で察知し、それを頭で判断して筋肉を動かすという一連の過程をスムースに行う力で、

①バランス②リズム③定位④分化⑤連結⑥変換⑦反応という 7 種類がある。幼少期から高齢者

まで、誰でも気軽に楽しく取り組める運動である。多様な動きにチャレンジし、脳と神経の回

路を刺激することで、運動やスポーツに必要となる能力、いわゆる「自分の体を巧みに動かす

能力」が総合的に身につく。将来のスポーツ活動に幅広く応用でき、現在行っているスポーツ

の競技力向上にも繋がる。さらには転倒予防や、スポーツ障害予防など「自分の体を守る」こ

とにも効果があるといわれている。近年叫ばれる子どもの体力・運動能力低下の問題を解消す

べく、スポーツの好きな子どもを増やそうと学校体育の中でも取り組みが始まっている。「ス

ポーツ振興基本計画」や「生涯学習推進計画」に明文化している自治体が増えてきている。福

岡県ではいち早く糟屋地区の宇美町がコーディネーショントレーニングを取り入れ、体育協会

が主体となり今年度から本格的に始動されている。また、大分市教育委員会は平成２３年度８

8 月４・５日）の教職員研修に「体力向上指導研修」としてコーディネーショントレーニング

を取り入れられている。本市でも子どもの体力向上に効果があるコーディネーショントレーニ

ングを是非取り入れて欲しいがいかがか。 
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発言順 ４ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 保育料等の滞納に対する債権回収対策   〔答弁を求める者〕市長 

（１）保育料、学校給食費、住宅使用料並びに住宅新築資金等貸付金の滞納に対する債権回収対策 
について 

①保育料の滞納は、平成２２年度末現在で現年分と滞納分の合計で４，８６６万円である。 
滞納対策強化として、行政経営改革プランでは保育料納付の公平性を保つため債権を中心に滞

納処分の実施強化を図るとしていた。収納率の向上として、平成２２年度の年次目標は現年分

９７％（平成２１年度＝９７．３％）、滞納繰越１０％（同＝９．９％）と設定しているが、

成果としては現年分９６．７％、滞納繰越１３．７％であり、達成度はＢとなっている。その

成果と実態について執行部の見解を伺う。 
②学校給食費の滞納は、平成２２年度末現在で現年分と滞納分の合計で６２７万円である。学校

給食費の収納率向上として、行政経営改革プランでは収納率向上に有効な取り組みを実施する

とある。平成２２年度は先進地の状況調査、滞納者の状況把握と訪問徴収などの実施を行い、

収納率の向上として、現年分９９．６％（平成２１年度＝９９．４％）とあるが、成果として

は現年分９９．５％であり、達成度はＢとなっている。その成果と実態について執行部の見解

を伺う。 
③住宅使用料の滞納は、平成２２年度末現在で現年分と滞納分の合計で１，４８９万円である。

平成２２年度の収納率は現年分９６．１％、滞納繰越１５．１％であるが、その成果と実態に

ついて執行部の見解を伺う。 
④住宅新築資金等貸付金の滞納は、平成２２年度末現在で現年分と滞納分の合計で１億２５１万

円である。平成２２年度の収納率は、元金と利子の合計で現年分７３．３％、滞納繰越５．６％

であるが、その成果と実態について執行部の見解を伺う。 
⑤保育料は子ども育成課、学校給食費は学校管理課、住宅使用料は建築課、住宅新築資金等貸付

金は人権対策課と各々の担当部署で徴収管理を行っているが、滞納についての専門的な知識や

経験が少ない担当部署では、実務的に非常に困難な状況ではないかと推測する。そこで、執行

部として債権管理を一元化する担当部署を設置する方向で協議が進められていると聞くが、現

在の進捗状況はどうか執行部の見解を伺う。 
（２）子ども手当からの給食費・保育料の天引きについて 

政府は、子ども手当の月額支給額を１０月から変える特別措置法案を閣議決定した。法案は

民主、自民、公明の３党合意に基づく見直しの第 1 弾で、今国会で成立する見込みである。法

案には、保護者の同意を条件に、給食費を差し引いた上で手当てを支給する仕組みをつくるこ

とになっている。また、滞納が問題になっている保育料も手当から天引きできるようになって

いる。そこで、以下のことについて執行部の見解を伺う。 
①本市としてはどのように対応するのか。 
②保護者の同意はどのような形で求めていくのか。 
③子ども手当の金額の変更もあるが、関係のある担当部署同士の連携は大丈夫か。 
④システムの変更等も考えられるが、具体的にはどの時期から実施するのか。 
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２ 審議会等の議事録をタイムリーに公表を 〔答弁を求める者〕市長 

