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宗像産業振興フェスタ２００９ 実施検証報告 
 
 
１ はじめに  
 
 平成 20 年５月、宗像市産業振興計画が策定された。宗像市産業振興戦略プ

ランと名付けられたこの計画は、ＤＯ（実行）のための計画と位置付けられて

いる。その目的は、「地域にお金を生み出す仕組みづくり」である。 
 この計画に基づき、ほぼ同時期に宗像市産業振興戦略プロジェクト・チーム

が結成された。このチームは、共に計画策定に携わった市内公的団体と市が互

いに連携しながら、目的達成に向け行動するための団体相互連携組織である。 
 市内公的団体とは、宗像市商工会、宗像農業協同組合、宗像漁業協同組合、

鐘崎漁業協同組合、宗像観光協会を指す。 
今回、これら５団体と市が連携して、ひとつの事業を実施した。「宗像産業

振興フェスタ２００９」である。市内産業団体が持てる力を結集した宗像市史

始まって以来、初めての試みであった。 
各団体が別々に実施していた「お祭り」を連携して一緒に開催することで、

情報発信力を高め、集客増を図る。そのことで、市内の農水商工観を一人でも

多くの人に知ってもらい、地域産業の活性化に結びつけることが最大の目的で

あった。 
手探りで始まった事業だけに、今回の実績が今後の同種の事業展開において、

ひとつの目安になることは明らかである。そこで、事業全体を振り返り、今後

に活かすべく、検証を試みるものである。 
 



 
２ 開催時期 
 
 
 （１）経緯 
   

開催時期は次のような事情で決まった。 
・ 農産物の収穫時期の関係で農産物が揃うのが、11 月 20 日前後である。 
・ この時期は、観光協会が毎年力を入れている宗像大社で開催される西

日本菊花大会の最終日近くにあたることが危惧されたが、観光パンフ

レットの配布くらいであれば実施も可能である。 
・ 両漁協についても、前年度、同時期に農業まつりに参加した経験があ

るので、同じような内容で実施できる。 
・ 商工会は、前年 11 月９日に商工まつりを実施しており、時期的には問

題なし。 
とのことであった。 

 
 このため、開催時期は農産物の収穫時期にあわせる、つまり「農業まつ

り」にあわせることとなった。 
 
 
（２）実施結果 
 
 11 月下旬ということで、気温が下がる時期でもある。今回の天気は、初日

が曇り、２日目が曇り雨。このような天気になると、さらに冷え込み、人出

が鈍る。 
 農業まつりに合せはしたが、会場が２会場に分散したことで、会場の賑わ

いに欠けたのではないか、という声も聞かれた。 
 また、観光協会が毎年力を入れている宗像大社で開催される西日本菊花大

会の最終日近くにあたり、開催時期の調整中には観光パンフレットを配るく

らいであるならば、という観光協会も全く出展等ができる状況ではなかった。 
 一方で、商工会青年部が毎年クリスマス時期に実施している「友遊フェス

タ」を前倒して初日に合わせて開催した。そのことで、初日の夜に彩りを添

える形となった。 
 
 
（３）検証結果 
 
 実施結果を検証したところ、開催時期を農業まつりとは別の時期に設定す

ることも、次回の試みとしては調整してみるべきである。 
資料１「平成 22 年度産業振興フェスタの開催時期の調整について」によ

り、各団体から聞き取ったところ、10 月上旬であれば、各団体ともひと月ほ

どの準備期間がとれる。 



ただし、農産物は揃わないため、ＪＡについては、限られた農産物と農産

加工品を中心に取り組むことが前提となるが、この時期に開催することで、

11 月に開催される「農業まつり」や西日本菊花大会のＰＲを行うことができ

るというメリットも生じる。（資料２参照） 
 
 
 
