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宗像市市民参画等推進審議会会議録（要旨） 

日 時 令和元年 5月 14日（火）13:00～17:30 

場 所 宗像市役所 202会議室 

委 員 

*■出席 □欠席（五十音順、敬称略） 
■ 岡田智子  ■ 鎌田隆徳   ■ 川野顕太郎  ■ 木村健次    
■ 佐藤靖成  ■ 種田明美   ■ 時枝寛    ■ 東博子       
■ 福岡佐知子 ■ 山田明                    

（五十音順、敬称略） 

事務局 
市民協働環境部 中村部長 
コミュニティ協働推進課（中野課長、中脇係長、成瀬、神、大久保） 
商工観光課島づくり係（豊福） 

 

 

1. はじめに 

課長あいさつ 

人まち補助金が 19件、島づくり補助金が 6件申請があっている。屈託のない意見を。 

第 2次宗像市市民活動推進プランの策定についても引き続きお願いしたい。 

 

 

２．委員の委嘱について 

中村部長から委嘱状交付。 

会長に東博子氏、副会長に山田明氏が互選により選出。 

 

東会長からあいさつ 

今年度は、人まち補助金の申請件数が多い。審査会のスケジュールが密になるので、本日

の事前学習会でポイント等を協議しておきたい。 

 

山田副会長からあいさつ 

今回、人まち補助金の申請件数が例年に比べて増加したのは、人まち補助金の制度が認知

されてきており、また市民活動団体の意欲が向上しているからではないか。全員で申請内

容についてしっかりとした議論をしていきたい。 

 

新任の岡田委員から自己紹介。 

人まち補助金の 19件という申請件数に驚いた。宗像のことを想う団体が多くいることをう

れしく思う。しっかりと審査していきたい。 

 

 

３．第 2次宗像市市民活動推進プランに関する答申 

東会長から中村部長に第 2 次宗像市市民活動推進プラン改定に向けて考慮すべき事項につ

いて答申。 
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４．協議事項 

（１）令和元年度人づくりでまちづくり事業補助金及び元気な島づくり事業補助金の審

査方法等 

  事務局から資料に基づき、変更になった審査時間、審査シートを中心に説明。 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

（２） 補助金申請内容の事前確認等 

 

 

①「子ども寺子屋カフェ」を運営する会「「子ども寺子屋カフェ」の運営(3-1）」 

市関連部署；子ども育成課、子ども家庭課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）夕食食材費は補助対象になるのか。 

（事務局から応答）広く募集を行い、交流を目的として一緒に作るような場合は対象とし

ている。 

（質疑）南郷地区コミュニティ・センターの関わり方はどのようか。 

（事務局から応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

（意見）地域にとって必要性があるのであれば、南郷地区コミュニティ運営協議会の予算

をつけてもいいのではないか。 

（意見）予算の合計 361,000円のうち旅費が 75,000円は、配分が大きすぎるのではないか。 

（意見）資金調達の見通しはどうなっているのか。将来的な自立が可能か気になる。 

 

 

③子ども支援ネットワーク With Wind「子どもの居場所ネットワーク事業(3-1）」 

 市関連部署；子ども育成課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）活動場所は、どこが拠点になっているか。 

（事務局から応答）市民活動交流館とユリックスの間の敷地を拠点に活動を行っている。 

（質疑）団体規約では、正会員の会費は 1,000 円となっているが、申請書の収支予算書で

は、会費が 2,000円となっている。どちらが正しい金額か。 

（事務局から応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

（意見）この団体は、宗像市市民サービス協働化提案制度で、市から業務委託を受けてい

る団体である。市の担当課と協議して、業務に入れることができる可能性もある

のではないか。 
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④母活クラブ MANA「母活クラブ MANA(3-1）」 

 市関連部署；子ども育成課、子ども家庭課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）制服は、クリーニングが済んだものを持ち込んでもらうことはできないのか。 

（質疑）平日の夕方（放課後）に参加できる子どもがどれくらい存在するか。帰り道の安

全確保はどうなっているか。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑤宗像ビブリオバトル倶楽部「ビブリオバトルを通じた読書活動推進事業(3-1）」 

