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第４回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年３月２４日（月） １９時００分～２０時１５分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】大方 優子 古賀 禎文 小林 正勝 辻 洋子 

養父 信夫 花田 省蔵 藤本 幸男  

【欠 席】仲西 浩一 

【事務局】塔野課長 田中係長 立花係長 狩野 新海 尾園 

 中村 赤田 

     磯部課長 古川課長 占部課長 村上参事 熊野 大塚 

報  告 

１）第３回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）歴史・文化遺産の保存と活用、生涯を通した学習の振興施策の修正

について 

議 題 １）スポーツの多面活用施策について 

その他 次回開催日等について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

 

２ 報告事項 

（１）第３回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり部会）の議事要

旨について 

   事務局説明 

 

（２）歴史・文化遺産の保存と活用、生涯を通した学習の振興施策の修正につ

いて 

   事務局説明 

 

 

３ 審議事項 

（１）スポーツの多面活用施策について 

事務局説明 
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（事務局） 

 修正案の説明 

 

（部会長） 

歴史文化遺産の保存と活用、この修正分について、意見はないか。 

 

 

（委員） 

歴史・文化遺産の保存のところの取り組み方針のところで赤字で維持管理を含めたとい

うふうになっているが、ここに含めて、明確な道標も足してもらったらと思うが、各論す

ぎるか？ 

 

（事務局） 

道標のところについては、前回の審議会で出た意見。内部で協議した結果、維持管理自

体も当然、標識の管理、設置というものもあるし、周辺の草刈りや、清掃、そういったも

のもすべて含んで維持管理というとこで、市としてやっていくということになったので、

今回維持管理という形で、表記させてもらっている。 

 

（部会長） 

維持管理の中に含まれるという解釈でよいと思う。他にないか。では、無いようである

ので、生涯を通した学習の振興、この修正について、意見等あったらお願いしたい。 

それでは、無いようなので、報告確認事項については以上で終わりたい。 

そのまま審議事項に移っていきたい。それでは 1 番目、二次の宗像市総合計画の基本計

画案についてということで、賑わいのあるまちづくり施策スポーツの多面活用施策という

ことで、この分を事務局よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

それではスポーツの多面活用施策ということでの意見を委員からいただきたい。 

 

（委員） 

先日 3 連休の一昨日、ユリックスに行って、うちの二男がサッカーやっていたので、確

かかなり大きな大会だった。 

それとかいろいろこう見ながら、感じたのは、今回これはこれですばらしいことだと思
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うが、この宗像って昔からバスケットが強かったり、剣道が強かったり、今、宗高も野球

かなり頑張っているし、サッカーでも東海大五なり、多分これからプロに行く人たちの巣

窟になっている気がして、いい意味で。都市ブランドと言ったときに、自分のイメージす

る都市ブランドって、もっとエッジがたって、本当にこれからプロになる子供たちにある

意味、エリート教育するくらいの、そんなエッジがたつやり方も一つありかなっていうの

は、前から感じていて、多分子供たちにとって一番刺激になるのは、本当にすばらしい方々

と交流できるような場がたくさんある。それはもう既にいろんな場面でやっていると思う

が、なかなかそのスポーツをやっている子供の親で情報取りに行こうとする場合は、取れ

るが、総合的なそのホームページなりがなかなかない。 

いつ、ここのチームのこういう選手が来るのだったら、うちの二男連れて行くとか。何

かそういう総合ポータルサイトみたいなものがあれば、そういう子供たちと、本当に一流

の方々が触れ合えるような場を宗像は積極的に実はコーディネートしてつくっていくとか、

頑張っている人には、よく国体なんか行く人には横断幕が出るが、何かそういう人たちを

もっとシェアアップするような、そんなエッジの立て方も宗像だったらできるのではない

か。 

これはいつも自分が打倒糸島を標榜しているので、糸島には多分できないと思う。宗像

だったらグローバルさんもあるし、駅伝であれば、マラソンであれば、トヨタ自動車九州

さんもあるし、もともと持っているベースがある。そういうスポーツで頑張っている子供

たちをもう一歩、何か支援するような、そんなやり方も一つあるのではないかという気が

する。 

これはこれでいいが、何かエッジがたつような施策があると楽しいなと思う。 

 

