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日程 発言順 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 １ 宗像の知名度  

１ 有害鳥獣駆除事業について 

午

前 
2 西山 隆 P3 

２ 市内道路の愛称について 

3 日隈 一憲 P4 １ 子育て支援について 

１ 教育施策の推進について 
4 田原 敏美 P5 

２ 地域の特徴を活かした観光の推進について 

１ ごみ袋値下げの検討を 

6/12 
（火） 

午

後 

5 新留 久味子 P6 
２ 子どもたちの安全な通学路を確保する対策を 

１ 「住んでみたいまち」実現には下水道整備が必須 
6 小島 輝枝 P7 

２ 宗像市子育て支援の理念に沿った学童保育を 

１ 電力不足への対応、みんなで節電アクション 

午

前 
7 石橋 文恵 P8 

２ 学校給食食材の安定供給と、地産地消の更なる拡充をめざして 

8 吉田 益美 P9 １ 子どもの体力低下にコーディネーショントレーニングの導入を 

9 杉下 啓惠 P10 １ 市民の力を活かすために 

6/13 
（水） 

午

後 

10 花田 鷹人 P12 １ 第３次情報化計画について 

１ 老朽化する社会資本の改修を急げ 
11 石松 和敏 P14 

２ 通学路の安全対策強化を 午

前 
12 神谷 建一 P16 １ 住んでみたいまち宗像 №１を目指して 

13 植木 隆信 P17 １ 宗像市の防災対策について 

１ 神湊地域の整備計画立案を 

6/14 
（木） 

午

後 
14 末吉 孝 P18 

２ 豪雨災害対策を急げ 

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：２１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 宗像の知名度 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

今年もまた沖縄の日、６月２３日が迫って来る。平和のために成す術を見いだせない己自身に懺

悔する日々でもある。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が、世界平和の実感がないまま今

年もまた広島の日が近づいてくる。 

・平和ほど尊いものはない。 

・平和ほど幸福なものはない。 

・平和ほど人類が進むべき根本の第一歩であらねばならないと叫ばなければならない。 

毎日新聞５月２日（中原剛記者）の記事に、宗像市には「東郷」「赤間」「教育大前」の３つのＪ

Ｒ駅がある。ＪＲを利用して小社福岡東支局を訪れる県外客は、必ず降車駅を聞いてくる。以前、

市は県内全市町村の２０歳以上の３，０００人（回収率３０．１％）に「市のイメージ」調査をし

たことがある。「３駅名を全く知らない」が５５．１％もいたのは意外だった。過日、東京の薬品

会社に取材の手紙を郵送し確認の電話をした。担当者は「そうぞう市の方ですね」「いいえ」と言

うと「しゅうぞう市ですか」ときた。「むなかた市です」と告げると、いたく恐縮していた。市民

が３駅名に愛着を持っているのはよく知っている。市の知名度アップとＰＲのためにも「宗像」の

駅名がほしいと思うのは独り善がりだろうか。 

（１）赤間駅を宗像駅、東郷駅を西宗像駅に駅名変更することは宗像市の観光の発展、経済効果の

メリットもあると思うが検討できないか。 

（２）宗像駅と宗像大社・海の道むなかた館・鎮国寺・道の駅むなかた・うみんぐ大島・沖ノ島「沖

津宮」と関連させて更なるＰＲを強化することが宗像市の知名度アップになると思うが検討で

きないか。 

（３）宗像市の歴史・文化の継承、発展のためにも宗像駅、西宗像駅に観光案内所の設置を検討で

きないか。 
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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 有害鳥獣駆除事業について 〔答弁を求める者〕市長、産業振興部長 

有害鳥獣駆除については、平成２１年から過去３人の方が質問されている。昨年の第４回市議会

定例会で、谷井市長は、田原議員の一般質問に対し、イノシシの被害対策については①防除対策、

②捕獲対策の２つの対策を行っていると答弁している。このような状況の中で、今年度、イノシシ

加工処理施設を建設し稼動する予定である。 

（１）イノシシの防除対策について 

①農産物の被害状況は。 

②電気・金網さくの使用状況は。 

（２）イノシシの捕獲対策について 

①平成２１、２２、２３年度の捕獲頭数は。 

②猟友会「宗像市有害鳥獣駆除部会」への委託料は。 

（３）イノシシ加工処理施設について 

①施設の概要は。 

②運営の考え方は。 

③解体頭数は。 

④処理後の肉は。 

 

