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日程 発言 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 １ 平和教育と小中一貫教育 

１ 地産地消の取り組みについて 

２ 公共施設の節電対策について 2 西山 隆 P3 

３ ご当地ナンバーの導入について 

１ あらゆる手立てで定住化促進を 3 吉田 益美 P4 
２ 慢性腎不全(人工透析)の予防対策を 

１ むなかた改善会議での結果をどう反映するか 4 石松 和敏 P6 
２ 下水汚泥などのバイオマスを堆肥化へ 

１ 農業振興の支援体制について 

12/1 
（木） 

5 田原 敏美 P9 ２ 東北被災地を訪れた市長の今後のまちづくりについての考え方を

伺う 

１ 誰もが安心して暮らせる高齢社会をめざして 6 杉下 啓惠 P10 
２ 安全なまちづくりを市民とともに 

１ 第二次宗像市道路網整備計画（案）について 7 植木 隆信 P12 
２ 国民健康保険税について 

8 日隈 一憲 P13 １ 都市計画マスタープランについて 

１ 校庭芝生化の取り組みについて 
9 神谷 建一 P14 

２ 広報紙の全戸配布から自治会活動の活性化を 

12/2 
（金） 

10 花田 鷹人 P16 １ ＩＴシステムのコスト見積りと納品検収についての現状と課題は 

１ 神湊漁民アパートの移転改築を 
11 末吉 孝 P17 

２ エコタウン事業の推進を 

１ 利用者の声を反映したふれあいバス・コミュニティバスの改善を早

急に 12 新留久味子 P18 
２ 椿油での島おこしで地島支援の強化を求める 

１ 熱中症から子どもを守ろう 

12/6 
（火） 

13 石橋 文恵 P19 
２ 青少年の有害情報対策 

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：２４項目】 

一般質問は通告制です。 



 

2/20 

 

発言順 １ ３番 岩木 久明     党派：無所属 ／ 会派：宗政会 

１ 平和教育と小中一貫教育  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育委員長、教育部長、子ども部長 

１９４５年８月６日広島へ、８月９日長崎へ、人類史上初めて原子爆弾が投下されてから、６６

年の歳月が流れた。今年は３月１１日、東日本大震災の地震・津波（天災）に加えて、東京電力福

島第一原子力発電所の事故（人災）が発生した。福島では多くの人々が大切な住居、仕事、思い出

等を奪われ避難生活を強いられている。近所の人々も放射能汚染におびえながら生活している。し

かも収束の見通しは全くたっていない。 

原子力の平和利用だから、資源のない日本だからと進められてきた原子力政策、絶対に安全であ

ると言い続けてきた電力企業、その安全神話は完全にくずれてしまった。多くの国民は「東京電力

にだまされていた」と語っているが、だまされてはいけないのである。だまされないように、国民

は学ばなければいけないのである。 

「歴史から学び、次の世代を生きる子どもたちに、どうやって平和な世界を残していけるのか」

を教育する事が「小中一貫教育」の原点であり平和教育を充実させていく事こそが重要であると考

えるが所感を問う。 

（１）小中一貫教育はなぜ必要か。 

①新学習指導要領の特徴は何か。 

②新学習指導要領から見た小中一貫教育の重要性をどう考えているか。 

③小中一貫教育の考え方とその重要性 

ア なぜ、一貫させる必要があるのか。 

イ 一貫すると、何がよくなるのか。 

ウ 一貫とは、だれが、何をするのか。 

エ 小中一貫教育におけるやり方には、どのような型があるのか。 

オ 小中一貫教育の推進のために、どのような組織が要るのか。 

カ 児童生徒、保護者にどのように周知するのか。 

キ 小中一貫教育の効果や成果を、どのように確かめ評価するのか。 

（２）小中一貫教育に平和教育はどのように位置づけられ、推進されているのか。 
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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 地産地消の取り組みについて  〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 
①担い手経営改善事業、②後継者育成支援事業、③生産流通振興支援事業、④農地利用集積円滑

化事業の実施を目的に、昨年９月に「むなかた地域農業活性化機構」が発足した。宗像・福津の農

業の活性化を図り、安全・安心な農産物が両市民に供給されることを期待している。 

一方、水産業については、市内２漁協（宗像漁業協働組合、鐘崎漁業協働組合）ともに漁獲高、

販売高が減少傾向にある。その背景には、消費者の魚食離れもあることから、消費者ニーズの変化

に対応した、新鮮で安全な鮮魚や加工品を提供する体制づくりが必要であると考えている。 

そこで、宗像市における農産物、水産物の地産地消の取り組みについて問う。 

（１）農産物の収穫と消費について 

①宗像市における米の収穫状況は。 

②市内の学校、病院、介護施設等における宗像産米の消費状況は。 

（２）水産物の消費について 

学校給食で宗像産の水産物を消費する取り組みは行われているか。 

（３）今後の取り組みについて 

①農産物における地産地消の取り組みは。 

②水産物における地産地消の取り組みは。 

 

２ 公共施設の節電対策について   〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 
３・１１東日本大震災から早１０カ月が過ぎようとしている。夏の電力不足も心配されていたが、