（委員） 

事務局の答えにかぶるかもしれないので、もう一つ、質問したい。 

スポーツ観光推進で、スポーツコミッション組織。非常に興味があると言うか、もう既

につくっているのか、あるいはこれからつくってどういうふうな運用をするのか、ぜひと

も伺いたいと思う。 

何でこんなにニュージーランド人ばかり博多にいるのかと思っていると、全部一緒の電

車で来る。そういうようなことも含めて、多分うまくいっている部分があると思うが、そ

の成功の背景というか、あるいは目標っていうか、年間どのぐらいの団体を、持ってきて、

あるいはできないときには何がダメだったのか、あるいは上手くいっているときにはどう

いうセールスをしているのか、大変にこのスポーツ観光の推進、特に誘致については、い

つもお金の話ばかりで誠に申しわけないが、大変にいいお金が落ちるということもあるの

で、ぜひこのスポーツコミッション機能の、どういうふうな絵と今後の推進・運営の設計

図というか、ロードマップみたいなものがあれば、それと、成功例の背景というか、ある

いはこれからもっとこういうことやっていきたいなっていうふうなことがあれば、併せて
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ご披露いただければありがたい。 

 

（委員） 

先進事例でスポーツコミッションとかどこかあるのか、フィルムコミッションとかよく

聞いたことあるが。 

 

（事務局） 

まずトップアスリートの育成だが、実は今、平成 27年度から実施するスポーツ推進計画

なるものを策定しており、それを踏まえたところで今、この総合計画で出している。これ

までの従来のスポーツ、市のスポーツに関する計画っていうのは、2段目の項目のライフス

テージに応じたスポーツ活動の推進とか、1 番下の施設の整備とか、ここら辺が大体通常、

従来のスポーツの領域であった。 

1番上にあるのが運動の領域。これは実は役所内では、健康づくり課というところが、運

動・検診・食育のこの 3 本立てでやっていたのを、運動の領域までスポーツの中に取り込

んでいこうという考え方で、これまでの従来、市が 26年度まで進めるスポーツ施策から大

幅に拡充した計画をやろうというふうに考えている。実感としては、今やっているスポー

ツの施策の 3倍以上の領域が広がってくる。 

それで、質問があったトップアスリートの育成とか、いうようなことも実は視野には今

度の新しい計画の中では入れてはいるが、この中には出してきていない。 

ただ、先ほども委員からも指摘を受けておるが、グローバルアリーナという施設はある

が、もう一つ、やはりそのトップチームで、例えばラグビーはサニックスブルースという

チームがあり、サニックスブルースの本拠地というのが、実は神湊にあるわけだが、ここ

は、2面あるが、そのうち 1面を地域の子供たちに開放してもらっていて、一緒にブルース

が練習する横で毎週末子供たちが練習している状況がどうなるかというと、この尐年クラ

ブができて 20 年足らず、20 年ならないが、もうジャパンの選手が 1 人出ているし、ラグ

ビーが今国内ではトップリーグっていうのが 1 番最高峰だが、ここにも 3 人か 4 人ぐらい

の選手が出ている。 

そこのクラブの特性っていうのが、まず中学生までだが、子供は勉強が第 1。その次がラ

グビーやろうというような教育方針でやっていて、特にエリート教育はやっておらず、高

校生になっても、ずっとラグビーを好きな子を育てていこうということだが、横にブルー

スと一緒に練習しているということは、ブルースのスタッフとか選手たちがいろいろ教え

てくれたりとか、非常に高いレベルの指導を受ける機会が多いので、何もエリート教育を

しなくても、実はトップアスリートが育ったっていう非常に好事例じゃないかというふう

に思っている。 

市町村の人口 10万ぐらいのところでトップアスリートを育成して、エリート教育ってい

うのは、余り通常ではやらないが、結果として、そういうふうなことも出ているというふ
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うに理解いただければと思う。 

だから、そこら辺をうまく利用したいと。トップチームが持っているその能力とか力と

いうのをぜひ、子供たちに活かしていきたいと思っている。 

それとスポーツコミッションのところだが、挿入を加えてもらって、宗像版としてもら

いたい。これは商標登録で、宗像版を入れてもらいたいが、まだできていない。これも 27

年度以降設立していきたいと。 

ちなみにグローバルアリーナっていう民間の宿泊施設の年間の宿泊数が約 10万人あって、

そのほとんどが、実はスポーツ関係の宿泊だというふうに理解いただいていいと思う。 

1番大きい大会は、聞くところによると、5月の連休の時に行われている、ワールドラグ

ビーユース交流大会という海外からも来ているが、これが 7,000泊ぐらいある。 

ちょうど昨日までは、ユースのサッカー大会があっていて、これも 16チームくらい出て

おり、何千泊ぐらいあるのではないか。今、特に観光の旅行というのは、小グループ化、

家族化とかそんな動きしかないが、唯一、団体での大口での動きというのが、このスポー

ツの領域ではないかというふうに思っている。 

ちょっと目標人員を出していないが、あまりちょっと自信がないから、出さなかったが、

今 10万人ぐらいなので、これを、どこまで上げていくかということで、もう一つ取り組み

の方針の中にも入れてもらいたいが、１行目のところ、合宿などの誘致の間に、宿泊を伴

う、もう明らかに、スポーツ観光は、宿泊を意識した取り組みを進めていきたいというふ

うに思っていて、観光関係者、スポーツ関係者が一体となった、取り組みをやっていきた

いというふうに思っている。 

 

