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第１回宗像市産業振興推進審議会 

日 時：平成２１年６月３日 

１４:００～ 

場 所：宗像市役所 ２０２会議室 

事務局：宗像市産業振興部商工観光課 

 

 

事務局(塔野) ただ今から、平成 21 年度第１回宗像市産業振興推進審議会を始めさせてい

ただきたいと思います。 

本日、商工会課長の今林会長が、不幸事のため、急きょ欠席という連絡が入

っております。そのため、副会長の天野様に進行をしていただきたいと思って

おります。では、よろしくお願いします。 

(天野副会長) すみません。名ばかりの副会長ですけれども、急きょ、司会を仰せ付かり

ましたので、つたない司会ですけれども、皆さんご協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

      では、式次第に従いまして、開会のあいさつを桑野副市長、よろしくお願い

いたします。 

 

■１．開会のあいさつ 

(桑野副市長) 改めまして、皆さん、こんにちは。ただ今、ご紹介いただきました宗像市

副市長をしております桑野と申します。 

本日は、当審議会、皆様方お忙しい中、また、お足元の悪い中、ご出席いた

だきまして、誠にありがとうございます。それから、日ごろからの（市政）に、

大変、ご理解とご協力いただいていますこと、市長に代わりまして、この場を

お借りしまして、お礼と感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうご

ざいます。 

      さて、当審議会、昨年の３月に開会されまして、産業振興計画等を承認いた

だきました。その計画に基づいて、この１年間走ってまいりました。農協と２

つの漁協、商工会それから観光協会、市といわゆる産業振興戦略プロジェクト

を立ち上げまして、幾つかの事業を展開してまいりました。今年度はまた産業

振興フェスタなど、いろいろ事業計画を立てております。本日は、20 年度の事

業実績の評価をしていただきながら、そして、併せて平成 21 年度の事業計画

についてご議論いただければと思っております。 

とにかくこういった冷え切った社会の中で、やはり宗像の元気は、各産業が

積極的に展開されること、これが大きな宗像の活力になってくるということは

変わりございません。どうか、私たちも汗をかき、一緒に行動してまいります。

今後１年間、今日のご議論を基に変えていきたいと思っておりますので、今日

の活発なご審議をお願いいたしまして、簡単ですが、あいさつに代えさせてい

ただきます。 
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今年１年、また、よろしくお願いいたします。 

 

■２．委嘱状交付 

(天野副会長) ありがとうございました。それでは委員さんの中で、今年、鐘崎漁協の女

性部の方、花田さんに代わられましたので、委嘱状を交付していただきたいと

思います。 

(桑野副市長) 委嘱状、花田スガ子様。宗像市産業振興推進審議会委員に委嘱する。任期

は平成 22 年３月 12 日までとする。平成 21 年４月１日宗像市長 谷井博美。

よろしくお願いいたします。 

(花田委員) よろしくお願いします。 

(天野副会長) よろしくお願いいたします。 

 

■３．委員及び事務局職員の紹介 

(天野副会長) 次の３番、「委員及び事務職職員の紹介」ということで、１年３カ月ぶりで

すので、皆さん、本当に忘れられているのではないかと思いまして、以前も自

己紹介しましたけれども、軽くもう一度、自己紹介をしようかなと思っており

ます。では、私から先にいかせていただきます。 

       曲でトマトをビニールハウスで作っております。田んぼのほうもしておりま

すけれども、なかなか、農業は天候次第ですので思い通りに行かず、毎年毎年

「どうして、こんなかな？」という感じで過ごしております。 

よろしくお願いいたします。 

(山下委員) 宗像農協営農企画課の山下でございます。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

(藤島委員) 宗像漁協の本所、神湊に勤務しております藤島と申します。よろしくお願い

します。 

(権田委員) 鐘崎漁協に勤務しています権田です。よろしくお願いいたします。 

(花田委員) 鐘崎漁協から来ました婦人部の役をさせてもらっています。花田スガ子とい

います。よろしくお願いします。 

(谷山委員) 市民公募の谷山と申します。私も１年３カ月ぶりで、道の駅にはしょっちゅ

う行って、お買い物をしておりましたけど、自分が審議会委員をしているとい

うことを忘れておりました。何かもっと、皆さんと、度々お会いしたかったな

と、そういうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

(池浦委員) 私も公募委員として、これに出させてもらっております。住まいは玄海地区

の田野というところございます。池浦幸弘です。よろしくお願いします。 

(天野副会長) では、事務局のほうお願いいたします。 

(桑野副市長) 先ほど、お話をしました桑野と申します。よろしくお願いいたします。 

(小田事務局長) 私は、商工観光課は４月から、前任の高橋がちょっと体を壊しまして、

今は元気にしておるんですけども、急きょこちらに来て、産業振興、それから

商工観光、その辺を中心に役割分担いただいておりますので、精一杯頑張って

いきたいと思います。 
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本日、うちの産業振興部長の小樋が大体来る予定だったのですけど、急きょ

大島のほうで所用が入りまして朝から大島へ行っております。この時間に戻っ

て来れればと思ったのですけど、ちょっと戻って来られないようでございます

ので、本日は失礼させていただいております。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

事務局(塔野) 商工係長をしています塔野と申します。昨年４月１日、福祉課から異動に

なって来ております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

事務局(有松) 商工観光課商工係の有松と言います。策定のときからお世話になっていま

す。名字が去年９月に、有松に変わりましたけれども、引き続き、よろしくお

願いします。 

産業振興プロジェクトメンバー(永岩) オブザーバーで産業振興戦略会議メンバーの水産

振興課の永岩です。よろしくお願いします。 

産業振興プロジェクトメンバー(大塚) オブザーバーの商工観光課の大塚と申します。産

業振興プロジェクトで観光係を代表して入っております。どうぞ、よろしくお

願いします。 

産業振興プロジェクトメンバー(田村) 同じく戦略会議のメンバーで、今日はオブザーバ

ーです。農業振興課の田村と言います。よろしくお願いします。 

(天野副会長) よろしくお願いいたします。それでは、４番に移ります。 

(小田事務局長) その前にちょっと、副市長が次も会議が入っていますので、ここで。 

(桑野副市長) 申し訳ありませんけど、また、今後ともよろしくお願いいたします。失礼

いたします。 

(天野副会長) では、４番に移ってよろしいでしょうか。「宗像市産業振興戦略プロジェク

ト平成 20 年度事業実績について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■４．宗像市産業振興戦略プロジェクト平成 20 年度事業実績について 

