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第１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２５年１２月１９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 

松田美幸、山下永子 

 

【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、中村係長 

報  告 

１）第５回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

３）総合計画と行政評価について 

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 次回、次々回開催日について 

 

１ 課長あいさつ 

 

２ 報告・確認事項 

（１） 第 5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）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

事務局説明 

（委員） 

まちづくり計画は協議会が策定するものであるというような記述は入れられないのか。

行政計画は行政がつくるものだと書いてあるが、まちづくり計画を誰がつくるかは全然書

いていないので、まちづくり計画を行政がつくるものだと誤解を招くような感じがする。 

協議会がまちづくり計画をつくり、それを行政が引き受けてボトムアップし、それから 

合体するというふうにわかりやすく書けないだろうか。 

 

（事務局） 

行政の総合計画とコミュニティのまちづくり計画が今まで別々できておりますので、本

当に一体化したものとして情報を広く共有していこうというのが、第二次総合計画の取組

みである。これから先は、この総合計画についても三次、四次というふうに進めていくと

いう意味になりますので、次のステップとして三次では、ある意味本当の意味の連動とい



 

2 

 

うところが必要ではないかと考えている。 

まず第二次総合計画では広く情報を共有するというところに重きを置いて、一つの冊子

としてまとめていくというところでとどめておきたいと考えている。 

 

（部会長） 

この問題についてほかに何かないか。 

 

（副部会長） 

「各地区のまちづくり計画と総合計画をひとつの冊子としてまとめ」とあるが、各地区

というのは、いわゆる各コミュニティ運営協議会でつくったというふうにいう文言を変え

たら解決できるのではないだろうか。 

 

（事務局） 

意見のとおり修正をあてたい。 

 

（委員） 

「協働の見える化」という言葉は、おもしろい言葉だと思う。これは、今後議論のとき

に結構重要な言葉ではないか。 

一般には、協働という形がシーンなのか理念なのか、抽象的な話になっていると思うが、

協働という形を「見える化」ということでしっかり出しているから面白いし重要であると

思う。今後の議論の中でも、「見える化しているかどうか」ということは重要になってくる

のではないか。 

 

（委員） 

資料 2 に、「協働の見える化」、「目標や情報の共有化」というのと、「まちづくり地域づ

くりへの考えの可視化」とあるが、このような言葉の定義の確認をしていく必要がある。 

 それから「まちづくり計画とまちづくりの基本的な方向性を一致させ」というときのま

ちづくりというのは、コミュニティ単位のまちづくりと同じ意味のまちづくりと考えてよ

いか。 

 

 

（事務局） 

各地区に特色があるため、その特色を生かし課題を解決していく、そういった視点での

コミュニティのまちづくりという考え方と、もう一つ出てくるまちづくりの基本というの

は、市の全体を見渡したまちづくりということになり、それらのベクトルが同じ方向を向

くというニュアンスでこういう表記をしたが、その辺の表現がきちんとわかるような形で
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精査していきたい。 

 

（部会長） 

私たちは、コミュニティのまち宗像と言った場合は、いわゆるその地域分権の担い手と

してのコミュニティを主役として、それと行政が協働して進めるまちづくりという理解を

している。 

だからコミュニティでやるまちづくり計画というのは、そういう理念のもとにつくって

いくというような考え方でいいのではないか。 

 

（委員） 

強いコミュニティをアピールすることはいいが、そこに一つ工夫が必要だと思う。何か

コミュニティをがっちりつくって頑張っていく、そして地区計画でみんな頑張っていると

いうところが、固すぎて怖いというのを同時に発信する可能性がある。外から入ってきた

人達が、新しいものつくっていくオープン性もあるということを上手に織り込んでいかな

いと、小さな子どもを宗像で育ててみたい方にとっては重たいコミュニティになるのでは

ないか。 

 

（委員） 

この文書の表現なのだが、先ほどの「コミュニティのまちづくり計画とまちづくりの基

本的な方向性を一致させ」というところで、「一致させ」ということをここに盛り込むこと

は不自然な気がするし、違和感がある。どうして一致させるっていうことになるのか。 

 

