
〔平成２４年第３回定例会〕 

宗 像 市 議 会 一 般 質 問 

1/18 

日程 発言順 議員氏名 発言の項目 

1 岩木 久明 P2 １ 宗像市の小中学校にいじめはあるのか  

１ コミュニティ活動・市民活動の推進について 

午

前 
2 西山 隆 P3 

２ 水産業の振興について 

3 吉田 益美 P5 １ 漁業の振興と離島振興について 

4 田原 敏美 P7 １ 夢のある宗像市づくりを望む 

１ 防災体制を検証し、実効性のあるものに 

8 / 3 0 
（木） 

午

後 

5 杉下 啓惠 P8 
２ ごみ減量をさらに進めよう 

１ 国保税における滞納整理と短期被保険者証の交付 
6 末吉 孝 P10 

２ ふれあいバスの改善策について 午

前 
7 石松 和敏 P11 １ 安全・安心のための市民サービスの向上を 

１ 国保財政の現状について 
8 日隈 一憲 P12 

２ コミュニティ施策の検証について 

１ 大島の島民の声が生かされる施策の充実を求めて 
9 新留 久味子 P13 

２ 軽トラ市で買い物弱者の支援と地域商店の活性化を 

１ スポーツ振興から地域活性化を 

8 / 3 1 
（金） 

午

後 

10 神谷 建一 P14 
２ ４億円のプレミアム商品券の経済効果は 

１ 抜本的な水害対策について 
11 植木 隆信 P15 

２ 介護保険料の減免制度を 

１ 改正離島振興法で大島・地島の離島振興を 

午

前 
12 石橋 文恵 P16 

２ 若い世代からのがん予防対策 

１ 福祉売店ハートループの検証と課題 

9 / 4 
（火） 

午

後 13 小島 輝枝 P18 
２ 子育て支援センターのさらなる充実を 

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：２２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 宗像市の小中学校にいじめはあるのか 〔答弁を求める者〕市長、教育長、教育部長 

自殺の練習をさせられていた。滋賀県大津市の中学二年の男子（当時１３歳）が昨秋、飛び降り

自殺した問題を巡り、いじめが原因だったことをうかがわせる証言が次々と発覚している。公表を

さけてきた市教委と学校に警察の捜査が入る事態となり、保護者からも批判の声が上がっている。 

「何回も言うけれど、罪を犯したら、罰せられなあかん。罰せられる前に反省し、謝罪せなあか

ん。それも教育やんか。」滋賀県警が暴行容疑で学校と市教委に家宅捜査に入った１１日、自殺し

た少年、Ａ君の父親（４７）が声を震わせながら語った。怒りは、これまでの学校や市教委の対応

によって何度も増幅されてきた。Ａ君の自殺後、校長は「いじめは把握していない」と説明したが、

全生徒を対象に行ったアンケートで、同級生３人からいじめを受けていたことが確認された。内容

は陰湿だった。「頻繁にズボンをおろされる」「成績カードを破られる」「顔に落書きをされる」「口

に蜂を押し込められそうになった」などの嫌がらせや「トイレなどで殴られる」「毎日のようにヘ

ッドロックをかけられる」「口に粘着テープをはり、手足を鉢巻きで縛って羽交い締めにされてい

た」などの暴力もあった。 

学校は自殺との因果関係は「判断できない」と認めなかったが、回答した約３２０人分のアンケ

ート結果を丹念に読み込んだ遺族は衝撃を受ける。こんな証言があふれていた。「おどして銀行の

口座を教えさせ、お金をとっていた」「万引きをさせ、しなかったら殴る蹴るの暴行を加えた」。中

でも衝撃が大きかったのが、１６人が書いた「自殺の練習」だ。市教委は、こうした証言を公表せ

ず、遺族には原文を提供する代わりに口外しないよう確約書に署名させていた。ところが、遺族側

が加害少年側と大津市を訴えた裁判で一連の証言が今になって明るみに出た。市教委は非公表にし

た理由について「無記名や伝聞情報で事実かどうかの確証が得られなかったため」と説明するが、

事実確認の聞き取り調査は必ずしも十分とは言えない。（２０１２．７．２９サンデー毎日、記事

引用） 

（１）全国各地で次々といじめの実態が明るみに出ているが、本市ではアンケート調査等で実態

を把握し、いじめ根絶や教育のあり方を見直しているか。 

（２）いじめを引き起こす要因は何だと考えるか。 

（３）いじめを防ぐための対策をどのように考え、実践しているか。 
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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 コミュニティ活動・市民活動の推進について〔答弁を求める者〕市長、市民協働・環境部長 