事務局(塔野) では、私から説明をさせていただきます。昨年の３月に二度ほど、皆様方

にはご審議いただきまして、昨年の５月に産業振興計画が完成いたしました。

それで本日は、まずこの概要から説明させていただきたいと思っております。

このＡ４のカラーをご覧いただきたいと思います。 

            産業振興計画の戦略プランといたしまして、基本的な考え方ということで、

簡略に少しお話したいと思いますが、真ん中辺り、「地域にお金を生み出す仕

組みづくり」が、黄色の網掛けの入ったところにあると思います。これを最大

の目標といたしまして、取り組んでいこうという計画になっております。 

取り組みの柱といたしまして、その下に、「地域資源の価値を高める取り組

み」いわゆる高付加価値化。それから、「地域資源の販路拡大に向けた取り組

み」販路拡大ですね。それから、「交流の拡大に向けた取り組み」交流人口の

拡大。それから、「情報発信を強化する取り組み」情報発信ですね。それから

最後に、「安定的な生産･供給体制を整備する取り組み」生産・供給体制整備と

いうことで、この５つの柱を計画の柱に据えて産業の振興につなげていこうと

いう計画になりました。 
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            次のページですけれども、取り組みの柱ごとに、例えば一番最初にあります

「高付加価値化」であれば、「市場価格の維持・向上プロジェクト」というよ

うな形で、「生産管理・品質の徹底」であるとか、「付加価値の高い農作物の生

産と品種改良」であるとか、そのように以下ありますけれども、具体的にこう

いったことに取り組みましょうという柱だてをしております。 

            それから次のページ、３番目といたしまして、「計画の実施体制」というのを

掲げております。これを見ていただきますと分かりますように、「官民共同プ

ロジェクトチーム」というものを立ち上げましょうということで、計画書の中

でうたっております。この「官民共同プロジェクトチーム」というのは、市内

の公的な５団体、農協・漁協・商工会・観光協会、それから市が、それぞれ横

の連携を取り合いながらやっていきましょうということで、このプロジェクト

チームを立ち上げるというのが計画書の中でうたわれております。これに基づ

いて、昨年の６月に、「産業振興プロジェクトチーム」というのを立ち上げさ

せていただきました。 

それと同時に次のページになりますが、このプロジェクトの組織の中身につ

いてですけれども、関係団体、左側にありますが、宗像農協・鐘崎漁協・宗像

漁協・宗像市商工会・宗像観光協会、そして宗像市が手を取り合って、一つの

事業に取り組みましょうということで、一番下にあります「官民共同プロジェ

クトチーム」、戦略会議といたしまして、その右にありますが、各団体から実

務担当者を１名ずつ出していただきまして、そして市からも、産業振興部の商

工観光課、それから農業振興課、水産振興課から１名ずつ出して市役所の中で

も横の連携を取っていく。そして、各団体の横の連携を取っていくというよう

な形で、企画を練っていくというふうに取り組んでいます。 

これが、今度上のほうにいくと、「課長レベル会議」ということで「幹事会」

と断定させていただいてもらっていますが、「幹事会」それから市長まで続く

「経営会議」です。この３段階に分けまして、意志決定をして、事業に取り組

んでいくという組織を立ち上げさせていただきました。 

            この組織の体制づくりを昨年度６月に立ち上げまして、実際に、夏ぐらいま

でに、まず現状を知ろうではないかということで、市内の農業の視察、漁業の

視察など、何度か行っております。 

それから実際に取り組んでいったのは、この次第に挟まっていると思います

けれども、これを何枚かめくっていただきますと、Ａ４の縦で「平成 20 年度

宗像市産業振興戦略プロジェクトの主な実績」という表があると思います。こ

のような事業を実際に展開するようになりました。 

            まず１番目ですけども、｢九州・観光物産フェア」ということで、10 月 11 日

から 13 日にかけまして東京の代々木公園で、宗像市の魚介類を知っていただ

こうということで、サザエ、イカ、海鮮のつみれ鍋であったりと、観光協会が

中心になって実施しております。これは、産業振興計画でいうところの「販路

の拡大・交流人口の拡大」を主な目的として、実施させていただきました。 

            それから２番目ですけれども、11 月１日から３日にかけまして、北九州市の
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「まつり起業祭八幡」におきまして、各団体の職員が一緒になりまして、クー

ポン券を配布して、宗像市に来ていただこうという取り組みを行っております。

お手元にこういうクーポン券があると思います。これが実際に配ったクーポン

券になっております。このクーポン券を配って、宗像市内に人を呼び込もうと

いう取り組みを行っております。 

実施結果のところにありますように、祭りの来場者は 75 万人で、そこでい

ろいろな宗像の物を売ったのですが、一番最後にあります、期間中に 2,240 枚

のクーポン券の利用があっております。そのほとんどが北九州市からのお客様

であったということで、北九州市からの見込みの増につながったのではないか

と考えております。 

            それから３番目ですけども、「農水連携米袋」ということで、11月22日に発売

を開始しております。これはどういうものかと言いますと、ＪＡのオリジナル

ブランドであります「わがまち育ち」というお米がございます。これですね、

枚数があまりないのですが、「わがまち育ち」という米袋です。この袋の裏に

鐘崎漁協さんらの協力を得まして、「イカのさばき方」であるとか、「魚のおろ

し方」であるとか、そういったものをイラストで掲載しております。その下に

ＪＡさんのお刺身に合う醤油とか、そういうものを載せて食育のアドバイスも

載せると。ちょうど鐘崎の活魚センターがオープンしましたので、「生きたお

魚がここで買えますよ」というような、要はこの米袋をＰＲの媒体として活用

したという内容でございます。ちょっと回しますのでご覧ください。 

これが意外とマスコミ受けいたしまして、新聞でかなり取り上げられまして、

業界紙もあるのですが、４社ほど紙面に載せていただきました。宗像市のお米

の知名度が、かなりこれで上がったのではないかなということと、食育のアド

バイスが載っていたりしたものですから、福岡教育大学であるとか、宗像高校

といった教育機関、それから福祉施設、病院、そういったところからの問い合

わせがありまして、「袋だけ下さい」というような取り寄せの問い合わせも入

ったということでございます。 

結果といたしまして、「わがまち育ち」の売り上げが、前年度同月比、12月

だけですけど2,000キロほど売り上げが伸びたということです。通常、１回に

8,500枚の袋を作るのですけども、これが大体５、６カ月もつらしいです。と

ころが、この袋に関しては３カ月で無くなってしまったということで、それな

りの注目を浴びたのではないかなと考えております。 

      それから４番目ですけれども、「農業まつりにおける水産ブース」ということ

で、農業まつりに、十数年ぶりに２漁協さんが参加いたしまして、活魚を販売

したり、イカの活きイカパックの宣伝をやったりとか、サザエのつぼ焼きをや

ったりとか、そういうことを行って、農水連携の一つのきっかけになったので

はないかなと考えております。 

            それから５番目ですけれども、「インターネット販売」ということで、12月９

日から観光協会さんが、宗像市の観光イメージのアップにつなげたいというこ

とで、宗像市の魚介類をネット上に掲載してイメージアップにつなげようとい
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う取り組みを行いました。 

