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日程 発言

順 

議員氏名 発言の項目 

12/7 

(火) 

1 岩木 久明 P2 
1 平成２２年度教育施政方針の進捗状況について 

2 市民生活の安全・安心に関わる道路の維持管理について 

2 西山 隆 P3 
1 まつり･イベントの継承発展について 

2 人権について 

3 吉田 益美 P4 1 医療費抑制にジェネリック医薬品の導入を 

4 石松 和敏 P6 
1 地域の暮らしの安全・安心の対策を 

2 火葬場の休業日における使用料の改善を 

5 杉下 啓惠 P8 
1 安心して暮らせる高齢社会をめざして 

2 子ども条例の制定は子どもを含む市民参加で 

12/8 

(水) 

6 田原 敏美 P10 1 宗像市の組織運営と人材育成について 

7 石橋 文恵 P11 

1 どこまで進んだか。そして、どこへ向かうのか。宗像市における

「男女共同参画」 

2 心の健康を守ろう。心の病の予防対策、早期発見の取り組みを 

3 米の消費拡大に米粉の積極活用を 

8 日隈 一憲 P13 
1 教育施策について 

2 バイオマスの利活用について 

9 新留久味子 P14 
1 尐人数学級の拡大を求める 

2 小・中学校の教育環境の充実を求めて 

10 花田 鷹人 P15 
1 有害鳥獣（猪）駆除対策について 

2 新たな視点からの企業誘致を 

12/9 

(木) 

11 植木 隆信 P16 

1 教育委員会の処分について 

2 市税や国民健康保険税の滞納者への差し押さえについて 

3 赤間駅北口のバスなどの乗り入れ箇所について 

12 小島 輝枝 P17 1 発達障がい支援システムの強化を 

13 末吉 孝 P18 
1 地域の高齢者のセーフティーネットをどう築くか 

2 ふれあいの森指定管理者の会社譲渡について 

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：１３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 

１ 平成２２年度教育施政方針の進捗状況について  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

新人議員として３年目を迎えた今、課題山積で毎日が勉強、勉強の連続である。 

３月議会では「平成２１年度教育施政方針の総括について」、６月議会では「今こそ戦争のない

教育を宗像から」、９月議会では「花いっぱい運動の今後の施策展開について」一般質問を行って

きた。「宗像は教育と卵である」という原点に立ち返り、今回は、平成２２年度教育施政方針の進

捗状況を具体的に問う。 

（１）小中一貫教育の充実について 

①学力の定着はなされているか。 

②豊かな心の育成はなされているか。 

③健やかな体の育成はなされているか。 

④子どもたちの生きる力の育成はなされているか。 

（２）学校、家庭、地域との連携について 

①信頼される学校づくりはなされているか。 

②子育て、子育ちを支えるまちづくりはなされているか。 

③市民の学習の場づくりにどのように取り組んでいるか。 

（３）安心して子どもを育てることができるまち宗像の教育を創造することはできているか。 

 

2 市民生活の安全・安心に関わる道路の維持管理について  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

道路は市民生活に直結する最も重要なインフラであり、その道路が適切に管理されることは市民

生活の安全・安心に関わる重要な問題である。 

（１）道路の維持管理は、どのように取り組んでいるか。また、近年の問題点について問う。 

（２）市内の住宅団地内道路において、蓋のない側溝を蓋付きの側溝に改修する事業が進められて

いるが、事業の進捗状況や事業採択基準について問う。 

（３）自由ヶ丘３丁目や４丁目など小学校の近くにも側溝に蓋がないところがある。より安全・安

心を高めるために、このようなところを優先して整備することはできないか。 
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発言順 ２ ６番 西山 隆 

１ まつり･イベントの継承発展について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

 農業・漁業を中心にしたまつりを初め、各地区コミュニティでも多くのまつりやイベントが現在

行われている。市の行政経営改革プランでは、これまでの経営資源の有効活用が必要とし、具体的

に、各種イベントの見直しを項目にあげている。 

（１）まつり・イベントの実施状況について 

①市主体で実施しているものは。 

②各団体（商工会、漁協、農協、観光協会、コミュニティ）で実施しているものは。 

（２）課題について 

①まつり･イベントの財政規模や市の財政支援の状況は。 

②各団体の組織、人材の育成はどのように行われているか。 

③同様のまつり・イベントが取り組まれていないか。 

（３）今後の考え方について 

現在行われているまつり・イベントを統一して取り組めないか。 

 

