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第３回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり）議事要旨 

 

日 時 平成２６年２月１７日（月） １９時００分～２１時１５分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】今西良一 齋藤 豊 永野芳宣 牧 敦司 宗像 優   

【欠 席】天野宏欢 

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 立花係長 新海 狩野 

     尾園 中村 赤田 吉武 

     木村課長 中野課長 的野課長 岩佐室長 古川課長 

長谷川課長 村上参事 権田係長 中村係長 

熊野企画主査 高倉企画主査 内田 

報  告 

１）第２回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり部会）の

議事要旨について 

２）第２回部会の意見に対する対応について 

議 題 １）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

その他 第５回調和のとれたまちづくり部会の開催日について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第２回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり部会）の議事要

旨について 

   修正なし 

 

（２）第２回部会の意見に対する対応について 

   事務局説明 

 

（部会長） 

検討された結果、当面５年間は難しいということで見送った項目もあるということも含

め、かなり前回の意見を反映されていると思う。概ね、これでよろしいか。 

若干、言葉使いを検討したほうがいいところもあるが、気づいた点があれば、後日、事

務局に直接連絡いただくということでよろしいか。 

それでは、今日の話題も大変難しい課題であるため、時間をかけてじっくり御意見を賜

りたいと思う。新たに配布された資料が幾つかあるようだが、その説明と審議事項の資料

もあわせて説明いただきたい。 

 

平成 26年 3月 17日 

宗像市総合計画審議会 

調和のとれたまちづくり部会資料 

資料１ 
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３ 審議事項 

（１）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

   事務局説明 

 

（部会長） 

最初の土地利用と景観については、私も上下逆ではないかと思っていたため、適切に修

正をしてくださっている。これまでと違い、土地利用はかなり専門的でもあるため、御意

見も出にくいかと思う。今日欠席の委員からメッセージを頂いているため、最初にそれを

説明し、その後各委員からご意見を頂くということでよろしいか。 

「調和のとれた土地利用の推進」については、『集約型都市構造の実現は全くそのとおり

だと思います。今後の人口の増加も限られますので、集約化に向けて新たに市街化区域を

拡大しない旨言及があってもいいのではないでしょうか。これは、にぎわいや自然保全、

景観創出、住宅施策にすべて関わってくるので難しいかと思いますが、自然と都市が調和

した魅力ある住環境がどのようなメリハリなのかを示す意味があるのではないでしょう

か。』というのが一つ。 

もう一つが、『主な取組事業で「コミュニティの活力維持」とありますが、これはコミュ

ニティバスのような集約化拠点間の交通基盤を整備したり、病院・商業などの生活利便施

設を集約化拠点地域に誘導したりする、という理解でよろしいでしょうか。具体的に書い

てもいいのではないでしょうか。』ということで、取組方針に集約型都市構造というキーワ

ードが出ているため、もう尐し具体的な取組事業に記載するか、あるいは方針の中で具体

的に書けるのであれば書いてはどうかという御意見かと思う。 

市街化区域を拡大しないと言及してもいいのではないかということと、コミュニティの

活力の維持の意味について、尐し説明をしていただき、あと関連して委員の皆さんからも

御意見をいただきたい。 

 

（事務局） 

土地利用に関しては、現在、市の国土利用計画及びマスタープランを平成２５、２６年

度にかけて策定中である。国土利用計画では、コンパクトなまちづくりを基本とした理念

をもとに進めており、基本的には市街化区域の拡大はないであろうということで整理して

いるが、市街化区域を拡大せずとも集約化などにより、一部では拡大の必要性やトータル

では縮小ということも検討している最中であるため、総合計画で拡大しないとは表現しに

くいと判断している。ただ、御指摘のように、基本的には拡大しない方向で作成している

ところである。 

 

（部会長） 

恐らくそうであろうと理解していたが、委員の指摘はどちらかというと、メリハリを尐
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し効かせた土地利用という言及でもいいのかなとも読み取れるところがある。 

確かに、市街化区域の拡大や縮小の手続きが複雑なのは事務的によく理解ができるため、

記載が難しいのはそのとおりかと思うが、「区域区分の見直しを行い、メリハリのある」な

ど、尐し配慮してもらえれば、趣旨がかなりはっきりすると思う。 

要は、必ずしも拡大しないということだけではなく、縮小ということもあるという御指

摘であるため、見直しの検討の方向や目指しているところを尐し表現していただければい

いと思う。見直しの検討では、逆の方にも捉えてしまう可能性もある。尐しその辺を御検

討いただきたい。 

 

（委員） 

集約型の都市構造を実現するとあるが、宗像市の現状は分散型のような感じがする。 

東郷駅と赤間駅の周辺はかなり発展しているが、それがコアになり、固まるという状況

ではない。自由ヶ丘は南の方に広がり、駅から遠いところが開発されているため、都市計

画、用途地域とのバランスがおかしいのではないかという気がしている。 

また、博多から帰宅するときに、東福間を過ぎて宗像に入ると非常に田舎っぽい。そこ

が宗像の顔となるような、東郷駅周辺の開発が大事ではないかと思う。旧３号線とＪＲの

間が田である。用途的には商業地域ではないかと思うが、そのあたりも全く開発されてい

ない状況であるため、顔となるような開発を推進していくことが必要ではないかと、個人

的に思う。 

 

（部会長） 

大変参考になる意見だと思う。恐らく見直しの調査研究の中でも、議論がされているだ

ろうと推察されるが、目指している方向をもう尐し強調していただき、尐し分かるように

記載していただければと思う。まちの成り立ちが分散型にできていると思うため、なかな

か集約型を目指しているとはいえ、いろいろ苦労があるかと思う。 

ではもう一つの項目、『コミュニティの活力維持で、コミュニティバスのような集約化拠

点の交通基盤を整備したりとか、病院や商業などに誘導したりとかいうことでよろしいで

しょうか』という御意見ですが、これは日常的にコミュニティバス等についての考えをお

持ちでしょうから、補足なり御意見があればいただきたいと思う。 

事務局の意図としては、委員が指摘しているようなことか。まず、その確認ができれば

と思う。 

 

