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第５回宗像市総合計画審議会（みんなで取り組むまちづくり部会） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年３月７日（金） １９時００分～２１時００分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】木村秀子、松永年生、前田 誠、梶栗みき、山下永子 

     十時 裕、南 博 

【欠 席】松田美幸 

【事務局】中野部長、塔野課長、田中係長、立花係長、尾園、赤田 

中村、吉武 

     古川課長、村上参事、長谷川課長、井上理事、中村課長 

報  告 １）第４回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

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６回以降の開催日について 

 

１ 課長あいさつ 

 

２ 報告・確認事項 

（１） 第４回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

    事務局説明 

 

（２）第４回部会の意見に対する対応について（資料２） 

 

【市民活動の推進】 

 

（部会長） 

前回の議論で、中間支援組織の強化という表現を言い換えた方がいいのではないかとい

う意見があったため、主な取組事業については、「中間支援機能の強化による情報受発信機

能や拠点機能の充実」という表現に、取組方針についても、「中間支援機能の強化を支援し」

という表現に修正している。 

 

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 

 

【情報受発信の充実】 

事務局説明 
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（委員） 

 取組方針の一番下に「シティプロモーション戦略（仮）を策定し」とあり、それから主

な取組事業に「シティプロモーション戦略（仮）の策定」とあるが、シティプロモーショ

ン戦略というのはどのような位置づけなのか。 

 

（事務局） 

 基本的には戦略と書いているが、実行計画というような形で考えてほしい。 

 

（委員） 

シティプロモーションの充実の取組方針の３行目のところで「宗像市に来てもらえるよ

う歴史や観光など交流人口増につながる情報の発信」とあるが、歴史や観光などという例

示だと非常に狭いという印象を持つ。 

宗像は、協働でいろんなイベントやっているという部分においても、交流人口の増にか

なり貢献しているし、今後伸びていくのではないかと思う。歴史や観光に加えて、その各

種イベントなどもう少し幅を持たせた方がいいのではないか。 

歴史はもちろんその世界遺産を目指しているということもあって、非常に重要だと思う

が、交流人口の増をメインに置くならば、少し別のことだと思う。 

 

（部会長） 

その辺の宗像の売りの部分は、そんなに控え目にすることもないと思うので工夫しても

らいたい。 

 

（委員） 

宗像のどういうものを魅力としてこれから打ち出していくのかを知りたい。 

 

（事務局） 

都市ブランドの「山の暮らしや海の暮らし街中での暮らしなど、様々なライフスタイル

の発信を通じて市の魅力を内外に伝え、子育て世代に選ばれる都市イメージを確立します」

とあり、前段から「伝え」のところまでが１番売りと考える。 

 

（委員） 

その「市の魅力」というものがやっぱりわからない。 

「ときを紡ぎ 躍動するまち」というのを市の魅力、イメージとして売っていくという

ことか。この言葉は生きているのか。 

 

 



 

3 

 

（事務局） 

基本構想の中で、「ときを紡ぎ 躍動するまち」という将来像が皆様の意見の中でつくり

上げられてきたというふうに理解している。 

当然、その売りを生かしたまちとして、今度の総合計画に掲げるということであり、生

きている言葉である。 

将来像というのは、私どもが目指しているまちがこういうふうになればいいなというこ

とを一言で表したものである。 

人・まち・自然が共生するまち、人がつながり躍動するまち、歴史文化を継ぎ育むまち。

それが具体的な「ときを紡ぎ 躍動するまち」という将来像の内容であるが、端的に言 

うと、宗像の売りは自然、歴史、食であり、これが交流人口を増やすための地域資源と思

っている。 

それと合わせて、定住のためには、すばらしい住環境と充実した子育て環境ということ

になると思う。 

そのような市全体を支えるものが、「市民力」という市民の皆さんの力。 

その辺が、私どものまちの資源や財産であり魅力である。 

 

（委員） 

抽象的な将来像の話ではなくて、どういうものをプロモーションして情報発信するのか

という、もう少し具体的なものではないのか。 

例えば宗像の協働のまちづくりや、協働で行っているイベントなど、宗像の売りをはっ

きり言ってもいいのではないか。 

 

（部会長） 

宗像を売ると言っているが、「歴史や観光など交流人口増につながる情報の発信」という

文言は、宗像でなくても同じことが言えると思う。 

ただし、宗像の場合は、それを行政が引っ張っているのではなく、市民力で進めていく

ということをどうして記載しないのかがよくわからない。 

 