 市関連部署；図書課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）備品（プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク）は、市の図書課が調達

して貸し出すことはできないか。 

（図書課より応答）当課で備品（プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク）は所

有していない。当課が市の総務課から借りたものを貸し、市の職員がいない場所

で使っていただくことは管理面からも難しい。 

 

 

⑥ココカラ運営協議会「エリアマネジメントによる会員募集事業(3-1）」 

 市関連部署；都市再生課、コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）当補助金で購入した備品は団体の所有物になるのか。 

（事務局より応答）そうである。 

（質疑）市から他の補助金が出ているか。 

（都市再生課より応答）都市再生課から運営費に 120万円、管理費に 180万円出ている。 

（質疑）市が日の里、自由ヶ丘を重点的に支援しているのはなぜか。 

（都市再生課より応答）日の里、自由ヶ丘地区をモデル地区として宗像市の都市再生を進

めていくためである。 
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⑦ココカラ運営協議会「日の里地区の記憶プロジェクト(3-1）」 

 市関連部署；都市再生課、コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

 なし。 

 

 

⑧ハンドメイド「夢 Na 形」（むなかた）「むなかた ハンドメイド マルシェ(3-1）」 

 市関連部署；コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）介護施設でのボランティア活動に係る原材料費は受益者負担すべきではないか。 

（意見）出展料については、自己負担すべきではないか。 

（意見）役務費に計上されている撮影やフェイスブックでの「団体」の情報発信に関する

ことは、団体が自ら行うことではないか。 

（質疑）計上されている旅費は誰に対する旅費か。 

（事務局より応答）団体のスタッフに対する旅費である。 

（質疑）申請の事業をすることによって、社会貢献にどう繋がるのかを説明いただきたい。 

（質疑）出展し、得た利益から支出分の経費を出すことは難しいか。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑨ Band a nerd（バンド ア ナード）「TASTE of CINEMA（テイストオブシネマ）(3-1）」 

 市関連部署；商工観光課、秘書政策課  

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）委託料のポスター、チラシのデザイン料 100,000円は高すぎるのではないか。 

（質疑）スピーカー、プロジェクターがリースではなく、購入である必要性は何か。 

（事務局より応答）補助期間の 3 年が終了しても、継続的に活動を行っていくためだと聞

いている。 

（意見）使用頻度との兼ね合いがあるのではないか。 

（質疑）上映する映画について著作権はどのようになっているか。自主映画であれば問題

ないが。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

（質疑）活動場所は、どこか。 

（事務局より応答）赤間宿通りで行うようである。 

（意見）資金の調達面や運営に関して、5月 18日（土）に大島で開催される映画祭を参考

にしてもいいのではないか。 
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⑩二丁目小学校「二丁目小学校 開校(3-1）」 

 市関連部署；子ども育成課（子ども育成係）、コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）地域にとって必要性があるのであれば、池野地区コミュニティ運営協議会の部会

の中の一部に入れることも検討したほうがいいのではないか。 

（質疑）活動場所は、どこか。 

（事務局より応答）公園通りの自治公民館である。 

（質疑）昨年度も活動されていたようだが財源はどうなっていたか。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑪自由ヶ丘おやじの会「地域活動を通じての将来の人づくり(3-1）」 

 市関連部署；コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）備品購入を目的とした申請内容になっているのではないか。 

（意見）「田久有志の会」は、「若い世代へのよびかけ」や自治会未加入者に対する加入促

進が事業の中にあった。この申請団体の活動の趣旨は何か。 

（意見）備品は、自治会、コミュニティ運営協議会で購入するべきではないか。 

 

 

⑫日の里 6 丁目おやじの会「日の里 6丁目及び日の里活性化事業（3-1）」 

 市関連部署；コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）備品購入を目的とした申請内容になっているのではないか。 

（意見）備品は、自治会で購入するべきではないか。 

 

 

⑬Ｄ＆Ｎ「ガストロバー・ムナカタ（3-2）」 

 市関連部署；商工観光課、秘書政策課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）参加費 32,000円は高すぎるのではないか。 

