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第２回宗像市産業振興推進審議会 

日 時：平成２２年２月１８日 

１５:００～ 

場 所：宗像市役所 ３０１会議室 

事務局：宗像市産業振興部商工観光課 

 

 

(今林会長) 皆さん、そろいましたので、第２回宗像市産業振興推進審議会を始めたいと

思います。 

第１回につきましては、私、欠席させていただきまして、天野副会長に大変

ご迷惑をお掛けしました。どうもありがとうございます。 

それから携帯電話ですけれども、マナーモードにしていただきたいと思いま

す。 

次に、まず開会のあいさつですが、小樋部長は欠席ということなので小田課

長より、よろしくお願いいたします。 

 

■１．開会のあいさつ 

(商工観光課長) 本来ならば、部長の小樋が来て、ここでごあいさつするところですけれ

ども、急にご親族に不幸事があり、今日は来られないということですので、皆

様にはよろしくお伝えくださいということでした。 

それで、私が代わりにあいさつという形になりますけれども、昨年から産業

振興計画を作りまして、商業、観光、農業、水産業、この辺の連携を密にしな

がら宗像の新たな産業の戦略を練って、実際、21 年度いろいろなことをプロジ

ェクトとして実施してまいりました。 

今日は、その 21 年度の事業の実績についてのご説明、それからこの 21 年度

の事業を踏まえて 22 年度のまた新たな展開をとらえております。このことに

ついてのご説明等は、ご意見ご要望等、お聞かせいただければと思っておりま

す。その後、今日、別添の資料で幾つかカラー刷りの分があるのですけれども、

現在、赤間駅周辺、特に北口の整備、ご存じの方はご存じとは思うのですけれ

ども、北口のロータリーが既に出来上がって、東側は区画整理がほぼ完了しま

して、今、西側の区画整理に入っております。ここを宗像市の中心地というよ

うな位置付けをしておりまして、サンリブ、ゆめタウンと一緒にこの辺をどう

活性化していくかというところが、１つ課題にもなっております。 

それから、あと２年後なのですけれども、福津市の古賀市に近い所の水光会

病院よりやや古賀寄りの所になるのですけれども、イオンモールと申しまして、

とにかく、うちのサンリブとゆめタウンを足したよりも大きいくらいの大きな

ショッピングセンターが２年後できるということで、非常に宗像市の商工業に

は、プラスの影響になる方もいらっしゃるかと思うのですけれども、どちらか

というとマイナスのほうがはるかに大きいということになりそうです。 
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その辺も今回私のほうで分析させていただきましたので、その辺ご報告がて

ら、この赤間駅の問題と一緒に、少し皆様から宗像の特に商工業のあり方につ

いて、少し畑違いなセクションから出てきてある方もあるかと思いますけれど

も、今後の黒船がやって来るというような状況でございますので、一市民とし

てでも結構でございますので、忌憚のないお話を聞かせていただければと思っ

ております。 

簡単でございますけれども、今日は３件ほど案件がございますので、ご審議、

ご検討、それから要望等を出していただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

(今林会長) どうもありがとうございました。続きまして、２の「宗像市産業振興戦略プ

ロジェクト平成 21 年度事業実績」について、事務局説明お願いいたします。 

 

■２．宗像市産業振興戦略プロジェクト平成 21 年度事業実績について 

事務局(塔野) 商工係の塔野です。よろしくお願いいたします。座って説明させていただ

きます。 

まず、「前回の主な提言について」というのを資料として、お渡しさせてい

ただいているわけなのですが、ここから説明をさせていただきたいと思います。

Ａ４の縦で２枚ほど配布しておりますけれども、「前回の主な提言について」

という資料です。６月３日に審議会を開かせていただきまして、幾つか主な提

言をいただいております。それについて、今年度の取り組み状況をご説明させ

ていただきたいと思います。 

まず１番目ですけれども、女性の力をもっと活用するべきではないかという

ご意見をいただいております。 

これにつきまして、その後行われました産業振興フェスタのスタンプラリー

やチラシやポスターの作成、これについては女性の職員を中心に作成するなど

して、女性の意見を取り入れるよう心掛けました。 

それから２番目ですけれども、現場の意見を吸い上げる流れを作った方がい

いのではないかというようなご意見をいただいております。 

これにつきましては、今年初めて漁協さんの青年部と市長との懇談会を設け

ております。若い方、現場の方の声を、なるべく市政に生かせるような形で、

今後も取り組んでいきたいと考えております。 

それから３番目ですけれども、旅行業者との提携をやってはどうかと。地引

き網とか農業体験、それから宿泊もセットにしてはどうかというようなご意見

もいただいております。 

これにつきましては、ＪＲ九州とタイアップいたしまして「ＪＲ九州ウォー

キング」、これを４回実施しております。それから、少し下のほうになります

けれども「日帰り観光ツアー」、これもＪＲ九州とタイアップして日帰りのバ

スツアーなどを実施しております。それから、体験ものにつきましては、「体

験地引き網」につきましてはその２番目にありますが、網元の漁師の方の体調

不良によって、今年度は中止ということにさせていただいております。 
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それから、２枚目４番目ですけれども、観光ボランティアをうまく取り入れ

られないかというご意見をいただいております。 

これにつきましては、今年度 15 回、日帰りの観光ツアーを実施しておりま

すけれども、そこで観光ボランティアの方にご尽力いただいたこと。それから

大島在住の方に、「ボランティアの養成講座」を 10 回ほど実施しております。 

それから５番目ですけれども、道の駅の情報コーナーなどで情報発信をもっ

としたらどうか。資料などを置いて、情報発信してはどうかというご意見をい

ただいています。 

これにつきましては、積極的に今年度はチラシ、ポスターなどを置いて、情

報発信するよう努めるようにしております。 

それから６番目ですけれども、生産・供給体制について、きちんと整備して

ほしいというようなご意見もいただいております。 

これにつきましては、フグの身欠き施設が、当初今年度という話をしていた

のですが、諸般の事情により平成 21 年度中の着工ができませんでした。引き

続き、22 年度以降着工できるように協議を継続していきたいというふうに考え

ております。それから魚の加工場施設、これにつきましては本年度中に完成す

る見込みです。現在工事中ということでございます。 

事務的なところは少し割愛させていただきましたが、前回の主な提言の中か

ら、今年度の取り組み状況を少しご説明させていただきました。 

それから、「平成 21 年度の産業振興戦略プロジェクトの主な実績」というも

のがございます。これについて、引き続き説明させていただきたいと思います。 

まず１番目ですけれども、「地島あわび特売会」、これを６月 13 日と 14 日実

施させていただきました。 

前回の審議会でもご説明したとおりでございます。１日 20 ㎏というあわび

を販売して、すぐに完売したということです。また、道の駅の中にある「おふ

くろ食堂」ですが、こちらであわび刺し、それからあわび丼を量に限りがあっ

たのですが、限定 20 食ずつを販売いたしまして、すぐに完売ということです。

それから、サザエにつきましても同日販売しているのですが、２日間で約 250

㎏を売り上げております。 

それから２番目ですけれども、「宗像サザエ祭り」を実施しております。 

これは宗像のサザエを使いまして、市内の飲食店で協力いただける所に、そ

の宗像のサザエを納めまして、そこで料理を提供するというものです。一応、

商品数、売れた商品が 547 ほど売れております。観光イベントとして、今後と

らえていくのであれば、効果は大きいのではなかろうか。と考えております。 

それから３番目の「観光地引き網体験モニターツアー」、これが先ほど申し

ましたけれど、当初は８月、９月、10 月とそれぞれ１回ずつ実施する予定であ

るということで前回ご説明させていただきましたが、急な体調不良によりまし

て３回とも中止とさせていただいております。 

それから次ですけれども、４番目ですけれども、これは昨年に続きまして「九

州・観光物産フェア」、東京の代々木公園で行っております。昨年同様、観光
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パンフの配布であったりとか、海鮮うどん、サザエのつぼ焼きなどを販売いた

しまして観光ＰＲを行っております。 

それから５番目、「産業振興フェスタ」、これは今年度初めて実施したもので

ございます。別添の報告書にまとめているとおりでございます。少し分厚いの

で、細かくは割愛しますけれども、さまざまな課題が出てきておりますので、

それらを十分検討して、今後に生かしていきたいと考えているところです。 

それから６番目ですけれども、特産品、特に「沖ノ島姫ブリ」、こちらのＰ

Ｒ事業ということで、これも昨年度から取り組んでいるところなのですが、さ

まざまなメディアを使いまして、どういったところにニーズがあるのか、どう

いった広告媒体がこの点で有効なのか、というような調査を実施しております。 

その結果、当初目標 1,000 本のブリを売るように目標を立てておりましたが、

それを上回る 1,145 本を販売できたという効果が上がっております。前年度比

160％ということで、好評でございました。前年度はインターネットの楽天を

通してブリの販売を行っているのですが、それでは３本しか売れませんでした。

今年度は検索サイトの誘導広告というものを使いまして実施したところ、日本

各地から 85 件のオーダーが来ております。やり方次第では、インターネット

も大きな可能性があるということが分かったような次第でございます。 

それから、まだここには実績として上がっておりませんけれども、21 年度は

昨年に引き続き３月 20 日から４月 18 日まで、「いちご祭り」をまた開催する

ように、今、準備を進めております。チラシができましたら、また皆様にご案

内したいと思っております。 

以上、大体、今年度の事業実績についてご説明させていただきました。 

(今林会長) それでは、質疑があれば受けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

なければ、その他のあとで受けたいと思います。 

続きまして、３の「宗像市産業振興戦略プロジェクト平成 22 年度事業計画

（案）」について、また事務局に説明をお願いします。 

 