２ 人権について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

憲法に「基本的人権の尊重」をはっきりと明文化している。市は、「人権が尊重される住みよい

まち宗像」をめざして、「人権問題が多様化・複雑化する中、あらゆる人権問題の解決を図るため、

問題解決に向けた総合的な取り組みを推進していく」としている。 

（１）同和問題について 

「人権侵害救済法」の制定にむけての進捗状況は。 

（２）女性に関する問題について 

①市役所内の管理職等に女性の配置は。 

②市民への広報や今後の取り組みは。 

（３）人権対策課と男女共同参画推進課の統合について 

①それぞれの課で所管する業務における現状の課題は。 

②今後の考え方は。 
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発言順 ３ １３番 吉田 益美 

１ 医療費抑制にジェネリック医薬品の導入を 〔答弁を求める者〕市長 

国民医療費は平成１９年度で３４兆１，３６０億円。このうちの約４割を公費が占めている。高

齢化が進み平成３７年度には６５兆円にまで膨れ上がるとの試算もある。厚生労働省は、対策を講

じなければ「（全国民が公的医療保険に加入する）国民皆保険制度が揺らぎかねない事態にもなり

うる」と報じている。医療費に占める薬剤費は約７兆４千億円。ジェネリック医薬品が普及すれば

数千億円か数兆円規模の医療費削減効果が得られると考えられている。厚生労働省は平成１４年、

ジェネリック医薬品を処方した医師と薬剤師に診療報酬を加算する制度を創設した。平成２０年に

は処方箋の様式を変え、患者が薬剤師と相談して新薬かジェネリック医薬品かを選べるようにもし

た。その成果として日本でのジェネリック医薬品の普及率は、２００６年の１６．９％が２年後の

２００８年は２０％に伸びているが、２０１２年度までに３０％以上の目標値を掲げている。しか

し、医療先進国では薬の基本はジェネリック医薬品にといわれるくらい普及している。日本よりず

っと以前から、医療費の抑制が重要な課題となっていた欧米先進国では、ジェネリック医薬品を医

療抑制の大きな柱として活用している。アメリカでは６９％、カナダ６６％、ドイツ６４％、イギ

リス６１％。このような医療先進国では、新薬の特許が切れた後、約１年間で８０％以上がジェネ

リック医薬品に変わるほど広く普及している。また、これまでシェアの低かったフランス、スペイ

ン、イタリアでも、ここ数年で急速にシェアが伸びているとのことである。医薬品には、一般の薬

局で購入できる一般用医薬品と医師から処方される医療用医薬品がある。医療用医薬品には新薬と

後発医薬品があるが、後発医薬品をジェネリック医薬品と呼んでいる。市民の周知度といえば、毎

日のようにテレビでもジェネリック医薬品のコマーシャルが放映されているので、ある程度の理解

はあるのではないかと考えられる。ジェネリック医薬品と新薬の違いは、多額な研究開発費用と特

許期間の保障があるかないかという点である。新薬は多額な費用と年月をかけて開発するので、２

０年から２５年間特許で独占的に販売することが保証されるが、特許期間が過ぎると他の製薬会社

でも同じ成分の薬が販売できるようになる。薬の価格が大幅に安くなり、ここがジェネリック医薬

品の最大の特徴である。このジェネリック医薬品を使って国保医療費の抑制や市民一人ひとりの薬

代の減額に活用すべきである。１年間３６５日服用している現在の薬代とジェネリック薬代を比較

すると、一例では、糖尿病性末梢神経障害治療薬では８，３１０円、糖尿病治療薬２，３８０円、

排尿障害治療薬８，６８０円、リュウマチ９，４２０円、高血圧１１，３００円、高脂血症１２，

４２０円安くなる（製薬会社の資料より）。生活習慣病の医薬品の長期間利用者にとっては薬代の

削減効果は大きいといえる。 

ジェネリック医薬品の普及を日本で初めて取り組んだ広島県呉市では、毎日のようにテレビや新

聞報道、自治体職員が視察に訪れている。ジェネリック医薬品への切り替えが進み、初年度（平成

２０年）は４，５００万円、２１年度は８，８００万円の医療費削減効果が得られている。同時に

個人の薬代も３割安くなったとのこと。呉市の１人当たりの年間医療費は５９万５千円で、全国平

均の１．５倍。「このままでは財政が破綻する」と全国に先駆けて平成２０年度にジェネリック医

薬品の普及に乗り出している。具体的には、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代がどのく

らい安くなるかを市民に示した。安さが分かれば切り替える人も増えると考えたからだ。国保加入

者６万人に対し、使用中の薬をジェネリック医薬品に替えた場合の差額を計算して郵送している。
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その結果が大きく出たといえる。 