（事務局） 

コミュニティのまちづくり計画については、今多くのところが策定作業を行っており、

私どもが作っているこの総合計画と全く違う方向を向いているまちづくり計画というのは、

今のところ想定していない。 

それと 180 度違う方向を向いているものがあるとするならば、そこは何らかの形で調整

をしなければいけないのではないか。 

そういった意味で、ベクトルを全く違う方向に向けないという意味合いで捉えてほしい。 

 

（部会長） 

「基本的な方向性を一致させ」という表現は正直抵抗を感じた。 

一致させるということは、総合計画とまちづくり計画に上下関係があるというニュアン

スにとれる。それぞれの地域の得意技を生かし、それぞれの地域の特性を生かしながら、

自分たちのまちづくり計画をつくり実行していくため、必ずしも市の方向とそれが一致し

ない場合もあるし、あってもいいがそれは上下関係であってはいけない。 
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市の総合計画とコミュニティがつくるまちづくり計画というのは、ある意味同心円だと

思う。目指すところ、芯のところは一緒で、円の描き方が違う。 

例えば「コミュニティのまちづくり計画と市のまちづくりの基本的な方向性について、

ともに練り上げ」というような言葉を使って、丁寧な手順を踏んでほしい。 

 

（３） 総合計画と行政評価について 

事務局説明 

 

（委員） 

今の説明だと次の総合計画は、この事務事業を総合評価の考え方に沿った数値目標を立

てるということか。 

今の考え方に沿った総合計画の成果目標かベンチマークかということを考えているのか。 

 

（事務局） 

あくまで数値目標というのは事務事業についてすべて設ける。 

そのため、今回議論する施策については、数値目標は設けずに、こういう方向を目指し

ていくというものをその施策の概要や体系の概要の中で言葉として表現する。 

そして、その事業の評価が数値として出てくるというふうな形で施策評価の方はやって

いく。 

 

（委員） 

そうすると、事務事業評価の指標はインプットとアウトプット中心で、成果指標と言っ

ているが、ここでアウトカムの部分はなかなか難しいという感じがする。 

本来であれば、施策評価のところがアウトカム評価に近いものになってくると思うが、

それは数値目標ではなく、場合によっては定性的なものかもしれないし、目標でなく進捗

状況を管理していくというやり方で施策評価をすると理解してよいか。 

 

（事務局） 

前期の基本計画というのは 5年間の計画になっており、5年間終わった時点での総合的な

評価と、毎年度行う期中評価も考えている。 

期中評価については、事務事業評価の積み上げによる進捗管理というところが大きなも

のになろうかと思う。 

 

（委員） 

行政評価の方法については、また全体で審議することになっていたか。 
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（事務局） 

行政評価の手法というか、評価の事業として出てきますので、それはみんなで取り組む

まちづくり部会の後日になるが、施策として「計画的かつ効率的な行政経営」という施策

が、この部会の中で議論するようになっている。 

その中では当然、今質問があった行政評価のやり方等についても議論の中に入ってくる

というふうに考えている。 

 

（委員） 

総合計画がしっかり市としてやらなければいけないのは、今回の場合、外から人を引っ

張ってくることだと思う。 

特に子育て世代を引っ張ってくるということを戦略的にやろうというときに、宗像のラ

イバルは隣のまちであろうし、春日、糸島、久留米なども入ってくると思う。そういった

ときに、過去との比較だけとか、自分のところが持っているところの統計的な予測をクリ

アした云々では勝てない話になるので、他市との比較を毎年でもいいから確認すべき。 

今後、特に人口減少をくい止めるということを考えるのであれば、周りをしっかりチェ

ックして、常に隣のまち、ライバルとされているところよりも強い施策を発揮できるよう

な刷新の仕組みも評価とともに作らないといけないのではないか。 

 

（部会長） 

それについては、第 6番目のテーマのところで議論していきたい。 

 

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 

 

（委員） 

ここで市民協働という言葉を使っているが、戦略的取組のところの協働と市民協働とい

うのは何が違うのか、また 4 段落目の都市経営の部分で言うところの企業活動というのは

何を意味しているのか。 

こういった部分については、ほかの部会との兼ね合い、書きぶりの整合性をとり、抜本

的に見直しが必要ではないか。 

 

