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日程 発言順 議員氏名 発言の項目 
1 子どもとメディアのより良い関係づくりを 1 杉下 啓惠 P2 
2 武道必修化、安全対策に最大限の努力を 午

前 
2 岩木 久明 P4 1 社会福祉法人彩幸会（聖恵会）と宗像市所有土地処分に関する

質問 

3 石松 和敏 P8 1 地域の暮らしの安全・安心対策の強化を 

4 田原 敏美 P9 1 地域商工業の振興支援対策について 

1 耕作放棄地、休耕田の有効活用について 

3/2 
(金) 

午

後 

5 花田 鷹人 P10 
2 事故予防、防犯の視点から公園、道路沿いの生垣に高さ制限を 

1 疾病の予防重視の保健医療体制の充実を 6 石橋 文恵 P11 
2 障害者の自立支援の向上のために 

1 農業振興計画の新しい取り組みは 

午

前 
7 神谷 建一 P13 

2 子どもの居場所づくりの取り組みは 

8 日隈 一憲 P14 1 コミュニティ施策の検証について 

9 吉田 益美 P15 1 地域防災と防災教育について 

1 救急医療情報キットの整備を 

3/6 
(火) 

午

後 

10 末吉 孝 P17 
2 これまでの議会で取り上げてきた問題の進捗状況 

3/7 
(水) 

午

前 11 植木 隆信 P18 1 教育施政方針と小中一貫教育について 

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：１１人、質問項目：１６項目】 

一般質問は通告制です。 
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発言順 １ 
      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 

１ 子どもとメディアのより良い関係づくりを 

〔答弁を求める者〕市長、教育長、子ども部長、教育部長 

現在、ネットゲームやケータイなど電子メディアが世にあふれている。電子メディアは便利で

ある一方で、低年齢期から接し続けることにより、心身の発育、生活や行動などに悪影響が出る

など深刻な問題が指摘されている。日本小児科医会の調査でも、長時間のメディア視聴が、言葉

の遅れ、背筋力の低下、学業成績の低下、メディア依存、不規則な就寝・起床のリズム、不十分

な食事など様々な悪影響を及ぼしていることが明らかになっている。また、福岡市のＮＰＯ法人

が福岡市やその近郊に住む小中高生を対象にした調査では、約１割に「電子メディア依存」の疑

いがあることがわかっている。子どもたちのメディア漬けは、乳幼児期に始まり、学童期のゲー

ム漬け、思春期のケータイ・ネット依存と続き、さらには子育て中の親を通じて次の世代へより

深刻に連鎖していることが心配されている。 

子どもたちがメディア漬けにならず健やかに育つよう、予防対策として、乳幼児期からテレビ、

ＤＶＤ、ゲーム、ケータイなど電子メディアに長時間接触することの弊害と対策を、保護者や子

どもに伝え、子どもとメディアのより良い関係づくりをするための啓発をすることが必要だと考

える。 

（１）乳幼児期において 

①本市ではどのような機会にどのような取り組みをしているか。 

②受診率が高い乳幼児健診時の保護者に対する啓発はとても有効だと考える。待ち時間を有効

活用し、健診の一連の流れの中で、メディアとの上手なつき合い方についての啓発を行なっ

てはどうか。 

（２）小・中学校においても、子ども本人と保護者に対し啓発を継続していくことが重要だ。本

市の小・中学校では、どのような機会にどのような取り組みをしているか。 

（３）子どもとメディアに関する問題を知り、身近な地域で子どもとメディアのよい関係づくり

をするための啓発活動を行なえるスキルを持った市民がおられる。乳幼児健診時や小中学校

での啓発活動を、このような市民との協働で進めてはどうか。あわせて、このような人材の

育成も進めてはどうか。 

 

2 武道必修化、安全対策に最大限努力を 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

４月から、中学１、２年生の保健体育で男女とも武道とダンスが必修になる。武道は主に柔道、 

剣道、相撲からの選択だが、特に柔道においては事故の危険性が心配される。 

名古屋大の内田良准教授の調査によると、全国の中学校で後遺症が残る柔道事故は、２００９ 

年度までの２７年間で９３件あり、そのうち約３割（２７件）は授業中の事故である。また、中

学、高校の柔道事故で死亡した生徒は２０１０年度までの２８年間で１１４人もいる。死亡率は

他のスポーツと比較しても突出して高く、部活動中の事故での死亡は、次に高いバスケットボー

ルの５．３倍と報告されている。 

武道を必修化する以上、十分な安全対策が不可欠である。 

（１）本市の各中学校で予定している実施種目、指導体制はどうするのか。 

（２）体育教諭は大学で柔道や剣道の講義を受けていても、指導経験がない場合が多い。授業を

１番 杉下 啓惠 
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する教師の指導者としての力量について、どのように認識しているか。 