地域の活性化と市民がまちづくりを推進するためには、コミュニティ活動や市民活動に参加しや

すい環境づくりと、地域のことは地域で解決するシステムが必要である。また、地域分権や市民活

動に対応することができるコミュニティや市民活動団体の組織強化も必要である。 

さらに、宗像市コミュニティ施策検証審議会は、昨年８月１８日にコミュニティ施策の検証につ

いて答申書を市長に提出した。 

（１）人材の育成・確保と事務局体制の強化について 

①コミュニティ活動に要する事業費や人件費、自主企画・自主事業の促進などに、予算措置は行

われているか。 

②研修、セミナー、情報収集の機会拡充などマンパワーアップ施策は行われているか。 

（２）連携と協働によるコミュニティ活動の推進について 

①コミュニティと市民活動団体との連携を推進するために、コミュニティ施策に「連携づくり」

を導入できないか。 

②行政とコミュニティとの事業展開を促進するために、行政が情報・人材・事業メニューを提供

することはできないか。 

（３）行政職員の意識改革への具体的な取り組みについて 

①コミュニティ活動は、環境や福祉、青少年育成、各種イベントなど多岐にわたる。市の各担当

課はそれぞれに対応できているか。 

②市は、意識改革のために職員への研修を行っているか。 

 

２ 水産業の振興について          〔答弁を求める者〕市長、産業振興部長 

本市の基幹産業は、農業と漁業である。農業は、むなかた地域農業活性化機構を設立し、着実に

業績を上げている。漁業は、漁獲高の減少や水産物の価格の低迷による販売額の落ち込みから、漁

業所得も伸び悩んでいる。このような状況下で担い手不足や高齢化が進んでいる。昨年、建設産業

常任委員会で離島振興について所管事務調査を行い、１２月議会で水産業の振興について提言を行

った。 

（１）水産振興マスタープランの取り組みについて 

 ①豊かな海づくり（漁業生産基盤の整備と水産経営の強化） 

 ア 平成２２年度から宗像、鐘崎の両漁業協同組合は、環境・生態系保全活動団体を立ち上げ、 

藻場の保全活動を行っているが、その進捗状況は。 

 イ 磯焼けしている箇所に海草を再生させるための取り組みは。 

②新鮮で安心な水産物づくり（水産物の消費拡大とブランド化） 

 ア 消費者の嗜好の変化により魚離れが見られるが、対策は。 

  イ 高鮮度で衛生的な品質確保と安全供給への取り組みは。 

 ③やりがいのある仕事づくり（担い手の育成と漁業経営体の体質強化） 

 漁業経営の合理化、収入の安定化による後継者育成や雇用拡大の取り組みは。 

④みんなで支える漁村づくり（都市と共存する水産業の振興） 
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水産物確保だけの海ではなく、レジャー・いこいの場としても環境保全が必要だが、対策は。 

（２）宗像地区の漁業協同組合合併について 

①今日までの進捗状況は。 

②今後の方針は。 

（３）漁港整備事業地元分担金（分担率）について、分担率見直しはできないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/18 

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

１ 漁業の振興と離島振興について 〔答弁を求める者〕市長 

本市の水産業は、鐘崎漁業協同組合（組合員２９０人）と宗像漁業協同組合（神湊３３人、大島

１３６人、地島４４人、津屋崎･福津５７人で計２７０人）の５６０人で構成され、水揚げ高は県

内第２位である。しかし、鐘崎漁協の水揚げ高は、平成３年ごろには４５億円あったが、平成２１

年度には１８億円となり６割減少している。地球温暖化と異常気象による資源の枯渇に加え、魚価

の低迷といったダブルパンチを受け、組合員の生活は一段と厳しくなっている。このような現状に

おいて、全国的に農業や漁業などの担い手が減少している。鐘崎漁協で４０歳以下の組合員は７０

名であるが、後継者が安定した収入が得られるような取り組みが必要である。また、平成２１年度

はまき網漁の不振で、漁協の収入である販売手数料は鐘崎、宗像漁協とも２，０００万円ほど減収

となり、今後、大幅な回復が見込めなければ、経営に大きな支障が出る。特に、鐘崎漁協では、平

成２０年に新築した冷凍製氷施設の地元負担金（９，０００万円）を全額借り入れ、１０年間で分

割払いをしている状況である。 
（１） 鐘崎の漁港整備は、平成１０年に計画され、完成時期について当初は、平成２３年度と聞 
  いていた。しかしその後、平成２８年度に延期され、現在では遂に平成３３年度に延期されて

いる。主にまき網漁船の荷揚げ場が新設される予定だが、完成が遅れるほど魚価に影響を及ぼ

している。現在の荷揚げ場は屋根がないため、水揚げされた魚が雨ざらし、日さらしの状態で

ある。魚の鮮度が落ちないよう最善の努力をしているが、それでも鮮度は落ち、魚価は下がっ

ている。また、大島のまき網船団の荷揚げ場を確保するためにも早急な完成が望まれるが、完

成時期を早くするためには事業費に応じた多額の地元分担金が必要になる。平成２４年度末を

めどに漁協合併が進められていると聞く。昨年の建設産業常任委員会の所管事務調査でも提言

しているように、漁獲量が減少している中で宗像漁協と鐘崎漁協の合併で経営を効率的に行

い、漁港の機能分担や効果的な投資、経費削減、合理化を図ることは離島の水産振興につなが

るとある。この合併を機に漁協経営が将来にわたり安定するよう、現在の地元分担金１０％を

５％に引き下げてはどうか。 
（２）磯やけ対策である藻場の育成について、昨年の一般質問では本年度に実施するという答弁で 

あり、予算計上されているが、未だ実施されていない。 
①具体的な事業内容と実施時期は。 
②この事業は単年度では効果が見込めないので、モニタリング調査をし、複数年での実施が必要