（事務局） 

わかりにくいという御指摘が多々あるため、もう一度事務局で整理する。 
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（委員） 

主な取組事業に書かれる事業というのは、市がやるべきものという理解でよいか。 

例えば、寺子屋事業の実施、イベントの実施というのは、市としてやるというふうに書

かれていることか。 

 

（事務局） 

基本的にこの欄は、市が取り組むための事業になるので、寺子屋事業を実施するための

支援、サポート、そういう表現に変えるべきだろうというふうに考えている。後日表記を

変えたい。 

 

（委員） 

コミュニティの活動状況に極めて大きな差があるということを課題としてよく耳にする

が、それに対応して市としてどういう事業があるのかというと難しいところだが、やはり

現状と課題のところで挙げたほうがいいのではないか。 

 

（部会長） 

コミュニティ活動の活性化の現状と課題の後段のところで、「人材の育成や確保を図るこ

とも重要なってきます」とある。この「ことも」というのは思い切りひっかかる。 

これが生命線であるため、人材こそ担い手だということを強調しているわけで、そこを

「確保を図ることも重要です」というふうに流してほしくない。非常に重要な課題なんだ

ということをきちんと書き込んでほしい。 

 

（委員） 

人材の育成という言葉が気になる。育成とか言うから社会教育的になってしまうため、

ある人材を発掘するという言葉を使えばどうか。 

あとここに職員の方々の話は一つも出てないが、この施策には職員の方々が関わってい

かないといけない。行政が関わる支援と書いてあるが、もう少し具体的に職員の方々のノ

ウハウを活かすようなことが入っていくというはどこかに強調できないだろうか。 

地域それぞれに温度差があるので、その中でコミュニティ間の連携強化というところに、

それぞれ補完し、切磋琢磨するということを施策としてやっていけないか。それを埋めよ

うとすると均質化した施策なってしまうということがあるので、ある意味、その差はあっ

てよくて、その差を活かす施策が何か表現できたらよいのではないか。 

都市ブランドの中に子ども達の記述があるのに、右にはその記述がない。 

地域では子どもたちも結構活動しているので、子どもの施策をこのコミュニティ活動の

活性化の中に何か入れて強調してもよいのではないか。 
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（委員） 

コミュニティビジネスの推進について、現状課題、取組方針、取組事業の流れがスムー

ズではない。コミュニティビジネスの調査研究の中身が全然触れられてない。 

課題のところで出したものについて、きちんと取組事業まで落としていく。そしてその

中身はどうであるかということを明示する。特に調査研究というのは、ぼやっとしたこと

になってしまいがちなので、具体的に例示しながら書いてほしい。 

 

（委員） 

そこに子育て系のビジネスがあるのではないか。もう少し広く考えると今コミュニティ

という形で学童保育をやり始めたということがある意味自主財源だと思う。 

子育て支援に対しては、自分たちか指定管理か委託かわからないが、そういうのが実際

にやってくるというのが本当は 1番直面しているコミュニティビジネスの範疇だと思う。 

 

（委員） 

今後すべての施策に戦略的取組が出てくると思うが、どのように生まれて、どこから出

てきて、取組事業とどうかかわるのかということを教えてほしい。 

協働と都市ブランドという２つのキーワードで、無理やりこのテーマに沿ったことを書

いているような気がする。戦略性をどこに持たせるのかということを議論するべき。 

 

（事務局） 

コミュニティビジネスの取組みについて、今現在市の方では具体的なイメージを持って

いない。現状に合わせた課題解決型の中で、様々な取組みを継続するため、何らかの収益

なりを得られるような状態にすれば、その事業が続いていくというふうなイメージは持っ

ている。この部分については組立て方を少し変えて、表現していきたい。 

確かに学童保育などがあるように、地域の子供は地域で育てるというのが各地区にあり、

それに対する取組事業を表記していくことになると思うが、どこに出すかというところは

検討したい。 

戦略的取組のところの記述についてだが、取組方針の中から戦略的に協働の視点と都市

ブランド推進の視点で何ができるかということを議論し、こういうことを戦略的にやって

いこうという形で出てきたものを記述している。 

この戦略的取組を行っていく中でのさらに細かな事業というものについては、この資料

の主な事業の中には出てきていない。 

 