（１）ジェネリック医薬品の普及について 

  市の広報紙とともにジェネリック医薬品希望カードの案内を全戸配布している取り組みは

承知している。ジェネリック医薬品は利用者本人にとっても、本市の医療費抑制効果において

もメリットは大きいので積極的な利用を促進すべきと考えるがいかがか。また、今後の取り組

みについて伺う。 

（２）利用促進については、宗像医師会、宗像歯科医師会、宗像薬剤師会等との連携が不可欠と考

えるが、現状は。 

（３）医療費抑制は、ジェネリック医薬品の導入以外にも、予防医療の観点から健診受診率の向上

と、予防可能な生活習慣病に高額な医療費がかかっている現状から日常的な健康運動政策の実

施等が重要と考える。 

①地区ごとの健診受診率と保健指導者数を伺う。 

②健診受診率向上のための施策は。 

（４）本市の成人健診の対象は３０歳以上で、３０歳未満は対象外になっている。生活習慣病は若

い時から糖尿病等の予防対策を進め、発症しないようにすることが大切である。そのためには

３０歳未満も健診等を受けられる環境整備が必要ではないか。対策は取られているのか。 

（５）本市の特徴的な事業といえばコミュニティ施策であり、市民協働で進めている。市内を１３

地区に分けて地域住民がコミュニティ運営協議会を設立し、行政の支援を受けながらコミュニ

ティ・センターの指定管理や健康づくり事業等を展開している。導入当初は３地区（日の里、

南郷、自由ヶ丘地区）をモデルコミュニティとして実施した経緯がある。 

また、現在は総合型スポーツクラブ設置のため、南郷地区コミュニティをモデル地区に指定

し、２年後の設立のため準備を進めている。 

市では市民の健康を守るため特定健診を初め各種の健診を実施しているが、健康づくりのた

めのモデル地区を指定してはどうか伺いたい。「健診率を上げると医療費が上がる」と言われ

るが、それはもっともとも言える。健診の目的は早期発見、早期治療であるため一時的には医

療費に影響があると考えるが、重症になってからの治療ともなるとそれ以上に医療費が高額に

なることは明らかである。大島地区は幸いにも市の直営診療所があり、ジェネリック医薬品も

積極的に利用でき、また、健診も診療所で受けられる。健診率１００％を目指すことも不可能

ではないと考える。合併前は体育指導委員も８名配置され、しおかぜマラソンなど島全体で体

育事業も活発に行われていたが、現在は１名になって今までのような事業はできにくくなって

いる。一人当たりの老人医療費も県下ではいつも低い方の上位に位置されていた。漁業を中心

とした島の特徴でもあるため、定年がない生涯現役の高齢者が多いためでもある。来年４月に

は「海釣り公園」がオープンするが、日本でも珍しい施設と聞いている。「日本一健康づくり

に取り組んでいる島」を第２のキャッチコピーとして、大島地区を健康づくりのためのモデル

地区に指定してはどうか。 
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発言順 ４ ９番 石松 和敏 

１ 地域の暮らしの安全・安心の対策を 〔答弁を求める者〕市長 

（１）空き宅地及び空き家対策について 

①転入者中古住宅購入補助制度について 

本補助制度は、中古住宅の空き家対策と定住化推進の観点から、転入者に対して１００万円

を上限として助成する制度で、今年の８月１日よりスタートしているが、その成果を伺う。 

②空き地所有者に対するアンケート結果について 

昨年９月に市内の空き地所有者に対してアンケートを実施しているが、結果について伺う。 

③転入者の新築住宅購入補助制度について 

空き宅地の解消と定住化推進の観点から、転入者の新築住宅購入者についても転入者中古住

宅購入補助制度と同程度の助成制度を実施すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（２）空き家等の適正管理について 

①空き地の適正管理については、私も調査研究を行い、平成１６年１２月議会と平成１７年９月

議会の２回にわたって提案してきたが、平成１８年３月議会において「宗像市空き地の清潔保

持に関する条例」が市長より提案され、全会一致で可決・成立している。この条例の特徴は、

最終的には行政の代執行まで可能であり、空き地の所有者に対しては、適正管理の義務を果た

すという意味で抑止力になっていると考えるが、実態について伺う。 

②長期間住人が不在で空き家になっていて、建物や樹木、塀などの管理が不十分で近隣や通   

行人に危険な状態や、不審者の侵入等によって火災や犯罪が誘発される恐れのある状態は早急

に改善が必要である。住民の高齢化とともに空き家等の数も年々増加傾向にあり、適正管理さ

れずに周辺住民から苦情が上がっている空き家等も年々増加している。 

市民の生命と財産を守る観点、並びに安全・安心なまちづくりを進める観点から、「空き家

等の適正管理に関する条例（仮称）」を制定する必要があると考えるが、執行部の見解を伺う。 

（３）千間橋から東郷橋までの市道改良について 

①車道拡幅と歩道の設置 

  朝町川沿線の道路整備により交通量が急増し、特に、千間橋から東郷橋の間はいまだ歩道も   

設置されておらず、道幅も狭く、歩行者や自転車、バイク等が危険にさらされている。 

よって早急な整備が必要と考えるが、執行部の見解を伺う。 

②曲踏切の整備と長瀬橋の架け替え 

  近年、一般車両や大型車の交通量が増え、特に踏切上では車両はもちろんのこと、歩行者、

自転車、バイク等の通行に危険が生じている。特に踏切先の長瀬橋はカーブがきつく、事故が

多発している。また、曲し尿処理場への関係車両の搬入道路となっているため、早急な整備が

必要と考えるが、執行部の見解を伺う。 

③稲元・河東線（城西ヶ丘けやき通り）への接続道路の新設 

  県道宗像・若宮線は年々交通量が増え、その影響により千間橋と東郷橋の間も、特に土曜・

日曜、祭日は、東郷橋付近が県道（旧３号線）とともに渋滞、混雑が激しくなっている。河東

地区や鐘崎、池田方面への車両の右折や変則信号機により、慢性的に渋滞を引き起こしている。

また、稲元のルミエール、東郷のマルキョウへの買い物の車両、更には、１０月のトライアル
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の開店により、渋滞悪化が一段とひどくなっている。よって、既存の城西ヶ丘けやき通りへの

