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日程 発言 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 1 花いっぱい運動の今後の施策展開について 

1 被爆６５年の夏。「平和市長会議」加盟から積極的な平和への行

動を 

2 ワークライフバランスの推進について 2 石橋 文恵 P3 
3 「食品ロス」削減への取り組みについて 
1 市西部・離島の活性化について 3 西山 隆 P5 2 生活支援の充実について 
1 漁業の振興について 

4 吉田 益美 P6 2 玄海小学校の改築に伴う宗像運動広場（B＆G芝生広場）の代替施

設は 
1 観光振興の現状と課題は 5 神谷 建一 P8 2 宗像市に婚活課の新設を 

9/2 
(木) 

6 田原 敏美 P9 1 地域産業の連携と振興対策について 

1 高齢者における安心・安全対策の強化を 7 石松 和敏 P10 2 本市における現在の財政状況と今後の課題は 
1 松くい虫防除について、広報の充実と積極的な被害把握を 8 杉下 啓惠 P12 2 乳幼児期の子育ち支援の更なる充実を 
1 「段ボールコンポスト」でゴミの減量を 9 新留 久味子 P14 2 高齢者が人間らしく生きられる宗像市へ 

1 住宅リフォーム補助制度の早期実現を 10 植木 隆信 P15 2 旧国道３号での歩行者安全対策を 
1 市街地活性化のための方策を 11 小田 英俊 P15 2 釣川に魚道の整備を 
1 むなかた地域農業振興センターの法人化と市が目指す農業振興策

について 

9/3 
(金) 

12 花田 鷹人 P16 
2 循環型社会の実現に向けて 
1 介護に希望を・介護保険１０年を経て 13 末吉 孝 P17 2 消防広域化で市民の安全が守れるか 

14 日隈 一憲 P18 1 教育施策について 

1 児童虐待ゼロの宗像を 15 小島 輝枝 P19 2 障がい者施設が運営する常設売店を市役所ロビーに 

9/7 
(火) 

16 福田 昭彦 P20 1 今年から導入したＩＣＴは学校現場で有効活用されているか 

一人あたりの質問時間は答弁を含めて 大５５分です。【質問者数：１６人、質問項目：２９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 

１ 花いっぱい運動の今後の施策展開について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

昨年の９月議会では、宗像市学童保育事業の運営「会計処理―3,800 万円の領収書の有無」につ

いて一般質問を行った。今年は道路管理委託料「日の里―中央分離帯、自由ヶ丘―プランター、葉

山―プランター」の現状を精査してみると、植栽管理の形態、管理費用等に、地域ごとに次のよう

な特徴があった。 

〈日の里地区〉日の里中央分離帯請負金額 

 ・17 年度 4,854,000 円 ・18 年度 5,020,000円 ・19 年度 5,092,000 円 

 ・20 年度 4,830,000 円 ・21 年度 4,935,000円 

〈自由ヶ丘地区〉自由ヶ丘プランター39基の請負金額 

 ・17 年度 243,810 円 ・18 年度 245,548 円 ・19 年度 244,384 円  

 ・20 年度 244,035 円 ・21 年度 167,503 円 

〈葉山地区〉葉山プランター122 基(122×30,000円＝366 万円) 

 

宗像市花いっぱい運動業務委託における実績に感謝しながら、今後、花いっぱい運動が充実発展

するための施策として、次の点について問う。 

（１）日の里、自由ヶ丘、葉山地区で花が植えられるようになった経緯は。 

（２）道路に花を植えることによって得られる効果は何か。 

（３）花いっぱい運動の経緯及び概要は。 

（４）花いっぱい運動の効果はどのようなものと考えているのか。 
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発言順 ２ １４番 石橋 文恵 

１ 被爆６５年の夏。「平和市長会議」加盟から積極的な平和への行動を 

〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育委員長、関係部長 

 ２０１０年８月６日、広島の平和記念式典に原子爆弾を投下した当事者のアメリカの代表として

ルース駐日米大使が初めて参加した。核保有国の英、仏も今年初めて出席。潘基文（パンギムン）

国連事務総長の初めての長崎訪問、広島の慰霊式典参列とともに、この夏、世界に向けて核廃絶の

実現に被爆地から力強いメッセージが発信された。平和への行動の歯車が国際レベルでさらに一歩

前に進んだようだ。 

（１）市長、教育委員長の所感を伺う。 

（２）広島・長崎が主導する国際ＮＧＯ「平和市長会議」（会長・秋葉忠利広島市長）。核兵器廃絶

に向けて世界の都市が国を超えて連帯しようと、８２年に当時の荒木武・広島市長が国連軍縮

特別総会で呼びかけ、８５年より開催されている「平和市長会議」。４年ごとに開かれる総会

が昨年８月長崎で開催された記事が新聞に掲載された折、私は谷井市長にも加盟されることを

提案した。当時、市長は、次期出馬の態度を明確にされていない時期であったことから見送ら

れていた。しかし、再選を果たされた後、ちゃんと忘れずに２０１０年７月に加盟されている

ことに敬意を表したい。今年８月１日現在、国内自治体加盟都市は７８５（加盟率４４．９％）。

世界全体では１４４の国・地域にある４，０００を超える自治体が加盟している。国際会議な

どで発言力を持てるよう、さらに加盟都市を増やす呼びかけがなされている。 

昨年４月のオバマ米大統領のプラハ演説による核軍縮・核不拡散の機運の高まりとともに、

核廃絶に向けた潮流の加速を国内外に印象付けた今年の８月６日。また、太平洋の島国、マー

シャル諸島にあるビキニ環礁がユネスコの世界遺産に登録された。核兵器被害を伝える世界遺

産としては「広島の原爆ドーム」に次いで２番目となる。このように幾重にも意義深い、終戦

から６５年の夏。 

①「平和市長会議」へはどのような決意で加盟されたのか。また、市民への周知はどのようにさ

れたのか。宗像市民としても核廃絶へ向け何ができるのか。加盟を機に積極的な平和への行動

が日常的に意識できる取り組みが考えられないか。 

②全国各地では「平和基金条例」が制定され、その財源を活用した各種平和事業が市をあげて行

われている。本市では、６月議会で「非核・平和都市宣言」の決議を全会一致で行っている。

今後、市民協働での平和への行動を実施するため、「宗像市平和基金条例」の制定を望むがど

うか。 

（３）「核なき世界」へ向け、被爆者の皆さんをはじめとする運動が続けられてきた。被爆体験を

若い世代に語り、伝えていくことがこの先も必要と考える。しかし、被爆者の平均年齢は７

６歳を超えている。この宗像においても「被爆者の会」のメンバーは高齢化しており、今後

の運営に懸念を感じておられる。考えられる支援体制はないか。 

 