 
  ≪次回への提案≫ 
 
  ・10 月上旬の開催。 
  ・「農業まつり」や西日本菊花大会よりも早い時期に実施する場合は、両

事業へ結びつく仕掛けを工夫する。



 
３ 実施会場 
 
 
（１）経緯 
 
 ＪＡ本店周辺の道路事情等を考慮し、ユリックス１会場で実施できないだろ

うか、ということを念頭に調整を行ったが、次のような事情により２会場開催

となった。 
・農業まつりは、永い年月をかけて今のような形になった。農機具の展示や

参加業者のテントの場所など会場の配置も最良のものとなっているため、

会場を他に動かすことは至難の業である。 
 ・ＪＡ本店会場１か所で開催できないかについても調整したが、商工まつり

の参加希望についてアンケートをとったところ、50 以上の事業所から手が

あがったため、農協本店会場に商工まつりの場所を確保することは困難で

ある。 
 
 以上のような事情で、農協本店会場とユリックス会場の２会場での実施とな

った。農協本店会場では、従来の農業祭りを実施し、その他の団体は、ユリッ

クス会場で各団体の「祭り」を行うこととなった。 
 商工まつりの参加事業所には、火を使って飲食物を提供する事業所と雨に濡

れると困る電気関係等の事業所が混在することや、事前調査において、屋内希

望と屋外希望の数にさほどの差がなかったため、屋外会場と屋内会場の２会場

を準備することになった。 
 離れた会場をつなぐために、玄海地区観光連絡協議会（芦屋町、岡垣町、福

津市、古賀市、新宮町、宗像市）が各市町村の観光ＰＲと特産品を展示・即売

することで調整を進めた。 
 
 
（２）実施結果 
 
 ２の開催時期にもあるが、会場が２会場に分散したことで、ユリックス会場

では会場の盛り上がりに欠けたのではないか、という声が聞かれた。 
 商工まつりでは、最終確認の段階で、出展事業所のキャンセルが相次ぎ、特

に屋内会場においては、閑散となる結果となった。キャンセルの理由について

は、別の用事が入った、ということではある。 
 また、玄海地区観光連絡協議会は、構成自治体と協議を重ねたが、各自治体

ともに様々な事業が展開されている時期でもあり、各自治体の観光ＰＲや特産

品の展示のみとし、特産品の販売については見送った。その結果、会場をつな

ぐことが困難となり、屋内会場と屋外会場までもが分散される形となった。 
 
 
 



（３）検証結果 
 
 ２の開催時期とも連動するが、開催時期を農業まつりとは別にすることで、

１会場開催が可能になる。資料２により、開催時期も含め、今後の調整が必要

である。 
 
 
 
