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日程 発言 議員氏名 発言の項目 
1 子ども部の設置における教育委員会との連携について 1 岩木 久明 P2 
2 人権対策課と男女共同参画推進課の統合について 

2 石松 和敏 P3 1 希望あふれる自治体経営を実現するためには 

1 住み慣れた地域での高齢者生活支援、「買い物弱者」支援につい

て 3 石橋 文恵 P4 
2 市民の健康維持、検診受診率アップめざして 

1 事業改善のツールとなる事業仕分けに 4 杉下 啓惠 P6 
2 次期焼却場建替えに向けてごみ減量を 
1 農業活性化に向けての取組みについて 

12/7
3/2 
(水) 
(火) 

5 花田 鷹人 P8 2 介護予防の見地から公園に健康器具の設置を 

1 指定管理者制度の中間検証と今後の進め方は 6 神谷 建一 P9 
2 宗像市をスポーツ交流の拠点に 

1 持続可能な発展する宗像づくりについて 7 田原 敏美 P11 2 低炭素社会へ向けてについて 

1 消費生活問題の対策について 8 小島 輝枝 P12 2 子育て支援対策について 

1 宗像沿岸区域の海洋緑化に対する対策の検討を 

9 新留久味子 P13 2 地域経済を活性化するために地元での仕事おこしをすすめる対策

を 

3/3 
(木) 

10 日隈 一憲 P15 1 都市計画税について 

1 人権対策課の課題について 3/4 
(金) 11 植木 隆信 P16 2 ごみ焼却についての今後の課題について 

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：２０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 子ども部の設置における教育委員会との連携について 

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、総務部長、教育部長、健康福祉部長 

教育政策（教育行政）は、学校教育をはじめとして“子ども”がその中心的な存在である。谷井

市政は、この４月から「子ども部」を設置し、次代を見据えてその担い手となる子どもの育成強化

を進めようとしている。しかしながら、「子ども部」の設置は、これまで教育を司ってきた教育委

員会から分離させ、市長部局の下で子ども施策を展開しようとしている。ついては、この進め方に

ついて考えを問う。  

（１）市長部局の下で子ども施策を展開しようとする時に、教育委員会制度の本来の趣旨である「政

治的中立性」が保てるのか。また中立性を失わないための手立てはあるか。 

（２）教育委員会所管の学校教育以外の子ども施策について現在の教育委員会との連携はどう進行

管理を行うのか。 

（３）「子ども部」の設置は、谷井市長のマニフェスト項目でもあり、平成２３年度予算・事業も

いくつかの目玉事業が掲げられている。谷井市長の子ども施策における考え方や進め方、理念

について市長の政治的見解を問う。 

 

2 人権対策課と男女共同参画推進課の統合について  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、総務部長、市民協働部長 

１２月議会にて部設置条例の改定を行い、効果的・効率的組織や社会ニーズに即した組織、市民

にわかりやすい組織等を主眼に、市役所の組織機構の改編案が提示された。特に人権対策課と男女

共同参画推進課の統合案については、市民からも男女共同参画推進課の存続を求める請願が提出さ

れ趣旨採択とし、本議会からも本案に対し名称を改めることとしての付帯決議を行った。その後、

執行部は１月の議会全員協議会において、その課の統合については実施せず、保留（凍結）する旨

の報告がなされた。ついては、この取り扱いについての考え方や今後の展望を問う。 

（１）課の統合案を保留（凍結）した理由、考え方の説明、及び条例上の取扱い（条例、規則等の

理論説明）を市民目線で解りやすく説明していただきたい。 

（２）両課の統合については今後更に議論される予定であると理解するが、どのように進めるのか、

見解を問う。 

（３）市の人権政策を展開する上でも、人権課題と男女共同参画社会の推進課題をどのように仕分

けして進めようとしているのか考えを問う。 
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発言順 ２ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 希望あふれる自治体経営を実現するためには 〔答弁を求める者〕市長 

