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日程 発言順 議員氏名 発言の項目 

3/4 

（木） 

 

1 岩木 久明 P2 1 平成２１年度教育施政方針の総括について 

2 吉田 益美 P3 
1 子宮頸がんをワクチンで防ごう 

2 細菌性髄膜炎から子どもを守ろう 

3 西山 隆 P5 
1 「健康むなかた２１」の取り組みについて 

2 地方公務員の労使関係のあり方について 

4 杉下 啓惠 P6 
1 発達障がい児支援の更なる充実を 

2 歴史遺産の保存と継承を市民の誇れるものに 

5 石松 和敏 P8 1 コミュニティ施策の課題・問題点を問う 

6 神谷 建一 P9 1 空き家対策で定住化促進を 

3/5 

（金） 

 

7 石橋 文恵 P10 

1 女性がん検診無料クーポン、５年間の事業計画は不可欠 

2 子どもの健康と環境について 

3 安心の住まい、市営住宅の課題 

8 植木 隆信 P11 1 児童生徒加配教員など教育問題について 

9 新留 久味子 P12 
1 小学校６年生までの医療費無料化にむけて 

2 ダンボールコンポストを広げる施策について 

10 福田 昭彦 P13 
1 事業仕分けについて 

2 コミュニティ事業について 

11 末吉 孝 P13 
1 市民相談機能の拡充を 

2 就学援助制度の周知徹底を 

12 日隈 一憲 P14 1 コミュニティの検証について 
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（火） 

 

13 花田 鷹人 P14 1 農業振興整備計画の見直しに向けて 

14 田原 敏美 P15 1 目指すべき新たな宗像市づくりについて 

15 小島 輝枝 P15 

1 たて・よこ・ななめにすき間ない発達障がい支援を 

2 「ともに働きともに暮らす」をあたり前の風景に 

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：15人、質問項目：24項目】 
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発言順 １ ３番 岩木 久明 

１ 平成２１年度教育施政方針の総括について  

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

後藤田正晴元官房長官が「１０年先を思うものは木を植える」「１００年先を思うものは人を植

える」という言葉を残している。見果てぬ夢を追い求めることが教育であり教育者である。「生き

る力」を育むという基本理念を引き継いだ新しい学習指導要領が小学校は平成２３年度から、中学

校は平成２４年度から全面実施されることに伴い、平成２１年４月から移行措置が実施されてい

る。  

 本市における平成２１年度教育施政方針において、教育長は次のように述べている。 

 「子どもたちの生きる力の育成」を図るためには、「確かな学力の定着」「豊かな心の育成」「健

やかな体の育成」を基軸とした教育活動を推進し、児童・生徒、保護者、地域に信頼される学校づ

くりに取り組むことが必要である。また、幼児期からの子育てが重要なことから「親の育児力の向

上」「地域での子育て支援体制づくり」「子育て支援に関する情報提供」などに取り組むことも必要

である。こうした取り組みをよりよく効果的に進めるために教育委員会としては、学校・家庭・地

域との連携を図りながら、信頼される学校づくり、子育て・子育ちを支えるまちづくりと市民の学

習の場づくりに取り組み、「安心して子どもを育てることができるまち宗像」の教育を創造してま

いります、と方針を説明されているが、以下、総括として各々の施策が達成されたのかを問う。 

（１）子どもたちの生きる力の育成について 

①確かな学力の定着はなされたか。 

②豊かな心の育成はなされたか。 

③健やかな体の育成はなされたか。 

（２）幼児期からの子育てについて 

 ①親の育児力の向上はなされたか。 

 ②地域での子育て支援体制づくりはなされたか。 

 ③子育て支援に関する情報提供はなされたか。 

（３）学校・家庭・地域との連携について 

 ①信頼される学校づくりはなされたか。 

 ②子育て・子育ちを支えるまちづくりはなされたか。 

 ③市民の学習の場づくりにどのように取り組んだか。 

（４）安心して子どもを育てることができるまち宗像の教育を創造することができたか。 
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発言順 ２ １３番 吉田 益美 