２ 市内道路の愛称について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

宗像市の管理道路は、約１，０００ｋｍ以上ある。また、国道約３０ｋｍ、県道約１６０ｋｍあ

る。平成２２年度の観光客数は６５０万人で、一般行楽、歴史遺産観光、祭りなどに訪れている。

また、実業団女子駅伝西日本大会や福岡サニックスブルースの観戦などスポーツ関係でも多くの人

が、当市に足を運んでいる。観光客など来訪者へのＰＲとして、また市民の道路への親しみと愛着

をはぐくむために市内の道路に愛称を付けてはどうか。 

（１）宗像大社、田熊石畑遺跡、海の道むなかた館、桜京古墳など歴史・文化財を生かした愛称 

（２）大島、地島の航路や商店街など生活に密着した愛称 

（３）市内３大学など学校を生かした愛称 

（４）グローバルアリーナ、明天寺公園、実業団女子駅伝西日本大会などスポーツを生かした愛称、

あわせて、実業団女子駅伝西日本大会のスタート地点を田熊石畑遺跡にすることはできないか。 
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発言順 ３ １２番 日隈 一憲     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 子育て支援について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

働く女性の増加と夫婦共働き家庭の一般化、核家族化、家庭や地域の子育て機能の低下などを背

景に、平成９年に児童福祉法が５０年ぶりに改正された。この５０年間にわれわれの生活や価値観

は大きく変化し、子どもや子育てをめぐる状況も大きく変化したといえる。その結果、子どもの健

やかな成長のためには意図的にさまざまな条件整備を施す必要が生じ、種々の家庭施策、子育て施

策が講じられるようになってきた。 
宗像市においても、子育ての問題について、その支援を総合的な視点で取り組むため「子育て支

援計画」を平成１３年度に策定し、この計画のもと、平成１８年度までを計画期間として子育て支

援に関するさまざまな施策や事業が推進されてきた。上述のような国の動向を踏まえ、この計画を

見直し、国の行動計画策定指針の内容を包含した「第２次子育て支援計画」が策定された。 
（１）基本方針Ⅱの子どもを楽しく育てるについて 
①子育て力の向上のための支援 

家庭教育事業の充実により、家庭、地域の教育力を高め、子育て支援の課題解決の取り組みの

検証と課題は。 
②子育て家庭の交流の支援 
子育て中の親の仲間づくりを促進し、協力して子育てを行っていくことのできる地域づくりを

目指す取り組みの検証と課題は。 
③保育サービスの活用と充実 
保育サービスのあり方を検討し充実を図る検証と課題は。 

（２）国が「仕事と育児両立支援特別援助事業」として、都道府県を通じて市町村に設置の促進を

働きかけている育児の総合援助の仕組みである、ファミリーサポートセンターの設置の必要性

は。 
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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 教育施策の推進について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 
地域、社会全体で長期的に子どもたちを育て、学校・家庭・地域と連携を図りながら「安心して

子どもを育てることができるまち宗像」を目指すと教育施政方針では示している。 

１９８０年より「ゆとり教育」という名の下、少ない時間で、より少ない内容を学ぶ教育が行わ

れてきた。公立の小中学校の土曜日休日は始まって２０年が経過した。現在、学力の低下が各地で

論争されている。文部科学省も学力向上へ転換を図ってきている。子どもたちを取り巻く環境が変

化していくなか、宗像の子どもたちが夢を描き、未来に向けて力強く羽ばたき育つための具体的な

施策についてを問う。 

（１）全国で土曜日授業復活の動きが増えてきている。市内の小中学校でも土曜日授業を検討すべ

きではないかと考えるが、教育委員会の基本的な考えについて伺う。 

（２）今、コミュニティスクールは全国で１，１８３校実施中（平成２４年４月１日現在）といわ

れている。県内でも春日市が先駆的な取り組みをしている。新たな学校、地域との連携を求め

て実施すべきと思うがどうか。 

（３）登下校中の子どもたちが巻き込まれる痛ましい交通事故が、全国各地で相次いで起きている。

通学路の安全確保のための点検、改修はされているか。 

（４）子どもたちの学力向上や教育環境の整備などをすることは、宗像市の定住化対策の大きな柱

となると考えるがどうか。 

 

２ 地域の特徴を活かした観光の推進について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
宗像市は古代から、大島・沖ノ島を経由して中国大陸との文化交流の道として重要な位置にあっ