（３）指導者の力量や人数の確保など、安全対策は十分なのか。そう判断する根拠は。 

（４）事故の不安を感じている保護者が多いが、保護者への説明はどのように行なっているのか。 

（５）武道の授業に臨むのに充分な体力が子どもたちに備わっていることが必要だ。そのために、

小学校のカリキュラムにおいても、柔軟性や筋力、バランス感覚を養うための取り組みが重

要だと考えるがいかがか。 
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発言順 ２ ３番 岩木 久明     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 社会福祉法人彩幸会（聖恵会）と宗像市所有土地処分に関する質問  

〔答弁を求める者〕市長、総務部長、経営企画部長、健康福祉部長 

社会福祉法人彩幸会（聖恵会）に係る事件（新聞報道の内容）の発端は、平成２２年６月１５

日付、宗像市長が社福）聖恵会設立準備会に対し交付した土地売却に関する「確約書」である。

この「確約書」の存在がなければ、設立準備会側は社会福祉法人の認可を得ることが出来なかっ

たことと容易に推察することができる。新しく社会福祉法人を設立する場合、今回のように公有

地の取得につき、「確約書」が存在したことは、きわめて重要なことである。 

福岡県の担当者が「確約書」を確認することにより、宗像市が社会福祉法人聖恵会（設立準備

会）側に協力的な関係にあると認識することは自然である。宗像市所有の土地処分が重要な役割

を果たしたことを認識し、以下の項目について問う。 

（１）宗像市上八７６２番（３，９１６㎡）のうち、２，３００㎡と分筆したのはなぜか。 

①２，３００㎡の分筆に至る経緯について、記した公文書を示し、具体的かつ分かりやすい説

明を求める。 

②議会承認の件を踏まえ、売買価格が２０，０００，０００円を超えないように調整したのか

どうかを伺いたい。 

（２０，０００，０００円÷（＠８，６００円／㎡）＝２，３２５.５８㎡） 

③平成２２年１月２０日開催の公募説明会資料において、２，３００㎡と表記している。また、

平成２２年７月２２日付の残地部分の購入確約書が宗像市長宛に提出されている。このこと

から、買主側が２，３００㎡のみ購入を希望したとは思えないが、このことについてはどう

考えているか。 

④消防車庫として必要な面積をはるかに超える残地が発生するような分筆をなぜ行ったのか。

（平成２２年６月１１日付総務課（消防担当）の確認資料を参照） 

（２）宗像市側から、社会福祉法人聖恵会（設立準備会）側に対し、土地価格につき＠８，６０

０／㎡、総額１９，７８０，０００円を通知したものと思料されるが（下記３参照）、宗像市

側の誰が、社会福祉法人聖恵会（設立準備会）の誰に対し、いかなる手段によって通知した

のか。 

（３）買主側は土地の単価＠８，６００円／㎡、総額１９，７８０，０００円を了解したにもか

かわらず、最終的な売買契約額が１８，９７５，０００円、単価が＠８，２５０円／㎡に低

下しているのは、不自然である。なぜ単価が下がったのか。 

（４）買主 福岡県北九州市割子川２丁目１６番１０号  

社会福祉法人 聖恵会 理事長 浦谷 夏樹 

不動産 宗像市上八７６２番の土地 地目：学校用地 地積：２，３００㎡ 

平成２２年９月２８日契約当日現在、上記の買主（法人）は存在していない。また、上記

の不動産も存在していない（平成２２年９月１６日分筆登記）。よって、平成２２年９月２８

日付の土地売買契約は無効ではないかと思うが、どのように考えるか。 

（５）不動産登記に伴う書類について 

①登記原因証明情報兼承諾書に日付の記入がない。また、平成２２年９月２２日契約当日現在、
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下記の権利者（法人）、不動産は存在していない。これについてどのように考えるか。 