 
≪次回への提案≫ 

 
・１会場での実施 



 
４ 広報活動 
 
 
（１）経緯 
 
 広報活動については、大々的に広報することが提案されたが、農協本店会場

へのこれ以上の来場者の収容は、周辺道路事情や会場面積等から困難である、

という事情から従来の農業まつりと同程度の広報に留めた。 
 すなわち、宗像市と福津市の広報紙を通したチラシの全戸配布とＲＫＢラジ

オによるお知らせとなった。 
 ただ、チラシの配布個所については、参加団体関連施設等で配布したため、

チラシの配布箇所は、前回を上回った。 
 チラシのデザイン・レイアウト等については、各団体の意見等を集約しなが

ら進めたため、通常の印刷物のほぼ倍程度の時間が費やされた。 
 
 
（２）実施結果 
 
 ２日目の午後からは、雨天になったということもあるが、来場者が少なく感

じられた。「これなら、もう少し広報しても良かったのではないか」といった

声がスタッフからも聞かれた。 
来場者からは、「２会場であっていることを知らなかった」など、２会場の

事業内容等を１枚にまとめたためか、「わかりにくい」、という声がスタッフ

に多く寄せられたようである。 
 
 
（３）検証結果 
 
 結果的にユリックス会場は、閑散としていた。天候の影響もあるのだろうが、

会場の広さも手伝って、その閑散さが一際目立つ結果となった。 
農業まつり会場の人出は、ＪＡによると「例年並み」であった。 

 実施時期によって会場も変わってくるが、チラシ・レイアウトにはひと工夫

が必要かもしれない。 
 周辺市町への積極的な広報はもちろんのこと、周辺市町からも人を呼ぶこと

ができる企画イベントの存在も見過ごすことはできない。 
ラジオによる告知効果については、その聴取率がひとつの目安になる。平成

21 年７月にビデオリサーチが発行した「第 32 回福岡都市圏ラジオ個人聴取率

共同調査報告（抜粋）」（資料３）によると、ラジオ自体の平日平均聴取率で

最高 8.3％。土日を含めたところでは、最高 8.1％となっている。 
この中で、ＲＫＢラジオについては、平日平均聴取率で最高 2.0％。土日を

含めたところでは、最高 1.8％となっている。調査対象となっているＫＢＣや

ＦＭ福岡に比べると若干低い。平均するとＫＢＣとは大差ないところではある。 



また、市外からの来場者が、スタンプラリー参加者データ（資料４）から推

計するに、10.4％にすぎず、ラジオという媒体による告知力も他媒体の告知力

に比べると、どうしても見劣りがするのはやむを得ない。この数字を適当とと

らえるか、否かは意見が分かれるところである。 
さらに、ＲＫＢラジオとタイアップしたことで、毎日新聞グループでしか告

知がされないデメリットもあり、特定の放送局とタイアップすることも今後検

討していく必要がある。 
  
 
 
 
≪次回への提案≫ 

 
・チラシやポスターの大々的な配布 
・集客に結びつく企画等の工夫と選定 
・特定放送局とのタイアップについて、メリット、デメリット等を総合的に

検討。



 
５ ステージ・イベント 
 
 
（１）経緯 

 
  会場が２会場に分かれることから、ひとつのイベントであるという一体感

を持たせる必要があった。その役割を担ったひとつが、ステージ・イベント

である。 
  例年、農業まつりではＲＫＢラジオがその運営を担当していた。ＪＡによ

ると、過去には別の放送局とタイアップして実施していたが、ＲＫＢラジオ

の方が総合的に判断して良かったため、現在のＲＫＢラジオに落ち着いてい

る、という経緯がある。 
  そのため、２会場のステージをつなぐひとつの手段として、連携が取れる

同一放送局に運営を委ねるに至った。 
 
 
（２）実施結果 

 
  同一放送局に運営を委ねたことで、同じパーソナリティーが両会場を行き

来するなどし、当初目的の「一体感」はある程度、出せたのではないか、と

思われる。 
  一方で、集客に結びつくような企画としてのステージ・イベントはどうで

あったか、という点では、若干の疑問も残る。 
  集客力があるキャラクターショーや歌謡ショーなどは、すべて主催者側の

要望によるもので、ＲＫＢラジオが提供するパーソナリティー等では当然の

ことながら、集客力に限りがあることが判明した。だからと言って、最初か

ら最後まで集客力があるタレントで埋めるだけの力が、主催者側にないのも

現実である。 
  放送局だからこそ、「電波に乗るから」、という理由で、名のある歌手を

破格の出演料で呼ぶことができたのも事実であり、この点については、集客

力があった、と評価する声もある。 
 
 
（３）検証結果 
 

  確かにステージ全般を取り仕切り、運営してもらうことはイベントの進行

上、重要なことではある。しかしながら、それだけであるならば、その仕切

りが放送局であらねばならない必要性が見出せない。 
  また、放送局が間に入ることで、経費的にも高額になっている可能性が高

い。費用対効果を考えた場合に、かかった費用ほどの効果があったのか。次

回以降の課題として残る。 



一方で、「宗像市」という言葉がラジオで連呼されたことは、宗像市のＰ

Ｒにはなった、という見方ができることは確かである。 
これらのことから、次回以降、ＲＫＢラジオの起用には一定の評価はある

ものの、それに執着せずに幅広く検討していくことも視野に入れるべきであ

る。 
 
 
 