（事務局） 

私見的な部分も入るかもしれないが、コミュニティの活力維持とは、基本的には住んで

いただくことで、コミュニティの活力を維持していくこと。空き地や空き家になると、コ

ミュニティの活動が維持できないような状況が想定されると思う。 
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（部会長） 

確かに、現状課題で地域コミュニティが希薄化する背景は、空き地空き家の増加等が最

初に入っているため、そのような指摘となる。ただ委員の御意見のような捉え方もされる

可能性があるため、具体的に主な取組事業の中で、「コミュニティへの活力維持のための

何々とする」「どういうことを行い、コミュニティの活力維持をする」とか、もう尐し長く

した方が、ここはいいかと思う。活字だけでは、交通基盤の話ともとれる。 

 

（事務局） 

集約型都市構造といいながら、赤間駅と東郷駅、いわゆる中心拠点と地域拠点を中心に、

様々な施設が集約されている。 

それともう一つ、宗像市の現状として、各１２地区にコミュニティがあり、住民の利便

施設としてコミニュティ・センターを位置づけており、コミュニティを中心とした若干ミ

ニチュア版の集約型都市構造というか、集約型都市構造の２層構造というように形成され

ている。すべての施設を中心部に持ってくるのは難しいが、今整備しているコミュニティ・

センターを中心に、生活基盤を高めていこうとしており、維持活性化というような形で取

組事業に記載した経緯がある。 

 

（部会長） 

こだわる気はないが、例えば「コミュニティの活力維持方策の研究」とか「コミュニテ

ィの活力維持につながる土地利用」とした方が、取組事業として明確になるのではないか。 

 

（事務局） 

「活力維持」というのは、取組事業の表現として該当しないというところもある。 

この取組方針の中に、一定の人口を集積するために生活利便施設などを配置するという

ようなキーワードも入っている。取組事業としてどのように明記していくかについては、

事務局で整理させていただきたい。 

 

（部会長） 

研究的なことでもいいと思うため、取組みを書いていただければと思う。 

概ね、こういうことではないかと御理解されているかと思うため、次に進みたいがよろ

しいか。 

それでは、「魅力ある景観の創出」を読み上げる。 

『宗像大社や旧唐津街道周辺のような歴史的風土に対する景観の誘導、沿道景観の整備

は重要であり、総合計画の期間中で先行的に取り組むことに異論はありません。』というこ

とで高く評価していただいている。 

『しかしながら、宗像市の魅力的な景観を形成している重要な要素には、農山漁村の自
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然風景そのものがあろうかと思います。「自然環境の保全と再生」の項では、水と緑の“い

やし”の空間としての活用と記されていますが、レクリエーションの場としてだけでなく、

農地、森林、海岸線等の存在そのものが魅力的な景観としての価値を創出するはずですの

で、これらの景観を維持し、より魅力あるものとして発信することに言及されてはいかが

でしょうか』。今ある農山漁村の風景そのものに景観的な価値があるため、それを維持し、

発信することを記述してはどうかという御意見である。 

『具体的な事業としては、細かいですが、自然景観や田舎の魅力に関する写真コンクー

ルの開催、季節ごとの農作物や花・草木が形成する景観の広報、糸島の「サンセットロー

ド」のような景観の優れたドライブコースの指定などが考えられるかと思います。』という

提案もある。 

『また、市民との協働という観点から、市の景観計画や景観条例の運用というよりも、

それぞれの地域で地区計画を策定する中で、地域全体で景観に配慮する進め方にしてもい

いのではないでしょうか。」と、地区計画も触れてはどうだろうかということ。 

４つの項目があるが、１番目は異論がないとういうことで、２番目の「存在そのものが

魅力的な景観としての価値があるので、それを維持して発信する」ということを記載して

はどうかという意見からですが、それについてはいかがか。 

 

（事務局） 

景観については、平成２４年度、２５年度にかけ、景観に関する「景観まちづくりプラ

ン」という景観のマスタープランを策定し、現在は景観計画と景観条例の策定がほぼ完成

しつつある状態である。 

その景観のマスタープランで、宗像市の景観の特性を８項目「四塚連山を初めとした山々

の景観」「玄界灘の島々の景観」「釣川水系その他田園景観」「緑に囲まれゆとりのある計画

的な住宅地の景観」「海の道の発祥地である漁村集落の景観」「沿道に広がる市街地の景観」

「宗像大社を初め、歴史遺産文化遺産の景観」「旧街道につながる歴史的な景観」の景観特

性などに分けている。 

御指摘のように、非常に自然景観に恵まれているということが宗像市の景観特性である

ことを定め、景観行政を進めていくとしている。 

総合計画には、このような景観計画等をもって景観行政を行っていくということを取組

方針に定め、景観のマスタープランや景観計画、景観条例で具体的に記載していく。記載

については事務局で検討する。基本的には、宗像市のすばらしい海、山、自然の景観を守

るということを景観マスタープランや景観計画、景観条例に定めていくということである。 

 

（部会長） 

大変よく分かる説明であり、委員も納得されると思う。恐らく※印がついて説明が入っ

ているため、実際はそれの主な項目や御指摘のようなこと、写真等が具体的に表現され、
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この意図は組んでいただけると思う。 

もう一つ、提案である写真コンクールや農作物、ドライブコースなどは、具体的な景観

計画マスタープラン等に、このような御意見も尐し加味していただければと思うが、よろ

しいか。 

４番目の『それぞれの地区で地区計画を策定する中で、地域全体で景観に配慮する進め

方にしてもいいのではないでしょうか』であるが、これも景観のマスタープランに記載さ

れているのか。 

 

（事務局） 

景観のマスタープランの推進方策において、住民や事業者も含め、自主的な景観まちづ

くりの活動に対する支援という項目を設けており、地区計画以外に景観法や景観協定、建

築基準法の建築協定など、どのようなメニューを選ぶかは、地域の実情に応じて実施する

べきかと思う。そのような取組みに対し、行政は支援をさせていただくと記載している。 

 

（部会長） 

議事録に残していただき、委員には事務局の方からまた別途、ご報告いただけるか。 

具体的なメモが来ていたため、ちょっと時間をとったが、土地利用と景観の項目での御

質問は特によいか。 

 

