
〔平成２２年第２回定例会〕 

宗 像 市 議 会 一 般 質 問 

1/12 

日程 発言順 議員氏名 発言の項目 

6/23 

（水） 

1 岩木 久明 P2 1 今こそ戦争のない平和教育を宗像から！ 

2 神谷 建一 P3 1 子ども達に、いきいきとした放課後を 

3 杉下 啓惠 P4 

1 学童保育事業の検証と改善を 

2 さつき松原の保全は、より安全な方法で 

4 新留 久味子 P6 

1 中小業者の経営を守り、地域経済を支える支援策を求める 

2 指定管理者制度の検証と抜本的な見直しを求める 

5 花田 鷹人 P7 

1 指定管理者制度の運用について 

2 高齢者介護の取り組みについて 

6/24 

（木） 

6 日隈 一憲 P8 

1 環境にやさしい都市づくりについて 

2 指定管理者制度の検証について 

7 末吉 孝 P9 1 安心安全の学童保育になっているか 

8 福田 昭彦 P9 1 「ゆうゆうぷらざ」の運営方針を再確認する 

9 石松 和敏 P10 

1 入札改革と事業仕分けで行財政改革の推進を 

2 浄楽苑宗像斎場の改築について 

10 小島 輝枝 P12 1 今後の宗像市の子育て施策を問う 

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：10人、質問項目：15項目】 
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発言順 １ ３番 岩木 久明 

１ 今こそ戦争のない平和教育を宗像から！ 

〔答弁を求める者〕市長、副市長、教育長、関係部長 

（１）谷井市長は、当選後のあいさつの中で、「この４年間で総仕上げをする。行政改革の推進や

財政基盤の安定化に努め、孫、ひ孫の代まで住んで良かったと思えるまちづくりをしたい」と

抱負を述べられたが、尐子高齢化社会が急速に進む宗像を思うと愕然とする今、成長経済なく

して宗像の明日はないと思う。さらに平和教育の必要性を感じる。 

  米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の「国外・県外移設を求める県民大会（实行委主催）」

が４月２５日、沖縄県読谷村の運動広場で開催され、主催者発表で約９万人が参加のもと、「基

地の負担、沖縄は限界。県外移設を求める」沖縄ぐるみの強固な意志を改めて政府につきつけ、

県内移設を断固拒否する姿勢を示した。高校生代表の岡本かなさんは「授業もテストも容赦な

く中断させる音をたて低空飛行する米軍機に向かって思わず『うるさい！』と叫んだけど、そ

れが日常になり過ぎて鈍くなった」。志喜屋成海さんは基地で働く日本人従業員の生活などに

も触れ、「沖縄は矛盾を抱えている。現状に流され仕方ないと受け入れることが本当に良いの

か。国民全員が自分の問題として考えてほしい。未来は私たちの手の中に」と訴えた。 

戦後６５年の沖縄の痛みを宗像市長はどのように考えるかを問う。 

（２）私は、３月議会の一般質問において、平成２１年度教育施政方針に対し、次の点について総

括的に質疑した。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。④親の育児力の向上はなされたか。⑤地域での子育て支援体制づ

くりはなされたか。⑥信頼される学校づくりはなされたか。⑦子育て・子育ちを支えるまちづ

くりはなされたか、等施策を具体的に問い、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出来たか質した。私は「戦争のない世界」を实現するために不断の精神

闘争の重要性を具体的な諸提案の礎として強調したい。真に平和な社会を構築していくため

に、一瞬一瞬、柔軟に、慎重かつ迅速に、ジレンマを克服しながら意を決し、一つそしてまた

一つと「善の価値」「善の言葉」を選択していくことが、教育者一人一人に求められている。

真に対決し克服すべきは、自己の欲望のためには相手のせん滅も辞さないという「戦争を容認

する思想」の撲滅を、一人一人の生徒の心に訴えかけ続けるためにも広島原爆の日と長崎原爆

の日に続く「宗像平和宣言の日」を８月８日に制定すべきと考える。 

今こそ世界平和の潮流を宗像から発信する時であると考えるが、市長、副市長、教育長、教

育部長の实現への思いを問う。 
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発言順 ２ ２番 神谷 建一 