 
≪次回への提案≫ 

 
・ステージ・イベントを請け負うことができるイベンターの調査。 
・特定放送局とのタイアップについて、メリット、デメリット等を総合的に

検討。



 
６ スタンプラリー 
 
 
（１）経緯 

 
  ２会場分散型で実施されるため、両方の会場に足を運んでもらう手段とし

て、スタンプラリーは実施された。どちらの会場にしても、自分たちの会場

には来場者が少ないのではないか、という危機感があった。そのため、２会

場分散型を逆手にとって、それぞれの会場の来場者をお互いに呼び込もうと

いう企画である。まさに相乗効果を狙って実施された。 
  しかし、ここで問題になったのが、従来から農業まつりで実施されていた

スタンプラリーとの調整であった。 
すでに安定的に実施されてきた農業まつりスタンプラリーのスタイルを変

えることは困難であった。 
加えて、「ユリックス会場でも会場が屋内と屋外があるので、スタンプラ

リーをしたい」、という意見や、「スタンプラリーが複数存在することは、

来場者に混乱を招く」などなど。チラシのレイアウトに至るまで、様々な意

見が複雑に絡み合った。 
議論の結果、次のようになった。 
① 両会場をつなぐスタンプラリーは実施する。 
② 農業まつりのスタンプラリーも実施する。 
③ ただし、チラシには、区別がわかるように別々に掲載する。 
④ それ以外のスタンプラリーは実施しない。 
この結果、屋外会場と屋内会場を結びたいという商工会は、スタンプラリ

ーという言葉は使わず、「季良里ウォーク」と題して事業を実施。チラシに

も台紙は掲載せず、会場で独自に配布した。 
景品については、まちづくり宗像から、「各団体から総額 105 万円分の商

品を買い取って、それを充てる」という申し出があったため、その申し出を

受け入れた。そのため、道の駅むなかたのＰＲ事業の一環として、「道の駅

むなかた提供」と銘打って、まちづくり宗像が運営も担うこととなった。道

の駅に足を運んでもらうため、最下位賞として道の駅の 100 円券も用意され

た。 
 
 
（２）実施結果 

 
  案の定、来場者からは「わかりにくい」という声が多かった。農業まつり

のスタンプラリー窓口はもちろん、２会場スタンプラリー窓口にも、誤って

来場する人が多かった。 
  また、イベントホールにも足を運んでもらおう、とスタンプラリー窓口を

イベントホールの一番奥にしたことも、来場者の混乱を招いたひとつの要因

になったようだ。 



ユリックスのインフォメーションにもスタンプを求める人が多かったらし

く、会場案内看板を急きょ増設した。 
反面、スタンプラリー窓口がイベントホールの一番奥にあったからこそ、

イベントホールにも来場者が足を運んだという見方があるのも事実である。 
  さらに、２日目になってＪＡから、「当日配布のチラシにおける農業まつ

りスタンプラリーの台紙部分には×をつけてほしい」、という要請もあり、

現場の作業が突発的に生じた。これは、農業まつりスタンプラリーは、各戸

配布した分を対象にしており、家族全員でスタンプカードを持ってこられて

も対応できない、という理由からで、予想外の状況によるものである。 
 
 
（３）検証結果 
 

  様々な問題があったとは言え、スタンプラリー来場者データ（資料４）の

ように少なくとも 2,200 人以上の人が２会場を訪れており、これは、全体の

約 17％にのぼる。スタンプラリー実施自体は、当初の目的をある程度達成し

たものと考えられる。 
  しかしながら、再三にわたって議論になったように複数のスタンプラリー

は混乱の元であることは間違いない。会場が１会場になれば、スタンプラリ

ーを実施したとしても同種の混乱を招くことはない。 
  開催時期、それに伴う会場の設定、運営主体等、今後の調整結果を踏まえ、

スタンプラリーの実施の有無について、検討していく必要がある。 
  最下位賞として配布した道の駅の 100 円券の回収率は、約 36.5％。2,015 枚

が配布され 736 枚が利用された。 
 
 
 