（委員） 

景観計画や条例を策定中と伺ったが、これに基づいた景観計画区域というものも考慮さ

れているのか。 

例えば区域内に景観に関わる開発や建設などを行う際に、行政として守ってほしい条件、

ある一定規模以上の建築物や工作物を作るときに、景観に関する届け出を義務づけるよう

な内容等も考慮されているのか。 

 

（部会長） 

景観形成地区指定ということか。どうですか。 

 

（事務局） 

景観計画の施行は来年度以降の予定だが、景観計画区域としては、島部も含め全域を考

えている。その中でも島部はすべて、本土側は玄海地域のほとんどが重点区域と考えてい

る。 

なぜかというと、特に宗像の特徴である海、山、川、歴史すべてが揃っているため、重

点的に今の景観を守る必要がある。そのためには、そこに立地する建築物や工作物、開発

行為について、規制という言葉をあまり使いたくはないが、制限をしていきたいと考えて
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いる。 

ある一定規模以上のものを今後新しく建てる、あるいは建て替える場合には、別途、景

観の形成基準を定めている。例えば高さや外壁の色彩など、周囲の海、山、川、自然、歴

史などの景観に配慮したものにしていただく内容で計画しているところである。 

 

（部会長） 

土地利用は大変難しい問題であり、このような記載になると思う。別途景観のマスター

プランがあり、土地利用も国土利用計画を策定中ということで、恐らくそちらに詳細が記

載されていくと思われるため、このような内容で進めていただければということで納めさ

せていただきたいと思う。 

１点教えていただきたい。マスタープランのほかに、この「新たな景観の創出に取り組

む」ということが求められていて、具体的には「主要なアクセス軸については、景観に配

慮した整備に取り組む」ということで、これは具体的に宗像大社等が上がっていると思う

が、これは市が自ら何かを実施されるという理解でよろしいか。それとも、周辺に協力を

求めるということかをお尋ねしたい。 

 

（事務局） 

景観計画で、例えば道路や河川、港湾も含めて重要公共施設と位置づけるとしている。

その中で、例えば河川の整備や、道路のガードレール、防護柵の色、民間の方にも色など

の規制をする箇所もあるが、行政が先頭に立ち、公共施設を周囲の景観に合った形で進め

ていくということで、重要公共施設として県道や河川などを位置づける計画にしている。 

 

（部会長） 

ますますきれいになるということで、事業費もつくということですから、尐し期待して。

ほかによろしいか。 

 

（委員） 

ちょっと細かいことだが、調和のとれた土地利用の推進ということだが、何と調和をと

り、土地利用を推進するのか、調和を何と図るのかというのを念のために確認させていた

だきたい。 

 

（部会長） 

土地利用の方か。 

 

（委員） 

はい。 
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（事務局） 

資料の下、戦略的取組の都市ブランドにある自然と都市が調和したということ。要は、

例えば赤間駅周辺や東郷駅周辺、大型団地と周囲の四塚連山などの山に囲まれ、中心には

川が通っている。そのような自然と都市が調和しているという意味で記載している。 

 

（委員） 

調和というのは自然と都市の調和ということで、それは施策の概要の第２段落当たりに

も書いてあるが、自然と調和した都市づくりという観点から、この現状や課題が指摘され

ているのかということが気になったため質問させていただいたが、いかがか。 

 

（事務局） 

調整を行い、記載していきたいと思う。 

 

（部会長） 

自然環境に配慮したとは記載しているが、初めがコミュニティから入っているため、そ

の辺の順番の組み替えも尐し御検討いただければ、スッキリするかと思う。 

それでは、もう一つの住宅政策の推進の項目についての説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

 事務局説明 

 

（部会長） 

今日配られた資料も含む話だと思う。一番最初から順に行きたい。 

住宅は結構身近な問題でもあるため、周辺のこともお考えいただいたうえでとは思う。 

最初に、配られた資料で委員の皆さんの御理解を深める意味で、幾つか質問させていた

だきたい。 

１枚目の家屋については説明がなかったが、どこかの関連や特徴的なことがあれば教え

ていただきたい。 

2枚目、3枚目は、前のテーマに関連する高齢単身と高齢夫婦のみということで、宗像・

福津が圧倒的に多いということと、特徴的なのは、福岡県や福岡市は高齢単身も当然多い

が、宗像の場合は高齢夫婦が福岡県や福岡市よりもはるかに多いということ。恐らく、若

い２０代くらいが大学に行くか、あるいは就職するかで転出した人が戻っていないという

ことではないかと想像されるが、そういう資料ではないかと思う。 

お尋ねしたいのは、その次の社会増加と転出入において、平成２２年度からは社会増と

いうより、厳密には２０年、２１年が社会減であったが、捉え方によっては持ち直したと

いうか。２３年度は社会増が５４６もあるため、この背景として何か新しい団地でもでき
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れば、そこに人が入ってくるということもあるが、転出転入のバランスで、結果的に社会

増になったようにも読みとれる。その辺の数字の背景というか、考えられるのは平成１９

年から２１年までは恐らく団塊ジュニアの２０代前半の人たちが転出した数がかなり多く、

２２年からはさほど転出しなかったため、結果的に社会増になったのではないかという感

じがする。この社会増と社会減の境界で、住宅政策の開発や団地の再生も関連してくると

思う。この辺はどのように分析されているのか、あるいは、これから分析されようとして

いるのか。尐し教えていただきたい。 

 

（事務局） 

平成２２年から社会増に転じているが、これについては、市内で２カ所ほど団地開発が

あっている。一つが大井南、もう一つがくりえいと北であり、要因の一つとして挙げられ

るのはないかと思っている。 

それ以外の通常期については、転出の年齢構成表はないが、宗像市の現況としては、転

出は１８歳からが転出のピークとなっている。 

一方の転入は３０代が転入のピークとなっている。大学進学もしくは就職といった世代

が宗像市から転出ということでいったん転出し、その後、結婚して戻られるか、結婚して

定住先を選択する場合に夫婦で宗像市に転入してこられるという社会移動の傾向が強いと

人口推計では傾向が出ている。 

 