と考えるがどうか。 
（３） 鐘崎でもっとも古い桟橋に設置してある防舷材が複数箇所損傷している。防舷材とは、船 

が桟橋や岸壁に横づけするとき船体を損傷しないように桟橋や岸壁につける保護材のことで

ある。満潮時に損傷した防舷材に船が乗り上げると、干潮時に傾斜したままになるとのこと。

何か対策はできないか。 
（４） これまで鐘崎の漁港施設は駐車場として整然と利用されていたが、平成２４年２月１日か 
  ら地島航路の渡船場が神湊に変更されたことにより、駐車場は無料となり、管理人も居なくな

った。このため無秩序に駐車されるようになり、時には漁業者の妨げになると聞く。釣り客が

多い土曜日、日曜日と祝日の駐車場管理を行ってはどうか。 
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（５）平成２４年２月１日から地島へフェリーが就航し、車検の際の車の輸送やごみ、ガレキ、汚 
泥の搬出が簡易になった。フェリー就航に伴い地島の豊岡港の待合所は整備され、島民の利便

性も高くなった。しかし一方で、地島の泊港の待合所は狭くて古いまま。その上トイレも設置

されていないため、島に来られた人にトイレの場所を聞かれることが度々あるとのこと。漁村

留学の館である「なぎさの家」や小学校に近く、地島の玄関口でもある泊港の待合所を改築す

るべきではないか。 
（６）長年、地島と鐘崎の交流は渡船を通して行われてきた。地島の高齢者は、神湊に航路が変更 

になって、岬診療所に行けないなどの不便さを訴えているが、他に問題点はないのか。また、

神湊港から鐘崎に行くには、バスが一日一便しかない。地域住民からのニーズを把握できてい

るか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7/18 

発言順 ４ １５番 田原 敏美     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 夢のある宗像市づくりを望む 〔答弁を求める者〕市長、教育長 
低迷する国内政治、衰退する経済、減少する人口や超高齢化により、これからの自治体経営はま

すます厳しくなってくる。この混迷の時代を外部環境のせいにするのは、責任逃れでしかない。将

来を見据え、改善策を打つことは、行政経営者の仕事と考える。覚悟を決めて、行政改革や行政戦

略に打ち込むことが大切である。 

今年６月２９日、宗像青年会議所が谷井市長のローカルマニュフェスト検証大会を実施した。平

成２２年４月に掲げた「宗像市の将来を考えるマニュフェスト」の達成度を検証・解説するもので、

概ね及第点の評価であった。市長が正しい将来の方向性を示し、その考えを市職員や議会、そして

市民が共有すれば、この混迷の時代は乗り切れ、持続可能で夢のある宗像市の未来が見えてくると

考える。 

（１）本市の新たな戦略について 

①自治体間競争に負けない行政戦略を考える部署を設置すべきと考えるがどうか。 

②自治体の衰退を防ぐには、行政組織の縦割りを改めるべきだと考えるがどうか。 

③攻撃は最大の防御と言われているが、現場や地域の知恵を結集し、常識にとらわれない行政戦

略を作るべきだと考えるが。 

（２）農業・水産業・商工業の連携で地域の活性化を 

①六次産業化で高付加価値を付け、外へ向けアンテナショップやネット販売などの検討をさらに 

進めるべきではないか。 

②生産コストが価格に反映しにくい農業や漁業に対する具体的な経営支援を検討するべきでは

ないか。 

③水産資源の復活や藻場の育成が漁業再興の一歩となる。資源を育てる漁業に向けての徹底支援 

が必要ではないか。 

（３）安全安心なまちづくりについて 

①防災計画は市民の生命財産を災害から守り、被害を軽減することが最大の目的である。見直し 

された防災計画で十分か。 

 ②離島の防災対策は重要課題である。防災支援体制は十分とれているか。 

（４）教育施策について 

①小中一貫教育が実施されているが、その研究成果と将来へ向けての小中一貫校の考え方につい 

て伺う。 

②福岡県の全国学力テストの結果は、全国的に低いほうである。本市の学力向上の具体策は。 

 ③近年のいじめは陰湿である。もはや犯罪と言えるいじめが多発している。本市ではこのような 

いじめが起きないよう指導は徹底できているか。 
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発言順 ５ １番 杉下 啓惠 
 

１ 防災体制を検証し、実効性のあるものに  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、総務部長、健康福祉部長、教育部長、他 関係部長 