谷井市長就任２期目の基本政策は、「市民の元気力で安心のまちづくり」、「市民が誇りに感じら

れる快適都市づくり」、「改革とチャレンジでまちの安定経営」である。 

市長の基本政策を実現するためには、行政経営改革プラン（第２次行財政改革アクションプラン）

を確実に実行し、平成２２年度から平成２６年度末までの５年間、「ヒト・モノ・カネ」の経営資

源の一体的な改革を推進していくしかないと考える。 

 そこで、行政経営改革プランの中から以下１０項目について市長並びに執行部の見解を伺う。 

（１）住民サービスの向上について 

①住民票の写しや印鑑登録証明書などの自動交付機の新型機への更新及び駅や商業施設への再

配置、並びにコミセン配達サービスの見直しについて、執行部の見解を伺う。 

②休日窓口サービスを試験として平成２１年度より２回実施したが、その成果と今後の展開につ

いて、執行部の見解を伺う。 

③市税のコンビニ収納について、平成２２年度には軽自動車税を実施したが、その成果と今後の

展開について、執行部の見解を伺う。 

（２）システム等の見直しについて 

①総合経営システムの見直しの一環として、今年１月１５日に本市としては初めての外部評価

（事業仕分け）を実施したが、その成果と今後の本格導入について、執行部の見解を伺う。 

②平成２１年度に整備した第２委員会室における議会映像設備について、議会としては常任委員

会や予算・決算特別委員会などの審議を「市民に開かれた議会」にするために、平成２２年６月定

例議会より活用している。しかし、議会閉会中は他の部署の委員会室利用においては、設備の有効

活用がなされていない。各種審議会や市民会議等の模様を必要に応じて配信できるよう活用すべき

と考えるが、執行部の見解を伺う。 

（３）市税等の収入確保について 

 ①保育料の滞納対策強化として、保育料納付の公平性を保つため、債権を中心に滞納処分の実施

強化を図るとある。収納率の向上として、平成２２年度の年次目標は現年分９７％と滞納繰越

１０％とあるが、その成果について、執行部の見解を伺う。 

 ②給食費収納率向上として、収納率向上に有効な取り組みを実施するとある。平成２２年度は先進地

の状況調査、滞納者の状況把握と訪問徴収などの実施を行い、収納率の向上として、現年分９９．

６％とあるが、その成果について、執行部の見解を伺う。 

 ③厚生労働省は、平成２３年度の子ども手当で保育料や給食費だけでなく教材費や修学旅行費なども

天引きできるよう方針を決めている。但し、どの費用を対象とするか、誰を対象にするかは市町村

が選ぶことにしている。そこで、本市としてはどのように対応するのか、執行部の見解を伺う。 

 ④職員駐車場代の見直しとして、対象者の拡大と料金の値上げを行うとあり、平成２３年度より対象

者の拡大と料金の値上げの実施とあるが、その内容について、執行部の見解を伺う。 

 ⑤広告料収入の確保として、ホームページや広報紙以外の広告料収入の増加を目指して、多岐にわ

たる項目による実施を図るとある。平成２３年度の年次改革効果としては４０万円を予定してい

るが、その内容について、執行部の見解を伺う。 
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発言順 ３ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 住み慣れた地域での高齢者生活支援、「買い物弱者」支援について 〔答弁を求める者〕市長 

（１）本市発展を担ってきた住宅団地の長寿化と共に、住む人たちの高齢化が進んでいる。また、

中山間地域での高齢者世帯も増えている。高齢者世帯にあって、住み慣れた地域で安心して暮

らせる環境の整備が急がれるが、どのように考えるか。また、課題を的確に把握するため各地

対象者に実態調査をおこない、地域の方々と何ができるか、行政としての支援はどのようにす

るのか、各コミュニティにもぐりこんで住み慣れた地域での高齢者支援に取り組むことが望ま

れるが考えを伺う。 

（２）商店街の衰退や団地内のスーパーの撤退などにより、車の運転ができず家族の支援も得られ

ずに、食品など日常の買い物に困っている方々が増えている。経済産業省の推計によると、こ

のような「買い物弱者」は全国で６００万人程度にも上る。「買い物弱者」の現状を検証し、

解決に向けた取り組みについて、２０１０年５月に経済産業省の商務流通グループ流通政策課

が、「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書」として取りまとめ公表している。

報告書では、「医療や介護のような公的制度が整備されていないことも踏まえ、社会的課題と

して対応することが必要」として、各省庁の連携も呼び掛けている。 

 ①支援策としてどのようなことが考えられるか。 

②具体的に実施する際どのような課題があり、その対策にはどのようなことが考えられるのか。 

（３）買い物に出かけることは高齢者にとっても楽しみの一つである。高齢者に対して外出の機会

を与え、そのことが間接的には介護予防にも役立つと考えられる。 

①包括支援センターで行う在宅福祉サービス事業の横出しメニューとして、「買い物支援」を入

れてはどうか。 

②広い宗像市域で包括支援センターが、市役所内に１カ所では仕事量も多く、市民にとっても行

き届いたサービスになっているか心配である。市内民間事業所数カ所に出張所としての位置づ

けをする考えはないか。 

 