（委員） 

スポーツコミッションという言い方は、まだ余り世の中にはないのか？宗像が今、仕掛

けようとしているものなのか。 

 

（事務局） 

商標登録されているものだから、全国にも、例えば県単位で埼玉とかは県でつくってい

る。 

 

（委員） 

九州はどうか。宮崎とかは結構あるのか。 

 

（事務局） 

佐賀はあるが、宮崎は特にない。ただ九州各県の中では、宮崎がやはり 1 番多い。年間

を通して。年間で、トップチームの関係だけで 16万人ぐらい来ているから、これにプラス

アルファ観客とかも含めた中では、相当やっぱり、特に冬場の宮崎観光というのは大きく、
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支えていると思う。 

 

（委員） 

ワールドユースラグビーだが、もう何年ぐらい続いているのか。 

 

（事務局） 

もう 12年やっている。 

 

（委員） 

そもそもの経緯というか。誘致をした背景というか、何で当地を選んだのか。 

 

（事務局） 

もうこれはサニックススポーツ振興財団、サニックスのオーナーの肝いりで始まってい

るので、大会の予算が年間 6000 万ぐらいかかっている。10 万の市ではちょっと無理。サ

ッカー大会が 4000万ぐらいかかっている。 

 

（委員） 

じゃあ、そこまでという感じか。 

 

（事務局） 

そのとおり。だからもうほとんど今、グローバルアリーナで開催されている国際試合と

かいうのはすべてが、サニックススポーツ振興財団からの持ち出しによって、そしてその

付帯に伴うところの宿泊が来ているというふうな状況である。 

 

（委員） 

地域を見ると、今、子供たちは自分たちが初代だとすると、その 3 代目に当たる人、子

供たちが多い。 

自分の友達等を見ると、自分たちの息子ぐらいが、30から 40ぐらいの人たちが本当に、

学生時代にいろいろな野球だのサッカーなどしてきた人たちはまだ続けているが、そうじ

ゃない人たちが多い。 

そういう人たちの子供たちがあまりスポーツに興味がないと持てないっていうとこなん

じゃなかろうかと思う。 

あと、そういう人たちから話を聞くのは、施設が取りづらい、予約しづらいっていうこ

とをよく聞く。 

宗像だけじゃ無理だろうが、そして季節的とか、大体いろんな大会があるのは同じ時期

に重なるだろうから、ちょっと無理なところもあるかと思う。 
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ただ、施設の充実というのは、これから考えていかないかんのじゃなかろうかというこ

とと、あと障害者等のスポーツも、ゴルフ等を含めて、自分も何回か参加させてもらって

いるが、やはり障害者の方だけで、いろいろな盛り上がりをつけるのではなくて、健常者

と一緒に、いろいろな盛り上がりをすれば、もっと健常者も一緒になってゴルフをするの

かなと。 

極端な話をすると、障害者の方がゴルフされるのに、1人補助っていうか、コーチみたい

な人が付いて、2人で回られる。健常者があと 2人そこで一緒にプレーをするが、上がって

きたら、この頃はわからないが、最初のうちは、障害者の方だけに弁当とか、商品がある。 

健常者には何もない。 

そこでちょっとコーヒー飲むぐらいで、本当のサポートだけなので、1～2 回行かれた方

が、その場からちょっと外れたような気持ちになって、あまり行きたくないなっていう声

も聞く。 

だから、障害者の方の表彰とかはいろいろなものもあっていいが、健常者も一緒に、健

常者だけのいろいろな表彰をしたり、盛り上がりをつけたりすれば、もっと大会自体が楽

しく盛り上がっていくのではと思う。 

それと、さっき事務局も言っていたが、宗像に来て、そういうスポーツでこられた方が

本当に気持ちよく、泊まってもらえる施設、宿泊施設、そういうのをもう尐し充実させて

いけば、当然観光にもつながっていくし、いいのではなかろうかと思う。 

 