先般の九州北部豪雨では、福岡、熊本、大分県の一部に甚大な被害をもたらした。宗像市でも「大

雨洪水警報」「土砂災害警報」が発令され、多くの市民が不安を抱えながら豪雨が過ぎ去るのを待

った。 

本市の防災計画は見直しの段階ではあるが、いつ何時自然災害にみまわれるかわからない。先般

の九州北部豪雨における対応について検証し、今後の対策に活かしていくこと、計画に反映してい

くことが大切であると考える。 

（１） 災害時あるいは災害発生の恐れがある時には、必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるこ 

とが重要である。先般の九州北部豪雨時において、 

①警戒情報は、コミュニティ、自治会、市民へは、どのような方法で伝達されたのか。 

②地域の状況把握は、どのように行ったのか。 

③昨年度本市で導入した「緊急情報伝達システム」の登録状況は。登録を増やすためにどのよう

な取り組みをしてきたか。 

④ 「緊急情報伝達システム」では、冠水や崩壊など危険箇所の情報もタイムリーに発信される 

とのことだったが、実際にはそのような情報は送られて来なかった。この点について、どのよ

うに検証しているか。 

（２）近年の雨の降り方をみると、気象庁が「これまで経験したことのないような大雨」と報じた 

ように、以前に比べ短時間に局所的に大雨が降ることが増えているようだ。地域の連続雨量を

正確に観測し、的確な警戒体制や避難体制を取るようにすることが重要である。 

①本市内においては、何箇所で連続雨量が観測されているのか。 

②連続雨量の観測結果に基づく市民への情報伝達は、どのようになされるのか。 

③先般の九州北部豪雨時において、連続雨量の観測結果に基づき、適切な警戒活動が行なわれた

と評価しているか。 

（３）高齢者や障がい者、乳幼児、妊婦など、日常生活に介護・介助を必要とする人たちに対して 

は、当事者や家族の声を生かし、災害時の支援体制を整えていく必要がある。 

①災害時や災害発生の恐れがある時の避難について、福祉や医療、保育などの機関とは、どのよ

うな連携をすることになっているのか。 

②「福祉避難所」の確保についてどのように考えているか。福祉施設との協定は結んでいるのか。 

（４）市内の約 4分の３の自治会で、自主防災組織が結成されている。その組織が実際に機能す 

るように、組織結成後も市として助言や支援をしていくことが大切だと考える。 

①地域によって想定される災害は一様ではない。自治会ごとに想定される災害に対応した行動が

できるよう、バックアップしていく必要があると考えるがどうか。 

②自主防災組織の役員が勤務等で地域に不在の場合もある。平日昼間の災害を想定した組織づく

りができているか、点検すべきと考えるがどうか。 

（５）小中学校においても、子どもたちの命を守るために、豪雨を想定した対策を立てておく必要 

があると考える。 

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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①現在、どのような対策が行われているのか。 

②災害時を想定し、保護者や関係機関と連携した訓練が必要だと考えるがどうか。 

 

２ ごみ減量をさらに進めよう 〔答弁を求める者〕市長、市民協働・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、ごみ処理に年間２０億円を超える税金が使われている。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がる。また、ごみ処理の経費を減らすことで、

福祉や教育などにその費用を充てることができる。 

（１）清掃工場が稼動して９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。家庭から出る生ごみについては、市民

団体との協働事業でダンボールコンポストの普及を進めるなど、積極的な取り組みが行なわれ

ていることなど評価している。 

①次期焼却場についての検討はどこまで進んでいるか。 

②さらに燃やすごみを減らすために、剪定枝葉を、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ダンボールコンポストの講座について、土、日曜日の開催を望む声がある。市民団体に協力依

頼ができないか。 

（２）容器包装リサイクル法に基づきリサイクルが進んでいるが、リサイクル費用の自治体負担が 

大きいことが課題だ。 

①リサイクルにかかる費用の推移は。 

②リデュース（減量）、リユース（再利用）を最優先にし、最終的な手段としてリサイクル（再

生利用）に取り組むよう、市民に啓発することが必要だと考えるがどうか。 
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発言順 ６ １７番 末吉 孝    党派：日本共産党 ／ 会派：日本共産党 

１ 国保税における滞納整理と短期被保険者証の交付 〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）短期被保険者証と資格証明書の交付状況は。 

（２）短期被保険者証の交付要件はどのようなものか。 

（３）資格証明書の被保険者が医療行為を受ける必要があるとき、医療抑制が生じないような手だ

てはどのようにしているのか。 

（４）国保税の滞納整理について、その方法はいくつもあると思うが、納税相談を経て「計画分納」

の誓約をしている資格証明書の被保険者に対して、一定期間の分納実績をきちんと評価し、短

期被保険者証を交付するようにできないか。 

 

 

２ ふれあいバスの改善策について         〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）今年２月に運行ルートや時刻の見直しを実施したが、ふれあいバス３系統の利用状況はどの

ようになっているか。 
（２）試験運行した宗像ユリックスとメイトム宗像行きの循環バスの利用状況と課題は何か。 
（３）見直しから半年が経過したが、市民からの声や要望の主なものは。 
（４）市民の改善要望にこたえるためには、現行のバス３台の運行では限界があるのではないか。