１ 子ども達に、いきいきとした放課後を 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

 国政では、子どもを育てていく政策のひとつとして、６月から子ども手当ての支給が開始された。

これは中学生までの子どもの教育に使う目的で現金を支給するもので、その他には、高校の授業料

の实質無料化や保育所など子どもを育てる環境整備を今後行っていくという。本当に子どものため

の教育費として使われるのか、それだけで本当に大丈夫なのか、これからの教育政策に不安を感じ

る。そのような時代だからこそ、改めて、家庭と、学校、地域との連携による、子ども達を育てて

いく環境づくりがますます必要になってくるのではないだろうか。放課後、子ども達の居場所が今

どこにあるのか。尐子化現象や、共働きの家庭が増えている中、放課後の子ども達の居場所として

第一に考えられるのが、学童保育である。共働きの両親に代わって安心して預けられる放課後の家

庭として、安心して預けられ、子ども達がいきいきとした姿で過ごしていた学童保育。指定管理者

制度の引継ぎの中で、４月から新しい管理運営に変わった今、現状はどのようなものなのか。今後、

宗像市ではどのように学童保育を進めていこうとしているのか。 

子ども達の放課後の居場所として第二に考えられるのが、小学生を対象とした、地域のスポーツ

クラブ、野球やサッカー、バスケットなどのあらゆるスポーツ活動である。体力の向上はもとより、

勝つための難しさや負けたときの悔しさ、チームワークで育まれる協調性など、学校では教えられ

ない違う教育があるのではないか。市としてはどのように認識をされているのか、また今後、子ど

も達の教育の場にどのように結び付けていこうとされているのか。 

放課後の子ども達を保護者と学校、地域が連携して見守り、これからの地域社会の中で放課後に子

ども達の安全で健やかな居場所づくりを推進するため、以下の項目について伺う。 

（１）学童保育について 

①学童保育の現在の状況把握は。（子ども達の様子、保護者の様子、指導員さんの様子） 

②学童保育連合会と新しい指定管理者との業務の引継ぎに、市はどのようにかかわったのか。 

③新しい取り組みや新たな課題、問題点はあるか。 

（２）地域のスポーツクラブ活動について 

①クラブ数や参加人数、現在抱えている課題や、問題点など状況把握はできているのか。 

②スポーツクラブ活動の意義について、市の見解は。 

③将来の夢のある子ども達のために、市の応援体制はどのように進めているのか。 

（３）家庭、学校、地域が連携した放課後の居場所づくりに向けた具体的な政策はあるのか。 
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発言順 ３ １番 杉下 啓惠 