（事務局） 

まず子供の今の実態だが、する子供としていない子供っていうのが二極化しているとこ

ろがある。 

ただ、尐子化傾向にあるから、昔みたいに 3 世代の中で見る 2 世代目みたいに子供たち

の数は多くない、その当時から比べると相当子供たち減ってきている状況があって、市内

で学童スポーツって言っているが、子供たち小学生のスポーツというのは、どちらという

と、ちょっと先細り傾向にあるなというふうに思っている。 

ただこの中でこれ 1 番の大きな課題というのが、その学童スポーツの中でも、足りない

部分をどうするんだというときに、複数スポーツができていく。小学生の間は違うスポー

ツを 2 種類くらいやっていくと、半分しか練習はできないが、その代わり、どっちに才能

が向いているとか、いうようなこととかもあるのではないかと、そこら辺を進めていくこ

とで、この尐子化を掛け 2 になりますから、理論上は、尐子化の問題をクリアしていきた

い。 

一方で、学校体育の方をみると、ちょっと言葉は悪いが、大体、小学校、特に低学年の 1

～2年生は基本動作を身につけたりとか、神経系、脳神経あたりを刺激するような取り組み

が必要だが、実はその担任先生はしっかりした方がつけられる。 

どうしても、高齢の先生が就かれて、なおかつ女性の先生が多い傾向にある中では、本
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来身につけるべきやっぱり運動動作のやっぱり指導とかが十分できてない、現状がある。 

ここら辺を、なんとか教育大学の体育科あたりと組んで、改善していくための手だてっ

ていうのを講じていこうというふうには考えている。 

それと障害者スポーツの関係は、まさしく今指摘があったとおりで、障害者だけがやる

のではなく、やはり、スペシャルオリンピックスっていう大会が、今年度、福岡県の大会

がここで開催されているが、選手の数掛ける選手の数と同じか、もしくはそれ以上のスタ

ッフが行って一緒にやっていく、もしくは健常者と障害者が一緒にスポーツ活動を日常の

中でやっていくとかいうような取り組みが必要だが、この辺の取り組みは、うちの福祉サ

イドは、今までは生活の支援に重点を置いてきたと。 

そして、スポーツの領域は、障害者の方は福祉の方だろうというようなところで体系的

な取り組みがなされてなかったので、これを、今後、体系化しながら、進めていきたいと

いうふうに考えている。 

そして、これはちなみにスポーツ観光のからみも実はあって、スポーツ観光サイドでい

くと、障害者のスポーツ大会を行うと、掛け 2 にはなるのではないかと。サポート者が必

ず必要になってくるから、掛け 2になっていくと。 

ビッグイベントが 2020 年に東京オリンピック、パラリンピックがあるし、2019 年には

ラグビーのワールドカップが開催される。そこの両大会のキャンプ地あたりも、誘致でき

るような取り組みっていうのも、やっていきたいというようなことも今審議会の中では話

をしている。 

それと宿泊施設の充実は、これはもう部会長もいるが、非常に大きな課題であろうかと

いうふうには思っている。 

ただ、昨年、関西大学のラグビー部が神湊の旅館に 3 つの旅館に分泊して、約 100 人近

くいたが、10泊か 11泊やっている。1発 1,000泊ここで入るわけで、単価は安いっていう

話だが、非常にやっぱりこのスポーツ力は爆発的な力があるのは間違いないというふうに

認識しているし、今の十分な施設でなくても、そういうふうな活用あたりも十分考えられ

ていくのではないかと考えている。 

 

（委員） 

これまで話をいろいろ聞いて、スポーツがこれからの１つの柱になるじゃないかなと思

って、すごく楽しみな感じがする。 

個人的な感想、経験というか、自分自身がスポーツを目的に、宮崎とか沖縄に出かける

ことが多いが、見たりするだけじゃなくて、宿泊や交通とか、あるいは観光施設とか、そ

の辺がすごくシステム化されていて、すごく導線に沿って、もう一つのパッケージみたい

な感じで組まれている。なので、今聞いて、宗像でもこれからそういった宿泊とかそうい

ったところといろいろとタイアップというか、協力してやっていくっていうことであるの

で、ぜひこの取り組み事業をいろんなところと連携してやっていくっていうようなことを
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強く打ち出してもいいのではないかと思った。 

これを見ると結構誘致、誘致が並んでいる感じなので、誘致だけじゃなくて、そこをど

ういうふうにシステムにしていくかっていうのが、スポーツ観光を成功させるうえですご

く鍵となるものだと思うので、その中心がスポーツコミッションだと思うので、そのあた

りをもっと、どんと打ち出しても、書き方だと思う。 

 