（１）審議会等の開催情報を市ホームページ上で分かりやすくすべきでは 
   市長の附属機関として数多くの審議会等があるが、「審議会等開催情報」を検索しても審議

会等の開催情報が分かりにくく改善すべきではないか。例えば、一覧表にして一目で見て開催

情報が分かるようにすべきではないか。 
（２）議事録や参考資料等を市ホームページ上でタイムリーに公表すべきでは 

本市ではホームページの役割について、開かれた市政の実現として、「行政情報を、原則的

にすべてを公開するという考え方に立って、積極的な情報公開とタイムリーな情報提供をして

いきます。同時に、個人情報の保護を図ります。」と明確に目的を示している（「ホームページ

の考え方」より）。ところが、多くの審議会等の開催情報がタイムリーに掲載されておらず、

ひどいのは審議会を数回開催し答申まで市長に提出しているにもかかわらず全く掲載してい

ないものまであり、「開かれた市政の実現」とは程遠い審議会等が数多くあり、ある意味で職

員の怠慢と言わざるを得ない。全庁的に注意喚起をすべきと考えるが市長の見解を伺う。 
（３）議事録の作成の仕方が各課でバラバラであるが、ある程度は統一すべきでは 

本市で開催されている審議会等であるから、ある程度は統一様式を使い、見やすく分かりや 
すいものを作成する努力をすべきと考えるがどうか。各課に任せるのは良いが、一度全庁的に

講習会等を行い、ある程度のルール化はすべきと考えるがどうか。また、発言をした各委員の

名前は原則として明記すべきと考えるがどうか。 
（４）審議会の委員名簿の様式も各課でバラバラであるが、統一すべきでは 

本市で開催されている審議会等であるから、委員名簿の様式は統一すべきであり、見やすく

分かりやすいものを作成する必要があるのではないか。 
（５）審議会等の市民公募の基準等はどうしているのか 

複数の審議会等に同一人物が市民公募として参画している場合があるが、どのような基準で

委嘱しているのか。同じ市民が多くの審議会等に参画するのではなく、色々な市民が関心のあ

る審議会等に参画していただくべきであり、その努力を執行部はすべきと考える。そこで、現

在の審議会等の委員の選出基準、特に市民公募の選出基準と実態について伺う。 
（６）審議会等の“見える化”の実現を 
   本市議会では、昨年６月議会より第２委員会室において、各常任委員会や予算・決算などの 

特別委員会の審議の模様をインターネット中継で“見える化”している。議事録も大事である

が、審議の模様を生中継や録画中継で見る方が分かりやすいと考えるが、執行部も検討しては

どうか。 
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発言順 ５ 
 

１ 自校方式を生かした学校給食の充実を   〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

宗像市の学校給食は、１９９８年度河東西小学校から自校化が始まり、２０１０年度には全小・

中学校で自校式になった。更に、栄養士を各学校に１名ずつ配置しており、このことによって、独

自献立を立てることが可能となり地元の農水産物を取り入れ易く、食教育も進みやすくなるという

環境も整っている。このような学校給食は、全国的にも例が少なく、誇れるものである。 

本市の学校給食が、子どもたちの将来にわたっての食生活に生かされるよう、自校式のメリット

を生かしてより充実したものになるよう検証し、取り組むことが大切だ。 

（１）自校式に転換したことを、どのように評価しているか。当初の目的は達成されているか。 
（２）「食育」という言葉が使われ始めて久しい。しかし、日常での偏った食事、ダイエット、残

菜の多さなど、「食は命を育むもの」だということを子どもたちが十分に理解できていないの

ではないかと思われることがある。本市の学校給食における「食育」とは、具体的にどのよう

なことだと考えているか。そのためにどのような取り組みをしているか。 
（３）自校方式になったことで、宗像産の食材の使用割合が格段に増えていることは、とても評価

できることである。さらに宗像産の食材の利用を増やすための課題は何か。 
（４）食材の安全性確保は重要な課題である。 
①食材の安全性の基準と検査体制はどのようになっているか。 
②原発事故による牛肉の汚染問題など、食品中の放射性物質による子どもたちの健康への影響が