 
≪次回への提案≫ 

 
・スタンプラリーを実施するのであれば、ひとつだけにする。 
・スタンプラリー窓口の告知看板等の増設。



 
７ シャトルバス（臨時駐車場） 
 
 
（１）経緯 

 
  イベントに一体感を持たせるための一つの手段として、両会場を結ぶシャ

トルバスを運行した。 
  そのルートについては、ＪＡ会場周辺道路が例年、大渋滞をしていること

から、日の里方面を回り一方通行にする案と渋滞してでも最短距離を結ぶ案

とで分かれた。尾園踏み切りを通るルートを設定できればよかったのだが、

西鉄バスが離合できないという理由で、あっさり却下された。 
結局、日の里経由はあまりにも遠い、臨時駐車場等全体的な駐車台数がは

るかに増えることで渋滞は緩和できるという理由で、最短ルートの往復が採

用された。 
 
 
（２）実施結果 

 
  「シャトルバスは利用者がいないのではないか」、という当初の予想は見

事に裏切られた。蓋を開けてみると、利用者は 2,100 人を超えた（資料５参

照）。市役所等に臨時駐車場を設けたことも幸いしてか、シャトルバスの利

用率も 16.7％（資料６参照）。一番多いバスで、一度に 47 人が乗り込んだ。  
シャトルバス利用状況集計結果（資料５）によると、最も多かったユリッ

クスからの乗車数は 971 人。次に多かったＪＡふれあいバスバス停からの乗

車数は、891 人。それぞれの会場の来場者をそれぞれの会場に誘導できた明

らかな証となった。と同時に「シャトルバスは利用者がいる」ということを

印象づける結果となった。 
 
 
（３）検証結果 
 

  当初心配されていたＪＡ本店周辺道路の渋滞も例年ほどではなく、初日の

午前 10 時から午前 11 時程度までと短時間だった。これも臨時駐車場とシャ

トルバスの効果ではないか、と考えられる。 
  データによると、確認できた車１台の乗車人数の平均は、1.8 人。単純計

算ではあるが、もし、シャトルバスと臨時駐車場がなければ、ＪＡ周辺から

シャトルバスを利用した人を除いたとしても、残りの 1,306 人が 700 台の車

でＪＡ本店に殺到したことになる。 
時間帯ごとのデータも今後の参考になる結果が出た。農業まつりへの来場

者は、明らかに開始時間前後が多く、これは周辺道路が渋滞していた時間帯

と一致する。 



一方、ユリックス会場への来場者は、開始時間前後もさることながら、正

午前後の時間帯も多い。これは、来場者層の違いによる可能性も否定できな

い。 
これらのデータは、今後、同種の事業を展開する上でひとつの参考資料と

なり得るものと考えられる。 
また、シャトルバスの運行には、かなりの費用を要するのも事実。効率的

な運行方法等の検討は欠かせない。 
 
 
 
 