市民のみなさんの節電によりなんとか生活できた。今後原発に替わるエネルギーが開発されてくる

であろう。私たちは今後もしっかりと「省電」の意識を持って日常生活をしていくことが必要であ

る。 

（１）市役所の年間電気使用量は。 

（２）コミュニティ・センター等公共施設における太陽光発電の発電量は。 

（３）今後の取り組みについて 

 ①本庁舎の節電対策は。 

 ②市民・職員の意識改革は。 

 

３ ご当地ナンバーの導入について   〔答弁を求める者〕市長、副市長、関係部長 
自動車のナンバープレートは、従来、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の名称等

を表示していたが、地域・観光振興の観点から、運輸支局等の新設を伴わない地域名表示ナンバー

プレートが導入された。 

（１）これまでご当地ナンバーを導入した自治体の状況は。 
（２）「宗像」ナンバーを導入する考えはないか。 
 

 

 



 

4/20 

発言順 ３ １３番 吉田 益美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ あらゆる手立てで定住化促進を   〔答弁を求める者〕市長 
わが国では、戦後はじめての人口減少時代に突入し、今後は総人口の減少に加えて少子高齢化が

進展する。本市の人口は、昭和４０年代の大型団地開発を背景に増加してきたが、平成１０年頃か

ら人口の伸び率が急激に低下した。平成１５年に玄海町と平成１７年には大島村との２度の合併で

現在の人口は９６，１９７人（１０月３１日現在）に至っている。本市の将来人口は、平成２２年

（２０１０年）を１００とした時に、平成４７年（２０３５年）は８９．２７ポイントと今後１割

以上の人口減少が予想されている。また、少子高齢化の傾向が強まり、生産人口の割合は５６．２％

に減少すると予測している。このことは本市の財政運営や地域経済に影響を与えるだけではなく、

地域コミュニティの担い手不足や町の活力低下など様々な分野において影響が大きい。こうした現

状を踏まえて、今年の４月に「住んでみたいまち宗像５年計画」が策定された。中でも定住化推進

に向けた基本的な方針に子育て世代の家族を主要ターゲットとし、市内居住の誘導を図っている。

支援策として平成２２年８月に市外からの転入者に対し中古住宅購入補助金の制度を創設し、（補

助額限度は補助金の合計額が、中古住宅及び土地の購入額の５分の１以内)定住化促進を図ってい

る。 

（１）平成２２年８月に創設された転入者に対する中古住宅購入補助金の利用状況は。 

（２）定住化推進施策を子育て世代をターゲットとしているので、保育所徴収金の基準額階層区分

を現行の１０段階から増やしてはどうか。特に世帯所得税額が１０３，０００円～４１３，０

００円の区分を細分化してはどうか。また、現在保育所の待機児童が発生しているが、その解

消対策は。 

（３）現在の住宅支援として転入者に限定した中古住宅購入補助金制度があるが、市内居住者の転

出を防ぐ施策も必要である。親が市内に住んでいる子どもが新築した場合、市内、市外は問わ

ず、建築費補助金や企業誘致並みの固定資産税減免(１０年間半額)など仮称「親孝行補助金制

度」を創設して支援してはどうか。 

 

２ 慢性腎不全(人工透析)の予防対策を   〔答弁を求める者〕市長 
４０年前の１９６８年には全国で２１５人であった人工透析患者が、２０１０年末では２９万７

千人を超えた。人口比にすると、１００万人当たり２，３２０人で世界一である。毎年透析患者は

１万人のペースで増え続け、いったん透析を始めると一生続けなければならない。週３回病院で約

４時間かかる治療を受けなければならず、透析後は身体がだるく仕事もできない状態になる。 

２０１０年の統計によれば、透析開始の平均年齢は６７．８歳である。慢性腎不全の増加のひと

つに、増え続ける糖尿病患者の現状がある。２００７年の国民健康・栄養調査によれば、予備軍も

含めると全国で２２１０万人いるといわれているが、糖尿病の２５～５０％は糖尿病性腎症を発症

するので、将来大量の透析患者が発生するおそれがある。本市に於いても人工透析患者数は年々増

加している。平成１９年度は１３１人であったが、平成２２年度では１５２人と４年間で２１人増

加している。今年９月にＮＨＫの「ためしてガッテン」で、年々増加する透析患者を減らす尼崎市

の取り組みが紹介された。クレアチニン検査をすることで市民の意識が変わり、透析患者を３年連

続で減少させたとのこと。クレアチニンとは、筋肉中のたんぱく質が代謝されたときに発生する老
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廃物で、腎臓機能が正常なときは、ろ過によってほぼすべて体外に捨てられている。つまり、血液