２ 市民の健康維持、検診受診率アップめざして 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

日本人の３人に１人は、がんで亡くなる、いまや「世界一のがん大国」である。しかし、がんを

防ぐ決定的な方法はない。だからこそ「がん検診」で早期発見をすることが極めて重要。ところが、

日本のがん検診の受診率は、欧米の７～８割に比べ、２割程度と極端に低い。 
（１）２０１１年度末までに「がん検診受診率５０％以上をめざす」とされている目標に対し、本

市の受診率はどの程度となっているのか。更に目標達成へ向け、どのような対策が考えられて

いるのか。 
（２）女性特有のがん、乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン導入による効果はどのように検証

されているか。今後も無料クーポン及びワクチン助成の継続、拡大を望むがいかがか。 
（３）子宮頸がん予防ワクチンの公費助成の取り組みを高く評価する。せっかく無料接種できる体

制を作ったのに、どれだけの対象者が受けるかという視点での配慮が必要。どのような対策が

講じられているか。 
（４）子宮頸がん予防ワクチンの接種は１０歳代のできるだけ早い時期に接種することが望まし



 

5/17 

い。正しい知識を普及させるため、教師、保健室職員、保護者、当事者に対する啓発はどのよ

うに行われるのか。また、義務教育段階での「がん教育」が必要と考えるがいかがか。 
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発言順 ４ 
 

１ 事業改善のツールとなる事業仕分けに 〔答弁を求める者〕市長、経営企画部長 

先般、市の１６事業について、有識者から成る仕分け人１２人と市民判定人３０人による、外部

評価（事業仕分け）が一般公開の場で行なわれた。 

外部評価は、行政職員が事業の効果や自らの仕事を再認識することにつながるという効果があ

り、市政に関心を持つ市民を増やすきっかけにもなると思われる。一方で、仕分け人が宗像市の実

情を理解できていたか、市民判定人が判断するのに十分な情報を得られていたかなど課題があると

感じた。 

市は今回の外部評価を試行として、来年度１０月から本格的に実施する予定だが、今回の試行結

果を十分に検証し、外部評価が市民にとっての行政サービスをより良く改善するためのツールとな

るよう、今後の取組みを進めてほしい。 

（１）今回の外部評価の主目的は、事業に対し外部の視点での改善提案を受けることだと担当課は

説明していたが、その目的を達成できたと評価しているか。 
（２）今回の方式では、１事業あたり３０分程度の質疑で十分な検証が行なわれたのか、疑問の声

が多く聞かれる。次回以降もこの方式で行なうのか。 
（３）評価対象事業の選定において、基準やだれが選ぶかということはとても重要だ。例えば、対

象事業の中には市民団体との協働事業、しかも１～２年目の事業もあり、今回「必要か」「有

効か」と検証されたことに市民団体からとまどいの声が聞かれた。評価対象事業は、どのよう

な基準で、どのような経過で選んだのか。今後はどのように選定するつもりか。 

（４）市民判定人には１０日ほど前に資料が配布されたが、事業内容についての学習会は行なわれ

なかった。市民判定人の参加は意義があると思うが、判断するのに十分な情報が得られるよう、

事前の学習会が必要と考えるがどうか。 
（５）仕分け人の発言が市民判定人に与える影響は大きいと思われる。コーディネーターの論点整

理の仕方によっては、同じ事業であっても評価が異なってくるのではないかと感じた。仕分け

人については、宗像市の現状や制度に理解がある人を選ぶべきだと考えるがどうか。 
（６）「事業仕分け」という呼称から、国の事業仕分けについてのマスコミ報道等のイメージと重