た。周辺の神社、仏閣には数多くの国宝や重要文化財を保有している。 

宗像市は将来、大幅な人口増を望めない。交流人口を拡大し、新たなまちづくりの構築が必要で

ある。観光戦略を練り直して、海外からの観光客の誘致を図ることが、地域活性化対策の大きな糧

となると考える。 

（１）九州観光推進機構は、第二次「九州オルレ」コース選定のため県を通して候補地の照会をし

ている。その具体的内容を伺う。 

（２）３月の一般質問で提案していた「九州オルレ」構想のその後の取り組み状況や今後の方向性

について伺う。 

（３）特徴ある「九州オルレ」計画とするためには、大島・地島などの島々も提案計画に組み込み

離島振興にもつなげてはどうか。 
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発言順 ５ ８番 新留 久味子    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ ごみ袋値下げの検討を 〔答弁を求める者〕市長 

ダンボールコンポストや生ごみの水切りなど市民のごみ減量にむけての取り組みでここ数年、可

燃物のごみは減量傾向にある。 

また、ごみ減量に対する市民の意識も高まってきている。このような状況から、さらなるごみ減

量への施策として、指定ごみ袋の料金値下げの検討ができないか。 

 

２ 子どもたちの安全な通学路を確保する対策を 〔答弁を求める者〕市長 
全国で、子どもたちが通学途中に交通事故に巻き込まれるといった悲惨な事故が続いている。本

市では、このような事故を受けて先日の全員協議会において「市内の通学路を再点検し調査をする」

との答弁があった。そこで以下の項目について伺う。 

（１）市内の通学路における調査・点検の進捗状況は。 

（２）今後はどのような対策を検討しているのか。 
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発言順 ６ ７番 小島 輝枝     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 「住んでみたいまち」実現には下水道整備が必須  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

本市の下水道は、昭和４０年代から住宅団地造成に合わせて整備が行われてきた。また、合併後

も特定環境保全公共下水道が進められ平成２２年度末の普及率は９８．９％で県内でも高い水準と

なっている。住環境の良さを宗像ブランドのひとつの柱としている本市においては、下水道普及率

アップは重要な施策だと考える。昨年の６月議会でも質問を行ったが、その後の下水道事業の進捗

状況について伺う。 

（１）玄海地域の特定環境保全公共下水道の進捗について 

①平成２３年度の事業は予定通り進捗したのか。 

②年々厳しいと予測される国からの「まちづくり交付金」の状況は。 

③道路認定が進んでいない地域の事業認定に向けての進捗と今後の見通しは。 

④下水道整備後の各戸の接続状況は。 

（２）旧宗像市地域の山田地域の公共下水道整備について 

先の一般質問において検討に値する旨の回答を得ていたが、その後、検討は行われたか。 

 

２ 宗像市子育て支援の理念に沿った学童保育を  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

「宗像方式」と評され全国的に高い評価を得ていた宗像市の学童保育であったが、当時の所管で

あった宗像市教育委員会は、平成１８年４月より指定管理者制度の導入に踏み切った。また市民サ

ービスの向上が図られる等の理由を挙げ、平成２２年４月に２分割の公募を行った。結果、２エリ

ア共、１社の業者が選定され宗像市全域の学童保育を担い運営にあたっている。指定管理期間は４

年間であることから、今年度はその折り返し地点にある。２年後の指定管理者更新に向け、宗像市

の学童保育の理念に基づいた学童保育の在り方について尋ねる。 

（１）学童保育に指定管理者制度を導入したメリットとデメリットについて 

①コストの削減はできているか。 

②サービスの向上はできているか。 

③メリットとデメリットについての見解を問う。 

（２）２分割を行ったことのメリットとデメリットについて 

①競争原理が働き市民サービスの向上は図られたか。 

②運営リスクの分散、軽減は図られたか。 

③メリットとデメリットの見解を問う。 

（３）次の指定管理者制度に向けての見解について 

①次の学童保育指定管理者の公募も２分割で考えているのか。 

②仕様書も含め、今後の学童保育の総括的方向性についての見解を問う。 
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発言順 ７ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 電力不足への対応、みんなで節電アクション 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

全ての原子力発電所の停止による今夏の電力需給の逼迫を乗り切るため、政府は５月１８日に需

給対策を決定した。九州でも今夏、２０１０年夏に比べ１０％節電が求められることになった。九

州電力が呼びかけた節電１０％とは、ピーク時の電力消費を１０％減らすことを目指すもの。気温

が上昇し、電力消費が増える午後１時～午後５時に１０％の消費を抑えてほしいという要請であ

る。このことは、今年１年限りの問題ではないと思う。今後、原発に依存しない電力供給が進めら

れる中、生活のスタンスを見直し、アクションを起こすことが望まれるのではないか。 
（１）①市民への省エネ意識を喚起する啓発、②何をどうすれば１０％削減に相当するのか、具体