（事務局） 

まずここのスポーツ観光の取り組みはもうはっきりしているのは、個人の人の取り込み

っていうのは、主催大会、例えば個人対象のウォーキングとかマラソン大会とか、ここら

あたりはやっていこうとしているが、誘致関係については、これは団体の動きで１発で集

客が図れる全国とか九州規模の大会を持ってくるのが、スポーツコミッションが中心とな

ってセールス活動を含めたりとか、行政はこれに例えば何百人宿泊であれば、幾ら補助金

を出しましょうとかいうようなことをあわせて整備していくような形にはなっていくとい

うふうに思っている。 

個人の部分は、特に施設には限りがあるが、ウォーキングは、交通規制や交通法規を守

りながら、ちょうど今、大島の九州オルレの大島コースっていうのがオープンしたりとか

しているが、こちらの本土側の方で、そういうふうな仕掛けとか取り組みっていうのを、

やっていきたいなというふうに思っている。 

警察との協議でマラソン大会は相当厄介だが、ウォーキング大会は割と楽にできるし、

もう一つは、高齢者のやっぱりグランドゴルフは着目をしている。 

これは平日開催が可能なので、例えばゴルフのトーナメントと同じように、トーナメン

ト方式で毎月こうやって平日開催の宿泊大会あたりをやっていくと非常におもしろくなっ

て最後 3 月なら 3 月に決勝大会とかラウンドとか、いうような形とかいうことも考えられ

るのではないかと思っている。 

 

（委員） 

今までいろいろ出てしまったので、そんなにないが、多分スポーツっていうと、特に高

齢者になったときに、健康の問題。子供さんもそうだが、怪我とか。 

そういう中でスポーツで賑わいをつくっていくということであると、そういうことに対

する対応みたいなものが、こういうところにもあると安心して人が集まるというような感

じになれるんじゃないかなということで、多分そういう対応もあると思うが、そういうこ

とが一つ。 

それと、ここは賑わいのところなので違うのかもしれないが、同じ健康ということでい

くと、健康づくりという視点でのコミュニティの問題とか合せたことが今のところ、ここ

では列記されていないので、もしかすると、そういうものもあったほうがいいのではない

かなということをちょっと思った。 
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（事務局） 

今の部分は、ちょうど特に運動の領域のところになってくるのではないかと。 

今度の今の計画をつくるためにアンケート調査を2000人に発送して半分くらい帰ってき

た結果で、週 1回の習慣で運動している人っていう割合が 55％くらいである。 

国の目標値が、65％ぐらいだから、単純にいくと、成人者の 65％のためには、4 万 3000

人ぐらいの市民が、運動、週 1回するようにしないといけない。 

現状は、55％というのが大体 3万 6000人ぐらいで、これに、10％上乗せが 4万 3000人

ぐらいになるが、みんな 1 番多いのが、恐らく散歩されている方たち。家の周りをずーっ

と散歩している人たち。 

課題にも挙げているが、この人たちを、どうつかまえて、そしてフォローしていくかっ

ていうのが 1番大きな運動の中の肝になってくるのではないか。 

ずっとこれまでも市はさっきも説明したが、運動と検診と食育の 3 点セットで健康づくり

っていうのを、進めているが、やはりなかなかそこらの把握とか、いうことができない。 

これを、高齢者も携帯電話をお持ちだから、理屈上でいうならば、そこら辺をネットで

双方向でのやりとりができると、把握もできて、そしてサポートもできていく、そして、

計画の中では、ウォーキングマイレージ制度とかいうような形で特権などを加えながら、

取り組みあたりをやりながら、3万何千人の人たちというのを捕まえていきたいなというよ

うなことは思っている。 

 

（委員） 

児童とか生徒の体力がかなり低下しているとずっと言われていると思うが、どこからか

来られた方が、外にいても子供がなかなか遊んでいない、マーケットに行けば本当にたく

さんいる、どうして外で遊ばないのと聞かれたことがあった。こういう問題はたくさんあ

ると思うが、余り子供が遊んでいないかなと思って公園も何かもう尐し、例えば、ボール

が使える公園とか、いろいろ規制があるので、ボールが使える公園だとか、小さい子供が

遊べる公園とか、そのように特徴づけて作っていく、親の意見も聞きながらと思うが、も

う尐し公園を使いやすい、行ってみようというような、やっぱり身近で、家から近いとこ

ろが日常使えると思うので、その公園を尐し、何か利用できないかなと思う。 

 

（部会長） 

特徴ある公園、事務局どうか。 

 

（事務局） 

俗に子供たち外遊びするうえでどういうふうな機能を身につけるかというと、例えば木

登りすると、いろいろな動きをやらないといけない、これが神経系とか基本動作を身につ

ける大きな力になってくるので、どんどん外で遊ばないといけないが、幼児期の子供たち、
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幼稚園とか保育園に行っている子供たちっていうのは、親がついて、例えば、本市だと、

