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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 青少年健全育成のためにナイター設備を 
午

前 
2 安部 芳英 P2 １ 田久四つ角交差点付近水害について 

１ 宗像の教育について 3 北﨑 正則 P3 
２ さつき松原の保全活動の現状について 

１ 保育所の待機児童解消の対策を早急に 4 新留久味子 P4 
２ 投票率向上のための対策を 

１ 小中一貫教育の成果と課題について 5 伊達 正信 P5 
２ 市職員の昇格について 

1 2 / 4 
（火） 

午

後 

6 森田 卓也 P6 １ 幼老共生のモデル事業（コミュニティによる学童保育の実

施）について 

１ 地域密着型介護施設の整備を確実なものに 7 末吉 孝 P6 
２ 団地再生に向けて 午

前 
8 杉下 啓惠 P7 １ 認知症になっても安心して暮らせるまちに 

１ 発達障がいの子どもへの支援の充実を 9 高原 由香 P9 
２ 選挙の投票率向上を目指して 

１ 子ども・子育て関連３法施行に伴う子ども・子育て会議の

設置について 10 岡本 陽子 P11 
２ 子宮頸がん対策としてＨＰＶ検査の導入を 

１ 地球温暖化防止の観点からＬＥＤ照明導入を 11 石松 和敏 P13 
２ 安全・安心のまちづくりの推進を 

１ 本市の定住化推進施策について 

1 2 / 5 
（水） 

午

後 

12 神谷 建一 P15 
２ 有害鳥獣駆除事業について 

13 花田 鷹人 P16 １ 農業施策の取り組み状況と課題について 

１ 宗像市西部地域活性化のビジョンについて 

午

前 
14 吉田 剛 P17 

２ ラグビーワールドカップ誘致について 

１ 山田川の早期改修と都市計画道路整備（須恵～東郷橋）の見

通しを 15 植木 隆信 P18 
２ 国民健康保険税について 

１ 私立認可保育所の運営にもっと配慮を 

1 2 / 6 
（木） 

午

後 
16 福田 昭彦 P19 

２ 高齢化するまちを市は今後どのようにサポートしていくか 

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：１６人、質問項目：２７項目】 

一般質問は通告制です。
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発言順 １ １０番 岩木 久明     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 青少年健全育成のためにナイター設備を 〔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。 

社会体育の充実、環境整備をさらに推進するために、小・中学校にナイター設備の完全設置を行

うことで、子どもたちの体格・体力を更に向上させ、「少年サッカーをやる子どもたちの中から全

国高校サッカー選手権大会出場者を輩出し、国立競技場に旗を掲げる。少年野球をやる子どもたち

の中から甲子園出場者を輩出し、甲子園球場に旗を掲げる。」という夢の実現に近づける。 

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に具体的な設置について問

う。 

（１）現在、自由ヶ丘中学校、中央中学校の２校にナイター設備が設置されているが、その利用状

況と効果をどう評価しているのか。 

（２）今後、市内の全小・中学校にナイター設備を設置していく考えは。 

 

 

発言順 ２ ４番 安部 芳英     党派：無所属 ／ 会派：とびうおクラブ 

１ 田久四つ角交差点付近水害について〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

本市で考えられる災害の中でも特に内水災害に対して十分な備えが必要であると考える。田久四

つ角交差点付近は、これまでたびたび浸水、冠水などの水害が発生しており、周辺住民の心労は、

いまだに解消されていない。 

この場所は、自由ヶ丘、葉山方面からＪＲ赤間駅南口につながっており、交通の要所と言える場

所である。水害により周辺住民だけではなく、通勤や通学でここを通る多くの市民への影響も心配

される。 

（１）田久四つ角交差点付近の浸水、冠水対策について 

①過去の被害状況と対策の経緯について 

②浸水、冠水した場合の市民への影響について 

③水害対策の認識について 

（２）防災について 

①自治会での災害に備えるための地域の輪づくりについて 

②避難経路など避難計画の再確認及び民間施設との避難所に関する協定について 

③災害復旧ボランティアを募るための仕組みづくりについて 
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発言順 ３ ６番 北﨑 正則     党派：無所属 ／ 会派：とびうおクラブ 

１ 宗像の教育について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

（１）教育施政方針にうたわれている「安心して子どもを育てることができるまち宗像」における

子育て・教育の役割は。 
（２）宗像高校で開設が予定されている中高一貫教育について 
①募集人員、募集地域、調査研究校からの今後の方向性は。 
②宗像市（地区）に期待される効果と想定される問題点は。 
③本市の小・中学校への影響は。 

（３）各小・中学校の教育活動を支えるための人的支援、物的支援について 
①市学力向上支援教員、市小中一貫教育支援教員の活用について 

  ア 子ども達の多様なニーズに対応できているのか。 
イ 学校全体、学年、学級を一つのチームとして、校長先生を中心に、弾力的な活用方法を検

討できないか。 
②電子黒板などのＩＣＴ教育の導入について 
ア 導入するねらいと期待する効果は。 
イ 平成２４年９月から先行的に配置している玄海中学校区・河東西小学校の先生、子ども達、

保護者の反応は。 
  ウ 今後の取り組みは。 
（４）小・中学校における土曜日授業の実施について 
①土曜日授業のねらいは。 
②平成２５年度の実施予定は。 
③土曜日授業に対する振り替えなど、子ども達や先生への対応は。 