例を示すことや、③節電によって高齢者などにしわ寄せが及んだり、中小企業が死活問題に至

るような事態にならないよう、今夏を乗り切る節電対策を示すべきと思うが、どのように考え

ているか。 
（２）市の節電対策は、例年の取り組みと今夏の新たな取り組みはどのようなものか。 
（３）無理なく、楽しく「節電の夏」を過ごすための工夫をみんなで考えましょう、という意図で、

省エネ対策、私（わが家）の工夫(仮称)として、夏休みの子どもたちも巻き込んだコンクール

を開催してはどうか。 
（４）夏休みに小学校の体育館を開放し、子どもたちに避難所暮らしの体験、不便さの体験をさせ

てはどうか。 
 
２ 学校給食食材の安定供給と、地産地消の更なる拡充をめざして 

 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

学校給食施設が全小中学校において単独調理場となり、地産地消の食材を積極的に取り入れてい

る本市では、児童・生徒、ＰＴＡ等から喜ばれている。また、それに伴い、食育の取り組みも推進

されてきた。しかし、農業従事者の高齢化が進む中、今後も食材の供給体制が確保されていくのか

懸念される。 
（１）地元産の農・水産物を給食に取り入れるようになったことにより、児童・生徒における日本

の食文化が育まれてきていると推察するが、食育の推進は、どの程度身に付いたと評価するか。 
（２）今後も地産地消の推進を考えるとき、食材の安定的、継続的な供給が可能なのか。地産地消

率の目標の設定はあるのか。 
（３）学校給食と農業は密接な関係にある。学校給食に取り入れる地産地消率のアップにより、地

元農業の生産増（収益増）につながるよう、ＪＡや生産者、直売所等が連携し、作付け計画に

反映できる仕組みを作ってはどうか。 
（４）現在、３カ所の直売所から各学校に食材が供給されているが、数量、コスト等、条件が合わ

ないものはないか。商業ベースで成り立たなくなっては継続ができないことも考えられる。ど

のような支援が考えられるか。 
（５）年間を通し使用頻度の高いジャガイモ、タマネギ、ニンジン等、より長い期間地元産の食材

が供給できるよう、また、そのことは農業従事者の安定収益にもつながることからＪＡとの共

同も考慮し、保存庫の整備をしてはどうか。 
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発言順 ８ １３番 吉田 益美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 子どもの体力低下にコーディネーショントレーニングの導入を 〔答弁を求める者〕市長 

文部科学省の調査によると、子どもたちの体力は１９８５年（昭和６０年）をピークに低下が続

いている。積極的にスポーツをする子どもとそうでない子どもの二極化が見られ、将来的には、生

活習慣病の増加など国民全体の体力低下にも繋がる。子どもの体力向上は一朝一夕には向上するも

のではなく、小さいころから外遊びやスポーツを行うことが求められ、保護者や地域の皆さんと共

に取り組むための環境作りが必要である。昨年９月の私の一般質問で、平成２１年度の福岡県にお

ける児童・生徒の体力テストではすべての調査項目において全国平均に届いておらず、本市におい

ても同様との答弁であった。 
（１）平成２３年度の体力テストの調査結果をどのように認識して対応するのか。 
（２）児童・生徒の体力・運動能力については、学校の取り組みだけでなく家庭や地域との連携が

必要と考えるが、具体的な取り組みはなされているか。 
（３）各学校では毎年「体力向上プラン」を策定しているが、平成２３年度の達成状況は。 
（４）「転ぶときに手をつけない」「まっすぐに走ることができない」など、子どものからだにさま

ざまな異変が生じていることが叫ばれて久しい。この原因の一つに、子どもの遊びが昔と比べ

大きく変化していることがあげられている。昔なら鬼ごっこ、相撲、ゴム跳びといった多様で

豊富な遊びを通じて身につけていた動きが、現在では「サンマ（遊ぶ空間、時間、仲間）がな

い」といわれるように、遊びを通じて身につける機会が少なくなっているからだと指摘されて

いる。スポーツ選手においても、神経の働きが最も伸びる幼児期から成長期にかけて特定のス

ポーツだけでなく、いろいろな動きを身につけておくことは、将来スポーツの技能や体力を高

めるために大変重要なことなのである。言い換えると、この時期にいろいろな動きを経験して

おかないと、身体が成長しても運動能力が思うように伸びない、いわゆる「運動神経が鈍い」

状態に陥ると考えられる。コーディネーショントレーニングとは、身体と脳・神経系統のバラ

ンスの良い発育を促し、運動の習得効果を高めるためのトレーニング法で、「運動における一

連の過程」を円滑に、正確に行う能力を向上させるためのトレーニングである。 
・目や耳などの五感による状況の察知 
・察知した情報の脳への伝達 
・脳による情報の認知と、次に行うべき行動の判断 
・脳から、筋肉などへの指令の伝達 
・指令に応じた実際の運動 
これら一連の過程を、素早く正確に行う能力を高めることで、専門的な技術を習得するための