≪次回への提案≫ 
 

・シャトルバスは利用する人がいる、という前提で有効な活用を模索する。 
  ・バスの台数により費用が違ってくるため、今回の利用人数等を考慮し、

適正台数を再度検証する。



 
８ 参加事業所 
 
 
（１）経緯 

 
  商工まつりは、昨年、10 数年ぶりに実施された。しかし、その内容は、会

員事業所のＰＲということではなく、どちらかといえば地域貢献的な内容だ

った。今回のようなイベントは商工会としても初めてのこと、会員にしてみ

ても初めてのことで、事業の趣旨等を会員に理解してもらうことがまずもっ

て大変であった。 
文書を出しても反応がなかったため、商工会職員が会員事業所に直接足を

運び、出展を呼びかけた。「わかりました」と出展意思を表明していた事業

所が直前の確認では、キャンセル。会場が閑散としてしまった。出展事業所

を集めること自体が至難の業であった。 
農業まつりについては、例年どおりの出展を計画した。 
両漁協については、前年度の農業祭りへの出展の経験を活かした出展とす

ることで調整を進めた。 
玄海地区観光連絡協議会は、構成自治体と協議を重ねたが、各自治体とも

に様々な事業が展開されている中、出展は困難ということになり、宗像市以

外からの出展は見送られた。 
また、商工まつりの出展料については、様々な議論があったものの、農業

祭りが以前から２日間で 5,000 円であったこともあり、その金額に合わせる

にいたった。 
 
 
（２）実施結果 
 
 商工会の出展事業所数は、最終的に 55 となった。しかし、このうち商工

会関係の出展が７。一般の民間事業所数は、48 にとどまった。商工会が行っ

たアンケートの結果（資料７）によると、来客数も売上額も予想を下回った

事業所が大半であった。そのため、出展目的の達成度も低く、６割以上の事

業所が「目的は達成できなかった」と回答している。 
 農業まつりについては、ＪＡ関係業者に出展を呼びかけるなどした結果、

出展数が昨年の 39 業者から６業者増え 45 業者となった。 
 両漁協については、前年の農業まつりの出展とほぼ同様ということではあ

ったが、経験を活かした内容となった。宗像漁協では前回実施した焼き物だ

けではなく、生サザエの販売を行った。鐘崎漁協は活魚販売の魚種が増えた

り、「魚すくい」などのゲーム性を持たせたり、と実施内容の工夫が見られ

た。 
玄海地区観光連絡協議会については結果として、宗像市の正助ふるさと村

による「豚汁のふるまい」のほか、特産品や観光パネルの展示が行われた。 
 



 
（３）検証結果 

 
  商工会が行ったアンケートの結果（資料７）によると、目的達成度が低

かった反面、次回開催を望んでいると考えられる事業所の割合が 96％を超

えた。「しなくてもよい」と回答しているのが、一般参加した一事業所で

はなかったことを考慮すると、100％の事業所が次回開催を望んでいる結

果となった。 
  興味深いのは、会場別にみる出展目的である。屋外会場の出展目的が、

その日の販売額であったのに対し、屋内会場の出展目的は、事業所の宣伝。

その割合は 75％に達した。販売目的の事業所はわずか１事業所だけ。この

ことは、今後の事業展開のあり方を検討する上で、この上ない参考データ

となることは間違いない。 
   出展料については、「高い」と感じている事業所の割合に注目した。全

体で２割強しかない。会場別に見ると、費用がよりかかっている屋内会場

の方が「高い」という回答は少なく 16％。 
鐘崎漁協の「魚まつり」が１日１テント 12,000 円である。２日間で

5,000 円ははるかに安い。商品単価が違うので、一概に「魚まつり」と同

様に考えることはできないが、今後の価格設定についても総合的に検討が

必要である。 
両漁協については、その企画内容が充実してきた。子どもだけではなく、

大人たちにも泳いでいる魚は、興味深かったようである。しかしながら、

今回は漁協職員だけによる出展であったため、今後は同組合員を巻き込ん

だ展開ができるよう、漁協組合員と一体となった取り組みが必要であろう。 
 
 
 