２ ワークライフバランスの推進について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

「育児・介護休業法」が改正され、６月３０日から施行されている。 

（１）改正の背景とポイントは何か。 

（２）いくら良い制度ができても、利用されなければ意味がない。 

①なかなか進まない父親の育児休業取得。利用率が極めて低い男性の利用を推進するための課
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題は何か。 

②課題解決へ、具体的にどのような取り組みをされるのか。 

（３）仕事上の育休効果をどのように認識しているか。 

 

３ 「食品ロス」削減への取り組みについて 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

２００８年末に農水省の「食品ロスの削減に向けた検討会」がまとめた報告書によると、わが

国が国内外から調達した食品は年間約９，０００万トンに上り、このうち食品関連事業者から約

８００万トン、一般家庭から約１，１００万トン、合わせて２割を超える約１，９００万トンも

の食品が廃棄されているという。この中には売れ残りや期限切れの商品、食べ残しや余った食材

など本来食べられるにもかかわらず捨てられているもの、いわゆる「食品ロス」が約５００～９

００万トン含まれていると推測されている。この量は０４年に世界が行った食料援助量の約７３

０万トンに匹敵する。報告書は、食品ロスの発生原因について、製造・流通業者側の問題を指摘

する一方、「食料が豊富に存在することが当たり前」といった国民の「食」に対する意識の希薄さ

や、今も９億人以上の人々が栄養不足にある中で、食べ物を平然と捨てる“異常”な状況を変え

る国民一人一人の意識改革が不可欠だと厳しく指摘している。また、食品リサイクル法が、食品

廃棄物（生ごみ）の発生抑制と有効活用を目指し、２００１年５月に施行された。農水省の調査

によると、食品産業全体でのリサイクル率は増加しているものの、消費者に近い食品小売業、外

食産業のリサイクル率が低いことから平成１９年６月の法改正で、業種別目標値の設定や多量排

出者の報告義務などが盛り込まれた。 

（１）「食品ロス」に対する現状認識はどのようにされているか。  

（２）食品の大量廃棄問題は“家庭の問題”としての認識が必要と考えるが、発生抑制（リデュ

ース）の視点から、どのような考えがあるか。 

（３）「宗像市環境基本計画」に“地域循環システムの構築（食と農と環境）”が掲げられ、食料

自給率ナンバーワン自治体を目指すとある。進捗状況をうかがう。 

（４）一般家庭から出される燃やすごみに含まれる生ごみの割合は全体の約４割。その生ごみの

約８割は水分と言われている。市では昨年、葉山地区の協力を得て試験的に「生ごみ水切り

事業」を実施し、その効果を検証している。今後、どのようにして市内全域で推進していく

のか。また、その効果をどのように期待しているか。 
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発言順 ３ ６番 西山 隆 

１ 市西部・離島の活性化について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

来年４月、大島に海洋体験施設がオープンする。また、ＪＲ東郷駅北口整備は５年後（平成２６

年）に終了の予定で、現在推進している。 

（１）歴史・文化の継承、発展について 

①ＪＲ東郷駅北口に観光案内所を設置できないか。 

②各ボランティア団体や「むなかた協働大学」卒業生などと協働した事業はできないか。 

（２）観光の振興について 

①ＪＲ東郷駅・宗像大社・神湊港（ターミナル）・海洋体験施設に関係する各コミュニティに対

する支援として、市はどのように取り組んでいるか。 

②大島海洋体験施設をはじめとした市の観光資源のＰＲは、どのように進めているか。 

（３）大井浄水場廃止後のダム周辺の利用はどのようになるのか。 

 