１ 子宮頸がんをワクチンで防ごう 〔答弁を求める者〕市長 

 国内で年間 3,500 人の女性の死因となっている子宮頸がんを予防するワクチンが昨年（平成 21

年 10月）厚生労働省で承認された。この予防ワクチンは 2006年６月にメキシコで承認されたのを

はじめ、現在では 100カ国以上で承認され、安全性の高さも評価されている。子宮頸がんは検診と

ワクチンでほぼ 100％予防できる。つまり、子宮頸がんは、「予防可能ながん」ということである。 

子宮頸がんには、他のがんにはない特徴がある。一つは、発症年齢が低いということである。発

症年齢層のピークは年々低年齢化しており、1978年頃は 50歳以上だったのに対し、20年後の 1998

年には 30 代になり、若い女性の発症が急増している。もう一つは、子宮頸がんの原因のほとんど

が、性交渉によるヒトパピローマウイルス（HPV）の感染である。８割近くの女性が一生のうち一

度は感染し、９割以上は消滅するが、一部の女性が子宮頸がんを発症するといわれている。 

ワクチンは性交未経験の若い世代に接種することが求められ、検診受診率の向上も同時に進めて

いくことが重要になる。子宮頸がんは定期的に検診を受けていればがんになる段階で見つけること

ができ、いわゆる早期発見、早期治療で子宮摘出もなくその後の妊娠や出産も可能である。「若く

して子宮頸がんになり、子どもを授かる前に子宮を摘出したり、幼い子どもを残して死んでいった

りする女性が増えている。 

「費用負担の問題は日本が女性と子どもを大切にする国であるかどうかの試金石になる」と指摘

する学者もある。ワクチンは３回の接種が必要で、全額自己負担だと３～４万円かかる見込み。ワ

クチンは現在のところ７～10 数年の効果があると言われ、効果を持続させるためには、接種後も

継続的な検診を受ける必要がある。 

日本産婦人科学会によると、予防ワクチン接種は 100 カ国以上で始まっており、約 30 カ国では

公的支援があり、日本では当面、任意接種となっている。このような中、新潟県魚沼市では若年層

で子宮頸がんの患者が増えていることから、予防接種を希望する 10 代前半（小学５年から中学１

年生のうちの１学年）の全児童・生徒を対象に、本年４月から予防接種に必要な費用を全額助成す

ることを決めた。自治体がこのワクチンの接種を助成するのは全国初と報道されている。 

（１）現在実施されている子宮がんの個別検診の具体的な内容は。また、子宮がん、乳がん検診の

現状（受診率における全国・県内との比較）は。 

（２）子宮頸がんを予防するワクチンの接種に対する本市の見解は。 

（３）子宮がん検診の受診率向上に向けて予防ワクチンの接種を助成できないか。 

 

２ 細菌性髄膜炎から子どもを守ろう 〔答弁を求める者〕市長 

細菌性髄膜炎の原因になる細菌の代表が、「Hib(ヒブ)」と「肺炎球菌」である。年間 1,000人に

近い子どもたちが細菌性髄膜炎に感染していると推定されているが、接種すればこの病気にかから

ないですむワクチンがある。 

ワクチンで防げる感染症「細菌性（化膿症）髄膜炎」は髄膜という脳や脊髄をおおっている膜の

内側に細菌が入り込んで炎症をおこす病気である。脳をつつむ大切な場所におこる感染症なので、

治療が遅れると知的な障がいや手足のまひなどの後遺症が残ったり、重症になると命にもかかわっ

たりするとても怖い病気でもある。現在明らかにされているわが国のヒブ髄膜炎の特徴は、 
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①ヒブは新生児以後の髄膜炎の原因菌の第１位である。ヒブ髄膜炎の発病者は、各種調査により、

全国で年間 700～1,000 人と推定されている。（これは２カ月～５歳児の 1／2,000 がかかって

いるという計算になる。） 

②患者の年齢は０歳児の乳幼児が 53％と最も多く、０～１歳で 70％以上を占めている。発病の

ピークは生後９カ月で、逆に５歳以上の発病はまれになる。（この年齢になるとインフルエン

ザ菌に対する抵抗力が作られるためといわれている。） 

③死亡は約５％（20 人に１人が死亡する）で、20～30％はてんかん、難病、発育障がいなどの

後遺症が残る。 

④初期症状は発熱、嘔吐、元気がないなど、かぜの症状と変わりなく、早期診断が困難で、しか

も急速に病状が進行する。 

⑤近年抗生剤への耐性が急激に進み、また病状の進行が早いため、抗生剤での治療が困難になっ

てきている。 

このような状況下で、2007年１月 26日にヒブワクチン（アクトビ）が厚生労働省で承認され日

本でも接種が可能になった。ヒブワクチンは、世界で１億５千万人以上の子どもが接種しているが

大きな問題もおきてないワクチンである。1998 年ＷＨＯの「どんな貧しい国でも国の定期接種に

して子どもを守るように」との勧告を踏まえて、世界 120カ国以上で実施されている。定期接種を

組み込んでいる国では発症率が大幅に減尐している。しかしわが国はいまだ任意接種である。基本

とされる接種は４回で費用は約３万円かかるとのこと。幼児を抱える家庭にとってはとても大きな

負担になる。 

（１）本市では細菌性髄膜炎に対するヒブワクチンについてどの様に認識されているか。 

（２）子どもたちの健康を守る支援策として何らかの補助ができないか。 
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発言順 ３ ６番 西山 隆 