（委員） 

都市ブランドについてだが、子供たちに地域の伝統を伝えるためのお祭りといったとこ

ろが、取組方針のところにはほとんど出てきておらず、唐突に出てきている気がする。む
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しろ、本当に子育て世代に選ばれる都市をつくっていくのであれば、この体系でいくと元

気を育むまちづくりのところの施策というのは、どちらかというと行政がやっていく施策

だと思うが、みんなで取り組むまちづくりのところで本当にコミュニティがみんな一体と

なって子育てするんだというのが出てくると宗像らしいかなと思う。 

それこそが都市ブランドの戦略でもあり、戦略的取組でもあり、協働のところで、個々

のコミュニティビジネスの中で子育てを徹底的に支援していくというようなことがでてく

ればいいのでは。 

 

（委員） 

取組方針ができてから、その中から戦略的なとこを取り出すという考えではなく、戦略

的取組があるから、現状課題が出てきて取組方針が出ると思う。 

最初に取組方針を出して、その中で戦略的取組を出すと言われるとなんか戦略的でない

というふうに一般的に見えるかもしれない。 

 

（委員） 

やはりここの中で主な部分は協働の部分でコミュニティをどうしていくという話である。

その中で改めて 3つの区分を見ると、都市ブランドというものの議論が全く見当たらない。

とんがっていくのであれば、全て最後の最終段落に子供の記述をしっかり入れていくこと

で、戦略的にやるんだというのをしっかり表明するような作りにしていった方がいい。 

 

（事務局） 

今の指摘に関してだが、取組方針の中から記載のあるものについて戦略的に取り組むも

のを抜き出すという説明をしたが、実際のところは逆のものもあったというふうに理解し

ている。都市ブランドを記載する中で、都市ブランドから取組方針の中に、もう一度戻し

て、加えていくということもあったというふうに理解しており、一概に取組方針の中から

切り取ったものだけという形にはなっていないと考えている。 

 

（委員） 

地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進には都市ブランドがあり、市民活動の推

進には都市ブランドがないという形では、市民活動にはそういう戦略的取組の都市ブラン

ドは関係ないというように聞こえてしまうがこれでよいのか。 

市民活動の推進こそが本当は都市ブランドになっていくという概念を持たないと、コミ

ュニティは行政施策でやるから都市ブランドがあり、市民活動は市民がやるから都市ブラ

ンドは関係ないように聞こえる。これではまずいと思う。 
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（事務局） 

協働と都市ブランドと 2 つの視点で戦略的取組というものを明示しているが、協働につ

いては、市民とともにパートナーシップをもって一緒にやっていこうということで、すべ

ての事業について盛り込んでいる。 

都市ブランドについては、基本計画というのが今後 5 年間の計画ということで、財源等

も見ながら、この分野でこの 5 年間はここに特化して力を入れてやっていこうという視点

で、都市ブランドがあるものないものというものが出てきている。 

この戦略的取組の考え方だが、もともとはこの施策の概要というものがあり、この施策

の概要には、施策の将来的にあるべき姿というものを書かいている。 

そのあるべき姿を実現していくために、具体的に積極的に取り組んでいくものについて、

協働の視点と都市ブランドの視点で、この戦略的取組で特化するような形で明記したとい

う位置づけになっている。 

 

（委員） 

地域のお祭りと連携することが、都市ブランド、宗像らしさにつながるのか。 

 

（事務局） 

ここの記載に関しては、地域の伝統を伝えるためのイベントなり、お祭りなりが、子ど

もたちの地域に対する愛着心とか、そういったものを醸成していくということで、都市の

イメージ、住んでるまちのイメージを高めていくということにはつながっていくというふ

うな考えで記載をしている。 

 