心配されている。食材の放射能に関する安全性の確認はどのようにしているか。 
（５）パンの材料である小麦は多くが輸入に頼っており、ポストハーベストの問題や、価格変動の

問題がある。また、米粉を利用したパンについては、１００％米粉利用というわけにはいかず、

当日焼きのため大規模校での導入は難しいと思われる。完全米飯給食にしてはどうか。 
（６）調理員が多忙でトイレに行く時間もないとの声も聞く。調理員の労働条件について、市とし

てどのように把握しているか。改善のために必要なことは何か。 
２ 子どもの権利が守られる条例制定を   〔答弁を求める者〕市長、子ども部長 

本市では現在、「（仮称）子ども基本条例」の策定が進められている。この条例は、その策定過程

においても、子どもを含む大勢の市民が「子どもの権利とは何か」について認識、共有し、真に「子

どもの権利」「子どもの人権」が守られるよう、丁寧に取り組むことが重要だと考える。 
この「（仮称）子ども基本条例」について質問する。 
（１）当初の計画では、来年４月の条例施行に向けて、７月にはパブリックコメントを実施すると

のことであったが、遅れているようだ。その理由は何か。 
（２）制定に向けて、今後のスケジュールはどのようになっているか。 
（３）たくさんの市民の理解が深まるよう、パブリックコメント実施の前に市民への説明会の開催

が必要だと考えるが、そのような予定はあるか。 
（４）子どもたち自身がこの条例の理念を理解できることが重要だ。そのためにどのような取り組

みを考えているか。 
（５）条例制定後も、この条例の理念が市民に浸透していくよう取り組むことが必要だ。制定後の

取り組みについて検討しているか。 

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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発言順 ６ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 漁業・漁村の地域活性化向上対策について   〔答弁を求める者〕市長 
漁業・漁村においては、漁業就業者の高齢化や後継者不足、漁業資源の減少枯渇、漁価低迷の状

況にある。さらに燃料油価格や漁業資材の大幅高騰により漁業経営が大変厳しい危機的状況になっ

ている。漁協や漁業者は、様々な省エネ対策などコスト削減や、種苗放流、漁業規制など実施して

努力している。さらに藻場や海岸の環境保全管理などの取り組みも実施している。消費者に対して

は直接販売、道の駅での販売や連携など地道な活動による水産物の持続的生産安定供給のため努力

している。宗像の基幹産業である第一次産業に対する行政の積極的、継続的な支援がさらに必要で

はないか。 
（１）平成１７年度～平成２７年度まで１０年間の計画である水産振興マスタ－プランの進捗状況

と見直しはされているか。 
（２）豊かな海を育む総合的事業の行政としての取り組みは何かあるか。 
（３）藻場の育成、再生について、試験的にモデル地域を指定して検証実験をすることは出来ない

か。 
（４）漁業構造の変化を踏まえた、漁港・漁場・漁村の整備と利活用することが活性化に繫がると

考える。それらを検討検証する組織作りが必要ではないか。 
 

２ 東日本大震災の支援で防災などに学ぶものは   〔答弁を求める者〕市長 
東北地方に未曽有の被害をもたらした大震災を機に、ボランティア活動を支援する自治体や企業

などがこの５カ月間で増えている。また、制度を新設したり、既存の制度の内容を充実させている。

ボランティア活動への補助金を支給するなどして被災地支援の手助けをしている。企業も自治体も

活動の一環として社会貢献や若手職員の研修育成への活用を狙っている。被災地での活動から貴重

な数多く学ぶものがあると思うが市長の考えを問う。 
（１）職員の被災地派遣と今後の派遣計画は。 
（２）震災ボランティアは休暇扱いではなく、業務上出張扱いで全職員を派遣するような思いきっ

た政策は出来ないか。 
（３）派遣した職員の経験や知識が宗像市防災計画や地域づくりに活用できないか。 
（４）宗像市防災の日を設定することが出来ないか。 
（５）市長自ら被災地の現状を把握して、新たな支援策を示す考えはないか。 
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発言順 ７ ２番 神谷 建一     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 宗像市の買い物難民対策は   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
身近なスーパーや小売店などの撤退で日常の買い物に不便する「買い物難民」。高齢化社会が進