■３．宗像市産業振興戦略プロジェクト平成 22 年度事業計画案について 

事務局(塔野) 引き続き、説明させていただきます。 

22 年度の実施計画（案）というのがお手元にあるかと思います。同じように

説明させていただきます。 

１番目ですけれども「宗像サザエ祭り」、これを今年度、引き続き実施でき

ないだろうかということで、現在検討をしております。前回やってみまして、

サザエが途中で採れなくなり、足りないのではないかというような事態が少し

生じております。何せ生のもので、自然のものですので、少しその辺の供給体

制がどうかというような検証、それから輸送に非常に時間を要したと。漁協の

職員が輸送することで非常に時間を要しました。この輸送手段をどうするかと

いったようなことを少し検討しまして、やれるかどうかという検討をしている

ところでございます。 

それから２番目ですけれども「九州・観光物産フェア」、これが同じように
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３年目で東京の代々木公園で行うということで、今、計画としては挙がってい

るのですが、ちょっとこれが３番目の産業振興フェスタと日にちがどうも重な

りそうなのです。産業振興フェスタのほうで、現在、それぞれの団体の長が集

まりまして検討した結果、10 月９日と 10 日で実施するのが一番いいのではな

いかということで、今、調整を進めているのですけれども、同じ時期に観光物

産フェアが重なるものですからどうしようかと、少し整理しようということで、

現在調整を行っているところでございます。 

それから、その産業振興フェスタにつきましては、今、10 月 9 日、10 日で

今年度も実施するという方向で、現在調整を行っております。 

それから次の４番目ですけれども、「ブリの販売」が３年目ということで、

過去２回いろいろな方法で告知ＰＲをやっております。その結果を踏まえて、

どのようにＰＲをしていけば効果的に広く周知ができるのかということを検

証しながら、３年目は取り組んでいければいいなというふうに考えています。

中でも１年目はテレビが取材に来まして、かなりの反響を呼んだのですが、２

年目はテレビ取材がございませんでした。やはり、代わり映えがしないという

ことで、取材に来てもらえなかったという事情があります。それで３年目は、

一番右下に書いてありますが、テレビとかメディアが興味を持つような企画を

検討しないといけないのではないかということで、今、検討しているところで

ございます。 

それから５番目「宗像いちご祭り」、これが３年目になりますが、基本的に

もう３年目ですので、それぞれ何とか自立してというか、自主的な運営ができ

ないだろうかという検討をしていきたいと思っております。この自主的という

のは、事業所であったりとか商工会であったり農協であったり、そういうとこ

ろが主体的に協力し合ってやっていけないかなということで、現在、調整をや

っております。 

それから６番目ですけれども、「ホテル・旅館等への販路拡大事業」という

ことで、福岡市内であるとか北九州市内で、宗像の産物、特に海産物などを直

接納入して、例えば、宗像産の鯛だとか鐘崎産のフグだとか、そういうことで

売り込めないだろうかということで、営業活動を来年度やっていけないかなと

いうふうに考えています。 

それから次ですけれども、７番目ですが「米粉パンの普及事業」ということ

で、これがちょっと実績のほうで漏れていたのですけれども３年目になります。

今年度、実はこの米粉パンにつきましては、小学校食育事業、具体的には日の

里東小学校と赤間西小学校の食育の授業に提供をしております。将来的には学

校給食にという話もあるですが、なかなか越えなければならないハードルがた

くさんありまして、すぐには学校給食という話にはならないということで、食

育の授業などに提供しながら、同時に病院とか施設のほうにも納入できないだ

ろうかという、そういう販路の拡大を探っていきたいというふうに考えている

ところです。 

それから８番目ですけれども、「会員制度事業」ということで、これも来年
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度で３年目ということになりますが、携帯電話を使いまして、商工会の会員の

事業所を登録しまして、さらに市民会員を募りまして、事業所の情報を市民の

方たちに提供していくという会員制度事業を行っております。会員になると電

子クーポンが送ってきて、そのクーポン券を見せると何かサービスが受けられ

るといったような事業でございまして、本日現在、一般市民の会員が 897 人、

それから事業所の登録事業所が 21 事業所あるということでございます。 

以上、来年度の計画につきまして、要点を説明させていただきました。 

(今林会長) ありがとうございました。それでは、この点につきまして質疑がありました

ら受けたいと思います。 

なければ、また次の４のほうも説明していただいた 後に全部まとめて質疑

をお願いしたいと思います。 

それでは４番の「赤間駅周辺の今後のあり方及び福津市大型店舗出店につい

て」。 

事務局(小田課長) 初だけ、少し説明させてください。 

(今林会長) それでは、小田課長にお願いします。 

 

■４．赤間駅周辺の今後のあり方及び福津市大型店舗出店について 

事務局(小田課長) お手元の資料を少し確認させていただきたいと思います。 

「赤間駅北口土地区画整備事業」というものが１つ、それから、「福間駅東

区画整理エリア内における商業ゾーンについて」という資料、それから「宗像

市の商工、小売業における相関影響調査報告」、あと少し細かい数字で、商業

統計からのものでして、宗像の数字が、少し見えにくいですが。それから、「ま

ち協ニュース」という、これは赤間駅周辺まちづくり協議会が出しているニュ

ースです。それと、あと２枚紙、同じようなふうに見えるかと思うのですけれ

ども、一番分かりやすく作りましたポンチ絵が２つございます。 

私が去年４月から商工観光課長を仰せ付かっているのですけれど、前任の高

橋氏が特命を受けまして、１年かけたと言えば大げさなのですけれども、この

辺のところを、特に赤間駅周辺と福津のイオンの出店について調査して、ほぼ

今、出来上がったところでございますので、多分、一般の方にご説明するのは、

今回初めてで、まだ庁内でもこれは発表していないことでございます。別に言

ったらいけないとか、ここだけ秘密とかいう中身ではございませんけれども、

いの一番にご説明させていただきたいということです。 

それでは、この資料に基づいて、前任の高橋のほうから説明がてら、よろし

くお願いします。 

人事課参事(高橋) 人事課の参事をしております、高橋でございます。皆様方には私事で

申し訳ないのですけれども、皆様方に一昨年、諮問して審議していただいて、

ちょうど１年前に、私、ちょっと体調を崩しまして２カ月ほど入院させていた

だいていました。その代わり若手に引き継いでいただいたのですが、皆様方と

議論しなくてはいけないと思っていたところで、途中でいなくなって大変失礼

いたしました。申し訳ありません。ここでちょっとお礼を申し上げます。 
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ということで、今、人事課の参事ということで特命を受けまして、今回、福