実際それで売れたものは、右にもありますけれど数としては少なく、売上額

にして12万8,000円ぐらいしか売れておりませんが、8,782件閲覧していただい

たということで、それはそれなりに人の目に止まって、「宗像市は魚介類が豊

富な町なんだな」というイメージアップにはつながったのかなと考えておりま

す。 

       それから、次のページの６番目ですけれども、「正月用ブリ販売」ということ

で、例年、正月用のブリを漁協で予約を受け付けて販売しているのですが、今

年度のプロジェクトで取り組みまして、クーポン券であったりとか、ラジオ、

テレビなどを通してＰＲ活動を行いました。 

その結果、前年110本のブリの販売だったのですけれども、予約が614本とい

うことで、６倍近く伸びたということでございます。 

            それから７番目に、「宗像市商工会携帯サイト会員事業」ということで、これ

は産業計画の中にもあるのですが、商工会の会員制度を構築しましょうという

のがございます。携帯サイトを使いまして、商工会さんが会員制度を構築して

おります。３月20日に立ち上げたばかりですので、まだちょっと会員数など、

十分な会員数ではありませんけれども、お手元にありますこういうチラシを配

布しまして、会員数の増加に努めております。 

本年度、少しでも多くの会員数を獲得するとともに、内容の充実というのが

やはり一番の課題になっております。いかに利用していただけるかということ

で、今後、商工会さんと話をさせていただきながら、詰めていきたいと考えて

おります。 

            それから８番目ですけれども、「宗像産品開発」ということで、ＪＡさんとグ

リーン・ツーリズムを手掛けていらっしゃる玄海ふるさとネットワークさんに

「宗像市のものを使って、何か作れませんか」というような呼び掛けをしてお

ります。その結果、米粉パン、それから大豆を使ったまんじゅう、それから、

健康おやつ、クッキーとかそういったものが完成しておりまして、道の駅など

でも販売を開始しております。 

            それから９番目ですけれども、「宗像いちご祭り」というのを３月20日から行

っております。これは、イチゴが過剰出荷されて値が下がる時期に合わせまし

て、宗像市でキャンペーンを実施したものです。商工会とＪＡさんが協力し合

いまして、ＪＡさんが直接商工会の会員さんのお店にイチゴを持っていって、

ケーキを作ったりしながらイチゴのＰＲを行っています。お手元にある、この

「宗像市いちご祭り」のチラシを作って実施しております。 

これまで、ＪＡさんが今まで共販と言いまして、市場に納めていたイチゴを

市内に流通させて、市内で域内消費を拡大したということであります。ケーキ

とか、アイスクリームとかいろいろありますけれども、そういった対象商品の

販売個数が、期間中8,646個あがっております。 

道の駅などでこういうチラシを配布いたしましたので、そこにスタンプラリ
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ーをして、応募をしてもらっているのですけれども、その住所を見ると、やは

り宗像市内の方50％だったのですが、それ以外にも北九州市の方が14％以上で、

福岡市の方が8.3％だったということで、市外からも宗像市を周遊していただ

けるような、そういう仕組みができたのではないかなと考えております。 

ＪＡのイチゴも918パックこの期間販売しております。事業を行った事業所

からは、ＪＡのイチゴが、非常に商品がよかったということで、「今までは、

別のところから買ってきたんだけども、今度からＪＡに直接買いに行くように

しました」とか、そういう話も聞かれております。これを４月12日まで、開催

させていただきました。 

            最初に申し上げればよかったのですが、昨年の３月に会議を開かせていただ

いて、その後ちょっと１年間何もご連絡できずに、大変失礼をいたしました。

計画書が５月にできまして、実際に取り組みが開始されたのが10月ぐらいから

だったということで、その後、ばたばたばたっと事業を行って、今、途中経過

を報告させていただくということで、随分と間が空きましたことを、この場を

借りてご容赦願いたいと思っております。 

            以上、事業実績について、簡単で、駆け足で申し訳ございませんでしたが、

説明させていただきました。以上です。 

(天野副会長) ありがとうございました。それでは、今、ご説明がありました20年度の事

業実績について、何かご質問などございませんでしょうか。 

(谷山委員) 私どもは、この商工観光課の審議会委員に任命されまして、その後、この戦

略プロジェクトができているのですが、戦略プロジェクトの中にこの審議会委

員の方は、何人ぐらい入っていらっしゃるのですか。  

事務局(塔野) 戦略プロジェクトの名簿が３枚目に付いていると思うのですけれども、戦

略会議のメンバーが一番右にあります。 

ご説明いたしますと、宗像市の職員につきましては、先ほどご紹介させてい

ただきました、水産振興課振興係長であります永岩です。それから、農業振興

係の田村、観光係の大塚が入っておりまして、商工会からは事務局の職員、Ｊ

Ａからは園芸課の方が入っております。それから、宗像漁協に関しましては藤

島課長、鐘崎漁協におきましては権田課長、観光協会からは事務局長の稲田事

務局長が入っております。 

(谷山委員) 素晴らしい20年度の実績で、実は私、びっくりしております。100本のブリが

600本とか、その他もろもろクーポン券にしても、私ども審議会委員がこれを

全部入れていただいたとしたら、果たしてこれまでやってこれたかどうか。も

っともたついたのではないかとも思いますけれども、こんなにいい計画であれ

ば、私ども審議会委員、市民委員は私と池浦さんですが、実は私が応募しまし

た動機というのは、足手まといになりましょうけれども、こういうことに参加

させてもらって皆さんと一緒に活動したかったのです。 

そうすると、私も北九州の出身ですから、もっともっと向こうを巻き込んで

というお話も最初にしたと思います。課長さんが代わるのはあれとしても、中
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の商工観光課としての継続事業というのがあるわけで、やはりその辺をころこ