（委員） 

都市ブランドについて、現在の記述ではブランドとして出せるようなものがない。 

「山、海、街中など様々な自然、都市環境で暮らす人々のリアルな声の受発信を通じて、

多様なライフスタイルを実現できる、宗像市の魅力を内外に伝え」ということを言いたか

ったのではないか。 

宗像市は多様なライフスタイルを実現できるというようなところが他のところとは違う

と思うので、その辺を強調したいということであれば、文章の方にもう少し工夫をしては

どうか。 
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（部会長） 

人もうらやむライフスタイルというのが宗像にはある。その辺をもっと表に出してほし

い。 

 

（委員） 

宗像オリジナルの魅力的なシーンが浮かび上がるようにすれば、自分もそういうところ

に住んでみたいとか、いろんな生き方ができるとかイメージできるので、そういうものを

プロモーションして行けばいいのではないか。 

また、宗像はコミュニティをここまでやってきたので、多様なコミュニティがこれだけ

ある中で、どこでも選んでくださいというような形のことをプロモーションしていくよう

な絞り方をしないともったいないと思う。 

 

（委員） 

そういう市民活動の創造的な動きというのは多様性が育むと思う。宗像市も市民一人一

人の創造的な活動が行われているのであれば、それを根拠づける理由として多様な暮らし

方があって、それがあるからどんどん新しいアイデアや新しい活動が生まれているという

ような組み立てをやっていくとよいのではないか。 

 

（部会長） 

「宗像での遊び方や暮らし方が描きやすいようストーリー仕立てで発信する」というこ

とで、とてもおもしろい記述があるが、例えばどんなことをイメージしているのか。 

 

（事務局） 

例えば休日の過ごし方みたいな部分で、朝起きて、家族そろって、ここに買い物に行く

とか、ここで遊ぶとか、そういったところが具体的に見えるような形でのストーリー仕立

てというような形が考えられると思っている。 

 

（委員） 

ストーリー仕立てのスタートというのは資源である。 

ストーリー仕立てというのは、その資源と資源を結びつけて次の世代、時代に結びつい

ていくように、みんながイメージできることを言うのだと思う。 

ストーリーとしても、どこでもある家族のストーリーだけではなくて、宗像らしいスト

ーリーにしないといけない。 

 

（委員） 

ストーリーの例としては、「駅前のマンションに住んでいて、お父さんは北九州に働きに
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行っていて、お母さんは福岡市に働きに行っている。週末、北九州、福岡の同僚の家族が

遊びにきた。午前中は全員で海に魚を買いに行って、その魚で手巻き寿司パーティーをし

た。そのあとみんなで山の方にピクニックに行った。」 

こういうものが幾つかあると、すごく表現的にいいと思う。 

本当にブランドとして何かつくろうとしたら、山の暮らし、海の暮らし、街中の暮らし、

この三つが見えるような形のストーリーを幾つかつくって行くというようなことが重要で

はないか。 

 

（部会長） 

例えばこんなストーリーはどうか。 

「今週の日曜日は、今九州ではナンバーワンの売り上げになっている道の駅むなかたの

芝生広場で、宗像ユリックスが、九州で唯一のプロの交響楽団である九州管楽合奏団によ

るキッズコンサートをやるので、僕はお父さんとお母さんと一緒に行った。 

コンサートはすごく楽しかった。店に行ったら、今の時期はよそではなかなか売ってい

ない、大きなメバルがいた。メバルはタケノコメバルと言われるように、タケノコのシー

ズンが一番おいしい。 

宗像の山でとれた、とれたてのタケノコとメバルを家で炊いて、お父さんが、『おれたち

は今、季節を食べているんだよな』と言った。 

タケノコとメバルはとても美味しかった。」 

このストーリーには宗像のいろんな要素が盛り込まれている。 

 

（委員） 

今のような、子ども目線でストーリーを話す展開というのはすごく効果的ではないかと

思った。 

子どもが喜ぶ、子どもがここに住みたいと思うという視点から見せていく手法や工夫は、

子育て世代から選ばれるためのプロモーションの仕掛けとして、それこそ戦術的なことに

なるのではないか。 

 

（事務局） 

今また別の意味での具体的な部分を提案していただいた。 

冊子の構成の関係もあるので、どこまで具体的にこの中に落とせるのかというのは、持

ち帰って検討させてほしい。 

 

（委員） 

主な取組事業に「ターゲットを明確にしたプロモーションの実施」とあるが、ある意味

今の議論はその答えを言われたのではないか。 
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また、取組方針のシティプロモーション戦略の策定のところに「目的や目標、推進体制