権利者 福岡県北九州市割子川２丁目１６番１０号 

社会福祉法人聖恵会 理事長 浦谷 夏樹 

不動産 宗像市上八７６２番の土地 

地目：学校用地 地積：２，３００㎡ 

②委任状に宛先名及び日付の記入がない。 

不動産の表示 宗像市上八７６２番の土地 

平成２２年９月２２日契約当日現在、上記の土地は存在していない。これについてどのよう

に考えるか。 

（６）嘱託登記に関わる書類（登記原因証明情報兼承諾書・委任状）の一部について 

宗像市において訂正した事実があるか否かを伺う。 

（７）嘱託登記に関わる書類（補正書）を宗像市において作成した事実があるか否かを伺う。 

（８）嘱託登記に関わる書類（登記原因証明情報兼承諾書・委任状）が訂正されている事実があ

る又嘱託登記に関わる書類（補正書）が作成されている事実がある。このことについて間違

いはないか。 

（９）嘱託登記に関わる書類（登記原因証明情報兼承諾書・委任状、補正書）を宗像市において

訂正又は作成した事実がないとすれば、何者かによる不正が行われたものと思料される。公

文書の偽造となれば、宗像市において速やかに法的処置を取るべきではないか。 

（１０）土地売却の確約時（平成２２年６月１５日）および土地売買の契約時（平成２２年９月

２８日）いずれも協定書の規定に基づく宗像警察署長への照会及び回答を得ていない。不適

切ではないか。宗像市長におけるその責任について明快な回答を求める。 
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社会福祉法人彩幸会（聖恵会）と宗像市所有土地処分に関する経緯 
年月日 当事者 内  容 相手先 

21.12.25 市健康福祉部 宗像市上八 762 の一部 2,347 ㎡土地価格の算定依頼 
（平成２２年１月８日回答期限） 

市経営企画部 

22.1.15 市健康福祉部 市所有地の介護サービス事業所の整備に活用の起案 
売却価格（単価8,600円／㎡）×2,300 ㎡＝19,780,000 円にて

市健康福祉部と市財政課管財係とにおいて、協議済であったこ

と。 

市長決裁 
平成 22 年 2 月 15 日 

22.1.20 市健康福祉部 地域密着型サービス事業所公募説明会 
(株)ケアブレイン社を含む 8 社出席 
宗像市上八 762 の一部 2,300 ㎡と表記した参考資料の提示 

各事業者 

22.3.1 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

平成 21 年度地域密着型サービス事業公募申込書提出 
開設予定地は宗像市大字上八字勘場ノ上 762 と記載 

宗像市 

22.4.27 市選考委員会 事業者選考のうえ事業者選定の決定  

22.5.13 市選考委員会 社福）聖恵会（設立準備会）を選定と報告 宗像市長 

22.5.18 宗像市長 公募に係る審査選考結果の通知 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

22.6.11 市財政課 消防車庫用地として必要部分を確認 市総務課 

22.6.15 宗像市長 宗像市上八 762 の一部土地売却の確約書 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

22.6.21 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

敷地立ち入り許可の申請. 
（建物建設に伴うボーリング調査のため） 

宗像市長 

22.7.5 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

社会福祉法人設立認可申請 
財産目録の記載内容 宗像市大字上八字勘場ノ上 762 2, 

300 ㎡(単価㎡ 8,600 円) 総額 19,780,000 円 

福岡県 

22.7.22 社福）聖恵会 
（設立準備会） 

残地部分の購入の確約書 宗像市長 

22.7.26 福岡県 社会福祉法人設立認可 
設立認可申請書審査内容 宗像市大字上八字勘場ノ上 762 

（3,916 ㎡）の一部(2,300 ㎡) 土地購入 19,780 千円 

社福）聖恵会 
（設立準備会） 

22.9.15 市財政課 宗像市上八 762 の一部鑑定依頼 
（平成 22 年 9 月 15 日から平成 22 年 9 月 27 日まで） 

第一鑑定 

22.9.16 市財政課 宗像市上八 762 の分筆登記 福岡法務局 
（福間出張所） 
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22.9.27 第一鑑定 完成届（鑑定評価書） 
価格 18,975,000 円（＠8250 円／㎡） 

宗像市長 

22.9.27 市財政課 売却価格決裁（9 月 27 日起案、9 月 28 日決裁） 宗像市長 

22.9.28 社福）聖恵会 
 

理事長浦谷夏樹「市所有地買受申請書兼誓約書」提出 
物件の表記 宗像市上八 762 番 

添付書類：申請者の印鑑証明書又は法人の登記簿の写しなど 

平成 22 年 9 月 28 日現在 提出されていない 

宗像市長 

22.9.28 市財政課 土地売買契約 
売却価格 18,975,000 円（2,300 ㎡×単価 8250 円） 

買主  福岡県北九州市割子川 2 丁目 16 番 10 号 

    社会福祉法人 聖恵会 理事長 浦谷夏樹 

不動産 宗像市上八 762 番の土地 

    地目：学校用地 地積 2,300 ㎡ 

社福）聖恵会 
 

22.9.28 市財政課 登記原因証明情報兼承諾書・委任状（日付の記入がな

い） 
権利者 福岡県北九州市割子川 2 丁目 16 番 10 号 

    社会福祉法人 聖恵会 理事長 浦谷夏樹 

不動産 宗像市上八 762 番の土地 

    地目：学校用地 地積 2,300 ㎡ 

不明 

22.10.1 宗像市長 協定書の規定に基づく照会 宗像警察署長 

22.10.12 宗像警察署長 協定書の規定に基づく回答「該当しない」 宗像市長 
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発言順 ３ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 地域の暮らしの安全・安心対策の強化を 〔答弁を求める者〕市長 