２ 生活支援の充実について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

第１次宗像市総合計画では、生活支援の充実の項で、その将来像として「経済的には支援が必要

な人に適切な支援が行われている」ことを掲げている。今、高校や大学を卒業しても定職につけな

い若者が４割弱いると言われている。また、父子、母子家庭が増加し、生活支援が必要な世帯が増

えている。 

（１）年金未加入者や未納者に対する啓発・相談の実施状況は。 

（２）生活保護世帯の自立支援対策について 

①生活保護費受給者に就労指導している「就労支援員」の実態について 

ア 支援員の身分は。 

イ 勤務労働条件は。 

ウ 年間の相談に対する実績は。 

②ケースワーカーと支援員の連携は。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/20 

発言順 ４ １３番 吉田 益美 

１ 漁業の振興について 〔答弁を求める者〕市長 

近年の水産資源の減少や魚価の低迷によって、漁業経営は非常に厳しい状況である。本市の漁業

は西日本有数の好漁場である沖ノ島や韓国近海で操業しており、中型まき網、刺網、延縄、イカ釣

り、一本釣りなど、多様な漁業では県下第２位の水揚げを誇っている。しかし、ここ数年の水揚げ

高は減少が著しく、平成２１年度は３０億９，９００万円で、ピーク時（平成６年度の６７億４，

０００万円）の半分以下に落ち込んでいる。また、近頃は温暖化の影響からか、玄界灘にはいなか

った南洋性の生物や磯やけにより、海藻が壊滅しているところが多く見受けられ、特にアワビ、さ

ざえ、ウニなどの磯物が激減していると聞く。このような現状を考えると、まさに漁業は存廃の危

機的状況にあるともいえるのではないだろうか。これまで後継者不足の問題とは皆無であった鐘崎

でさえ、徐々に漁業で生活することが困難になっていることから、後継者が減り高齢化が進んでい

る。漁業者は漁業に魅力を感じているが、その反面安定収入が得られないという不安をもっている。

このことから若年齢層が漁業に参入し定着する要件として安定した収入の確保や将来の展望が持

てるような施策が必要ではないか。これに対し、農業者には民主党の政策で今年度から導入された

農家戸別所得補償制度や中山間地域等直接支払い制度、農地・水・環境向上事業、ハウスや農業機

械の買入資金の利子補給などがある。また、市の補助制度では米粉パン普及事業の補助、有害鳥獣

防除事業などもあり、きめの細かい支援がある。また、商工事業者には小口事業資金借入に対する

保証料全額補助やプレミアム付き商品券発行事業補助金等両方とも個人に対しての支援がある。こ

のような状況の中、本市の漁業振興は漁業者のみならず、観光や特色のあるまちづくりの観点から

も大変重要な鍵であり、市としても本気で漁業振興に取り組む必要があるのではないか。 

（１）漁業の振興に対する市の基本方針は。 

（２）鐘崎、宗像漁協とも平成２１年度はまき網漁の不振で、漁協の収入である販売手数料（現在

は４％）は各漁協とも２，０００万円近く減収となり、今後、大幅な回復が見込めなければ、

経営に大きな支障が出る。経営効率を上げるには、経費の削減のため漁協の合併などによる事

業の統合や燃油、資材の共同購入、販路の拡張など様々な課題があるが、漁協合併の現在の進

捗状況を伺う。 

（３）現在、鐘崎漁協と宗像漁協が共同し、大島で年末用のブリを蓄養しているが、イケスを拡張

し、蓄養したブリに付加価値を付けて大量に販売する体制は取れないか。 

（４）温暖化の影響で宗像海区も磯枯れ被害が増大しているが、どのような対策がとられているか。

また、今後の取り組みを伺う。 

（５）採取されるアワビの約２割は放流アワビであり、毎年、実施されているアワビの放流事業の

成果がようやく見受けられるようになった。現在、大島で行っている中間育成事業（１㎝の稚

貝を大島で３cmに）を拡大できないか。 

（６）大島のまき網船団は、陸揚げのため福岡市の魚市場に海上輸送しているが、運送コストが高

いことや市場が 1箇所に限定され、選択の余地がないことから、経営上、不利な点があること

は否めない。魚価の安定を図るためには、大島のまき網船団の陸揚げを鐘崎漁港で行い、６船

団が共同で出荷できるよう、周辺漁港の拠点として位置付けている鐘崎漁港の整備（平成２８

年度完了予定）を早急に進める必要がある。しかし、漁港整備の際は、漁協は応分の地元分担
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金を負担しなければならず、漁港を有する県内１６自治体のうち、条例を制定し分担金を徴収

する自治体は、本市と糸島市だけである。合併した糸島市の分担率は１０％に引き下げられた

が、本市における漁協の分担率は補助残の２５％であり負担が重い。漁業振興のために、この

分担率を引き下げることはできないか。 

 

２ 玄海小学校の改築に伴う宗像運動広場（B＆G 芝生広場）の代替施設は 

 〔答弁を求める者〕市長 

老朽化している玄海小学校の改築が決定され、平成２５年４月の供用開始を目途に事業が着手さ

れている。改築場所は、本市が目指す小中一貫教育にも適合する玄海中学校敷地内である。そのた

め、現在、社会体育施設である玄海Ｂ＆Ｇ海洋センターに隣接している運動広場（芝生広場）が玄

海小学校の運動場として衣替えをすることになるが、そうなるとそれに代わる施設が必要になる。

本市が策定している「宗像市スポーツ振興計画」には、「人々の価値観が多様化した結果、従来の

競技力を中心としたスポーツに加え、健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりのための、あるい

はレジャーの一環としてなど、様々なスポーツへの期待が生まれている。こうした多様なスポーツ

への要求は、多様な地域づくり、まちづくりへの要求ともとることができる。」と記されている。 

本市は、コミュニティを中心としたまちづくりを推進しているが、現在は市内１３地区において

コミュニティ運営協議会が設立され、住民自らの手によるまちづくりに取り組んでいる。なかでも

日の里、自由ヶ丘、赤間、吉武地区の各コミュニティ運営協議会では、体育施設の受付、料金の徴

収業務、駐車場の鍵の開閉業務等を市から委託を受け運営している。身近なところのコミュニティ

が運営していることは、地域住民にとって利便性が高いと考えられる。 

（１）年間約１５，０００人の利用がある社会体育施設の玄海運動広場（芝生広場）の代替施設は

どこを想定しているのか。 

（２）各コミセンに委託している有料公園（野球場・テニスコート等）は、除草、施錠の有無等、

管理がまちまちである。その理由や基準はどのようになっているのか。 

（３）利用料金は前納制のため、雨天などで利用できない場合は還付が生じる。現在は利用料金の

多少にかかわらず還付されているが、定期的な利用者の場合は、翌月分の利用と相殺するよう

にし、事務の簡素化を図るべきと考えるがどうか。 

（４）現在、公園の維持管理は市が行っているが、日の里４号、７号、１１号公園の運営は日の里

地区コミュニティ運営協議会が委託を受けている。モデルケースとして、公園の維持管理を指

定管理にしてはどうか。 

（５）平成２１年３月議会で運動施設の改善を要望したが、現在の状況を伺う。 
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発言順 ５ ２番 神谷 建一 

１ 観光振興の現状と課題は 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
本市は、海・山・川などの自然を有する緑豊かな町であるとともに、世界遺産の候補としてユネ