ろ変えてもらわないほうがいいかなと。 

それと、審議会委員として任命された以上は、私は１年３カ月、実は忘れて

いたのですが、やはり今から先１年間、来年の春まで、できましたらせっかく

こうして任命されているわけですから、人的資源としてやはり活用していただ

きたいなと思います。よろしくお願いします。 

(天野副会長) ほかにありませんか。では、私から、申し訳ありません。 

      これ大体、かかった経費とかは教えていただけますか。 

事務局(塔野) よろしいでしょうか。まず、１番目の「九州・観光物産フェア」につきま

しては、市からの支出額が 85 万円ほどになっております。それから、「まつり

起業祭八幡」につきましては、クーポン券の印刷費用だけですので 18 万 9,000

円です。それから、「農水連携の米袋」につきましては、ＪＡさんと折半とい

うことになっておりますので、市が出したのは 29 万 9,000 円です。それから、

「農業まつりにおける水産ブース」につきましては、水産振興の商品拡大にな

りますから、材料費が５万円ほどです。それから、「インターネットの販売」

につきましては、これはシステムの構築から広告宣伝の費用まで全部含めまし

て 249 万 5,000 円ぐらい出ております。それから、「正月用のブリの販売」に

つきましては、ＰＲ宣伝費として 33 万 500 円出ております。それから、「商工

会の携帯サイトの会員事業」につきましては、これも携帯電話のシステムの構

築から広告宣伝費、企画運営、ランニングコストまで全部入っておりまして 550

万ほど出ております。それから、「宗像産品の開発」につきましては、55 万 3,000

円ほど出ております。それから、「宗像いちご祭り」につきましては、先ほど

のこのチラシとポスター、それからのぼりを製作しておりまして、45 万 6,750

円ほど出ております。 

以上です。 

(天野副会長) ありがとうございました。 

事務局(塔野) この費用につきましては、国の「地方の元気再生事業」という補助事業が

ございまして、これに申請をしまして、国から委託事業という形で行うことが

できました。ですから、市から新たに予算を組んで実施したということではな

くて、これらすべての金額は、全部国の委託事業として行ったということでご

ざいます。 

(天野副会長) 市の財政ではなくて、国からの補助なのですか。 

事務局(塔野) はい。 

(天野副会長) ほかに、ありませんでしょうか。では、次に移りたいと思います。 

その前に、岩佐さん、自己紹介をお願いします。 

(岩佐委員) 今日は覚えていたのですが、少し出事から帰って、ばたばた、今、来ました。

すみません。 

うちのほうは農業が主体なのですが、一応、体験を受け入れるというところ

で農業の振興もあるのですけれど、今、観光協会のほうとごみのリサイクルと

いうことで土づくりをしながら、横の連携ということで、「観光振興を目指す 
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食と農の循環研究会」というプロジェクトの中で、うちのほうは生ごみを乾燥

分散させたもので肥料を作って、それを土に戻して、安全でＰＲができるよう

な付加価値の付いた農産物を生産しています。それを観光協会のほうで使って

いただいて、道の駅の販売と料理で、たくさんの人が宗像に来ていただけるよ

うなシステムづくりというのを、今、取り組んでいます。 

産業振興の趣旨にも沿っていることをやっているかなと思っています。よろ

しくお願いします。 

(天野副会長) よろしくお願いいたします。 

(池浦委員) 後戻りするのですが、関連で、今まで使った金を言われましたが、これは国

の補助ということで、21 年度はどんなふうになるのですか。また、お金の金額

も変わってきましょうが、このあたりはどういうふうになってくるのですか。 

事務局(塔野) 「地方の元気再生事業」というものは、平成 20 年度と 21 年度に実施され

る事業です。それで、平成 21 年度につきましても、国に申請を上げまして、

先月末ぐらいに内示が下りまして、若干の予算が付くようになりました。その

費用を使いまして、21 年度も事業を展開していきたいと考えております。 

(池浦委員) それは、期限は２年間ですか。 

事務局(塔野) そうです。平成 20 年度と 21 年度です。ただ、契約自体は年度ごとの契約

になっております。申請してみないと、お金が付くかどうかというのが、まだ

確実ではなかった状態です。先月末に一応、内示が出たような状態です。 

(池浦委員) それで、例えば、でたらめな活動をして、遠方に催し物をしてお金がいった

とします。それは、認められてないのでしょう。やはり、大体の限度額がある

でしょうから。 

事務局(塔野) そうですね。一応、国の審査がございまして、こちらから申請をしてヒア

リングを受けております。こういった事業をやって、こういうことをしてみた

いと。こういう費用がかかるので、これくらいのお金が必要だというようなヒ

アリングを受けておりまして、国もそれくらいであれば妥当であるだろうとい

う判断に基づいての金額ということで考えています。 

(池浦委員) 分かりました。 

(天野副会長) では、次の５番に移ります。平成 21 年度の事業計画案でよろしいですか。

それについて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■５．宗像市産業振興戦略プロジェクト平成 21 年度事業について 

事務局(塔野) Ａ４の横になるのですが、「宗像市産業振興戦略プロジェクト工程表」とい

うのがあると思います。これに基づきまして、説明させていただきます。 

      平成 20 年度は、基盤作りの年というふうに位置付けをしておりました。とい

うのが、今まで全く違うことをやっていた団体が一つに集まってやろうという

ことで、いったいどうしたらいいのだろうという手探りの状態がございまして、

まず、みんなで一緒にいろいろなことをやってみましょうというところから始

めております。そこにありますように、「調査研究事業の実施」、「システム等

の基盤整備」というものを、平成 20 年度に一つの目標として据えておりまし
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た。 

      これを受けまして、平成 21 年度、本年度、本格的に稼働していこうではない

かということで、平成 20 年度の結果を踏まえてさまざまな取り組みを行って

いきたいと。先ほどの会員制度の話もありましたけれども、システムを幾つか

構築しております。そのシステムをいかに有効に運用していくかということを、

最大のテーマでやっていきましょうとなっております。 

      では、具体的にそれぞれの分野でどういうことをやるのかということで、農

業につきましては、「地産地消」という形で、平成 20 年度は米粉のパンの試作

を行っております。実際に道の駅などでも販売しているのですが、まだ少し、

ふっくら感が足りないとか、いろいろ少し手を入れたいところがあると聞いて

おります。この米粉パンを最大のテーマといたしまして、米粉パンの開発に少

し力を入れてみようではないかということで、農協さんとお話をさせていただ

いております。 

      それから、 水産物は、テーマを「加工」といたしまして、今年度、加工場の

整備に取り組むことが検討されております。加工場が整備されれば、この加工

品をどういうふうに市場に出していくかというのを一つの大きなテーマにし

ていこうではないかと。 

      それから、３番目商工に関しましては「域内消費の拡大」ということで、平

成 20 年度にシステムを構築しました会員制度を有効的に活用することも一つ

なのですが、いちご祭りのような域内消費の拡大キャンペーンができないだろ

うかと、そういった事業を中心に取り組んでいきたいと考えております。 

      それから、観光事業につきましては「メニューづくり」ということで、中で

も「体験観光メニュー」というものができないだろうかということで、今年度

幾つか手掛けていきたいと考えております。 

      それで、その下に黒帯で書いておりますけれども、「産業振興フェスタ」とい

うものができないだろうかということで、現在、検討を進めております。一応、

各団体のトップの話し合いで、一緒にやりましょうという方向性が打ち出され

ております。これをどういう形でやっていくのかということを、今後、詰めて

いきたいと考えております。 

      １枚めくっていただきまして、現在、考えられている具体的なものといたし

まして、平成 21 年度のプロジェクト（案）ということで、「アワビの特売会」

というのを考えております。これは、６月 13 日と 14 日、宗像漁業協同組合さ

んが中心になりまして、産業振興プロジェクトで、そこにも少し書いておりま

すけれども、アワビを捕るときに殻とか身に少し傷が入ってしまったりするこ

とがあるらしいです。そういったものは市場に出せないということで、そうい

ったものを「道の駅むなかた」で、特売で販売していくと。そして、宗像のア

ワビのＰＲであるとか、そういったものにつなげていきたいと。 

      同じ日に、「道の駅むなかた」の中に「おふくろ食堂はまゆう」という食堂が

ありますが、そこでアワビを使った「アワビ丼」、「アワビ刺し」を、ちょっと

数が少ないものですから１日限定 20 食分程度、販売をしていこうと考えてお
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ります。同時に地島の特産品であります「めかぶ」、「わかめ」、「椿油ご飯」な