１ 「健康むなかた２１」の取り組みについて 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

第一次宗像市総合計画の施策のひとつとして「市民の健康づくり・福祉の向上」がある。その実

現に向けて策定された「健康むなかた２１」は半期が過ぎ、今年度は見直しの年となっている。社

会情勢が大きく変化する中で、将来を見据えた施策の推進が必要である。 

（１）今日までの取り組みについて 

 ①全体的な課題と達成された事業は何か。 

 ②壮年期から老年期までの市民を対象とした事業の状況は。 

（２）現状の課題について 

 ①自殺予防に対する施策はあるのか。 

（３）今後の取り組みについて 

 ①各団体（コミュニティ・医師会・企業など）との連携は。 

 ②老年期の市民の健康増進についての考えを問う。 

 

２ 地方公務員の労使関係のあり方について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

2001 年に公務員制度改革大綱が示され、公務員の天下りに対する批判や国民に開かれた公務員

制度を求める世論が高まっている。また、日本の公務員制度は国際労働基準から逸脱しているとい

う、ＩＬＯ（国際労働機関）による４度にわたる日本政府への勧告など、公務員制度に関する状況

は大きく変化している。 

政府は、2007年 10月、行政改革推進本部専門調査委員会の報告を受け、人事院勧告制度を廃止

するとともに、一定の非現業職員に労働協約締結権を付与すべきとして、2008 年６月、国家公務

員制度改革基本法を制定した。 

（１）このような状況についてどのように考えているのか。 

（２）人事院が廃止されれば、公務員の身分はどうなるのか。 

（３）本市職員の働く環境について 

 ①合併後の業務内容が大きく変わり、職員への負担が重くなっていると思うが、対策はあるのか。 

 ②市の重要施策に対しては、プロジェクトチームを作るなど、庁内の横断化が必要と考えるがど

うか。 

 ③退職者の再任用について、本市の現状はどのようになっているか。 
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発言順 ４ １番 杉下 啓惠 

１ 発達障がい児支援の更なる充実を  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、健康福祉部長、教育部長 

発達障がい児は年々増加傾向にある。宗像市では、早い時期に子どもの特徴に気づき、適切な支

援ができるように、乳幼児健診や、保育所・幼稚園などへの巡回相談によって、早期発見・早期支

援のシステムがつくられている。昨年３月には、「発達支援センター」が開設され、乳幼児から小・

中学生までの子どもの発達や育児の悩み、友達との関係や学習の苦手さなど、子どもに関する総合

相談の窓口として、また、療育や教育機関との連携など取り組みが計られているところである。 

発達障がい児と家族が地域で安心して生き生きと暮らすために、相談、療育や教育体制の充実、

家族の支援がますます重要になると考える。 

（１）家族にとって、乳幼児健診や小学校入学前の就学相談によって子どもの発達障がいを知らさ

れたとき、それを受け入れることには多くの葛藤があると思われる。検査結果の通知や説明、

その後の対応について、どのような配慮をしているか。 

（２）発達支援センターが案内している療育サービス機関は、具体的にどのような機関か。それら

の機関の受け入れ体制は十分か。 

（３）発達支援センターの相談窓口について、特に仕事を持つ親から、時間延長や土・日の相談な

ど望む声があるが、職員の勤務時間をフレックスにするなど対応は考えられないか。 

（４）関連書籍や月刉誌など発達支援センターに整備し、情報提供の場としても充実させるべきと

考えるがいかがか。 

（５）小中学校の特別支援学級に通う児童・生徒の増加が今後も予想されるが、施設は十分に対応

できるか。 

（６）ことばやコミュニケーションで困っている児童・生徒に対して、学習や生活上それぞれの力

を十分に発揮し、集団生活を送れるよう支援するため、一人ひとりに応じた指導を行なう通級

指導教室が、自由ヶ丘小学校と中央中学校に開設されている。ただし、送迎が必要なため距離

的に遠い場合や、保護者が仕事を持っている場合など負担となっている。 

①教室の開設箇所を増やすことはできないか。 

②交通費の助成や移動サポートサービスの利用など検討できないか。 

（７）学童保育において、発達障がい児を受け入れるために、指導員体制の充実や研修が必要と

考えるがいかがか。 

 

２ 歴史遺産の保存と継承を市民の誇れるものに  

〔答弁を求める者〕市長、市民協働部長、経営企画部長 

 

本市では、市内各地で多くの遺跡や貴重な文化財が発見されている。しかし残念なことに、多く

の市民はそれらを目にする機会もなく、関心が薄いと思われる。沖ノ島の世界遺産登録を目指す宗

像市として、いかに多くの市民がこれらの遺跡や文化財の重要性を理解し、その保存や継承を望ん

でいるかが問われている。 

（１）アクシス玄海に開設予定の郷土文化学習交流施設について 
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①進捗状況はどうなっているか。 