中のクレアチニンが多いということは腎機能が傷害されているということになる。クレアチニン検

査で腎臓の機能が十分かそうでないかではなく、ろ過能力が何％残っているかという具体的でわか

りやすい数値で示したことが生活改善意識を強くしたのだと考えられている。また、市独自のチャ

ート紙を作成して、健診結果から個別の予防策を指導するために訪問する専属の保健師を雇用した

ことも大きいと報道された。健診項目の中に全国では４０％しか実施されていないクレアチニン検

査が幸いなことに本市では実施されている。尼崎市に続けではないが、透析を１年いや１日でも遅

らせるよう取り組む必要がある。 

（１）本市の糖尿病疾患数と医療費は。また、人工透析にかかる医療費は。 

（２）健診後のフォローは十分になされているか。 

（３）糖尿病疾患の２０～５０％が糖尿性腎症を発症するといわれているが、慢性腎不全(人工透

析)にならないよう、尼崎市のように専属の保健師で予防対策に取り組んではどうか。 

（４）地域住民が歩いて行ける所に岬と神湊の診療所がある。どちらの診療所の医師も高齢である

ため今後のことが心配である。対策など市の考えを伺う。 
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発言順 ４ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ むなかた改善会議での結果をどう反映するか   〔答弁を求める者〕市長 

「むなかた改善会議」が１０月に市役所であった。１月に試行した「事業仕分け」の第２弾であ

り、今回は必要か不必要か判定するだけでなく、改善提案もできるようにしたのが特徴である。本

市は今後、年に一度この時期に同会議を開催し、翌年度の予算編成に反映させる方針とのことであ

る。 
 今回は約５００事業のうち、市と有識者が事前に「要改善」とした１４事業を検証した。その中

で、「廃止」と判定された「はり・きゅう費助成」（平成２３年度予算＝３６４万円）と、「縮小」

と判定された「職員の福利厚生」（同＝１，１００万円）の２事業について質問する。 
（１）はり・きゅう費助成について 

仕事カルテ（事業シート）の内容は次の通り。 
①事業内容は、市長が指定したはり・きゅう施術担当者から施術を受けた国民健康保険の被保険

者に対し、費用の一部を助成する。１術（はり又はきゅう）は４９０円、２術（はり及びきゅ

う）は７００円の助成である。 
②平成２２年度の実績では、４，６１４件の請求に対し、３，２４７，８６０円の助成を行って

いる。 
③現状の課題は、利用者は月間で１２０人前後（国保被保険者の０．５１％程度）。年間で１，

５００人ほどである。このうち医療行為として医師の証明を持ち施術を受けた者は平成２２年

度で１３０人であった。しかし、はり・きゅうの施術が、利用者の健康の保持増進に役立って

いるか否かを十分に検証していない。 
④今後の方針は、はり・きゅうの施術が、健康の保持増進に役立っているか否かを検証するため、

はり・きゅう施術回数と医療機関受診件数との因果関係を調査する。 
本事業については、今回「廃止」の判定が出ているが、来年度以降どう対応するのか。 

（２）職員の福利厚生について 
仕事カルテ（事業シート）の内容は次の通り。 
①事業内容は、宗像市職員互助会への補助金を給付している（健康助成、クラブ活動等のレクリ

エーション、福祉協会への負担金）。 
②平成２２年度の実績では、 
・部活動（野球、バトミントン、卓球、バレーボール、テニス、サッカー、陸上、囲碁）に対し、

道具や備品、会場使用料、大会参加費などを助成した。 
・職員に対し、健康助成を行った。脳ドック助成：６，０００円/人（３年に１回）、ＰＥＴ＋脳

ドック助成：２５，０００円/人（３年に１回）、インフルエンザ予防接種助成：２，０００円/
人（１年に１回）、動脈硬化ドック助成：４，０００円/人（３年に１回）、平成２２年度の利用

者数は６５人。 
③現状の課題は、公金を使った地方公務員の福利厚生のあり方として、事業主である市が職員に

対しどの程度行うことが妥当なのか悩んでいる。 
④今後の方針は、福祉協会の負担金額よりも職員への給付が下回っていることから、効率化を図

るため、福祉協会を脱会する予定（平成２３年度末）。また、福祉協会脱会後の給付事業につい
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ては職員の会費のみで実施し、これまで福祉協会に支払っていた公金（平成２３年度予算＝６

４３万円）については、健康診断の充実に使用したいと考えている。 
本事業については、今回「縮小」の判定が出ているが、来年度以降どう対応するのか。 

 

２ 下水汚泥などのバイオマスを堆肥化へ   〔答弁を求める者〕市長 

バイオマスとは、生物を表すｂｉｏと、量を表すｍａｓｓを合わせた言葉で生物由来の物質量の

ことである。本市では、バイオマス（有機性資源）である家庭・事業系生ごみや下水汚泥、家庭系

の草・剪定枝などは宗像清掃工場で焼却処分している。 
執行部提出の資料によると、宗像下水処理場から発生している下水汚泥の処分量は、平成２２年度

実績で約４，７００ｔであり、鐘崎、地島、大島の各下水処理場から発生する下水汚泥も合計する

と約４，８００ｔとなり、処分費は約６，７００万円である（運搬費は除く）。 
一方、宗像地区事務組合のし尿処理場から発生するし尿汚泥の処分量は、平成２２年度実績では１，