道路を新設することが渋滞緩和の最善策と考えるが、執行部の見解を伺う。 

 

２ 火葬場の休業日における使用料の改善を 〔答弁を求める者〕市長 

宗像市の火葬場では、「友引」（月に４、５回）は休業することになっている。 

しかし、社会の多様化により、遺族・親族の都合で、「友引」であっても火葬を希望するケース

もある。現在、「友引」に火葬する場合は、本市の火葬場は休業日であるため、周辺自治体の火葬

場を使用することになる。本市の市内居住者の火葬場使用料は２万円だが、他自治体の火葬場を使

用する場合は「他自治体の住民扱い」になるために、３倍前後の使用料を支払う必要がある。 

そこで、火葬場の利用に関して下記事項について伺う。 

（１）火葬場の３６５日稼働について 

「友引」についても火葬できるように、一年３６５日の運転稼働ができないか伺う。 

（２）火葬場使用料の差額分の補てんについて 

  「友引」や維持管理のメンテナンスで休業日は、利用者の都合ではなく、本市の都合で火葬

ができないために周辺自治体の火葬場を使用することになる。その時の火葬場使用料の「差額

分の補てん」を検討すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（３）火葬場・浄楽苑の増改築計画について 

①本市の火葬場・浄楽苑は、老朽化に伴う増改築が計画されているが、全体のスケジュールと   

現在の進捗について伺う。 

②核家族化の影響もあり、最近の葬儀の特徴は、尐人数で密葬の形で実施するケースが増加して

いる。そこで、今まで何度も提案してきたが、浄楽苑の増改築計画では、尐人数で通夜や告別

式が実施できる式場の設置も必要と考えるが、執行部の見解を伺う。 
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発言順 ５ １番 杉下 啓惠 

１ 安心して暮らせる高齢社会をめざして 〔答弁を求める者〕市長、健康福祉部長 

宗像市の高齢化率は２１％を超え、団塊の世代が６５歳以上になる４年後（２０１４年）には、

高齢化率は２４．８%、４人に１人が高齢者になると予想されている。高齢になっても、介護が必

要になっても、住み慣れた地域でその人らしく安心して暮らしたいとだれもが願っている。しかし、

多くの市民は自分や家族の老後について不安だと感じている。 

（１）市内で介護認定を受けている高齢者の９割近くに、認知症の症状が見受けられると聞いてい

る。本市では、「認知症サポーター養成講座」を開催するなどして、認知症を正しく理解し認

知症の人や家族を温かく見守る市民の輪を広げるための取り組みがなされてきているが、その

進捗状況について質問する。 

①認知症サポーター養成の実績はどうなっているか。計画と比較してどうか。 

②認知症サポーター養成講座の講師役（「キャラバン・メイト」など）育成の実績はどうなって

いるか。 

③平成１９年から２０年にかけて開催された宗像版「認知症サポーター養成講座」の修了者は、

その後どのような活動をされているか。 

④今後、さらに事業者や小中学生などを対象に講座開催を働きかけてはどうか。 

（２）介護や看護が要因となる自殺、介護者による高齢者の虐待など、介護疲れが極限に達したこ

とによる悲しい事件の報道を耳にすることが多くなった。在宅介護における家族の精神的・肉

体的負担は見逃すことができない。 

①介護者の相談や情報提供のための窓口体制はどうなっているか。 

②介護をしている当事者どうしの交流や情報交換を目的とした取り組みの進捗状況はどうなっ

ているか。 

③介護者の冠婚葬祭や急病などの緊急時、ショートステイの利用が難しいとの声がある。ショー

トステイは今後拡充が必要と考えるが、市の計画はどうなっているか。 

（３）市全体としての支援の質を上げるために、ケアマネジャーや福祉サービス事業者どうしが情

報交換を行なう場も必要だと思うが、そのような体制はあるか。 

（４）生活援助については、国の介護保険制度改正において、要支援者へのサービスを介護保険の

対象から除外し、市町村の独自サービスにすることが検討されている。ホームヘルパーによる

訪問は、家事の提供だけでなく、コミュニケーションの機会にもなり、できるだけ自立して生

活するためにも重要なサービスと言える。市として今後どのような対処を考えているか。 

 

２ 子ども条例の制定は子どもを含む市民参加で 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

ふくおか市民政治ネットワークは、宗像市のすべての子どもが安心してその子らしく生きる権

利を保障するために、「子どもの権利条例」の制定をかねてから要望してきた。 

市長は今年の施政方針の中に「（仮称）子ども基本条例」の制定を挙げており、条例制定の方向

性が出されたことに期待している。そして、その策定過程で、子どもを含む大勢の市民が「子ど

もの権利とは何か」について理解を深められるよう取り組むことが大事だと思っている。他の自

治体では、公募による子ども委員の条例づくりへの参加や、住民懇談会の開催を行うなど、子ど
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もを含む市民の意見聴取を積極的に行いながら、数年間にわたる検討結果を踏まえて条例を策定