ね合わせ、歳出カットが主目的のように感じている市民も多いようだ。むなかたタウンプレス

２月１５日号の記事の内容も、各事業の実施を「廃止か継続か」「市がやるべきかどうか」判

定結果を得ることが主目的であったかのような誤解を与えかねない内容になっていると感じ

る。今回の外部評価の目的、「結果より経過を重視している」ということが市民に正確に伝わ

っていないのではないかと思われるが、その認識はあるか。 

 

２ 次期焼却場建替えに向けてごみ減量を 〔答弁を求める者〕市長、市民環境部長 

ごみの分別回収が進み、ごみ減量とリサイクルの取り組みが市民参加で行なわれている。それで

も一日平均約５０トンの家庭ごみが宗像清掃工場で燃やされ、ごみ処理に年間２０億円を超える税

金が使われている。清掃工場が稼動して７年になるが、工場の耐用年数は２０年と言われている。

次期焼却場をどうするのか今から考え、対策を立てることが必要だ。 
燃やすごみを減らすことは、地球温暖化の一因を減らし、限られた資源を大切にすることにつな

１番 杉下 啓惠 

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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がる。また、焼却にかかる費用を少なくすることで、福祉や教育などにその費用を充てることがで

きる。そのようなことを市民にもっと訴え、焼却ごみの減量をさらに進めるべきだと考える。 
（１）市内の家庭から出る焼却ごみに含まれる約４割が生ごみである。生ごみに含まれる水分はご

みを燃えにくくするため、助燃剤のコークスが大量に必要となり処理費用増加の要因になって

いることから、生ごみの水きりを勧める取り組みがなされている。しかし、将来ごみ焼却場を

小型化し処理費用を削減するためにも、根本的に燃やす生ごみを限りなく減らす取組みをさら

に進めるべきだ。 
①補助事業で購入された生ごみ処理機器（設置型コンポスト、電動ごみ処理機、ダンボールコン

ポストなど）の使用状況はどうなっているか。 
②生ごみ処理機器の活用を継続させるためには、ダンボールコンポストで取り組まれているよう

なフォローアップが効果的だと考える。設置型コンポスト等利用者へのフォローアップはして

いるのか。 
③設置型コンポストは「生ごみを堆肥化するもの」という発想だけでなく、「生ごみを自然に還

すもの」という発想で利用普及することも考えてはどうか。 
④生ごみを家庭で処理することによる効果（環境面、財政面）を、具体的に市民にもっとアピー

ルしてはどうか。 
（２）家庭の植栽を個人が剪定した場合、多くは焼却ごみとして出されている。一方で、剪定業者

に剪定を依頼した場合は、リサイクル業者に運ばれ資源として循環させるルートができてい

る。個人が剪定した場合についても、焼却ではなく資源化するルートに乗せることができない

か。 
（３）家庭から出る廃食用油の多くは、布や紙にしみ込ませ焼却ごみとして出されているが、焼却

するのではなく利活用をすべきと考える。自由ヶ丘地区などでは、廃食用油を回収しディーゼ

ル燃料に変える取り組みがなされており、前議会でも取り上げられ、検討すると担当課が回答

された。 
①他の地域へ取り組みを広げることについての検討は進んでいるか。 
②ストックヤードで回収を始めてはどうか。 
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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 農業活性化に向けての取組みについて 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
昨年９月１日に発足した“むなかた地域農業活性化機構”は、農産物価格の低迷が恒常化し、農

業政策が大きく転換する中で、宗像地域の特徴を活かした方策や将来展望を構築する必要が高まっ

たため、新たな法人組織として設立された。 
また、当機構は宗像地域の各農業機関・団体が担っている役割や機構を活かし、業務の連携を深

めながら“支援”から具体的な“事業”へと取組みを展開し、地域の健全な農業生産活動をマネジ

メントできる組織をめざすとある。 
この半年間で組織・体制作り、および事業計画を立案し、平成２３年度から本格的な活動に入る

と聞いている。 
そこで以下の各事業への取組み状況と、今後の計画・課題等について伺う。 

（１）担い手経営改善について 
（２）後継者育成事業について 
（３）生産流通振興支援事業について 
（４）農地利用集積円滑化事業について 
 
２ 介護予防の見地から公園に健康器具の設置を 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

介護予防とは平成１７年の介護保険制度改正において提示されたもので、「①高齢者が要介護状

態になることを出来る限り防ぐ（発生を予防する）。②要介護状態になっても状態がそれ以上に悪

化しないようにする（維持改善をはかる）ことを意味する。」と定義されている。 
介護予防は、高齢者一人ひとりの生活の質を保つことに役立つだけでなく、要介護状態等になる