３５２ｔであり、そのうち、１，３２１ｔは曲区にある宗像有機堆肥組合（民間）に有料（約６６

０万円）で処理費用を支払って堆肥処理されている。残りの３１ｔは宗像清掃工場で焼却処分（約

４３万円）している。 
そこで、以下具体的な質問を行い、執行部の見解を伺う。 
（１）地域のバイオマスの実態を把握しているか。 

下水汚泥やし尿汚泥は提出資料から分かるが、空き地や住宅地からでる草や剪定枝等の発生

量は把握できているのか。 
（２）ごみ処理コストの低減を考えるべきではないか。 

下水汚泥等は含水率が８２％であり、焼却効率が悪く助燃剤である多量のコークスを必要と

している。これらを焼却処分ではなく、堆肥などに再資源化すると、多量のコークスを必要と

せず、ごみ処理コストの低減になるのではないか。 
また、家庭・事業系生ごみや草・剪定枝なども焼却処分ではなく堆肥などに再資源化すると、

同様にコスト低減になるのではないか。 
（３）バイオマスは焼却ではなく、堆肥化することが時代の潮流ではないか。 

下水汚泥やし尿汚泥は元来、バイオマスでありながら、多額の費用をかけて「ごみとして処

理」されており、将来にわたり、本市が負担し続けなければならない。これらを地域のバイオ

マスとして有効に利活用する方向で検討すべきではないか。 
 また、本市におけるバイオマスを「廃棄物として処理」することなく、堆肥化、農家および

家庭菜園へ還元することは、環境保全型農業を推進することや地域の循環型社会形成の推進に

役立つのではないか。 
（４）先進地である日田市のバイオマス資源化センターを研究してはどうか。 

 日田市は、平成１７年６月にバイオマスタウン構想を発表し、国の採択を受けて、バイオマ

ス資源化センターを建設し平成１８年４月から稼働させている。市内全域から家庭・事業生ご

みや豚ふん尿、農業集落排水汚泥などを中心に日量８０ｔを受け入れ、処理方式として中温湿

式メタン発酵、発電能力は３４０kw／時、総事業費は９億５千万円である。 
資源化センター整備の目的として、ごみ焼却問題や地球温暖化問題、畜産環境問題の３点が

あり、特に、ごみ処理コストの削減が大きな理由とのことである。約６年経過するが特に問題
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もなく安定稼働している。 
本市においても、日田市を参考にして、地域にあるバイオマスを堆肥化など再資源化する施

設の建設を研究してはどうか。 
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発言順 ５ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 農業振興の支援体制について   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
宗像市は気候的、地理的にも農業には有利な条件を備えている。しかし、農産物の価格低迷や鳥

獣被害により、農業経営体数の減少や耕作放棄地の増加などで地域農業基盤が一段と弱体化してい

る。 
また、政府はＴＰＰ交渉参加に向けて協議に入ると表明した。このような情勢の下、農業・農村

の支援対策はますます重要性を増している。 
水稲、麦、大豆、果樹、野菜をはじめとする農産物の生産性や効率性の向上を図るため、担い手

の農地利用集積や農地保全、農業施設の基盤整備や改善を進めることが必要である。 
（１）ため池等の管理保全について 

①ため池の整備状況と今後の整備計画、その順位、基準は。 
②ため池浚渫工事は市の負担とすべきではないか。 

（２）圃場の揚排水の整備等の補助施策はないか。 
（３）鳥獣被害対策について 

①イノシシの被害は枚挙にいとまがないほど各地から聞かれるが、具体的な対策は。 
②宗像市、福津市、宮若市、共同のイノシシ解体処理場の進捗状況はどうなっているか。 
③捕獲者に対する補助金等の検討はできないか。 

 

２ 東北被災地を訪れた市長の今後のまちづくりについての考え方を伺う 

   〔答弁を求める者〕市長、教育長 
東日本を襲った未曾有の大震災から９カ月になる。私は６月に続き、被災地支援ボランティアに

参加し再度、宮城県気仙沼市の離島大島に行ってきた。４つの島を所有する宗像は、離島の災害対

策も再考が必要である。被災地のまちづくりが一向に進まない原因の一つは、がれき処理が円滑に

進んでないことを痛感した。東京都は宮古市のがれきの受入れを始めた。遅々として進まない復

旧・復興には政府は迷走を続けず早急に解決対策に取り組むべきと考える。 
今回、市長自ら被災地の現状を視察され把握されたことで、今後の宗像市の防災、安全、安心の

まちづくりや地域振興についての考え方を伺う。 
（１）市長、自ら東日本大震災の被災地を訪れての感想と今後の支援体制や防災のまちづくりにつ

いての考え方を伺う。 
（２）津波で多くの将来のある子どもたちが犠牲になった。防災対策を考慮した学校建設や安全教

育を徹底すべきではないか。 
（３）福岡県内６０市町村が拠出し、基金を運用する「福岡県市町村災害共済基金組合」が解散す

ることとなり、宗像市への返還額は２億１千１００万円となっている。返還金は市民の意見を

聴き使途については防災、安全、安心のまちづくりに活用すべきと思うがどうか。 
（４）被災地のがれき処理の受入れを県は難色を示しているが、玄界環境組合で市長自らがれき受