ど、そういったものも同時に販売していこうと考えております。 

      以下、すべて今後、検討していきますと書かせていただいております。 

      「サザエキャンペーン」ということで、夏休みの期間中、宗像漁協、鐘崎漁

協、それから宗像観光協会という団体が協力し合いまして、宗像で捕れたサザ

エを宗像の市内のホテル、旅館、飲食店で食べていただこうという企画を、現

在、検討しております。 

      昨日ですけれども、各団体の実務者レベルでちょっと集まりまして、まだ、

決定ではありませんけれど、こういうことで検討していきましょうということ

で話をしております。 

      それから、「観光地引網体験ツアー」ということで、先ほどもありましたが、

観光につきましては体験観光のメニューということが一つテーマになってお

りましたので、地引網を８月、９月、10 月という形で体験をしていただく、体

験ツアーみたいなものができないだろうかということで、漁師さんや地元の方、

関係各機関とやる方向では検討しておりますが、まだ実際できるかどうか、現

在調整を行っているところです。 

      それから次の「宗像市産業振興祭り」、仮称と書いてありますが、先ほど言い

ましたように、団体が一緒の日に祭りをやりましょうということで、実施日を

11 月 21 日、22 日ということで設定をしております。この日というのは、例年、

「農業まつり」が行われていまして、「農業まつり」がかなり大きな祭りで、

すぐには動かせないのです。その理由といたしましては、農産物がこの時期で

ないとそろわないというのが一番の課題でありまして、ちょっと農業に関して

は、この時期しか祭りはできませんということですので、この日に一緒にやり

ましょうと、現在、計画を進めております。 

      会場といたしましては、そこにもありますけれど農業組合の本店、毎年やっ

ている所が「農業まつり」を実施するということになります。スペース的に、

そこに「商工まつり」や「漁協まつり」が入り込むスペースがないので、ユリ

ックスを借りまして、農業まつりは農業まつり、商工まつりは商工まつりとい

う形で同時開催をして、一体感を持たせるためにスタンプラリーをやったりと

かシャトルバスでつないだり、そういったことができないだろうかということ

で、現在、調整を行っております。 

      それから、「正月用ブリ販売の促進」につきましては、昨年度もそれなりの結

果を出しておりますが、ただ、昨年度の反省としまして、実際にＰＲを行った

のは 11 月末くらいからで、企業祭クーポンを配ったというのが一番早いので

すけれども、本格的に取り組んだのが遅かったのではないかという反省もあり

ますので、今年度はもう少し早くからじっくりと計画をしてＰＲできればいい

かなと考えております。 

      それから、「大阪シーフードフェアへの出展」ということで、22 年の２月に

大阪市内でシーフードフェアが予定されております。これに宗像の魚介類を展

示して、販路が広がらないかなと考えております。 
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      それから最後に、「宗像いちご祭り」ですが、これが意外と事業所あたりから

の評判がよかったものですから、ぜひ、来年度も続けてやってほしいという声

がアンケートでもかなりありましたので、できるだけ、今年度も実施できる方

向で調整をしていきたいと考えております。 

      その次の一番最後には、大きなカレンダーといいますか、こんなふうになる

のではないかなということで、Ａ４の横ですけども、大体のスケジュールとい

うものを落とし込んでおります。 

      少し大ざっぱな説明になりましたけれども、平成 21 年度の、現在の産業振興

プロジェクト戦略会議で検討されている事業内容を説明させていただきまし

た。以上です。 

(天野副会長) ありがとうございました。では、今の説明をお聞きになって質問は何かあ

りませんでしょうか。 

(谷山委員) いいでしょうか、私ばかりですみません。21 年度の産業戦略プロジェクトは、

ほとんどプロジェクトのメンバーが皆さんなさるのですか。それとも、私ども

審議会委員がそこの中に入って何かすることがあるかどうか。それと、私ども

審議会委員は２年の任期をもらってしたのですが、はっきりいって何もやって

いないと。このまま終わっていいのかなと。 

      それと、市民参画とか市民参加と呼びかけていますが、私は「いちご祭り」

をやっているなと、実は存じ上げていたのです。でも、これを産業商工観光課

がやっていると知らなかったのです。というのは、私ども審議会委員でさえ何

の通知もないのです。だから、このグリーンとか地引網とかお魚さばくのもや

っているということは分かりましたけれども、ここの課が中心でやっていると

いうことを知らなかったのです。知っていれば、私も女性会議とかも入ってい

ますし、近所とかも巻き込んで、もっと大々的にできたのではないかと、振り

返ってそういうふうに思います。 

だから、今後、私どもが何をすればいいのかなと。私と池浦さんは市民公募

でございますので、活動しようと思ってこの席に着いておりますが、しなくて

いいのであれば、来年の春まで黙っております。だけど、何かすることがあれ

ば、おっしゃってください。 

(小田事務局長) 少し、私のほうから。基本的に、一般的な見解なのですが、普通、審議

会というのは計画書を作るときに、そこに参加していただいて、その計画書を

作っていく過程で、それぞれの立場からいろいろとご意見をいただくという形

で、大体審議会というのがあります。 

今回の場合は、こちらにありますような産業振興戦略プランとかも出来上が

っておりますので、ここの計画を作るというところではなくて、振興していく

中でご意見等をいただきながら、貴重な意見、それぞれの立場から得意分野、

専門分野の中からずれがあったりとか、それからもっと今までのご経験からア

ドバイスをいただいたりというような形で、忌憚のない意見をいただきたい。 

例えば、委員会のときだけではなくて、普段からでも、電話一本でも結構で

ございますし、モニターといったらおかしいのですけれども、私どもに気が付
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かないところをお知らせいただいたり、ここをこうしたほうがもっと効率的で