（１）空き地及び空き家対策について 

①宗像市は、定住化の促進として、「転入者中古住宅購入補助制度」を平成２２年８月１日から

開始し約１年半が経過した。その狙いと成果を伺う。 

②新年度の施政方針にある「中古住宅購入及び住宅新築・解体補助制度」と「新婚・子育て世帯

家賃補助制度」の内容を伺う。 

③同様に、空き家対策と住宅市場の活性化のため「空き地・空き家バンク」の運用を開始すると 

あるが、その内容を伺う。 

④宗像市は、平成２１年９月に定住化対策に活用するとの観点から、空き地所有者に対するアン

ケート結果を実施している。現在の定住化対策にどのように反映しているのか伺う。 

（２）企業誘致の取り組みについて 

地元で若者を雇用できることが大切であり、若者がいないと地域に活力は生まれない。企業誘 

致こそが宗像市発展のカギと考えるが、市長の基本的な見解を伺う。 

（３）高齢者対策について 

①昨年１０月に運行を開始した「ふれあいバス」と「コミュニティバス」の組合せによる新しい

交通体系は、南郷地区の利用者からは大変不便になったとの声を多数聞いているが、執行部は

内容を承知しているか。また本年２月に運行時刻などの一部を改正したようだが、対応できて

いるのか伺う。 

②新年度の施政方針に高齢者らの買物弱者を支援する団体へ新たに助成を行うとあるが、具体的

な内容を伺う。 

③同様に、高齢者の生きがいづくりと子どもたちとの交流などを目的に、「世代間交流支えあい

事業補助制度」をスタートさせるなど、高齢者が住み慣れた場所で、安心して暮らせる環境づ

くりを進めていくとあるが、具体的な内容を伺う。 

（４）水道料金の値下げについて 

  本年４月から、４人家族の標準モデル（３０㎥）家庭で月額約８００円の値下げになると聞い 

ている。これは、大井浄水場を改築せずに北九州市からの水（１０，０００㎥／日）を受水する

ことや、宗像市と福津市との宗像事務組合への統合に伴う経済効果によると考える。 

  そこで、今後の方向性として、独自のダムを持つかどうかも含めて執行部の見解を伺う。 

（５）ジェネリック医薬品の普及について 

医療費が年々増加し、本市でも国民健康保険特別会計は実質的に赤字となっている。増える 

一方の医療費をできるところから削減するために、ジェネリック医薬品の普及が望まれている。

そのことにより患者自身の負担も大幅に減らすことができる。そこで、ジェネリック医薬品の普

及について執行部の見解を伺う。 
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発言順 ４ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 地域商工業の振興支援対策について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