１ 学童保育事業の検証と改善を 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

共働き家庭や、一人親家庭が増えている現在、子どもたちが放課後安心して過ごすことができる

学童保育はますます重要になっている。本市の学童保育事業は、今年４月から指定管理者が替わり、

新しい事業者によって管理、運営がスタートした。 

そのような中、エリア運営管理責任者の不在、無資格の指導員の配置など、仕様が満たされない

事態が発生した。また、児童が登所しているか把握されておらず、数時間経ってから居ないことが

わかり探し回るというような、安全安心を揺るがす事件が起きている。更に、子どもたちが遊び場

の範囲を制限されストレスを感じていたり、保護者が指導員と相談する時間が十分に取れないなど

の声も出されている。 

子どもたちが放課後の生活の場として、伸び伸びと過ごし、活き活きと活動し成長できるよう、

事業主体として市の役割は益々重要になっている。市の目指す学童保育事業のあり方を再確認し、

不十分な点があれば市として指定管理者へ指導することも必要と考える。 

（１）指導員の資格や配置人数などにおいて、仕様を満たしていない点はないか。 

（２）危機管理について 

①児童の出欠管理はどのようにしているのか。 

②緊急時の体制はどのようになっているのか。 

（３）帰宅後に保護者が緊急に連絡したい場合、どこに連絡すればいいのかわからないとの声があ

る。連絡窓口の体制、対応時間はどのようになっているのか。 

（４）指導員が保育会議などによって、日々子どもたちの状況を共有し、課題があれば相談し対応

を検討する場が必要と考えるがどうか。 

（５）発達障がい児など特に支援を必要とする子どもたちに対して、指導員が適切な対応ができる

よう、指導員の力量と体制の充实が必要と考える。 

①指定管理者によってどのような研修が行なわれているか。市として、その研修内容をどう評価

するか。 

②指導員体制は十分か。 

（６）保護者や学校、地域との連携が重要と考えるが、保護者会や運営委員会（学校長、ＰＴＡ会

長、主任児童委員、父母、指導員から構成される会）を存続するために、市はどのように支援

していくのか。 

（７）学童期のおやつは、１日３回の食事だけではとれない栄養分を補う重要なものである。昨年

より量が減っているという声や、内容を充实させてほしいという声があるが、市としてどのよ

うに考えているか。 

（８）利用者が求める学童保育になるよう、例えば保護者代表と市担当者でアンケート項目を検討

し、保護者全員へのアンケートを实施してはどうか。 
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２ さつき松原の保全は、より安全な方法で  

〔答弁を求める者〕市長、産業振興部長、教育部長、関係部長 

さつき松原は、市長の施政方針において、市民の憩いの空間として利活用を図っていきたいと述

べられている。この松林は、旧玄海町の時から、子どもたちを含む市民参加で保全活動が活発に行

なわれ、景観はもとより、農業や住環境など周辺住民の生活においても守るべき貴重な財産である。

しかし、残念なことに日本各地の松林と同様松枯れが進行しており、その対策としてヘリコプター

による農薬の空中散布が行なわれている。本市では、今年も５月末に实施された。 

２００８年、出雲市において、農薬空中散布後、１，２００人以上の市民が目のかゆみや痛み、

腫れなどの体調不良を訴え、２人の児童が入院をするという事故がおきている。その後、出雲市は

専門家を含む委員会による調査・検討の結果、農薬の安全性が確認できない限り实施しないとし、

農薬空中散布を中止している。３０年にわたる農薬空中散布にもかかわらず、松枯れは止まること

を知らず、松枯れの原因をマツノザイセンチュウとそれを運ぶマツノマダラカミキリだけに特定す

ることは無理であるとの学識者の指摘もある。 

生態系や人体への影響を考えると農薬空中散布を続けることの必然性について改めて考え直す

必要があるのではないか。市民の憩いの場として、また市外からの観光地として、多くの人が安心

して訪れることができるよう、農薬空中散布に頼らない保全に取り組むべきと考える。 

（１）農薬空中散布による効果をどのように検証しているか。 

（２）散布薬剤の人体、農作物、環境への影響についてどのように考えているか。 

（３）薬剤散布後の気中濃度や薬剤飛散量は測定したか。その結果はどうであったか。 

（４）小中学校、幼稚園、保育所では、どのような通達や指導をしたか。 

（５）地域外の人も立ち入る可能性があるが、広報はどのようになされたか。散布中および散布後

の監視体制はどうであったか。 

（６）農作物の残留農薬の点から、ポジティブリスト制度への対応として、農業者へどのような配

慮をしたか。 

（７）健康被害はなかったのか。その把握はどのような方法で行なったのか。 

（８）松くい虫被害対策について、農薬空中散布以外の方法を实施、検討しているか。 
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発言順 ４ ８番 新留 久味子 

１ 中小業者の経営を守り、地域経済を支える支援策を求める 〔答弁を求める者〕市長 

市内の中小業者の経営と暮らしは深刻さを深め、本業だけでは生活できない状況が広がってい

る。倒産、廃業なども増え、地域では市民が歩いて買い物できる店舗が尐なくなり、特に高齢者の

生活を脅かすほどの状況もうまれてきている地域もある。そのため、市内の地域経済を立て直す施

策は急務である。市内の中小業者にとって地域での仕事である公共の仕事が出来ることは、経営基

盤を安定させることにつながっている。しかし、本市の場合も財政状況から公共の仕事は激減して

いる。たとえば、学校関係での営繕の仕事が減尐、また教材等の購入も単価が安いことや大量発注

が可能なことなどから、市内の小売店からではなく大型量販店に発注をするといった状況も生まれ

ている。 

地域経済を活性化するためにも公共の仕事は出来るだけ、地場の業者に発注し、域内での還流を

確保するべきだと考える。そのための市独自の支援策を講じるべきではないか。 

そこで３点について伺う。 

（１）市内の小・中学校等の教材などの発注はどの程度、地場の業者が受注しているのか。 

（２）地場の業者に仕事が発注できる仕組みづくりが必要と考える。小規模の事業者が業者登録を

する際、必要な書類等の手続きを簡略化できないか。 

（３）地場業者が優先的に受注できる仕組みや制度を検討できないものか。 

 