②発掘され保存されている多くのものを、どのように展示していくのか。 

③重要文化財の展示はどのようになされるのか。 

④説明員の配置についてどのように考えているか。 

（２）田熊石畑遺跡について 

①遺跡の保存整備に関しての進捗状況はどうなっているか。 

②遺物の展示場所、また遺跡跡地の整備計画はどうなっているか。 

③保存後、継続的に市民が関心を持って活用していくためにも、計画段階から多くの市民が参加

できるしくみを作ってほしいがどのように考えているか。 

④遺跡の保存整備のための市民基金を作りたいという意思を持った市民がいらっしゃるが、市と

しても基金を募ってはどうか。市民との協働で行なう方法として考えられることはないか。 

（３）鐘﨑の漁労用具 1,309点が国登録有形民俗文化財に指定された。民俗資料館は閉館されるが、

今後それらの保存や展示をどのようにする予定か。 

（４）本市の文化財の担当職員数は尐なく、市民協働部市民活動推進課のもとに文化財係として置

かれている。今後、機構の見直しや職員体制の充実を図るべきと考えるがいかがか。 
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発言順 ５ ９番 石松 和敏 

１ コミュニティ施策の課題・問題点を問う 〔答弁を求める者〕市長 

（１）コミュニティ・センターの今後の整備について 

①河東地区の取り組み状況について 

河東地区コミュニティ運営協議会の平成２０年５月の総会では、コミュニティの範域は、中

学校区で一つとし、拠点であるコミュニティ・センターは宗像市中央公民館の敷地とすること

で合意したと聞いている。しかし、その結果に反発している一部自治会の有志が、コミュニテ

ィの範域は、原則通り小学校区で一つとすべきであり、河東西地区（河東西小学校エリア）で

もコミュニティの設立をすべきとして現在運動している。 

そこで、執行部として、どのように対応しているのか伺う。併せてコミュニティ・センター

の建設内容について、建設時期と整備内容および整備費用と財源措置について伺う。 

②田島・神湊地区の取り組み状況について 

田島地区コミュニティ運営協議会と神湊地区コミュニティ運営協議会とは、近い将来合併し

て一つのコミュニティ運営協議会となり、その拠点であるコミュニティ・センターは玄海小学

校が移転した後の跡地に建設する計画と聞いている。 

そこで、建設時期と整備内容および整備費用と財源措置について伺う。 

（２）公の施設であるコミュニティ・センターの指定管理とコミュニティ活動について 

 ①指定管理を実施した平成１８年度以降、会計処理を合算で行っているため、公の施設の指定管

理料と市の補助金であるまちづくり交付金が妥当な金額かどうかは不明である。 

 そのため、昨年の指定管理の選定委員会では、「指定管理料とまちづくり交付金の使途の切り

分けに関して、市の指導を要望する。」「指定管理料、利用料金等の収支状況を十分に把握した

上で、上限金額内での指定管理料を決定することを要望する。」と指摘しており、併せて、１

２月議会でも多くの議員から同様の指摘がなされているが、平成２２年度より会計処理はどう

するのか。 

②コミュニティ・センターの利用料は、本来、公の施設の指定管理の収入の一部とすべきところ

だが、現在は、コミュニティ活動費の一部として支出されている。一方、本来は指定管理の費

用として支出すべきである清掃業務や法面草刈業務などの費用がコミュニティ活動費から支

出されている。このような実態は明らかに問題であり、公金の支出として不適切であるため早

急に改善すべきではないか。 

 ③コミュニティ運営協議会によっては、コミュニティ・センターの利用料収入がある協議会とな

い協議会とがあり不平等が生じている。このことは、公平・公正に運営する自治体の姿勢とし

ては明らかに問題であり、早急に改善すべきではないか。 

（３）コミュニティ運営協議会に対する担当課職員の支援体制について 

 ①現在６人の職員で１３箇所のコミュニティ運営協議会の支援を行っているが、どのような仕事

をしているのか。また、土・日や夜間の会合も多いと考えるが職員の健康面は大丈夫か。 

 ②コミュニティ・センターが開館したばかりのコミュニティ運営協議会への支援体制と、長い

年月が経過しているコミュニティ運営協議会とでは運営体制に温度差があり、従って、支援

体制にも差があって良いはずだが、今後どう対応されるのか。 
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発言順 ６ ２番 神谷 建一 