基礎づくりができるとされている。このトレーニング法は、ヨーロッパのトップレベルで活躍

するアスリートにも採用されており、コーディネーション能力の優劣が競技成績に影響すると

も言われている。今、多くの自治体で子どもの体力アップのためにコーディネーショントレー

ニングが取り入れられている。本市でもモデル校を指定して実施してはどうか。 
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発言順 ９ １番 杉下 啓惠 
 

１ 市民の力を活かすために 〔答弁を求める者〕市長、市民協働・環境部長、関係部長 

宗像市には、住みよいまちにしよう、住みたいまちにしようと活動されている多くの市民団体、

ボランティアがおられる。また、コミュニティにおいては、自分たちの住む地域のことを自分たち

の責任で考え、もっと住みよくしていこうと、地域の安心・安全対策や居場所づくりなど様々な活

動が実践されている。 

あらためて、市民には豊かな知恵と行動力があることに気付かされる。そして、それを活かすこ

とが、よりよいまちづくりにつながると考え、以下質問する。 

（１）本市では、たくさんの市民活動団体やボランティアが活動されている。今年度改訂版が作成

された、市民活動・ボランティア団体を紹介する情報冊子「むなかた市民活動・ボランティア

団体ガイド２０１２」（むなかた市民フォーラム企画編集）には、１５７団体の活動が掲載さ

れており、その他の団体も加えると、改めて宗像市のまちづくりの中で重要な役割を果たして

いると感じる。市民活動交流室やボランティアセンターによって、市民活動団体やボランティ

アの活動を支援する仕組みが整備されてきていることは評価している。しかし残念なことに、

まだまだこれらの団体の活動内容が市民にも行政にも十分に認識されていないようだ。また、

団体間でもお互いの活動内容が共有されていない現状があるようだ。 

①ボランティア活動の相談や登録の窓口として、市民活動交流室とボランティアセンターがあ

る。しかし、市民活動交流室で管理・運用している市民活動団体の情報とボランティアセンタ

ーが管理・運用している V－net の情報とがあり、市民からはわかりにくいとの声を聞く。情

報をより効果的に活用し市民の力が発揮できるようにするために、これらの情報を一元的に管

理・運用することはできないか。また、市民にわかりやすく情報を提供するための工夫ができ

ないか。 

②市民同士が目的を共有し結び合うことで、市民の力がもっと発揮できると思われる。市民活

動・ボランティア団体の出会いや交流の場づくりのために、行政としてどのような取組みをし

てきたのか。今後計画していることはあるか。 

③行政が市民との協働を進めていくためにも、市民活動・ボランティア団体の活動内容を知るこ

とがとても大切だと思われる。行政としてどのような取組みをしてきたのか。今後計画してい

ることはあるか。 

④介護や介助を必要とする人たちの中には、日常的に接しているボランティアとの信頼関係の上

に、安心して支援を受けておられる方も多い。災害時の要援護者支援において、ボランティア

団体等との連携体制について検討しているか。 

（２）本市ではこれまで、市民が政策策定過程に参加できる制度として、審議会の市民委員公募、

市民ワークショップ、パブリックコメントの募集等が行なわれてきた。しかし、市民意見が十

分に引き出されているのか、それがどのように活かされているのか、多くの市民には実感がな

いのが現状だ。 

①パブリックコメントを募集することは定着してきたが、市民からは対象となる条例や計画の内

容がわかりにくいという声も多く、提出意見が少ないことが課題だ。市民が意見を出し易くす

るためにどのような取組みをしてきたのか。 

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無作為抽出で選ばれた市民の参加による、防犯や協働、ごみをテーマとした「まちづくり検証

会議」が開催されている。この会議で出された市民の意見はどのように活かされているのか。

結果を市民にどのように伝えているのか。 

③無作為抽出の市民アンケートがしばしば実施されているが、アンケート結果はどのように活か

されているのか。結果を市民にどのように伝えているのか。 

（３）多くのコミュニティでは、自治区の代表者によってコミュニティの役員が組織されているよ

うだ。そのためか、高齢化率の高い自治区では、コミュニティ役員の仕事が負担になっている

との声がある。コミュニティの自治の問題ではあるが、行政として、高齢化が進む中でのコミ

ュニティ施策について検討していく必要があると考える。 

①コミュニティの高齢化に伴い、どのような課題があると捉えているか。 

②改善策として考えていることはあるか。 
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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 第３次情報化計画について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
（１）第２次情報化計画の評価について 