津のほうにイオンが入るということで、これの影響について特に調査研究をせ

よということがありましたので、私、研究をさせていただきながら作業させて

いただいておりますので、今日ご報告をさせていただきます。 

では、座って説明させていただきます。 

まず、皆様方のお手元に先ほどのカラー刷りのこの赤間駅のパンフレットが

ございます。もうご承知の方もいらっしゃると思いますけれど、これは平成 15

年に宗像市と玄海町が合併した一番の目玉事業として、要は宗像市としても玄

関口がないと、駅が３つあって宗像の中心はどこか、宗像の玄関はどこかとい

うことが非常に議論になっておりました。それの記念といったらあれなのです

けれど、赤間駅を中心拠点ということに位置付けをいたしまして、平成 16 年

度から工事に入っております。土地区画整備事業ということで工事に入ってい

て、実はもう今年でほぼ完成に近づいております。 

皆様方、開いていただいてこの図面があるのですけれども、この右側の区画

街路はほぼ完成をいたしました。それから真ん中の黄色い部分というのが、昨

年のちょうど３月、１年前に駅前広場が完成をいたしまして、今、送迎の車両

だとかバスだとかが玄関口のほうに入って来ているという状況でございます。 

あと、今年残された事業が、この左側の街区がまだ完成をされておりません。

どうしても、今、黄色の部分の駅前広場が交通渋滞を起こして、非常にこう使

いづらいということがございますけれども、今年中にこの左側が出来上がれば

何とか形になってくるのかなというふうに思っております。 

それで、もう１枚「まち協ニュース」というのはこういった地元のまちづく

り協議会のニュースが出ておりますけれども、その右側の街区については、今

から商業活動が活発になってこないといけないのですけれども、やっと工事が

終わりまして、土地を地権者の方のお戻しして、少しずつビルが建ち始めてお

ります。 

どちらかといえば右側のほうは、住宅ゾーンが中心になろうかと思います。

ですから、賃貸マンションだとかいうのが、今から何軒か建ちだしたのですけ

れども、出来上がってまいります。ただ、ここももともとは、駅前というのは

商業というのが中心でございますので、法律、都市計画法の中では１階を店舗、

２階以上をいわゆるアパートとかにしていこうと法律で縛った地域でござい

ます。ご承知の方もいらっしゃいますけれど、暮れには 24 時間営業の「うど

んのウエスト」が出店をして、何とか工事中の暗いイメージが、今、電気が灯

って明るくなりつつあります。 

それで、今から左側の部分も、今、酒屋さんとかがお戻りになって建築をさ

れているのですけれど、商業活動が活発になってきてほしいというのが市のほ

うの当初計画でございますけれども、その矢先に、いわゆる福津のほうにイオ

ンのショッピングモール、今、粕屋のほうにルクルというというのがあるので

すけれども、非常に大きな売り上げをしておりまして、実は今、宗像のほうは、

あとでご紹介しますけれど、福間のほうの購買を小口の小売りで吸っているの



 - 8 - 

ですよね。福間のお客さんにこちらに来てもらって、宗像にお金を落としてい

ただいているという状況がございますけれども、これができると、逆に宗像の

ほうから福間のほうにお金が流れていくということで、市としては非常に危機

感を持ってしております。当然、売り上げも減ってくれば雇用も減ってくると

いうこともありますので、いい意味でライバルとして、競争をしていかなけれ

ばいけないのかなというふうに思っています。そういった意味で、今回調査を

させていただいております。 

早速、「宗像市の小売業に来る商圏の影響調査」という資料を開いていただ

きたいと思います。よろしゅうございますか。青の字で表題が載っています。

そういった視点で調査をさせていただきまして、要は何億くらい福間のほうか

ら流れてくるかとかいう調査をいろいろさせていただきました。大きくこの調

査表の中にポイントが２つございます。１つは市全体の小売業に対するどれく

らいの影響があるのか。あるいは、もう１つは宗像市の中心市街地である赤間

駅周辺、ご承知のようにサンリブとかゆめタウンがございますけれども、そう

いった店舗等にもどのくらいの影響があるか、という調査をさせていただきま

した。 

お手元の資料の１枚目をおはぐりいただきたいと思います。私の言いたいと

ころは赤い字で全部書いておりますので、また細かな表のほうはあとでご覧い

ただければと思いますけれども、まず、１のところでは宗像市の商圏、いわゆ

る宗像市にどのくらいのお客さんが小売りに、買い物に来ているかという調査

をさせていただきました。これは市としてもお恥ずかしながら、今まで調査を

したことがなかったので、では、どこからどういうふうなお客さんが来ている

のかという調査をさせていただきました。 

大体の売り上げ、小売りのほうで年間 900 億くらいの売上になっております。

そのうちの半分が、宗像市民が購入をしている金額でございます。残りは商圏

というところなのですけれど、１商圏というのは宗像市。２次商圏というので、

町を超えて買いに来ていただいている方がどこから来ているかとなると、福津

市、それから宮若市、鞍手町、岡垣町、遠賀町、ここが宗像にお金が落ちうる

エリア、商圏でございます。この商圏の出し方については、サンリブとゆめタ

ウンの店長の大きな英断がございまして、顧客の情報を出していただいてのこ

の調査になっております。 

例えばサンリブカードとか、ゆめタウンカードとかございますが、そういっ

たところで、どこの居住者の方が登録してあるかというところから導いたのが、

この商圏と言われるものでございます。今の統計上売上が、先ほど 900 億と言

いましたけれど、景気の低迷とか、あるいは周辺に、糟屋とか久山とかいろい

ろな所に商売が出てきています。そういったところで、食われながら右肩下が

りのところを統計しても、当然、そういうような数字が出てきております。ど

うしても小売り額も減っております。 

そういった状況から見まして、この赤で書いている１番目のところに、宗像

市の小売業の商売としてはもう飽和状態、過剰気味なのですよというところで
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す。宗像市民のみならず、周辺の方々に買っていただいても、非常に今、厳し

い状況があるというのは、ちょっとここの１番目のポイントでご認識いただき

たいと思います。 

それと、２ページ目のほうに入りまして、では、赤間駅のあの周辺、サンリ

ブ、ゆめタウンがございますけれども、どのくらいの売上になっているかとい

う調査もさせていただきました。大体、宗像市内の売り上げの約３割ちょっと

が、サンリブとゆめタウンでいわゆる売っているというふうにご認識いただき

たいと思います。単純に言えば、ゆめタウンとサンリブで約 300 億くらいの小

売りをしていると。これが、いろいろほかの小売店の方から言わせれば、悪か

ったりいろいろするのでしょうけれども、宗像全体で言えば、ここには従業員

の雇用があったりということで、市内の中でお金がどんどん落ちていくこと自

体は、市としては非常によしとしなくてはいけない。ただし、それぞれの小売

りの方には、出店当初は非常に影響もあったとお聞きしております。 

それから、次の３ページをお開きいただきたいと思います。 

先ほど言いましたように、宗像市民が市内の小売額の約半分、残りは、ここ

に吸引シェアという書き方をしているのですけれども、44.93％、約半分はほ

かの町から流入、おいでいただいてお金を落としているというところです。大

体、289 億 3,000 万円と数字を出しましたけれども、宮若だとか、岡垣だとか、

福津だとかからお客さんが来ていただいて、約 300 億のお金を落としていただ

いていると。ポイントはこれが福津にできると、違った方向に流れていくぞと

いうところでございます。 

それともう１つ、福岡・北九州のちょうど中間の町でございますので、今度

は流出、900 億プラスアルファ流出が、福岡・北九州に、どれくらい流れてい

るかという調査もさせていただきました。この３ページの一番下に少し出てお

るのですけれども、289 億 3,000 万円、これは、もともと福岡とか北九州に流

れているお金というふうにご認識いただきたいと思います。要は、福津とか宮

若から 300 億入ってきているけれど、また同じように福岡のほうに 300 億流れ

ていっている。これは、今後、どう歯止めをかけていくかという大きなポイン

トになろうかと思います。 

それから、４ページのほうをご覧いただきたいと思います。ここは大型小売

店が出店したら、資料にはありますけど、要は「イオンモール」ができたとき

に、どれくらいの影響があるかという調査をさせていただきました。大体、影

響は約１割、10％くらいが、影響がでてきそうだという数字になっております。

では、お金に換算してどれくらいになるのかということで、中心市街地の赤間

駅周辺では 29 億、大体 30 億円くらいがイオンさんに食われるでしょうという

ところです。それから、アンダーラインでも、文章小さくなっておるのですけ

れども、市全体では 75 億くらいが福津のほうに吸われるでしょうという調査

結果です。これは、ふたを開けてみると正解か間違っているのかよく分からな

いのですけど、統計とかいろいろの分析をしていくと、そういった数字になっ

てくるというふうに読みとっていただければと思います。 
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それから、当然、お金が減ってくると従業員さんも減らさなくてはなりませ

んので、赤間駅周辺では 189 人という数字、約 200 人の店員さんとかその辺の

方々が、仕事が無くなってくるのではないかと。あるいは、市全体では 432 人

という数字ですけれども、400 人くらいの雇用が失われることになろうという

ことで、私ども調査を導いております。 

それから、５ページ目をお開きいただきたいと思います。少し早口で言って

いますけども、あとでまた一覧表を見て、おさらいしたいと思います。 

では、調査の中でどういったものに直接影響があるのかと、小売りと言って

もピンからキリまで品物いろいろございますので、どういったものに影響があ

るかということで調査させていただきました。 

これは「イオンモール福津」というのができますけれども、糟屋の「ルクル

福岡」を基本として見させていただいたら、やはり買い回り品、お客さんが品

定めをする、買おうかと思ったときに何店舗か回って買うような品物が買い回

り品と言われる。そういった場合、衣類とか、家具とか、そういったものが買

い回り品のたぐいなのですけど、物を１カ所で決めない。商業の方は、その辺

はお分かりかと思いますけれども、幾つか値段を品定めして買おうという商品

に一番影響があるだろうと。 

それから 寄り品、いわゆる生鮮品とかが中心になるのですけれど、 寄り

品にしては、そこまで影響はないのかなと。というのは、 寄りというのは食

料品ですので、今日いるので買いに行っているというのが基本ですので、そこ

はあまり影響がないと思われますけれども、買い回り品、衣類とかそういった

ものに影響が出てくるでしょうということで、下の表に数字を、どのくらいの

度合いなのかというのを出させていただいております。 

やはり３割違う。いわゆる買い回り品は、13％とかいう数字も非常に多いか

と思いますけれども、この表を一つひとつ見ていって、 寄り品のほうは 10％

とかいうことで若干低いのですけれど、13％が買い回り品でこれくらいの影響

がある。だから、３割くらいの違いが、買い回り品と 寄り品に出てくるでし

ょうという調査結果になろうと。 

それから３番目、皆様方にまた、今日だけではなくて、これからもご議論し

ていただけたらなと思っているのが、では、どういうふうに今の段階で歯止め

を、今の段階で宗像市としてやっていくかというのが、ここに幾つか柱立てを

させていただいています。これは、私どもが調査する中で職員の議論、あるい

はコンサルティングをした会社のほうからの議論として、提案がなされており

ますけれども、まずは、５つくらいのことは少なくともやっていかなくてはい

けないということで報告しております。 

まず１点目に、「経営者の意識改革」。これはもう、どこでも同じようなこと

を言われるでしょうけども、商売なさる方の意識を変えて、要は大型店に対抗

できるような商売をこれから議論していかなくてはいけない。自分で考えてい

かなくてはいけないということだろうと思います。 

それから２番目に、「店舗及び商品の差別化」。要は、ああいう大きなところ
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で売る物と、小売りで、店先で売る物との差別化をして、商品の違いとか、３

番目にありますが、アフターサービス、お客さんに対してのサービスの度合い

を変えるとか、そういったものもやっていく必要がある。 

３番目に今さっき言いましたので重複しますけれども、お客さんに、大型店

にはできないようなサービスをやっていかなくてはいけない。これも小売店の

方々が研究をして、ある意味では私ども市民もいろいろな応援をしていかなく

てはいけないのかなと。 

それから、４番目に新たな営業戦略ということで、例えば今、インターネッ

トの販売が、非常にこう、先ほど報告もあっていましたけれどもいいとか、い

ろいろ新しいビジネスも出てまいりますので、４番目には新たな営業戦略もや

っていかなくてはいけない。 

それから５番目なのですけれども、私ども今から一番力を入れていかなくて

はいけないことですけれども、小さな店とサンリブとかゆめタウンの大型店と

の連携をして、市内全体で共同しながら対抗措置をしていかなくてはいけない。

例えば、次の土日は市全域を挙げてセールをするとか、そういったものも検討

していかなくてはいけないのではないかという提案をさしあげています。 

それから、一番 後７ページ目に、全国で非常に景気が悪いと言いつつも、

景気のいい商店街もございます。これは、経済産業省が全国で 77 商店街を大

臣表彰した部分の一部なのですけれども、いろいろ知恵を絞ってやっていらっ

しゃいます。こういったものも参考にしながら、これから取り組んでいかなく

てはいけないのかと。審議会でも少しご議論いただければなと思っています。 

話が長くなっておりますけれども、 後にこの色刷りの１枚紙２枚を用意さ

せていただいています。これをちょっとご覧いただいて、おさらいをしたいと

思います。 

１つは赤の点線がないほうなのですけれども、先ほど言いました、シェアと

書いています、これは商圏です。宗像で統計上は、大体年間 900 億くらいの小

売額があります。それで、どこからどう流れてきているのかということで、宗

像市民の方がこの 900 億のうちの 55.07％を、消費、購買をしていると。残り

が、福津だとか、鞍手、遠賀郡のほうから買い物に来ていただいて、何とか賄

われておると。 

それから、青の真ん中に 642 億という数字を書かせていただいております。

これは全国の平均を見ていって、宗像市民が純粋によそで買い物しないで自分

たちで消費すれば、この 642 億円はきちんとあるのですよという数字になって

おります。それから、福津のほうに流れていくと、購買が非常に落ちてくるの

ですけれども、ただ、きちんと市民が地元で消費すれば、それくらいの金額が

ありますという数字をご覧いただきたいと。 

それから、下に黄色でちょっとベロがこう伸びた矢印があります。289 億円、

これが、もともと福岡・北九州に流れていっておる。私どももそうなのですけ

れども、土日に大丸とか岩田屋とかに出掛けて、買い物しているのはこの金額

になろうかと思います。特に、福岡・北九州に吸われておるというのが現状に
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なろうかと思います。 