１ 空き家対策で定住化促進を 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

本市の人口は約 95,000 人であり、この数年、やや減尐傾向にある。大きな産業のない本市にお

ける収入源として市民税、固定資産税などが大きな財源であることは、いうまでもない。ここに住

んでみたいと思えるような、安心して住める街づくりを進めていくことが、財政基盤の安定につな

がり、地域活性化につながると考える。また、景気低迷が続く中、新築住宅着工戸数の減尐に歯止

めをかけるべく、国は景気対策事業としてさまざまな補助制度を進めている。しかし、大手企業の

倒産や、地場企業の数多くの廃業など先行きの見えない状況が続いている。 

本市に隣接する福津市では、6,500人規模の人口増加を見込んだ大型団地の開発や、大手ショッ

ピングセンターなどの誘致が進んでいると聞く。また、宮若市は、新築住宅にかかる固定資産税に

ついて市独自の減免制度を新設するなど、人口増加を見込んだ政策を打ち出しており、本市におい

ても他市に負けない、新しい取り組みを考えていくべきではないか。 

住環境をめぐる課題としては、全国的に、尐子高齢化に伴う空き家の増加があげられており、行

政が空き家の有効利用を考えていくことも、定住化促進につながる一つの方法ではないか。 

そこで、以下の項目について伺う。 

（１）本市の定住化促進施策について 

①定住促進施策はどのように進んでいるのか。また、その成果は。 

②住環境の現状をどのように把握しているか。また、今後の人口推移をどのようにとらえている

か。 

（２）空き家対策について 

①本市における空き家の件数など、状況の把握はできているのか。 

②空き家の利用は定住化促進施策として有効と考えるが市の見解は。 

③大島地区における人口はどのように推移しているか。また、住宅事情は。 

④空き家を有効利用するため、何らかの補助制度の導入を検討してはどうか。 
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発言順 ７ １４番 石橋 文恵 

１ 女性がん検診無料クーポン、５年間の事業計画は不可欠 〔答弁を求める者〕市長 

（１）２１年度、女性特有のがん予防と検診受診率向上を目的に、５歳刻みの特定年齢の方を対象

に「乳がんと子宮頸がん検診の無料クーポン」が配布された。 

①乳がんと子宮頸がんの年齢ごとの受診実績とこの事業の総括はどのようにされているか。 

②国はがん検診の受診率の目標を５０％としている。無料クーポンは５歳刻みなので５年たたな

いと全ての人に行き渡らないことから、最低でも同じ条件で５年間の事業継続が不可欠です。

ところが２２年度国の予算案では同事業の予算が３分の１近くにまで削られている。これに対

し、公明党の松あきら参議院議員は「女性の命がかかっている」と首相に同規模の予算確保を

迫ったが、「本来、がん検診は市町村が行うもの」「市町村の負担分は地方交付税で措置し、こ

れまで通り実施できる」との認識を示している。これに基づき本市でも２２年度も事業継続と

なることを期待するがいかがか。 

 

２ 子どもの健康と環境について 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

（１）子どもを化学物質から守る対策について 

   化学物質が原因とみられる子どもたちの健康への影響が大きな問題となっている。 

   日本の小学生の喘息の罹患率は１９６０年度の０．５％から２００７年度には４％となり、

８倍も増加している。アレルギーやアトピーなどの免疫系疾患のほか、自閉症や“キレやすい

子”といった神経系異常の増加も報告されている。化学物質は、大人がわずかにさらされただ

けでも、頭痛や疲労感、集中力・思考力の低下などに見舞われることがある。まして子どもは

大人と比べて呼吸量が多く、小児は床を這ったり、ものを口に入れたりするなどの行動もある。 

①学校や幼・保育園、公園、遊具といった「子ども環境」で使用されている化学物質や殺虫剤、

ワックスなど化学物質から子どもの健康被害を防ぐための取り組みはどのようになされてい

るか。  

②「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に沿った取り組みがなされるよう、

学校現場での周知と責任体制は万全か。 

（２）細菌性髄膜炎を防ぐヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、みずぼうそう、おたふくかぜ、

子宮頸がん予防ワクチン等、ワクチンで防げる病気から、子どもたちの生命と健康を守るため

の助成を。 

（３）思春期の子どもたち（特に中学生）は、学校でのトイレ使用に羞恥心を抱いている。特に大

便での使用は、周りの先輩や友人たちに気を使い我慢をし、体調を崩す子もいる。また、その

ことがきっかけで、学校に行けなくなっている子もいる。 

①擬音装置（“音姫”など）の設置を望む。 

②困った時、自由に使用できるトイレの開放や排泄行為は生きている人間として当然の行為であ

り、体調を整えるためにも誰でもいつでも行くものだという「健康教育」の実施を。 

 

３ 安心の住まい、市営住宅の課題 〔答弁を求める者〕市長 

（１）平成１６年度から２５年度までの１０年間の「宗像市公営住宅ストック総合活用計画」が策
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定されている。策定後７年目を迎え、居住者の高齢化が進んでいる。高齢になると、足が不自