政府の２月月例報告では、国内景気全体の判断は４ヵ月続けて据え置き「依然として厳しい」状

況にあるなかで、緩やかに持ち直しているとしたが、「このところ横ばい」に下方修正している。

宗像の中小企業や小規模商工業者の経営を取り巻く環境も厳しい状況は続いている。４月には福津

市へ大規模小売店が進出してくる。宗像市内の小売店には大きな影響が懸念される。ヒト、モノ、

カネの流失が地域の商店を抜け殻にする恐れがある。この状況を回避するために、自助努力と強力

な支援対策が必要であり、地域活性化対策に加えて、ヒト、モノ、カネを踏みとどまらせ、逆に外

からヒト、モノ、カネを呼び込む包括的な戦略がかかせない。宗像が育んだ観光などの強みを再認

識して福岡市、北九州市の大消費地や海外にも目を向けて結びつきを強める取り組みを行政が支援

する必要がある。新たな成長戦略の核を見つけて、地域とともに育てる地道な積み重ねが宗像の空

洞化を打ち破ると考えるが市長の考え方を問う。 

（１）福津市に大規模小売店が進出して近日中にオープンの予定である。今後、本市の中小企業や

小規模商工業者への影響とその支援対策について問う。 

（２）地域観光資源の活用と、地域産品の販路拡大や販売の強化を充実すべきと考えるがどうか。 

（３）国道４９５号の活性化が海岸線の賑わいゾーンを形成すると考えるが、玄海地域の都市計画

指定との関連で沿道サービス業の誘致など開発の考え方について問う。 

（４）道の駅を活用した情報の収集発信の強化を図る必要があると思うがどうか。 

（５）福岡県を訪れる国内観光客と外国人観光客の推移は伸びているが、博多港に入るクルーズ船

の観光客の誘致を考えたらどうか。 

（６）６次産業化に向けた農産物や水産物の活用をした消費者ニーズを把握した新たな特産品の開

発が必要ではないか。 

（７）プレミアム付き商品券については、本年度施政方針で増額するとしているが、今後も継続し

ていくべきではないか。 

（８）宗像市産業振興戦略プランは４年目を迎えたが、抜本的な見直しが必要ではないか。 
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発言順 ５ ４番 花田 鷹人     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 耕作放棄地、休耕田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 
国の減反政策、食の西洋化に形容される食糧消費構造の変化等により、本市においても約４０％

以上の水田が休耕又は転作をやむなくされている。 
今後の人口減少、食生活の変化を考慮すると、米の消費増加は難しいのでなないかと予想される。 

この様な状況から、米作りについて、以前のように１００％作付けは、現実的には困難な状況にあ

ると考える。 
そこで休耕（転作）及び耕作放棄地について、現状、課題、及び対策について市の見解を伺う。 

（１）水田の休耕（転作）状況は。 
（２）耕作放棄地の現状と耕作放棄地解消に向けた取り組みは。 

 
２ 事故予防、防犯の視点から公園、道路沿いの生垣に高さ制限を 

〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
歩道と車道を分ける生垣について、立派になった生垣が、自宅から直接幹線道路にでる場合、視

界をさえぎり道路の状況が見えにくくしているので、事故が心配だ、何とかして欲しいとの意見が

ある。道路沿いの生垣は、歩道から人が飛び出すのを防ぐなど安全面での効果もあるが、自宅から

道路にでる箇所での生垣には一定の高さ制限をする必要があると考える。 
また、公園周囲の生垣については、周囲の生垣が高くて公園内部が見通せず、子どもを自由に遊

ばせる事に不安があるなど、防犯面での問題があるのではとの意見がある。公園周囲の生垣につい

ても同様に一定の高さ制限をする必要があると考えるが、本市における生垣の高さ制限についての

現状と市の見解を伺う。 
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発言順 ６ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 疾病の予防重視の保健医療体制の充実を  〔答弁を求める者〕市長 

医療費が年々増加している。本市でも国民健康保険特別会計は実質的に赤字となっていて、平成

２４年度も国民健康保険特別会計の予算は、対前年度比７．９％、７億２，２０１万円増の９９億

３３４万円が計上されている。一般会計からの繰入金も増額となる予定。疾病予防、早期発見のた

めの健診率向上が望まれる。 
（１）住民検診受診率６５%への取り組みについて 
①目標値に対し現状は。 
②目標達成への課題と対策は。 
③住民検診受診率６５%を目指して「まちづくり市民会議」が開催されている。その成果と参考