入れを提案されてはどうか。 
（５）東北の被災地を消防団や学校、コミュニティ関係者、島の代表などを視察に派遣して、まち

づくりに役立てるべきと思うがどうか。 
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発言順 ６ 
 

１ 誰もが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 

昨年３月に策定された「第２次宗像市保健福祉計画」によると、本市の高齢化率は２１％を超え

ており、平成２６年には２４．８%に達すると予想されている。今後、独り住まいや介護・支援を

必要とする高齢者が増加すると思われる。 

誰もが住み慣れた地域で、その人らしく、いきいきと、安心して暮らせるよう、高齢者保健福祉

の推進が益々重要になっている。本市で現在策定中の「第５期 高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」が当事者の声を十分に反映したものになり、市民にとってよりよい事業になるよう進めて

ほしい。 

（１）「第４期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の重要課題であった『認知症高齢者等へ

の支援』『高齢者を地域で支える仕組みづくり』『健康づくりと介護予防』の取り組みについて 

①どう評価しているか。 

②現状の課題は何か。 

③第５期の計画にどのようにつなげていく予定か。 

（２）先般実施された「高齢者等実態調査」では、地域ごとの高齢者のニーズや実情の把握も目的

の一つであったようだが、地域ごとの特性としてどのようなことが明らかになったのか。今後

の計画にどのように反映させていくのか。 

（３）来年４月から施行される改正介護保険制度では、例えば医療と介護の連携の強化等が特徴と

なっているようだが、具体的な内容の変更点についてよくわからないと市民の声を聞く。コミ

ュニティ単位での説明会など積極的に行なってはどうか。 

（４）認知症などによって判断能力が不十分になったとき、財産管理や契約など本人の権利を守る

援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度として成年後見制度があ

る。しかし、一般的にはあまり知られておらず、難しそうと言われている。また介護現場から

は困難事例への対応について相談を求める声がある。市民がこの制度を理解し利用につなげら

れるよう取り組むことが重要だ。これまで、どのような取り組みをしてきたか。今後どのよう

な取り組みを考えているか。 

（５）現在介護中の家族だけでなく、市民が介護について学んでおくことは有益である。意識的に

現在介護中でない市民に呼びかけ、家庭での介護を学ぶ講座の受講を働きかけてはどうか。 

 
２ 安全なまちづくりを市民とともに 

   〔答弁を求める者〕市長、都市建設部長、市民協働・環境部長 

ふたのない側溝、つまずきやすい歩道、車椅子やベビーカーの通行が困難な道、見通しが悪い通

学路、自転車が走りにくい道など、生活道路について市民から改善を望む声が聞かれる。しかし、

「どのように改善要望を出していいのかわからない」「要望を出したが優先順位があると言われ、

なかなか改善されない」「行政のやっていることはよくわからない」などの声を市民から聞く。ま

た、その整備の仕方についても、「インターロッキングはつまずきやすいのでフラットな舗装にし

てほしいと要望したのに、新たに作られた道で同様の工事が行なわれている」など、必ずしも市民

が望んでいないやり方で工事が行なわれる場合もあるようだ。 

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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そこで、市民参加で、危険箇所を点検し改善に向けて検討する場を設けてはどうかと考える。安

全なまちづくりに市民が関わり、まちがよくなったと実感できることは、市民参画で住みよいまち

づくりができるという意識を市民が持てる取り組みとしても、期待できると思われる。 

（１）危険箇所の把握はどのような方法で行なっているのか。 
（２）整備の方針（工法、優先順位など）は、どのように決めているのか。 
（３）市内道路の危険箇所の点検を、例えば一斉清掃時、交通安全週間など同時期に市民参加で行

なってはどうか。 
（４）市民参加の改善検討会議を設けてはどうか。 
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発言順 ７ １６番 植木 隆信   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 第二次宗像市道路網整備計画（案）について   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
都市計画道路整備も進んではいるが、道路整備の重要度評価が高いにもかかわらず、整備計画の

見通しの厳しい区間や整備時期が不明な区間が見られる。 
（１）市計画道路の土穴朝町線は、過去の議会説明で執行部は「計画としては残すが、強固な建造

物があり、高架も含めて整備は厳しい」という趣旨の説明をしてきた。しかし、第二次宗像市

道路網整備計画（案）の整備対象路線別重要度評価は高くなっている。 
①整備の見通しはどうなっているのか。 
②一部区間の変更を検討すべきだと考えるがどうか。 

（２）都市計画道路の徳重曲線は、整備が難しい路線と考えるが、行政として実現できる展望はあ

るのか。 
（３）釣川右岸の東郷橋から野添橋まで道路を拡張する検討はできないか。 

 
２ 国民健康保険税について   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

国民健康保険には農業・漁業・自営業・年金生活世帯などが加入している。執行部は９月議会で

「保険税値上げの検討」を示唆してきた。 
しかし、国保加入世帯を取り巻く環境は、全国的にも厳しくなっている状況である。こうした状

況に多くの自治体は、国保会計に一般会計から法定外繰入金を繰り入れることで、国保加入世帯の

負担を押さえている。 
宗像市も一般会計から国保会計への法定外繰入れを行い、国保税を上げるべきではないと考える

がどうか。 
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発言順 ８ １２番 日隈 一憲     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 都市計画マスタープランについて   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