私も調査させていただいて、大丸とか岩田屋、三越、これは大きく福岡市内

の大型店なのですけれども、ここの３店で、大体年間 2,000 億くらいのお金を

売り上げておると。私どもの約 289 億のほとんどは、そういったところにも流

れていっているのかというふうには、研究させていただきました。 

それから、もう１つのほうの紙をご覧いただきたいと思います。 

では、今回「イオンモール福津」ができたときに、どういうふうに流れるか

というのがこの表なのですけれども、ただ、今回「イオンモール福津」のお話

をして、平成 24 年の春には、向こうのほうも開業するという情報を受けてお

ります。これもさることながら、それとほかに、実は水巻のほうにも、この３

月に「ヒルトップテラス」ということで、工事しているのは鹿児島本線の横に

見えるのですけれども、ここが郊外型のショッピングモールが開業するように

なっております。これが３月にプレオープンをして、今年の秋にグランドオー

プンをするということで、年商 150 億、豊田通商というところがするのですけ

れども、要は、ナフコだとかが売っているものと同じようなもののお店が、90

店舗ほど集まってくるというふうにお聞きしております。 

それから、肝心要のイオンモールのことなのですけれども、今、イオンモー

ルの情報としましては、別紙も付けておりますけれども、大体 150 店舗くらい

のお店が集まって、私ども、数字はイオンさんもはっきり言いませんので、ど

のくらいの水揚げをするのかというのは、私どもとしましては、約 300 億円く

らいの売り上げを予測しておるのかなというふうに推測しております。 

それから、右上にもう１つ非常に頭の痛いところがあるのですけれども、博

多駅ビルがほぼ完成に近づきまして、来年の３月、ちょうど１年後に開業しま

すよということになっておるらしいです。これは、阪急百貨店、東急ハンズ、

映画館、あるいは専門店街が、もう１回専門店街が復活するというところで、

ここも大体年間 600 億から 700 億円くらいの水揚げをしておりますので、私ど

もの一番心配する 300 億くらいが福岡に流れていっているという部分が、それ

がまた上乗せされるのかなというふうに思っております。 

今日は、これでご報告を終わるのですけれども、要はこれから、ではどうす

るかというのが一番大事なところでしょうけれども、私ども、今日の審議会に

もご提案しながら、あるいは商工会のほうに役員の皆さん、あるいは小売店の

皆さん方にも、そのことを投げ掛けしまして、それからもう１つ、サンリブと

ゆめタウンの店長さんも、既に昨年から集まっていただきまして、地元のコミ

ュニティ、あるいは土穴の赤間駅前の商店街の皆さんも一緒になりまして、既

にこの対抗措置をどうするかという検討にも入っております。特に、サンリブ、

ゆめタウンが一番競合するところですので、真剣にこれから議論をして、地元

の商工会と一緒になってどういうふうにするか。先ほど言いました案では、イ

オンモールのほうは映画館も付いているということで、土日が中心の商売にな

りますので、では、宗像市としても、土日にチラシをまくとか、キャンペーン

をするとか、そういったものも一緒になって取り組んでいこうということで、



 - 13 - 

今から議論をしていきたいと思いますので、委員さん方のいろいろなご提案を

いただければと思っております。 

以上で報告終わります。ありがとうございます。 

(今林会長) どうもありがとうございます。ご報告ありましたように、これにつきまして

何かご質問がありましたら、お受けいたします。 

(谷山委員) 今、新しい課長の見事な経済地理学のご講義をいただきまして、分からない

ところが、それでこういうふうになるのだということがだんだん分かってまい

りました。 

今、いろいろなことが課題としてありますけれども、私はイオンモールより

もまず、その前に来春オープンの福岡の井筒屋とかありますね、駅ビル、あち

らのほうが第１震としての打撃になるのではなかろうかと。そしてさらに、24

年度、次の年度にイオンモールのほうが、第２波として押し寄せてくるのでは

ないかと思うのです。 

そして、今日ちょっと、私、２、３の人と聞いてあたってきましたら、今、

もう小売店は今から戦々恐々なのです。それで、どういうふうにしたらいいか

なと、それこそここでありましたけれども、オンリーワンを前に出そうという

ことで、ファンクラブをつくろうかとか、ある美容師さんなのですが、こちら

のお店も向こうのほうに食われていくので、だからファンクラブをつくったら

いいのではないかとか、お客さまを年に１回招待して忘年会するとか、お花見

をするとか、いろいろなことを言っています。今、商店はそんなふうで、やは

りもう、食うか食われるかの時代に入ったのではないかと思います。 

それで、もう１つ私がこちらのほうで思いました、「女性の意見を大いに聞

いて」と言いますけれど、私、実は２年前に、こちらの方と一緒に市民参画の

応募をしまして審査委員になりましたのですが、本当言うと、こういう意見を

もっといろいろなところで発言したかったのですが、何せ呼んでいただけるの

が年に１回か２回だったもので、資料もなければ、今どんなふうに進んでいる

か分からなかったのです。実は、ここで皆さんおっしゃる戦略会議というのが

ありますね。戦略会議というのが、むしろこれが本当の審議会の会ではなかろ

うかと思うのです。もっとこういう会にどんどん入っていけたら、もっと新し

い外からの意見もお話できるのではなかったかと、少し残念に思っております。 

私が、今から思いますに、こちらは博多がありますが、北九州のほうの集客

を、地の利を生かして、もっと本数を増やすとか、バスの便を増やすとかして、

お客さまをこちらのほうに集めてきたらどうかと思うのです。北九州は、私、

前住んでおりましたけれども、ご存じのように工業都市なのです。だから、宗

像とか玄海に、本当、癒やしを求めているのです。 

だから、そういう利点を生かして向こうのほうに。向こうというのは博多圏

内ではなく、博多は二丈町、志摩町があるのです。あちらの海のあれを、同じ

ような所を抱えて、向こうが一生懸命引っ張っておりますので、むしろ北九州

のお客さまを引っ張ってきたらいいのではないか。これは私、２年前からここ

で、やはり交通のアクセスをということでお話したと思います。 
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大体、以上のようなことを考えております。ありがとうございました。 

人事課参事(高橋) ちょっと今のところで、ご質問の部分があったと思いますが、私も調

査する中で、どんな事業を今からやっていくかというところが一番大事なとこ

ろになろうかと思います。いわゆる対抗措置として、どういうことをするかと

いうことがですね。 

全国のいろいろな事例もあるのですけれども、昨年度から商工会さんもやり

始めました「プレミア商品券」などは、手法としては非常にいいことなのです。

１億円を、いわゆる約束手形を売って、絶対これは市外には流出はしませんの

で、そこで１億なら１億の券を発行することによって、お金の流出を食い止め

るというのは、非常に大事なことだと思います。 

それから、ファンクラブの話も少しされましたけれども、今回、商工会のほ

うでも携帯サイトとファンクラブだとかいうことで、いわゆるそこで、いかに

お客さんのほうに、あしたから安売りなのですよとかいう情報を伝えていく。

じゃあ、市内で買えるのならわざわざ博多に行かなくて、今度の土日は市内で

買いましょうとか、そういったものもいいのだろうと思います。 

一番、私どもが大事かなというのは「消費拡大キャンペーン」です。行政か

らも市民の方に言っていかなくてはいけないのでしょうけれども、市内で買い

物をすることで、ひいては従業員さんの雇用だとか、商店主さんのいわゆる所

得だとかを確保して、宗像市が衰退しないようにやれるのですよという、そう

いったものもキャンペーンの一環としては、市民の皆さんに伝えていかなくて

はいけない。 

それともう１つは 後、今度は呼び込まないといけないから、呼び込むよう

なやり方、これは地域のいろいろな行事、例えば桜が咲いた、桜祭りを一緒に

商工会と何かするとか、そういったものもやっていかなくてはいけないという

のは、全国の事例を調べて入れてみました。 

だから、北九州・福岡の話でありますけれど、そこにどうみんなで攻め込む

か、みんなで一緒になってやるかというのが大事なポイントになろうかなとい

うふうに思っております。 

(今林会長) ここで北九州の関係なのですけど、この前、道の駅で産業のときに配られた

と思うのですけれど、それを基にされたらいいのではないですか。北九州か何

かに配られたですね。北九州市の起業祭か何か。 

事務局(塔野) おととしですかね。11月の１、２、３で、北九州市であります起業祭のほ

うに行きまして、宗像に来ていただこうということで、宗像市内のお店で使え

るクーポン券を付けて、地図に落として、１万部くらい配っています。道の駅

の金券であるとか、食事の割引券だとか、そういうのを配って北九州方面から

のお客さんを呼び込もうということで、一応、そういったキャンペーンなどは

やっています。それでかなりの回収で、クーポン券を持って、北九州のほうか

ら宗像に来ましたという方がいらっしゃって、という動きがございまして、北

九州からの集客というものは、かなり見込みがあるというふうに感じていると

ころでございます。 
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(谷山委員) いいことはやはり、打ち上げ花火ではなく定期的に、11月になったら起業祭