している。本市でも、そのような丁寧な進め方をすべきではないかと考える。 

本市で制定予定の「（仮称）子ども基本条例」について質問する。 

（１）この条例を制定する目的は何か。次世代育成支援計画など関連する計画との位置付けはど

うなるのか。 

（２）策定までの具体的な進め方とスケジュールはどうなっているか。 

（３）大人の判断だけで条例づくりを進めるのではなく、子どもたち自身の意見も尊重し、一緒

に条例づくりを進めるべきだと考える。例えば、札幌市や豊田市では子ども委員が条例づく

りに参加しているが、本市でもそのようなやり方を検討してはどうか。 

（４）市民への理解を広げるために、策定途中で、タウンプレスで説明したり意見交換会を開催

してはどうか。 

（５）子どもが理解できる条例の概要版を作成してはどうか。 
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発言順 ６ １５番 田原 敏美 

１ 宗像市の組織運営と人材育成について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

地方自治体を取り巻く環境は一層厳しくなっている。行政改革の一環で職員定数が削減される一

方、情報公開や市民参画が進み、行政サ－ビスの質の向上や量に対する関心が高まっている。この

１０月に公表された第二次行財政改革大綱に即した「行政経営改革プラン」では、経営資源の礎と

もなる“ヒト・モノ・カネ”に着目し、「人事・組織の改革」特に「人材育成と組織の見直し」を

最優先課題として取り組むこととしている。また、施政方針では、市民サ－ビスの向上や政策強化

のため子ども部の設置や危機管理担当の配置などを掲げている。 

今議会においては、組織機構の改編のための議案が提案されている。そこで、本市における組織

運営と人材育成についてその方策やあり方についての考え方を伺う。 

（１）市民と連携したまちづくりを進めるには、行政自体が市民感覚を身につけなければならない

と考える。組織運営と人材育成は大事な経営のかなめと考えるが市長の見解は。 

（２）「子ども部」の設置について 

①本市では既に「子ども課」が組織されているが、「子ども部」が必要となった経緯は。 

②「子ども部」を設置することで、具体的に市民にどのようなメリットがあるのか。 

③設置後は、これまで推進を図ってきた教育委員会と健康福祉部、新設の子ども部との連携をど

のように進めるのか。 

（３）農業委員会事務局の取り扱いについて 

①農業委員会の意見をどのように取り入れて論議されたのか。また、法的に問題はないのか。 

②事務局を統合することにより農政の推進にむけて問題や弊害はないのか。 

（４）組織の改編と人材育成、特に職員のやる気づくりについて 

①職員の削減だけが改革ではないと考える。業務の洗い直しなど合わせて考える必要があるので

はないか。 

②部・課・係の統合はポストが減尐する。そのことにより職員のやる気がそがれる。やる気づく

りはどのように進めるのか。 
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発言順 ７ １４番 石橋 文恵 

１ どこまで進んだか。そして、どこへ向かうのか。宗像市における「男女共同参画」 

 〔答弁を求める者〕市長 

１９９０年（平成２年）女性問題の総合調整を当時の企画調整部企画課が担当して以来２０年。

さらに、１９９８年（平成１０年）には、女性政策課の設置とともに宗像市女性センター「ゆい」

をオープン。そして、２００４年（平成１６年）には、「宗像市男女共同参画推進条例」が制定さ

れ男女共同参画に関する取り組みが明確になった。２０年間の様々な取り組みを振り返り、伺う。 

（１）「男女共同参画」のとらえ方・認識は、市民にどのように深まってきたのか。その手ごたえ

としてあげられるものはどのような事例か。 

（２）“男女が生き生きと共生するまちづくり”を目指し、第１次「宗像市男女共同参画プラン」

が策定され、今年が最終年度となる。プランの達成度と評価、課題はどのようなものか。 

（３）男女共同参画をいまだに女性問題ととらえる人が多い。本市のスタート当時もその認識だっ

た。しかし、人口減尐、尐子高齢化や経済情勢をはじめとするさまざまな社会状況の変化の中、

男女がともに課題に取り組むことが不可欠である。男性にとっての「男女共同参画」の意義を

どのように認識し、推進していくのか。 

（４）身近な暮らしの場である地域においても、これからますます女性と男性がともに担い手とし

て地域課題の解決とまちづくりにかかわっていくことが望まれる。講演会やイベントを開催し

て意識を変えてくださいということだけではなく、地域課題解決のためともに行動し、その中

で意識や慣習に変化を見出し、共同参画の必要性を実感し実践に移していく大切な時期であ

る。この時期に、機構改革によりなぜ課から係へと格下げするのか。 

 