んでいる中で「買い物に苦労をしている。」「買い物に車は欠かせない時代、いずれ運転できなくな

ったら生活できない、地域に愛着はあるが転居も仕方ない。」「将来が不安でたまらない。」など市

民の声を聞く。 
近年、マスコミ報道で、買い物難民対策の事例が報道されるようになった。福津市では、ふるさ

とに帰ってきた若者が、無料で宅配サービスを始めたとして新聞報道され、宮若市では、民間企業

が、ビジネスとして無料買い物送迎バスの運行を始めたとテレビ報道にも取り上げられた。 
しかしながら国、県もいろいろな対策事業補助金制度を設立し、移動販売や、宅配サービスをし

ている業者に支援をしても、なかなか採算が取れず、事業が続けられないのが現状ではないかと考

える。 
そのような中で宗像市においても、早くから商工会団体との連携により、自由ヶ丘地区において

宅配サービス支援事業をおこなったと聞く。その結果はどのように継続されているのか、検証結果

は。また１０月から新しい路線で運行が始まるふれあいバスは、より多くの方が買い物に利用され

るのではないかと、期待をする中で、買い物難民対策としてのひとつの方法だと考えられる。今後、

市民団体、地域コミュニティなどとの連携で、補助支援だけでなく、社会福祉事業なのか、ビジネ

スとして成り立つのか、検討する時期なのではないか。将来の高齢化社会対策として「買い物難民

対策事業」を宗像市から確立してはどうか。 
よって以下の項目について質問する。 

（１）宗像市において「買い物不便地区」や市民の声など現状の把握は。 
（２）過去におこなわれた対策やその結果、検証などできているのか。 
（３）国、県の買い物難民対策など、市と連携は取れているのか。 
（４）宗像市の買い物難民対策について、今後の方針はあるのか。 
 

２ 学校施設改修工事の進め方と今後の整備計画は  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 
学校施設、体育館やプール、校舎、グラウンドは、子どもたちが安心して勉強やスポーツ活動で

きるよう、安全管理は言うまでも無く、安全点検、維持管理、改修工事がなされている。宗像市の

学校施設においては、小さな工事も含めて、年間２００カ所もの改修事業が必要で、水道や電気配

線、消防設備などの必要性、早急に対応しなければいけない工事他、各学校との協議の中で安全面

や必要に応じての改修工事がおこなわれていると聞く。しかし財政的な問題からか、老朽化した小

中学校においては、要望どおりに進んでいないのが現状なのではないか。子どもたちの安全を考え

る上で、どのような早急な対応ができているのか、改修工事をおこなう上で、無駄の無い工事内容

なのか、学校、行政、専門業者など含めた検討などおこなわれているのか、財政的な問題を含めた

今後の整備計画など以下の項目について質問する。 
（１）学校施設の安全チェックや構造物などの定期的な検査などどのようにおこなわれているの

か。 
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（２）改修事業について、どのような流れで工事がおこなわれるのか(小規模、中規模、大規模)。 
（３）今後の各学校施設の整備計画は。 
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発言順 ８ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 地域コミュニティの新しい形、電子町内会の推進について 

 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）各コミュニティにホームページの作成を 
①現在、赤間・南郷・日の里の各コミュニティでは、独自のホームページが作成されている。 
これをみると、コミュニティ活動に参加できない人や他の地区の人たちにもそれぞれの活動状

況や、さまざまな情報がよくわかる。全地区に作成されていないことから、独自の取り組みと

うかがえるがこれをどのように評価しているか。 
②暮らしやすく明るい地域づくりを目指して、人と人をつなぐ大きな役割を担っている「町内

会」。しかし、生活スタイルが多様化する中で、回覧板による連絡に日にちがかかり過ぎて連

絡遅れが生じたり、コミュニティ活動に参加できない方々も多い。インターネットを利用する

ことで、時間にとらわれず、地域の皆さんと情報交換を楽しんだり、身近な出来事を相談した

りとコミュニケーションを取ることができると思うが、全地区にホームページを作成する考え

はないか。 
（２）岡山市では、リビングからつながる地域の情報ステーションとして、インターネットを利用

して、コミュニティに参加できる電子町内会を構築し、電子コミュニケーションシステムとし

て活用されている。 
次代を担う若者たちにも地域の情報の共有や世代間交流、また、団塊世代のコミュニティデ

ビューができるきっかけもでき、各コミュニティにおいては、地域の新たな人材を見つけだす

ことにもつながり、幅広いコミュニティ活動の展開が期待されると考えるが推進する考えはな

いか。 
 

２ 高齢者の安心の暮らしサポート   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）高齢者を狙う投資関連の勧誘から高齢者を守れ 
宗像市消費生活センターに寄せられた平成２２年度の相談件数は、前年度より５３件増加