ことを遅らせる。また、防ぐことにより、仮に要介護状態になったときに用いられる種々の介護サ

ービスに関する費用を節約することにもつながる。 
即ち、介護予防にはこうした社会的コストの削減にもつながると考えられる。 
そこで今回は、介護施策のうち、介護予防の現状と対策について伺う。 

（１）要介護状態になることを出来る限り防ぐための対策の現状と課題は 
（２）介護予防策の一つとして、公園に健康器具を設置することに関しての見解を伺う 
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発言順 ６ ２番 神谷 建一     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 指定管理者制度の中間検証と今後の進め方は 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

地方自治法の一部改正で２００３年６月１３日公布、同年９月２日に施行された指定管理者制

度。 
今まで、地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめと

した営利企業・財団法人・NPO 法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させる

制度である。 
行政が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式などで指定管理者候補の団体を選

定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、

管理運営の委任をすることができる。 
一般的には、利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上、管

理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減が考えられる。「弾力性や柔

軟性のある施設運営」という建前がありながら、制度導入の真の狙いが運営費用と職員数の削減に

あることから、実際には担当者の理解不足や条例・施行規則などに阻まれることで、民間の実力が

十分に発揮できず、教育・娯楽関連の施設では、経費節減のために「場当たり的な運営」しかでき

なくなることで集客力が減少、それに伴い必要経費も十分捻出できず結果として客足が遠のくとい

った悪循環に陥る可能性がある。一番の問題は教育・文化など、本来ならば行政が直接その公的責

任を負わなければならない施設までもが制度の対象となっていることである。 
指定管理者選定で市民の関心が非常に高かった、学童保育事業や、ふれあいの森総合公園の施設

管理は一年を経過した今、市民サービスの向上にどのようにつながったのか。 
本市における指定管理者制度についての検証結果と今後の進め方について伺う。 

（１）指定管理者について（正助ふるさと村、ふれあいの森総合公園施設管理、学童保育事業） 
①市のチェック体制や指導など施設のサービス向上となる情報の提供などが行われているのか。 
②定期的な収支報告会、運営協議会など設けているのか。 
③利用者であり本来の所有者でもある市民のチェック制度は考えられないか。 

（２）指定管理者制度の今後の進め方について 
①指定管理者制度の問題点やその解決策、市の考えは。 
②４月にオープンする大島海洋体験施設「うみんぐ大島」の管理運営を担う(株)むなかた大島と

の連携は十分とれているか。 
③指定管理者、地域、市民と一体となった運営が市民サービスの向上につながると思うが市の考

えは。 

 

２ 宗像市をスポーツ交流の拠点に 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

本市では、実業団女子駅伝の開催、ヨット大会をはじめとするマリンスポーツ、民間のスポーツ

施設との連携による、ラクビー、サッカーなど全国的な大会が行われている。 
少年野球やサッカークラブなどが他市に比べて活発に行われていて、環境整備についてもある程

度整っているのではないかと思うが、今後スポーツ交流を通じて、地域活性化や観光資源として活

用できるような、スポーツ大会誘致などできないものか、以下の項目について伺う。 
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（１）市内では、どのようなスポーツ交流事業(大会など)が行われているのか。 
（２）施設の利用率や施設整備は整っているのか、その現状は。 
（３）実業団女子駅伝につづく、新たな大会誘致など計画はあるのか。 
（４）スポーツ交流事業を行うことで、地域の活性化や観光産業につながると思うが市の考えは。 
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発言順 ７ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 持続可能な発展する宗像づくりについて 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
住民ニ－ズが高度化、多様化するなか、いずれの分野でも住民や地域の参加抜きでは自治体経営