スコの暫定リストに登録されている「宗像・沖ノ島と関連遺産群」をはじめとする歴史遺産など、

多くの地域資源に恵まれている。またこのような環境で育てられた農産物類、豊富な魚介類など数

多くの食材が道の駅を中心として販売され、市外からも買い物に訪れるお客様も増加傾向にある

今、観光誘致は 大のビジネスチャンスと考える。来年度には、大島海洋体験施設がオープンし、

神湊ターミナル周辺の整備なども進められている。そのような状況の中で、宗像市の観光の現状は

どのようなものか。宗像の観光地、特産品は何なのかを改めて認識するとともに、今後ますます観

光振興を増進し、地域活性化につなげる政策を提案するために、以下の項目について市の見解を問

う。 
（１）後期基本計画における観光の振興では、多くの地域資源を生かしきれていないというような

ことが記述されているが、具体的にはどのような状況か。 
（２）観光振興のための県・他市町との連携はできているのか。 
（３）観光振興のための新たな取り組みや課題は何か。 
 
２ 宗像市に婚活課の新設を 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

国を挙げた少子化対策が叫ばれる中、初婚年齢の平均が、女性は２９歳・男性は３５歳まで上

がったと聞く。ますます少子高齢化が進む原因のひとつとして、若い世代の人達の結婚離れが進

んでいる。厳しい雇用状況や経済不安などの社会情勢もあるが、“出会い－結婚－出産－子育て”

といった、誰もが当たり前のように一度は夢を見ることを考えず、「自由気ままに暮らせればいい。

苦労して結婚をし、子育てをすることは必要ない」と考える世代が増えているのではないか。一

方、健全で気軽に参加できる婚活イベントの要望（特に女性）が非常に多いと聞く。また、高齢

化社会が進む中、「定住化促進」、「少子高齢化対策」などを進めるため、婚活課やお結び課などの

名称で新たな部署を立ち上げた自治体もあると聞く。環境のよいこの宗像に日本全国からお嫁さ

んがやってくる。宗像地域において、多くの独身男女が集い、友情を深めながら郷土愛や社会貢

献などへの意識を高めることによって「若者の住むまち」、「元気のあるまち」として、さらなる

「定住化促進」を進めるためにも以下の項目について問う。 
（１）市内で開催される結婚活動のイベントなどについて把握しているか。またそれらを企画・

実施する団体などへの支援はしているか。 
（２）少子高齢化が進む中、将来どのよう問題が出てくると考えるか。 
（３）他市の実績をふまえ、婚活課などの新設は検討できないか。 
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発言順 ６ １５番 田原 敏美 

１ 地域産業の連携と振興対策について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

地域産業振興において、農業、漁業、商工業、観光業等が果たす役割は大きい。しかし、経営を

取り巻く環境は、グローバル化、少子高齢化など大きな構造変化に加え景気の悪化、競争の激化が

追い討ちをかけ、どの業種も厳しい状況にある。地域産業や経済を支えるこれらの産業を持続発展

可能な方向へ導くため「地域にお金を生み出す仕組みづくり」と称して「宗像市産業振興戦略プラ

ン」が平成２０年度にスタートした。この計画では、域内生産物などの高付加価値化や販路拡大な

ど５つの活動方針を掲げ、特に農協や商工会、２つの漁協・観光協会などの市内産業５団体の連携

を柱として、取り組み体制の強化、関連団体と市によるプロジェクトの発足など画期的な取り組み

がされてきた。また、本年６月に就任した新副市長は、宗像市を退職後、商工会事務局長や今年度

に法人化が予定されている「むなかた地域農業振興センター」の準備に携わってこられた。特に「道

の駅むなかた」の設立にも深く関わってこられ、産業振興のエキスパートであると考える。副市長

の産業振興に対する基本的な考え方や、将来の宗像市づくりの思いもあわせて伺いたい。 

（１）宗像市産業振興戦略プラン（産業振興計画）の進行状況について 

①３年目を迎える産業振興戦略プランのこれまでの総括は。 

②産業振興戦略プランを実行するため、道の駅の経営が提案され予想以上の成果を収めている。

この成果をもとに今後は、２次的なアクションが必要と考えられるがどうか。 

③これまでに実践された事業の効果や反省改善など、検証は行われているか。また活動へ向けて

の内外へのアピールがまだ弱いと考えるがどうか。 

④今までは国の交付金等の支援があった。今後、市独自の予算措置や支援事業などは行うのか。 

（２）各団体の今日的課題や、問題点について 

①地域活性化は、計画で掲げる５団体の連携なくして成しえない。市は「官民共同プロジェクト」

を核に取り組むとしており、行政の支援体制や助言指導と関係団体の意欲が重要と考える。現

状はどうか。 

②プロジェクトにかかわる団体などの思いは、一つになっているか。 

③農業漁業の地域資源の価値を高めるには、６次産業化への動きが必要と考える。具体的な指導

や実績はあるか。 

④筑前海区漁業者が地域間競争に負けないためには、漁協の事業統合や合併などの推進が必要で

ある。漁港整備分担金の見直しも必要と考えるがどうか。 

⑤海岸線や離島を活用した新たな観光集積が必要と考えるがどうか。 

（３）これまでの豊富な経験に基づいた産業振興やまちづくりに対する考え方について、副市長に

次の点を問う。 

①後期基本計画や産業振興計画について概論としてどのように理解されているか。  

②長年の行政経験や商工会、農業振興センターで業務された経験などを通してヒントや問題点、

改善策などについてどのように考えるか。 
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発言順 ７ ９番 石松 和敏 