（部会長） 

今回御提案の住宅開発の誘導や団地の再生については、そのような背景をもとに、すご

く単純な言い方だが、団地をつくり人気があれば転入してくるため、人口増につながると

ある程度思っているという理解でよろしいか。 

住宅については、安全安心と快適で言葉を使い分け、２つの区分にしている。上２つの

意見を同時にいただいた方がいいと思うが、これについてはどうか。 

空き地空き家と悪徳リフォームを含め、御近所でこのような意見があったとか、そうい

うことも含めていかがか。 

 

（委員） 

お尋ねしたいのは、宗像の人口が、平成２２年から確実に２５年まで微増であるけど、

マイナスにはなっていない。さらに２５年度は世帯数が５００ぐらい増えている。これは

何か大きな要因があるのか。こういうことが非常に参考になるような気がする。 

先ほど団地は２カ所ということだったが、やはり団地の影響か。 

 

（部会長） 

今のは人口全体の話、人口と全体の世帯の話か。社会増減の話しではなく。 
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（委員） 

住宅と人口は当然関係がある。２４年の世帯数は３万９５００ぐらいだったが、２５年

の１２月になると４万を越しているため、団地が２カ所できたから増えたのかと思った。 

 

（事務局） 

記憶が曖昧なところがあるが、世帯数の伸びの割には人口が伸びていないということか。 

 

（委員） 

そうではない。 

 

（部会長） 

住宅団地が強く影響しているのかという質問である。 

 

（事務局） 

もちろん、それもある。大井南や県の住宅供給公社に新築物件が出ており、世帯数を押

し上げたということもある。 

もう一つの要因として、市内の世帯分離が進んだというのもあるかと思う。 

 

（部会長） 

マンションはどうか。赤間駅前のマンション建設は、もう終わっているかと思うが。 

 

（事務局） 

あることはある。 

 

（部会長） 

それもあるか。 

 

（事務局） 

補足だが、資料１に非木造の住宅アパートの数値がある。一概にすべてがマンションと

いうわけではないが、いわゆる集合住宅についても微増だが、平成２０年から２４年のデ

ータでは、建物の数は増えている。核家族や転入される方がまず集合住宅に住むというこ

とがあるため、世帯についてもその分増えているのではないかと思う。 

 

（部会長） 

土地利用との関係もある。必ずしもいわゆる郊外型の団地だけではなく、集約的に人が

集まっているところもあるという認識は持っていた方がいいかと思う。 
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（委員） 

空き家にも、いろいろあると思う。例えば、以前新聞に総務省による空き家率が１３％

ぐらいと書いてあったが、その中身が問題。全体の空き家において、賃貸と売却が大体６

５％ぐらい。それが地域によって随分違う。宗像市全体の空き家の中身がどうなのか、空

き家が他と比較してどうなのか。これは市が把握する必要があると思う。 

私は宗像に長年住んでいるが、今まちづくりの中で１番力点を置いているのは、空き家

を尐なくしようと、これはもう当然のことでいろいろと書いてあるから当然のことだが、

その空き家が住みやすいまちか住みにくいか、安心感かという一つの大きな評価につなが

ってくる。 

ぜひ宗像市全体のデータを出していただき、具体的に今後進めていかなければと思う。 

以前、空き家率の話しも前々から気になっているためお聞きしたが、分らないというこ

とだった。その後どうなったか。 

 

（事務局） 

空き家だが、以前に調査したものがある。これについては住宅戸数と実際に空き家かど

うかを電気メーターや住民の聞き取りによって調査している。 

手元にある資料で言うと、宗像市全体の空き家率は３．４％。実際に空き家率の高い状

況については、地島と大島、この２つの離島が空き家率１６％ということで、１番高い割

合となっている。 

 

（委員） 

空き家率は３．４％ですか。そうではないだろう。手法もいろいろとあるかと思う。ど

ういう基準なのか。 

 

（事務局） 

紹介した数字は、市が独自に行った空き家の調査で、戸建ての空き家のみの数値。数と

しては１１９０ほどの空き家があり、率としては３．４％である。 

１０数％というのは、恐らく、５年毎に国が実施している住宅・土地統計調査の空き家

率であり、これは集合住宅の賃貸の空室も含めての数字であるかと思う。 

 

（委員） 

全国の空き家の中身を分かりやすく公表する意味で、総務省が基準として出していると

思う。持ってくるのを忘れたが、新聞に大きく書いてあった。どういう中身か分からない

が、それには平成２２年、２３、２４と空き家率が多くなっている。それには、２２年か

２３年か忘れたが、確か１３％ぐらいなっていた。 

１３％の中には別荘や売らない空き家が大体３５％。最近はその率が増えている。 
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先ほどから何回も言うようだが、自分が住みたい、このまちはいいと思えば、そこは空

き家が尐ないと思う。そういうものを指数とし、できればそのような指数が分かるように、

何らかの方法で教えていただきたい。 

 

（部会長） 

委員の御指摘もよく分かる。３．４％というのは市独自の調査で、全市の戸建て住宅の

みに対するもの。 

アパートや一般的な賃貸、分譲だが、ある一時期でみると７～８％の空き家がないとう

まく回転（入退居）しないという関係になっている。それにプラスして、３．４％の戸建

てがあり、１０％を超える数値になっているのではないかと思う。 

１３％も極端には高くはないが、宗像市の場合はどうしても一戸建てが一斉に入居して

いるため、一斉に抜けているような感覚があったと、あるいは比較的農村地帯に１件抜け

ているということが、とても不安に思えるということもあり、空き家のことが出ていると

思う。 

できれば土地利用に※印で解説があるが、空き家はとても定義が難しいため、居住に供

さないようなものも空き家に入っていたりする。定義をきちんと書いていただき、特に全

国平均や県平均との違い、特性ということを本文の現状課題や取組みに、その辺の整理を

していただいた方が最終的には理解を得やすいかと思う。そのような整理をきちんとして

いただくということで。 

 

（事務局） 

参考までだが、平成２０年に住宅・土地統計調査を実施している。それには宗像市の空

き家の戸数は４０８０となっており、空き家率は１０．１％です。 

 

（部会長） 

現状課題、取組方針、取組事業と流れているが、書かれている文言のことについてはど

うか。 

 