宗像市が暮らしやすく、魅力あふれる都市となるよう、市民と行政がそれぞれの役割と責任を担

いつつ、互いに協働しながら、まちづくりを進めるとして、平成１９年に都市計画マスタープラン

の見直しが行われた。 

（１）見直しによる重要な役割として、 

① 合併後の、都市全体あるいは地域別の将来像を示し、都市づくりの目標を設定します 

② 将来像を実現するための整備方針や諸施設の計画を定めるとともに、各種計画や各種事業と

の整合性が取れた都市計画の総合性・一体性を確保します 

③ 市民が、都市づくりの課題や方向性を共有し、具体的な都市計画の決定、実現が円滑に進む

ようにします 

と、３点の役割が示されている。 

マスタープランの見直しから５年が経過しようとしている現在、３点の役割の検証評価は。 

（２）わが国を取り巻く社会経済情勢は厳しく、地球環境問題に伴う環境負荷の低減、これまでに

類を見ない超少子高齢社会への対応など社会経済システムの大きな転換期を迎えている。都市

づくりにおいても、費用対効果の追求などコスト感覚をもった効率的な都市経営がより一層、

求められるようになっている。宗像市の都市づくりの現状と問題点を、これからの社会情勢を

踏まえて捉えると、今後の都市づくりには、①地球環境問題への配慮、②少子高齢社会への対

応、③既存市街地の空洞化、既存集落の活力低下への対応、④都市の個性と魅力の創出、⑤新

市としての一体的な発展、整備。この５点の視点が必要であると示されている。 

②少子高齢社会への対応、③既存市街地の空洞化、既存集落の活力低下への対応、④都市の

個性と魅力の創出について、取り組みの進捗状況を問う。 
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発言順 ９ ２番 神谷 建一     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 校庭芝生化の取り組みについて   〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 
全国的に学校校庭を土から芝生に変える取り組みが進んでいると聞く。現地視察や芝生化につい

ての講演会などによると、校庭芝生化の効果は、子供の遊びが多様化し、けがを恐れず思いっきり

活動できることで体力が向上すること、癒しの効果などから豊かな心を育てることができることが

あげられる。環境面からもヒートアイランド現象の暖和や、砂塵・ほこりの飛散防止などの効果が

あるという。一方、芝刈り、散水など維持管理にかかる経費だけでなく、使用頻度が高くなればな

るほど芝生のはがれが多くなるため、使用制限する場合もあるなど課題も多い。 
校庭の芝生化に関しては、早くから宗像市においても取り組みについて協議がなされており、 
比較的維持管理が簡単な、「鳥取方式」の芝生化について視察や調査など行ってきたと聞く。「鳥

取方式」とは、植え付けから将来にわたる維持管理を、管理会社にお金を払って任せるのではなく、

児童、地域住民、学校との連携で行っていくもので、芝生の面積にもよるが、作業は週に１、２回、

１時間程度の芝刈りで済み、比較的楽に管理できるとのこと。 
本当に子供たちにとってよい効果があるのであれば、教育のまち宗像、市民協働でまちづくりを

すすめている宗像市として、ぜひ取り組まなければいけない事業なのではないだろうか。 
地域によっては「草刈りぐらいならやってもいい」との声も聞く。市が本気でやる気があるので

あれば、モデル地区を指定して来年度に向けて行うことは可能ではないだろうか。 
芝生化の取り組みについて、市の見解を問う。 

（１）他市では全小中学校の校庭芝生化を推進するところもあるが、全国的に取り組みが進んでい

るのか。 
（２）宗像市の校庭芝生化についての検討状況など、実施にむけて年次計画はできているのか。 
（３）子供たちにとって、芝生化の本当の効果とは何か。また、新たな課題はあるか。 
（４）地域と協議を進めることで、新たな活動の場が広がっていくと考えるが市の考えは。 
 

２ 広報紙の全戸配布から自治会活動の活性化を  

〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
むなかたタウンプレスや地域のコミュニティだよりなどさまざまな広報紙が毎月市民の皆さん

に届けられている。それらの広報紙には、市のさまざまな行事予定だけでなく、市の財政報告、議

員活動報告も掲載されている。さらに困ったときの連絡先、さまざまな団体の活動報告など、全て

読めば宗像市のことは何でもわかるので、私も必ず目を通している。 
広報紙は、各自治会を通じて宗像市全戸に配布されているが、地域によっては、自治会未加入の

市民に配布されていないところもあり「緊急性を要する連絡先や、地域の行事などまったくわから

ない」などの声を聞く。 
市では、駅やコミュニティ・センター、図書館などにも配布し、誰もが読めるようにしているが、

実際にどのくらいの市民が読まれているだろうか。例えば、地域では自主防災組織が設立され、各

地で防災訓練や講習会が行われている。訓練に参加している市民のなかには、いつおこるかわから

ない地震や火災などに備え、避難場所の確認など熱心に消防団に質問されている人もいる。しかし、

訓練に参加していない市民の理由は何であろうか。訓練がいつあるのかわからなかったのか、単に
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来なかったのか。もし訓練についての情報がまったく伝わらない場合、自己責任ですまされる問題