１ 高齢者における安心・安全対策の強化を 〔答弁を求める者〕市長 
我がまちも６５歳以上の独り暮らしや高齢者のみの世帯数が増加しており、高齢者における安 

心・安全対策の強化は喫緊の課題である。そこで、当面の課題である下記事項について伺う。 

（１）高齢者不明問題の認識と対応について 

①６５歳以上の独り暮らしや高齢者のみの世帯数及び人数を伺う。 

②この夏、社会問題になった高齢者不明問題と我がまちの実態について伺う。 

③１００歳以上については、調査されていると考えるが、１００歳以下の特に独居老人等の 

掌握について伺う。 

④地域住民の中でも特に民生委員の役割が重要と考えるが、我がまちの体制について伺う。 

⑤失われゆく地域とのつながりをどのように補完していくのか伺う。 

（２）緊急通報装置給付事業の利用実態について 

とても重要な事業だと認識しているが、利用件数が減少傾向にあり認識と対応を伺う。 

（平成１９年度）新規申請数＝３７件、年度末件数＝３３８件 

（平成２０年度）新規申請数＝１９件、年度末件数＝３００件 

（平成２１年度）新規申請数＝ ８件、年度末件数＝２７３件 

（３）交通弱者対策について 

高齢者、交通弱者対策としての「ふれあいバス」と、現在、吉武地区と南郷地区で試験的に

運行している「コミュニティバス」の利用実態と課題について伺う。 

（４）自主防災組織と災害時要援護者支援台帳の整備について 

高齢者や災害弱者救援のため自治会等による自主防災組織を順次構築しているが、現状と課

題は何か。また、災害時要援護者支援台帳の整備も進んでいるが、その現状と課題を伺う。 

（５）災害時緊急伝達システムの導入について 

携帯電話やファックスなど複数の伝達手段を活用した災害時緊急伝達システムを平成２２

年度に整備する予定だが、特に独居老人等の高齢者に対しての伝達方法（手段）について伺う。 

（６）「安心・安全情報キット」の無料配布を 

緊急時に駆け付けた救急隊員が、患者本人から容態を確認するのが困難な場合、かかりつけ

医療機関や持病などを記入した情報をもとに適切な応急処置などをするのが狙い。 

埼玉県行田市の事例では、キットの中には安心・安全情報シートと、冷蔵庫と玄関に張るス

テッカー２枚が入っており、情報シートの表面には本人の氏名や年齢、担当する民生委員の連

絡先などが明記されている。裏面は持病や服用している薬、かかりつけ医療機関の連絡先など

が書き込めるようになっている。キットには、記入済みシートのほか、本人の写真や保険証、

診察券の写しなども入れることができる。どの家庭にもあり、救急隊が見つけやすい冷蔵庫に

保管。ステッカーは冷蔵庫の表面と玄関の内側に張り、キットがあることの目印にしている。 

我がまちでも行田市や神奈川県大和市などの先進自治体を参考にして、６５歳以上の独り暮

らしや高齢者のみの世帯を対象に「安心・安全情報キット」の無料配布を提案するが、執行部

の見解を伺う。 
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２ 本市における現在の財政状況と今後の課題は 〔答弁を求める者〕市長 
我がまちの平成２１年度の決算がこの９月議会で発表され、また、６月議会では平成２２年度の

当初予算が可決・成立したが、現在の財政状況と今後の課題等について、執行部の基本的な見解を

伺う。 

（１）自主財源の確保と収入率の向上について 

自主財源の基幹であり市税の中心である市民税が減少しており、今後も多くの団塊世代、及

びそれ以降の市民が順次退職していくと考えられる。 

また、地方交付税など依存財源が約６割であり、国の地方交付税制度に今後も変更が無けれ

ば良いが、仮に同制度にメスが入って減額の方向になると、我がまちは自主財源が約４割と少

なく影響は大きい。 

そこで、市税及び使用料等の自主財源の確保と収入率の向上について基本的な見解を伺う。 

（２）コスト意識をどう高めるか 

宗像市監査委員が作成した「歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書」の“むすび”に、

「現下の国内の経済情勢は、一昨年の米国の金融破綻以降、景気の低迷が続き、平成２１年度

の国税収入は大幅な落ち込みをみせた。本市においても自主財源の基幹である市税が減少し、

近年、国と地方の財政状況は負の方向へ激変している。（中略）今後の本市の財政運営に当た

っては、これまで以上にコスト意識の涵養に努め、歳入状況の好転は望めないという観点と覚

悟で臨まれたい。」と記載してある通り、先ずは職員並びに議員自身のコスト意識と削減努力

が必要と考える。 

そこで、コスト意識をどう高めるかについて基本的な見解を伺う。 

（３）事業仕分けの内容や実施時期について 

コスト削減の一つの方法として、外部専門家による事業仕分けがとても重要と考える。実施

時期については、来年度予算に反映させようとするならば、１０～１１月が適当であり、 初

は事業仕分けの提唱者である「構想日本」の協力を得て実施すべきではないかと考えるが、内

容や実施時期等について基本的な見解を伺う。 

また、６月議会で発表された市長の施政方針の中で、外部評価の実施については「まちづく

り市民会議」として本格導入するとともに、新たに専門家等による事務事業の外部評価として、

「宗像流事業仕分け」を今年度は試行的に実施し、平成２３年度より本格運用するとある。 

そこで、「まちづくり市民会議」と「宗像流事業仕分け」との関係や内容の違いについて、

わかりやすい事例を通して説明をお願いする。 
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発言順 ８ １番 杉下 啓惠 