２ 心の健康を守ろう。心の病の予防対策、早期発見の取り組みを 〔答弁を求める者〕市長 

日本人の約１５人に一人がかかる「うつ病」。２００８年、厚生労働省によるとうつ病（約７０

万人）を含めた気分障がい患者が初めて１００万人を超えた。また、産後うつから児童虐待へと発

展するケースも見られる。うつ病は、年間３万人を超える自殺の大きな要因の一つとされ、深刻な

社会問題ともなってきた。 

（１）本市における“うつ”の現状をどう認識・把握されているか。 

（２）第２次宗像市保健福祉計画には、「こころの病や自殺の問題について正しい理解の普及と啓

発に努めるなど、予防に向けた取り組みを行う」とあるが、どのような具体策があるのか。 

（３）うつ病対策を考える上で第１のポイントは早期発見・治療と言われている。特定健診や介護

予防健診などの実施時に、「こころの健康診査」を実施し、うつの症状を早期に知り、相談や

治療を勧めるなどうつの症状が深刻化する前に支援できる体制をつくる考えはないか。 

（４）新たなうつ治療法として、「認知行動療法（自己に否定的な思考を前向きに変える訓練）」の

効果が期待されている。メンタルヘルス対策に対応する相談実務者を対象に認知行動療法の研

修を実施し、支援体制の強化を図る考えはないか。 

 

３ 米の消費拡大に米粉の積極活用を 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

（１）コメの消費動向の現状をどのように認識し、消費拡大にどのような取り組みを考えているか。 

（２）ＪＡむなかた河東支店横に米粉パン工房「穂の香」が１０月にオープンした。消費者の反応
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と売れ行きはどうか。 

（３）学校給食に米粉パンの導入や米粉を使った献立を積極的に導入してはどうか。 

（４）米粉を使った料理を一般市民へ普及するための課題は何か。また、その対策にはどのような

ことが考えられるか。 
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発言順 ８ 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 

都市化や尐子化、情報化などが進展する中で、社会全体で様々な課題が生じており、また、児童

生徒の問題行動等の背景には、規範意識や倫理観の低下が関係しているとも指摘されている。この

ような状況において、生徒指導は一人ひとりの児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら

社会的資質や行動力を高めるように指導、援助するものであり、時代の変化にも対応しながら小・

中学校の段階に応じた生徒指導を進めていくことが求められている。生徒指導は、学校がその教育

目標を達成するための重要な機能の一つであり、児童生徒の人格の形成を図る上で大きな役割を担

っている。そこで宗像市の生徒指導の現状と課題、今後の対策と体制について問う。 

（１）生徒指導の現状について 

①児童生徒の問題行動の状況は。 

②児童生徒の事件数の動向は。 

③生徒指導における対応の課題は。 

④生徒指導の組織的・体系的な取り組みは。 

（２）学童保育事業について 

①学童保育所の指定管理者の運営上の指導課題は。 

②指定管理者、保護者会と行政で行った懇談会で把握できた問題点は。 

③指定管理者に対する行政の評価は。 

 

２ バイオマスの利活用について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

バイオマス・ニッポン総合戦略で、バイオマスの利活用は温室効果ガスの排出抑制による地球温

暖化防止や、資源の有効利用による循環型社会の形成に資するほか、地域の活性化や雇用につなが

るものである。また、従来の食料等の生産の枠を超えて、耕作放棄地の活用を通じて食料安全保障

にも資する等、農林水産業の新たな領域を開拓するものであると示されている。 

バイオディーゼル燃料は太陽光や風力と同じ新エネルギーとして注目されている。このバイオデ

ィーゼル燃料により放出されるＣＯ２は生物の成長過程で光合成により大気中から吸収したＣＯ

２であることから、ライフサイクルの中では大気中のＣＯ２を増加させないという特性を持ってい

る。 

宗像市においては自由ヶ丘地区で平成１４年度から廃食用油の回収事業が取り組まれている。ご

み減量施策における分別収集等の有価物の資源化に取り組む観点から、廃食油回収事業の宗像市全

域への展開と、新たな取り組みについて伺う。 

（１）自由ヶ丘地区の取り組みの評価は。 

（２）回収事業の課題は。 

（３）今後の事業推進の展開は。 

（４）中山間地区、耕作放棄地を活用して植物油原料の栽培はできないか。 
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発言順 ９ ８番 新留 久味子 

１ 尐人数学級の拡大を求める 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

文部科学省は３０年ぶりに学級編成基準の引き下げの方針を明らかにした。このことから「尐

人数学級」が国の方針として実行されることになり、子どもたちや保護者、教職員にとって行き

届いた教育への大きな前進となることは明らかである。 

これまで本市では、このような国の施策に先行して小学校１年生の３５人学級を行い、教育現

場でも成果が出ている。今回の国の方針を受けて、本市の尐人数学級の成果をさらに広げるため

に対象学年を拡大する考えはないか。 

 

