
第３回宗像市総合計画審議会 議事要旨 

 

日 時 平成２５年２月１２日（火） １９時００分～２１時３０分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】天野宏欢 池淵 惠 今西良一 大方優子 岡田祐一  

岡村 純 梶栗みき 木村秀子 古賀禎文 桑野俊一郎 

小林正勝 齋藤 豊 田中一郎 辻 洋子 十時 裕 

仲西浩一 永野芳宣 久本貴志 藤本幸男 牧 敦司 

萱沼美香 松永年生 南  博 山下永子 牟田貴美子 

養父信夫 宗像 優 

【欠 席】松田美幸 花田省蔵 中里留美子  

【事務局】鳥巣部長 中野課長 田中係長 立花係長 新海 狩野 

尾園 中村 赤田 

長谷川参事 青木係長 溝口 

報  告 ・第２回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

議 題 ・総合計画（基本構想）の考え方について 

その他 ・第４回宗像市総合計画審議会の開催日について 

 

１ 部長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第２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）総合計画（基本構想）の考え方について 

   事務局説明 

 

（会長） 

 今日の進め方について説明したい。今回提出された資料については、基本構

想の内容を一度、市の庁内で協議したものを提出している。細かな字句の訂正

については、事務局にお願いするとして、大きな骨組み（将来像、構成等）に

ついては、本日取りまとめたいと考えている。そのため、一人ひとりの委員か

ら意見をお願いしたい。では、全体を通して何か意見等あればどうぞ。 
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資料１ 



（委員） 

人：自然人はどのような人か？ まちと都市の使い分けの違いは？ 

 

（事務局） 

自然人は、人間と考えてもらえればと思う。市民といってしまうと、市外の

人をどう表現するかということになる。将来像からのつながりでここでは自然

人としている。 

 都市とまちについては、同じ意味だと思ってもらってよい。前回、将来の都

市像について議論いただいた。前回からの流れで都市としているが、表記的に

紛らわしいということであれば、まちと置き換えてもよいと思う。 

 

（委員） 

 自然人は法律の用語でときどき使うと思う。しかし分かりにくいので、ここ

では、宗像に来る人も市民ととらえて“市民”と表記したほうが分かりやすい

と思う。 

 都市とまち（まち、町、街）については、それぞれに少し意味合いが違うと

思うが、ここでは柔らかい“まち”が市民に親しみやすく分かりやすいと思う。

それと、ワークショップに多くの人が関わっていると思う。そこで出た意見が

どのように反映されているのか分かるようにしてもらえれば、いいと思う。 

 

（事務局） 

 言葉自体そのものを使っているわけではないが、事務局で案を作成する段階

でかなりの意見を参考にさせてもらった。そこが、自然であったり、歴史・文

化、海の幸・山の幸、人のつながりであったりした。 

 

（委員） 

 今回、「ときを紡ぎ躍動するまち」が提示されているが、そのほかに４つの将

来像がある。この中から決定していくのか？ 

 

（事務局） 

 基本的には、その方向性でお願いしたい。将来の目指すべき姿として３つの

内容を掲げさせてもらっている。その内容を端的に、わかりやすく、他市には

ない、斬新な、物語的などの要素を考え、事務局案として、「ときを紡ぎ躍動す

るまち」を提示させてもらった。しかし、それぞれ委員の意見もあるので、別

に 4つの案を提示させてもらっている。 

 



（委員） 

 裏づけデータがあれば確認したい。大学、企業とあるが、そもそもそこを対

象としたアンケートやワークショップを開催して、意見集約を行ったのか。 

 

（事務局） 

 市内３大学の学生及び高校生については、アンケート調査を行っている。ま

た、学生ワークショップも開催した。企業については、特に行っていないが、

三大学との連携協定や企業とは地域連携協定を締結し、地域連携事業というか

たちで、協働している。 

 

（委員） 

 基本戦略の部分、成熟戦略は、それなりに記載されているが、成長戦略が薄

い。成熟戦略と対比させるような記載も考えてはどうか？観光による交流人口

の増加だけが成長戦略ではないと思う。後ほどまた意見を言わせてもらう。 

 

（委員） 

 今回、四塚の山の名称がなくなっている。前回の説明では、互いに連なって

いるという意味から四塚連山と伺っている。四塚は、学校の校歌にも使われて

おり、市民の親しみもあると思うので、意味合いはないとのことであったが、

これは残して意味合いを関連づけて説明できれば、残してもいいのではない

か？ただし、委員の中で市内定住の人もいると思うので、その方々の意見は聞

くべきである。 

 

（事務局） 

 前回、表記が分かりにくいという意見が多く出たため、今回は、中身の記載

を詳細にし、議論をお願いしている。四塚連山については、完成型の段階では、

何らかの形で記載したいと考えている。 

 