などを定める」とあるが、どちらかというとその推進体制とかよりも、やることの方が重

要ではないかと思うので、ターゲット、コンテンツなどをちょっとでも匂わせて、何をや

って、それをどのように広げるかというふうにして、後は何とか市民がやっていくみたい

な形にすれば、もう少し整理ができるのではないか。 

 

（部会長） 

以上で情報受発信の充実の施策に関する部会での審議を終了する。 

 

【計画的かつ効率的な行政経営】 

事務局説明 

 

（委員） 

協働をやるために、今一番重要なのは職員の庁内での連携だと思う。職員間の協働とい

うのが結構話題になっている中で、施策の概要を見ると「元気な職員の育成」とあるが、

元気なだけでいいのか。 

縦割りを残して横とつなげていくとか、市民とつながっていくようなことを「元気」と

いう言葉が統括しているとは思えない。 

もう 1点は、「組織力の強化と人材の育成・活用」のところで、協働という言葉が一つも

出ていないが、職員同士が市民サービスを向上するために協働の力を発揮するというよう

なところはどう考えているのか。 

 

（事務局） 

最初に指摘のあった、元気なだけでよいのかについては、表現を改めて検討したい。 

職員間同士の連携については、部の中、部をまたがっての協力体制というのを昨年度か

ら実施しており、それがうまく動くような仕組みを今後つくっていく必要があると考えて

いる。 

職員の協働に対する意識の浸透については、まだまだの課題があると認識している。 

4年ほど前に全職員に研修を実施したが、その後、職員に向けた協働の研修というのを具

体的にやっていないので、新年度に向けて、協働化提案制度や協働委託など具体的な事務

事業につながるような一面も含めた研修を実施したいと考えている。 

ただ、ここは今後１０年に向けた取組みということで、協働というのは大きなベースで

あるという意味合いからあえて表記しないということも考えているが、その辺について意

見がいただきたい。 
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（委員） 

今協働の大きなベースが宗像にあるのはわかっているが、協働の研修や職員同士の連携

についてしっかり書いておかないと、職員の業務量も増えていく中で、だんだん協働とい

う言葉が忘れられ、フェードアウトしていき、誰も気づかなくなるのではないか。 

 

（委員） 

戦略的取組に都市ブランドの記載がないが、宗像の効率的な行政経営、スリムな経営、

協働力というのは、宗像の都市ブランドになっているのではないか。 

市民の財政的な負担を軽減するようなスリムな経営を都市ブランドとしてますます発信

していくというようなことを記載してもいいのではないか。 

 

（委員） 

協働というところをここに書かないことがフェードアウトしているということではない

か。 

協働の評価ということで、市民を褒めることで、行政ができてないという話になるかも

しれないが、反対にそれをやることによって行政改革になる、最終的に協働が行政改革に

つながるということを言う機会なのではないか。 

 

（事務局） 

行政経営については、あくまでも内部の効率化の話なので、基本的にやれて当然である。 

それを市民に直接的にどう還元していくかというところを、都市ブランドで明確化した

方がいいのではないかと考えている。 

協働と行革の関係だが、確かに協働を進めていけばそれが行革にもつながる。市民と協

働を進めていけば、行政のスリム化にもつながることにはなるが、協働を行革のためにや

っているというミスリードがあってはまずいので、行革としての市民協働ではなく、市民

自治、都市経営、一緒にまちをつくっていこうというような概念で発信したほうが理解さ

れやすいと考えている。 

 

（委員） 

 見せ方の問題かと思うが、スリムな経営をしているということは、将来的な負担を負う

可能性が少ないというふうに判断して他の都市から移ってくる可能性もあるので、その辺

を何かアピールしてもいいのではないか。 

 

（委員） 

健全な財政を維持していて効率的な行政経営が行われているというのは、十分なセール

スポイントになると思う。 
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特に、最近の子育て世代の人などは、その辺のことをある程度よく調べて転居先を探す

と思うので、重要なポイントだと思う。 

ただ、今が非常に健全だというふうなことを書いてしまうと、それは自画自賛になって

しまうため、シティプロモーションに使えるような、「健全な行財政の姿を実現できるよう

に目指して取り組んでいく」というようなことならシティプロモーションのところに書け

るのではないか。 

協働をこの施策の部分に含めるかという部分に関しては、行革のために協働を使ってい

るというように捉えられるのは不本意と思うので、協働の部分は必ずしも行革とは結びつ

けて整理しなくてもいいのではないか。 

 