 
２ さつき松原の保全活動の現状について 〔答弁を求める者〕市長、市民協働・環境部長 

（１）さつき松原の被害状況は。 
（２）保全活動の内容とアダプト・プログラムの現状は。 
（３）地域住民への理解をはかるための啓発について 
①対象地域は。 
②時期は。 
③具体的な啓発内容は。 

（４）レクリエーションの森として活用方法は。 
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発言順 ４ １４番 新留 久味子   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 保育所の待機児童解消の対策を早急に 〔答弁を求める者〕市長 
本市は子育て支援として、子どもの医療費無料化制度は、既に小学６年生まで拡大、また、今年

度から子育て世代への家賃補助制度を創設した。全小学校内に施設を設置し学童保育事業を行うな

ど若い世帯が子育てしやすい環境の充実に努めて具体的な対策を行っている。 

しかし、今この若い世帯に欠かせない保育所事業が危機的な状況を抱えている。これまでは、保

育所の待機児童を発生させないとして、随時、保育所の増設や定員数の拡大など進めてきた。しか

し、ここ数年、「子育てしやすいまちということで引越してきたが、保育所に入所できないで困っ

ている。」「フルタイムで働いているが、保育所に空きがなく、自分の母親に仕事をやめてもらって、

子どもを預かってもらっている。」など切実な声が寄せられている。このような待機児童の増加は、

都市部だけの問題ではなく本市においても顕著であり、現況は大変深刻で、保護者や保育事業者か

らも早急な対策が求められている。 

そこで次の点について伺う。 

（１）今年１１月１日現在で、各保育所の定員数を超えて入所している児童は、１９０人となって

いる。それに加え、１０月時点では、１１９人の入所申し込みに対して２１人が入所でき、残

りの９８人は入所を待っている。この現状をどのように捉えているのか。 

（２）今後の待機児童解消の対策をどのように考えているのか。 

（３）公立保育所がない本市は、保育所事業のすべてを私立保育所に委託している。しかし、市独

自の運営費補助金がなく、市内の保育所は厳しい経営状況を抱えている。また、保育事業の要

である保育士の確保も大変厳しい状況の中、福岡、北九州市などとの賃金格差是正のためにも、

市独自の運営費補助制度が検討できないか。 

（４）待機児童解消の対策として、保育所の新設が必要だと考えるがどうか。 

 

２ 投票率向上のための対策を 〔答弁を求める者〕市長 
１０月に行なわれた宗像市議会議員選挙は、５２．０４％で過去最低の投票率となり、有権者の

ほぼ半分は投票行動をしていない。市議会議員選挙は、市民にとっては大変身近な選挙であるにも

かかわらず、低い投票率であったことを受けて、もっと市民が投票しやすい環境整備も必要ではな

いかと考える。 

そこで次の点について伺う。 

（１）期日前投票の投票所を増やす検討ができないか。 

（２）１０月に行なわれた市議会議員選挙では、広陵台４・５丁目で、５００人を超える有権者に

入場券が届かないといった事態が起こった。今後このような事態を繰り返さない対策が必要と

考えるが、具体的にどのような対策を検討しているのか。 
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発言順 ５ ７番 伊達 正信    党派：無所属 ／ 会派：宗像志政クラブ 

１ 小中一貫教育の成果と課題について  

〔答弁を求める者〕市長、教育委員長、教育長、教育部長 

教育施政方針の中で、学校教育の理念において、生きる力の育成が国の方針に沿って、明確に示

された。 

 平成１７年に中央教育審議会において、学校種間の連携・接続について議論がなされ、これまで

の連携の見直しを答申している。その改善策の一手段として、小中一貫教育が研究推進されている

と聞く。 

 宗像市においても国と県の研究指定を受け、平成１８年度に大島中学校区と日の里中学校区を調

査研究校として指定・委嘱して、小中一貫教育が始まった。 

 その後、各中学校区において、同様の研究指定がなされ、当初予定の平成２６年度内に全中学校

区内での研究指定終了予定が、前倒しで推進されていると聞く。その点においては、宗像市の小中

一貫教育は順調に推移していると考えるが、従来の６・３制からするとまったく新しい試みであり、

現状の問題点を憂慮するものである。 

そこで、以下の項目について質問する。 

（１）小中一貫教育において、生きる力を育むために、様々な方針が示されているが、ついていけ

ない子ども達への対処方法はどうなっているのか。 

（２）小中一貫教育の推進を急いだことで、学校現場での先生の混乱の声が聞こえてくるが、支障

は出ていないのか。 

（３）校長先生が複数いることで学校運営に支障はないのか。 

（４）小中一貫教育において宗像発の新しい試みもあっていいのではないかと思うが、そういった

考えはあるのか。 

（５）中高一貫校の概要と将来像を伺う。 

 

２ 市職員の昇格について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
市職員が、夢と希望と誇りを持って職務に励む、その中で新しいプロジェクトが立ち上がり、施