もありますので、毎年やるとか。 

それからこの中で、代々木公園にとありましたね、世界遺産の宣伝にいって。

私思いますけれども、代々木公園まで行って、こちらのサザエやなんかいろい

ろするのも、それはいいのです、宗像市のイメージを売り込むとか、都市を売

り込むというのは非常にいいと思いますけれど、遠くで打ち上げ花火ではなく

て、やはりこの近海、この近郊で宗像展をと。本当に北九州とか筑豊とか、筑

豊は向こうに出れば行橋とありますけれども、筑豊などやはりこちらに来ると、

熱い視線をお魚とかに向けるわけです。だから、もっと筑豊とか北九州とかで

花火を打ち上げてはどうかなと。 

今、言われたクーポン券は、各地のお祭りなどに積極的にこちらから何とか

隊、宗像応援隊とかそういうのをボランティアで組んで旗を持って出かけると

か、そういう派手な宣伝もいいのではないかと思います。代々木もいいのです

が、どんなメリットがあるのかなと思いまして、少し考えました。 

事務局(小田課長) 少し補足で、産業振興プロジェクトではないのですけれども、観光か

らのアプローチで、昨年度、岡垣、芦屋、新宮、古賀、福津、宗像。宗像市が

中心なのですけれども、その６市町村で、直方のイオンショッピングセンター、

それと三越のライオン広場前で宗像のＰＲ、宗像だけではないのですけど、こ

のエリアの観光を含めて商品のＰＲ。それから岩田屋の中でも、宗像の特産品

の販売とか、このプロジェクトではないのですけど、主旨的には、今、谷山さ

んが言われるような形で、これはもう毎年、おととしはルクルでやってみたり

とか、どこが一番食いつきがいいかとか、そういうのも調査しながらなのです

けれども、少しずつですけれども、宗像市だけでは弱いところもありますので、

このエリア全体で、そういうふうな底上げをやっていこうということも、既に

幾つか実験的にやっております。 

(谷山委員) 私ばかり話して申し訳ないです。私は北九州から10年前にここに移りまして、

向こうではいろいろなまちづくりをしていたのです。こちらに移ってきた理由

というのが、風光明媚で空気がおいしい、海が近いというところで宗像に来た

のです。 

今言われました、ショッピングセンターが博多駅にできる、ここにできる、

いろいろありますね。でも、本当にここにやって来た、ここに住んでいる人は、

やはり、静かなまちとか農村とか漁村が好きで、田舎が好きで集まっている人

が多い。だから、一時的にここに行きましても、そんなに長続きしないと思う

のです。だけど、初年度とか２、３年度、やはりかなり食われますね。それを

いかに食い止めるかということが大事ではないかと思います。 

だから、やはり地道な活動と、ここの住んでいる住民の心をよそに向けない

ために、先ほど高橋さんがおっしゃられたように、ある程度お金を投入しても、

例えば、13％マイナスであれば、７、８％のお金を先に投入して、それで金券

を作って、地域限定、ここしか使えないというふうなお金の使い方をすると、

それは喜びます。それこそ、宗像市の行政の目玉商品になると思います。 
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以上です。 

(今林会長) ほかに何かないですか。もう１回、２の「産業プロジェクトの平成 21 年度事

業実績について」、これについて何かないですか。この中で、出られたところ

で、もう１回聞いておきたいとかですとか、どうなったかという。 

なければ、次にいきたいと思いますけれども。 

なければ、次の「22 年度計画案について」、何かこの辺りで 22 年度もう１回

要望とかがあればと思いますけれども。 

(谷山委員) これはもう、21年とか22年とか計画についても、21年度においては課題の実

施と、それからいろいろ検討とか、将来に対する提言がもうここで行われてい

ます。だから、22年度についてもう既に始まっていますので、私、やはりここ

で、宗像市が将来、他市に負けないためには、例えば、北九州の小倉北区にコ

ロナと言って温泉をご存じですか。日明インターを降りたところに、コロナと

いう大きな温泉ができたのです。そこが割と料金も安くて、すごくはやってい

て、そこは、今はやりの、大分の直入町の長湯温泉と似ていて炭酸温泉なので

す。でも、炭酸温泉は人工的にできますので、そこでつくっているわけです。

そしたら、非常にお客さんが多いのです。 

だから、私は宗像市で道の駅を作るとき５年か７年前に、玄海町に出向いて、

玄海町の産業課か何かに、私１人で乗り込んで、あの辺に癒やしの温泉をつく

ったらどうかということを提言しました。 初、１人で行ったので、少しばか

にされたような感じだったのですけど、やはり私、こうやって見て、周辺にい

ろいろなモールその他ができますが、津屋崎にも塩湯がありますよね。ちょっ

と評判聞いてみますと、福祉がやっているみたいですけど、安いけれど非常に

汚いので行かないと。 

だから、宗像にこれだけの資源があって、海があって海水はただなのに、ど

うして道の駅のあの辺に塩湯をつくらないのかと、今でも思います。そうする

と、やはり塩湯で何とかランドをつくれば、北部九州にはありませんもの。苅

田のほうもそういう所はないです。だから、北九州とかも絶対来ると。私、

初からそんなふうに踏んでいました。 

だから、もし、先ほど言いました 13％のうち７、８％お金をかけるのであれ

ば、やはりそこに、今、道の駅の近所で結構ですので、専門の塩湯をおつくり

になったら、私なんか毎日行こうかなとか思います。北九州から、それこそ大

型バスで、お年寄りが来るのではないですか。 

今からお金を持っているのは、皆さん、若い人はインターネットとおっしゃ

いますけど、お金を持っているのは若い人ではありません。持っているのは 60

歳以上なのです。やはり、子どもたち育て上げたあとがお金を持っています。

だから、高齢化社会で長寿社会ですから、85 くらいまで元気です。だから、塩

湯をつくって、その 55 から 65、75、85、30 年間の年代の方々を集めると、す

ごい購買力と集客が認めて、大きなプラスアルファが宗像に落ちると思うので

すけれど。 

事務局(小田課長) 提言がありますので、そちらのほうも考えて、ただ塩湯のほうは、私
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も思うのですけど、集客はあるのですけど維持費のほうが、普通の温泉より余

計に掛かるのです。そこで、やはり。 

(谷山委員) 釜の維持費がですか。 

事務局(小田課長) ちょっと事例を申し上げますと、私どもの持っていましたさざなみ館

というところが温泉と塩湯なのですよ。塩湯ということで、鉄の管にさびが腐

食するということで、1,000ｍくらいから汲み上げるときに、中間のポンプが

必ず必要になるわけです。このポンプが２回ほど壊れて、もう修復不可能なの

です。ですから、また、何億もかけて堀り直さないといけないということにな

っています。 

津屋崎にある塩湯は 50ｍくらいの分ですから、中間のポンプとかが要らない

ので、そんなにメンテナンスは掛からないのですけれども、本当に温泉で塩湯

という話になると、1,000ｍくらい掘らなければいけないということで、今回

私どものほうもそういうことで、大島のさざなみ館の再開を検討したのですけ

れども、もう中間のポンプが塩湯だったらやはりさびてしまうと。それから、

これはあとから知ったことなのですけれども、全部館内の管もさびが普通のよ

りも何倍も速いということ、そういうようなことで、非常に塩湯はやはり厳し

いというので、今、会長さんが話しでありました。 

それと、少し余談にはなりますけれども、今日はせっかくですので、市内の

開発関係のことも幾つかお話ししたいと思います。 

王丸のゴルフ場の向かい側のヤマダ電機の所に、既に、34 度か 35 度くらい

の温泉が 700ｍ掘って出ております。これで、おそらく来年の秋口くらいに温

泉センターを民間の方がされるという情報が入っております。 

その横に亀の井ホテルという、これは九州一円ビジネスホテルを展開されて

いるホテル会社なのですけれども、約 250 室のホテルがその横に開発が、今、

これはもう既に、３、４階くらいまで建ち上がっています。ラブホテルの横の

所にございます。 

それからあと、東郷橋の所で、もともとパチンコ屋さんがあった所なのです

けれども、こちらにトライアルさんという 2,300 平米のスーパーマーケット、

おそらく 24 時間営業だということらしいです。 

そういう開発も、福津のルクルみたいなものに比べると小さいのですけれど

も、幾つか出ています。 

それから、クリエイト北側です。これはもう少し、２、３年先になるかと思

うのですけれども、やはり物販系の施設ができるということで、これは中身に

ついてはまだ具体的なところまでは、私ども聞いてはいないのですけれども、

手前側については、物を売る施設を造りたいというお話しを聞いています。奥

のほうは割と広めの、割とゆったりとした住宅地で販売していきたいというよ

うなところが、今、宗像市内で動きがあると言えば、大体そのくらい大きな動

きがあるということです。 

(谷山委員) 私、塩湯が 1,000ｍと、今、始めて知りました。私は子どものころ北朝鮮か

ら引き上げて、すぐ門司に住んでいたのです。海岸があって、終戦後そこに難
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破船がたくさんあったときに、海岸べたにお風呂があったのですけれど、全部