由になったり、突然の病や事故等により、障害を持つこともある。上位階に居住する住民にと

っては、昇降に支障をきたし買い物や通院など外出ができなくなることになりかねない。 

高齢化への対応はどのように考えているか。 

（２）２１年度予算で、荒開団地の建て替え事業費として設計委託料約１，１５０万円を含む１，

２００万円が計上されていた。しかし現在、１３年 4月に施行された「土砂災害防止法」によ

り調査が行われ、「土砂災害（特別）警戒区域」に指定されることも想定されると聞く。 

①調査結果を待って、予算計上すべきではなかったか。予定通り予算執行されたのか。 

②仮に、「土砂災害（特別）警戒区域」に指定された場合は、危険な個所と分かっていての建設

はできるはずはなく、建て替え場所を変更すべきではないか。 

③この際、ＰＦＩ方式や既設空き家住宅等、民間活力を利用してはどうか。 

 

発言順 ８ １６番 植木 隆信 

１ 児童生徒加配教員など教育問題について 〔答弁を求める者〕市長、教育委員長、教育長 

（１）宗像市の小中学校の中には児童生徒支援加配教員が固定的に配置されている学校がある。 

 ①いつの時点から配置されているのか。 

 ②配置されている理由は何か。 

 ③加配教師の勤務状況はどのようになっているのか。 

（２）宗像市では依然として補充学級が行なわれている。 

 ①市内のどの地域で行なわれているのか。また、年に何回行なわれているのか。 

 ②どういう経過で始まったのか。また、いつまで続ける考えか。 

 ③どのような学習を行なっているのか。どのような成果があったのか。 

 ④何人の教師が参加しているのか。また、その予算はどうなっているのか。 

 ⑤参加児童数は何人か。 

（３）尐人数学級は押しとどめることができない流れになっている。本市における尐人数学級（小

学校 1年）の成果はどのように現れているのか。 
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発言順 ９ ８番 新留 久味子 

１ 小学校６年生までの医療費無料化にむけて 〔答弁を求める者〕市長 

乳幼児医療費の無料化制度は、子育て世代にとって欠かせない子育て支援として全国の自治体で

国の制度化を待たずとも広がってきた。 

本市も、対象年齢を尐しずつ拡充しこの制度の充実に努めてきていることは評価でき、多くの子

育て世代からは、喜ばれる施策のひとつとなっている。 

しかし、全国的には本市よりいち早く対象年齢を拡充し、小学校卒業までまた中学校までと自治

体独自の支援策として取り組んできている自治体も増えてきている。 

また、子育て世代が宗像市に移り住んで定住化していくことも本市のまちづくりにとっても重要

な柱である。しかし、本市の近隣自治体の新宮町、古賀市、福津市では、大型の団地開発を行い、

若い世代の定住化に拍車をかける状況がある。「わざわざ、宗像市でなくても・・・」との声も聞

こえてくる。そこで、今こそ、宗像市で子育てを！他の自治体にはない宗像市の充実した子育て支

援を打ち出すときではないかと考える。そのひとつの施策として子どもの医療費無料化制度の対象

年齢を小学６年生まで引き上げる検討を求めるがどうか。 

 

２ ダンボールコンポストを広げる施策について 〔答弁を求める者〕市長 

家庭からでるごみの半分以上が生ごみである現状を踏まえると生ごみを減量することは、ごみ

減量化の対策できわめて重要な柱であるといえる。 

本市は、このような状況を鑑み、今年４月から「ダンボールコンポスト」にも補助金をつける

ことにした。そこで、このダンボールコンポストをできるだけ多くの市民に取り組んでもらい、

究極に生ごみを減量化し、ごみの焼却費用を抑え、その費用を福祉や教育の充実に使うといった

観点で、行政も主体的にこの減量化対策に取り組んでほしい。 

 そこで次の点について伺う。 

（１）平成２２年度の生ごみの減量目標は。 

（２）平成２２年度にはダンボールコンポストを何基普及する目標か。 

（３）その目標を達成すれば、どれだけの焼却費用が削減できるのか。 

（４）市民が気軽にそして継続してダンボールコンポストに取り組めるような対策が必要と考え

る。そこでダンボールコンポストの普及を市はどのような体制で行なうのか、市の考えを伺

う。 

（５）市民がダンボールコンポストをはじめたいと考えても「具体的にどうすればいいのかわか

らない」との声をよく聞く。コミュニティ・センター単位で生ごみ減量課（仮称）の窓口を

つくり、いつでも相談できる体制、基材や補助金の交付等の手続きなどもできる体制など検

討できないか。 
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発言順 １０ ５番 福田 昭彦 

１ 事業仕分けについて 〔答弁を求める者〕市長 

平成２１年１２月議会に引き続き、事業仕分けについて質問する。 

事業仕分けについては、日本全国の市町村でもちょっとしたブームになっている。その中で、公

募で選ばれた市民や議員が事業仕分け人になっている例もあり、仕分けの公開性が非常に注目され

ている。本市もこうした執行部以外の人が事業仕分け人になることを検討してはいかがか。 

 