策の実現に向けてエネルギッシュに頑張る。この姿こそが、元気な宗像の源の一つと考える。 

 新しいものにチャレンジし、一生懸命頑張れば、時にはミスを犯したりもする。このような軽微

なミスが、昇格等に響くとしたら職員の働く意欲を削ぎかねない。やる気のある職員を育て、行政

経営を行っていくためにも適正な査定が必要と考える。 

 また、長年続いてきた男女共同参画推進課を機構改編で係にしようとした時、市民の要望でその

後も課として存続することとなった。 

 行政において、女性の社会進出のための環境づくりの意識が問われたところである。 

 そこで、以下について質問する。 

（１）職員の昇格査定の基準と方法について 

（２）職員の処分の種類と内容について 

（３）管理職に女性職員が少ない現状についてどう考えているのか。 
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発言順 ６ ２番 森田 卓也    党派：無所属 ／ 会派：とびうおクラブ 

１ 幼老共生のモデル事業（コミュニティによる学童保育の実施）について 

 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

住民に直接、接するきめ細やかなサービス提供（地域行政）は、コミュニティの整備充実を図り

つつ、主に７０歳超の高齢者の参画なくしては成立して行かなくなると考える。地域行政として捉

えられる領域、すなわち生活現場のニーズは常に新しく発生しその種類は複雑多岐に変化してい

る。ニーズが拡大すれば、それに応じる施策を充実しなければならず今後とも住民ニーズは増え続

け、地域行政の範囲は拡大していくと思われる。 

とりわけ、少子高齢化が急速に進んでいる現代社会においては、老いの課題と共に、子育てにも

深刻な問題がある。幼老共生の考え方は、幼老双方にある課題を逆手に取って、その組み合わせに

より解決の道を見つけ出そうとする発想である。 

そこで、以下の点について伺う。 

（１）幼老共生の事業の今後の取り組みについて 

（２）学童保育事業に幼老共生の理念を取り入れることについて 

現在、コミュニティ運営協議会において地域住民の手で学童保育を運営しようとする動きが

ある。幼老共生の事業のモデルとして、学童保育に関する制度のしばりを解いて、実現するこ

とができないか。 

 

発言順 ７ １８番 末吉 孝     党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 地域密着型介護施設の整備を確実なものに     〔答弁を求める者〕市長 

（１）岬地区の地域密着型介護施設整備の教訓から学ぶものは何か。 
   介護保険事業計画第４期計画中に日の里地区の３カ所で整備計画が失敗したのに対し、岬地

区での整備は、地元から受け入れられ、その後の施設運営にも反映されている。この違いと学

ぶべき教訓は何か。 
（２）地元協働型の整備の手法として、一定のマニュアル化が必要なのではないか。 
 ①市の関わり方とポイントについて 
 ②地元の体制について 
 ③地元住民との協議について 
（３）用地の検討が大きなポイントになるが、その際、行政の土地利用計画に地元の意見等がフィ

ードバックされることが大事と思うが、市の考えは。 
 
２ 団地再生に向けて     〔答弁を求める者〕市長 

（１）空き地・空き家バンクの現状は。 
（２）バンクに登録するとどんなメリットがあるのか。 
（３）宅地基準面積の緩和について考えられないか。 
（４）ＵＲ（都市機構）の計画の状況は。 
（５）定住化促進と高齢者の新しい「住まい方」を模索する複合的な住宅政策が必要。大学等と連

携して研究会を立ち上げるべきでは。 
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発言順 ８ ８番 杉下 啓惠 
 

１ 認知症になっても安心して暮らせるまちに    

〔答弁を求める者〕市長、教育長、健康福祉部長、教育部長、関係部長 

本市の高齢化率は２３．７％（１０月末現在）で、４人に１人が６５歳以上の高齢者という高齢

社会を迎えた。今後も高齢者人口は増加の傾向にあり、本市の「高齢者保健福祉計画」では、平成

２６年度には高齢化率が２５．７％になると予想されている。そして、６５歳以上の人の約１割は

認知症であるとも言われ、認知症は誰もがかかる可能性のある身近な病気である。それにもかかわ

らず、認知症に対する理解は不十分で、認知症になると何もわからなくなるというような誤解や偏

見がいまだにある。また、認知症は予防できること、早期発見が大切で進行を遅らせることが可能

であることも十分に知られていない。 

市民が認知症について正しく理解することで、予防に取り組み、早期発見・治療につなげるとと

もに、認知症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せるよう、認知症の人とその

家族を地域で支えるネットワークの構築が急がれる。また、相談体制の充実、施設の整備も重要だ

と考える。 

（１）認知症になっても多くの人は、周囲の正しい理解と適切な対応があれば、住み慣れた地域で

その人らしく安心して暮らし続けることができる。本市では、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「認知症サポーター」を増やす取り組みが続けられているが、十