ほとんどが計画通り実施され、職員の事務負担の軽減につながったとあり、市民の利便性向

上と事務効率化については、一定の評価ができると考えるとある。 
①市民の利便性向上では、具体的にどのような点が向上したのか伺う。 
②事務の効率化が図られ職員の事務負担軽減につながったとあるが、軽減分はどこに振り向けら

れたのか伺う。 
③当計画には経費削減効果にはふれていないが、削減効果はあったのか、あればどのくらいあっ

たのか伺う。 
④情報化推進会議からの意見の中に、市公式ウエブサイトに関し、全体的に煩雑で欲しい情報に

行きつかないとの指摘があるが、どこに問題があると考えているか又、その対策を伺う。 
（２）第３次情報化計画について 

①セキュリティ対策について、市には重要な個人情報があり、情報漏洩に関して、あらゆる対策

を講じ、注意を払うのは当然のことであり、本計画においても各種対策が講じられている。 
ア 今まで、ウイルス攻撃、サイバー攻撃を受けたことはあるのか。あればその内容はどのよ

うなものであったのか伺う。 
イ 本計画にある情報漏洩対策で、私物の記録媒体に関する対策が見えない、どのような対策

を講じようとしているのか伺う。 
ウ セキュリティ対策の人的対策について、対象者の範囲を伺う。 

②自治体クラウドについて、導入事例が少ないため、他自治体の動向を把握し最適モデルを検討

するとある。 
ア 自治体クラウドの利点として、人的、金銭的コスト削減ができるとうたっているが、その

根拠及び削減効果を伺う。 
イ 自治体クラウドの課題として、利用団体間での業務標準化が必要となるとあるが、自治体

間の調整は多くの障壁があると想像するが、どの様な課題が考えられるか伺う。また、標

準化することにより、宗像市の独自性が損なわれることを危惧するが、大丈夫か伺う。 
ウ 自治体クラウドの本格的な検討はこれからとなるが、サイバー攻撃を受けた場合、個別シ

ステムであれば影響も個別自治体に限定されるが、クラウド化すれば、影響自治体も多く

なりより攻撃を受けやすくなると考える。バックアップ体制も含め現時点での考えを伺う 
③コスト削減に関し、地域イントラ再構築では、コスト削減をはかると明確にしているが、その

他のテーマについては、計画実施による効果として、具体的なコスト削減が見えないがコスト

削減に関しての検討はされていないのか伺う。 
④第３次情報化計画には、コンピュータ関連の専門用語が頻繁にでている。ICT に関わった人な

ら本計画書のシステムを理解できると考えるが、ICT に馴染みのうすい人は、この計画書を読

むのは大変と考えるが、本計画書は誰を対象に作成したのか伺う。 
⑤コミュニティ・センターに導入が計画されている会計システムについて、管理資料として貸借

対照表、損益計算書などが予定されていると聞いているが、もしそうなら会長を始めとする役
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員、事務局員などにも、管理資料を理解するために経理に関する知識が必要になりコミセンの

人事・運営に影響が出るのではと危惧するが、その対策について伺う。 
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発言順 １１ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 老朽化する社会資本の改修を急げ 〔答弁を求める者〕市長、教育長 
首都直下、３連動地震などの発生が懸念される中、「公助」の基盤である橋や道路など社会資本