１ 松くい虫防除について、広報の充実と積極的な被害把握を  

〔答弁を求める者〕市長、産業振興部長、市民環境部長、教育部長、その他関連部長 

玄界灘沿岸に広がるさつき松原の松枯れ対策として、有人ヘリコプターと学校の近くは無人ヘリ

コプターによる農薬の空中散布が行なわれている。この松原は、景観はもとより、防風林として農

業や住環境など周辺住民の生活において守るべき財産でもあるが、生態系や人体への影響を考える

と、農薬空中散布を続けることの必要性について改めて考え直すべきだと考え、６月議会で一般質

問した。答弁では農薬空中散布は避けられないとの回答であった。このことについては今後も議論

が必要であるが、今回の質問では農薬空中散布を前提として、散布範囲、広報の仕方や被害状況の

把握の仕方、散布後の対応について改めて質問する。 

（１）玄海東小学校や玄海ゆりの樹幼稚園は松林に隣接しており、無人ヘリコプターがすれすれに

飛んで農薬散布をしている。薬剤は直接飛散しなくても気中に拡散する。呼吸による毒性は経

口に比べて４倍強いと言われており、子どもたちへの影響が心配だ。これらの小学校や幼稚園

との間には緩衝地帯を十分に設けるべきだと考えるがどうか。 

（２）地域や各学校で配布された通知文書には、散布薬剤名は書かれていなかった。またそれが原

因と思われる被害についても十分に伝えられていたとは言えない。薬剤の影響とその対応の仕

方について市民自らが判断できるよう、薬剤名と考えられる影響について通知すべきだと考え

るがいかがか。 

（３）散布区域には、市外から来た人も立ち入る可能性がある。散布区域に立てられた看板には、

散布日と開始時刻しか書かれていなかった。もっと詳細な情報（例えば、散布薬剤名、通行止

めなのか、通行規制なのか、終了予定時刻や連絡先の電話番号など）を掲載すべきと考える。

森林管理署に働きかけられないか。 

（４）健康被害に関して６月議会では、診療所や市民からの連絡はなく、健康被害はなかったと回

答された。しかし、有機リン系農薬の中毒症状は軽度の場合、風邪の症状と似ていると言われ

ており、見過ごされている可能性も考えられる。小中学校・幼稚園・保育所などで事前・事後

の健康調査をするなど、より積極的に状況把握をすべきではないか。 

（５）松原への立ち入り禁止期間は３日間と通知されている。何を根拠に決めているのか。 

 

２ 乳幼児期の子育ち支援の更なる充実を 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

共働き家庭やひとり親家庭が増える中、保育施設での保育を必要とする子どもたちは益々増加す

ると思われる。本市には１１の認可保育所の他に４つの届出保育施設がある。届出保育施設では、

保護者の夜勤のための夜間保育や、短時間就労や通院などのための一時保育、少人数の家庭的な保

育を希望する子どもたちのための小規模保育などが行われている。 

一方で専業主婦家庭は減少し、核家族の中で、近所がみんな留守の中で子どもを育てるという状

況も増えており、保護者の精神的ストレスと子どもへの影響は見逃せない。そのような中で育児ス

トレスに悩む保護者と子どもにとって一時保育は大きな助けとなっている。この一時保育は認可保

育所の一部と届出保育施設で行われている。 

認可保育所や幼稚園に通っている子どもだけでなく、届出保育施設に通っている子どもも、園や
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保育施設に通っていない子どもも、保育を必要とする子どもたちすべてに、より良い育ちが保障さ

れるよう支援すべきと考える。 

（１）認可保育所では定員を超える子どもたちを受け入れている現状にある。今後も保育を必要と

する子どもたちは増加すると思われるが、それにどう対応していく予定か。 

（２）届出保育施設に対しては公的助成がほとんどなく、そのことが利用料に跳ね返るため、利用

したくても利用できない保護者もいる。 

①利用者への助成は考えられないか。 

②保育士等の研修参加への助成はできないか。 

③県の立ち入り調査により指導監督基準に適合していると確認された「基準適合届出保育施設」

に対して、支援は考えられないか。 

（３）認可保育所では、保護者の育児休業中、入所している子どもは年長児以外は基本的に退所す

することになっている。年長児以外の子どもが継続して入所を希望しても、全園で定員を超え

ているため継続できない状況である。福岡市のように１年以内に復職の予定がある場合は継続

入所を可能にすることはできないか。 

（４）子どもが急に発病したとき、すぐに迎えに行き、そばにいてやりたいと思っても、それがで

きない保護者もいる。病児の保育について取り組む予定はないか。 
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発言順 ９ ８番 新留 久味子 

１ 「段ボールコンポスト」でゴミの減量を 〔答弁を求める者〕市長 

（１）８月１５日付の広報で市民協働事業として段ボールコンポストの事業が大きく掲載された。

高く評価するとともに、この事業をさらに広げるために、市民が取り組みやすい方法などを

考えていくことが重要だと考える。 

①市は、この段ボールコンポスト事業を今後どのようにしたいと考えているのか。 

②段ボールコンポストの講座およびフォロー講座等の参加状況や段ボールコンポストの普及状

況についての現状と課題は何か。 

③本年４月から段ボールコンポストの補助金制度が開始された。 

ア 申請数は。 

イ 申請手続きで市民や環境団体等から意見や要望はあがっていないか。 

④段ボールコンポストを広く市民に普及させるための具体的な方法について 

ア 各行政区で段ボールコンポストを普及させるための講座を開催できるよう、働きかけが

できないか。 

イ 各地区のコミュニティ・センターで段ボールコンポストの機材等を購入できないものか。 

ウ ごみ減量のアドバイザー講座（仮称）の開催を検討できないか。 

エ ごみ減量アドバイザーの方々が活動できる場として、各地区コミュニティ・センターを

活用できないか。 

（２）宗像清掃工場の今後の運営について 

玄界環境組合議会で組合長から「今後の焼却炉の稼動については、２工場で４炉を有効活

用し、３炉稼動はどうなのかなど検討をはじめるところにきている」との発言があった。ま

た谷井市長も今年３月議会の一般質問で「宗像だけでも２炉を１炉にできないものか、研究

もされている」との答弁があった。その後の研究、検討はどのようになっているか。 

 

２ 高齢者が人間らしく生きられる宗像市へ 〔答弁を求める者〕市長 

全国の自治体で１００歳以上の高齢者が居所不明で大きな社会問題となっている。このような

事件から次々といま日本が抱え込んでいる高齢者を取り巻く実態と問題が浮き彫りになってきて

いる。そこで、本当に高齢者が安心して暮らせる社会と地域にするための様々な取り組みを行政

も地域も一緒になって知恵を出し合うことが必要と考える。 

（１）市内の高齢者の生存確認はどのような方法で、また日常的に把握できているか。 

（２）高齢者の実態把握は、地域包括支援センターが要だと考えるが、職員の体制は充分なのか。 

（３）行政が責任をもって地域住民と協力しあい、高齢者を支える安全・安心のネットワークづ

くりが今後の重要な課題だと考える。このネットワークの現状と課題は何か。 
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発言順 １０ １６番 植木 隆信 

