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第２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１月２３日（木） 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、十時 裕、松永年生、前田 誠、南 博、梶栗みき 

山下永子 

【欠 席】松田美幸 

【事務局】塔野課長、田中係長、立花係長、狩野、新海、尾園、赤田、中村 

吉武 

     古川課長、村上参事、長谷川課長 

報  告 １）第１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 

 

１ 課長あいさつ 

 

２ 報告・確認事項 

（１） 第１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 

 

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 

 

【地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進】    

事務局説明 

 

（会長） 

修正を踏まえて意見があればどうぞ。 

 

（委員） 

コミュニティの基盤強化というのが、コミュニティ運営協議会そのものの活動を強化す

ることとなると、取組方針の「職員による～」というところがあるが、職員が市民として

参加するのか、職員として職務として参加するのかというのは、はっきりさせた方がよい

のではないか。 

また、取組方針のところに「住民の加入を促進します」と書いてあるが、取組事業での

具体的方策がみえない。 

コミュニティ間の連携の取組事業について、共同開催とあるが、コミュニティ運営協議
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会同士の連携ということなのか、行政との連携なのか。前者であれば、行政の支援も必要

な気がする。勝手にやれと言われても結構難しいと思う。 

地域密着型ビジネスについては、もう少し具体的な例が必要ではないか。そこら辺を明

確にすると本当にわかりやすくなると思う。 

 

（委員） 

地域密着型ビジネスの定義を確認したい。 

 

（事務局） 

宗像市には、昨年作成した市民活動推進プランというものあるが、その中にコミュニテ

ィビジネスという形でこの定義を載せている。そのプランの中から地域密着型ビジネスと

して抜粋したものである。 

 

（委員） 

その定義の中で、「利潤追求を第一の目的とはせず」というところが、非常にわかりにく

い。「利潤追求を第一の目的とはせず」というような否定的な表現でなく、雇用が増える、

生きがいを持てる、運営に参画する人が増えるなど、具体例を挙げ、ポジティブな表現を

するとイメージがつきやすくなるのではないか。 

 

（委員） 

利潤の追求という言葉から発想し、具体性もないのでイメージが難しくなってしまう。

見えないものは説明してもだれもわからない。今やっている事業で、これは地域密着型事

業だなというものを選びだしてそれを表現する必要があるのではないか。 

 

（委員） 

修正案ではコミュニティの財源確保という文言がなくなったが、コミュニティの課題と

してコミュニティの財源確保というのはあるのではないかと思う。その辺の課題が見えづ

らくなったことについて問題はないか。 

 

（事務局） 

財源確保という表現は弱くなっているが、今回の計画ではそこに主眼を置かず、課題解

決型事業に主眼に置いてる。 

 

（副部会長） 

コミュニティとしては、自主財源の確保も大変貴重なことでございますけど、生きがい

づくりということがやっぱりメインになってくるのではないかと考えている。地域の皆さ
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んが何らかの形でコミュニティに関わることによって、生き生きといろんな形での活動が

できるという思いがある。 

実際に行っている事業においても、財源確保には及ばないところである。 

 

（委員） 

指定管理者のような形態を地域密着型ビジネスと呼ぶのかはっきりしておいたほうがよ

い。 

 

（委員） 

地域密着型ビジネスの推進の取組方針に、「調査研究し事業化に向けた支援」とあるが、

これは地域密着型ビジネスの目標とかゴールにもなってくると思う。しかし事業化という

のは結構簡単なので、事業化を始めた後にいかに継続的にそれを回していくかという視点

でやってほしい。できれば事業化だけでなく、継続的経営資源の確保、循環型、継続的経

営の方策の検討といったものを入れると、より強いものになるのではないか。 

 

（会長） 

事業化及び継続的経営資源の確保、という文言をそのまま入れるといいかもしれない。 

それでは、一つ一つつぶしていきたい。 

まず、コミュニティの基盤強化という表現はこれで了解してほしい。 

職員によるコミュニティ活動への支援については、職員としての業務としてのことなの

か、あるいは市民としてこれに参画していくという意味合いなのか。 

 

（事務局） 

職員の職務として関わるということである。今コミュニティ課の職員は当然コミュニテ

ィに関わっているが、他の部署でも積極的に協働で関わっていくということを表現してい

る。 

 

（委員） 

それは積極的支援と言えるのだろうか。職務で関わるのなら、連携とか違う言葉になる

のではないか。 

 