し、１，２９１件。特徴は、未成年者と７０歳以上の高齢者からの相談が急増。高齢者の相談

内容では、株や投資信託などの投資関連が上位にランキングしている。私も身近なところで相

談を受け、金額の大きさも相まって、事の重大さに驚いている。私が知りえたのは、もしかし

たら氷山の一角かもしれない。相談もできずに悩んでいる方や、元本割れなどリスクがあるこ

とにも気づかずにいる方も潜在しているのではないかと心配している。 
①現状をどのように把握され、高齢者を守る対策についてどのような考えがあるか。 
②未然に防ぐ対策は、どのように考えているか。 

（２）「救急医療情報キット」導入を。 
   高齢化などに伴って救急需要が拡大している。平成２２年度の救急搬送件数は４，６６７件、

そのうち救急搬送に占める高齢者は、２，６４０人に達し、その割合は５６．６５％となり、

１０年前と比べると搬送人数の増加率は８０％にも及ぶ。一人暮らしや家族がいないときに急

病で倒れてしまった場合、救急車を呼ぶことができたとしても、その人がどんな病気を持って

いて、どんな薬を飲んでいるか、緊急通報先は誰にしたらいいか、といった情報を救急隊員が

素早くわかれば、いざという時の安全と安心が高まる。「救急医療情報キット」を冷蔵庫に保
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管したり、名刺サイズのカードとして作成し外出の際も安心できるよう、各地で導入が相次い

でいる。 
①昨年９月議会での石松議員の一般質問に対し、様々な問題点を指摘され検討するとの答弁であ

ったが、その後どのような検討をされ、実現に向けての動きがあるのか。 
②高齢化が進む地域住民の命を守る取り組みとして、本市でも早急に取り組んではどうか。 

 

 

 

 

 

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

１ 生涯学習の理念は   〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

教育施政方針において、市民の学習の場づくりの取り組みとして、市民が自ら進んで取り組む学

習やスポーツ、文化、ボランティアなどの活動を支援しますと謳われている。市民の文化・スポー

ツ活動の場の確保や新しい事業メニューの提供など、市長部局との連携を図る。しかし実働の関わ

りは市長部局で行われるようになり、宗像市の推進する生涯学習の理念はどのような位置づけにな

っているのか。昭和６２年の臨時教育審議会の答申以後、生涯教育から生涯学習に概念が変更され

ると社会教育は公教育としての役割と機能が失われてしまったといわれる。宗像市は生涯学習が現

状のままの生涯学習支援体制の施策でよいのかを問う。 
（１）社会教育主事の配置は。 
（２）青少年教育はどこの所管で行うのか。 
（３）義務教育学校の児童・生徒の生涯学習の関わりは。 
 
２ コミュニティ政策・協働の検証について   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

１１年が経過したコミュニティ活動のさらなる活性化やコミュニティ運営協議会の効率的な運

営のため、行政の関わり・役割について検証審議会で示された答申をどのように受け止めているか。

また、今後のコミュニティの運営や協働のあり方についての課題を問う。 
（１）コミュニティ政策の進むべき目標は。年数を経過してきたが達成目標はどこに位置づけられ

ているのか。 
（２）コミュニティ政策の「自助」「共助」「公助」の区分は明確に推進されているのか。 
（３）「協働」と称して市から委託される行政サービスの業務のため、過重負担に苦しんでいる。

このままでコミュニティ政策の協働、共生、自律の基本理念が構築されるのか。 
（４）市職員の協働にかかわる意識と活動の評価は。 
（５）市民活動交流室の事業計画の目的とその「活動内容」と「役割」は。 
（６）協働委託事業を受けている活動団体と行政施策との連携は確立されているのか。 
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発言順 １０ ４番 花田 鷹人     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 安心して地域活動が行えるように補償制度の充実を 