は成り立たない。また、地域経済活性化のため行政のみでなく、企業やＮＰＯ、個人等の諸活動を

活性化させる施策を具現化することが重要である。宗像市民の期待も益々大きくなっている。今年

度の施政方針でも『「地方新時代」を見据えた自治体経営の基盤づくり～行財政改革の推進』をう

たい、これからの地方自治体は、いわばコーディネーターとしての役割が求められ、都市間競争に

勝ち抜くため「負けない経営戦略」「戦う組織と人材」「攻める自治体づくり」が喫緊の課題である。

行政組織としてのプロ集団の育成を目指す必要がある。市長の考えを問う。 
（１）他自治体に負けない行政戦略について 
①景気や環境の変化にひるんではならない。勝敗を分けるのは経営戦略しかない。持続可能な１

０年～５０年後の方向性を示せないか。 
②まちづくりの旗を振る市長は、自らのシンクタンクを持ち、政策に対する情報収集や政策判断

にもっと力を注ぐべきと考えるがどうか。 
（２）縦割り行政の壁を壊し戦う組織と人材育成について 
①施政方針に掲げる「地方新時代」に向けてそれを支える職員の育成が必要である。人事担当任

せや研修のみでは大胆な改革は望めない。陣頭に立って指揮する幹部や市長の取り組みが必要

ではないか。 
②次世代リーダーを育てるには「育てる」発想から現場で行政経営を直面させることが職員の育

成や体制づくりにつながると思うがどうか。 
（３）攻める自治体づくりについて 

①施政方針で示すとおり、まちの安定経営を継続させるには、地域の経済活動が活発化すること

が不可欠。知恵を集結し常識にとらわれず大胆な戦略と行動が必要である。そのような具体的

計画立案はどこで考え、誰がしかけるのか。 
②市内にある社団法人「ベーダ国際ロボット開発センター」では、小型モビリティの開発も進み

すでに走行実験に入っていると聞く。またこの開発には世界各国から注目を集めている。この

ような企業が海外へ移籍することがないよう手を打つべきではないか。市内に在籍の優良企業

などを攻めの自治体づくりに活用すべきと考えるがどうか。 
③今年オープンする海洋体験施設「うみんぐ大島」などの地域活性化施設は、攻めの戦略手法と

しては重要と考える。今後どう考え、どう進めていくのか。 

 

２ 低炭素社会へ向けてについて 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
省エネルギー対策は、域内エネルギーの自給率を上げていくことも必要と考える。域内にあるエ

ネルギー源（再生可能エネルギー）を使うことにより地産地消による輸送エネルギーやそれに伴う

二酸化炭素を減らすことになる。 
平成２１年９月に一般質問をしたが、終末処理場やし尿処理場など事業所から発生するメタンガ

スの活用について、その後の検討状況や結果について問う。 
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発言順 ８ ７番 小島 輝枝     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 消費生活問題の対策について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

「近年、悪徳商法、インターネットトラブルや多重債務問題など、消費生活問題も多様化してい

ます。市民が安心して消費生活を営むために、消費生活センターが果たす役割はますます重要にな

ってきています。センターの相談窓口の時間延長に向けて検討を行うとともに、相談体制の充実を

図っていきます。」と施政方針にあるが、具体的な内容について問う。 
（１）消費生活センターに寄せられる消費生活相談の実態を伺う。 
（２）多様化・複雑化する相談に対応するための体制を伺う。 
（３）相談窓口の時間延長やトラブルに巻き込まれない予備知識のための啓発活動に対する具体的

な内容を伺う。 
（４）消費生活相談に関する全国的動向と体制について伺う。 

 

２ 子育て支援対策について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

「子育て支援対策では、「子育て支援センター」を増築し、相談窓口を充実させるとともに、乳

幼児が遊ぶスペースの安全性を向上させ、子育て中の親の交流・相談機能の強化を図ります。」と

施政方針にあるが、具体的な内容について問う。 
（１）相談窓口の充実の具体的な内容を伺う。 
（２）スペースの安全性の向上の具体的な内容を伺う。 
（３）相談機能の強化の具体的な内容を伺う。 
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発言順 ９ ８番 新留 久味子    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 宗像沿岸区域の海洋緑化に対する対策の検討を 〔答弁を求める者〕市長 