塩湯だったのです。 近まで何軒か塩湯があったのです。でも、それは中から

ボーリングではなく、いきなり海水をくんできていたのです。海水をいきなり

というわけにもいかないでしょうけれど、やはり、掘らなければ難しいのです

ね。 

事務局(小田課長) 福津さんの場合は普通の塩湯で、沸かし湯ということは聞いています。

ですから、温泉でやろうと思えばやはり 1,000ｍ近く掘らないと 30 度以上のお

湯は出てこないということです。 

(谷山委員) 海水を掘らなくても、沸かしたらいいのではないですか。 

事務局(小田課長) 海水を沸かすのにも、釜とかそのあたりの対応年数がぐっと短くなる

ので、維持費が出ないのです。難しいのです。 

(谷山委員) 駄目ですか。 

事務局(小田課長) だから、配管とか全部そういうのも、傷みも 2、30 年もつものも、も

う 10 年で駄目で、全部配管をやり替えなければいけないので、集客ですけれ

ども、それほどペイしないで、やはり長続きしていないと今の現状です。だか

ら、それには、セラミックか何かこういう配管ができてくるとまた変わってく

るのではないかなと思うのですが、今の時点ではそういう形になるのです。 

(谷山委員) 掘らなくてもこうして海の中から、こう、何かしてから泥が入らないように

して、セラミックか何かでこうしたら。 

事務局(小田課長) ２回目の大島のさざなみ館改修をしたときは、海からトラックで海水

を持ってきています。それもちょっと会社が撤退したのですけれども。それで

もやはり、メンテナンスは塩水のメンテナンスということで、普通、水だった

ら洗い流さなくていいところをやはり１回１回洗い流したりするような手間。

家でもそうですよね。普通の真水のお風呂を入れておけば、洗い流す必要はほ

とんどないですけれど、塩湯のお風呂だったら、やはり終わった後、洗い流す

ような形をしないと蛇口とか、やはりさびますよね。そういうことです。 

(谷山委員)  

事務局(小田課長) そこで、売上とも関係します。経費となっているような、それはまず

集客があれば、そうやってされると思うのですけれども、やはり、維持のほう

がまだ掛かるので…… 

(谷山委員) 私は、日本は海岸線にあるので、まして海だから、ずっと長崎の小浜とか塩

湯がありますよね。海岸線は全部塩湯ができるのに、なぜしないのだろうと不

思議に思っていました。そういう関係なのかなと思いました。逆に、昔はよか

ったのかな。 

(今林会長) 次、何かないですか。 

事務局(小田課長) 何でも結構です。 近の経済状況とか、何か含めて、こういうところ

がはやっているよとか、何かこうところが困っているよとか、何でも結構なの

ですけれど。 

(今林会長) 商品券、私担当していますので、先ほど商品券の話が出ましたので、説明し

たいと思います。 
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第１回目が販売時間も 10 時からで、雨になったので少し早めにはしたので

すが、大体２時 40 分くらいに完売して、その次も昼くらいには完売していま

す。 

２回目の販売のときは、午前中で完売してしまうだろうという話だったので

すけれど、一応、ふたを開けてみると、一番初めに並んだ方は６時半から並ん

だと。そして、売り初めの時も結構並んでいましたので、少し早めに販売を開

始したので、大体１時間半くらいで完売。だから、そのあとに、ずっとまだ並

んでいる方もおられたのですけれども、途中で「今日はないかもしれません」

という形でお断りして並んでいただいたという状況です。 

１回目のときは、使うのはわりと家電製品にずっといっていましたので、エ

コポイントが始まった時期とちょうど同じでしたので、会員外であるヤマダさ

んとかベスト電器さんとか、そういうところがわりとこう。地元の家電さんも

結構頑張られましたので、そこのところは、売上につながっています。 

２回目は、それが違って、食料品にずっといっていました。食料品もやはり

こういうように経済上厳しいので、ルミエールさんとか、低価の商品が置いて

あるところに、結構流れています。 

一番入ったのは、やはり、大型店に行く率というのが高かったのですけれど、

今の時点では、だいぶ、地元の商店のほうにも行ってくれる人がいます。第１

回目のほうは大体 80％近くはもう大型店で、今だったら、70％くらいまで。で

も、大型店が入っていないと、消費者のほうにも、やはり全体で宗像の中で使

えるお店が少なければ魅力がありませんので、今回も、結構どこでも大体使え

る、道の駅でも使える、そういうところがあります。 

２回目はやはり１回目のときに工業関係の方が使えないところが多かった

のですけど、これを使って水道工事も支払えないかというのがありましたので、

２回目のときは、管工事の方も登録したのです。そこで、管工事も支払えると

か、そういう建設業の関係も今回増えていますので、少しずつ浸透していって

いるのではないかなと。 

福岡県のほうも、また来年度も麻生知事がしたいという形で経費の予算を付

けるということですので、そのあたりを商工会と市で相談しながら、やるかど

うかというのをまた検討いただく、そういう状況になっています。以上です。 

(今林会長) ほかにないでしょうか。 

(谷山委員) これからも宗像市は女性の市民会員が 40％で福岡県下一です。私は福岡県の

市民会員の会に入っていますけれど、非常に鼻が高いのですが、現実に宗像市

で市民参画条令と、コミュニティ参画条令と、ここと３回目なのです。だけど、

残念ながら、市民参画条令は本当によく呼んでいただいて、自分で市民として

参画できてやったなと思いますが、コミュニティとここについては、もったい

ないというか、これだけのことがあるなら、産業、経済、地理とか、こういう

ふうなことを専門に勉強してきた身としては、もっと私を活用してほしかった

なと思っております。 

私ども審議会は３月で終わりなのです。だから、今後とも、ぜひ、市民参画
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の審議会を公募して雇った以上は、もっといろいろなことをお話を聞いて、そ

の場に出させていただきたいと思いますけれど、池浦さんいかがですか。もう

出ましたか。 

(池浦委員) 分からないことを少しお尋ねしますが、一生懸命勉強して、これの６ページ

成果制度、これは資料を見たときになるほどなと思ったのですが、これは５項

目ありますね。これは、ここでよそのほうに流れる、県外に流れないようにと

いう、やはり宗像の中でお客を外に出さないようにするためには、この５項目

のこれはなかなかいいと思うのですが、このことは、やはり商工会あたりに検

討をもちろんされていますね。実は、１番の経営改革も大事でしょうが、この

４番と５番を一緒にしたものが、これが一番大事ではないかと思うのです。そ

れを考えてから、そういうことを思いましたので、ここに投げかけられるより、

やはり商工会でこのあたりを十分、先ほど言われました商品券の問題ですか、

それから各店舗でポイント制とか何かやっています、ああいうものをどうかう

まく、大型店舗、小型店舗の提携、これはもちろん企業の意識改革あたりも必

要になってくると思います。何かそういうふうなものがうまくやれないかなと

いうことを、資料を見させてもらって思いました。 

人事課参事(高橋) まさに池浦委員さんがおっしゃるとおり、今日の審議会に出す前に、

商工会の職員の皆さんの勉強会、それから、商工会の役員会の勉強会を既に

先々週終わらせております。まさに今から、やっとこの数字が出てきましたの

で、出来たてのほやほやなのです。要はこれから先、池浦委員さんがおっしゃ

るように、商工事業者の方々にもこの資料を配布して、議論をして、できる限

り早いうちに一緒になって、ではどういう事業を取り組んでいくのか、今まで

のプレミア商品券の取り組みがいいのか、ほかに事業がないのかとかいうこと

で議論をして、具体的な行動に移していければなということが、私ども企画を

した人間の願うところです。 

それから、先ほど言いましたように、もう既に、サンリブ、ゆめタウンの店

長さん方には、昨年の夏にお集まりいただいて、商工会も入ったもので、総論

としてはみんなでやっていこうと。各論の、じゃあ、どういうことがあるかい

うのが今からの議論になってこようと思っておりますので、いろいろな形でご

支援いただければありがたいかなと思っております。 

(池浦委員) やはり、先ほど谷山委員さんが言われたように、一時的には向こうに行くか

も分からないけれども、それを早く地元に呼び戻すという方策をとるには、や

はり何か、私、これということは言えませんけれど、先ほど言いましたように、

何かうまいやり方、ポイント制度をやっているものを共同化するとか、商品券

の問題とか、そういうもので、何とか研究していただいていったらと思います。 

(谷山委員) ここで１つインターネットとか、カードとか言いました、これは、私もそう

なのです。インターネットはあまりしませんし、カードあまり好きではないし、

そうすると今言った、エコポイントの、それこそクーポンもありますでしょう。

これだったら意外と使いやすいなと思うのです。 

それと、私、先ほども言いましたが、宗像に来たのは、ここの田舎が好きだ
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から来たのです。だから、北九州とか福岡に住んでいる人は、都会が好きで都

