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平成２７年度第２回宗像市産業振興推進審議会会議録（発言者要点筆記） 

 

日 時 平成２８年１月２８日（木）１３：３０～１６：３０ 

場 所 宗像市役所 第２委員会室 

出席者 
立石委員（会長）、上野委員（副会長） 

花田委員、川口委員、中村委員、小林委員、伊規須委員 

欠席者  

事務局 

【産業振興部】三好（部長） 

【商工観光課】衣笠（課長）、林田（参事）、平川（商工係長） 

青木（観光係長）、村山（企画主査）、橋本、有松 

【農業振興課】前田（振興係長） 

【水産振興課】吉武（課長）、宮野（振興係長） 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

立石会長 事務局と事前協議をしたが、今回はハードな議論が予想される。効率的に

検討を進めたいので協力をお願いしたい。 

 

３ 前回議事録の確認について 

立石会長 前回からの変更点について、ポイントを絞って説明を。 

事務局 委員からの意見により基本理念を見直したほか、基本方針４を「農水商工

観光」に修正、連携分野に「地産外消」を追加している。 

 

４ 審議 

（１）宗像市産業振興計画「基本理念」について（資料１） 

事務局 資料１の説明 

立石会長 資料の基本理念１～５は委員からの提案、６～８は事務局やコンサルから

の提案である。 

伊規須委員 「仕組みづくり」が産業振興推進の一番のポイントという認識でよいか。

フレームに基づいて、４つの分野（農業、水産業、商工業、観光）をまた

ぐチームの連携で産業振興を推進するという考えでよいか。 

事務局 そのとおりである。 

小林委員 最近ＤＭＯという概念が登場してきた。観光プラットフォームは、ワンス

トップサービスという意味。これからは単なるワンストップサービスだけ

でなく、地域の稼ぐ力を上乗せしていかないと盛り上がらないので、この

ストレートな表現は産業振興につながっていくと思う。 
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立石会長 表現としては、事務局案のままでよいということか。 

小林委員 よい。 

立石会長   基本理念は、事務局案でよいか。（一同了承） 

 

（２）宗像市産業振興計画「施策の区分」の追加項目について（資料２） 

事務局 資料２の説明 

事務局 連携分野に「３．観光連携によるおもてなし」を追加している。世界遺産

登録や豊かな海づくり大会などを見据えて、観光を中心とした横断的なお

もてなし向上の取り組みが必要だと考えている。 

伊規須委員 基本理念を具体化するための５つの方針だとすると、逆に５つの方針によ

って、稼ぐ力が引き出せるかが重要。数値目標はいつ議論の対象となるか。 

事務局 次回の議題として考えている。各団体の担当と事務レベルで議論をし、数

値目標と取組内容を設定したい。 

伊規須委員 まず地域の現状についてＳＷＯＴ分析をし、それをふまえて稼ぐ力を引き

出す施策を提案するのが普通の流れではないか。早い段階で、ＲＥＳＡＳ

のデータやＳＷＯＴ分析結果などを出してもらって検討したい。 

川口委員 ＪＡでもそういった分析をしながら、管内の農業をどうするのか議論中で

ある。１０年先の農業のあり方を考え、それをふまえた単年度計画、中期

計画の策定に着手したところ。これから事業展開について組織で議論する

段階に入っていくが、ＪＡの計画と行政の計画は連動する必要があるので、

数値目標の擦り合わせをしながら進めていきたい。 

立石会長 行政は大きな課題は把握していると思う。それに基づいて取組事業を提案

している。 

事務局 産業振興計画は総合計画、総合戦略を上位計画としているので、基本的な

市の情勢は鑑みている。また、各団体へのヒアリングや関係者との意見交

換をふまえて問題点を挙げている。今後、各団体の意見や現状をふまえて

数値目標を設定し、提案したい。 

中村委員 これまでも漁協と市の間で、いろいろ話をしながら進めてきた。この場で

具体的な意見を出した方がいいのか。 

事務局 ２月に事務レベルの担当者間で具体的な話をしたい。 

川口委員 今日確認すべきポイントは、分野ごとに記載されている施策を実践すれば、

基本理念である稼ぐ力を引き出せるのかということ。 

立石会長 原案のとおりでよいか。（一同了承） 

 