にして取り組む具体策は何か。 
（２）胃がん健診にピロリ菌検査を組み入れ胃がん撲滅を。 

日本では胃がんを発症する人は毎年約１１万人に上り、その診断や治療の技術が進んだにも

かかわらず、約４０年間、毎年約５万人もの胃がん患者が亡くなっている。ピロリ菌研究の第

一人者である北海道大学の浅香正博特任教授によると、「胃がんの原因については当初、塩分

やストレスなどが指摘されてきた。しかし、１９８２年に胃粘膜からピロリ菌が発見され、そ

の後の研究で、長年にわたるピロリ菌の感染によって胃の粘膜が萎縮し、胃がんが発生するこ

とが明らかになった。大切なのは、胃がんの多くはピロリ菌による感染症ということをわかっ

てもらうことである。胃がん患者の９５％はピロリ菌に感染している。つまり、肝炎ウイルス

と同じような取り組みが重要ということである。肝臓がんでは、２００２年から肝炎ウイルス

検診が導入された結果、肝臓がん死亡者数は急速に減った。」そして、「ピロリ菌に感染してい

るかどうかは、血液検査で簡単に調べることができる。感染している場合は、抗生物質などに

よる除菌治療を行うことで、ほとんどの胃がん予防が可能。胃がん予防対策を前進させるには、

こうした発想の転換が求められる。」と指摘している。 
血液検査の費用は１回１，３００円程度。受ける人の身体的負担も小さい。ピロリ菌除菌に

よる胃がん予防を進めることで、医療費を大幅に削減できると期待されるが、胃がん検診にピ

ロリ菌検査を組み入れてはどうか。 
 

２ 障害者の自立支援の向上のために     〔答弁を求める者〕市長 

「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」をキャッチフレーズに

第２次宗像市保健福祉計画（Ｈ２２年度～Ｈ２６年度）が策定されている。その中の障害者福祉の

推進の施策の一つに、雇用・就労の推進がある。このことは、障害者にとって自立、社会参加のた

めの重要な柱とも位置付けられている。 
（１）計画の中間年度に当たり、現状はどのように推移しているか。 
（２）障害があっても、さまざまな潜在能力を活かした取り組みが話題を呼んでいる。 

障害者の絵をプリントした段ボール「だんだんボックス」を販売して自立につなげる活動か

ら生まれた新たな試みで、博多大丸の商品を入れる紙袋の図柄に知的障害のあるＩさんの絵を

採用。約３万８千枚が作成された。福岡市内４カ所の障害者施設で絵画などの創作に取り組ん
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でいる人たちの作品５５点から選ばれた。大丸側からＩさんにデザインの使用料が支払われて

いる。本市においても多くの市民が、障害者も一緒にこのまちで頑張っていることを実感でき、

同時に障害者の自立につながるような取り組みを行ってはどうか。 
①市民課の窓口で使用する封筒、ごみ袋の包装袋、道の駅・かのこの里・ホタルの里のレジ袋等

に障害者の絵をプリントし、絵を描く障害者の収入源や励みにしてはどうか。 
②商工会の会員の事業所で、障害者を短期でも雇用できるような体制があるのか。 
③農業現場では年々高齢化が進み、担い手が減少している。期間雇用などできる作業が考えられ

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 農業振興計画の新しい取り組みは  〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
本市の主幹産業である農業、長引く農産物価格の低下により農家戸数の減少、農業就業者の高齢

化が進み、農業後継者や担い手の減少、このため耕作条件が不利な農地を中心に耕作放棄地の増加、

イノシシなどの鳥獣被害などにより農地･農村環境の保全の継続性が危惧されるようになっていま

す。 
平成２０年に策定した本市の農業振興計画によると、これからの農業は、まず第１に「多彩な担

い手の育成」が必要との項目の中で、将来に向けて効率的かつ安定的な農業経営による農業の持続

的発展をめざし、次代を担う就農者の育成･確保や認定農業者、集落営農組織等意欲ある多彩な担

い手が必要と記載されている。この目的達成のため、平成２２年９月一般財団法人むなかた地域農

業活性化機構が設立された。宗像市、福津市のさまざまな農業施策を一体的、より効率的かつ効果

的におこなわれると聞く。一年を経過した中で、どのように事業成果は上がっているのか？今後の

農業振興を考える上での役割として大いに期待もするものである。 
また、農業者のもうひとつ大きな問題であるイノシシなどによる鳥獣被害について、宗像市池田

にイノシシ加工処理施設の建設が決定し、本年１２月に完成予定である。イノシシ被害が少しでも

少なくなることを期待する半面、建設費や今後の維持管理費、運営体制など不安も大きい。 
今後の農業振興を考えていくうえで以下の項目について質問する。 

（１）新たな担い手育成事業について 
①地域農業活性化機構の取り組み状況と問題点、その対応策は。 
②新規就農者のための、補助金活用や農地活用は進んでいるのか。 
③宗像地域で農業を始めたい人に、農業体験研修や技術習得研修ができる場所はあるのか。 

（２）イノシシ加工処理施設について 
①今後の運営体制と施設維持管理費は。 
②食肉加工の販売経路と採算など今後の見通しは。 
③猟友会への支援対策、捕獲体制の年間計画など協議は進んでいるのか。 
 

２ 子どもの居場所づくりの取り組みは 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
文部科学省では平成１６年から１８年度の３年間、学校の校庭や教室等に安全で安心な居場所づ

くりを支援する「地域子供教室推進事業」を地域の大人の協力を得て実施してきた。平成１９年度

からは更に支援の仕組みや内容を変更して推進授業を実施している。具体的には、放課後や週末に

子どもたちに遊びや活動の場を提供し、小学校の教室などを活用した学習やスポーツ・文化活動、

地域住民との交流などをおこない、子ども同士の結びつきはもちろんのこと、子どもと大人のふれ

あいを通して大人同士の交流を深めることもできることが地域再生にも結びつくとの検証結果が

出ている。 
公園の不足や室内ゲーム機の普及により、外遊びや集団での遊びの面白さを知らない子どもたち

が増えている。運動能力の低下はもちろんのこと、集団社会性や想像力などが養われず、ストレス

から、低年齢での犯罪が上昇しているのも、子どもたちが外や集団で遊べなくなっている環境のた

めではないかと指摘されている。 
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そのような現状の中、本市では、平成２２年度から「子どもの居場所づくり事業」として、コミ