（委員） 

都市ブランドというのは、他市を抜いて宗像だけというような、本当に特性のあるもの

を打ち立てていかないといけないのではないか。全部他市と変わらない印象を持たれたら、

せっかくあるコミュニティのまちづくりが生きてこないのではないか。 

コミュニティビジネスの推進のところにどうして寺子屋事業があるのかということも疑

問なのだが、寺子屋事業の今の実態は市民活動団体を中心にコミュニティと連携して行わ

れている。コミュニティで子どもを見守るというような中で、ビジネスサイドで寺子屋を

入れていただくのは非常にコミュニティとしても困るのではないか。 

「地域の子供たちは地域で」というような、コミュニティの熱い思いをこの中に盛り込

んで本当の宗像の姿というのが生きていくような形で、この基本計画案というのを作成し

てほしいと思う。 

 

（委員） 

資料 4の都市ブランド推進に向けた取組みのところで、「子育て世代に選ばれる都市イメ
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ージを確立していくためには、まず子育て世代に本市を知ってもらう必要があります」と

いう前に、今いる子供たちが宗像のことを大好きになって、ここで元気に育っていきたい

と思うようなまちということを子ども主体でしっかり記述したほうがいいのではないか。 

それがブランドイコール何か選んでもらうということになるし、結局外から選ばれると

いうことは、中の人たちが本当にいいということをしっかり情報発信しているという状態

がないといけないと思うので、その辺のニュアンスも入れていくということを検討してほ

しい。 

 

（事務局） 

確かに、コミュニティ全体で子供たちを育てていくという視点で、子供たちが地域を誇

りに思う、子供たちが地域で育てられたということを感じる、そういった子供たちの心の

育成というようなところも、このコミュニティと重要に関わってくる。 

ここの表記については、担当で検討したい。 

 

（委員） 

参考資料についている資料を見ると、地域と連携するみたいなことが結構たくさん書い

てあるので、そこは余り重なり過ぎてもどうかという気がする。ある程度のところで表現

上割り切るということも必要ではないか。 

 

（部会長） 

それぞれのテーマで、少しは重なっても入れていくという形でするのか、コミュニティ

のところはコミュニティ、市民活動のところは市民活動で切って、コミュニティの都市ブ

ランド的要素、市民活動の都市ブランド的要素は、このシティープロモーションの充実と

いうところで集約してしまうという書き方もあろうかと思う。 

 

（事務局） 

戦略的取組の都市ブランドの扱い方について、すべての施策に盛り込むということは、

事務局では現在考えていない。都市ブランドに関する取り組みというのは、この 5 年間で

この分野に特化してやっていきたいという部分に盛り込んでいる。 

 

（部会長） 

それだったら、コミュニティのところで都市ブランドを据えたのであれば、これに対応

した現状課題、取組方針、主な取組事業、これを受けての展開がなければいけない。先ほ

ど委員から指摘があったように、コミュニティを活発にやっていて、宗像がいいなと思う

反面、そこにはとても内向きのエネルギーがあり、外から見ると息苦しいと思われるかも

しれない。 
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オープンコミュニティといったこともコミュニティを考える中で、ひょっとしたら都市

ブランドの 1つになるかもしれない。 

（委員） 

寺子屋事業についてコミュニティのところに記載があるが、これは市民活動ではないの

か。結局、寺子屋をコミュニティに入れる感覚があるのであれば、今地域でこれだけやっ

ているので、戦略的取組みで市民活動として特化し支援していきましょうという戦略は理

論的だ。 

そういう考え方もあるというところを整理して、どっちから見ていくのかという話をは

っきりしたほうがいい。 

 

（部会長） 

ここの施策については、もう少し練り直してみるということで、次回もう 1 度、今日扱

いましたコミュニティの部分を出し直してもらって、この部会で再度検討して、次の部会

でこれを仕上げる。そして時間があれば、その次に行くという形にしたい。どういうふう

に練り直し、見直し、書き直しあるいは表現に手を入れるというようなことについては、

正副部会長で引き受けて、事務局と相談をしたうえで決定打を投げ込むこととしたい。 

 

４ その他 

 （１）第二次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 

 

次回開催日  １月２３日（木）19：00～ 市役所第２委員会室 

次々回開催日 ２月 ３日（月）19：00～ 市役所第２委員会室 

 

５ 閉会 

  