（意見）自己資金のみで事業実施できるのではないか。 

（意見）団体としての活動といえるのか。 
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⑭宗像フェス CSR実行委員会 

「宗像フェス ecoプロジェクト 日韓環境学習交流事業（3-3）」 

市関連部署；環境課、子ども育成課（グローバル人材育成係） 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）県の補助金、福津の補助金も活用しているようである。それぞれの事業のどの経

費にどの補助金を充てているのか明確にしていただきたい。 

（質疑）次年度以降の資金調達の見通しはどうなっているのか。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑮自由の森遊歩道を守る会「ゆたかな３Ｋ塾事業（3-3）」 

 市関連部署；子ども育成課（子ども育成係）、コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）次年度以降の資金調達の見通しはどうなっているのか。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

（意見）地域にとって必要性があるのであれば、自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会の

部会の中の一部に入れることも検討したほうがいいのではないか。 

 

 

⑯むなかた古道プロジェクト「むなかた古道を歩くコース作り（3-3）」 

 市関連部署；商工観光課、健康課、コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）1、2 年目の申請額 500,000 円から、今回 200,000 円に減額している理由は何か。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑰宗像市ノルディック・ウォーククラブ「宗像市ノルディック・ウォーククラブ（3-3）」 

 市関連部署；文化スポーツ課、健康課、高齢者支援課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（意見）研修費や旅費については、昨年度同様の付すべき条件が必要である。 

（意見）資格については、当補助金を活用し取得するのはいかがなものか。自己負担すべ

きではないか。 

（質疑）毎週月曜日と火曜日に開催している体験会の参加費の積算について説明をお願い

したい。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 
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⑱えがおのひろば「えがおのひろば（3-3）」 

 市関連部署；コミュニティ協働推進課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）講座受講料と原材料費が同じなのはなぜか。 

（質疑）事業計画を見ると、講座数が昨年度と比べて増加しているが、実際に実施可能か。 

（質疑）昨年度事業実績の講座の参加者について、延べ人数ではなく、実人数を教えてい

ただきたい。 

（質疑）昨年度の講座の受講者で、２月の雑貨市の作品展に出展できた人の数を教えてい

ただきたい。 

（事務局より応答）審査会当日に団体から回答していただくよう連絡する。 

 

 

⑲宗像地区成年後見研究会「成年後見制度の啓発・普及と人材の育成（3-2）」 

 市関連部署；福祉課、高齢者支援課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

（質疑）地域包括支援センターが市内 6 地区に開設された。社会福祉協議会でも成年後見

について相談を受け付けている。相談箇所が増加している今、この団体が行う事

業の存在意義は何か。 

（高齢者支援課から応答）成年後見の相談をできる窓口が複数あるということは、市民に

とっては、選択の余地があるという意味で良いと思う。この団体に支援すること

で、二重投資になるのではないかというところについては審査会で審議いただき

たい。 

 

 

⑳特定非営利活動法人メイクハッピー＆ピース「ピースプロジェクト（3-2）」 

 市関連部署；福祉課、子ども支援課 

事務局から申請内容について説明 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

 

 

 

あ．日本赤十字九州国際看護大学国際看護領域 

「災害に強い大島―訪れる人に安全と優しさを（5-2）」 

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係）、地域安全課 

≪質疑等≫ 

なし。 
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い． 大島学園ＰＴＡ「『おおしまワク・ドキ子ども活動支援』事業（5-5）」  

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係） 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

 

う．しまカフェ「しまをともすヒカリ（5-2）」 

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係） 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

 

え．地島小学校ＰＴＡ「『いきいき地島っ子 活動支援』事業（5-4）」 

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係） 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

 

お．おおしまお助け隊「島内環境の保全と維持・管理（5-2）」  

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係）、環境課 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

 

か．九州共立大学スポーツ学部「九州共立大学（大島プロジェクト）～筑前大島における

スポーツを通した健康づくり及びコミュニティづくり～（5-2）」 

  市関連部署；商工観光課（元気な島づくり係）、文化スポーツ課、 

健康課、コミュニティ協働推進課 

≪質疑等≫ 

なし。 

 

＝散会＝ 