２ 指定管理者制度の検証と抜本的な見直しを求める 〔答弁を求める者〕市長 

２００３年９月に「指定管理者制度」が施行され、７年程が経過した。この間、総務省が２００

６年、２００９年と２度にわたって行った、公共施設における指定管理者制度の導入状況等に関す

る調査によると、導入施設の数は７０，０２２施設に増えている。しかし、最大の特徴は、１回目

の調査の時点から２回目の調査にかけての３年間に、「指定取り消し」「業務停止」「期間満了取り

止め」となった施設が２，１００件と激増し、また、当該施設の半数近くが休止・廃止・民間譲渡

に追いやられていることである。今回の調査結果は、改めて指定管理者制度のあり方を厳しく問う

内容になっており、抜本的な見直しが必要である。 

本市においても同様の状況が生まれている。「大島さざなみ館」は、不採算を理由に指定管理者

が撤退し、この４月から指定管理者が変更となった学童保育事業では、新しい指定管理者と保護者

の間でも多くのトラブルや保育内容・指導員の雇用の問題などが発生している。また、｢ふれあい

の森｣では、長年、事業に携わってきた宗像市シルバー人材センターが指定管理者から外され、「ア

クアドーム」では、指定管理者を指定する議案が議会で否決となり、再度これまでと同様の指定管

理者を指定する内容の議案が上程されるなど、業者指定において様々な問題点が浮かび上がってい

る。指定管理者制度導入により公共施設の管理運営のあり方が大きく変化している中で、この制度

には、市民サービスや福祉サービスの低下に加え、高齢者の雇用促進を妨げるなどのデメリットも

あり、多くの市民や利用者からは不安の声も上がっている。 

（１）指定管理者制度導入後の本市の状況について 

①市民サービスの低下を招いている状況はないのか。具体的に把握している状況について伺う。 

②市としてこの制度の検証を行い見直しも含め検討する委員会を立ち上げ、充分な検証と見直し
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を求めるがどうか。 

 

発言順 ５ ４番 花田 鷹人 

１ 指定管理者制度の運用について 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

平成１５年９月に地方自治法の改正により、施設の管理、運営の経費削減、官と民が協力し、役

割分担することで、これまで以上の質の良いサービスを提供することを目的に「公の施設」に関す

る指定管理者制度が創設され、宗像ユリックス、正助ふるさと村等にこの制度が適用された。 

本市における指定管理者制度についての検証、その効果、更に検証を踏まえた今後の対応につい

て考えを伺う。 

（１）宗像市予算に占める「公の施設」管理費及び割合は。 

（２）指定管理者制度の導入による効果について 

①経費削減効果は。 

②行政側の管理コストの変化は。 

③利用者の変化（利用者数、利用者満足度）は。 

（３）モニタリングについて 

①モニタリング項目の内容は。 

②モニタリング結果の公表は。 

（４）利用者満足度調査について 

①調査の有無、あれば分析結果の用途は。 

（５）指定管理者選定基準について、公募・非公募の判断、選定委員会の構成などの基準を明確に

する必要があると考えるが見解を伺う。 

（６）今後の指定管理者について、公募・非公募に関わらず、地元の組織や団体・ＮＰＯなどを

指定管理者とし、地場の育成に努めることを提案するが、考えを伺う。 

 

 