（委員） 

都市ブランドのところで、市民力により宗像市がまとまった力となって、行政を支える

力になってきているところをしっかり評価してほしい。 

協働ということが言われ出して、今ちょうど様々なものが見え出している時期であり、

行政職員においても協働に対する認識が様々に変化しつつあるという現実もあると思う。 

そういった中でも、市民活動に携わっている人たちは、行政のためでなく、自分たちが

住んでいる宗像市のために本当に心から一生懸命に取り組んでいるということをしっかり

見据えて、その協働による効果を評価してほしい。 

また、行政職員の協働に対する士気の向上についてもお願いしたい。 

 

（委員） 

協働を進めるにあたっては、やはり職員の能力が欠かせないと感じる。 

市民の協働力向上が求められている中で、職員の中間支援の力やコーディネート力など、

職員の協働力というのも必須だと思うので、その辺を具体的に記載してほしい。 

 

（副部会長） 

協働という意味合だと、いわゆるコミュニティが支えているという部分が大きいと思う。 

各コミュニティには地域特性が非常にあるので、協働というのはなかなかうまくいかな

い部分もあると思うが、地域住民のニーズなどをどういうふうに捉えていくかということ

によって、行政とのいわゆるパイプ役のようなことは大切なのではないかと思っている。 

都市ブランドというところでは、市民力というような言葉を何か表現してもらうといい

と思う。 

 

（委員） 

「職員の意欲の醸成や自己啓発」との記載があるが、今からの職員に一番重要なのは、

市民との対応力やコーディネート能力ではないか。 



 

9 

 

（委員） 

協働の成果を市民に還元していくという姿勢は、確かにブランドになると思うので、そ

ういったことは、ここにブランドとして書かないまでも、ニュアンスとして入れつつ、協

働の次の新しい言葉作って、宗像はもっと前に行くんだくらいの姿勢を見せつつという部

分が、あえて行政経営のところにあってもいいのではないかと思うので検討してほしい。 

 

（事務局） 

この施策での協働の記述については、コーディネート能力というような表現で検討した

い。 

 

（委員） 

「組織力の強化と人材の育成活用」の現状課題、３行目のところで「最小限の職員」と

あるが、この文言をなぜ入れたのかを知りたい。 

あと、ここでいう最小限の職員というのは、あくまでも現状のことを指しているのか。

それとも、取組方針や主な取組事業には見えていないが、さらなる人員削減というのを念

頭に置いて書いているのか。 

 

（事務局） 

行政経営の基本というのは、最小限の投資で最大の効果を上げるということにあると思

うので、そういった表現を用いたが、指摘のとおり分かりづらい部分もあるため、もう少

し検討したい。 

 

（委員） 

今宗像は、現状として最小限レベルの職員数で運営されていて、それはそれで非常にす

ばらしいことではあるが、過度に職員を減らすということがもし念頭にあるのであれば、

それこそ協働の円滑な推進にも支障が出ると思うし、職員のモチベーションの問題や日常

業務にも支障が出てくるといった大きな問題が出てきかねない部分もあると思うので、あ

えてここで「最小限の職員」と入れなくても、「適正な職員数で対応していくため」という

ような表現でいいのではないか。 

 

（委員） 

唐突に「最小限の職員」と言うとそういった問題も出てくるので、市民と協働すること

によって、最小限の職員にできるように一緒にやりませんかというような冠を入れれば、

最小限の職員にするために我々もやらないといけないというようになるのではないか。 

社会環境の変化に対して、一緒にやろうという協働の時代に入ってきている。そういう

ことを市民に投げかけながら最小限の職員で対応していくためには、職員それぞれの対話
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能力、コーディネート能力が必要となってくるというような整理をしたらどうか。 

 

（事務局） 

職員は、少ない数の中で頑張っており、これは市として一つの誇りであるというところ

もあるが、今後より一層の削減を進めていくというふうな意味合いではないので、適正な

規模というような表現も必要かと思う。 

冠として協働的な意味合いをつけてはどうかという提案もあったが、このセンテンスは

現状課題の後段の方で、その辺の表記が含められるかどうか検討したい。 

 

（部会長） 

行政経営の項目については、これで一応部会の審議を終了する。 

 

【アセットマネジメントの実践】 

事務局説明 

 

（委員） 

「公共施設等の効率的な再生の推進」の取組方針、４行目に「総量の圧縮を含めて」と

あり、スクラップアンドビルドのスクラップ、廃止みたいなニュアンスが含まれているの

かと思ったが、現状課題の方では、再生や無駄なものを全部解体するといったようなこと

が全く書かれてない。そういったものについては具体的に検討しないのかということと、

それならば総量の圧縮とは何だろうということが少し気にかかった。 

 