（委員） 

 ４本の柱で「共生のまち」から「調和のとれたまち」と変更になっている。

これはなぜか？ 

 

（事務局） 

 ３つの将来像で「人・まち・自然が共生する都市」を掲げており、ここでの

共生を 4本の柱で使用すると、紛らわしいと考え、「調和のとれた」と表記を変

更させてもらった。 



（会長） 

では、各委員から意見をお願いしたい。 

 

（委員） 

 都市ブランドとして子育て世代をターゲットとしているが、全国平均の出生

率は、1.31であり、宗像は 1.24ぐらいではなかったかと思う。その辺を引き上

げることも大事なことではないか？一方、高齢化率は、この資料からみると、

今後 10年間で、30％を越えてくる。福祉分野について、特に高齢者対策の視点

からボリュームをもう少し記載したほうがいいと思う。また、地域で支えあう

部分をもっと具体的に記載したほうがよいと思う。 

 

（委員） 

 宗像市には特徴ある３つの大学がある。全国的にみても他市にはない魅力だ

と思う。地域への関わりなどを含めて、三大学との連携をもっと基本戦略部分

に盛り込んでみてはどうか？ 

 

（委員） 

 ３つの戦略として、都市ブランドがここにあることは違和感がある。なぜか

というと、大きな視点から急に具体的になっているイメージがある。基本戦略

部分については、将来像と基本戦略、４つの柱のつながりが見えてこない。都

市ブランドをここに記載するのであれば、将来像においてもふれる必要がある

のでは？ 

 

（委員） 

 コミュニティ運営協議会に来る人は、ほとんどが高齢者。総合型スポーツク

ラブをモデル的に行っているが、15 歳から 60 歳の参加者は 0 人、スポーツ・

文化教室参加者の平均年齢は、67.6 歳である。スポーツ振興においては、小さ

な子どもからお年寄りまで参加できるような手法を考慮してほしい。 

 

（委員） 

 学生アンケートで保健福祉の部分が出てこなかったことが残念。都市ブラン

ドと命を育むまちづくりは、小さな子どもにスポットがあたっており、高校・

大学生が落ちているのではないか？また、むなかた協働大学は、生涯学習を学

べる場がある。今後は、高齢者を資源ととらえ、高齢者を活用することもよい

のではないか？いずれにしても、部会でこの辺は協議していきたい。 

 



（委員） 

 将来像は、キャッチコピー的なものであるため、今日決定する必要があるの

か？いろいろな議論の中で浮かび上がるものを採用してみては？将来像と都市

ブランドとのつながりが見えない。都市ブランドと将来像との整合性が必要で

ある。あと、都市ブランドで子育て世代に選ばれるというイメージはよいが、

支援策（仕事を持つ母親）の充実をお願いしたい。 

 

（委員） 

 子育て政策は、他の自治体でも行っている。福岡市などと競争して、子育て

政策を打てるだけの財源が確保できるのか？例えば、福岡市と比較した場合、

保育料は、宗像市のほうが高い。 

 

（委員） 

 第一次総合計画で協働を掲げ、コミュニティ政策を展開し、第二次総合計画

では将来像に人が躍動する部分を出しており、そこは評価できる。市民の活動

が活発になるようになればいいと思う。市民の活動を考えながら、施策を展開

することが重要。それと、成長戦略は観光による交流人口の増とあるが、市民

がどう受け止めるのか、また財源の裏づけはどうなのか、どう動くのかという

視点も必要ではないか？成熟戦略は、企業活動への支援を考えているようだが、

農業、漁業の分野への支援（後継者、担い手、新規就農など）も含まれるのか？

都市ブランドは都市イメージの確立ということで「ママにいいとこ」を職員の

名札につけて推進しているようだが、宗像はママだけにいいところではないと

思う。都市ブランドについて、具体にイメージすることができない。最後に、

人権対策を命の育むまちづくりに入れてはどうか。 

 

（委員） 

 市の取組みを評価したいし、応援したいと思う。ただ、将来像に共生、人、

躍動、文化などトータルしてみた場合に将来像がどうなるのかイメージができ

ない。やはり、将来像、政策などは強弱が必要で、どれもこれも盛り込むべき

ではないと思う。特に個別施策では強弱が必要である。それと、３つの将来像

の１つ（人）が連想されるものでもいいのではないか？ 

 

 

 

 

 



（委員） 

 かなりまとまってきていると思う。今回の第二次総合計画は、成熟戦略が重

要な位置づけになると思う。また部会の議論の中で、宗像らしさや大きな方向

性（大学、人、子育て、協働、高齢者）などが出てくるといいものになると思

う。それと、成熟戦略は重要と思う。大学の活かし方も含めて、もっと具体的

にしたほうがよい。 

 