２ 高齢者介護の取り組みについて 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

社会の高齢化が急速に進む今日、高齢者介護、特に老々介護は身近な問題となってきた。 

本市における高齢者介護の取り組みについて伺う。 

（１）現在の状況について 

①本市の高齢化率、高齢者のみの世帯数は。 

②特別養護老人ホームについて、状祝（施設数、受入数、待機者数）及び予定は。 

③寝たきり状態で介護されている人の数は。 

（２）高齢者介護を支える取り組みについて 

①家族への支援（各種制度の周知・説明、状況把握等）はどのようにされているか。 

②地域、団体等との連携はどのようにされているか。 

（３）団塊世代の高齢化、尐子化、小家族化等の理由により、急速に老々介護の増加が予想され

る。今後、新たに講ずるべき対策について考えを伺う。 
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発言順 ６ １２番 日隈 一憲 

１ 環境にやさしい都市づくりについて 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

宗像市都市計画マスタープランには、「環境に優しい都市づくりの方針として、地球温暖化に代

表される地球環境問題をはじめ、都市化の進展に伴い発生するヒートアイランド現象、交通渋滞な

どによる大気汚染や騒音、水質の悪化などの都市環境問題や生活環境問題に対処し、次の世代に豊

かな都市環境を継承するため持続可能な都市づくりを目指す。また、コンパクトな都市づくりを理

念とする本市は、省資源、省エネルギー型の都市構造の構築や都市活動を推進するとともに、循環

やリサイクルを前提とした社会経済システムの構築を進め、豊かな自然環境を維持・保全する」と

示されている。この方針に対してどのように事業の検証がなされ、循環型の都市づくりとして、ど

のように、今後の事業取り組みが各部署の連携の下に推進されていくのかを問う。 

（１）資源・エネルギー消費の削減について。 

（２）ごみの減量と資源リサイクルの促進について。 

（３）水循環の確保について。 

（４）住空間のリユースについて。 

 

 

２ 指定管理者制度の検証について 〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力、ノウハウを活用しつつ、市民サービスの向上

を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的として、本市では平成１８年４月から導入がされ

ている。その際、指定管理の必要性について、従来の管理委託制度から指定管理者制度への制度変

更に伴う激変緩和処置として、初回に限り公募しないことができることでスタートをした。平成２

１年度において多くの指定管理が公募により選定されたが、指定管理者制度の運用方針を明確に

し、本市において制度が円滑に運用されるために、今一度、基本的な考え方や留意点、運用方針等

について問う。 

（１）指定管理者制度運用の基本方針はどのようなものか。 

（２）指定管理者制度に関する運用ガイドラインの適用は。 

（３）非公募により選定された指定管理者による事業の検証及び評価は。 

（４）公募により選定された指定管理者による事業の検証及び評価は。 
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発言順 ７ １７番 末吉 孝 

１ 安心安全の学童保育になっているか 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

（１）学童保育事業の現状について 

①児童数の推移は。 

②４月からの退所児童数は。 

③指導員の配置は充足しているか。 

（２）指定管理者への行政の指導について 

①事業の管理運営が指定管理者にゆだねられているなかで、教育委員会として毎週各学童保育所

を巡回しているが、どのような位置づけで巡回を行っているのか。 

②行政の指導について、対象となる事項と指導内容は何に基づいて行うのか。 

③担当課は事項に応じて、口頭・面談・文書等で指導を行う際に、その履歴を残す必要があると

思うが、どのようにされているのか。 

（３）指定管理者を決定する際の、仕様書の位置づけについて 

①指定管理者を決定することは「行政処分」の形であるが、その選考過程の際に「仕様書」が存

在している。この「仕様書」は、契約案件の場合の契約事項と同じだと考えていいのか。 

②学童保育事業の「仕様書」の特記事項は、これまで３０数年行われてきた宗像市の学童保育事

業のサービス水準と保育内容を維持し、かつ「宗像方式」と言われてきた保護者・地域・学校

が協働で行う学童保育の实施を保障する、最低限の基準を示したものと理解してよいか。 

③「仕様書」の特記事項が守られていない場合、行政としてどのような対応をしてきたのか、具

体的な事例ごとに伺いたい。 

 