分とは言えない。特に若い世代での理解が不足していると感じる。 

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商業施設や一般事業所等での受講は増えているか。 

③小・中学生が認知症サポーター養成講座を受けることは、認知症の理解にとどまるものではな

く、相手を理解しようとし相手に寄り添う心を育む一助になる。このことは、子どもたち自身

が抱えているいじめの問題の解決や、障がい者と共に生きる社会をつくることにもつながるの

ではないかと考える。小・中学校で「認知症サポーター養成講座」を授業の一環として取り組

むことを進めてはどうか。 

（２）認知症サポーターは増加しているが、認知症の人やその家族を地域で支えるネットワークづ

くりについてはなかなか進んでいない。現在、地域では、災害時要援護者把握の取り組みが進

められているが、その取り組みと関連づけて、民生委員や福祉委員などの協力を得ながら市が

コーディネートして、モデル地区でネットワークづくりを進めてはどうか。 

（３）認知症は、早期に発見して適切な治療やケアを行なえば、症状を緩和したり、進行を遅らせ

ることができる場合もあると言われている。 

①認知症の診断を促すための啓発や、相談窓口についての広報はどのように行なっているか。 

②高齢者に関わる機会の多い介護サービス事業者や民生委員を対象とした「気づきレッスン」に

取り組むとのことだったが、受講状況はどうか。 

（４）認知症は、食習慣や運動習慣などの生活習慣の改善によって、予防が可能だとも言われてい

る。市内には、近所で集まって自主的に認知症予防教室を開いている市民のグループがあり、

何年も継続的に取り組んでおられる。地域でグループをつくって活動することは、認知症予防

ができるだけでなく、地域の結びつきを強くする効果も生まれ、とても有益だと思われる。こ

のような認知症予防の活動が広がるよう、市として積極的に支援していくべきと考えるがどう

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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か。 

（５）認知症の人が安心して暮らせるためには、介護する家族も含めた支援が欠かせない。 

①認知症の人の生活機能障がいの進行にあわせて、どのような医療や介護サービスを受ければよ

いのか、具体的な機関名やケアなどの内容を、あらかじめ認知症の人と家族に伝えておくこと

で、本人や家族の不安が軽減されると思われる。そのような支援をすべきと考えるがどうか。 

②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。そのような家族にとっ

て、同じ立場で相談に応じる窓口の果たす役割はとても大きいようだ。本市では、在宅介護者

の会「ひまわり」に相談事業を委託しており、相談室は現在メイトムに設置されているが、交

通の便が悪く、行きにくいとの声がある。市役所に設置することも考えてはどうか。 

（６）在宅での介護が困難になったときの入所先として、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

があるが、入所待機者が多数発生している。今後の整備計画について県との協議は進んでいる

のか。 
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発言順 ９ ３番 高原 由香 
 

１ 発達障がいの子どもへの支援の充実を      

〔答弁を求める者〕市長、教育長、子ども部長、教育部長、関係部長 

本市では、子どもの発達段階において支援の必要な子どもたちには、就学前までの療育施設のぞ

み園がある。発達支援センターが開設されてからは、未就学児だけでなく中学生まで、相談や発達

検査を受けることができるようになった。しかし、就学後の支援先・療育先は未だ整っておらず、

保護者の不安や負担は大きく、成長段階に合わせた継続的支援が、現状では不十分だと感じている。 

そこで、継続的な支援・療育について伺う。 

（１）就学後の療育を市内の専門家やＮＰＯなどへ委託することは、検討したことがあるか。また、

市内の大学との連携で、多くの子どもが療育を受けられるような取り組みをしたことがあるの

か。 

（２）発達障がいのある子どもの保護者は、日々の暮らしの中で、子どもへの関わりに困難さを感

じているため“かゆいところに手が届く”ような保護者への支援が必要だ。宗像市内で、今年

度中に県発達障害者支援センター「ゆう・もあ」による「ペアレント・トレーニング」の講座

が実施されると聞いている。この取り組みで、スキルアップした保護者対象に、更なるステッ

プアップとして本市で「ペアレントメンター」養成講座を取り入れてはどうか。 

（３）平成２４年度は特別支援教育支援員が７名増員された。しかし、更なる充実した支援のため

には勤務時間の延長が必要と考える。今後の方針はいかがか。 

（４）本市の特別支援学級に在籍する児童生徒は、通常学級で学習する時間があるにもかかわらず、

学級編成の際に、その人数にカウントされていない。そのため、１学級の人数が４０人を超え

て、クラス全体に細やかな対応が行き届きにくい学校がある。そこで、在籍の考え方を埼玉県

独自の学籍である「支援籍」（支援の必要な子どもがその子にあった学習活動を行うために、

在籍する学級以外に置く）の仕組みを取り入れるような考えはないか。 

（５）通級指導教室は、自由ヶ丘小学校に４学級、中央中学校に１学級設置されている。他の学校

から通う他校通級は、在籍校の授業を抜けて、時間をかけて通う親子の負担が多い。また、保

護者の送迎が困難なために、他校からの通級希望を出さないなどの声を聞く。他の自治体では、

巡回による通級指導を実施している事例がある。巡回通級の検討はできないのか。 

 

２ 選挙の投票率向上を目指して    〔答弁を求める者〕市長、総務部長 

今回の市議会議員選挙の投票率は、５２．０４％だった。前回（平成２０年）選挙の投票率は、

５７．３１％と合併後から投票率が低下し続けている。民意が反映された選挙であるためには、投

票率を上げることは急務と考える。この低下し続ける投票率について、市の見解を伺う。 

前々回からの投票率低下を踏まえて、広報などの工夫はなされたか。 

（１）市役所の垂れ幕だけでなく、コミセンや商業施設、駅など、人が集まる場所をもっと活用し

てはどうか。また、ふれあいバスに掲示されていたが、バスの柄と区別がつきにくいため、気

づかなかったという声もあった。色や大きさなどに工夫が必要ではなかったか。 

（２）ポスター掲示板の設置する場所に基準はあるのか。広陵台は、約７５０世帯あるにもかかわ

らず、掲示板がないのはなぜか。 

（３）年代別での投票率をみると、６０代は６７．２％、７０代は７３．４％であるのに対し、 

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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２０代は２８．２％、３０代は３６．６％と４０％を切っている。２０代、３０代の人が投票