（インフラ）の中には、コンクリートの耐用年数である５０～６０年を迎えるものも出始めており、

老朽化による防災力の低下が指摘されている。 

 そこで、公明党は、災害に強い国づくりと景気回復の決定打となる「防災・減災ニューディール」

を主張している。これは、単に公共投資を行うのでなく、公共施設など命を守る社会基盤づくりの

ため、防災・減災対策に年間１０兆円、１０年間で１００兆円を集中投資し、大規模災害に備えた

防災力を強化するもの。財源は、子ども世代にツケを残すだけの赤字国債には頼らず、建設国債や

防災・減災ニューディール債などを活用する。また、「命を守る施設」の修繕・改築の集中的な前

倒しは、コスト削減にもつながると考える。さらには、ＧＤＰ（国内総生産）を実質２％程度押し

上げ、１００万人以上の雇用拡大も見込めるなど、経済効果も期待できる。 

（１）橋梁の長寿命化への取り組みについて 

   市内には相当の数の橋があり、老朽化している橋も相当あると考える。限られた予算で市民

の安全・安心を守り、効率よく橋を維持管理することが課題と考える。従来の「悪くなってか

ら直す」という方法から、「悪くなる前にこまめに直す」方法に転換する必要があると考える。 

そのためには、全ての橋の劣化状態を点検し、長寿命化への最適な対策などを決め、全体の

維持管理費を算出する必要がある。その後、市の予算と調整しながら計画を策定し、維持管理

費を「平準化・最小化」する仕組みをつくることが重要である。 

そこで本市としては、どのような対策を実行しているのか伺う。 

（２）市道や公園等の維持管理についての取り組みについて 

   市内には相当の数の市道や公園等があり、経年とともに道路も劣化し、毎年の維持管理にも

相当の経費を要している。市民からの改善要望も毎年、相当件数が提出されていると推測する

が、限られた予算の中で工夫しながら維持管理していると考える。 

そこで、市道や公園等の維持管理について基本的な考え方を伺う。 

（３）公共施設の総点検について 

   市内にある学校など「ハコモノ」の公共施設（橋、道路など除く）を総点検して老朽化の現

状を明らかにし、それを基に維持・更新（建て替え）を進めていく必要がある。 

本市には公共施設が何カ所あり、そのうち築２０年以上経過した施設がどの程度あり、今後

４０年間で、小中学校数を児童・生徒の減少に合わせて縮小しても、大規模改修や建て替え費

用には、どの程度の財源が必要なのか伺う。 

 
２ 通学路の安全対策強化を 〔答弁を求める者〕市長、教育長 
公明党は、通学路の安全面における課題や対策強化を話し合う「通学路の安全対策プロジェクト」

を設置。５月１６日には、平野博文文部科学大臣に緊急提言を行った。 

提言では、①子どもの視点で全国の通学路安全調査を実施②文部科学省主導で、警察庁などの関

係省庁と教職員、保護者らで構成する「通学路安全対策協議会」（仮称）設置③通学路の危険箇所

改善の、予備費活用を含めた新たな対応の検討などを要請した。 
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それを受けて、文部科学省は５月２５日、京都府亀岡市などで登校中の児童らに車が突っ込む事

故が相次いだことを受け、学校が地元の警察など関係機関と連携して通学路の安全点検をするよう

求める通知を、月内にも都道府県教育委員会などに出す方針を固めた。 

（１）危険箇所の総点検について 

福岡県教育委員会も、５月１５日に政令市を除く市町村教育委員会などへ５月末までに通学

路の安全総点検を実施するよう通知していると思うが、どのような内容か。 

また、本市としては、具体的にどのような対応を行っているのか伺う。 

（２）ドライバーの安全意識啓発について 

事故発生の背景を探ると、運転手の安全モラル低下なども否めない。従来の対策では不十分

で、どのようにドライバーの安全意識啓発を高めていくかがポイントの一つになると考えるが

どうか。 

（３）地域社会の協力について 

南郷小学校区では、原町の唐津街道が危険な箇所の一つと考えられる。この通りは大通りに

つながっているため、通行量も多く、配送業者などの車や自家用車が「通りぬけ」に利用して

おり、過去には児童が巻き込まれる交通事故などもあっている。 

そこで、道路や歩道等の整備をするうえで必要なことは、日常的に地域で生活している地

域住民の声を聞くことだと考える。整備に当たっては、地域住民にアンケートを実施したり、

意見交換の場を設けるなどの合意形成を図る必要があると考えるがどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16/18 

発言順 １２ 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 №１を目指して 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 
安心安全なまちづくり、「宗像に住んでよかった」と言われるようなまちづくりのために４年前

誰もが同じ考えを持ちながら活動をし、一般質問という形で数多くの議員さんから市に提案がなさ

れてきた。私自身、今後のまちづくりに何が必要なのか、何をしていかなければいけないのか、宗

像のよさを再認識するとともに、過去の一般質問を振り返りながら、将来のまちづくりに必要な事

項を改めて伺う。 

（１）人材育成事業について 

まちづくりの基本は、人材の育成だと考える。ポイ捨てゴミ根絶活動や里山整備活動などを

行う各種ボランティア団体との連携は取れているのか。 

（２）コミュニティ推進事業について 

自主防災組織の立ち上げや各部会活動など、さまざまな特色ある地域活動が市民の提案によ

り活発に行なわれている。これから更にコミュニティのまちづくりにおける役割は、一番重要

な位置づけになると考える。市の出先機関としてだけの役割負担を増やすだけではなく、コミ

ュニティビジネスなどの市民が夢を持てるような施策を市として提案していくべきでないか。 

（３）産業振興について 

農業、漁業、商工業などを取り巻く環境は今一番厳しい状況にあるが、将来を見据えた若者

はたくさんいる。「国の政策が決まらないから、不景気だからしょうがない。」ではなく宗像を

担う若い後継者育成、今だからできるビジネスを、多種多様な業種を結びつける役割（協議会

などの立ち上げ）を市として考えられないか。 

（４）教育施策について 

「教育のまち宗像」といわれるように小中一貫教育をはじめ、中高一貫教育の推進などさま

ざまな分野で宗像の教育は進んでいると感じるが、学校設備、人材、管理体制などを整えるだ

けではなく、家庭教育、地域教育、学校教育を結びつける教育体制が今一番必要ではないか。

コミュニティスクール推進の考えはないのか。 
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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 宗像市の防災対策について 〔答弁を求める者〕市長、総務部長 
昨年３月１１日の東日本大震災を受けて全国的に防災計画の見直しが行われている。宗像市でも