 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
（１）より元気に、安心して市民活動ができるように宗像市民活動総合補償制度の見直しを求める。 

市民活動を応援する制度の一環として、市民のみなさんがもっともっと元気に市民活動がで

きるように、安心して活動できる環境をつくるため、活動中に万一事故が起こった場合に補償

金が支払われる「宗像市市民活動総合補償制度」が設けられた。この補償制度範囲内の事故で

は、経済的にはかなりの部分が救済されていると考える。もし、この補償制度で救いきれない

様な、怪我、事故が発生した場合、この補償制度以上の出費については、自己負担となる。ま

た、後遺症が残った場合の補償もない。 

この補償制度の主旨にあるように、市民が、より元気に、より安心して活動できるようにす

る為には、この補償制度の見直しをすべきと考えるが、市の見解を伺う。 

①市民活動総合補償制度の内容は。 

②事故の状況、保険適用の状況は。 

③市民協働による作業及び、コミュニティ活動時における事故に対する労災適用の考えは。 

（２）農地・水保全管理支払交付金（旧農地・水・環境保全向上対策）など国の補助事業に、市独

自の補償制度を 

農地・水路等の資源は、これまでは各集落等の地域の共同活動により維持管理されてきた。

これに農業者だけでなく、地域住民、自治会などこの保全管理に参加できる国の補助事業とし

て、農地・水・環境保全向上対策事業が平成１９年から設けられた。この事業の参加者には農

業従事者だけでなく、地域の非農業者も参加されている。 

この事業に、安心して非農業者でも参加出来るよう、市独自の補償制度を提案するが、市の

見解を伺う。 

①農地・水保全管理支払交付金（旧農地・水・環境保全向上対策）における保険制度の内容は。 

②事故発生状況、保険適用の状況は。 

③事故に対する労災適用の考えは。 
 
２ 自然災害による崖崩れ復旧に市の支援を   〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

第１次宗像市総合計画“コミュニティのまち宗像”の後期基本計画で、防災・危機管理体制の強

化の項に、災害発生時に被害を最小限に留めるには、市民一人ひとりが「自らの生命・財産は自ら

が守る」という意識のもとに、地域住民の自主的な防災活動が行われることが重要である。また、

危険箇所を把握し、治山治水対策や河川整備を効果的に行うことにより、災害を未然に防ぎ、被害

の少ないまちを目指すとある。 
このような対策、啓発活動を行っても災害は発生する。市が管理する土地、財産であれば、当然

市の負担での復旧工事となるが、個人財産の場合、現状では自費での処理となっている。 
災害の程度にもよるが、災害による土砂崩れの場合、以前であれば、家族の人数も多く、土砂を

処分する場所もあり、家族や地域で何とか処理出来た。 
宗像市においても、都市化・団地化などにより、土砂を捨てる場所が少なくなり、また、最近の
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高齢化、少家族化、近所付き合いの希薄化などにより、土砂の撤去作業が困難になってきた。 
被害が自宅に及ぶ場合は、崩れた土砂を放置するわけにはいかず、自費での処分となるがこれに

も限度がある。 
このような個人が行う災害復旧に対し何らかの支援策を設ける必要があると考えるが市の見解

を伺う。 
（１）復旧を伴う崖崩れ発生件数は。 
（２）急傾斜地指定区域での災害発生時の市の対応は。 
（３）市、県が行う崖崩れ災害復旧の条件は。 
 
 
 
 

発言順 １１ ７番 小島 輝枝     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 指定管理者制度の運用の行方を問う 

 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

本市の指定管理者制度の導入は平成１６年１１月に「指定管理者制度導入に係る指針」を制定し

平成１８年４月から本格的に運用を開始した。その後、平成２１年２月に「指定管理者制度導入に

係る指針」を改定している。そして平成２１年に多くの施設が２期目の指定期間を迎えた。２期目

の選定では学童保育、ふれあいの森の管理の指定等にあたっては議会でも賛否が伯仲し、指定管理

者制度の不備な点やあり方についても議論がなされたことは記憶に新しいところだ。あれからちょ

うど２年が過ぎたが、執行部の指定管理者制度に対する現在の認識を問う。 
（１）指定管理者の公募と非公募の判断基準の認識は。 
（２）指定管理者選定委員の専門家の参加の必要性の認識は。 
（３）指定管理者の選定指針（評価基準）を明確にしておく必要性の認識は。 
（４）モニタリングや評価の必要性の認識は。 
①学童保育の管理のモニタリングは行ったか。 
ア 誰(どの部署)がどのように行ったか。 
イ その評価は。 