（３）宗像市産業振興計画「取組事業」について（資料２） 

事務局 資料２の説明 

【農業分野について】 

川口委員 国や県の方針に沿って規模拡大をする方向はいい。ただ、宗像は小規模農
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業者が多いので、ＪＡとしてはそこにも触れていきたい。 

小林委員 小規模農業者が生業としてやっていけるような宗像版の農業システムを作

る、つまり小規模農家の六次化や農商工連携にも踏み込んだ取組事業があ

るとよいのではないか。 

上野副会長 市民目線で見たとき、各分野の取組事業がどの基本方針に関係するのかが

分かりにくい。 

花田委員 すべての施策が５つの基本方針全てにつながっていると考えるのは無理が

あるので、何か１つに合致しているとの捉え方でいいのではないか。 

川口委員 基本方針３世界遺産に関しては、各団体が連携してできることを考えなけ

ればならない。市民が見る計画なので、専門用語はできる限り外した方が

いいと思う。 

立石会長   この場では内容の承認をもらうこととし、表現は今後協議のうえ、分かりや

すくしてもらいたい。文面は事務局に一任してよいか。（一同了承） 

事務局    全体的に分かりやすくし、専門用語を使う場合は注釈を入れたい。 

川口委員 基本理念の稼ぐ力に照らし合わせると、その記載がどこにもない。販売力

をいかに高めるかという視点での記述を入れた方がいいのではないか。 

伊規須委員 供給面ではこれで十分かもしれないが、需要面ではどうか、稼ぐにはどう

すべきかを次の段階で具体化する必要があるのではないか。 

川口委員 販売面はＪＡが責任を持って行う領域で、行政は農業振興の面での支援を

最大限行う。地域農業振興のカギとなる販売力を強化するためにこういう

取り組みをするとの記載があった方が分かりやすいと思う。 

立石会長 まとめると、施策の方向で販売力に触れる、また言葉を分かりやすくする、

この２点について対応するように。 

 

【水産業分野について】 

中村委員 鐘崎天然とらふくのブランド化に取り組んでいるが、原価が高いので儲け

幅が小さい。シマフグ、カナトフグ、アナゴは原価が安く、儲け幅が大き

いので、今後力を入れていきたい。また、最近糸島のカキ小屋へ視察に行

き、鐘崎でもできないか検討している。 

伊規須委員 農業、漁業ともＴＰＰの表現がないが、何か理由があるのか。 

川口委員 行政サイドの計画にＴＰＰを前提とした具体策を明記するのは難しいと考

える。ＪＡとしては、批准された場合の対策を既に始めている。 

中村委員   漁協も同じである。 

事務局    ＴＰＰがはっきり決まっていない状況では記載できない。また、各団体では

既に危機感を持って取り組んでいる。市としては、計画に記載する施策を

基に支援していくということになると思う。 

立石会長 今回、ＴＰＰという言葉は記載しないことでよいか。 

伊規須委員  記載しないことに賛成ではないが、関係業界団体と行政が協力して対応策に



 

4 

取り組まれるというのであれば、いい。 

中村委員 今年の地島わかめは出来があまり良くなく、献上わかめや宗像わかめんべ

いの材料として不安がある。漁場再生は重要。 

立石会長 これらの事業は、どこが主体となって実施するのか。 

事務局 市、漁協、道の駅などが、分担や連携をしながら実施する。計画の中で今

後整理していく。 

花田委員   藻場造成等の取組事業の説明に過去実施分とあるが、いつ実施したのか。 

事務局    昨年度実施したものを、今年度検証している。 

花田委員   現状と１年後が比較できる写真を載せてはどうか。 

 中村委員   写真は準備できると思う。 

 