ュニティでの取り組みが進んでいると聞く。手作りの紙芝居作成･かたりべ教室、夏休みを利用し

ての学習塾、地域独自の特色を生かした「放課後の子どもプラン」が実施されている。大人と子ど

もが地域で安心して遊べる環境づくり、地域と学校との連携により、子どもたちの成長に必要な要

素を数多く学ぶ場所として最も必要な教育の場と考える。 
「子どもの居場所づくり」における市の考えを以下の項目について伺う。 

（１）現在までの取り組み状況と、その費用は。 
（２）実施から２年経過したが、子どもたちの様子や保護者の意見の検証はできているのか。 
（３）継続してやることが必要と考えるが、今後の取り組みの予定とその課題は。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言順 ８ １２番 日隈 一憲    党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ コミュニティ施策の検証について  〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

宗像市コミュニティ施策検証審議会において、平成２２年１１月２５日付けで宗像市長が諮問し

た「宗像市のコミュニティ施策の検証に関する事項」について調査・審議が行われ、平成２３年８

月１８日に答申書が提出された。答申の構成は次の７項目。①まちづくり交付金②まちづくり計画

③人材育成・人材確保④コミュニティの地域特性と数量的格差⑤コミュニティ・センターの整備、

管理・運営⑥自主運営・自主財源・自主活動の強化⑦行政職員の意識改革。 
この答申を受けて、今後の宗像市の柱であるコミュニティ施策にどのように反映しようとするの

か。また、この審議会で「コミュニティに求めるもの」も提示されている。このことも合わせて、

今後の方向性と取り組みについて質問する。 
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発言順 ９ １３番 吉田 益美    党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 地域防災と防災教育について〔答弁を求める者〕市長 