（会長） 

ルーティンワークとして、コミュニティの現場に行っていろんな指導をしたり、協力し

たり、バックアップしたりとかいうのは通常業務だが、例えば、コミュニティがまちづく

り計画の作成に着手したとき、それに対して、行政という立場からいろんな形で指導し、

支援するというような関わりをもっと強く強めていくべきということではないか。 
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（事務局） 

直接コミュニティにかかわらない職員においても、福祉、教育分野などの中で、地域の

活動に関係してくる部分が多々ある。これでいくと参画という話なのかもしれないが、参

画では弱い気がしたので、支援という言葉を使っている。 

 

（委員） 

積極的支援という表現が適切かどうかわからないが、コミュニティ活動の内容に応じ市

職員がアドバイスや専門知識の提供を行いますというところが支援であるなら、必要にな

ってくるのではないか。 

 

（委員） 

コミュニティ支援は当たり前なので、コミュニティ基盤強化への積極的支援みたいなこ

とを考えたほうがいいのではないか。 

 

（部会長） 

コミュニティ課の職員がやるのは、通常業務として当たり前のことなので、他の部署の

職員も横断的に連携し、コミュニティとの関わりをオール市役所体制でやっていくという

のが、ここに書いてある精神ではないか。 

 それにしては、文言が足りないと感じる。 

 

（委員） 

職員によるという前に全職員なのか、一人一人の職員とか何かそういう「職員による」

といった広がりのある表現をつけた方が伝わるのではないか。 

（委員） 

コミュニティというのは自立した組織で、コミュニティ活動するのはもちろんコミュニ

ティ自身なので、職員が積極的に支援を行うということを書いていいのだろうか。 

 

（委員） 

職員が支援するというのは意識の問題で、事業にならないのではないか。コミュニティ

に職員が関わるときに、他の部署と横断的に連携して、オール宗像市で対応するというよ

うに理解したが、これでは事業にならないのではないか。 

 

（部会長） 

コミュニティは、あくまで地域における住民の自主的な組織なので、そこに行政などが

手を伸ばしたりするのは可能な限り控えるべきかもしれない。 
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しかし、現実にはコミュニティ活動への情報の提供、環境整備、人的支援など、行政職

員が仕事としてコミュニティとの関わりをもっと強めていかなければならないという局面

もあると思う。 

 

（委員） 

そうなると取組事業でコミュニティ活動に対する職員研修などで、職員にコミュニティ

を理解してもらう必要があるのではないか。 

 

（委員） 

全職員がコミュニティの基盤強化のためにコミュニティ活動を理解し、横断的に対応で

きるとか、その基盤強化に柔軟に協力するとか、横断的にみんなで理解して、関与してい

きますみたいな意気込みを入れるとよいのではないか。 

 

（事務局） 

問題としているのは、職員の関わり方だ。コミュニティ課は、本来関係各課とコミュニ

ティをつなぐ役割の課なので、そこの部分を機能させるよう今後 5年間で改めたい。 

実際職員研修なども繰り返しており、頭では理解できている。第二次総合計画では実際

に行動に移せるようにしなければならない。 

先ほどの話にもあったように、コミュニティの自主性を反対に阻害する恐れもあるかも

しれないが、必要に応じて支援や連携など多様な関わり方をする必要がある。 

一番大事な問題は、実施計画レベルでこれを具体化させるために、実施計画にどう反映

させるかということではないか。 

 

 

（委員） 

これは実施計画のレベルかもしれないが、基本的仕事として関わるということならば、 

コミュニティに対し通常業務以外でいろいろ発生するものに対して、その時間外をきちん

見る、評価システムに反映する、モチベーションが落ちないように何らかの手当てを講じ

るとかそういった人事の仕組みも伴う必要があるのではないか。 

働いている人間のやる気が低下したり、それでほかの職務に影響が出たりするようでは

いけないような部分もあると思う。 

 

（事務局） 

総合計画に記載されたものが、宗像市の総合経営システム上、今後どうなっていくかと

いう話だが、まず前期 5 年間で何らかの形で実施計画に盛り込む。実施計画に盛り込まれ

るってことは、それぞれ担当職員の人事目標の中に出てくる。目標に出てくればそれが人
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事考課の対象となる。それがうちの総合経営システムの特徴なので、当然書き込まれたこ