（委員） 

安全安心な住生活の推進で述べられている内容は、本当によく理解はできるが、表現上

というか、文章の構成で若干気になることがある。 

恐らくこの現状と課題で述べていることは、長年経過した住宅には改修工事、建替え、

リフォームが必要であるため、相談体制や補修改修工事の実施、防犯に対する取組みが必

要だという文章構造になっていると思う。 

改修工事、建替え、リフォームが必要なため、相談体制や改修工事の実施、防犯の取組

みが必要だと言っているのだが、「そのため」の後がうまくつながらないのではないか。「そ
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のため」というのは、第２段落全体を指している。改修工事、建替え、リフォームが必要

であるために、相談体制、改修工事、防犯が必要だと言っているが、その相談体制は具体

的にどのような相談体制かというと、恐らく改修工事、建替え、リフォームに関する相談

体制が必要であり、それに加えて悪質リフォーム工事を防止するための相談体制も必要だ

という文章構成が、恐らくすっきりすると思う。ここで言うところの相談体制は、リフォ

ームと悪質リフォーム防止のための相談体制としか読み取れないため、尐し文章表現を見

ていただければと思う。 

また、悪質リフォームについてだが、宗像市では単身者世帯割合も非常に高く、高齢夫

婦のみの世帯割合も福岡県内で非常に高いことから、とりわけ宗像市では高齢者を狙った

悪質リフォーム工事を防止するための取組みを行うのであれば、例示として上げるだけで

はなく、別項目を立てて強調されても意味があるのではないかと思う。 

もしそうであるならば、高齢者を狙った悪質リフォーム工事を防止するための取組みを

推進するのであれば、この主な取組事業のところでも、文言としても明記されたらいかが

か。現状の記載内容では、悪徳リフォーム工事を防止するための相談体制が現状課題に記

載されているが、主な取組事業の相談体制には、高齢者を狙った悪質リフォーム工事を防

止するための相談体制が読み取れない状況であるため、一度御検討いただければいいので

はないかと思う。 

 

（部会長） 

「そのため」以降については引っかかるところがあるため、取組事業も含めて整理でき

るかどうか。防犯の項目は基本的に安心であり、相談体制も安心。安全は耐震か、強いて

言えば住宅改造、バリアフリーである。順番も含め、安全安心という言葉と施策取組み全

部がつながるように、組み立てていただくともっとよくなる。内容的には、漏れは尐ない

ように思うため、その辺を推考していただければと思う。 

ただ、住居表示が突然出てくるように思う。多分、他に入れるところがなく、この施策

になったかという気もする。 

 

（事務局） 

住居表示については、事務局も検討してきた。住居表示そのものについは、宗像市とし

ても当初から推進しているため、申し出がない以上は、ほぼ終わっている状況である。住

居表示自体がほぼ１００％終わっているのであれば、特段記述は必要ないが、合併前の玄

海町、大島村についてはまだ住居表示が進んでいないため、申し出があったものについて

は住居表示を推進していくという対応をとっており、住居表示に関しても記載していると

いう背景がある。 
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（部会長） 

他の部会に振るわけではないが、コミュニティや合併に関する施策など、適切な場所が

あるのではあれば検討していただきたい。載せることについては全然拒みはしないが、ち

ょっと違和感がある。 

快適な住環境では、実際お住まいになっている委員の意見はどうか。 

 

（委員） 

住環境の充実で、「空き家・空き地バンクの充実や市内の事業所との連携を図り、空き家

や空き地の流動化を促進していきます」とあるが、この流動化というのがよくわからない。

空き家空き地対策を促進し、転入人口増につなげるなどの表現がいいのではないか。 

昨年、耐震改修促進法が改正され、緊急輸送路や避難路に対する沿道の建物について、

耐震化を促進、強化するということが言われているが、そのようなことを入れてはどうか

と思う。 

 

（部会長） 

１番目の流動化という言葉遣いと、２番目の沿道建物。事務局、関係各課も御検討され

たと思うが、アイデアや検討の経過などを教えていただければと思う。 

 

（事務局） 

緊急輸送路等に関する沿道建物の耐震化については、不勉強で申し訳ないが、検討はし

ていない。緊急輸送路が該当するのであれば、当然その辺を記載することは必要と思うた

め、事務局で検討させていただきたい。 

 

（部会長） 

 道路もある程度しっかりしているため、該当しないかもしれない。 

 委員の御発言は、民間の他の建物の耐震化の話しと、都市整備公団が検討していると思

うが団地の耐震化の話しもある。ここでは「木造の」と記載している。それも全体からは

限られた話題かという気もするため、再生の中に含まれるかと認識をしたが、耐震は幅広

いため、一度整理をしていただき、後ほど資料や情報を教えていただけないか。 

耐震という言葉からは、いろいろなことが連想されるため、極端に言えば庁舎の耐震も

どうかとなるため、整理をお願いする。 

 

（委員） 

施策概要の「高齢化の進展に伴って、空き家が増加しており」という記載だが、高齢化

の進展に伴って空き家が増加している原因は何か。 

例えば、高齢者が子どもと一緒に住むようになり、空き家になったというのはどうか。 
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それとその取組方針の「空き家・空き地バンクの充実」はいいことだと思う。それに伴

い、シニア層の間では、持ち家を離れて、都心部のマンションや田舎で暮らしたいと。ま

たあるいは、高齢者向けの住宅や施設に住み替えたいというニーズが、徐々に高まってき

ているというのを耳にしている。この空き家空き地バンクの充実もさることながら、定期

借家契約というものを取り組んでみてはどうだろうか。例えば、狭い住宅で我慢している

子育て世代に、その空き家を定期借家契約として提供するというような方法を取り入れる

のも一つの案かとは思うが、いかがか。 

 

（部会長） 

恐らく、住環境の多様化するライフスタイルのところで議論していくのかと思うが、ど

うか。定借も含めた幅広い施策などに含まれているということであれば、そういう御説明

でも結構だが、いかがか。 

 

（事務局） 

流動化の補足だが、流動化で想定している部分は、何らかの形で空き地になったり、ど

こかに引っ越しされたり、お亡くなりになったりということで、空き家になっている土地

や家がそのままになっており、それを民間の流通というか、土地の売買や貸し借りに乗せ

ようということを想定し、流動化と表現している。 

 