すよとかいただければと思います。 

本来ならば、先ほど言ったように審議会の策定過程でご意見いただいて、こ

ういうのを作るというところで、現在はこれを作るという過程ではございませ

んので、今日も含めて、いろいろなご意見を、逆に出てこいと言われれば出て

まいりますし、何かあればですね。 

      それと、もう一つは、今後、定期的にうちのほうからでも、情報等について

は、やはりこういうのがありますよというところは、委員さんには、例えば、

「いちご祭り」の印刷物ができたときには、やはりお送りすると、アドバイス

といったらおかしいのですが、せっかく委員になっていただいていれば、これ

を事前にお送りすることによってここに問題点があったよということとか、今

日、例えば、ここが良かった悪かったというような話とかもお聞きすることが

できるかと思います。今後、チラシとかこういうのができたときは、私どもの

ほうから、こういうのを始めましたから、少し注目しておいてくださいという

ような感じで進めていきたいと思います。 

 (谷山委員) そうですね。これ、私どもが任命された後にプロジェクトができています。

それで、６年か７年前の市民参画条例の審議会の話で、私どもは市民の参画条

例を最初から、大学の先生と２年間ずっと作ってやってきて、その後にコミュ

ニティ審議会とか、これで私は３回目なのです。でも、初めて忘れるぐらい、

１年３カ月になるなと思ってですね。 

(小田事務局長) 普通の審議会は、１カ月に１回とか２カ月に１回で、一つの報告書を作

ったりとか、報告計画書を作ったりとか、その案件についていいか悪いか審議

いただくというのが普通の審議会です。今回の場合は、もうそういうことがご

ざいませんので、先ほど申しましたようにモニター的な形で、一般市民の方の

市民レベルの視点で、これは少しおかしいのではないかなというようなことと

か、それから、また専門的な知識がある方だったら、その専門的なことを私ど

もにお聞かせいただければ、受け入れられるところは多分、多々あると思いま

すので、ぜひ、ご協力いただければと思います。 

(谷山委員) これ、こんなに立派にできているから。 

(小田事務局長) いやいや、これからです。 

(谷山委員) 申し上げるところはないのですけれども、もっと何か、今、宗像市は女性の

審議会委員が 40％で、福岡県下一番なのです。でも、お話を伺ったら、藤島さ

んと権田さんは加入していらっしゃるけど、あとの女性がこの戦略会議の中に

入っていなかったというところで、やはり、名前だけの審議会委員だけではな

くて、もっと女性の力を活用してもらわないと、「道の駅むなかた」というの

は、実に台所を握るのは女性なのです。 

 (小田事務局長) 本来ならば、もう少し回数を増やしたりとか、今回は、多分、去年道の

駅をつくって、いろいろ私どもも走り回っていて、なかなか余裕がなかったと

思うのですけど、少し落ち着いてきておりますので、また機会を見て審議会に

集まっていただいて、例えば、テーマを決めても結構ですし、ご意見をお聞か
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せいただければと思います。今日も、その他で挙げていますので、いろいろ少

し脇道にそれるような話でも結構でございます。せっかく、いろいろな団体の

方もお見えになっていますので、その辺の意見交換とかもしていただければと

も思っております。 

(岩佐委員) いいですか。このプロジェクトで、今年、実際計画してある部分は、この戦

略会議メンバーの方で会議をして具体的なところを決められるのですか。 

事務局(塔野) そうです。戦略会議のメンバーで話をして、たたき台を作りまして、それ

を監事会に上げまして、監事会でまたたたきまして、経営会議に上げまして、

経営会議で大筋了承を得たという形になっております。 

(岩佐委員) 女性の方がこの中にいらっしゃらないし、やはり商工会、観光協会の上の方

とか、あと漁協さんは結構具体的にかみ合わせで入っていらっしゃるのですが、

農業関係とか、その根っこの部分の意見を吸い上げる流れというのが全然ない

ように思うわけです。 

(谷山委員) 事務局の方に一言申し上げたいのですが、産業の振興とか、ここに「高く売

って」と一番最初に書いています。高く売ろうとか、ああいう言葉の表現も、

「プライマリーバランスが取れた収益の仕方」とか、「適正価格」とかいう言

葉でやらないと、これがこうして外に流れるときに、高く売るとか書いていた

ら、いやーそれ、市民に対して、業者に対して、ほかの人に対してと、こうい

う表現方法を一つ取っても思うわけです。 

      もう一つ、私は、ご存じなければぜひ教えてあげたいと思うのです。女性の

力を活用しないで、産業振興とか漁業とか観光とか浮上していこうというのは、

やはりこの産業振興課として甘いと思うのです。今、女性をばかにするとか、

女性を活用しないでできる産業は何もありません。これだけは、はっきり言い

ます。昔から言いますが、天照大神に始まって女の人の力はすごいのです。 

でも、やはり現場では男性が主役だと思います。漁業とか農業とか、その他

もろもろ絶対男性がいないと、男性の力を私たちはあれするものではありませ

ん。男性は男性として、殿方は頑張ってほしい。でも、そこを下支えするのは

女性の力であって、これに 50 万とかかかっていますけど、ＰＲに女性の口コ

ミというのはお金がかからなくて、販路拡大というのは女の人の力でもあり知

恵でもあるわけです。その辺を、お考えいただきたい。 

皆さま方プロジェクトチームがお作りになった、あちこちたくさん切磋琢磨

してできあがったこれについて、何も申し上げることはありません。ただ、も

っと私ども女性の力を加えていただければ、これが２倍にも３倍にもなるのに

なと。ブリだって 600 本ではなくて 3,000 本になるかもしれない。売れすぎて

困るようになるかもしれないと思います。 

      以上でございます。 

(池浦委員) 21 年から 22 年にかけてのプロジェクトの説明を受けて、なかなか計画の立

派なことがあるなと私は受けたのですが、プロジェクト工程表の５番目の観光

の部分で、一番右側に「体験観光メニューづくり」、「体験メニューの整理」、「モ

ニターバスハイク」とか、それからプロジェクトのほうで「観光地引網体験ツ
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アー」とかありますね。これ、どういうふうに執行部が考えてあるか分かりま