に行かない原因を把握しているか。また、その解決についての取り組みはあったか。 

（４）田久の一部の世帯は、赤間第二投票所（赤間西コミセン）で投票を行っている。校区外であ

るため場所がわからない、交通手段がないなどの理由で、投票に行けないという声があった。

投票所区域割の見直しは出来ないのか。 
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発言順 １０ ５番 岡本 陽子      党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 子ども・子育て関連３法施行に伴う子ども・子育て会議の設置について 

〔答弁を求める者〕市長、子ども部長 
子ども・子育て関連３法が成立し、２０１５年の本格実施に向けて子育て予算が、１兆円増額。

女性の社会進出は増加の一途をたどり、子育て支援に関するニーズも変化してきている。この財源

を活用して幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」をはじめ、待機児童の解消に向けて

小規模保育や、保育ママなどの家庭的保育を含む多様な保育が拡充、大きな課題になっている保育

士の待遇改善が進められる。 

子ども・子育て３法の具体化には実施主体となる自治体が重要な役割を担う。本市に合った子育

て支援を考え、予算を効果的に活用するために、計画立案には幼稚園や保育所の事業者、利用者、

児童委員など現場の意見を反映させる必要があると考える。 

（１）本市の子育て支援の成果と課題について 

①これまで行ってきた子育て支援、関係する機関との連携の成果は。 

②課題と課題解決のための取り組みは。 

（２）準備組織の設置について 

①新制度への移行にあたり、関係部署は事業計画や条例の策定など膨大な準備が必要である。新

制度へ円滑に移行し、制度を活用した事業計画を策定するためには、様々な立場で子育てに関

わる人が十分に意見を交わし、課題やニーズを検討する必要がある。新制度に対応した事業計

画を策定するため、子ども・子育て会議の設置を検討してはどうか。 

②新制度に対して、保護者から不安の声が聞かれる。保護者に新制度についての情報を十分に提

供するとともに、保護者が気軽に相談できる体制を整えることが必要ではないか。 

（３）事業計画の検討について 

平成２７年度からの本格実施に向け、事業計画を平成２６年度半ばまでには作成するため

に、平成２５年度予算に事業計画策定に向けたニーズ調査のための予算計上が必要ではない

か。 

 

２ 子宮頸がん対策としてＨＰＶ検査の導入を    〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
厚生労働省は、子宮頸がんの検診について従来の細胞診に加えて「ＨＰＶ（ヒトパピローマウイ

ルス検査）」を来年度から導入する方針を固め、来年度予算の概算要求に、検査への補助を柱とす

る新規事業費１１６億円を盛り込んだ。 

子宮頸がんの２０代から３０代女性の発症率は急増している。子宮頸がん好発年齢が結婚、出産、 

家事、育児、仕事など女性にとって重要な時期にあたることを考えると、子宮頸がんに罹患した場

合に生じる女性の心や体に与えるリスクは高い。思春期のワクチン接種に加え、子宮頸がんの予

防・早期発見のためには細胞診とＨＰＶ検査の併用実施は重要な取り組みであると考える。 

（１）子宮頸がん対策の実績について 

①平成２２年第１回定例会で、ワクチン公費助成の取り組み、年齢毎の受診実績等の事業総括を

述べられている。その後の総括から受診率の向上に関する取り組みとその課題は。 

（２）細胞診とＨＰＶ検査の併用について 

①ＨＰＶ検査を導入する考えは。 
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②ＨＰＶ検査は費用が高く、対象者の負担が大きい。検査費用の一部を補助できないか。 

（３）がん検診率向上のための教育について 

①検診率向上のために、予防に関する知識の普及、意識の啓発、相談、検診体制等の整備が急が

れる。啓発活動も、若いうちに行うことで子宮頸がんのみならず性感染症予防の啓発にもつな

がるのではないかと考える。啓発活動の現状、その成果と課題は。 

②関係機関との調整はどのように図っているか。 
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発言順 １１ １５番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 地球温暖化防止の観点からＬＥＤ照明導入を    〔答弁を求める者〕市長 
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、エネルギー政策の大きな転換が課題となり、それ