②ふれあいの森の管理のモニタリングは行ったか。 
ア 誰（どの部署）がどのように行ったか。 
イ その評価は。 
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発言順 １２ ８番 新留 久味子    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 郊外型住宅団地における「子育て世帯の住み替え支援対策」と「買い物支援対策」について 

〔答弁を求める者〕市長 

高度経済成長期において、中心部から離れた郊外の丘陵地等には次々と大規模な住宅団地（郊外

型住宅団地）が開発された。本市では日の里、自由ヶ丘などがそれにあたる。これらの団地では、

３０年余りが経過し、地域コミュニティは衰え、団地全体の高齢化が一気に進み、人口の流出、空

き家・空き地の増加、人口減少による生活利便施設などの撤退や縮小、起伏のある地形によって、

高齢者にとっては様々な側面で日常生活に負担を招くなど、生活環境に支障をきたしている状況が

あり、新たな課題や問題が浮き彫りになっている。今後これらの状況を放置すれば団地の荒廃も危

惧される。 
しかし郊外型住宅団地は、恵まれた子育て環境や住環境としての優れた一面も有している。この

利便性を大いに活用していけば、将来にわたって住み続けられる有効なインフラになり得る。この

ような問題や課題は、６月議会の一般質問で指摘し、大分県の「ふるさと団地の元気創造プロジェ

クト」などの取り組みを紹介した。 
今回は、さらに一歩進んで具体的な２項目について提案する。 

（１）「子育て世帯の住み替え支援対策」について 
大分県では、市内のひとつの郊外型住宅団地に住み替える子育て世帯（１８歳未満の子ども

を抱える世帯）への家賃補助をする事業をモデル事業として今年度取り組み、この８月と９月

に各５世帯の募集をはじめた。 
このような事業は、定住化対策、高齢者の対策と防犯対策そして郊外型住宅団地で安心して

住み続けられる施策につながるものと考えるが、本市でもこのような「子育て世帯の住み替え

支援対策」事業の検討をはじめてみないか。 
（２）「買い物支援対策」について 
①郊外型住宅団地における「買い物難民」といわれる世帯の増加について市はどのように考えて

いるのか。 
②「買い物支援対策」として市はどのような対策を講じているのか。 
③団地内の有効な敷地（公民館内の敷地など）を活用して「軽トラック市」（仮称）などの支援

策を各地区のコミュニティと協働で検討できないものか。 
 
２ 県の予算活用で小学校２年生の３５人学級にむけて検討を   〔答弁を求める者〕市長 

少人数学級を求める声は、教職員をはじめ保護者の切実な要求であり、すでに多くの自治体が少

人数学級を実施している。県内では、少人数学級編制を取り入れている自治体が、６０市町村中４

７自治体で７割以上に広がっている。 
また運動の広がりは、国の施策も変える力となり、少人数学級の実施の予算が国の予算としては

じめてもりこまれた。これによって県内でも「小学校１年生の３５人以下学級実施のための教職員

増員（１９０人）に要する経費」として１５億６，２５６万円があてられ、これによって１５４学

級が改善された。 
本市では、２００５年４月から小学１年生で３５人以下学級を市独自の施策として取り組んでき
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た。５年を経過してその成果も十分現れてきている。その反面、１年生から２年生に進級する際、

また新たに学級編制が行なわれクラスの定数も一気に増え、「教育的効果が半減する」「せっかく学

校に慣れてきたのに・・・」と子ども達や保護者から不安の声もあがっている。このような状況か

らぜひ来年度は、小学２年生の３５人学級実施に踏み切ってはどうか。予算は、小学１年生の予算

については県費が確保されているので、これまで市独自で小学１年生の３５人以下学級に伴う予算

を活用し、２年生までの拡大を検討できないか。 
 
 
 

 

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 宗像市防災マップと防災計画の充実を   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
３月１１日の東日本大地震と巨大津波は、岩手・宮城・福島県をはじめ、関東地方から北海道ま