（事務局） 

宗像市では、まず施設の維持更新計画に入る前に、将来人口、将来の利用見込み、中長

期の財政見通しなどを踏まえて、公共施設の総量がどのくらい必要か、あるいは、より施

設の設置目的を果たすために、次期更新時に再配置して、多機能化、複合化するなど、そ

ういった総量圧縮、再配置の基本的な考え方をまず整理した後に、施設別の維持、改修計

画を立てていくようなことで考えている。 

当然、そのときに、できるだけ機能は維持しながら市民サービスの低下を招かないよう

に考えていく。 

 

（委員） 

そのニュアンスを現状課題の方でもうちょっと説明してあるとわかりやすいと思う。 

 

（委員） 

ハードの維持管理というのがあるが、実際に使っているのは利用者なので、アセットマ
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ネジメントに協働の力、市民の力も借りていった方が、将来の維持管理にもつながってい

くのではないか。 

 

（事務局） 

現在公共施設の全体調査をやっているが、具体的な総量圧縮、再配置をどういった形で

決めるかというのは、今の時点では未定だ。 

国の長寿命化基本計画の中では、ＰＰＰや市民団体の活用について言ってきているので、

そういったところは視野に入れている。 

 

（委員） 

国の話とは別で、宗像は協働を進めてきたわけだから、市民に情報公開をして、少し話

をしませんかといったようなことは書いてあってもいいのではないかと思う。 

 

（委員） 

「公共施設等の効率的な再編の推進」の主な取組事業に唐突に「広域による公共施設の

相互利用の推進」とあるが、市を越えて事業を実施する場合に、まず前段で隣の市町との

話し合いができなければ進まないと思うので、取組方針に「隣接都市との協議の場を積極

的に設け」というようなことが入っているといいのではないか。 

 

（事務局） 

広域による公共施設の相互利用の現状としては、福岡都市圏１７市町で図書館、体育施

設について協定を結んでいる。 

ここでイメージしている部分については、宗像市は都市圏の端に位置しているというこ

ともあるため、都市圏以外の北九州や筑豊の方も考えながら、スポーツ施設等々の相互利

用ができないかということで記載している。 

指摘のあった部分については少し盛り込めるようにしたい。 

 

（委員） 

公共施設に関するアセットマネジメントにおいて、大島地域については特段の配慮を持

って取り組んでいくべきだ。 

 

（事務局） 

当然視野に入れながら進めていきたい。 

 

（委員） 

先ほどの図書館の件だが、宗像だけが北九州の図書館も使えて、福岡市の図書館も使え
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るということを打ち出すと、かなり大きなインパクトになる気がする。 

何かその辺はそれこそ戦略的に、早期実現に向けて動いてもいいのではないか。 

それがまた都市ブランドの一つになると思う。 

 

（委員） 

アセットマネジメントを実践していく過程では、かなりの情報が集まる。 

協働の視点から見ると、その中で集まった情報を公開することによって、住民の理解が

深まり、一緒に解決していくような土壌を育てるという機会になるのではないか。 

 

（委員） 

公共施設等の効率的な再生の推進で、例えば、どういう公共施設の統廃合を想定してい

て、どこを縮小し、どこを現状維持するのかというところが見えないので、そういったと

ころの書き込みが必要なのではないか。 

 

（事務局） 

アセットマネジメントの実践については、今現状を把握している段階であり、どの施設

をどの程度圧縮する、また統廃合するという具体的な検討はこれからになる。 

今年度に白書を作成し、来年度から第三者委員会を立ち上げ、その中で議論をしていく

という流れになっている。 

したがって現時点でどういったものが対象になるかと言われれば、すべての公共施設と

しか言いようがないため、現在の段階では総合計画に盛り込むことは難しいと考えている。 

 

（委員） 

可能であれば、次回は公共施設の現状についての資料を基に議論していきたい。 

どういうものがどれだけあるのかというのは、議論のベースとしてわかっていたほうが

いいと思う。 

 

（事務局） 

アセットマネジメントに関しては、平成２４年の秋に基本方針を定めているので、その

資料を準備する。 

 

（部会長） 

それでは、各委員の共通認識のもとに議論をするためのデータとして、次回資料の提出

をお願いする。 

今回の部会は、これで一応終了する。 
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（事務局） 

インフラの資料については、全て揃えることが難しいため、例えば道路だと総延長とい

う部分の、あるものの資料の提出ということでお願いしたい。 

 

４ その他 

（１） 第６回以降の宗像市総合計画審議会（みんなで取り組むまちづくり部会）の開催

日について 

 

第６回部会 ３月２６日（水） １９：００～（第２委員会室） 

第７回部会 ４月１１日（金） １９：００～（第２委員会室） 

 


