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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 28日（火）8:55～16:30 

場 所 宗像市役所 103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 
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（8:55～9:00） 

１日のスケジュール、審査方法について事務局から配布資料に基づき説明 

 

２．個別審査（9:00～16:30） 

各申請団体から申請内容に関する説明後、審議会委員から質疑応答 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）毎月の事業の募集方法を教えていただきたい。 

（団体から応答）チラシの回覧、ポスティング、南郷小学校やお店で配架する。 

（質疑）定員を増やすことはできないか。 

（団体から応答）会場の大きさから 10名が限度である。人数が増えれば南郷地区コミュニ

ティ・センターで実施することも検討している。 

（質疑）南郷地区コミュニティ・センターとの関わりはあるか。 

（団体から回答）去年までは、コミュニティ・センターの年間利用者として登録し、第 1

土曜日に団体の年間プログラムとして子どもの学習支援を実施していた。

参加していた子どもに事情ができ、参加が難しくなったので今年は中止

した。今後は、人数が増えれば南郷地区コミュニティ・センターや原町

公民館での実施を検討している。 

（質疑）子どもから参加費を出してもらわないのか。 

（団体から応答）貧困家庭にも来てもらえるよう無料にしている。 

（質疑）学生ボランティアに夕食を出す理由を教えていただきたい。 

（団体から応答）アルバイトに近い活動内容であるため、夕食だけでも負担したいと考え

たためである。 

（質疑）今後、活動を維持していくために会員 17名のみでやっていけるか。 

（団体から応答）活動１年目は、会費のみで活動できたので継続はしていけると考えてい

る。今年度は、当補助金を活用して、事業の質をあげたいと考えている。 
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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 

≪質疑等≫ 

（質疑）事業は年間で 2 回のみ実施するようである。そのために佐賀から講師を呼んだ研

修を行い、熊本に視察に行く必要性を教えていただきたい。 

（団体から応答）プレーパークを開催している佐賀の講師から話をしていただき、熊本で

実施されている大人が楽しむプレーパークを視察することで、活動の参

考にしたいため、必要である。事業を通して大人にこどもの現状を知っ

てもらいたいと考えている。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）事業の周知方法を教えていただきたい。 

（団体から応答）SNSの活用や、チラシの配布を行う。 

（質疑）制服のクリーニング代の必要性をご説明いただきたい。 

（団体から応答）制服を保管するにあたって、クリーニングが必要である。 

（意見）制服の保管が短期間であれば必要ないのではないか。防腐剤を活用するなどほか

の方法も検討いただきたい。 

（質疑）事業を実施する日程に理由があれば教えていただきたい。 

（団体から応答）子どもの成長に伴いサイズが変更になることや、転校転入を考慮した。 

（質疑）会場までの子どもの交通手段について、学校に相談しているか。 

（団体から応答）今後相談する予定である。保護者とも相談して交通手段は検討する。 

（質疑）実施する地域の対象は。 

（団体から応答）自由ヶ丘、自由ヶ丘南限定で実施を予定している。 

（質疑）Fコープとの連携のきっかけを教えていただきたい。 

（団体から応答）活動に対する店長の共感があったためである。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）万が一、設備費が減額になっても活動は継続していくか。 

（団体から応答）継続していく。 

（質疑）ビブリオバトル普及委員会の会員が 2 名いるのにも関わらず、研修に行く必要性

を教えていただきたい。 

（団体から応答）2 名ともビブリオバトル普及委員会会員になって 1 年未満と経験が浅い

ためである。また、研修先として考えている奈良県生駒市の人口規模が

宗像市と類似しているため、参考になると考えている。ビブリオバトル
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をしている団体が集うビブリオバトル全国大会を参考に、大会規模を大

きくしていきたいと考えている。2 人で参加することで異なる視点で見

聞することができる。そこで得たものをその他のメンバーと共有したい。 

（質疑）本にあまり興味のない人が参加しやすくなるような工夫があれば教えていただき

たい。 

（団体から応答）ビブリオバトルは、写真集や漫画も対象である。そこを切り口に参加し

ていただくことも検討している。また、ゲーム形式なので、入りやすい

のではないかと考えている。観戦者としてまず参加してもらい、バトラ

ーへと段階的に成長していただきたい。 

（質疑）市内中学校でビブリオバトルを実施しているところがあるが、司書と意見交換し

ているか。 

（団体から応答）城山中学校が実施したビブリオバトルを観戦した。今後は、司書とも PTA

活動を通じて繋がりを作り、活動の幅を広げてネットワークを作ってい

きたい。当団体では、ハード面を支援したい。 

（質疑）絵本のビブリオバトルもあるか。 

（団体から応答）ある。絵本のバトラーをしている大人の方がいる。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（意見）都市再生に関する事業なので、都市再生課に事業を提案するべきではないか。 