で自然災害としては日本史に残る甚大な被害をもたらした。こうした災害を受けて多くの自治体で

防災計画や防災マップの作成、そして見直しが真剣に進められている。宗像市も今年４月に宗像市

防災マップがつくられ、市内全世帯にその冊子が配布された。しかしその冊子は、急きょ作成した

感は否めず不備な点が多いことが６月市議会の中で指摘された。 
一方で、各コミュニティを中心に地域防災組織の準備や結成が進んでいる。宗像市民が、自ら住

んでいる地域の実情を知り、その地域がどのような災害の場合に危険や被害が予測されるのかを正

確に知るための具体的な指針が必要である。そうすれば、その地域にあった防災対策がきめ細かく

立てやすくなり、災害発生の場合に被害を最小限に抑え、効率的な救援や避難が可能になると考え

られる。言い換えれば、地域の防災計画と防災組織は地域とコミュニティづくりでもある。 
（１）宗像地域で過去の主な自然災害と被害状況はどうなっているのか。 
（２）今後発生が予想される自然災害について、災害種別や規模についてどのような予測をしてい

るのか。 
（３）防災マップの中で示されている崖崩れや浸水地域の表示は、どの程度の地震、あるいは雨量

での発生として示されているのか。 
（４）この夏にも集中豪雨で河川の堤防決壊が東北や北陸地域で起きているが、釣川など堤防の決

壊やそれに伴なう浸水地域、被害などについては予測しているのか。 
（５）防災マップは平面図になっており、浸水予測地域などが分かりにくい。海抜からの標高差な

ど一目で分かりやすくするために立体図も必要ではないか。 
（６）地域防災組織の結成についての課題は何か。 
（７）地域防災組織が住民の居住状況を把握するために行政としてどのような援助をしているの

か。 
（８）緊急時に障がい者を一時的に受け入れたり、あずかることができるように市としてデイサー

ビスや介護施設に働きかけることが出来ないか。 
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発言順 １４ １７番 末吉 孝   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 学童保育事業の現状と総括   〔答弁を求める者〕市長、副市長、子ども部長 
（１）学童保育事業の現状について 
 ①学童入所児童数と退所児童数 
  平成２２年４月、９月、年度末時点での入所児童数と、これらの間に退所した児童数はどのよ

うになっているか。また、その傾向は平成２２年度以前と比較してどうなのか。概括的に入所

児童数は総数でどのくらい減少したのか。そして、その大きな原因はどこにあると判断してい

るのか。 
 ②学童指導員の状況 
  運営管理責任者、主任指導員、常勤指導員、非常勤指導員について、雇用された人数と退職さ

れた人数はどのようになっているのか。また、主任指導員が年間の途中で退職または異動にな

った学童は何カ所あるのか。 
 ③保護者との関係及び要望内容 
  保護者に対してアンケート調査を実施されたが、その集計結果はどのようなものか。保護者か

らの要望や改善要求で多かったものは何か。またその改善はどのように市が提起し、どのよう

に改善されたのか。 
（２）平成２２年度学童保育事業の総括について 
 ①児童数の推移、保育内容、保護者との間などから、平成２２年度の学童保育事業の総括はどの

ようにされているのか。 
 ②年度当初の指定管理料に対して、児童数の減少や指導員数との関係で、指定管理料の精算はど

のようになっているのか。 
 ③平成２３年度の運営を行っていくうえで、市はどのような改善指導・勧告を行ったのか。 
（３）宗像市子育て支援政策の中で、総合的に学童保育の現状をどう見るのか。 
 ①入所児童数を前の状況に復活させるためには、どのような対策をするつもりか。 
 ②「宗像方式」の学童保育は、保護者・地域との協働の営みが作り上げたものだったはず。「宗

像方式」は果たして継続されているのか。 
 ③市長として、宗像の学童保育を今後どのようにするのか伺いたい。 
２ 東郷駅北口駅前広場整備計画について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、都市建設部長 

（１）整備計画の現在の進捗について伺う。 
 ①関係地域住民との関係は。 
 ②都市計画決定手続きとの関係は。 
 ③今後の整備スケジュールは。 
（２）市の整備計画案で進めているようだが、これまで住民の声を反映していくとの方針だったよ

うに思う。 
 ①地元住民の声はどのように反映されたのか。 
 ②現在の市の案で、はたして後世の市民に対して責任を負えるのか。 

【質問者数：１４人、質問項目：２５項目】 

 