１ 住宅リフォーム補助制度の早期実現を 〔答弁を求める者〕市長 
６月議会の代表質問で「住宅リフォーム補助制度」の実現を求めた。市長は「耐震改修促進計画

をつくり、具体的な補助制度も含め、市内中小建設業者の活用など、地域経済の活性化につなげる

よう検討したい」との回答があった。 
この住宅リフォーム補助制度は全国の１５０以上の自治体で実施されており、住宅リフォームを

考えている住民はもとより、不況で仕事が激減している地元中小建設業に活気を与えるなどの相乗

効果も上がっている。宗像市でも早期の実現を望む。 
 

２ 旧国道３号での歩行者安全対策を 〔答弁を求める者〕市長 
旧国道３号は宗像市を東西に走る幹線である。ＪＲ赤間駅北側は、一部道路の拡幅が行なわれ、

宗像市の中心地にふさわしくなってきた。しかし、大部分の区間は歩道などが狭く危険な場所も多

数残されている。東郷橋から東側方面は、歩道のない区間があり、さらに新たに商業施設が建設さ

れている。交通渋滞や学生などの通行者の安全面が危惧される。 
（１）一部区間に歩道が狭くなった箇所を早急に拡幅する必要があると考えるがどうか。 
（２）須恵橋に設置されている歩道は、安全とはいえない状況である。早急の改修を求める。 
（３）歩道確保と交通渋滞緩和のためにも都市計画道路の見直しの時期に来ていると考えるがどう

か。 
 

発言順 １１ １１番 小田 英俊 

１ 市街地活性化のための方策を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
（１）東郷、土穴、赤間に活性化の方策はないものか。 
（２）赤間駅北口土地区画整理事業も終了するが建築促進に向けて方策はないものか。 
 
２ 釣川に魚道の整備を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
（１）釣川流域はいくつかの井堰で仕切られて、魚の遡上が出来ないようになっている。仮設の魚

道でよいと思われるが、調査のうえ、設置を。 
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発言順 １２ ４番 花田 鷹人 

１ むなかた地域農業振興センターの法人化と市が目指す農業振興策について  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
昨年の農地法の一部改正により、農地を面的にまとめ、効率的な利用ができるよう農地利用集積

円滑化事業が創設された。本市の農業の基幹は土地利用型農業であり、本市の後継者事情等を考慮

すると、農地の面的集積は避けて通れないと考える。この事業に取り組み、またいろいろな事業展

開を図り、地域農業振興の中心的な役割を果たす目的から、むなかた地域農業振興センターの法人

化が検討されてきたと伺っている。 
そこで、センターの法人化により本市が目指す農業振興策についての考えを伺う。 

（１）法人化の理由及び、目的は。 
（２）法人の組織構成、体制、出資金、今後の運営資金計画は。 
（３）新法人の事業内容は。 
（４）現行の支援センターと新法人との違いは。 
 
２ 循環型社会の実現に向けて 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

循環型社会形成推進基本法では、「循環型社会」とは、「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷

ができる限り低減される社会」と定義されている。このため、日本の廃棄物処理においても、循環

型社会の実現に合致した廃棄物処理が求められるようになってきた。この、持続可能な循環型社会

をめざして、国内の多くの自治体、各種団体等による資源・環境保全の取り組みが進められる。 
そこで、本市における循環型社会の実現に向けた取り組み、構想について考えを伺う。 

（１）廃棄物の発生抑制についての取り組み状況は。 
（２）廃棄物のリサイクル化への取り組み状況は。 
（３）廃棄物処理に伴う環境負荷の低減策は。 
（４）循環型社会の実現に向けての今後の基本的な考え、または具体的な計画は。 
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発言順 １３ １７番 末吉 孝 

１ 介護に希望を・介護保険１０年を経て 〔答弁を求める者〕市長、副市長、健康福祉部長 
２０００年の介護保険の導入から１０年が経過した。老後の国民不安の一つである介護問題は、

解決も改善も一向に進んでいない。介護施設への入所待機者が全国で４２万人を超え、厳しい介護

認定審査で介護サービスを希望しながら受けられない高齢者は数えきれないほど多く、保険料や利

用時一部負担が高齢者世帯の家計を重く圧迫している。介護事業所や介護労働者の経営や処遇も劣

悪な状況におかれたままである。今や地域での介護崩壊は深刻さを増していると言わなければなら

ない。政府は秋までに「介護保険法改正案」の骨子を公表し、２０１１年度中に国会で成立させる

としている。後期高齢者医療制度や国保の広域化問題とともに、この秋 大の社会保障の課題とな

っている。また、２０１１年は第５期介護保険事業計画の策定年度にあたり、本市でもその準備作

業をこの秋にも開始されると思う。そこで、介護保険の１０年の検証を行いながら、高齢者が希望

を持てるような介護保険制度の改善をどう図っていくのかを質問したい。 
（１）介護保険の１０年を振り返って、制度の意義・問題点・課題などについての認識を伺う。 
（２）介護認定のありかたについて 

①今の認定の方法で、高齢者の介護状況を正確に把握できると思われるか。 
②家族やケアマネジャー・介護事業所の意見が反映される認定制度にする必要があると思うが。 

（３）介護給付について 
①本市の「介護給付費適正化」では、主にどういったことをやってきたのか。 
②２００４年の厚生労働省の「介護給付適正化推進運動の実施」通達以降、全国で介護給付費の

抑制が行われた。特に介護保険法に定められた国基準を下回る「ローカルルール」が横行し始

めたと言われている。本市でもこのローカルルールに該当するものがあるのか。 
（４）一部負担について 
①要介護者のサービス給付の実態は、サービス限度額の５０～６８％にとどまっている。サービ

ス限度額は要介護者の生活を支えるために必要な介護サービスを定めたものであるにもかか

わらず、サービス給付の現状を見てどのように認識しているのか。 
②２００５年１０月から介護施設の居住費・食費の利用者負担が実施されるようになり、高齢者

の負担増とともに経済的理由から施設介護を受けられない要介護者が増大した。本市では要介

護者の経済状況と介護給付実態を調査されたことがあるのか。 
（５）第５期介護保険事業計画の策定について 
①現在の介護保険の問題点に対して、どのようにアプローチするのか。 
②施設入所待機者の解消についての具体的な計画は。 