発言順 ８ ５番 福田 昭彦 

１ 「ゆうゆうぷらざ」の運営方針を再確認する 〔答弁を求める者〕市長、健康福祉部長 

神湊地区にある「ゆうゆうぷらざ」の高齢者等の入浴料の減免が平成２１年４月から見直された。

入浴料の収入は倍増したが、利用者数は激減した。当施設の費用対効果を考慮しながら、保健福祉

施設という本来の目的を再考すべきである。 

市は、これらの状況を鑑み、今後、当施設をどのように運営していくのかその方針を再確認した

い。 
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発言順 ９ ９番 石松 和敏 

１ 入札改革と事業仕分けで行財政改革の推進を 〔答弁を求める者〕市長 

（１）入札制度の改革について 

  公共事業における地産地消を推進する観点から、下記事項について執行部の見解を伺う。 

①建設業における予定価格の事前公開を改め、事後公開に変更を。 

価格が事前公開されているため、その労力と時間を使わずに入札に参加することができる今

の仕組みは、技術力の無い、不良不適格業者をはびこらせる一因になっているという批判もあ

る。そこで国交省が推進している予定価格の事後公開に切り替えるべきではないか。 

②現下の緊急経済対策として、建設業における最低制限価格のさらなる引き上げを。 

受注企業が適正な利益を上げることができるように、現在の最低制限価格８０～８５％を景

気低迷の当分の間、５％程度引き上げ、８５～９０％に引き上げてはどうか。 

③入札の条件に地場中小企業の優先を。 

指名競争入札や一般競争入札でも、地場中小企業の受注機会を増やすために、入札条件に地

場中小企業であることを入れてはどうか。 

④下請けや資材購入等は地元の優先を。 

本市の公共事業は、本市の経済活性化の一つであるという観点から、受注企業が下請けや資

材購入等を行うときは地元を優先することを入札条件の特記事項に入れてはどうか。 

⑤港湾の土木一式工事の等級区分の細分化を。 

港湾の土木一式工事の等級区分については、現在の２ランク（Ａ・Ｂ）から３ランク（Ａ・

Ｂ・Ｃ）に細分化して、地場中小企業の受注機会を増やすように改善すべきではないか。  

⑥現場代理人（主任技術者）の雇用関係規定を厳密に。 

３ヵ月以上の雇用関係を有する現場代理人（主任技術者）を専任で配置できる者であること、

という入札条件があるが、どこまで厳密にチェックしているのか。 

⑦建設工事で業者側の不具合等による瑕疵責任はどこまでチェックしているのか。 

⑧建設業以外の業種でも最低制限価格の設定を。 

ダンピング受注の可能性もあり、過剰な価格競争は弊害もあるのではないか。民間企業は、

適正な利益を上げてこそ、次にまたよい仕事が出来るのであり、最低制限価格の無い案件につ

いては改めて設定すべきではないか。 

（２）事業仕分けの導入について 

事業仕分けの導入については、「構想日本」が推進しているが、私も平成２０年２月１日に

直方市で实施された事業仕分けを傍聴し、３月議会の一般質問で「内部の事業評価・見直しだ

けでは限界がある」として事業仕分けの導入を提案した。その後、平成２１年１２月議会でも

「平成２０年度の事務事業評価シートをチェックしたが、一次評価も二次評価もともに内部の

職員だけで評価しており、評価が甘く、限界があるので事業仕分けの導入を」と再度提案した。 

今回の施政方針の中で、外部評価の实施については、すでに实施している「まちづくり検

証会議」を改めて、「（仮称）まちづくり市民会議」として本格導入するとともに、新たに

専門家等による事務事業の外部評価として、「宗像流事業仕分け」を今年度は試行的に实施

し、平成２３年度より本格運用をするとあるが、具体的にどのような取り組みを考えている

のか市長に伺う。 
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２ 浄楽苑宗像斎場の改築について 〔答弁を求める者〕市長 