せんが、私はこういうものをひっくるめて、このほかにもまだ該当する部分が

あると思いますが、旅行社と提携してやれば、非常に人も集まるし、旅行社の

場合はいろいろな所から集まった人が来ます。 

 そして、話は別ですが、今、宗像市は観光を案内するボランティアを募集し

てないですか。今、採用されて勉強中と思いますが、そういうところをいろい

ろ、宗像大社とかいろいろ各地の観光地の説明があると思います。それと併せ

た、例えば、一つ取り上げるなら地引網体験ツアーあたりと組んで、旅行社に

売って、そして人を集めてもらってそういうところを体験する。最後には道の

駅に連れて行かれるでしょうけど、ただ宗像の観光はこういうところが、鎮国

寺がありますよ、宗像大社がありますよ、吉武の正助村がありますよというよ

うなことだけを見せるのではなくて、こういう海のものとの体験を兼ねて組ん

だら非常にいいのではないかと思います。 

      私が以前勉強したもので、前に言ったかどうか分かりませんが、佐世保のほ

うで自治体が旅行社と提携して、中学生、高校生の修学旅行として体験ツアー

を組んで、地引網かどうか分かりませんけれども、とにかく農業の体験、漁業

の体験をさせて、一晩農家に泊めて帰らせるということをしているのです。 

私はそれにヒントを受けて、今、言っているのですが、旅行社と提携したも

のを、ただの観光だけの案内ではなくて、やはり地引網なり何なりと組んでや

ったら、非常に効果が上がるのではないかと思います。 

課長、どんなふうでしょうか。 

(小田事務局長) まず一つ、旅行者との連携ということで、直接の体験ではないのですが、

ＪＲ九州さんと３回にわたって大島の観光パック旅行を計画しています。１回

目は波で中止になったのですが、ちょうど明日がその日になるのです。こうい

うのを既に旅行会社と連携しながら、大島の観光旅行というのを計画に入れて

おります。ＪＲ九州さん、それからＪＴＢさん等については、そういうことで、

今、我々は少しパイプを持っております。 

 今回も地引網を８、９でやりますが、こういうところも含めて売り込みとい

ったらおかしいですけれども、商工観光課観光係が、今回モニターツアーみた

いな形で実際にどういうものか、先方さんに売り込みにいく場合でも、どのよ

うな問題点があったりとかどのような課題、それからどういうところを押さえ

ればいいかというのを自分たちがあまり把握していないところもありますの

で、その辺を把握して、まずそういうところへぜひ売り込みに行きたいなと。 

 それからもう一つは、グローバルアリーナというところがあります。ここは

修学旅行とかで、既に正助ふるさと村とタイアップして、芋掘りとかピーナッ

ツ堀りとか、そういうところのメニュー、それからそば打ちとか、表にはあま

り出てこないのですが、あそこは一度に 700～800 人ぐらい宿泊できるのです。

うちのほうにも情報を入れていただいて、どうしても山のほうだけで終わって

しまっていますので、できたら海のほうのいろいろなところの情報、私どもも

グローバルアリーナさんとは連携しておりますので、その辺です。 
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      それから、岩佐さんあたりも中心になっていろいろされているかと思うので

すが、これは農業振興課のほうですかね。 

(岩佐委員) そうですね。 

(小田事務局長) そちらを中心にバスでエコツーリズム、グリーン・ツーリズムというよ

うな形で、これは日帰りになるかと思うのですけれども、そういう外部から人

を呼び入れるような形のツアーを、もう既に何回か行っています。まだまだこ

れからそういう問題点をつぶしていって、先ほど言われた佐世保のあれは、小

さな町でしたよね。修学旅行で皆さんが、民宿というよりも、家に泊まって漁

業体験されるとか、本当はそういう形まで行けば一番いいのでしょうけれども、

まだまだ宗像は、福岡や北九州から車で来て帰ってしまうだけの観光地ですの

で、資源はたくさんございますので、一つひとつ、やっとＪＲ九州さんが初め

ての宗像のレギュラーのツアーを今回していただけましたので、そういうパイ

プを大事にしながら、それからＪＴＢさんとかを大事にしながらやっていきた

いなと思っております。 

(岩佐委員) 農業の体験も、農業をして宿泊して、次の日、朝早く漁業体験するとか、や

はり宿泊が絡んだほうが農業も漁業も体験できると思いますね。 

(小田事務局長) そうですね。安心院とか五木村とか、幾つか山奥でもあるのですが、漁

業と農業というところの結び付きというのは、やはり宗像独自の地の利という

か、それはあります。 

(池浦委員) そうですね。大体、全国的には農業関係が多いですね。長野県辺りにしても、

何カ所かありましたですね。 

(小田事務局長) ただ、地引網を１回するのに、やはり７～８万かかるらしいのです。で

すから、例えば、１人 1,000 円を負担していただいたら、最低でも 70～80 人

ぐらい要りますし、2,000 円といったら少し高いかなという気もするのです。

その辺の価格もあります。農業でしたら割と、稲作りとかじゃがいも堀りとか

いったら何百円で済むのですが、どうしても漁業のほうは網の関係とかがあっ

て、なかなかさっと行かない。それと潮があります。農業であれば、雨の日以

外はいつでもいいけど、やはり潮のかなった日しか地引網はできないという話

です。地引網だけではなく、いろいろほかにもあるのでしょうけれど。 

(谷山委員) 課長、宗像市に「むなかた市民協働大学」というのが昨年立ち上げられまし

て、もう１年経過して、今年２年目に入って、その中に観光ボランティアとい

うのが 30 名ぐらいいるという。 

(小田事務局長) 既に観光ボランティアはできています。 

(谷山委員) その観光ボランティアをうまく取り入れてすると、先ほど言いました口コミ

ですよね。１人、２人外部の人もいますけど、皆さん宗像の方で非常に勉強熱

心にやっていますので、この方たちをうまく利用というかＰＲしていただいて

ですね。 

(小田事務局長) それはもう当然のことです。ただし、なかなかやはり需要と供給で、そ

んなに毎日、毎日は。例えば、私、この間、石見銀山に行ってきたのですけれ

ど、非常に観光ボランティアの方が熱心に、２時間ぐらいお付き合いいただい
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たのですが、あれは１回 5,000～6,000 円ぐらいですか。ただ、宗像が石見銀