 
２ 消防広域化で市民の安全が守れるか 〔答弁を求める者〕市長、副市長、総務部長 
（１）宗像、粕屋北部、粕屋南部の３つの消防本部を広域合併しようとする「協議会」が発足して

いるが、そもそもこの広域合併は「どこが」主体となって推進しているのか。 
（２）消防の広域合併を考える場合、市民にとって「消防力はどうなるのか」「火災や災害の時に

機敏に活動できるのか」といった疑問がある。消防合併について市民にどれだけの広報を行っ

てきたのか。 
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（３）第１回協議会の場で、「どこに消防本部を置くのか」という議論がされたと聞くが、もしそ

れが本当ならば「合併ありき」の議論の進め方で間違っていると思うが。 
（４）国は２０１２年までに合併しない消防本部に対して、何らの不利益となるようなペナルティ

を課さないと答弁している。「協議会」の合併に対するスケジュールを見直して、もっと慎重

に協議を行うべきではないか。 
 

発言順 １４ １２番 日隈 一憲 

１ 教育施策について  〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育委員長 関係部長 
平成１８年１２月に教育基本法が約６０年ぶりに改正され、２１世紀を切り拓く心豊かでたくま

しい日本人の育成を目指すという観点から、これからの教育の新しい理念が定められた。改正教育

基本法や学校教育法の一部改正は、「生きる力」を支える「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな

体」の調和を重視するとともに、学力の重要な要素は、①基礎的・基本的な知識・技能の習得、②

知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等、③学習意欲、であ

ることが示されている。そこで示された教育の基本理念は、現行学習指導要領が重視している基

礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」の育成にほかならな

いと謳われている。 
宗像市の教育の現状について、次の点を問う。 

（１）生きる力の育成を図る教育活動の推進状況は。 
（２）小中一貫教育の充実と拡大を推進する課題は。 
（３）統一学力テストの評価と対策は。 
（４）保育所・幼稚園と小学校の接続の課題は。 
（５）２３年度新設予定の子ども部の位置づけ概念は。 
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発言順 １５ ７番 小島 輝枝 

１ 児童虐待ゼロの宗像を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 
児童虐待による事件、死亡事故は止まるところを知らず年々増え続けている。今年度上半期は前

年同時期比１５．３％増の検挙件数１８１件、１９９人の逮捕、１８人が虐待死していると厚生労

働省は発表している。７月に発覚した大阪市西区で３歳と１歳の子が裸で寄り添うように死んでい

るのが見つかった事件では児童相談所は３回の通報を受け、５回訪問していたが救うことができな

かった。また児童相談所への昨年度の相談件数は過去 多の４万４，２１０件に上ったが、臨検は

わずか１件である。平成１６年の児童虐待防止法改正により児童相談所に強制立ち入り調査の権限

が付与されたが、親が出頭や立ち入り調査を繰り返し拒否した場合のみに認められ、また親子の氏

名や生年月日を書いて裁判所に申し立てなければならないとしている。大阪市の事件も保護者や児

童の名前がわからなかったとして強制立ち入り調査が行われていなかった。国の法整備の不備を指

摘せざるを得ない。その中での宗像市の虐待防止対策について問う。 
（１）本市における虐待相談と通報件数は。 
（２）虐待予防、早期発見は重要課題だがどのような施策を講じているか。 
（３）児童虐待対策の 終目標は親子関係の修復といわれているが本市では予防、発見、終結まで

のシステムづくりはできているか。 
（４）虐待ゼロの宗像市確立の第１歩は市民の皆さんに「社会全体で子どもを育てる」意識を共有

していただくことだと考える。そのためには啓発活動の充実が必要だと考える。 
①現状と課題をどう認識しているか。 
②ホームページの活用と充実を提案するがどうか。 
③他自治体では虐待防止の様々な取り組みがなされている、市民対象のシンポジウム開催を提案

するがどうか。 
（５）予防から終結までを目標にして、それを現実的なものにするためには人員配置増が必要不可

欠だと考えるがその考えはないか。 
 

２ 障がい者施設が運営する常設売店を市役所ロビーに 

 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 
本市は「住み慣れた地域で 互いに支えあい いきいきと安心して暮らせるまち」を第２次宗像

市保健福祉計画の基本理念としている。障がいのある人もない人も誰もが自分らしくいきいきと共

に生きている、そんな風景が当たり前の宗像市が理想だ。宗像コスモス会共同作業所、くすの木園、

緑ヶ丘学園、はまゆうワークセンター等の障がい者施設で作られた商品や施設が取り扱っている商

品を販売する常設売店を市役所のロビーに設置することを提案したい。 
（１）設置の方向で考えているか。 
（２）進捗状況は。 
（３）どのような形態を考えているか。 
（４）今後のスケジュールは。 
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発言順 １６ ５番 福田 昭彦 

１ 今年から導入したＩＣＴは学校現場で有効活用されているか  

〔答弁を求める者〕教育長、教育部長 
百年に一度といわれる世界金融危機が平成２０年の秋に勃発し、日本の景気も急激に悪化した。

そこで時の麻生政権は超大型の補正予算を組み、景気回復を目論んだ。その額は平成２１年の補正

予算だけでも約１４兆円。その補正予算の財源は赤字国債であった。その貴重な補正予算の内、約

１０億６，０００万円余りが宗像市にも配分された。 
市はこの貴重な補正予算の一部、約２億５，７１０万円で小中学校にパソコンや地デジ対応テレ

ビ等を導入し、ＩＣＴ（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙ）を活用したシステムで学校公務の情報の共有化を図り、情報教育を推進しようと計画した。

そこで以下の質問を行う。 
（１）ＩＣＴを活用した学校公務の情報の共有化と情報教育を推進するにあたり、細かい具体的な

導入計画に沿って導入されていると思うが、その導入状況はどうなっているか。 
（２）システムは導入後の保守管理がしっかりされなければ継続して使えないことになり、宝の持

ち腐れで終わってしまう可能性もある。システムの管理・保全体制はきちんと整備されている

か。 
（３）システムを導入する学校現場と市はしっかりコンセンサスが取れているか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問者数：１６人、質問項目：２９項目】 

 