（１）改築のスケジュールについて 

  施政方針には、老朽化が進む「浄楽苑宗像斎場」は、改修のための建物等調査と増改築案

をまとめた基本計画を策定し、平成２４年度の工事着工を目指すとあるが、全体のスケジュ

ールを伺う。また、平成１５年度より老朽化のため毎年約１千万円程度の修繕費が発生して

おり、１年でも早く改築することが必要と考えるがどうか。 

（２）今までの検討結果についての説明を 

  旧宗像市と旧玄海町との一部事務組合議会の時に、改築を求める請願が提出されたが、本

市議会においても平成１８年１２月議会に「浄楽苑宗像斎場」の改築を求める請願が全会一

致で採択されている。 

  平成１９年度の市民環境部の経営方針には「火葬場施設の更新についての全体スケジュー

ルを検討する」とあり、平成１９年９月議会の一般質問では、その内容を確認するとともに、

低所得者や尐人数の遺族などのために、お通夜や告別式ができる簡易な葬祭施設（式場）の

併設をと要望した。 

  今回、増改築については地元行政区との協議が合意したとのことであるが、増改築の内容

とあわせて合意内容について伺う。 

（３）現在の火葬件数と今後の見通しについて 

  現在は４炉だが、今後の火葬件数の予測に基づき炉の決定をすると考えられるが、その見

通しを伺う。 

（４）ダイオキシン類等の対策について 

  ダイオキシン類等の対策はとても重要だと考える。現在の対策と今後の増改築時での対策

について伺う。 

（５）増改築時の火葬場の利用について 

  現在の火葬場を利用し、並行して増改築する必要があると考えるが、現实的には改築との

並行利用は難しいのではないかと考える。そこで、一つの提案だが、現在の市有地の隣接地

を購入し造成して改築し、その後、現在の建物を解体して駐車場として活用する案は現实的

だと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（６）今回の増改築の予算規模と財源内訳について 

  合併特例債の対象になるのかどうか。また、色々な増改築の案によって予算規模と財源内

訳も異なってくると考えるが、尐なくとも建築後約４０年以上は利用できるものをつくる必

要があると考える。 

執行部としては、どの程度の予算規模と財源内訳を考えているのか伺う。 

（７）大島にある火葬場施設について 

大島にある火葬場施設の現在の利用状況と経費について、また、今後の継続使用について、

執行部の見解を伺う。 
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発言順 １０ ７番 小島 輝枝 

１ 今後の宗像市の子育て施策を問う 〔答弁を求める者〕市長、教育長 

国政においては政権交代により、子ども手当ての創設や公立高校の無償化など子育て政策の転換

が図られようとしているが、財源確保の問題など不透明なところが多い。そのなかでの鳩山前総理

の退任劇で今後の国の子育て政策はますます不透明となっているのが現状だ。本市では市民から谷

井市長が２期目の宗像市のかじ取り役を任された。提示された平成２２年度の施政方針では様々な

分野で新しい施策が打ち出されている。大いに期待を寄せるところだ。子育て施策についても同様

で「（仮称）子ども基本条例」の制定、「子ども部」を設置するなどの新しい子育て施策が打ち出さ

れている。子どもたちは、国の、市の、そして私たちの宝である。今を生きる私たちは、子どもた

ちに何をしてやらなければならないのか。また何をしてやれるのか。今まさに議論をし、宗像市の

子育て政策の理念やビジョンを明確にする時だと考える。 

（１）本市は平成１３年に教育部に子ども課を設置し、「宗像市子育て支援計画」を基に事業を推

進してきた。 

①子ども課の９年間の事業の検証はなされたか。 

②その評価は。 

（２）施政方針の中で、子育て政策の理念やビジョンを明確にするため「（仮称）子ども基本条例」

の制定や、子育て支援体制の強化のため「子ども部」の設置に向けて協議を進めていくとある。 

①子ども部の範囲はどこまでを想定しているのか。 

②子ども部を設置して、何を中心に進めていくのか。 

③「子ども部」の設立時期はいつと考えているのか。 

④「（仮称）子ども基本条例」制定までの手順は。 

⑤「（仮称）子ども基本条例」の子どもとは何歳までを子どもとするのか。 

（３）高齢者の生きがいづくりと子どもの健全育成を目的に「幼老共生事業」などにも力をいれる

とある。幼老共生の発案者である碇浩一先生の説からいえば、子どもの養育環境として、乳幼児

期から子どもと高齢者が生活の場を共有する新しい地域社会のモデルの提案だと思う。 

①幼老共生の見解を問う。 

②具体的にはどのような事業を想定しているのか。 

 

 

【質問者数：10人、質問項目：15項目】 

 