抜本的な対策の検討が必要ではないか。 
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発言順 ７ ９番 石松 和敏     党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 安全・安心のための市民サービス向上を     〔答弁を求める者〕市長 

（１）市営住宅での連帯保証人の地域要件緩和を 

本市は、市営住宅の入居決定者に対して、現実的ではない条件を課している。宗像市営住宅

管理条例の第１１条第１項第１号には、「市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居を許

可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸

契約書を提出すること。」とある。 

連帯保証人は「市内に居住する人」に限るとしているが、この地域要件は非現実的であり、

条例改正を行うべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（２）はり・きゅう費助成の継続を 

昨年１０月に実施された「むなかた改善会議（事業仕分け）」において、はり・きゅう費助

成（平成２３年度予算＝３６４万円）は、どのように健康増進・予防に寄与しているのか不明

として「廃止」と判定された。関係者からは不安の声があり、１２月議会で一般質問し執行部

の見解を伺った。その中では、平成２４年度に、はり・きゅう施術事業者と意見交換等を行い、

施術料金も含めて検討を行うとのことであったが、来年度以降のはり・きゅう費助成について

執行部の見解を伺う。 

（３）定住化の促進について 

 ①今年度からスタートした「中古住宅購入及び住宅新築・解体補助制度」と「新婚・子育て世帯

家賃補助制度」について、約半年間の実績と課題について伺う。 

②「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）

が施行されているが、「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）のような行政代執行も可能な罰則規定がないため、条例施行前と同程度の苦

情等を聞く。条例の施行前と後での成果について伺う。 

③長期間にわたり空き地になっている宅地を購入して新築住宅を建設した人に対しても、中古住

宅の補助制度と同程度の支援策を検討すべきと考えるが、執行部の見解を伺う。 

（４）交通弱者対策について 

  多くの高齢者が、病院や買い物に行く交通手段の確保に悩みを抱えている。「交通弱者」や

「買い物難民」などと言われているが、自家用車に乗れない高齢者にとっては死活問題である。

本市は、郊外に住宅地が開発され、若いときは自家用車が乗れて不便を感じなかった人も高齢

となり、自家用車に乗れなくなると、極端に不便を感じる地域である。 

  本市でも、ふれあいバスやコミュニティバスを運行させ対応はしているものの、限界がある

と感じている。今後の交通弱者対策について、執行部の見解を伺う。 

（５）河川の環境改善について 

  須恵１丁目のほたるの里周辺にある山田川が毎年のように梅雨時になると氾濫し、床下浸水

の被害が発生するなど地元住民が大変困っている。 

防災・減災対策の一つとして、河川に堆積している土砂や草木等を除去することにより、河 

川の氾濫抑止に少しでも寄与すると考えるが、執行部の見解を伺う。 
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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 国保財政の現状について            〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

市は、平成２３年度、国民健康保険特別会計の赤字補填のため、一般会計から約２億５千万円の

法定外繰り入れを行い、平成２４年度当初予算では、約６億７千万円が法定外繰り入れされている。

本市の超高齢化の実態を考えると、このままでは国民健康保険特別会計の赤字が減少する要因は見

当たらない。しかし、この状況を自然現象と受け流すのであれば、これから先も本市の財政を圧迫

し、その他の市民サービスの低下を招くことが懸念される。国の社会保障の一体改革の先行きがま

だまだ見えない中で、本市の赤字対策についてどのように進めていくのかを問う。 

（１）医療費増加の抑制対策は。 

（２）国民健康保険税の収納対策は。 

（３）高齢者の生きがい対策は。 
 
２ コミュニティ施策の検証について        〔答弁を求める者〕市長、関係部長 

（１）宗像市コミュニティ施策検証審議会が、本市のコミュニティ施策の検証に関する事項について、

調査・審議を行い、平成２３年８月１８日に答申書を提出し１年が経過した。本市の柱であるコミ

ュニティ施策にどのよう反映されたのか、また「コミュニティに求めるもの」も提示されたが、そ

の後どのように取り組みがなされたのか。 
（２）ふれあいバスの運行が大きく見直され、市民の声が多く寄せられている。市民からの評価をどの

ように受けとめているのか。 
（３）平成１８年に宗像市空き地の清潔保持に関する条例が施行された。団地内の空き地や空き家に繁

茂する雑草の苦情が特に多く寄せられているが、市の対応状況は。 
（４）訓練を受けた地域消防団員が退団した後に、地域防災に活躍できる制度の確立を。 
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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 大島の島民の声が生かされる施策の充実を求めて     〔答弁を求める者〕市長 