（質疑）都市再生課への事前周知はされたか。 

（団体から応答）行った。 

（意見）支出の面で、デザイン料、パソコン代は高額ではないか。きちんと見積もりをし

て出すべきではないか。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（意見）都市再生に関する事業なので、都市再生課に事業を提案するべきではないか。 

（質疑）書き起こし作業は地域の方に依頼するのか。 

（団体から応答）子ども指導経験のある専門家に頼むことを検討している。 

（質疑）地域の方を巻き込んでやるのであれば、書き起こし作業なども地域の方でやるべ

きではないか。 

（団体から応答）地域の方は全員ボランティアで参加していただく。書き起こし作業には

時間もかかり、専門性が必要であると考えている。 

（意見）当団体が提案している事業は、コミュニティ運営協議会の事業、課題ではないか。 

（質疑）都市再生課とコミュニティ運営協議会と一緒に作り上げていくべきではないか。 
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（団体から応答）日の里地区の街開き 50周年というタイミングで連携のきっかけとしたい

と考えている。 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）出展料とあるが、何の出展料か。 

（団体から応答）作家の経験として各地のイベントに出展する際の出展料である。 

（質疑）出展する場所が大きすぎるのではないか。宗像市で活動を広げていくうえで参考

になるのか。 

（団体から応答）作家の中に能力差があり、若い作家さんたちにはレイアウト等参考にな

ると考える。また、そこで繋がりを作り、それを伝えていきたい。 

（質疑）出展料は、マルシェ収入から支出するべきではないか。 

（団体から応答）マルシェ収入は、作家それぞれへの収入とする予定である。 

（質疑）「ボランティア活動として」と書いてあるが、販促品の計上がある理由をご説明い

ただきたい。 

（団体から応答）介護施設に向けて、販売促進用で見本を作るので、その分を計上してい

る。作業費はボランティアとし、原材料費に補助金を活用させていただ

きたい。 

（質疑）販売促進活動後は、施設に販売するのか。 

（団体から応答）施設に販売していく。 

 

 

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  

≪質疑等≫ 

（質疑）参加費が高額であると思うが、算出の根拠をご説明いただきたい。 

（団体から応答）普段大学生や高校生が 1日に遊びに使う金額の相場から算出した。 

（質疑）設備は、イベント時にどこかから借りることは不可能か。 

（団体から応答）借りると、自走を考えたとき、参加費だけでは賄えなくなるため、購入

したい。 

（質疑）委託料のポスター・チラシのデザイン料が高額だが、理由を教えていただきたい。 

（団体から応答）市外の人に呼び込むためにも、きちんとしたチラシを作成したいからで

ある。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）参加者の対象拡大はできるのか。 
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（団体から応答）地域の方の協力で運営しているため、拡大は考えていない。 

（質疑）昨年の事業実施における財源について説明をお願いしたい。 

（団体から応答）収入は参加費のみ、材料等は寄付で賄った。今年度は、自治会から２万

円の寄付がある。 

（質疑）池野地区コミュニティ運営協議会とは当事業について協議したか。 

（団体から応答）正式には協議していない。備品の貸し借りはある。今後は、池野地区コ

ミュニティ運営協議会と協議していくことも考えているが、人口比率を

考慮すると、公園通りに池野コミュニティ運営協議会の予算が偏りすぎ

ることも考慮し、当補助金の申請をした。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）計上している備品の必要性をご説明いただきたい。 

（団体から応答）活動拠点がないため、道具などを補完する倉庫が必要である。 

（質疑）どこに設置するのか。 

（団体から応答）自由ヶ丘小学校に設置する予定である。 

（質疑）自由ヶ丘地区コミュニティと置き場所の協議をしてはどうか。 

（団体から応答）相談はしたが、コミュニティも部会も備品の置き所に苦労しているよう

である。 

（質疑）倉庫を子どもたちと作るということも活動として考えられるのではないか。 

（団体から応答）手作りでは、湿気に弱く、また、材料などの問題もあるため、困難であ

る。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）予算にテントの費用を計上しているが、町内会で購入の検討はなかったか。 

（団体から応答）基本はおやじの会で使用する予定である。 

（質疑）申請書を見る限り、おやじの会独自の事業がないように思われるがいかがか。 

（団体から応答）各行事に積極的に参加する予定はあるが独自に実施しているものはない。

備品がそろえば、独自の事業も検討する。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）雨天の場合は、実施はどうするのか。 
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（団体から応答）雨天の場合は、フェリーの運航状況次第で実施するかどうかを決定する。 