日本の沿岸区域で、磯やけと言われる海の砂漠化が広がってきている。緑の海は消えつつあり、

緑の海が育む生物も消えつつある。 
その要因として挙げられているのは、一般的に①地球温暖化に伴って海水温が上昇し、海藻が生

育できなくなった②地球温暖化に伴って海流が蛇行し、海洋環境が大きく変化した③黄海における

汚染物質が対馬海流に乗り日本沿岸に対し、越前くらげなどが異常に増加し大きな影響を与えてい

る④ガンガゼ（うに）やアイゴによって海藻の新芽が食害を受け、大きくなれない⑤河川から供給

される鉄イオンが減少したなどである。 
宗像沿岸区域においても海水温が１．２５度程上昇していることが確認されている。また、沖ノ

島周辺でも、かつては船のスクリューに海藻がまきつくほど繁殖していたが、海藻類は現在では驚

くほど少なくなっている。これは、鐘崎、地島、大島周辺、沖合いの漁場といったところでの海藻

の繁殖状況にもその明確な変化が現れている。 
このような状況が進行し、このまま海洋動植物の生育が悪化すれば、魚介類の生産は最悪の状態

になることが想定される。これに加え、ここ数年にわたって、燃油の高騰などで漁業経営は大幅な

収入減となり、本市の漁民の皆さんの生活も厳しさを増している。いまこそ、各漁協などと連携し、

まずは海の再生に向けて早急な対策を検討するべきだと考える。 
まだ、宗像沿岸区域での海藻の状況は磯やけの症状としては「やや進行している」という状況で

あるので、現状で適切な対策を講じれば、十分、海は再生できると考える。 
（１）宗像沿岸区域の海洋資源の現状をどのように認識しているか。 
（２）海洋資源の回復のための対策としてつぎの提案に対して市の見解を伺う。 

①地先の遺伝資源を継承する元となる種苗を確保し、人為的に海藻の胞子を供給することによっ

て藻場の維持回復を行なう。 
②食害生物の食圧が海藻の生産力を上回らないように、人為的に食圧を減少させ、藻場の保全を

図る。漁協でも検討されている除去したガンガゼなどを特産物に加工し、廃棄物の有効活用の

検討を進める。 
③藻場の育成には栄養塩類の補給が欠かせない。河川からの栄養塩類の自然補給が難しくなっ

てきている現状、人為的に栄養塩類を補給し、藻場の育成を図るため、「スラグ」を金網に入

れ海に沈めるなどの方法の検討ができないものか。 

 

２ 地域経済を活性化するために地元での仕事おこしをすすめる対策を  

〔答弁を求める者〕市長 

宗像市は、自治公民館建築に対し、その建設費の２分の１を自治会に補助している。この補助金

と自治会の独自の予算等で積み立てた建設費などを建設費用に充て、住民の自治活動の場として公

民館が建設されてきた。その後の公民館の維持管理費は、各自治会が持つ予算の中で賄われている。 
 建築の際、どこの業者に発注するかは、各自治会で決定している。その選定には、競争入札や各

業者によるコンペなどを行うため、各自治会で建設委員会などを立ち上げ、公平に決定するといっ

た方法がとられている。このような公民館建築は、地元の工務店が施工する機会も多く、その後、
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改修や補修なども含めて地元の業者が行い、地元業者の仕事おこしの役割も担っている。 
 自治公民館建築補助金も市民の税金の一部。地域経済を活性化するためにも、「市内で税金を還

流させる」といった考えをこの補助金制度でも生かすべきではないか。 
（１）「宗像市自治公民館建築補助金交付要綱」に建築する業者は「市内の業者を優先的に選定す

る」といった内容を加える検討ができないか。 
（２）定住化の促進の一環としてはじまった「中古住宅購入補助制度」について 

①これまでの申請数は何件か。 
②この制度は、市外から本市に定住する世帯が対象となっているが、市民の税金を還流させる

といった観点から考えれば、市外からの転入世帯に加え、市内で中古住宅を購入する世帯も

対象にするべきだと考える。このような改正が検討できないか。 
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発言順 １０ １２番 日隈 一憲     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 都市計画税について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
都市計画税は、快適で住みよいまちづくりのための、都市計画事業（道路、公園、下水道、ごみ