（部会長） 

その中に、賃貸借の一つとして、定期借家権の設定ということも含まれている理解でい

いか。そういう流動化に乗った後の流れの中で、今委員が言われたことも含まれるという

理解でいいのかとも思うが。 

 

（事務局） 

家や土地の貸し借りも想定しているが、土地や家を持たれている方の御意向などに左右

されるが、そういうものも含まれているということでよろしいかと思う。 

 

（部会長） 

いずれにしても、これからもまた様々な住まいのあり方が出てくる。恐らくここにある

子どもや高齢者の居場所づくりのための空き家活用の調査研究のほか、グループホーム、

何人かで集まって家をシェアするというようなことも考えているかもしれないということ

で、かなりちょっと受け方としては幅広に設定しており、どこかでライフスタイルのこと

について、全体の中で解説するか、あるいは先ほどの国土利用計画や景観計画、景観マス

タープランと同じような計画を別途持っているということを表記していただければ、内容

も充実して、幅広い施策であるということがわかると思う。その整理をどこかの段階でお
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願いできるか。恐らく計画が幾つかありそうであるため、総合計画はこのようなことを記

載しているということの整理をしていただいた方が、我々も理解しやすいかもしれない。 

ただ、いろいろな計画を全部勉強しなければいけないのは大変ではあるが、それはあっ

た方がいいかもしれない。耐震の件についても、そういうとこもあろうかと思う。ぜひ、

その辺を直近とは言わないが、あとほかの部会と比べて、進行が早いようであるため、５

回目などにそのような整理をしていただいてもいいかもしれない。ちょっとかなり他の計

画との関連が多いようである。その中で、こういう取組みを総合計画の中ではしっかり書

いたという説明をしていただければ、我々委員は多分理解を深めると思う。 

 

（委員） 

快適な住環境の充実の現状と課題の「また」というところで、子育て世代に快適な住環

境を整備する必要があるとあり、子育て世代を呼び込みたいという意思がここに表れてい

ると思う。他方では、宗像市は６５歳以上の高齢単身者の世帯割合が県内でも高い、高齢

夫婦のみの世帯割合が非常に高いという状況もあるため、高齢者にとっても快適な住環境

の整備ということも現状や課題で示された方がいいかという気がする。もちろんそういっ

た取組みをしていないという意味ではない。そのあたりについて、高齢者にとっても快適

な住環境整備を市として取り組んでいくということを記述されてはいかがかというのが一

つである。 

もう１点は、現状と課題で、子育て世帯に快適な住環境を整備する必要があると第３段

落に書いてあり、取組方針のところでも第２段落に「子育て世代の定住を推進するため、

快適で質の高い住環境の整備を行っていきます」となっているが、この子育て世代の定住

を推進するための快適で質の高い住環境の整備、その取組みのメインは何になるのかと思

った次第である。 

つまり、この取組方針の第２段落の記述のままであると、子育て世代の定住を推進する

ため快適で質の高い住環境の整備を行うために、まずは防犯活動を行い、加えて子育てに

優しい住宅の提案を行うとどうしても読み取れてしまうため、そういう理解でよろしいの

かどうかということである。 

今のことに関連し、子育てに優しい住宅というものはどういうものなのかというのを念

のために教えていただければと思う。 

 

（部会長） 

最後あたりは大変難しい質問かと思うが。 

 

（事務局） 

かなり難しい質問も出たが、宗像市では市内の住宅関連事業者が集まり、「住まいむなか

た」という住宅の市民公益活動団体、ある意味ボランティア団体だが、これをつくり、い
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ろいろな研究をしている。 

その中で、子どもに優しい住宅、子育てにやさしい住宅とはどういったものかというこ

とも、研究の対象の一つにあり、子どもの成長に応じて、可変性というか、いろいろな部

屋の間取りや暮らし方、それに対応しやすい住宅というのを考えるというものもある。人

間の増減などにも対応しやすいような形などをその団体から市に提案を受けているような

状況である。 

その提案を受け、市でそれに対する補助など、まだ研究段階であるため対応はしていな

いが、具体的にどのような住宅であればいいかということを研究している。 

 

（委員） 

３点目の質問、子育てにやさしい住宅とはどういうものかに対する御回答をいただいた。

非常によく理解できた。その主な取組事業でもう尐し言及されたら、より子育てにやさし

い住宅に対して、市はしっかり取り組んでいるということがより具体的に見てくるかと思

った次第である。 

もしよろしければ、１点目と２点目の御質問にも御回答いただければ助かる。 

 

（部会長） 

高齢者に関する質問ということで。 

 

（委員） 

１点目の質問。現状と課題で、子育て世代に快適な住環境を整備する必要がある。それ

はもちろんもっともなことで推進するべきだと思うが、それと同じくらい、高齢者にとっ

ても最適な住環境を整備するということを強調されてはいかがかというのが１点目の質問

である。 

２点目の質問は、快適で質の高い住環境の整備の主な取組みのメインはどういうものな

のかということが、２点目の質問である。今の取組方針での記述において、快適で質の高

い住環境の整備、子育て世代の定住を促進するための住環境の整備のメインの１番目は防

犯活動の推進と読み取れかねないため、そのような理解でよろしいのかどうかという意味

である。 

 

（部会長） 

１番目は現状課題の記述について、２番目は取組方針と事業との関連についてというこ

とになる。高齢者のリフォームが上の方にあるため、その辺の整理は難しい。 

 

（事務局） 

まず１点目の高齢者の部分の記載だが、この項目から落としているということではない。
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都市ブランドとして、子育て世代に対して重点的に実施していくということであるため、

御指摘があった高齢者の快適住環境というところについても、修正したいと思っている。 

 

（事務局） 

２点目の住環境の件。メインとしては防犯だが、それ以外に基本的には住環境であるが、

道路や側溝といったいわゆるインフラ的なものや外観、生垣なども含めた外観というもの

も網羅されており、言葉不足かもしれないが、指摘されているものは網羅させていただい

ていると理解していただいてよろしいかと思う。 

 