とは、システム上、組織目標から個々の目標に落ちていく。 

実施計画にあがるということは事業評価の対象になり、職員の個々の目標に掲げられる

というのは個々の職員の人事考課の対象にまでなり、職員の個々の評価までつながる。 

 

（部会長） 

自主的な地縁組織であるコミュニティに行政がどのくらいまで手を伸ばすべきかという

こともあるため、例えばここで、「地域住民の自主的な組織であり、地域分権の担い手とし

ての、各地区のコミュニティ運営協議会においては」という文言を入れることによって、

そういうことに対する認識はきちんとあるということを示しておけばよいのではないか。 

それを踏まえた上で、取組方針、取組事業のところは、コミュニティ活動への支援とい

うストレートな表現ではなくて、コミュニティ活動を活性化させるための環境整備という

ような文言にしたらどうか。 

 

（部会長） 

それでは、コミュニティ基盤となる自治会の住民への加入の問題、共同開催についてコ

ミュニティ同士なのか、行政も入ってという意味なのかという問題、地域密着型ビジネス

の問題について事務局の方で説明してほしい。 

 

（事務局） 

自治会への加入促進については、取組事業全体が加入促進になるという解釈をしている。 

共同開催については、コミュニティ同士で行う各種イベントに対して、市が側面的にお

手伝いをするという感覚でこの表現をしている。 

地域密着型ビジネスの利潤追求型のという表現については、もっとポジティブな表現に

変えていきたい。 

 

（委員） 

住民の加入促進について、そういう意図であるなら取組方針のところにもうちょっと補

足説明をいれたらいいのでは。実際やることが見えない。 

 

（委員） 

取組方針の中に住民の自治会への加入促進というのがあるが、これは取組事業の方にや

って、方針に「自治会活動への住民の参加を促進する」というふうにすればよいのではな

いか。 

取組方針のところでは、加入促進の前の段階の住民自治会活動への参加を促進するとか

いう「参加を促進をする方針」があって、具体的には加入促進事業としてやるという順番
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もあるのではないか。 

 

（委員） 

いろいろ考え方はあるだろうが、子供会とかの一般的なことを考えたら、加入しないと

参加できないという場合もあるので、そこは考えておいた方がいい。 

もう一つは、福岡市ではマンション問題で、宅建業者と話をしながら加入促進している。

やはり取組事業には若干の手法がいるような気がしてならない。 

 

（事務局） 

取組方針と取組事業の関係について表現を考える。 

 

（部会長） 

地域密着型ビジネスのところの最後のところで、「コミュニティと協働で調査研究し、事

業化に向けた支援や地域活性化への取り組みを…」とあるが、ここに「事業化及び継続的

経営資源の確保に向けた環境整備」といった項目を入れるとパーフェクトになるのではな

いか。 

それと、地域密着型ビジネスという言葉については、地域循環型という表現もあるので

はないか。 

今の地域で新たに雇用を生み出し、それがまた次の果実になり、地域のいろんな絆を生

み出すというような表現がないだろうか。 

 

（委員） 

密着型だとアクティビティではない。循環もそうですけど、そういう意味で何かポジテ

ィブなものが生まれるというイメージをつけるのであれば、地域創造とかもいいのではな

いか思う。 

 

（事務局） 

循環型だったり、もっと先を見越した形で創造でもいいだろうし、ビジネスコミュニテ

ィという表記も一つの考え方かなと思う。 

 

（会長） 

次の市民活動の推進に進みたい。 

その前に前回、指摘があった体系の概要の文章表現の問題については、全体についての

議論が終わった後に一定の集約をかけて、全体的な議題としようと思う。 

それでは、市民活動の推進、これについての事務局からの説明をお願いします。 
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【市民活動の推進】 

事務局説明 

 

（部会長） 

今の説明に対して、質問、意見などあればどうぞ。 

 

（委員） 

情報は集めるものから集まるもに変わってきている。今後情報に関する相互の流れをつ

かむ方法が劇的に変わっていくので、情報受発信の方法の変化に柔軟に対応していくとか、

その時期に伝わりやすい方法なども常に検討していくみたいなことがあってもいいと思う。 

 

（委員） 

市民活動の活性化で情報の発信の話でできたときに何で情報拠点の話がないのか。 

中間支援の拠点が 1 番重要だ。その話がない限り、どこが何をやるのかわからない。拠

点がないと動かないし、情報受発信もできない。このままだと行政がやるように見える。 

 