ふれあいの森に連れていって、見ながらよく遊ぶが、小学生はスポーツをやってないと、

大体、今家で子どもが遊んでいる傾向にあり、これはゲームをしていて、あんまり外では、

時々は遊ぶが、大部分の子供たちがゲームで遊んでいる実態がある。 

これをやっぱりなかなか変えることはちょっと難しいところがあるんじゃないか、だか

ら、例えば、学校の体育であったりとか、学童のスポーツとか、そこら辺あたりでサポー

トしながら、できるだけ、運動好きな子供たちを育てていくことが、そのまま例えばスポ

ーツする子が増えていくことで、体力が向上していくとかいうふうにやっぱりなっていく

のではないか。ずっと昔から言われていて、外遊びをさせて、やっぱりなかなかに難しい

状況があるのではないか、というような認識の中で、そこに外遊びに向かわせるのではな

く、やはりスポーツ、体を動かすことが好きな子をまずつくっていくための仕掛けを、市

としては進めていくべきではないかっていうのは、ここの大きな考えではある。 

 

（委員） 

わかったら、教えてもらいたいが、うちの娘の話で神興でバレー部やっていて、そのと

きは、福教大の学生さんがコーチでずっと教えに来てくれている。 

施設の整備もせないかん、もう一つは教える人材というか、今学校の先生もなかなか忙し

い。 

土日もつぶすような、そういう顧問がなかなかちょっと受けてくれない、全国的な傾向

だと思うが、宗像については、福教大だとか、すごくいい組織があるので、これ何か仕掛

けてそうなっているのか、それともたまたまその人的なネットワークの中で、福教大の体

育学部の学生さんたちが、その人的なネットワークの中でいろんなとこに行って教えてい

るのか、今その教える側の人材不足。僕ら小学校の時は剣道の時は、宗像大社の神主さん

が教えに来ていた。 

そういう学校の先生以外で、子供たちのスポーツを支援してくれるような人達をどうサ

ポートできるのか、実際そのコーチさんなんかの月謝というか、ほんと安くて、申しわけ

なくないぐらい、そういうのは実際に議論があるか？ 

 

（事務局） 

まず小学校と中学校のスポーツの大きな違いっていうのを理解いただきたい。 

中学校でやっております部活というのは、学校教育の一環の中でこうやっているから、

基本はその先生がその責任者となって指導していく。小学校は、社会体育の中でやるから、

今は、小学校の先生で指導している人たちは、ほとんどいないのではないか。 

すべて地域の指導者が、これ面倒見ている状況があって、本市の場合だと、今、体育協

会から 20の競技団体が加盟しているが、そこの大人がジュニア組織があるところはしっか

り指導しているというような状況である。 
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中学の方が、外部指導者も今一部受入はしているが、その人材の確保は、学校でこうや

っていく。直で。だからちょっと難しさ困難さがあるから、ここら辺は、今後は、どこか 1

ヵ所、体育協会あたりが窓口になって、人材の斡旋とか、サポートをしていくことで、子

供たちが運動したいという子供たちが、できるような状況にしていきたい。 

ただ、ちょっとバレーの話をさせてもらうと、ちょっと余り人気がない競技で、だいぶ

下降線を辿っていて、5～6年前ぐらいは、宗像でも小学校で 10チーム以上あったのが、今

はもう 5 チームぐらいしかいなくて、とかいうようなやっぱり上がり下がりがあって、サ

ッカーが今 1番人気があるというような状況もある。 

 