人口の減少が顕著に現れている、大島。島を活性化させる施策は緊急の課題である。日本共産党

市議団は、市民アンケートや住民のみなさんとの懇談会に寄せられた要望を取りまとめ、島民のみ

なさんの声が生かされる施策の充実のため具体的な５項目について市の見解を伺う。 

（１）大島の診療所は、島民の命を守るため大きな役割を果している。しかし、子育て中の保護者 

にとって、幼児期に受診回数の多い耳鼻科の診療が、大島の診療所では受けられず、船で渡っ

て市内の病院に通院している現状がある。そこで、簡易な耳鼻科の診療が診療所で受診できる

ような体制が検討できないか。 

（２）渡船料金について 

現在、小学生以下の子ども料金の割引は、保護者 1人に対し子ども 1人分が無料となってい

る。２人目からの渡船料金の割引も検討できないか。 

（３）うみんぐ大島の運営状況について 

①経営状況と今後の課題について 

②小さな子ども達や釣りをしない家族が、うみんぐ大島の施設内で休める休憩所設置の要望が寄

せられている。簡易な休憩所の設置が検討できないか。 

（４）若い世帯が住み続けることは、島の活性化には欠かせないと考える。空き家の買い上げな 

ども含め住宅の検討ができないものか。 

（５）道の駅むなかたには、鮮魚を陳列する冷蔵ケースが地域別に設置されている。大島の水産 

物出品者数は５５人と多いが、冷蔵ケースは 1ヶ所である。鮮魚を陳列するスペースの拡大や

冷蔵ケースを増やすなどの検討ができないか。 

 

２ 軽トラ市で買い物弱者の支援と地域商店の活性化を    〔答弁を求める者〕市長 

昨年の９月定例会の一般質問で、団地内の有効な敷地（公民館内の敷地など）を活用して「軽ト

ラック市」（仮称）などの買い物弱者支援策を、各地区のコミュニティと協働で検討できないもの

かと質問した。 

 その後の調査で、このような買い物弱者支援策として、県が補助金制度を設けていることが分か

った。この補助金制度の対象は、３０店舗以上の商店街や商工会などの団体である。そこで、本市

の商工会や道の駅むなかたの指定管理者などを対象に、この制度を活用した「軽トラック市」が各

地域で実施できないか検討してはどうか。 
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発言順 １０ ２番 神谷 建一     党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ スポーツ振興から地域活性化を     〔答弁を求める者〕市長、教育長、関係部長 
４年に一度開催されるオリンピック、多くの場面で感動を与えてくれた甲子園の高校野球。オリ

ンピックでは過去最多１３競技でメダルを３８個獲得し、大躍進を遂げた日本。将来のオリンピッ

ク選手、甲子園出場に夢を抱く子どもたちも多かったのではないだろうか。オリンピックでの大躍

進の背景には、国を挙げての強化支援があったと聞く。今後スポーツをする・見るための環境づく

りの必要性も増えてくるのではないだろうか。 
本市おいても、スポーツ振興計画に沿って、市体育協会加盟のスポーツ団体を中心に大会行事の

実施、教室の開催など活発に活動され、休日には市内小・中学校体育施設、グラウンド、民間スポ

ーツ施設などで多くの市民が多種多様な競技に参加をしている。勝ち負けだけでなく、健康管理の

ために、また、地域の仲間で楽しく参加しているとの声も聞く。高齢者が心身ともに健康で、豊か

な生活を送るためのスポーツの基盤整備が必要とされる中で、本年４月、南郷地区に誰もが楽しく、

気軽にスポーツや文化活動ができる場として総合型地域スポーツクラブが誕生した。更なる地域活

性化を大いに期待するものである。 
一方教育の場においては、文部科学省の調査報告によると、小学生の体格は年々伸びているにも

かかわらず、運動能力は明らかに低下している。運動をする子どもと、しない子どもの体力差に広

がりが目立っているということである。今後子どもたちの体力・運動能力の実態を的確に把握し、

一人ひとりの発達段階にあわせた、指導ができるように、充実を図る必要があるのではないだろう

か。 
スポーツを通して、健康管理、人と人とのつながりづくりや地域の活性化の更なる向上を目指し、

以下の項目について伺う。 
（１）総合型地域スポーツクラブ設立の目的と今後の進め方は。 
（２）他市に比べ市民がスポーツをおこなう環境づくりは進んでいると思うが、現状の把握は。 
（３）学校教育の中で、スポーツができる環境づくりが今後重要視されると考えるが、見解は。 
 

２ ４億円のプレミアム商品券の経済効果は    〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
福津市にイオンモール、新宮町にＩＫＥＡ などが出店し、本市の商工業者を取り巻く環境は非

常に厳しい状況にある。この状況の中で、市内経済の活性化を図ることを目的として、７月２９日

にプレミアム商品券が、昨年の倍額の４億円で販売された。（内リフォーム券５千万円分、プレミ

アム率は昨年より５％引き上げ１５％）市民の関心は予想以上に高く、当日は約４千人の市民が列

に並び、約２時間で完売した。また、暑い中１時間並んでも買えなかった人も大勢いた。 
プレミアム商品券は、市内経済を活性化させる有効な方法のひとつであると考えるが、販売方法

や、経済効果について検証し、更なる市内経済の活性化を図るために今後も継続的に販売を行うべ

きと考える。 
（１）販売方法についての問題点の把握と、今後の対応は。 
（２）プレミアム商品券を単発に販売しても効果がないと考えるが、市の考えはどうか。 
（３）プレミアム商品券販売の経済効果を検証し、商工会の課題解決にどのように結び付けていく