昨年は東日本大震災をはじめ、新燃岳の噴火、新潟・福島豪雨、台風１２号・１５号による災害

が発生した。玄界灘に面している玄海地域と２つの離島を持つ本市においても津波・高潮について

は非常に関心が高いところである。２月３日に南三陸町を視察したが現実のものとは思えない大惨

事で、連日映像で見た３月１１日の大津波を思い出した。自ら津波に遭われた語り部の方から状況

を聞いたが、聞くも涙、語るも涙で、人口が１７，０００人の町で９００人あまりの人が亡くなら

れていた。海岸から３ｋｍ近く、また、海抜２２～２３ｍまで家が流されていて町は見渡す限りの

平地（当日はこの冬一番の寒さと大雪で一面障害物がない銀世界であった。）で、４階建て以上の

建物が３棟、３階建てが１棟、その屋上には乗用車が残されていた。しかし、悲しい出来事の中に

一つ安堵したことがあった。それは、昭和３５年のチリ沖地震の大津波の教訓で、小・中・高等学

校を小高いところに建て替えていたため、学校監督下での児童の死者は、１人と風邪で休んでいた

児童３人だけであった。反面、石巻市大川小学校では、津波で全校児童１０８人中、６８人が死亡。

６人が行方不明となり、防災の初期対応と日頃の対応が問題となった。子どもの防災教育は学校だ

けではなく、常日頃、家庭での防災に対する食卓の話題なども重要である。今回の大震災でよく話

題に上がった言葉「津波てんでんこ」という言い伝えがある。津波が来たらてんでんばらばらに逃

げないと家族や地域が全滅してしまうという教訓である。群馬大学院の堅田教授によると、おそら

くこの言葉には、津波襲来のたびに家族の絆がかえって一家の滅亡を導くという不幸な結果が繰り

返されてきたことが背景にある。その意味するところは、老いも若きも一人ひとりが自分の命に責

任を持てということ。そしていまひとつの意味は、家族同士がお互いに信じあっていることが大事

だということではないだろうかと話されている。家族間で何か遭ったときの逃げ場所、集まる場所

を指定しておくことが大切である。また、今回の大震災で被災した岩手、宮城、福島３県の消防団

の死者、行方不明者は２５３人と報道された。ほとんどが発生直後の出動中の公務災害とみられ、

阪神大震災のわずか１人と比べると最前線の団員の犠牲が際立っている。このように災害時には過

酷な使命を負う消防団員は、１９５４年には約２０２万人いたが、平成１０年度には８８万人に減

少している。地域の人口減と高齢化のため、かつては農業や商店主など自営業者が多かったが現在

は７割が会社員でいざというときの活動の制限が課題になっている。生業の傍ら郷土愛護の精神の

もと、個人の時間を犠牲にして任務に従事している団員の待遇改善が必要である。 
（１）消防団について 

①消防団は、火災予防、火災の鎮圧、台風や地震などの災害において消防署と常日頃一体となっ

て迅速に対応している。生業の傍ら個人の時間を犠牲にして任務に従事しているが、消防団の

活動についてどのように評価するか。 
②消防団員は全国的に減少傾向にある。本市の現状について伺う。 
③最前線の消防団員への情報伝達と安全確保はどのように行っているのか。 
④災害時には過酷な使命を負う消防団員の待遇について本市の状況を伺う。また、改善する考え

は。 
⑤大島、地島の漁などで消防団員が不在の時の対応について伺う。 

（２）防災教育について 
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①本市の小・中学校で実施されている防災教育を問う。 
②平成２０年に海抜表示の取り組みを提案した。学校と協議するとの答弁であったが、その後は。 
③各コミュニティで自主防災組織が設置されているが、課外時（学校監督外時）における児童・

生徒の位置付けがなされているか。 
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発言順 １０ １７番 末吉 孝   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 救急医療情報キットの整備を   〔答弁を求める者〕市長、総務部長、健康福祉部長 
（１）地域自主防災組織結成の進捗状況は。 
（２）その活動内容の特徴は。 
（３）災害時や救急医療が要請された時に、必要となる個人情報について。 
①整備すべき個人情報の項目としてどのようなものがあるか。 
②地域自主防災組織に対する提言や助言をどのようにしているのか。 
③市内の自主防災組織で取り組んでいる事例はどのくらいあるか。 

（４）福津市の住民自治組織で、消防署との協働で「救急医療情報キット」として取組んでいる事

例を知っているか。 
①取り組むようになった経緯は 
②その内容は 
③本市の地域自主防災組織にその内容を紹介したことはあるか 
④本市でも行政、消防署、地域自主防災組織との協働で、「救急医療情報キット」の整備を進め

るべきと思うがどうか。 
 
２ これまでの議会で取り上げてきた問題の進捗状況 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
（１）雇用創出と農業後継者育成について（平成２１年３月議会） 
 ①新規就農支援策について、他市の取り組み状況の調査研究をむなかた地域農業振興センターを 

中心に協議検討していきたいとのことだが、その後の進捗状況はどのようになっているか。 
 ②緊急雇用対策の農業人材確保支援事業について、市内５団体が事業計画を提出しているはずだ 

が、その後どうなっているか。 
（２）安心・安全の地域医療の確立について（平成２１年３月議会） 
  医師会病院に対する財政的な支援については、どのような検討がされたのか。 
（３）市民相談機能の充実について（平成２２年３月議会） 
  市民なんでも相談室が平成２２年９月から開設され、多くの市民が相談に訪れ、大変好評と聞

くが、年間の相談件数やその特徴、各課との連携などどのようになっているのか伺う。 
（４）介護保険１０年を経て（平成２２年９月議会、１２月議会） 
  第５期介護保険事業計画策定において、その前提となる高齢者実態調査について、どのような

調査結果が出ているのか。 
（５）神湊漁民アパートの移転について（平成２３年１２月議会） 
  福岡県との協議の内容や、本市が強く要請した結果についての進捗状況を伺う。 
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発言順 １１ １６番 植木 隆信  党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 教育施政方針と小中一貫教育について   〔答弁を求める者〕教育委員長、教育長 
本市は、日の里中学校校区での小中一貫教育をスタートに、市内全域の中学校校区に小中一貫教

育を広げるとしている。そこで教育施政方針と小中一貫教育について質問する。 
（１）本市の子どもたちの実態として、基礎的・基本的な知識･技能習得など多くの課題があると

述べているが、どのような調査に基づいて把握した結果なのか。また、具体的に克服すべき独

自の課題は何か。 
（２）小中一貫教育の目標は何か。また、どのような子どもたちを育てようとしているのか。それ

は一貫教育でないと出来ないのか。 
（３）小・中連携、小中一貫校、小中一貫教育の違いをどのように把握しているのか。 
（４）小中一貫教育を実施して、どのような成果が現れたのか。また克服すべき課題はどのような

ことがあるのか。 
（５）小中一貫教育や研究発表会などによって、教職員が多忙になっていないか。 
 

 

 

 

 

【質問者数：１１人、質問項目：１６項目】 

 