 
≪次回への提案≫ 

 
・屋内会場、屋外会場の２会場の活用方法の検討。今回のフェスタ以外に同

様の事業を実施する場合は、その事業目的によっては、どちらか１会場で

も可能。 
・出展料の見直しが必要。予算額の減少等を総合的に判断して、若干上げて

も良いのではないか。また、同一会場同一料金を原則とするが、会場によ

り違いがあっても良いのではないか。 
・今回のような事業を実施する場合には、漁協組合員と一体となった取り組

みの検討。 
 



 
９ 経費 
 
 
（１）経緯 

 
  今年度、国の「地方の元気再生事業」による委託料の一部 7,239,000 円と

まちづくり宗像からの寄付金 105 万円を活用し、イベント実施のための基盤

作りを行った。つまり、全体にかかる経費の大部分をこの予算から支出し、

各団体の個別の祭りについては、各団体で負担することが、団体代表同士の

調整で決着した。資料８の宗像産業振興フェスタ実施要領のとおりである。 
 
 
（２）実施結果 

 
  ２会場で 1,764 万円。資料９の収支実績（見込み）のとおりである。 
  国からの委託費やまちづくり宗像からの寄付金等の収入を除いた各団体の

負担総額は、704 万 5,536 円となる。 
  このうち、310 万円を超える費用は、２会場分散型であったために生じた

費用であると推計することができる。 
  農業まつりについては、前年同様の事業内容で見るならば、共通経費であ

るチラシ等の作成費用やまちづくり宗像がスタンプラリーの景品を買い上げ

たことなどにより、経費の一部削減がなされた。 
 
 
（３）検証結果 

 
  会場を１会場にし、シャトルバス等を運行しなければ、300 万円以上を削

減することができる可能性があることが数字の上ではっきりとした。 
  さらに、１会場で実施するための条件を整理していくと、さらなる削減が

見込めることは明らかである。 
  次年度以降、国の委託料がなくなることはすでにわかっている。限られた

予算の範囲内で実施するには、１会場での実施は避けられないのではないだ

ろうか。 
  また、農業まつりとは別の日に実施するのであれば、２日間の開催を１日

だけの開催にするのも、ひとつの案としては検討してみる価値がある。 
  試算したところ、テントやブース等のリース料や運搬設置等の費用はほと

んど変わらないものの、当日配置される舞台運営や警備員の人件費が半額に

なり、施設使用に要した費用が約２／３になる。削減額は、およそ 85 万円

程度である。 
  
 
 



 
≪次回への提案≫ 

 
・全体にかかる費用については、市とまちづくり宗像からの助成金や寄付金

で賄う。 
・各団体の「祭り」に要する費用は、今年度同様、各団体で賄う。 
・テントやブース等の出展エリアの設置については、１/２はまちづくり宗像

からの寄付金を含む市、残りの１/２は各団体が負担する。 
・１日だけの開催についても、総合的に検討する。



 
10 まとめ 
 
 
 ２日間で 14,975 人。スタッフを含めた参加者指数である。この数字が多いか

少ないかは、一概には言えない。しかしながら、市内産業を支える公的団体が

その持てる力を全て結集したイベントの実施は、宗像市の今後の産業の活性化

へ向けた取り組みのひとつの大きなきっかけになったことは間違いない。 
 文字通り史上初めてのイベント。「まず、やってみよう」で始まっただけに、

いろいろな課題や反省点が浮き彫りになった。中でも、２会場分散型での実施

が、多くの課題や反省点の要因になっていることは明々白々のようである。 
 予算面についても、しかり、である。 
 裏を返せば、１会場集中型で実施すれば、多数の課題や反省点は克服できる

可能性が大いにあるということである。 
 各団体を個別に見ると、それぞれに課題・反省点がある。ひとつにまとめた

ものが資料 10 の検証シートである。スタッフひとり一人が、様々な視点で課

題や反省点を抜き出している。細かな運用上の問題もあるが、これも次回以降

の同種の事業に活かされるはずである。 
 今回は初めての試みということもあり、実施・運営面に力点を置いていくつ

かの調査を実施した。次回は実施内容等、来場者目線に立った調査も実施して

いくべきであろう。 
古典芸能などの世界では、「お客様が芸を育てる」という。この事業も来場

者によって、成長していかなければならない。その先にあるものが、地域経済

の活性化であり、市民生活の安定である。 
次回以降の開催については、商工会アンケート結果にもあるように、全事業

所が「した方がよい」と回答している。この結果は、見過ごせない。今回のこ

の検証結果を踏まえ、総合的に検討・調整を重ねていくべきである。 