（副部会長） 

何とかそのひとつ覚えみたいで申しわけないが、スポーツコミッション。 

27 年度から、再来年度から、立ち上げて、運用するということで、ぜひ、文言の問題で

はないが、ここに書いてある資料の文言の話じゃないが、ぜひ来年度中に、先ほど聞いた

ような一部スポンサーさんのお世話になり切るじゃなくて、拡張性のある、あるいはその

スポンサーさんへの還元ということも含めて。 

大変にありがたい実態ではあるが、それはそれ、これはこれということで、さらに拡張

性のある枠組みを目指していくということになると、それを一つ突き抜けていかないとい

けないようなものがあるのかなっていう気がするし、子供の話もいろいろ出ていたが、外

遊びよりもゲームの方がおもしろいからゲームしているのであって、モチベーションがや

っぱりだけども、小学校でも幼稚園でも、ゲームよりもサッカーが面白いという子もいる

わけで、それはモチベーションの与え方だけの話で、それは何かと言うと、親がやってい

たとか、あるいは、目の前でトップアスリートを見てあこがれだと、あこがれなんていう

のは、最大のモチベーションだと思う。子供心には。 

なので、そういうふうなことも含めて、そんなスポーツ教育っていうのは、コミッショ

ン中に入っているのかどうか自分はよくわからないが、宗像版ということであれば、ぜひ

その辺のところも含めてオリジナリティというか、この市にあった 10万にしては、トップ

レベル、さっきの大学の神湊の話もそうだし、ユースのラグビーなんかもそうだけれども、

えり好みをするわけではないが、ぜひそのコミッション組織の中で、どこまでこう伸びて

いくのだろうっていうふうな枠組みをひとつ、ぜひこの 26年度中に、そのもう一度同じ話

をいうが、成功例とか失敗例を含めて検証される中で、新しい拡張性のある枠組みづくり

と。 

分かりやすく言うとセールスと、具体的にどんなセールスをどこの団体だとか自治体だ

とか、大使館に向けて発信していくのかというのを、ぜひこの 26年度中に整理することが

大事だと思う。 
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（部会長） 

事務局よろしいか。 

 

（事務局） 

東海の短大の方も、審議会に参加いただいて、いろいろな意見いただいている。この計

画を、形あるものにしていくためには、この実行組織というのが非常に大事になってくる

と思っていて、大きく、4つの項目の実行組織が必要になってくるというふうに思っている。 

一つは新規の組織としては、先ほど言ったスポーツコミッション、もう一つは市民のス

ポーツ活動を支えていくのは、実はこの中にはちょっとあげてないが、スポーツサポート

センターなるものをもう一つ別立てで、考えている。 

そして既存組織、今一番市民が入っている団体は、体育協会にみんな入っている。 

日常的にスポーツをやっている人たちが参加しているのは、体育協会というのがあるが、

ここのやっぱり機能を強化したりとか、市と今度はその体育協会あたりの中から役割分担

とかも含めて、スポーツサポートセンターの中にいろんな民間のスポーツ施設が入ってき

たりとか、トップチームも参画してもらったり、いろいろな組織形態をつくるので、ここ

のやっぱり体育協会の強化っていうのも必要になる。 

それともう一つ、市が委嘱するスポーツ推進員という組織があるが、これも、抜本的な

刷新を図りたい。 

そして、役割分担をもう一度見直しをしながら、やっていきたいと思っている。 

それと 3点目は大学連携というのは非常に大事になってくる。 

市内の 3 つの大学とのこの連携はもう欠かすことができないというふうに思っていて、

副部会長のところの東海短大についても、このスポーツコミッションの動きについては、

是非参画いただいたような形で取り組みを求めて、お願いしていくようになろうかと思う

ので、よろしくお願いしたい。 

それと、市の組織をどうするのか、市の組織機構の中で、今文化スポーツ推進課ってい

うのが全部で文化も含めたところで 7 名しか職員がいないので、先ほども言ったが、実感

としては、今まで従来のスポーツ施策の約 3 倍以上の実感がある施策なので、人員の強化

とか、いうようなことも恐らくその 26 年度に論議をして 27 年度に、新しい体制を強化さ

れていくというふうには考えている。 

 

（部会長） 

大体委員の意見等も出たので、施策の概要、そして現状課題とそして取り組みの方針と

事業という一連の流れの中で、宗像版という言葉が出たように、尐し特異性のあるところ

がしっかりと今、この中で話が出たような気がする。 

特にそういう流れの中で冒頭であったように、目標であったり設計であったりというこ

とを含めて、これからのスポーツの多面活用で、その中に最後に事務局の方からあったよ
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うに、市の組織の活性、そして大学との連携、それからスポーツの推進員、スポーツサポ

ートセンター、それとやっぱり体育協会、また、それに伴うコミッションの組織というこ

とが新たな宗像の魅力の中の下支えになっていくのではなかろうかと思っているので、ど

うかその辺が、この基本計画の中で、差し込める分に関してはきちんと差し込んでもらい

ながら、中身の濃い資料にしてもらえれば、非常にありがたい。 

 