２ コミュニティ事業について 〔答弁を求める者〕市長、市民協働部長 

全国に先駆けた本市の「コミュニティ事業」は全国の市町村からも非常に注目を集めている。こ

の「コミュニティ事業」を実際に運営する「コミュニティ運営協議会」の人事は、この事業の成否

の鍵を握る重要な案件である。「コミュニティ運営協議会」の役員人事は毎年行われる総会の中で

承認されるが、その任期については大まかなガイドラインしかない。各コミュニティ運営協議会で

は役員人事について毎年、悩みの種とも聞いている。そこで、市が役員任期については明確なガイ

ドラインを規定し、その規定に沿って人事の刷新が行われるようにしてはいかがか。 

 

発言順 １１ １７番 末吉 孝 

１ 市民相談機能の拡充を 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）福祉事務所の業務の現状について 

①長引く不況と失業者の増大、貧困の拡大にともなう生活保護申請が増えていると思うが、実態

はどうか。 

②最近の生活保護申請者の特徴として、どのような質的な変化があるか。 

③福祉事務所のケースワーカーの体制はどうなっているか。 

④相談員の拡充が必要なのではないか。 

（２）市民が身近に、なんでも相談できる総合的な相談室の設置を 

①現在、宗像市として開設している相談窓口はどのようなものがあるか。 

②それらは市役所業務の縦割りの所管ごとに設置されており、市民から見ると非常に分かりにく

い。また、それぞれが専門的な相談に限られているように受けとめられている。それらの連携

と統合についての考えは。 

③総合的な相談窓口設置を考える場合、市役所職員ＯＢや市民の専門家などの活用は考えられな

いか。 

 

２ 就学援助制度の周知徹底を 〔答弁を求める者〕教育長、教育部長 

（１）憲法２６条で「義務教育は、これを無償とする」とされているが、学用品や修学旅行費、学

級費など個人負担が存在している。宗像市において小学校、中学校の年平均負担額はどのくら

いか。 

（２）経済状況を反映して本市においても就学援助制度の受給者が増加していると思うが、最近５

年間の小学校、中学校、高校別の推移はどうなっているか。 
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（３）就学援助制度があることを、どのように保護者に対して周知しているのか。 

（４）国が２００５年より、就学援助制度の国庫負担について一般財源化しているが、本市のこの

制度に対する今後の方針はどう考えているのか。 

 

発言順 １２ １２番 日隈 一憲 

１ コミュニティの検証について  〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

宗像市のコミュニティづくりの基本理念として、地域と行政は、あくまでも対等の関係を保ち、

互いに理解・尊重し、連携・協力してまちづくりを進めると謳われている。１０年を経過したコミ

ュニティ活動のさらなる活性化やコミュニティ運営協議会の効率的な運営のため、行政の関わり・

役割について問う。 

（１）地域住民の自主的な組織（コミュニティ運営協議会）が構築されたが、その成果と課題は。 

（２）自主運営のまちづくり計画の策定状況と協働の進捗状況は。 

（３）権限・財源の移譲による評価は。 

（４）地域住民の結びつきを支援するコミュニティの将来像は。 

（５）コミュニティの範域の定義についての問題点は。 

 

発言順 １３ ４番 花田 鷹人 

１ 農業振興整備計画の見直しに向けて  〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

政権交代により、農家個別補償制度の導入、昨年１２月に施行された新農地法の改正等で農業政

策が大きく変わろうとしている。 

今回の国の農業政策の変更により、県レベルでの農業振興基本方針の見直しを受け、本市でも農

業振興整備計画の見直し作業が本格化しようとしているが、この整備計画見直しに関連し、以下の

項目についての市の見解を伺う。 

（１）農地法改正に伴う本市の体制・取り組みについて 

①農業振興整備計画見直しについての基本的な考え方は。 

②今回の農地法等の改正で農業委員会の果たす役割はより重要となり、事務量も相当量の増加が

見込まれるが、組織、人員等の体制をどのように整えるのか。 

③耕作放棄地の未然防止、利用促進、解消に向けた取り組みは。 

④農地の集約化、面的集積についての取り組みは。 

（２）新しい農地制度に対応した地域農業の活性化、再構築を 

①むなかた地域農業振興センターの地域農業の果たす役割、位置づけは。 

②当センターの役割を果たすために、機能、組織、人員の体制は。 

③土地利用型農業の推進のために考えられる施策は。 

④新規就農についての取り組み状況及び今後の計画は。 

⑤農産物のブランド化、農業の６次産業化等、将来に向けた農業についての構想は。 
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発言順 １４ １５番 田原 敏美 