焼却場の整備）や土地区画整理事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を対象として、

その所有者に固定資産税と併せて、目的税として課されている地方税である。しかし納税者の立場

からは、その使途や受益と負担の関係が必ずしも明らかでなく、固定資産税との違いも見えにくい

のが現状と考える。宗像市の都市計画税の位置づけについて問う。 
（１）都市計画税の使途は。 
（２）都市計画税の調定額は。 
（３）固定資産税の課税世帯数に占める都市計画税世帯の割合は。 
（４）都市計画税の性質について市民にどの程度理解されていると考えるか、また周知の措置はど

のようにとられてきたのか。 
（５）下水道の整備における市街化区域と区域外の比率は。 
（６）都市計画税の充当状況と今後の新規事業と財源計画は。 
（７）定住化推進の観点からの、都市計画税のあり方は。 
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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 人権対策課の課題について 〔答弁を求める者〕市長、市民協働部長、その他関係部長 
国会では鳴り物入りで事業仕分けが行われているが、国民から見て真っ先に手をつけなければな

らない防衛費や米軍に対する思いやり予算、さらには国民の税金を共産党以外の政党が山分けする

政党助成金など数千億円が聖域とされ手をつけようともされていない。 
ところで、宗像市は昨年１２月議会で行政機構改編が提案され賛成多数で可決された。行政の組

織をスリム化し、市民の要求に迅速に応え、住民サービスを向上させる機構改編にはもちろん賛成

するが、人権対策課と男女共同参画推進課を統合したり、農業委員会を産業振興部に組み入れるこ

となど幾つかの問題点があったために、市長の提案に賛成できなかった。 
改めて市の行政機構を見てみると、真っ先に改編しなければならない部署がある。それは人権対

策課である。市民の人権を守り発展させる課題は、宗像市の行政全体の課題である。人権対策課は

平成１０年４月、同和対策を前提として旧同和対策課の継承としてつくられた組織である。その後、

平成１４年には同和関連の法が失効し、今日に至っている。 
今日の人権問題は、障がい者、いじめ、特定の病気、外国人、男女差別、旧同和差別、思想差別、

セクハラ、ＤＶ、育児放棄など多岐にわたっており、このような課題に適切に対応する組織になっ

ていないばかりか、旧同和対策が中心になっていると考える。ここにこそ改編の課題があるのでは

ないか。 
（１）この３年間で、旧同和問題に関する差別的な事件は、どのように対応してきたのか。 
（２）３年間で障がい者、学校などでのいじめ、特定の病気、外国人、男女差別、思想信条に関す

る差別、セクハラ、ＤＶ、育児放棄・虐待など人権に関する事態に対して人権対策課としてど

のように対応してきたのか。 
 
２ ごみ焼却についての今後の課題について  

〔答弁を求める者〕市長、下水道部長、市民環境部長 

（１）玄界環境組合の元で、宗像清掃工場が稼動をはじめて８年が経過する。清掃工場の稼動年数

は２０年程度と考えられているが、残された期間はあと１２年前後となる。清掃工場の建設当

時は、平成１４年度末までにゴミ焼却場から排出されるダイオキシン濃度を 0.1ｎｇ以下に押

さえると言う至上課題があり、大型溶融炉が全国で導入された。このことで当時の全国の自治

体は、国の方針と受注拡大を狙う大型溶融炉メーカーに振りまわされたと言っても過言ではな

い。 
玄界環境組合は１組合２工場方式のため、宗像市も毎年多大な財政負担をしなければならな

い。この状況は、平成３２年度まで続く起債（平成２８年度までは８～９億円）返還のため、

宗像清掃工場じん芥処理費と合わせて毎年１８億円程度の支出を余儀なくされてくる。谷井市

長は、玄界環境組合の副組合長であるが、関係自治体の中で人口の一番多い自治体の市長であ

り、最古参の首長である。1 組合２工場建設の反省に立って、今後のゴミ処理方法について長

期展望にたった検討を進めることについて、谷井市長のイニシアチブを発揮するよう要望する

が、市長の見解を伺う。 
（２）市民はごみ減量化に協力している。しかし、一方では終末処理場から排出される下水汚泥は、

毎日１３トン前後も焼却されている。その量は可燃ごみの１４％を占めている。しかも含水率
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は８０％と高く、助燃材も多く必要になると考えられる。 
下水汚泥（脱水ケーキ）の有効活用など検討すべきではないか。 

 

 
 

 

 

 

 

 

【質問者数：１１人、質問項目：２０項目】 

 