（事務局） 

情報受発信については、確かに取組方針では入れてないが、取組事業の各種団体の情報

集約というところで、受けて集約して、それを発信するという役目を担わないといけない

というふうに考えている。 

方法の変化に対応した文言がないという指摘があったが、この件に関しては確かに余り

検討していない。 

そこの手法については、情報化の推進の施策で書くべきだろうと考える。 

 

 

（委員） 

情報という意味合いが変わってきているなっていうところがあって、市民の意見はどこ

そこに転がっている状態になっているため、それを酌み取るといったことを今後行政も考

えるべきではないか。 

 

（事務局） 

市民活動の活性化のところで言う情報は、団体同士の意思疎通を図ったり、市と団体で

情報交換会行ったり、連携会議を行ったり、情報の共有化とかそういったところを考えて

いる。先ほどの市民の意見を吸い上げるというのはどちらかというと、市民でつくるまち

の推進の方になるので、こちらの方では、市民参画や協働に関する制度の周知啓発という

ところに含んだつもりだが、まだまだその制度の周知自体もいきわたっていないと私ども
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は認識しており、それをまず進めることが大事であると考えている。 

 

（委員） 

拠点の充実の仕方とか、拠点の話はまだ明確にした方がいいと思う。 

 

（事務局） 

拠点の件だが、総合的な市民活動としての総合的なセンターとしてはメイトムがあるが、

分野によっても拠点が必要ではないかと考えている。そしてそれをネットワークすること

が必要だと考えている。 

 

（委員） 

宗像市ではかなり時間をかけて丁寧な議論をして、市民活動推進プランを策定している

という経緯がある。 

例えば今の活動拠点の話ですと、この市民活動推進プランを見るとメイトム宗像やコミ

ュニティセンター等の公共施設の活用というのも施策の方向で挙げて、なおかつ重点目標

とかの中では活動拠点への交通アクセスの確保なども具体的に書き込んでいる。なおかつ

基本計画でどういう文言になっても、この市民活動推進プランを大幅に見直すということ

ではないという認識でいる。 

市民活動推進プランに挙げている文言やくくりについて若干整合を測ったほうがいいの

ではないか。 

 

（委員） 

基本計画案で市民活動の推進に対する記述が本当に少ないので、市民活動推進プランの

推進とかいう形で入れることはできないだろうか。 

市民活動推進プランの進捗管理についての記述も入れてほしい。 

 

（事務局） 

マスタープランが上位計画ということもあり、今回あえて外しているというところがあ

るが、内容的には、市民活動推進プランに基づく事業展開と進行管理による市民活動の活

性化ということを念頭に置いている。 

 

（部会長） 

市民活動推進プランについては、現在そのプランを受けてアクションプランを作る取組

みが始まっているという認識でよいか。 
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（事務局） 

今各課とヒアリング等を実施し、アクションプランを策定して、その進行管理を今後進

めていくというふうに考えている。 

 

（委員） 

時系列的に先に市民活動推進プランができており、その後総合計画の策定となると思う

が、総合計画が上位といえども、市民活動推進プランについて表現していくことはいけな

いのだろうか。 

 

（委員） 

あってもいいと思う。 

 

（事務局） 

最上位の計画がこの総合計画になるので、その中に記述を全くしないということではな

い。 

当然に、各種プランの見直しというところも事業には出てくるので、そういう意味での

表記はしている。加えて検証とか進捗管理についてだが、プランをつくった以上は当然の

ことなので、改めて記述はしないというふうに考えている。ただし、見直しなどについて

は記載している。 

加えて、他にも各課の個別計画はたくさんあるが、基本計画をつくるときは、その個別

の計画を見た中で整合性がとれるような作りこみの手法をとっている。 

 

（委員） 

都市ブランドのところで「子供を安心して育てられるような」というのがすごくネガテ

ィブだ。育てられていないようなニュアンスで書かれている。 

ここには子供が元気に育つというような、ポジティブな表現を使ってほしい。 

 

（部会長） 

市民活動推進プランの扱いは、各個別プランとは違う扱いで、各個別のプランをくし刺

しにするプランというイメージだ。 

すべての施策に市民活動の推進が関わってくるということで、総合計画が上位であるこ

とには違いないが、総合計画と各個別プランとの関係とはちょっと異質の関係になってい

る。 

そこのところは、審議会の中でも相当しっかり議論したところなので、頭に置いておい

てほしい。 

  