（委員） 

このスポーツだけじゃなくて、観光にしても、教育にしても、要は平等に例えば、補助

金等にしても、機会にしても平等にと公平にというと、なかなか難しい。 

全体的なレベルは時間と年月をかければ尐しずつは上がっていくが、補助金等にしても、

集中的に、1点集中させれば、それで誰かが、飛び抜けた成績を残したり、特産品ができた

りすれば、周りがついてくる。 

これを行政がやろうとすれば、行政っていうか組織がやろうとすれば、どこかでだれか

が矢面にならなきゃいけないと、責任を取らなきゃいけないということになるが、総合計

画の中で、もうそろそろだれかが矢面に立とうよと。 

誰かが責任とろうよということで、極端な話、例えば神湊あたりの旅館民宿にしても、

例えば 1000万。これ 10年 20年で返してよ、金利も何もいらんよと、それでリフォームし

なさいよと、今風にと。ということになれば、そこで、それはいろいろな市民から、批判

がくると思う。何で 1 件だけかと。くるかと思うが、そこが、活性化するというか、商売

繁盛していけば、回りもついてくると思う。 

今みんな躊躇されているのは、要するに鶏と卵。投資して、あなたお客連れてきてくれ

るのかということ。 

だから、もうそろそろ宗像版って出たので、宗像版の補助金の使い方、それも考えてい

い時期に来ているのではないか。 

もうそろそろ団塊の世代が、もう 65歳になってそろそろいなくなっていくので、あとは

若い人は本当に大変だろうという思いがするが、今ならまだ宗像大丈夫じゃなかろうかと。 

人口も減っていくし、高齢化も進むので、早目に誰かが矢面に立ってやっていただきた

い。 

 

（部会長） 

やはり特に賑わいのあるっていうものをやっぱり特異性というか、やっぱり宗像らしさ

とか宗像じゃないっていうところのキーワードになるだろうから、やはり今の意見は非常

に大切な部分になると思う。 

言葉の表現は非常に難しいので、今の分をどう記載するのかというのはまた別にしてお

いても、やはりそういう心意気っていうか、宗像らしさというのをしっかりみんなで共有

しながら、賑わいが生まれてくるまちづくりになるというような 10年計画がまた新たに次
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へと移っていく。 

 

（委員） 

前の話のところを追加するという話ではなくて、ちょっと話を聞いてもらいたい。 

昨日、一昨日、世界環境会議が宗像大社を中心に、自分はＩＰＣＣの方と一緒に食事も

とらせてもらったが、こういう会自体が宗像でやることの意義がすごく大きいなと思って

いて、実はさっきの世界遺産をこれからどうつくっていくかという話と先ほどの生涯学習

の話。 

その生涯学習の中で、ぼくはもう一つの宗像ブランドというさっきのエッジの話でいく

と、その環境学習は、すごく可能性としては高いなと思っていて、今回は宗像の子供たち

30人限定の会でこれからの宗像から世界に通ずる人材を出していこうよと。 

しかもこの環境教育の中で、その環境教育の中ですばらしい人たちが、これから、この

これをきっかけに、宗像にどんどんどんどん入ってきてもらえれば、多分すごい情報発信

力になる。 

先ほどの環境学習のところを、生涯学習のところに、もし盛り込めれば、環境学習のと

ころだけは、もうちょっともう 1 個踏み込んで、宗像の一つのキーワードとして出すとい

う、ある意味これ市の姿勢の話なので、というのはありなんじゃないかなという気がする。 

実は KBC さんが相談にきて、番組を作りたいと。従来の RKB とか NHK とは違うやり

方でなんかないでしょうかと。 

実はこの環境というテーマで水と緑の何とかの日のときに、特番を作る形になっている

が、そういう宗像が持っているその環境で沖ノ島が 1 番象徴的だと思うが、この現代文明

の中で、全くの手つかずの自然の沖ノ島。しかし、沖ノ島の所自体も昆布もワカメもとれ

ない状態で、海の環境が相当おかしくなっていると、そういうその情報発信をこの宗像か

ら世界に対して出していくという、何かこういうものが、実は宗像をブランド化していく

一つのキーワード。 

スポーツ観光もすごい可能性がある、世界遺産もそう、もう一つは環境学習、生涯学習

の中でも、実は環境というものにこれを何とかサポートしていくような、それをもう一歩

その総合計画の中に、一歩踏み出すという考え方があってもいいのではないかなという気

がする。 

 

（部会長） 

追加の意見だが、非常に環境というのもキーワードになろうかと思う。 

そういう意味では、ぜひその辺も、日々留めておいてもらいたい。 

では事務局返すので、あとその他の説明をお願いしたい。 
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（事務局） 

本日議論していただいたスポーツの多面活用、これで一通りその施策については終了と

いうことになる。 

そこで、次回については、できたら書面審理という形で、会議録、修正案等を送付させ

てもらって、意見等があれば事務局に言ってもらうという形をとらせていただきたい。 

 

（部会長） 

それでよろしいか。はい。では事務局に一任する。 

 

（事務局） 

それでは本日もらった意見等に対する後の修正案等について書面審理と言う形でさせて

いただきたいと思う。 

 