もし、中止になった場合は、代替はしない。中止になった場合は、参加

費を返す。 

（質疑）32,000円という高額な参加費であるが集客できるか。 

（団体から応答）努力する。 

（質疑）宗像市外の方を対象に募集するのか。 

（団体から応答）そうである。市内の参加者は、考えていない。 

（質疑）活動が行き詰まってはいないか。 

（団体から応答）昨年度の事業を通じて、いろいろな方に興味を持っていただき、逆に可

能性が高まってきていると感じている。 

 

 

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） 

≪質疑等≫ 

（質疑）福岡県と福津市の補助金の使い道を教えていただきたい。 

（団体から応答）福岡県の補助金は、ペットボトル事業に活用した。福津市の補助金は、

子どもを絡めた事業に活用した。 

（質疑）参加費をもらうことは検討しないか。 

（団体から応答）現在、日本の大学生から 5,000円、韓国の学生から 10,000円負担しても

らっている。 

（質疑）補助期間は今年度までだが、来年度以降、資金面は、どうするか。 

（団体から応答）800 万くらいの予算をもっている。クラウドファンディング等を活用し

つつ事業を継続していく見込みである。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会の予算で計上してもいいのではないか。 

（団体から応答）今後検討していく。 

（質疑）補助期間は今年度までだが、来年度以降資金面は、どうするか。 

（団体から応答）団体の運営費は自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会から出ており、今

まで 3K事業に関しては、自分たちで資金を調達していた。今後の資金調

達については、運営協議会と相談しつつ考えていく。 

 

 

 

 



- 7 - 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）昨年度の申請額と比べると申請額が少なくなっているが、理由を聞かせていただ

きたい。 

（団体から応答）今年、計上する予定だったパンフレットの作成を、昨年度繰り上げて実

施したためである。 

（質疑）パンフレットはどこで配布しているか。 

（団体から応答）現在配布は行っていないが、池野地区コミュニティ・センターや赤馬館

に配架を考えている。今後協議を進めていきたい。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（意見）昨年度、講習会は 2 名しか認められないと説明し、条件として一部減額したが、

今年度の申請に反映されていないため、反映していただきたい。 

（質疑）この事業に何人くらい参加しているか。 

（団体から応答）20名ほど参加している。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）昨年の講座を受講した方が何名出展できるようになったか教えていただきたい。 

（団体から応答）今後 3名の方がサポートを受けながら出展する。 

（質疑）3名は講師として活動できないか。 

（団体から応答）そこまでのレベルに達していない。 

（質疑）実施計画の中で、講師謝金と、大人向けの講座が昨年の倍以上の回数になってい

るが、実施可能か。 

（団体から応答）ミーティングを重ねた結果の事業計画であり、会員の予定も確認済であ

る。 

（質疑）九電と実施する福津での活動も計上しているか。 

（団体から応答）計上している。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）成年後見のどのような部分に力を入れていくのか。 
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（団体から応答）色んな問題を抱えている人がいるため、様々な関わり方をしていく。 

 

 

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 

≪質疑等≫ 

（質疑）学習会の時期に意図はあるか。 

（団体から応答）昨年度、保護者の中に、夏休みの時期を過ぎて、悩まれている方がいた

ため、10月と 2月にしている。 

（意見）座談会から講座を実施するよりも、講座の後に座談会を実施したほうが参加しや

すいのではないか。 

（質疑）学習会の対象者はどなたか。 

（団体から応答）どなたでも参加可能である。 

 

 

 

 

 

 

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≫ 

（質疑）昨年度の申請額と比べると申請額が少なくなっているが、理由を聞かせていただ

きたい。 

（団体から応答）昨年度は、ジオラマの作成費を計上していたが、京都大学の研究室から

から出ることとなった。また、ジオラマ運搬費も安価で済んだため、減

額した。 

 

 

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≫ 

（質疑）PTAの補助金が半分になっているが、理由は何か。 

（団体から応答）東峰村との交流がなくなったためである。 

 

 

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≫ 
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（質疑）島の子供の人数は何人か。 

（団体から応答）42名である。 

（質疑）年配者の送迎はどのように考えているか。 

（団体から応答）ボランティアで対応する。 

（質疑）収入の自己資金の額が高額だが大丈夫か。 

（団体から応答）現在、お土産品を開発しており、その売り上げを充てたいと考えている。 

 

 

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≫ 

（質疑）PTAの負担金が去年の倍になっているが大丈夫か。 

（団体から応答）予備費の残金があるのでどうにか実施できるが、今後も倹約に努めたい。 

 

 

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＝ 