（委員） 

 自分はコンピタンス（潜在的能力）という言葉が好きだが、やはり宗像らし

さが見えたほうがいいと思う。大学の活かし方、人のあり方、宗像人としての

あり方を示す必要があるのではないか？ 

成熟戦略の中に成熟人口という視点を入れていけばよいのでは？その成熟人

口が地域の中でいかに活躍していくのかといった視点が必要だと思う。 

 

（委員） 

 高齢者をどう活かしていくのか？高齢者には、長年培った技術や技能がある。

それを地域でどう活かしていくかが重要である。それに併せて活躍の場づくり

も必要であろう。先日、日本一住みたいまちアンケート結果が公表されていた。

様々な視点での評価であろうが、1位は大分県豊後高田市、福岡県では、糸島市

が 20位くらいだったと思う。残念ながら、宗像は見当たらなかった。参考にし

てみるのもいいと思う。 

 

（委員） 

 何かきらりと光るものがない感じがする。将来像をもっとコンパクトに光る

ものにしてみてはどうか？成長戦略においては、交流人口が大事なことだろう

か？もっと足元をみることが重要ではないか？例えば、郷土愛を視点にいれ、

教育の中で郷土愛、地元愛などを育むことが必要では？少なくとも私は、現場

でむなかたを誇りに思う生徒を育てたいと考えている。 

 

（委員） 

 以前は、宗像の歴史を知る機会がなかったが、最近、宗像大社をはじめとす

る宗像の歴史・文化について、海の道むなかた館を通して知ることができるよ

うになっている。宗像市民は、外からの人も多いため、宗像の歴史・文化につ

いてもっと知る機会を増やすことが大事。それと、戦略の中に安全・安心がま

ちづくりの基盤とあるが、その中に弱者や障がい者も安全で安心に暮らせるこ

とを盛り込むとよいのでは？また、都市ブランドがわかりにくい。 



（委員） 

 将来像については、もう少し時間をおいて決定してもいいのではないか？宗

像は大学との連携、宗像ユリックスの評価が高い。ソーシャルキャピタル（市

民社会資本）が強いまちであることを打出すことが必要だと思う。それと、先

のことだけをみて動くのではなく、今をしっかりと見据えて動くことも大事で

はないか？また、行政が審議会と一緒につくっていくということも重要と思う。 

 

（委員） 

 都市ブランドとして教育子育てを出しているが、他市との違いをより具体的

に示してもらえると有難い。また、若者の立場から意見を言わせてもらうと、

宗像に愛着を持っている人は多い。しかし、働く場所等がなく、市外に住んで

いる人も多い。農業、漁業の振興と 6 次産業化、新しい産業（IT 関連）の誘致

や雇用の対策を行ってもらい、若者がこのまちで活躍できる場所を作ってもら

いたい。 

 

（委員） 

 ほとんどの委員が言われているので、同じになるが、自分も交流人口が定住

人口につながるというのはどうかと思う。先に言われていた意見と同様、足元

を見据えることが重要と思う。宗像に住みたいと思うだろうか？と思う。宗像

市の魅力をどういう形で市外に発信し、どう伝えていくかが、成長戦略につな

がるのでは。 

 

（委員） 

 具体的にどう実現していくか？つめていくのか？といった意見をもっている。

都市ブランドだが、子育て世代を掲げているが、高齢者に対する施策、視点が

抜けているのではないか？子育て世代も高齢者となる。一方で、対象の明確化

も大事だと思う。特に将来にわたって住みやすさを強調する必要があるので

は？それと、高齢者の活躍、活動の場の視点も必要ではないか？また、４つの

柱だが、みんなで取り組むまちづくりを他の３つにどう盛り込んでいくかが必

要では。 

 

（委員） 

 将来像のキャッチコピーは後からでよいと思う。現時点では地味な表現で地

道な議論をしたほうがよいのではないか？無理にファッショナブルな表現にし

なくてもいいと思う。 

 



（委員） 

 骨格としては、これでいいと思う。各委員から出ているように、都市ブラン

ドが子育て世代を目指すだけでいいのか。前回の将来像の説明で出ていたが、

市民が生涯青春と言葉を考えると、高齢者がいきいきとして活躍することを考

えることも大事。初期の住宅地は、祖父母が結婚後に宗像市で家を購入したが、

子は就職で市外にマンションを購入し、孫の世代が子育て世代になってきてい

る。そのような世代が、果たして宗像に来てくれるだろうか？昔の住宅地をど

うしていくのか？子育て世代に選ばれるまちとしてどこに住むのかが問題で、

そのような住宅があるのか、一方的な施策で定住につながるのか？土地利用も

含めて、魅力が高まる条件を整えることができるのか。 

 また、二次総合計画のキーワードは「次の世代につなぐ」であり、この１０

年間で大きなテーマと思う。 

 