なのであろうか。地域や市の情報伝達管理のあり方に問題があるのではないかと考える。 
昨今の不安定な政治経済のなか、いつおこるかわからない震災などに不安を感じている人は多い

と思う。いろんな問題に真剣に取り組んでいると、人と人とのつながりが段々薄れていると感じる

のは私だけではないと思う。 
こういう時期だからこそ、市民全員が共通の情報を把握する方法として、広報紙の全戸配布の徹

底、更なる地域活動への参加呼びかけなど、地域と市が協議して改善していかなければいけないの

ではないだろうか。そこで、以下の項目について問う。 
（１）広報紙の配布方法はどのように行われているのか。（手順や予算など） 
（２）自治会によっては全戸に配布されていないところがあると聞くが、状況を把握しているか。 
（３）広報紙を全戸配布するように徹底するべきと考えるが、その対策は。 
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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 ＩＴシステムのコスト見積りと納品検収についての現状と課題は 

 〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 
ＩＴシステムの見積りを行う場合、最初に問題となるのが見積り時期である。 

見積り時期が早ければ早いほど、プロジェクト全体に不明確な点が多く存在し、最終的な規模と見

積り規模とのブレ幅は大きくなる。不明確な部分があるとどうしても実際に出来上がるものから比

べて、見積りのブレが出てしまうことは避けられない。一方、早い時期での見積りは予算獲得など

のおおよその計画を立てるために必要であることも事実である。 

見積りにおいて、開発するシステム（プロジェクト）だけでなく、プロジェクトの前提条件、組

織の特徴、組織内のプロセス、など様々な要因を考慮する必要がある。特に、ソフトウエア開発は

自動化されている部分が少ないため、開発は人的な要因から大きな影響を受ける。 

システム開発の見積りについては、業務知識だけでなく、より高度な知識、スキルが要求される。 

具体的な見積りにあたっては、システムのライフサイクルを通じ、必要となる作業を明確にする

必要がある。このように見積り作業を行う場合、システム見積りを市で行うにしろ、見積り作業を

外部に委託する場合にしろ、発注する宗像市側にシステム見積りが出来る人材を揃えておく必要が

あると考える。 

そこで、ＩＴシステムのコスト見積り及び納品検収の現状、課題について伺う。 

（１）開発規模見積りの現状について 

誰が何を基準に見積りを行なっているのか。また、当該システムの規模の妥当性（規模、金

額、期間等について）は誰（部署）が判断するのか。 

（２）開発規模の確定はどの段階で行なっているのか。 

（３）システムの工数見積りで発注者側（本市）と受注業者との確認はどの時点で行うのか。 

（４）見積りと開発実績に差があった場合の許容範囲は。 

   過去５年間でＩＴシステムの当初見積りと実績の差はどの程度であったか。 

（５）システム開発の契約形態についてはどのような契約形態があるのか。 

（６）システム納品時の検収について、誰（部署）が何を基準に検収を行っているのか。また、瑕

疵責任の期限は。 
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発言順 １１ １７番 末吉 孝   党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 神湊漁民アパートの移転改築を   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
（１）神湊漁民アパートの現状について 

①漁民アパートの老朽化の現状を、市はどの程度把握しているのか。 

②地元要望も含め、県とはどのような協議をしたのか。 
（２）渡船ターミナル整備計画の中での位置付けについて 

①漁民アパートの存在を、整備計画の中でどのように検討したのか。 
②ターミナル周辺の空間的、景観的視点から、整備計画の中できちんと位置づけるべきではな

いか。 
 

２ エコタウン事業の推進を   〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）エコタウン化構想の策定を 
①太陽光パネル設置補助事業の進捗状況は。 
②どのような見通しをもって補助事業を続けていくのか。 
③農畜産、下水汚泥、生ごみなど、総合的なエネルギー自給を考えたエコタウン化構想を策定

すべきではないか。 
（２）地の利を活かせる風力発電の検討を 

①実証段階に入った小型風力発電の設置を。 
②玄海小学校改築に合わせて、小型風力発電機を設置できないか。 

（３）バイオマスの検討を 
畜ふんと生ごみ処理の一部をバイオマスプラントで処理することが考えられないか。 

（４）住宅リフォーム助成制度で市民と協働でエコタウン化を 
   住宅リフォームの機会に、市民が太陽光パネル設置を行いやすいように、エコタウン化を目

指した助成制度を作るべきではないか。 
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発言順 １２ ８番 新留 久味子    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 利用者の声を反映したふれあいバス・コミュニティバスの改善を早急に 