【商工業分野について】 

花田委員 域内消費は連携で出てくる六次産業化につながるものだと認識している。

地域商品券は５年間毎年出れば宗像の消費は確保できるが、市として出す

つもりか気になる。 

上野副会長 地域商品券の販売方法に関して、他地域では応募者全員が当選するよう均

等割りを採用している事例もあるようなので、検討してほしい。 

花田委員 希望者が申込額を満額購入しないケースもあり、売れ残り対策も検討しな

ければならない。市には商品券の予算確保をお願いしたい。 

川口委員 管内のホテルや飲食店で地元農産物の利用を進めてもらえれば、管内自給

率が上がる。輸送コストが下がり、農業所得は向上する。そのような全市

的なシステムを作り上げていけないだろうか。今後議論の場があればいい。 

花田委員 地元産品を使う「むなかた食の応援店」の仕組みがあるが、お店にはあま

りメリットがないと聞いている。そのあたりも課題ではないか。 

事務局    地元産品活用の仕組みについては、産プロで議論してもらえたらと思う。 

花田委員 道の駅から市への寄附金を、食の応援店の取り組みに充ててはどうか。 

事務局 産業振興を目的とした寄附金なので、できるだけ意向に添う形で進めてい

きたい。 

立石会長 議事録に残しておくように。 

花田委員 今年度、商工会は特に女性対象の創業セミナーを行ってきた。来年度も創

業支援は男女同時にしていきたい。中小企業振興法ができ、創業等だけで

なく持続化の支援も可能になった。持続化補助金は２年間で６２名が活用、

ものづくり補助金、創業支援補助金の利用実績も上がっている。マイナン

バー関連やランチェスターの法則に関するセミナーを年間１６回開催した。 

小林委員 セミナーや研修会を増やしていくことが融資につながっていく。施策の方

向にセミナーや研修会の記述があった方がいいと思う。 

花田委員   次回は、開催するセミナーなどを例示してもらえるとよい。 

事務局    小林委員、花田委員の提案について承った。 
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上野副会長 創業支援セミナーの主催は、商工会か、それとも市か。商工会主催の場合

は商工会関連の人が来るが、以前、市が開催していた時には、創業に興味

がある一般の人が来ていた。市主催のセミナーは、もうないのか。 

事務局 以前、市が関わっていたのはＳＯＨＯ事業。仕組みは今でもあるが、時代

が変わり、創業の捉え方が変わった。ＳＯＨＯは在宅で主婦が行うケース

が多かったが、今は会社形式で事業を立ち上げ、本気で稼いで生活できる

ような創業を支援する方向にシフトしている。そういう意味で、以前のよ

うなＳＯＨＯを立ち上げませんかというような講座は市として行っていな

い。しかし、花田委員が言われたような創業支援は国も進めており、市と

商工会が一体になって行うとの事業計画を国に提出している。 

上野副会長  市から発注されていたテープ起こしなどの業務はなくなるのか。 

事務局    ＳＯＨＯ支援のため、その仕組みはなくならない。 

立石会長 計画には事業主体がどこか、共催なら共催で明記していくように。 

花田委員 赤間駅前は通勤客の滞留で飲食店にも人が入っているが、東郷駅前はそう

ではないので、行政で先に手を打ってほしい。赤間宿の空き店舗活用で、

学生と連携した動きがある。取組事業はこれでいいが、市の支援をお願い

する。 

伊規須委員 市の人口ビジョンは、９．６万人を今後も維持する計画となっており、９．

６万人が生活維持できる宗像市にするのが前提。そのために４分野の活動

をどのように盛り上げていくのか。その中で中心市街地が果たす役割を再

考する必要がある。 

花田委員 市が目指す方向は企業誘致。駅地下の売上がなぜ上がるのか、なぜ人が寄

るのかを考えて駅の整備をすべき。駅に迎えに来た人を滞留させるのも駅

周辺の活性化につながるのではないか。域内消費の拡大に関して、耐震診

断のような補助制度の適用を市内業者に限定したり、公共事業を市内業者

に委託したりすることから考える必要があるのではないか。 

 

【観光分野について】 

小林委員 まず、観光プラットフォームに力を入れている。また、今年度は交付金を

活用した消費拡大の施策を進めている。広域連携とは別に、水産物の消費

拡大やジビエの商品化などによる分野間連携にも取り組んでおり、それが

消費額拡大へとつながってきているのではないかと思う。 

立石会長 全体的にはこれでいいという話。プラットフォームやブラッシュアップな

どのカタカナは、注釈をお願いする。 

小林委員 自家用車以外の交通インフラに関して、現在西鉄と連携して道の駅へのバ

ス「むなかた号」を運行している。乗車券とクーポンのセット販売もある

が、周知徹底に苦戦している。将来的には着地型メニューの造成や施設連

携などでお客様ニーズに合わせて成長させていきたい。 
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上野副会長 「むなかた号」の乗車料 1,000円は、６５歳以上はいくらか。 