（委員） 

 宗像のよさは人とのつながりだと思う。宗像に足りないところは、雇用の場

がないこと。定年後の施策を考える必要があるのではないか？離島（大島）に

ノウハウはあっても、よさをアピールできる手段がないという意見がある。離

島においてもいろいろな人がつながっていけば面白いし、色々な世代の人が生

きがいを持てる視点が必要ではないか？ 

 

（委員） 

全体的にはよいと思う。議論をしていく上で、将来像を決めておいたほうが

よい。将来像がないと議論できないのではないか？事務局案としては、２千年

の歴史を「ときを」としており、現在から未来へ引継ぐことを「紡ぎ」として

いる。これをベースで将来像を決めていくと思うが、宗像市のオリジナルは何

なのかを考える必要がある。あと、今回出されたものについては、全体のどの

位置にあるのか？前回出されたものから大きく変わっているように見える。前

回からの議論のつながりがどうなっているか分かりにくい。 

 

（会長） 

今回の分については、前回の資料の上書きと考えてもらえればと思う。前回

の説明をより具体的に記載したものであり、字句の修正はあると思うが、根幹

は変わっていないので、そこは説明しておきたい。 

 

 

 



（委員） 

成長、成熟が２つの戦略であり、都市ブランドは２つの戦略を推進するため

のツールとして扱うべきだと思う。しかし、この内容だとたぶん成熟路線がメ

インではないかと思う。成長戦略を掲げるのであれば、成熟戦略と同レベルの

記載が必要となる。成長戦略が量の戦略であるなら量の活動を記載することと、

市民、企業、大学、行政が成熟と同様に述べられるべきだと思う。 

また、大学との連携を入れることで、起業の活動も生まれるし、大学連携を

通して産学官民との連携、協働を行うことで宗像らしさが出てくるのではない

か。交流人口だけでは弱い。 

 

（委員） 

宗像は都市なのか？まちなのか？地域なのか？言葉が与えるイメージは重要。

それと、戦略に大学、教育を入れたほうがいいのではないか？都市ブランドと

いう名称は止めて、地域ブランドはどうかと思う。また、政教分離ということ

で、固有名詞は出していないようだが、沖ノ島と併せて宗像大社の記載もいい

のではないか？それと、宗像は読める人が少ない。覚えてもらうためにも、成

長戦略に大学を盛り込む、若者をこのまちから出さないことも重要。それと、「む

なかた」とひらがな表示を行うのはどうか？ 

 

（副会長） 

将来像から戦略、4本の柱と流れていくがつながっていない感じがする。それ

はなぜかと考えると、戦略が具体的すぎるから。戦略が選択と集中であるなら、

4本の柱の後ろに持ってくるのはどうか？4本の柱のうち、市が戦略的に行う事

業、例えば教育という視点で、市民を教育し、市民活動の価値を高めていくこ

とを戦略とするなどはどうか？ 

 

（会長） 

そこは総合計画の根幹にかかわる部分なので、確認したい。そもそも戦略が

この位置ではなく、4本の柱の後ろに持っていくということか？ 

 

（委員） 

副会長の意見に賛成である。全体のつながりからいうとそちらのほうが良い

のではないか？特に都市ブランドが子育て世代に特化していることもあり、4本

の柱の後ろに設定し、交流や質といった部分を特化するほうが分かりやすい。 

 

 



（委員） 

自分は、反対の意見である。山にたとえれば、山頂は将来像であり、登山道

は戦略である。登山道をどのように整備していくかが具体的な 4 本の柱であっ

て、戦略は目標でもある。そのため、施策（4本の柱）の前に戦略を置くべきだ

と思う。 

 

（委員） 

そもそも前回にこの件については、各委員了承済みのはずである。これを初

めから議論していては、前回の合意はどうだったのかということになる。どち

らの意見も正しいが、そこは表記の問題だけであろう。自分としては、前回ど

おりでいいのではないかと思う。 

 

（会長） 

時間もかなり超過しているため、今回はここで終わりにしたいが、最終的な

確認をさせていただく。３つの将来像の内容、４本の柱については、字句等の

修正、追加はあるもののこれでよいか？それと、都市ブランドと基本戦略につ

いては、再度、事務局に整理してもらい、次回、説明をお願いしたいと思うが

どうか？将来像については、提案分（仮）で今後使ってもらい、どこのタイミ

ングで決めるか検討してほしい。 

（異議なし） 

それでは、今回の意見をパブリックコメント方式で、できるものできないも

の、その理由ということでまとめていただき、次回審議会に提出してもらいた

い。 

 

４ その他 

（１）第４回宗像市総合計画審議会の開催日について 

 

（事務局） 

 次回日程について、４月１５日と１９日で調整させてもらう。場所等につい

ても、後日、連絡。 