はまた電力分野だけの問題ではなく、社会全体で考えなければならないテーマとなっている。 

 電力多消費のわが国においては、逼迫する電力事情を背景に、省エネ対策として公共施設へのＬ

ＥＤ照明の導入は積極的に検討すべき課題といえる。またＬＥＤ照明の導入は、電気料金値上げに

よる財政負担の軽減を図ることにもつながる。 

 しかし、ＬＥＤ照明への「切り替え」となると、照明器具が高価なため、予算確保に時間がかか

ることが予想される。また、導入できても、初期費用は重い負担とならざるをえない。逼迫する電

力事情と省エネ対策を推進するために、こうした事態を打開したいところ。 

 その一つの手法として、民間資金を活用したリース方式によって公共施設へのＬＥＤ照明導入を

進める動きがある。リース方式を活用することによって新たな予算措置をすることなく、電気料金

の節減相当分でリース料金を賄うことを可能とするもの。 

 例えば、神奈川県は今年度、電気料金の削減額を活用し、県有施設でリース方式によるＬＥＤ照

明の導入を本格的に進めている。 

 ＬＥＤ化されているのは、１日当たりの点灯時間や年間点灯日数などからＬＥＤ照明に交換した

場合の電気代削減額を計算し、削減額がリース料を上回る見込みの箇所である。 

 具体的には、県立学校をはじめ、警察署、県税事務所、保健福祉事務所、土木事務所、図書館な

ど計約１７０施設の照明約７万本。同県では年間８，０００万円程度の電気料金が削減できる見通

しで、削減相当分でリース料を賄うため、新たな予算措置は伴わない。 

 また、茨城県取手市では、昨年の１１月に蛍光灯を使用している市内の防犯灯約９，７００本を

リース計画によるＬＥＤ照明に替えると発表。本年４月から５カ月かけてＬＥＤに交換。市内の全

防犯灯をＬＥＤに切り替えるのは県内初の取り組み。 

同市によると、蛍光灯を使用した防犯灯による年間経費は、電気料金の約２，６００万円と蛍光

管の取り換えを含む修理費の約１，５００万円が必要で、無点灯による市民からの通報なども多く、

市職員が対応に追われていたという。 

今回のＬＥＤ化は、リース会社から１０年契約で賃借する方法を導入。この場合、初期設置費は

約２億５００万円（メンテナンス込み）掛かるが、年間経費は電気料金の約１，４００万円のみ。 

１０年後には、蛍光灯使用時とＬＥＤ灯とのコスト比較では約６，２００万円の削減に、また防犯

灯業務担当職員の人件費削減やリース使用料を加味した全体では、１０年間で約１億８，９００万

円の経費を削減できる。 

さらに、広島県府中市では、町内会管理の防犯灯を「一括リース契約方式」によりＬＥＤ化を進

めている。平成２３年度は、一括リース方式へ７０町内会のうち５３町内会からの申請があり、府

中市内の防犯灯のうち２，４２７本がＬＥＤ灯へ移行している。 

 そこで、本市でも各地の先進自治体を研究し、逼迫する電力事情と省エネ対策を推進するために、

また地球温暖化防止の観点からも、リース方式による公共施設へのＬＥＤ照明の導入を検討すべき

と考えるが、執行部の見解を伺う。 
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２ 安全・安心のまちづくりの推進を      〔答弁を求める者〕市長 
（１）実効性のある「空き家」条例の改正を 

「空き家等の適正管理に関する条例」（平成２３年９月議会成立、平成２４年１月１日施行）

が今年から施行されているが、行政代執行が可能な規定がないため、条例施行後も多くの苦情

などを聞く。 

全国で最近制定したり、施行された自治体の条例の特徴は、行政代執行の規定や、過料を科

すなどの罰則規定を設けるなど、市民の安全確保に重点を置いているように感じる。 

例えば、山口県萩市は１０月から条例を施行した。市内には４，１６０戸（２００８年住宅・

土地統計調査）の空き家がある。市長が「命令」しても改善されない場合は、所有者らの住所、

氏名などを公表。市が空き家を撤去する行政代執行も規定し、費用を所有者らに請求できる。 

   また、神奈川県横須賀市では、１０月から条例を施行した。市内には空き家が約２万戸に上

っている実態などを踏まえ、空き家の所有者に適正な管理を求める条例の制定を、６月議会に

議員提案で可決している。違反する所有者らには、指導、勧告、措置命令を段階的に行い、正

当な理由なく命令に従わない場合は氏名や住所を公表。「著しく公益に反すると認められると

き」は行政代執行を認め、その費用は所有者らから徴収できると定めている。さらに、必要な

措置を講じなかった者に対して、５万円以下の過料とする罰則規定も盛り込まれている。 

そこで、本市でも各地の先進自治体を研究して、行政代執行の規定や過料を科すなどの罰則

規定を設けるなど、実効性のある条例改正を行うべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（２）実効性のある「空き地」条例の運用を 

「空き地の清潔保持に関する条例」（平成１８年３月議会成立、平成１８年７月１日施行）

が施行されて約６年が経過する。当初は、空き地の所有者に行政代執行が可能な条例を添付し

た文書を送付した結果、相当な効果があり改善が多く見られたと聞く。しかし、最近では、悪

質な所有者が固定化しており、条例の効果が少なくなったのかと思われる。 

空き地に雑草や樹木が繁茂し放置されている箇所では、周辺住民が大変迷惑を受けている。

本市の条例には、第７条で「著しく公益に反すると認められるとき」は行政代執行を認め、そ

の費用は所有者らから徴収できると定めている。ここでのポイントは、「著しく公益に反する

と認められるとき」の基準が何かが重要になる。 

そこで、本市でも各地の先進自治体を研究して、行政代執行の運用基準を明確にするなど、

実効性のある条例の運用を行うべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（３）防犯対策の観点から街路灯の増設を 

本市の主要な道路（住宅街は除く）には街路灯が少なく、防犯上からも暗くて危険ではない

かと考える箇所も多い。限られた予算の関係もあろうが、安全・安心の観点から街路灯の増設

を望む市民の声は多い。 

   そこで、街路灯の設置基準について、執行部の見解を伺う。 
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発言順 １２ ９番 神谷 建一    党派：無所属 ／ 会派：宗像志政クラブ 