１ 目指すべき新たな宗像市づくりについて 〔答弁を求める者〕市長 

 国も自治体も危機的財政状況のなか、宗像市も独自の責任で効率的行政運営を行い、豊かな地域社会

の構築、活性化を図らなければならない。宗像市第１次総合計画の後期計画も策定され今年４月よりス

タートする。教育、福祉、文化、産業振興など魅力あふれる多様なまちづくりが必要だ。そのためには、

限られた財源をいかに無駄なく、尐ない投資で大きな効果をあげるか、行政、市民、議会が一体となっ

て知恵を出し合うことが重要だと考える。市長は平成２２年１月１５日、市政運営のかじ取り役として

２期目を目指すと表明された。「元気な市民と元気なまちづくり」についてと、将来の大同合併も含め

たまちづくりの考え方を問う。 

（１）後期基本計画の取り組みについて問う。 

①市民の皆さんと施策の評価を行う「まちづくり検証会議」とはどのようなものか。また、その会議

で出された意見の活用方法は。 

②行財政改革とは「前例との戦いである」と認識している。前例にとらわれない行財政運営の施策は

あるか、あればその具体的な施策は。 

③職員は市の財産だと考える、一人ひとりの能力が最大限発揮できる施策とは何か。 

（２）市長での４年間の実績を踏まえて、今後どのような宗像づくりを目指しているのか。 

（３）玄海町、大島村と２度の合併をした。合併効果を検証してその結果を踏まえたうえで、今後の道

州制を見据え、近隣市町への呼びかけを提案するがいかがか。 

 

発言順 １５ ７番 小島 輝枝 

１ たて・よこ・ななめにすき間ない発達障がい支援を  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

 本市の発達障がい児支援は平成１５、１６年度に特別支援教育推進体制モデル事業を実施して以

来、さまざまな取り組みがなされ、昨年４月には全国の市町村に先駆けて「発達支援センター」を

設置した。発達障がい支援教育に先進的に取り組んでいることは評価するところである。しかし、

縦割り行政の弊害から連携の甘さ、支援体制の隙間が見えてきた。全国的な傾向ではあるが、本市

においても発達障がいを抱えている幼児・児童・生徒は年々増え続けているのが現状である。子ど

もたちの成長は時を待たない。連携の強化、隙間のない支援体制づくりの充実が急務である。 

（１）０・１・２・３歳を持つ親と子が集う、子育て支援センター「ふらこっこ」にも多くの相談

が寄せられている。 

①その実態を把握しているか。 

②相談者に対して適切なアドバイス等できるように職員への支援・アドバイスは行っているか。 

③関係機関との連絡調整は行っているか。 

④子育て支援センターの職員にも発達支援コーディネータの育成が必要だと思うが如何か。 

（２）学齢期のステージにおいて 

①各学校に配置されている特別支援教育コーディネータの役割の内容（仕事量）は。 

②２２校中９校が特別支援学級担任の教諭を特別支援教育コーディネータとして選任している
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が、特別支援学級担任との兼務では煩雑すぎると考えるがいかがか、見解を問う。 

③今年度より実施されている個別の教育支援計画の内容と進捗状況は。 

（３）発達障がいは、早期発見から就労まで個々のニーズに合わせた途切れのない支援が必要だと

認識している。市の見解を問う。 

①本市の発達支援システムの構図は。 

②教育・福祉・保健・医療はもとより子育て支援・就労関係者（産業振興部）を含めた支援シス

テムの構築を提案する。 

 

２ 「ともに働きともに暮らす」をあたり前の風景に 〔答弁を求める者〕市長、健康福祉部長 

 平成１７年１０月に障害者自立支援法が制定され、市町村は「市町村障害者福祉計画」の策定

が義務付けられた、本市では平成１８年度から平成２０年度を第１期として「宗像市障害福祉計

画」を策定、前期３年の期間が終了し、平成２１年度から平成２３年度を計画期間とした「第２

期宗像市障害福祉計画」を策定している。計画の基本理念として「ともに働きともに暮らす共生

社会づくり」が謳われている。 

「障がいのある人もない人も誰もが自分らしくいきいきと、ともに生きている宗像市」が当たり

前の風景になるよう、行政は率先して積極的に行動に移し、その姿を示していくべきだ。 

（１）相談支援体制の現状と課題をどのように捉えているか。今後の充実・強化はどのように図

っていくのか。 

（２）就労支援の現状と課題をどのように捉えているか。また今後、充実・強化をどのように図

っていくのか。 

（３）宗像コスモス会共同作業所、くすの木園、緑ヶ丘学園、はまゆうワークセンター等の障が

い者支援施設で作られた、あるいは取り扱っている商品を販売する常設の売店を市役所ロー

ビーに設置することを提案するがいかがか。 

 

【質問者数：15人、質問項目：24項目】 

 