のか。 
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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 抜本的な水害対策について      〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
 近年、局地的とはいえ過去に例のないといわれるように異常な集中豪雨が発生している。本市は

周囲を山で囲まれており、旧宗像市地域の丘陵地は大型の団地として開発されてきた。市の中心地

でもあるＪＲ赤間駅周辺や田久地区は海抜８メートルほどで、過去の集中豪雨と満潮時が重なった

時には丘陵地からの雨水が釣川に集中し、川の流れが止まり、水害がたびたび起きている。 

（１） 日本共産党市議団はこうした水害対策として各地で取り組まれている遊水地の検討を１０ 

年前から議会を通して何度も提案してきた。また、県の整備計画には遊水地計画が上げられて 

いる。市としての対応はどうなっているのか。 

（２） 都市部の内水対策の一つとして取り組まれているのが、公園や道路の地下に暗渠をつくり、 

増水した水を引き込む方式である。福岡市ではこうした取り組みによって大きな成果が出てい

る。ＪＲ赤間駅北側の区画整備事業は終了したが、排水が追いつかない状況も生じている。内

水対策として、旧国道３号の拡張にあわせて地下に暗渠をつくることを検討できないか。 

 
２ 介護保険料の減免制度を      〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
介護保険料の５期目の改定が今年４月に行われ、基準金額が３，９１０円から４，４００円にな

った。日本共産党市議団が今年の１月と２月に全市民対象に行ったアンケートでは、国民健康保険

税と介護保険料の負担が重いとの回答が多かった。 
低所得者に対する介護保険料の減免制度を検討できないか。 
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発言順 １２ １４番 石橋 文恵    党派：公明党 ／ 会派：宗政会 

１ 改正離島振興法で大島・地島の離島振興を  

〔答弁を求める者〕市長、教育長、産業振興部長、健康福祉部長 

離島は、本土と比較して社会生活の基盤整備の遅れや、経済活動上の不利な条件がある上、近年、 

人口減少や高齢化が急速に進み、定住条件の維持に不安が持たれている。加えて、近年、我が国周

辺の海域管理の重要性が認識され、また、レアアース（希土類）やメタンハイドレード（シャーベ

ット状の高濃度メタン）などの豊富な資源が離島周辺で次々と確認されている中で、離島の持つ国

家的な役割も大きく高まっている。そこで、今年６月に成立した「改正離島振興法」は、公明党の

主張で離島振興に対する国の責務と無人島化を防ぐ定住促進が法律の基本理念の中に初めて明記

された。さらには国の責務をより明確にする上で、これまでの離島振興の主務大臣（国土交通、農

林水産、総務、）の３大臣に文部科学、厚生労働、経済産業、環境の４大臣が追加され７大臣の体

制になった。また、島の実情に応じた振興策を推進できる「離島特区」と、介護や医療、教育など

ソフト事業に活用できる「離島活性化交付金」の創設が盛り込まれた。 

私は先日、この「改正離島振興法」に尽力された公明党離島振興対策本部長の遠山清彦衆議院議

員と一緒に大島・地島を訪ね、島民の声を直接聞いてきた。 

そこで、大島・地島の離島振興について伺う。 

（１） 産業振興について 

大島・地島の活性化のためには、確実な収入の確保が望まれる。水産業の活性化や特産品加

工、観光等、それぞれの島の特性を活かした取り組みが今回の「改正離島振興法」でどのよう

に活かされると考えるか。 

（２） 介護予防と介護事業について 

①島には、心臓病や高血圧の方が比較的多いと聞いている。高齢化が進む中、医療費削減効果も

含め介護予防事業の推進が望まれる。現状と今後の考え方を伺う。 

②機能訓練回復のため本土の事業所に通う人がいる。本土であれば事業所が自宅まで送迎しても

らうこともできるが、島の人は、家族が神湊まで付き添って２往復するため、時間的にも費用

的にも負担が重くなっているとのこと。船員の手助けと介護事業所との連携により、何か改善

策は検討できないか。 

（３）観光振興について 

   宮城県塩釜市が、全国の小学生を対象に休日は渡船料金を無料にしている。この事業は、塩

釜市の浦戸諸島の魅力を体感してもらう企画で、子どもの船賃を無料にすることによって家族

での観光を促進しようとするもの。本市としても、塩釜市を参考にして、小学生の船賃の助成

が実施できないか伺う。また、島の観光に交通手段の確保が必要であるが、どのような考えが

あるか。 

（４）教育問題について 

①地島では、地元の小学校を無くさないため、漁村留学を平成１５年度より開始して今年で１０

年目になる。現在では島内の児童９人と県内を中心とした島外の留学生６人の合計１５人で地

島小学校は維持されている。問題は、島外の児童が生活している寄宿舎が老朽化しており、建

物の整備が必要であるが、民間人の所有であるため公的資金での整備ができていない。そこで、
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離島活性化交付金の活用等により寄宿舎の整備はできないか伺う。 