１ 本市の定住化推進施策について   〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 

近年、本市の人口は、ほとんど横ばい状態が続いている。近隣市では、大型の宅地開発が進むで

いるが、近い将来、本市においては人口減少と少子高齢化の進展は避けられない問題であると考え

る。大きな産業収益のない本市にとって、人口減少、特に若い人たちが少なくなることは、本市の

財政運営が逼迫するだけでなく、地域コミュニティの担い手不足やまちの活力低下などさまざまな

問題が発生すると考える。 
こうした状況の中で「宗像に住んでみたい」と思ってもらえる総合的な定住化施策に取り組むた

め「住んでみたいまち宗像５年計画」を住宅市場の活性化、居住環境の充実、定住ＰＲの充実の３

つの柱として策定した。これに基づきさまざまな定住化推進事業が実施されている。計画の２年目

を終える中で、本市の定住化推進事業の進ちょく状況を以下の項目に沿って質問する。 
（１）企業誘致について 

①企業誘致による雇用の場の確保が必要と考えるが、これまでの取り組み状況と成果は。 
②地元優良企業への支援策強化も今後の雇用の場の拡充につながると考えるが市の見解は。 

（２）住宅環境の整備について 
 ①若い世代に住んでもらうためには利便性のよい場所、用途地域の見直しによる宅地開発などが

必要と考えるが市の見解は。 
 ②子育て世帯・新婚世帯を応援する住宅取得に伴う助成制度の成果と今後の課題は。 
 ③空き地・空き家の有効利用、空き家バンク設立後の成果と課題は。 
（３）定住促進ＰＲ「若い世代が住んでみたいまち宗像」一番の魅力は何なのか、市の見解は。 
 

２ 有害鳥獣駆除事業について   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

農業関係者の懇談会の中で必ず出てくる要望が、イノシシ被害への対策である。市では防除対策

として、電気・金網柵などの設置補助制度、捕獲対策として地元猟友会を中心に年間相当数のイノ

シシ駆除を実施している。こういった対策にもかかわらず、農作物被害は年々増加の傾向にある。 

たま、近年の農業後継者不足による耕作放棄地の拡大や高齢化に伴う猟友会会員の減少によっ

て、更に被害が拡大するのではないかと心配される中で、近隣市町と共同で本市にイノシシ加工処

理施設が１２月に完成し、１月から駆除後の処理を開始する。 

施設が整備されることによって、駆除事業の更なる拡大や捕獲後の肉の活用を運営組織を中心に

さまざまな知恵を結集して検討し、イノシシ被害減少につなげていけるのではないかと大いに期待

するものである。 

今後の運営に関して、以下の項目について質問する。 

（１）加工処理施設の運営方法と運営組織の概要は。 

（２）猟友会の会員減少に伴う今後の問題点や解決策は。 

（３）食肉としての販売についての検討は進んでいるのか。 
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発言順 １３ １１番 花田 鷹人   党派：無所属 ／ 会派：宗像志政クラブ 

１ 農業施策の取り組み状況と課題について   〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
農業施策の取り組み状況と課題について問う。 

（１）人・農地プランについて 
（２）後継者、新規就農者等の新たな担い手の確保育成について  
（３）米粉パンの消費拡大について 

①製粉工場誘致について 
 ②学校給食への供給、直販所への拡大について 
（４）有害鳥獣対策について 
 ①イノシシ、鹿、カラス等の駆除について 
 ②イノシシ加工処理施設について 
（５）耕作放棄地対策について 
（６）宗像産農産物のブランド化について 
（７）農産物の６次産業化について 
（８）農業への異業種参入について 
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発言順 １４ １番 吉田 剛   党派：無所属 ／ 会派：宗像志政クラブ 

１ 宗像市西部地域活性化のビジョンについて    〔答弁を求める者〕市長。関係部長 
東郷駅を中心とした宗像市西部地域に現在、整備計画が３つ計画されてる。①東郷駅北口整備計

画と平井１０号線整備、②田熊石畑遺跡整備計画、③大井ダム整備計画。この３つの市の整備計画

にあわせて県道の宗像福間線の整備促進が望まれている。 

この３つの整備計画は、それぞれが偶然発生した単発の事業であるとのことだが、ただばらばら

に作るだけではなく、同じ方向性をもち、地域活性化の戦略として計画するべきであると考える。 

そこで、以下の点について伺う。 

（１）宗像市西部地域の活性化のビジョンと３つの整備計画の位置づけとは 

（２）大井ダムの整備では、３メートル水位を下げて陸地になる部分だけに遊歩道を整備する計画

だが、近年のランニングブームやレジャー需要、景観を考えると周遊できる遊歩道を整備する

必要があると考えるがどうか。 

（３）東郷駅前から田熊石畑遺跡までの導線として、八並川沿いに遊歩道に整備してはどうか。 

 

２ ラグビーワールドカップ誘致について    〔答弁を求める者〕市長。関係部長 
２０１９年９月から１０月の６週間、世界的スポーツイベントである「ラグビーワールドカップ」