会に住んでいるし、物語に「田舎のねずみと都会のねずみ」とありますけれど

も、私どもは中間で田園都市と言いますか、田舎が好きでここに来ているので

すが、一時的にはデパートとかあちこち行っても、町でうろうろしていたら頭

が痛くなるから、もう宗像に帰ろう、こちらの緑を見たら何かほっとするなと

いうふうな人がみんな住んでいると思いますので、そこのところ、やはり一時

的にも流出を防いで、マネーが向こうに流れるのを防ぐためには、高橋さんが

言われたように地域マネーと言いますか、資金を 初投入してでも、ぜひ、地

産地消で宗像でお使いいただくような方法をとられたほうが、経済的な先行投

資と言いますか、それがいいと思いますけれど。私の意見ですけれど。 

人事課参事(高橋) 今から大事な正念場のところに入ってくるかと思いますので、それの

アイディアの中で、具現化していくというのが一番大事なところだと思います。 

(今林会長) ほかに意見はないですか。 

(岩佐委員) 道の駅がオープンしまして２年で、３年目に入るのですけれども、やはり、

近郊地域での大型店舗と、直売関係の競争がかなり激しくなってきている。今

のところはお客さんもたくさん来られているようですけれど、売り上げも多分

頭打ちという状況で、もう見えてくるのではないかと思うのですけれど、海と

山があって体験プログラムとか、そういったところを、今、取締役会とかそう

いった組織の中で、３年目を迎えるために何か具体的に考えていることとか、

売り場の中での工夫とかいったものをこれからどうされていくのかなと。 

事務局(小田課長) では、私のほうから。まず１つ目ですけれども、体験プログラムとい

うことで、今、竹の子掘りの体験は、具体的に取締役会に挙がっていましたの

で、近々プレスリリースというか、いわゆる竹の子掘りをやろうかというのが

１つ出ていました。それから、売り上げについては前年比、約 11、2％は伸び

ています。まだ今のところ落ちてはいないのですけれども、おそらく、来年、

再来年というところで、やはり頭打ちになってくるのは必然的なことかなと。

それをそうしないためには、例えば、午後からの魚の供給をどうするかとかで

すね。 

それからもう１つ、今日も佐賀大和の道の駅に生産者の方が視察に行ってい

ます。うちの職員も一緒に行っています。何のために行っているかと言います

と、「トレーサビリティ」という、ＪＡの方はもうご存じかと思うのですけれ

ども、どういう生い立ちで野菜ができたかという、もう当然、岩佐さんもご存

じかと思うのですけれども、減農薬なのか無農薬なのかとか、そういうところ

が、非常に今、佐賀大和の道の駅というところが一番九州で進んでいまして、

例えば、福岡のニューオータニのコック長さんが毎日そこに買いに行かれてい

ると。要するに農薬が少ないとか、使っていないとかいうことで、やはり新鮮

でおいしいというような、差別化をしていこうだとか。 

そこを、ちょっとまねをすると言ったらおかしいのですけれども、やはり、

もう少しその辺の農産物についても厳しく管理していこうかということで、生

産者の方を連れて大型バスで、今日行っています。そういうところの取り組み
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を、少しずつやっています。 

それからあとは、できたら、さつき松原の市の裏側と言っているのですけれ

ど、この先、非常にいいロケーションの場所があるのですけれども、未整備な

もので、ちょっと何年か掛けてここの道を広げたり、駐車場を造ったりできな

いかということを、今、神湊のコミュニティの方と少しずつ今からご相談させ

ていただこうかなというようなところです。 

本当に岩佐さんが言われるように、道の駅だけが集まっても駄目なのです。

結局、道の駅はシャワーの元であって、そこから次にほかのところに行ってい

ただくというような形で、広がりがないといけない。ただ、ここだけがあれば

いいという施設ではありませんので、まねき猫さんもそうなのですけれども、

できるだけ、パンフレットを置いていただいたりとか、とにかく見て、きたよ

とかいうような形に、回遊性を持たせるようなことをもっと、特にインフォメ

ーションの人あたりの教育という言葉はよくないですけれども、「ここに行っ

たら、今、いいですよ」とか。 

特に今、例えば、鎮国寺さんの梅とかが一番いい時期で、私のほうも積極的

に鎮国寺さんの梅を私のほうからもプレスリリースという形で、新聞社とかい

ろいろなところにうちからも今回発信して、たまたま、新聞に載せていただい

たのですけれども、そういう小さなことからも、私たちもやれることをやって

いこうかと。道の駅だけではなくて、ぜひ、またいろいろな情報等がございま

したら市のほうにお寄せいただければですね。 

この間、やっとやったのですけれども、ボタン１つ押せば、20 社くらい新聞

社などに行くようなふうにしましたので、もし何か小さなことでも。載せる、

載せないは向こうさんの都合でしょうけれども、出すほうは構いませんので、

市のほうにいろいろな、各団体どこもそうなのですけれども、市からそういう

システムを今回作りましたので、話はそれてしまっていますけれども、どんど

ん情報を発信していくというのが、やはり大事なことかなと思っております。 

(今林会長) 次、何か。 

(谷山委員) 今、情報発信とおっしゃったでしょう。大分の長湯温泉がありますでしょう。

すごいですね、情報発信みたいなものをみんながやってくれるという。 

事務局(小田課長) うそも方便ですけれども、日本一の炭酸泉とか、やはり、日本一の何

とかというところに結構弱いところがありますのでね。やはり、まだまだ宗像

は、情報発信は下手だなというのは思っています。 

いろいろ試行錯誤で、例えばブリの販売あたりでも、ちょっとテスト的に、

何がどうなのかということで、関西でリビング福岡みたいなところにチラシを

入れてみたのですけれども、関西では駄目だということがはっきり分かりまし

たし、やはり北部九州、この辺のエリアでないとブリは売れないなというよう

な、やはり多分、あれは権田さん、向こう側のライバルもあるのでしょうね。 

(権田委員) たくさんあります。 

事務局(小田課長) ビックとかいうところのブランド力。やはり、この辺だったら、玄界

灘というのは非常にブランド力が、我々は勝手にあると思っているのですけれ
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ども、向こうになると、玄界灘というのが少し落ちて、そんなにまで有名では

ないのではないかなと、そんなものを今回、ちょっと私、痛感したのです。 

(権田委員) そうですね。向こうのほうでは、姫島のブリ、あそこのブリが水産関係でト

ップブランドですから、玄界灘のブリと言えば、ここは福岡、西日本、山口、

広島、山陰くらいまでは、一応宗像市というよりは鐘崎漁協、鐘崎の魚という

のは知る人ぞ知るではないですけれど、業界ではきちんとしたブランドになっ

ています。だけど、一般の方にはまだまだ。福岡県内ではありがたいことに、

鐘崎の魚というのは、やはり高値で取引きされるくらい認知してあるのですけ

れども、やはり少し遠くなっていくと、まだ認知度が足りないという状況です。 

事務局(小田課長) やはり、やってみないと分からないですからね。どのくらい関西で食

い付いてくるのかいうと、思ったより全然食い付いてこない。逆にインターネ

ットで北海道から注文があったとか、そんなことをよく言っていたけれど、何

かインターネットのほうがかえって面白いような動きが。 

(権田委員) そうですね、今年はインターネットで、ワンクリックで私のところのホーム

ページに飛ぶような形で作ってもらいまして、そうしたら、去年、楽天さんの

ほうでさせてもらったときにはほとんどなかったのですけれども、今年、本当

に数字が出るくらい、「えっ」こんなところから来ているのかなと、九州の同

じ福岡県の中でも、インターネットを見たという方が結構おられましたので、

やはり全国に情報発信するには、やはりインターネットというのはものすごく

いいのだなと思います。 

ただやはり、今度、移送コストとか、水産物は特に生ものですので、結構コ

ストがかかりますので、そういうのも分かって買ってくれる人、そういう方に

やっていかないといけないのかなと。ああいう方は、多少高くてもいいみたい

なので。かえって安く売っているよりも高いほうが希少価値ありし、みたいな

感じで注文をされます。 

ですから、関西地方にはリビング福岡みたいなものに一応載せてもらって、

結構反響はあるのですけれども、今回はなかなか注文増には結び付かないとい

うところがありました。テレビ等は入りきれませんでしたので、一気にどっと

いう注文はなかったのですけれども、やはり、年末近くなったら、結構毎日電

話の応対をずっとやるような形がありましたので、ブリではやりましたけれど

も、宗像の魚というものについては、かなりいい宣伝になったのではないかと

いうふうに思っています。 

(池浦委員) このプロジェクトの主な実績というもので、あわび、さざえ、ブリとかは出

ていますけれども、話、事実かどうか分かりませんけれども、そのあたり確認

しながら話を進めさせていただきたいと思いますが、佐賀呼子のイカは、鐘崎

からイカがだいぶ行っておるというようなことを聞いたのですが、それは事実

ですか。 

(権田委員) 事実です。 

(池浦委員) そうしたら、それは高いほうに生産者というか、漁師さんは持って行くのだ

ろうと思いますが、よそで有名化させないで、どうしてとそれを聞いたときに
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は、宗像で有名にならないかなと、今までは思っておりました。それで、市と

してもそのあたり、今、言いましたように高いほうに漁業者は持って行くので

しょうが、せっかく地元の鐘崎漁港あたりで上がったものを上げなくてもそう

だと経験あるでしょうが、それでは、今度、よその産地、産源としてもったい

ないなと私は思うわけです。もう少し値段的なものを考えて、加工の仕方、い

ろいろ宣伝の仕方があると思いますが、そのあたり、研究は、市としてはして

おられないのですか。何もここにイカというのが上がってきていないから。 

（権田委員）そうしたら、私が知る限りでよければ。実は、現在、活イカ、生きイカとい

うブランドをもう何年か前から立ち上げて、観光協会さんとタイアップでやっ

ています。ただ、いかんせん、やはりイメージ、ブランド力、先行でかなり前

から呼子というところはイメージ戦略でやってあって、やはり、お客さんはあ

ちらに流れるのです。こちらのほうも、かなりお金も投入してやっているので

すけれども、お客さんがなかなか来てくれない。そうしたら、495 号線添いと

か、神湊、鐘崎あたりに飲食店、ホテル、旅館関係でそれを販売する量が伸び

ないのです。だから、どうしても向こうに物を運ばないと、販売しないと、は

けないというところです。だから、そこにお金を掛けてどんどんお客さんが来

てくれればいいのでしょうけれど、まだ、ホテル､旅館関係もまだそこまでの

キャパがないというか。結構、地元にイカを卸してあるけれども、いかんせん、

やはり、量がはけていない現状です。 

ですから、本当は鐘崎の人も地元ではかせたいのです。ただ、どうしても呼

子のイカというブランド力に負けているのが実情です。 

(池浦委員) よそのイカを使って、向こうでブランドとして。 

(権田委員） そうですね。 

(谷山委員) 向こうが売れるからね。 

(池浦委員) やはり、戦略で、やはり目の付け方が早かったからですね。 

(権田委員) そうですね。日本でも呼子のイカですものね。どこに行っても、イカといえ

ば、まず呼子のイカなのです。もうイメージが先行しているので、関アジ、関

サバと同じなのです。だから、私どもも「玄ちゃんアジ」とやっていますけれ

ど、近場ではかなりいいのですけれども、いかんせん、やはり値段的には少し

負けるのです。だから、いかにこうイメージに乗って、まあ漁師さんはやはり

収入を考えると、言われるとおり高く売れるところに卸されるのです。だから、

本来はここ宗像の海岸沿いに、やはりあるから、いろいろこういうものもそう

ですし、こちらにお客さんを呼び込む形につくってしているのですけれど、い

かんせん、やはり量がはけないというのがある。そこで、今のところはストッ

プしてしまうのです。 

だから、そこをということで、実質、旅行者の方々も、呼子のイカは鐘崎の

イカがたくさん行っていると。実際、呼子ではほとんどイカが上がっていない

から、鐘崎以外もたくさん行っているのです。芦屋もですけれども、遠くは山

陰の萩のところも。どこもブランド化するために、いろいろイカのネーミング

してあるのです。そういうところからも、やはり仕入れて商売してあるので、
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なかなか。ここは鐘崎のイカがたくさん行っているからといって、やはり。ア