防災計画の見直しが行われており、今年度予算で大島、地島及び内陸海岸に屋外スピーカーが設置

されることになった。さらに、緊急情報伝達システムの導入、市庁舎の非常用自家発電装置を新た

に設置する予算が組まれている。また、自主防災組織が確立した自治会には小型発電機が配置され

はじめている。 

「自然災害は何時起こるか分からない、それに日ごろから備えよ」というのが先人の教訓である。

宗像市の自然災害は、過去の記録からすると、風水害やがけ崩れが多く発生しており、その危険箇

所は完全に解消されたとは言えない。 

 昨年６月議会で防災対策について質問したが、その進捗状況も含め改めて質問する。 

（１）市の災害予測、防災対策、ハザードマップ作成の進捗状況はどうなっているのか。 

（２）水害などの災害発生時、市の司令部は市庁舎のどこを考えているのか。 

（３）今年度予算が組まれている屋外スピーカーは緊急時にどこから放送するのか。 

（４）九州電力からの電源がストップ（停電）した場合、市庁舎のコンピューターのバックアップ

電源（蓄電池）の使用時間はどのくらいか。 

（５）市庁舎の非常用自家発電装置を設置する計画だが、発電能力はどのくらいか。 

（６）災害発生時の市民への緊急情報伝達で、極地的にも防災無線（屋外スピーカーを含む）は必

要だと考えるがどうか。 

（７）昨年６月議会で学校などの避難場所に身障者用トイレの設置と水（井戸）の確保が必要と質

問した。検討結果はどうなっているのか。また、自治公民館が避難場所となっているところの

トイレの改修費用の補助ができないか。 

（８）団地などには、井戸を持っている世帯もあり、断水時に協力してもらえるように、市として

各自治会と協議できないか。 

（９）福祉避難所として福祉施設に協力してもらうための協議状況はどうなっているのか。 

（10）くりえいと３丁目の造成で、山田川の水量の急増が予測される。赤間苑（稲元２丁目）は水

害時に孤立する危険がある。山田川の一部変更を検討すべきではないのか。 
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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 神湊地域の整備計画立案を 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
（１）神湊地域の位置づけについて 

①歴史と自然環境資源を活かした観光振興施策の中で、どう位置付けているか。 
②近年の施設立地状況をどう分析しているのか。 
③都市計画の中での将来像はどのように描いているか。 

（２）県営漁民アパートの移築について 
①大規模修繕事業はどうなっているのか。 
②その後県との話し合いの進捗状況は。 
③新神湊ターミナル建設に合わせて、市の方針として強力に移築の方向で進めるべきでは。 

（３）九州産業大学寮跡地の活用について 
①大学の意向はどのようなものか。 
②市としての活用方策はないか。 

（４）道の駅と神湊地域の連携について 
①連携を推進するための施策を考えているか。 
②観光客を誘導する動線の整備を検討してはどうか。 
③大社前から皐月橋までの釣川堤防道路の整備を検討してみてはどうか。 

 
２ 豪雨災害対策を急げ 〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

（１）防災対策の災害シミュレーションについて 
①どのような条件設定で災害シミュレーションを行っているのか。 
②市街地の浸水被害が発生するのは、どのくらいの降雨量で、どの地区が浸水するのか。 

（２）田久地区の水害対策について 
①雨水排水路整備によって、以前よりも浸水頻度が高くなっているのではないか。 
②下流域の排水整備の見通しは。 
③釣川の水位が高くなると、この地区からの排水能力に限界が生じるのではないか。その対策と

して市はどのような方策を考えているのか。 
（３）曲地区の農地を遊水地として整備する計画について 
①県事業として検討してみてはと、これまで議員団で提案してきたが、どのような検討がされて

きたのか。 
②地元との話はしたことがあるのか。 
③釣川域全体の農地の遊水地としての能力や可能性を総合的に検討して、この整備計画を県と交

渉すべきではないか。 
 

 

 

【質問者数：１４人、質問項目：２１項目】 

 