２ 小・中学校の教育環境の充実を求めて 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

（１）小・中学校における教室の冷房設備の設置について 

今年の夏は全国的に記録的な猛暑に見舞われ、熱中症で倒れる子どもたちの報道もなされ

た。また、夏休みが終了しても残暑が一段と厳しく、２学期がスタートしても学習の場であ

る教室の温度が通常よりも上昇し、急きょ教室に扇風機を設置した自治体もある。 

  温暖化現象が続いている中、今後も厳しい暑さが予想される。そこで子どもたちにより良

い教育環境を提供するという観点から、「教室の冷房設備」の検討を始めるべきだと考えるが

教育委員会の見解を伺う。 

（２）玄海小学校の移転に伴う施設整備について 

 現在は小・中学校それぞれに保健室が設置されているが、移転に伴って保健室の設置をど

のように考えているのか。 
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発言順 １０ ４番 花田 鷹人 

１ 有害鳥獣（猪）駆除対策について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が、平成１９年１２月

に制定され、有害鳥獣に対する対策が行われてきた。しかし、取り組みがなされているにもかかわ

らず、有害鳥獣（特に猪）による農作物被害が増大している。大島では１１月４日に一斉駆除が行

われた。本市全域においても、農作物収穫前に猪に荒らされ収穫できなくなり、やむなく耕作をあ

きらめた田畑も多くなるなど、猪による農作物被害を放置できない状態である。 

そこで有害鳥獣対策のうち、特に猪対策について、現在の取り組み状況、課題及び今後の対策に

ついて考えを伺う。 

（１）猪による農作物への被害状況について 

①被害面積、被害金額の推移は。 

（２）捕獲の状況について 

①本市における猪の生息頭数は。 

②捕獲頭数の推移は。 

（３）狩猟免許の状況について 

①狩猟免許取得者数は。 

②箱わな資格取得者数は。 

（４）現在の対策について 

①電気柵の申請件数、設置延べ面積は。 

②箱わな貸出数、保有数は。 

（５）今後の鳥獣（猪）被害対策について、さらなる対策を講じる考えはあるのか。あればその考

えを伺う。 

 

２ 新たな視点からの企業誘致を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

本市都市計画マスタープラン（一次）の商工業振興策方針として、「環境共生型で多くの雇用が

望める企業の進出に対し、必要なインフラ整備や補助制度を制定する」とある。その後に見直され

た後期基本計画では、企業誘致について具体策がなく、また、今年度の施政方針の中でも、企業誘

致について具体的な取り組みが述べられていない。このような状況から、本市の企業誘致について

具体的な進め方が見えず、後退した印象がぬぐえない。 

そこで、今までとは違う新たな視点で、“宗像で起業を”を切り口に企業誘致についての考えを

提案し、市長の見解を伺う。 

（１）本市における企業誘致への取り組みの現状について 

①誘致企業数は。 

②企業誘致に向けた具体的な活動内容は。 

③企業誘致に対する助成制度、及びその内容は。 

（２）今後の企業誘致の取り組み方針について、市長の考えを伺う。 
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発言順 １１ １６番 植木 隆信 

１ 教育委員会の処分について 〔答弁を求める者〕教育委員長、教育長 

教育委員会は、学童保育問題や場外馬券売り場を考える会のチラシに関して関係職員などの処分

を行った。 

（１）処分をする根拠となったのは何か。 

（２）処分の経過について問う。 

（３）処分の軽重は適切だったのか。 

 

２ 市税や国民健康保険税の滞納者への差し押さえについて  

〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

経済状況が厳しい中、個人経営などに大きな影響が出ている。こうした中で、市税や国民健康保

険税を滞納せざるを得ない市民が増えている。とりわけ国民健康保険税は、所得の低い世帯の負担

率は高くなっており、市民の生活にも重くのしかかっている。 

（１）宗像市として、こうした実態をどのように把握しているのか。 

（２）滞納者に対する生命保険などの差し押さえの根拠は何か。滞納者にはどのように連絡してき

たのか。 

 

３ 赤間駅北口のバスなどの乗り入れ箇所について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

赤間駅北口の広場などが完成し、宗像市の中心部にふさわしくなってきた。通勤時間帯はバス

や自家用車、タクシーなどで込み合い、とりわけバスの運行に支障をきたすこともたびたび出て

いる。 

（１）駅前広場のカーブの敷石が大きくゆがんでいる。花壇を尐し狭くしてカーブを広げること

を提案する。 

（２）タクシー乗場は雨よけシェルターの支柱が道路側にあるため雨の日は利用者が濡れること

もある。改善できないか。 
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発言順 １２ ７番 小島 輝枝 