（部会長） 

これは難しい。住環境の言葉の定義が、今言われたように後の都市基盤にも尐し絡む。

住環境を居住環境と記載するなど、いろいろな方法があると思う。施策重視では、恐らく

このようになると思う。住宅系ではテーマが住宅施策の推進であるため、誤解が生まれな

いよう、工夫をしたほうがいい。 

特に高齢者の場合は、快適も重要だが、安全安心になりがちであるため、そちらの方が

重いということで、前となっていると思うが。 

委員から御指摘があったように、現状課題や方針の記述、それを受けての取組事業とい

うつながりが、きちんと説明できるような関係を御準備いただいた方がいいかということ

だと思うため、その辺をもうひと工夫しては。枠組みは大きく変わっていないと思う。順

番の問題であるのかとも思うが、文章を練っていただければということだと思うため、よ

ろしくお願いしたい。 

あと二つ、住宅開発と団地再生の項についてはどうか。 

それについて、『大枠で「再生」の意味は理解できるのですが、取組方針や主な事業にお

いても「再生」と書かれていて、その定義がよくわかりません。』再生の定義がよくわから

ないと。 

『減築を含めた再開発を進めるのであればそのように言及されるのがいいかと思います

し、まちづくり計画を作ることであれば、そのように具体的に書かれてはどうでしょうか』

ということ。 

『主な事業で再掲として「多世代が暮らす住宅建設など、定住を推進するための制度の

新設」があり、ここの「など」に何が含まれるか分かりませんが、この項で実施されるべ

き事業は、多世代云々よりも、団地の再生（団地への入居、団地のリフォーム、団地内の

再開発など）につながるための事業でないといけないのではないでしょうか。』という御指

摘。 

都市基盤の方では、『景観の項でドライブコースの指定などが入れにくいようでしたら、

この項に景観的な視点を入れてもいいのではないかと思います。』これは読む場所が違って

いた。 
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団地の再生については、御指摘があっている。「再生」という定義、それから「他世代が

暮らす住宅建設など」というようなことだが。 

 

（事務局） 

団地の再生で想定しているのは、取組方針の中にもあるように日の里や自由ヶ丘。日の

里と自由ヶ丘は特性があり、日の里団地は現在のＵＲ都市機構が一斉に開発をし、ＵＲが

持っている中心部の集合住宅、周辺は戸建て住宅という形になっている。 

自由ヶ丘に関しては、森林都市が段階的に開発をしていき、年度で同一世代が転入して

いる傾向はあるが、団地全体としては若い世代も高齢者の世代も入っている。そういった

現状をベースとし、どちらの団地についても高齢化や空き地空き家が増えてきているとい

う状況である。 

しかし、こちらの団地については、一定のインフラ整備も整っており、そこをいかに回

していくかということ。団地に若い方が入ることによって、活気を戻すということを考え

ている。 

その中では、再開発というか、住まわれているところをリセットするような手法が全く

ないかというと、０％ではないかもしれないが、基本的には戸建て住宅では、手法的に難

しいと想定している。小さな区画で想定しているような状況である。 

それと、「など」に何が含まれているかということだが、定住を推進するための制度の新

設というのがベースになるかと思う。今現在でも定住を推進するために、幾つか補助制度

等々をつくっているが、先々の状況からすると、高齢者の単身者や夫婦での高齢者、高齢

世帯等が増える状況は考えられるわけだが、そういう世帯が増える状況ではいろいろな社

会的な問題等々も発生してくることが考えられる。一つの施策として、多世代が暮らす住

宅を入れることにより、例えば高齢者の介護など、いろいろな問題が出てきたときに対応

しやすくなり、子育てについても、おじいちゃんやおばあちゃんたちと暮らすことによっ

て、子育てがしやすくなるような副次的な要素等も勘案できるため、このような取組方針

にしている。 

この施策区分に、団地の再生において団地への入居や団地のリフォーム、団地内の再開

発というのは、特に日の里のＵＲの賃貸の部分を想定されているのかと見受けられるが、

これは市がダイレクトにＵＲの団地を改築するということにはならない。ここにＵＲとの

調整により、市の思惑にかなうような形での団地の建替えやリフォームをしていただける

ように誘導を図っていくという現状がある。 

 

（部会長） 

活性化ではないかという御意見だが、どうか。総合的に見ると、そういうことではない

かという御意見だと思う。 
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（事務局） 

再生した先に活性化があるのかと。 

 

（部会長） 

活性化のための再生。 

 

（事務局） 

 そういう意味合いで取っていただければいいと思う。 

 

（部会長） 

活性化のための再生という記載がどこかにあれば理解できる。 

 

（委員） 

 団地の再生の取組方針の一番下に、「質の高い住宅の供給に努め」と書いてある。この質

の高いというのは、どういうことを意味されているのか、できれば教えてもらいたい。 

 

（事務局） 

「質の高い」という表現があるが、大変難しい。先ほど言ったように、例えば防犯性能

に優れている、老人世帯が居住しやすい、子育てに適している、それぞれのライフスタイ

ルに応じた住みやすい住宅と理解していただければよろしいのかと思う。 

 

（部会長） 

もう尐し、「質の高い」の前にあと何行かあると分かりやすい。 

「高齢者世帯と若年世帯の住み替えを検討します」とあるため、どちらかというと若い

世代にも好まれるような品質のものなど。住宅で質の高いというと、住宅性能評価で定め

られている項目もあるため、もう尐し基本の施策など、質を表現するものを入れていただ

いては。今の御回答では高齢者のためだけの質とも読み取られるため、高齢者世帯と若年

世帯との住み替えだけではないということになるかという気がする。 

 

（委員） 

４０年前に建てた葉山に住んでおり、非常にまちづくりの転機になることを行っている。

団地の再生ということで、同じような環境にあるため、実態と比較している。例えば、団

地の再生の主な取組事業に書いてあるが、団地の再生になるか非常に疑問を持っている。 

取組方針もそうだが、居住性などとは別に、参考になるか分からないが、約６００件ほ

どだが、私どもが一生懸命取り組んでいるのは、ここと同じようなことを行っている。 

まず一番には、子育ての世代に選ばれるまちづくりを行うこと。何を行えば子育ての世
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代に選ばれる対象になるまちになるというと、子どもがそこのまちに住み、楽しく活き活