 ②大島小学校では、現在単式学級で授業が行われている。今後とも複式にならず単式継続が望ま

れているが今後の見通しを伺う。 
③島の学校では少人数で限られた人づきあいであることから、将来の社会生活を考えると保護者

の間では大人数での授業体験や学校生活を経験させたいとの願いがある。市内の他校との交流

が計画できないか。 

 

２ 若い世代からのがん予防対策   〔答弁を求める者〕市長、教育長、健康福祉部長 

『昭和５６年（１９８１年）より死因の第１位であり、平成２２（２０１０）年には年間約３５

万人が亡くなり、生涯のうちに約２人に１人が「がん」にかかると推測されている。依然としてが

んは国民の生命と健康にとって重大な問題である。』と、政府が今年６月に新たに策定した「がん

対策推進基本計画」の冒頭の文である。 

高齢化とともに、日本のがんの罹患者の数、死亡者の数は今後とも増加していくことが見込まれ

る中、重点課題として取り組む計画や、新たな課題も明らかとなり、課題の改善のため、施策の実

行期間を平成２４（２０１２）年度から平成２８（２０１６）年度までの５年間を目安と定め、「が

ん患者を含めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」の実現を目

指すとしている。 

毎年２０歳から６４歳までの約２２万人ががんに罹患し、約７万人ががんで死亡していて、働く

世代にとっても大きな問題となっている。働く世代ががんに罹患し、社会から離れることによる影

響は、本人のみならず家族や同僚といった周りの人にも及ぶ。このようなことから、私はこれまで

早期発見早期治療の重要性を何度となく訴えてきた。そんな中前述した６月に新たに策定された

「がん対策推進基本計画」に盛り込まれた、「がん教育」の推進について伺う。 

（１） 東京都豊島区では、公立の小・中学校で「がんに関する教育」を開始する独自のがん教育 

  プログラムを開発し、恒常的にがんの予防啓発を授業で取り組む。小・中学生でも理解しやす

いように、電子黒板で表示できるスライド形式のプレゼンテーション資料と併せ、がんを克服

した区民の体験談動画も収録。「がんとはどんな病気？」「予防するには？」など、基礎知識や

予防法、検診の大切さが学べるよう構成されている。教育でがん検診の重要性を教え、５年か

ら１０年後に確実に成果として現れると期待している。 

本市でも計画的ながん教育の実施に向け、どのような考えがあるか。 

（２） 女性がんとして乳がんについで多い子宮頸がん。最近の子宮頸がんの発生のピークは３５ 

歳。３０から４０歳の女性では最も多いがんで、２０歳代でも増加している。子宮頸がんは無

料検診に加え、予防ワクチンの接種が平成２２年度から実施されている。接種状況と接種率向

上への取り組みについて伺う。 
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発言順 １３ ７番 小島 輝枝    党派：無所属 ／ 会派：新政クラブ 

１ 福祉売店ハートループの検証と課題     〔答弁を求める者〕市長、関係部長 
 障がい者の社会参画・就労支援・障がい者理解を目的として、市役所ロビーに設置した福祉売店

ハートループは開店１周年を迎えた。販売員として売り場に立つ障がい者の一生懸命な姿と、それ

を支えてレジに立つ支援員の微笑ましい姿に心打たれる。１周年を機に、検証と課題について見解

を伺う。 
（１）設置目的である障がい者の社会参画・就労支援・障がい者理解は達成されたか。 
（２）ハートループの販売増につながるアドバイスや支援は行っているか。 

（３）ハートループの利用者は８割が市職員で、そのほとんどが昼食のための買い物であると聞い

ている。来庁者に利用してもらうために、飲食ができるコーナーを開設することを提案するが、

見解を問う。 

（４）障がい者の社会参画・就労支援・障がい者に対する理解を広く市民に求めるために、ハート

ループ以外の市民向けの啓発はどのようなことを行っているのか。 

 

２ 子育て支援センターのさらなる充実を    〔答弁を求める者〕市長 
子育て支援センターふらこっこの利用者数は、年々増加し、相談内容は多岐にわたり、相談件数

も増加している。このような現状をふまえ、今年４月に増改築を行ったことは、高く評価できる。 

（１） 増改築により生じた効果や成果をどのように評価しているか。 

 ①増改築にあたり、市が予想していた利用者数は。 

 ②今年４月から７月までの利用者数は。また増加人数は。 

 ③利用者増にあたり、どのような対策を講じているか。 

（２）相談件数も増加し、その内容は多岐にわたり深刻化していると認識しているが、その実態を

問う。 
 ①平成２３年度と平成２４年７月までの相談件数は。 
 ②その相談内容は。 
 ③相談内容によっては、保健師や発達支援センターなどにつないでいると認識しているが、その

件数は。 
（３）安心して遊びに行ける子育て支援センターふらこっこ。気軽に相談できるスタッフの果たす

役割は大きいと考えるが、さらなる充実のためには、職員増が望まれる。市の考えを問う。 
 
 

 

 

 

 

 

 

【質問者数：１３人、質問項目：２２項目】 

 