１ 発達障がい支援システムの強化を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

本市の発達支援事業は、４カ月、７カ月、１歳６カ月、３歳児の乳幼児健診を初め、全国に先駆

けて設置した「発達支援センター」を拠点施設として、発達相談、未就学児の療育、保育所･幼稚

園への巡回相談、連絡調整、就学時健診等の教育部との連携事業の実施など、早期発見、早期支援

のシステムづくりがなされ、乳幼児期の発達支援事業に積極的に取り組み、実を結んでおり、高く

評価するところである。 

今後の課題は学齢期を経て就労までの支援システムを構築していくことだと考える。今回は、特

に学齢期の取り組みについて問う。 

（１）学齢期（教育現場）ではどのような支援を行っているのか現状と課題を伺う。 

（２）通級指導教室は送迎が条件になっているが小学校は３クラスが自由ヶ丘小学校に集中してい

る。共働き親やひとり親、運転免許を取得していない親も多く、送迎が困難なために利用でき

ない子もいると聞くがどのように認識しているか。改善の意思はあるか。 

（３）学童保育所に通所する発達障がい児への対応について 

①指導員の加配は適切に行われているか。 

②指導員の採用に当たっての事前研修が行われているか。 

③採用後の研修は行われているか。 

（４）発達障がい児の「親の会」への支援はどのように行われているのか。 

（５）子ども部が新設される予定だが、障がい者支援の観点からは乳幼児期と学童期の連携システ

ムは弊害が生じるのではないかと危惧するが認識を問う。 
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発言順 １３ １７番 末吉 孝 

１ 地域の高齢者のセーフティーネットをどう築くか  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

（１）厚生労働省の介護保険制度見直しによって、地域の高齢者介護の崩壊の危険性がある。 

①厚生労働省の社会保障審議会は１１月２５日に、介護保険制度改正についての意見を取りまと

め発表した。これによると、介護度の軽度の高齢者を介護保険の対象外にすることや、年間所

得３２０万円以上の高齢者の利用料負担の倍増（１割から２割へ）、ケアプラン作成の有料化、

年間所得２００万円以上で軽度の「要支援」高齢者の利用料負担の倍増（１割から２割へ）、

施設入所者に対しては相部屋の部屋代（５，０００円）の徴収、食費などの軽減策の廃止など、

高齢者の負担増が目白押しである。これらの見直しが実施されると、本市の高齢者介護に対し

ても重大な影響が出ると予測されるが、市としてどのように認識しているのか。 

②特に、介護度の軽度の高齢者が介護保険から除外されると、介護予防、介護度重度化の抑制の

観点から見ると、本市ではどのような問題が起きてくると予測されるか。 

（２）今年、日の里地域で、市が公募した「地域密着型介護施設」の民間事業者の事業計画が、相

次いで地域住民の反対にあって中止になっている。 

①地域住民の反対の理由は何か。 

②住宅団地の中で、この「地域密着型介護施設」を整備しようとすると、どの位の敷地面積が必

要か。 

③市が計画的にこの施設を各地域に整備していく上で、公募の形であるが民間事業者に用地取得

を委ねている現行のやり方では進まないのではないか。地域の住民との協議も含めて、市の計

画的な用地の先行取得を考えるべきではないか。 

（３）ショートステイの現状について 

①ショートステイの機能が本来の目的を果たしているのか。 

②ショートステイ施設の予約状況はどうなっているのか。 

③本当に緊急に必要が生じたとき利用できるためにはどうすべきか。 

（４）地域の中に「宅老所」（デイサービス、地域交流、緊急時の宿泊）の整備を。 

①国の介護保険制度の改正の方向性を見ると、介護保険からこぼれた高齢者が地域の中で行き場

がない状況が作り出される可能性がある。その高齢者の安全安心な生活を支えることは市町村

に委ねられる見通しが強いといわなければならない。その場合、市が考えなければならないこ

とは。 

②高齢化率の高い住宅団地では空家住宅が多くあるが、地権者との関係で行政が借り受ける形で

あれば借りやすいのではないか。 

③公設民営の「宅老所」として、運営方法や地域の福祉会との連携、有償ボランティアの活用な

ど検討の価値があるのではないか。 

（５）地域での買い物弱者対策について 

①日の里や自由ヶ丘団地など、食料品など日常生活に欠かせないものの買い物に困っている高齢

者世帯や一人暮らしの高齢者が増大しているが、市の認識は。 

②国もこの問題については補助制度の創設を打ち出しているが、市として具体策を考えているの
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か。 

③交通弱者対策としてコミュニティバスの導入が試験的に実施されているが、地域でのセーフテ

ィーネットを構築するという観点から、検討対策チームを市長部局に作るべきではないか。 

 

２ ふれあいの森指定管理者の会社譲渡について 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

（１）この４月から、ふれあいの森の運営管理の指定管理者になった宗像緑地（株）の代表取締役

社長が、今年８月に会社を売却したと聞くが事実か。 

（２）指定管理者を選定した過程や昨年９月議会で議論された内容、そして本市の条例に照らして

問題はないのか。 

（３）宗像緑地（株）の会社売却の理由を把握しているのか。 

（４）指定管理者としての業務を開始して、わずか４カ月しかたたない中での会社売却に対して、

市はどのような判断と指導を行ったのか。 

（５）協定書を取り交わしていると思うが、このような事態が起こった時の対応は。 

 

 

【質問者数：１３人、質問項目：２５項目】 

 