きとして学校に行く。例えば、日の里では非常に子どもを中心に楽しく子育てをすると、

若い人は入りたいのではないかというようなことを実際現地で行っている。 

具体的には、まだ実現していないが、子どもの居場所は宗像市のモデルとして行ってい

るが、これは非常に難しい。年寄りの居場所は、あまりない。子育ての居場所は難しい。 

やはり、学校に行く前の子どもに対し、いわゆる英会話などの他が行っていない英会話

などの教育を行うと子どもが喜ぶ。そのような環境をつくる。それが他に伝わり、そこに

住めば非常に子どもの勉強を遊びを通じて行う。 

団地づくりには、そのような知恵が今後は必要ではないかと思うため、それを網羅した

子どもを中心とする取組事業などが、団地の再生にもつながるということがあってもいい

のではないかと思ったため、申し上げた。 

 

（部会長） 

取組方針と事業との関係で、何か御意見があれば。何となく尐ないような気もする。 

 

（委員） 

団地の再生では、やはり高齢者が増えているという中で、買い物が非常に困っている世

帯、そのような高齢者が多いということをよく聞く。 

やはり団地の再生を行うためには、それに伴い商店街の再生ということも重要なことだ

と思う。 

それと多世代が暮らす住宅建設だが、近所を見回しても多世代が住んでいるというのを

余り見かけない。独居や高齢者の夫婦世帯が多いという実態で、多世代が暮らすような環

境が必要なのか、疑問に思っている。そのあたりはいかがか。 

 

（部会長） 

団地の再生で、子育て環境や商業施設も団地の再生の重要なポイントではないかという

御指摘である。 

ここは住宅施策の推進であるため、ここにはどのような住宅をつくるかということに、

比較的絞った書き方をしている。ここでそれを全部解決するか、あるいはほかの項で、今

言われたことを補うかということの方針をちょっとお聞かせ願いたいのが一つ。絶対必要

になると思う。 

もう一つは、今御指摘があったように多世代が暮らす住宅建設などというのが、やはり

分かりにくく、特に同居を想定していると思うが、例えば福岡市は宅地が狭いため同居が

できず、具体的な容積率を上げるなど、住宅市街地に対して具体的な施策を打っている。 

ここでは、そういう具体的な施策を行うかのように、制度の新設が書いてあり、本当に

多世代が暮らせるような制度のイメージがないと説明しにくくなるという気がする。例え
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ば、同居に対する補助でも結構だが、何か制度のイメージが見えないため、これでいいの

かという御指摘も出てきているかと思う。大変複雑な問題であるが、どのように整理され

ようとしているのか、あるいは今後整理されるのかをお聞かせいただきたい。今日は答え

は出ないかという気がするため、その辺で御答弁をいただければと思う。 

 

（事務局） 

１点目については、事務レベルでどのようなことをするかということだと思う。子育て

や商店街の再生は、団地の再生には欠かせないものだと認識している。 

それらすべてをトータル的に、まちとしての魅力を高めていくと。取組方針の１行目に

は、地区の魅力を高めながらというような表現も入っている。 

言われたような子育てや買い物などすべて、いわゆる住環境すべてにわたり明記すると

いうのは、非常に幅が広くなり過ぎ、困難ではないかと事務局では考えている。 

ここではそういったものをトータル的に考えていかなければいけないが、住宅に絞った

形で書くと、周辺の整備についてはこの施策か、もしくはここにエキスを入れるのかどう

かといった表現の整理をさせていただくということで、事務局で預からせていただきたい

と思っている。 

 

（委員） 

関連することだが、現状と課題では、第１段落には現状が書かれており、第２段落「そ

のため」というところで課題が示されている。 

これは形式の形になっていると思うが、ここの「そのため」以下で市街地の賑わいの減

尐、防犯衛生面で悪影響を及ぼさないように団地再生が必要だという課題が示されている

ため、既存団地を再生するための主な取組事業に書く必要があると思う。 

そのように考えたときに、もしこの構造を活かすならば、市街地の賑わい減尐、防犯上

や衛生面で悪影響を及ぼさないための取組事業というものも書かなければバランスが悪く

なるかという気もする。 

上の三つの施策区分に関しては、それぞれ対応はしていると思うが、この団地再生に限

っては、そういったものが見当たらないため、そのあたりも考慮頂ければと思う。 

 

（部会長） 

提案だが、ここでは御指摘の通り住宅施策でまとめているため、それに軸足を置いた書

き方になると思う。団地再生は非常に複雑であるため、住宅施策を中心とした研究チーム

や、ほかの施策とのネットワークが図れるような検討などを記載してもいいのではないか。

そのような記載が入れば、各委員の御質問や御指摘もかなり納まるのではないかと思う。 

概ね、これでよろしいか。 

一応今日の議論は、いろいろありましたが、簡単にまとめると、前半の土地利用と景観
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については、総合計画とそれぞれ単独の計画があるため、それとの関係をどこかで把握で

きるような環境を作っていただきたいところに尽きるかと思う。 

住宅は大変難しいと思う。上二つについては、各委員からも御指摘があり、ここに書い

ている内容については、ほとんど御理解いただけると。ただ、それが総合的な団地再生と

なると、現状課題も含めて、住環境という言葉そのものが、いろいろな捉え方をされるほ

ど幅広であるため、そこへの戸惑いが生じる可能性がある。住宅に軸足を据えつつも、団

地再生については、もう尐し幅広で取り組む必要がある、あるいは取り組む姿勢があると

いうことを御検討いただいてはどうかというところに、今日の協議はつきるのかと思う。

そのような方向で可能な限りの文章の推考をお願いしたい。 

では、あと事務連絡等はあろうかと思うため、事務局の方にお返しする。 

 

４ その他 

（事務局） 

現在のところ、次回の第４回は３月１７日で確定させていただいている。残り２施策で

あるため、第４回で終わると思うが、念のため、第５回の日程まで決めていただきたい。 

では、仮押さえとなるが、４月７日１９時から、この会議室で開催ということでお願い

したい。 

 

次回開催日：平成 26年 4月 7日（月）19：00～宗像市役所 

 