事務局 ６５歳以上は 500円。（＊） 

上野副会長  ６５歳以上の人はバスをよく利用している。負担がなくなれば、利用者も増

えるのでは。 

中村委員   鐘崎の加工所にも寄るようなコースを作ってほしい。 

小林委員 古賀から芦屋まで広域連携チームで取り組みを進めている。協会も双方向

での情報発信と交流事業があるし、民間には筑前七浦という団体もある。

世界遺産を見据え、おもてなしレベルを上げていくための広域連携を進め

たい。県事業で、アジア圏の映画監督を誘客してロケーションツアーを行

うなどしている。鐘崎天然とらふくの東京でのＰＲにも力を入れている。 

伊規須委員 情報発信として、食やスポーツの前に文化とか芸能が必要ではないか。既

存のメディアだけでなく、新しいメディア、個人メディアや e コマースの

ような通信媒体を使って宗像の情報発信をグローバル的にできないか。ま

た、施策の方向性としてストーリーをつけて売ることが当たり前になって

きている。連携分野とも関わるが、そういう考え方を施策の中に取り入れ

てもらえないか。 

立石会長   連携分野でうたうということか。 

事務局    ストーリーを前面に出した商品や観光地の展開は必要。観光分野、連携分野

の記載に取り入れることで承った。 

伊規須委員  宿泊観光の促進による儲かる仕組みづくりについてどのようにお考えか。 

小林委員 食をベースにしながら、観光素材をＰＲする事業に力を入れている。元来、

宗像は宿泊型のバスツアーが成り立ちにくい地域。ただ、玄海ロイヤルホ

テルという大きめの箱があるので、その箱を活かして泊食分離の取り組み

を進めているところである。情報誌やテレビ番組で地域の特集を組んでも

らうような投げかけもしている。もてなし側も準備を整えていく。 

伊規須委員 市が進めるグローバル人材の育成、留学生の知恵も活かしながら、インバ

ウンドも検討してもらいたい。 

立石会長 委員からの具体的なアイデアを参考しながら、進めていってもらいたい。

また、観光プロモーションも注釈をつけること。 

 

【連携分野について】 

立石会長 共進会の注釈をつけること。 

伊規須委員 連携分野がこの計画の大きな柱になるが、取り組みは誰がするのか。 

事務局 市と各団体が一緒になってやっていく。 

伊規須委員  今の職員体制で本当にできるのか。人数が足りないのでは。 

川口委員 行政だけでなく、団体も含めて一体でやっていこうということ。 

伊規須委員  総合的な司令塔、プロデューサーが必要ではないか。 

事務局 産プロを中心に進めたい。進捗管理や検証についても産プロで進めていき



 

7 

たい。そこから司令塔が出てきたらいいと思う。 

川口委員 将来的に、地元から発信する、例えば自前のＦＭ局等を持つ構想はどうか。 

事務局 ラジオ番組に枠は持っているが、局はない。 

川口委員 ＦＭに限らず自前のメディアでエリアに発信する術を考えていく時期かも

しれない。 

事務局    地元のＪ:ＣＯＭとの連携など、具体策として検討していきたい。 

伊規須委員 宗像の情報を発信する体制が必要。総合計画でも歴史文化の保存と活用が

謳われているが、その絵姿がよく見えないのが気がかり。情報発信におけ

る文化のちからを見直してもらいたい。市内各地に眠っている地域資源の

掘り起こしとストーリー化によって、市内各地域の売り出しを考えてほし

い。 

立石会長   今後、具体策の中で検討してもらいたい。 

上野副会長 ふるさと納税について入れてほしい。 

立石会長 全体として、文章を柔らかくしてほしい。 

 

５ その他 

事務局 次回の日程は、３月２３日（水）１３時３０分でお願いしたい。 

 

６ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）天神～道の駅むなかた間のバス「むなかた号」の料金は、一般 1,000円、「グランドパス６５」利用

で半額の 500円。「グランドパス６５」とは、西鉄の路線バス全線が１カ月 6,000 円で乗り放題、高

速バス及び特急バスが半額になる６５歳以上限定の定期券のこと。なお、「むなかた号」は特急バス。 

 