ジも一緒ですけれど、イカもどこでもとれるものなので、同じ地域でとれるも

のだから、現在は、なかなかそこを一極集中というのは難しい状況です。そこ

を一極集中したいけれども、なかなかそこがうまくいかない。もう本当、呼子

のイカというイメージに、負けてしまっているのが原因です。 

(谷山委員) ちょっと漁協さんで、そこに１軒食堂をつくって、鐘崎のイカといって、ば

っとこうして、イカ焼きからお刺し身から､何かされたらどうですか。 

(権田委員)よく言われるのですけど、ずっと議論には挙がっているのです。なかなか実行

まではいっていません。 

(谷山委員) 実行されるといいですね。 

(権田委員)一般の事業者さんがやられないということは、多分、採算ベースが厳しいのだ

と思います。だから、漁協がやったからといって、基本的にはイカ等、魚は漁

師さんから仕入れるわけですから、他所と同じイカでは、仕入れは無理ですか

ら、となるとやはりなかなか、新たに設備投資やってというのは難しいのでは

ないかということです。 

(谷山委員) では、魚については、地産地消は無理ということですね。 

(権田委員) やりたいから、学校給食等とかやっています。いろいろと、ブリとかをやっ

ているのですけれども、鐘崎の魚の量というのは、取れるときの量というのは、

もう、宗像ぐらいでは全然はけません。ですから、それでまた、魚というのが

一番悪いのが、安定供給できないのです。 

(谷山委員) だからミンチにして、冷凍して、倉庫に入れて、それを。 

(権田委員) それだったら、あまり魅力がないのです。加工してしまったらもう単価は全

然落ちるのです。単価はどんと落ちてしまう。お金は掛かる。 

(谷山委員) 調理しなくて、生のままでどうですか。難しい。 

(花田委員) いやー、難しいですね。 

(谷山委員) 今、月に行く時代でも難しい。 

(権田委員) 難しいです。こればかりは、魚を捕られる海、釣り上げですので。まだ、道

の駅等の販売戦略も一緒なのですけれど、畑で作られるものは、一応年間でこ

ちらに 50 人おられれば、少しずつずらしてください。これくらいの時期に作

ってくださいとかで、出来が悪くても５割くらいはできると思うのです。 

ただ、魚の場合は、去年これだけ捕れました、今年、ゼロかもしれないので

す。本当にそういう状況です。ですから、安定供給できないイコール、業者さ

んもなかなかずっと寄り付いてくれないのです。卸したくても卸す魚がない。

そうしたら、業者さんはそこにお金を掛けて、宣伝掛けているけれど、キャン

セル、キャンセルという形になると、ないならもう来ないというのが一番きつ

いみたいです。 

ですから、そこを含めて、水産関係、いろいろ行政のほうからご尽力いただ

いて、安定供給できるような形を作るために、今、いろいろ方策をしてありま

すので、もう少し待ってもらったら、安定供給できるかなということまでして

います。 
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(谷山委員) どこの土地でも魚市場とかありますでしょう。だから、その魚市場は、前に

たっているのではなくて、価格の安定した、そういうふうなものを何とかでき

ないかなとは思います。 

(権田委員) だから、まず、やはり安定した価格だったらいいのですが、それも定位だと、

それこそ、世界的な燃油、油の上昇とかで、漁師さんはかなりきつくなってい

ますので、やはり、高く売るところを、どうやって高く売っていくかというの

が、こういう会議にもつながっているところだと思います。 

(岩佐委員) 大島の海洋センターですか、海釣りですか、ちょっとそれはどういうふうな

進行状況か、予定は。 

事務局(小田課長) それは私のほうから。一応オープンは来年の４月か５月、どちらか忘

れました。とにかく春先です。ほぼ、もう岩壁というか、あれはもう出来上が

って、今、これから管理棟というような形で建物が、そこでさばいたりもでき

るようなものをと考えています。ちょうど今月いっぱいくらいで、宗像漁協さ

んが中心になって、島の方からも出資金を募ったり、それから民間の会社から

も募って、大体 1,000 万前後くらいの資本金で、これは市がお金を出していな

いから、完全な株式会社という形で、特に大島の方と漁協さんが中心になって

株式会社が指定管理という形です。 

もともとこれは福岡県の持ち物で、宗像市が預かって、それを株式会社が運

営していくという形で、来年の４月、５月、ちょっとまだ時期ははっきりして

いないのですけれども、オープンしようということです。 

海から釣りをするところ、それから、いけすがあって中にタイとかヒラメが

入っていると、それを釣る。大阪近辺では１万円くらい出して釣るような釣り

堀もあります。うちは 4,000 円くらいでやろうかというような感じで考えてい

ます。それから、子どもたちのレジャー用の湾内のシーカヤックという船と、

それから、クルーザーという大きなヨットとかが寄って来られるような、海の

駅みたいなところのスペースがあるところです。 

そういう感じで、釣り堀と海釣りが中心の施設です。そこで、いろいろな勉

強とかも、少年自然の家の方とかも連携しながらやっていこうということです。

近々、来月の何日かには設立総会というところで、株式会社までもっていくと

いうところまで、今、進んでいます。 

大体、言ってみれば、あれはほとんどできていますので、あとは建物が建つ

だけというところです。 

(岩佐委員) 売店関係とか、そういったものは。 

事務局(小田課長) そこの中には簡単な釣りの道具とか、よそではカップラーメンとか、

ちょっとしたお菓子くらいはあるくらいで、本格的な何か食堂とかいうところ

までは考えていないです。 

(谷山委員) そこは、宿泊施設は。 

事務局(小田課長) ないです。民宿がありますから、民業圧迫ということにもなりますか

ら。 

(岩佐委員) 食べるものが全然売っていないから、困っているとか。 
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事務局(小田課長) 何もないから、今そこで、さざなみ館のほうに食堂を今度、地元で何

とかしてくれないだろうかというところで、そこから配達というか、配送とい

うか、予約を取って、こうできないかというところで。ひょっとしたら、サン

ドイッチとか、パンとか、おにぎりとかを置くかもしれませんけれども、でき

たら、大島のそこのさざなみ館の食堂から弁当配達とか、予約を取ったりとか、

それが一番よりいい方法ではないかなということで、検討しています。 

これはどれだけ人が来るかが一番心配で、開けてびっくりくらいだったらい

いのですけれど、誰も来ないとか。関西は結構釣り堀文化があって、１万円出

してでも釣り堀をしたり、伊勢志摩まで大阪の人が４時間も５時間も掛けて行

くというような何かあるそうですけれども、九州では、海釣りはあるけれども、

釣り堀はなかなか慣れていないというか、そういうところがあって、特に宗像

漁協の藤島さんのところとかが、いろいろ漁協さんも協力していただきながら

進めているところです。 

(岩佐委員) 能古の島とかだって、コスモスとか、アイランドパークみたいな感じにして

ありますけれど、やはり、釣り堀だけでは少し弱いかもしれないから、何か周

辺の風光明美をあれしながら。 

(今林会長) そうしたら、ほかには。なければ…… 

(谷山委員) 私、２年間池浦さんと審議会委員をさせていただきまして、ありがとうござ

いました。できましたら、もっともっと意見を言いたかったなとか思いますけ

れど、任期が今年の春で終了しましたので、どうぞ皆さん、これからも宗像市

のためにまた頑張ってくださいませ。ご健闘をお祈りしております。 

(今林会長) 閉めてもらって。 

(谷山委員) 私のお別れのごあいさつです。池浦さんは池浦さんで、何か終わりにありま

すでしょうか。 

(池浦委員) この会そのものが一応解散になるのですか。 

(今林会長) 一応任期が今回終わりますので、今後は市のほうがどうされるかという形に

なるかと思います。 

事務局(小田課長) また今までのやり方を検証しながら、どういうふうに持っていくかと

いうか。もともとが、産業振興プロジェクト、産業振興計画を作るときからの

スタートでしたので、今後、パブリックコメントとか、ほかにも懇談会とか審

議会とか、いろいろ方法はあるかと思います。 

いずれにしても、とにかく産業は幅が広すぎまして、今日も、ほかにも水産・

農業のテーマもあったのですけれども、ちょうど赤間駅の問題とイオンの問題

で、非常に大きな商業の問題がありましたので。逆に農業とか水産業は、あそ

こに出店とかされて、商売なさる方はひょっとしたらプラスになるところもあ

るかと思うのですけれども、やはり衣料品店さんとかは、ちょっときついなあ

という、本音のところがありましたので、今日はこれをテーマにさせていただ

きました。 

あといろいろ意見等、先ほどの谷山さんみたいに、直接窓口に来られても、

電話でも結構ですので、いろいろありましたら忌憚なく、電話１本でこんなこ
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とはどうですかという質問もしていただければよろしいかと思いますので、ま

た、よろしくお願いしたいと思います。 

(今林会長) 谷山さんに閉めていただきましたので。 

      これで終わりたいと思います。 

どうも皆さん、お疲れさまでした。 

 

 