 〔答弁を求める者〕市長 

今年１０月にリニューアル運行及び新規運行がスタートしたふれあいバス・コミュニティバスに

対して、多くの市民や利用者から苦情や改善の声が届いている。どれも切実な声で早急な改善が強

く求められている。 
そこで次の点について伺う。 

（１）今回の改定までのプロセスは。路線や時刻表など、どのような経過で決定されたのか。 
（２）市民や利用者からどのような改善要望が寄せられているのか。 
（３）このような市民の声に対して市はどう対応していくのか。 
（４）市内にある交通空白地域の解消について、今後どのような対策を考えているのか。 

 
２ 椿油での島おこしで地島支援の強化を求める   〔答弁を求める者〕市長 

今年度、建設産業常任委員会の所管事務調査で行った地島のみなさんとの懇談会で「島おこしと

してはじめた椿油の事業が思うようにすすまない」「椿油はたくさんとれるが、販路や利用者の拡

大に課題が大きい」との声が寄せられた。 
そこで次の点について伺う。 

（１）過去３カ年の地島における椿油の収穫高と売上高は。 
（２）現在どのような販路があるのか。 
（３）椿油での島おこしの支援策について、市は今後どのように考えているのか。 
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発言順 １３ １４番 石橋 文恵     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 熱中症から子どもを守ろう   〔答弁を求める者〕市長、教育長 

近年、記録的な猛暑が続いている。学校の教室の室温が体温を超える場合もあり、猛暑による児

童生徒の体調管理が心配される。 
（１）熱中症から子どもを守る対策として考え、子どもたちにその予防を呼びかけられていること

はどのようなことか。 
（２）茨城県取手市では、今年 7 月、児童・生徒の熱中症対策の一環として市内全２５小中学校に

水を霧吹き状に散布する「ミストシャワー」を設置した。ミストシャワーは、ミスト散布機を

使って水道水を霧状に噴射し、気化熱で周囲の温度を下げる効果がある。日本で昔から行われ

ている「打ち水」と同じ原理である。霧は素早く蒸発するため手足や服はぬれず、気温を約３

度下げるという。水圧を利用し、霧を吹きだすため電気を一切使わず、ランニングコストは１

時間で５．１円。設置費用も標準キットが２，５００円と安価。取手市では、全面導入を前に

市立幼稚園で試験的に導入。効果を検証し小・中学校に全面導入した。 
猛暑の中、熱中症から子どもを守り、快適な学習環境の整備の一環として本市でも「ミスト

シャワー」を導入してはどうか。 
（３）猛暑の中、市役所を訪れる市民へのサービスも考慮することが望まれる。今夏も市役所に来

た市民が、熱中症とみられる症状により数回救急車で搬送されている。玄関前の植え込み付近

にミストシャワーを設置してはどうか。 
（４）熱中症事故防止の対策として「熱中症計」の配備も考えてはどうか。 

熱中症は高温多湿などが原因となって起こる症状。熱中症計は、気温と湿度を計測すること

で熱中症の危険度ランクを「危険」「厳重警戒」など５段階で表示し、ＬＥＤランプとブザーで

知らせる仕組み。 
   鹿児島県志布志市では、小学校１６校と中学校７校の全学級（１４７クラス）に携帯型熱中

症計を各１個配備した。また、これに加え、スポーツイベントなどの会場に持ち運べる「熱中

症暑さ指数計」も配備した。これにより、熱中症の発生予測が数字で表示されるので、早く適

切な対応が取れることになった。配備した熱中症計は携帯用なので、屋内の授業や屋外のスポ

ーツ活動にも利用でき、熱中症予防に効果的とのこと。本市でも熱中症事故防止の対策として

取り組んではどうか。 
 

２ 青少年の有害情報対策   〔答弁を求める者〕市長、教育長 

子どもたちの未来に不可欠なインターネットは多くの有益な情報が提供され、便利に活用できる

ため、小学校から情報教育としてコンピューターの使い方を勉強している。一方、一部に心身が未

発達な子どもたちが閲覧するには望ましくない情報もあり、インターネットなどから得られる違

法・有害情報が原因で、青少年が事件や事故、トラブルに巻き込まれるケースが多く発生している。 
（１）本市における現状をどのように把握し、どのような対策をとっているか。 

また、トラブルに巻き込まれることを未然に防ぐための対策はどのようにとっているか。 
（２）児童・生徒の携帯電話所持状況は把握しているか。学校でのルールは作っているのか。また、

メールも含む携帯電話によるインターネット利用実態をどのように認識しているか。 
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（３）ネット社会における親の危機管理術も問われている。保護者への情報提供や家庭でのルール

作りの大切さ等、子どもを有害情報から守るために親が知っておくべきことを伝える機会を作

ることが望まれる。毎月定期的に行われている「学校の日」等、保護者が学校に来る日を利用

して、子どもにかかわる課題を一緒に議論する場としてはどうか。 
（４）消費生活センターと学校現場とが連携して、子どもに対する消費者教育、金銭教育を積極的

に行える体制を作ってはどうか。 
 

【質問者数：１３人、質問項目：２４項目】 

 