の日本開催が決定している。このラグビーワールドカップはスポーツイベントとしては、オリンピ

ック、サッカーワールドカップに次いで、世界３番目の規模を誇るイベントであり、世界で４０億

人が視聴する大会である。２０１９年ラグビーワールドカップ日本大会では、日本全国の１０から

１２都市で試合が開催、２０１４年に開催地が決定、２０１５年にキャンプ地が決定される予定で

ある。 

今、宗像市にはプロラグビーチームであるサニックス、小・中学校の玄海ジュニアラグビークラ

ブ、中高一貫の宗像高校、新しくラグビー部をつくり強化をすすめている東海大五高校、シニアの

玄海オールドパイレーツとたくさんのラグビーチームが存在している。またグローバルアリーナと

いう施設もあり、市民にラグビーというスポーツが浸透している。 

この恵まれた環境をいかして、ラグビーワールドカップという一大イベントを行うことは市民が

具体的な目標に向かって一丸となり、世代を超えたコミュニケーションをとることになる。定住化

施策を進めていく中で、今後、本市の長所である「人間関係」が薄くなっていく可能性がある。こ

のラグビーワールドカップという共通項を持つことは、新しい宗像の絆をつくることにつながる。 

また宗像の観光資源、宗像人としてのおもてなしの心を国内外にアピールする絶好の機会とな

り、教育面においても世界の人々との交流により国際感覚を身につける場となる。そして、インフ

ラ整備などの経済効果も当然伴う。 

宗像の、そして宗像に住む子ども達の可能性を広げるためにラグビーワールドカップ公式試合、

もしくはナショナルチームのキャンプ地として誘致をすることについて市の見解を伺う。 

（１）宗像市として協力参加していく考えは。 

（２）公式試合開催のためには、ハード面で５万人規模の観客席、大型ビジョン、ナイター設備が

必要といわれているが、開催地として立候補する考えは。 

（３）福岡市、北九州市が公式試合の開催地として立候補している。キャンプ地として立候補する考

えは。 
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発言順 １５ １７番 植木 隆信   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 山田川の早期改修と都市計画道路整備（須恵～東郷橋）の見通しを 

〔答弁を求める者〕市長、都市建設部長 
山田川の河川改修は、事業全体の見通しがいまだに立っていない。 

一方、山田川改修と密接な関係にある旧国道３号（県道６９号宗像玄海線）と重なっている都市

計画道路の整備見通しもない。 

来年４月オープンに向けて、旧中央公民館敷地にコミュニティ・センター河東会館の建設が進ん

でいるが、旧国道３号からの出入りが長年の課題となってきた。さらに、この進入道路がたびたび

浸水するなどの事態も出ている。この問題を抜本的に解決するには都市計画道路の整備が必要だと

考える。 

（１）市として今後の河川改修の見通しをどのように見ているのか 

（２）未買収用地について県とどのような協議を考えているのか。 

（３）山田川と平行しない区間の道路の拡張を先行的に行うことは考えられないか。 

 
２ 国民健康保険税について    〔答弁を求める者〕市長、健康福祉部長 

本市は、今年度の国民健康保険特別会計に一般会計から法定外繰入をはじめて行い、国民健康保

険税の値上げをしなかった。しかし、その後「むなかたタウンプレス」で毎月に渡って国保問題の

キャンペーンを行ってきた。これは「来年度には国民健康保険税の値上げを行う。」との布石と多

くの市民は見ている。 

市長は「国保会計で議会と十分協議したい。」旨の議会答弁を行ってきたが、値上げを前提とし

た協議（条例案提出）を行っていくのか伺う。 
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発言順 １６ １２番 福田 昭彦     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 私立認可保育所の運営にもっと配慮を    〔答弁を求める者〕市長、子ども部長 
本市は現在、１１の私立の認可保育所に保育事業を委託している。これらの保育所は３０年前よ

り０歳児保育、障がい児保育、延長保育を実施しており、現在では子育て支援、体験保育、一時、

休日、特定保育など保護者のニーズに応えながら子育て家庭を支援している。 

今後の良質な保育事業を考えれば、保育所運営はゆとりをもって行うことが重要と考えるが、現

実には本市の保育所を取り巻く環境は年々厳しくなっている。 

そこで、次の４点について質問する。 

（１）待機児童解消が喫緊の課題であるが、この解決策をどのように考えているか。 

（２）保護者が育児休暇を取得すると在園児は退園しなければならないが、これを保護者の選択に

できないか。 

（３）近隣都市と比較して保育士の給与に格差があるため、本市に就職希望の保育士が少なく人材

不足に陥っている。保育士の人材確保のためにも市が単独で補助金を出すことはできないか。 

（４）今年より体験保育事業の補助金が無くなった。これが復活する可能性はあるのか。また、地

域活動事業の補助金が今後打ち切られる可能性があると聞くがどうか。 

 

２ 高齢化するまちを市は今後どのようにサポートしていくか 

〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
本市の高齢化率は２３．７％に達し、今後も増加傾向にある。その高齢者の見守りについて、見

守りの基本は隣近所の地域住民だ。地域分権を推進し、地域住民が主体となったまちづくりを目指

す本市では、地域住民で高齢者や障害者などの生活弱者を見守っていこうという基本理念がある。 

しかしながら、地域住民だけで見守ることには限界がある。集合住宅（特に自治会の加入率の低

い集合住宅）では、隣に住む住人を知らない場合が少なくない。集合住宅では、救急車が棟の前に

到着しても、誰ひとり出てこない。人が死のうが、病気で倒れようが、「我関せず」の世界がそこ

にはある。 

高齢化するまちと住民を市は今後どのようにサポートするか。市の見解を聞きたい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問者数：１６人、質問項目：２７項目】 

 