山ぐらいまでなってくれば、本当に観光ボランティアの方が活躍する場所がも

っともっと出てくるのでしょうけれど、まだまだです。世界遺産でも通れば、

いろいろまたたくさんうんちくをお持ちですので、外部の方にぜひお聞かせい

ただいて、しかし、なかなかお声がかからないというのが現状です。 

 今、有松が取りに行きましたが、観光ボランティアの方もそれ以外のことで、

市内の観光ルートの推奨ルートなどもいろいろ作ってくれました。これは非常

に有り難いことで、市役所にも何枚かあります。そういうところで、外部から

人に来ていただいて、にぎやかしい観光ではなく、やはり心が癒されるとか、

落ち着いたような観光というようなところを、私どもも目指しています。そう

いうところを、山登りも含めて、散策とかも古代コースみたいな、何とかコー

スとかたくさん作ってくれていますので、こういうのを歩いてもらって良さを

見ていただければ、そして帰りにどこかで少しご飯を食べていただくとか、特

産品といっても、宗像にはお土産はそんなにまでないですけれども、できたら

お土産も買っていただいて、お金を落としていただければと思います。 

既に、観光ボランティアの方は活動なされています。 

(池浦委員) もう、立ち上がっているのですか。 

(小田事務局長) 出来上がっています。 

(池浦委員) それを、知っていたからですね。 

(小田事務局長) 市内の方も観光ボランティア受け入れてくれますので、ぜひ、ご活用い

ただければと思っております。 

(池浦委員) それで、その場合は１日ぎっしりあるのですか。 

(小田事務局長) ちょっと、私も詳しいところは聞いてないのですけれど。 

(池浦委員) Ａコース、Ｂコースといろいろあるんですね。 

(谷山委員) いろいろあるみたいですね。 

(小田事務局長) 後で調べておきます。 

(岩佐委員) それと、田島のコミュニティの方が立ち上げていますね。あちらのほうは、

地元の人が地元のいろいろな名所とか歴史をもう少し勉強したらいいという

ことで、９月ぐらいからそういった勉強会をするということなのですけれど、

コミュニティの単位ぐらいで、住民の方がもう少し勉強して、来られた方をご

案内できるような、何かそんな感じでしたり、今の時期はあそこが見ごろです

よとか、お互いの情報交換とか、その辺もしていくと、漁業も農業もとりでを

取り払って、歴史的なものもかなり宗像はあるみたいですね。 

(小田事務局長) そうですね。奥が深いのですよね。今までは、宗像大社は世界遺産の時

期が、要するに古墳時代からずっと後の時代だったのですが、今回、田熊の石

畑系古墳というのが出てきて、弥生というのが宗像はほとんど歴史になくて評

価もされていなかったのです。後進地ということで注目されていなかったのが、

今回、宗像は弥生時代の一躍先進地になってしまいましたので、弥生から古墳

時代、それから奈良時代という一つの輝かしい歴史とは言いませんけれども、

きちんと重い歴史を持っている地域だというのが証明されましたので、ぜひ、
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こういうところを紹介していきたいなと思っています。 

      歴史だけではなかなか、やはりおいしい食べ物とか、そういうところをどう

しても皆さんが求められますので、できたら宗像大社に寄ったついでに、お払

いを受けてすぐに帰られるのではもったいないから、少し足を伸ばしていただ

きたいなとは思います。 

(谷山委員) 宗像は宗像だけではなくて、津屋崎のほうとか古墳がたくさんありますが、

あれはすごいですよね。 

(小田事務局長) 奴山古墳は、もう既に国の史跡の指定を昨年受けまして、今、環境の整

備に入られています。それから宮地嶽の古墳はもう既に皆さんご存じかと思い

ますけども、九州でも最大級の石室古墳ということで、これも多分、高市皇子

のお母さんの徳善さんのお墓だろうということで、皇室とのつながりを証明す

る立派なお墓だということも言われていますので、宗像だけではなくて、そう

いうところを含めてＰＲしていかないといけないですね。 

(岩佐委員) 道の駅の情報コーナーとか情報発信の場で、マップとか１年間の体験がこう

いうのができるとかいうご案内の資料を、道の駅を見ると、まだきちんとした

ものがなかったり、津屋崎のものがたくさんあったり、宗像近辺の資料をいつ

ごろ作られるのかなと思うのです。農業体験、漁業体験、あと旅館、飲食店、

宿泊とかですね。 

(小田事務局長) あそこは、情報発信と我々も位置付けておりますので、個人の商店さん

も含めて、どんどんあそこに資料を持ってきてもらって、置いてもらえればと

思っています。 

先ほどの話ですけど、２時間ぐらいで 1,000 円。お安いですよ。 

(池浦委員) そしたら、私の先ほどの質問につなげるのですが、２時間ぐらいでしたらう

まい具合組んだら、ほかの体験もできますよね。せっかくＪＴＢとか、いろい

ろなところから人を集めてやっているのですから、２時間だけで帰ってもらう

のはもったいない。やはりこういう体験をして、初めて漁業の振興に。 

(小田事務局長) 宗像大社で少し歴史のうんちくを話していただいて、そしてもう１カ所

ぐらいバスに一緒に乗っていってもらって、もう２～３カ所ぐらいで、宗像大

社で高宮まで行っていたら、いろいろ説明が１時間半ぐらいかかってしまうで

しょうね。下だけだったら、でも、ぜひ上まで行っていただきたいのですけれ

ど。 

(池浦委員) 問題は、やはり漁業振興、農業振興、施設、観光の発展につなげさせないと

いけないからですね。 

(小田事務局長) 先ほどの岩佐さんが言われるように、道の駅の観光コーナーの情報は、

まだまだ私も少し足りないなという気がしますので、官というか役所だけでは

なくて、どんどん民間の方が情報を持ってきて、気楽にあそこに入れておいて、

なくなったらどんどんというような感じになってくれば、役所が作ろうといっ

たら、思い付いてから最低でも３カ月かかりますけど、民間の方だったら思い

付いたら次の日印刷できたりというところもあって。 

(岩佐委員) 個人個人の情報は自由に置けると思うのですけど、点ではなくて、線でつな
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げるようなですね。 

(小田事務局長) そうですね。今、広域で、これ最近できたばかりなのですが、芦屋から

新宮町まで、芦屋から岡垣、宗像、福津、古賀市、新宮町、６市町があるので

すが、共同で、今、点から線ということをまさに言われましたけれども、そう

いうところで広域のマップを作りました。ちょうど１カ月ぐらい前です。多分、

これは道の駅に間違いなく置いていると思うのですが、こういうのも皆さんで

きるだけ多くのところを見ていただきたいなという感じで作ったのです。それ

を持ってきますので、少し待っていてください。 

(岩佐委員) このボランティアのパンフ、これはどこにあるのですか。 

(小田事務局長) これは市役所にありますので、ぜひ、帰りにでも。店に置いておいてく

ださい。 

事務局(塔野) このボランティアパンフは道の駅にも置いてあります。 

(岩佐委員) こんなのに新しく入れてくださいとかいうのも、また印刷更新のときに。 

(小田事務局長) そうですね。一応、観光協会に構成をお願いしていますので、観光協会

の中でいろいろ選ばれるといったらおかしいですけど、交渉というのがあると

思います。 

(谷山委員) 岩佐さん、観光協会でしょ。これ、作ったの？ 

(岩佐委員) いや、知らないです。これは事務局サイドだから、全部、資料づくりにかか

わるわけではないので。 

(谷山委員) 時間もたっていますが、この審議会はこうふうにして進めていって、来年の

春ぐらいまでは私ども審議会委員が直接、何かをすることはないのですね。 

(小田事務局長) 先ほど言ったように、モニター的におしかりも含めて、お電話をいただ

いたり、こうこうこうしたらいいよと。うちのほうも、忘れないように資料と

かはお送りしますが、忘れていて言われたら、こういう資料ができているらし

いがと言ってください、すぐお送りします。忘れないように、心掛けていきま

す。 

(天野副会長) 先ほどの、沖ノ島の世界遺産ので、この間、禊ぎの儀式がありましたよね。

ああいうときにでも、よそからたくさん来られるのだから、ああいうときに何

かＰＲが一緒にできないのですか。 

(小田事務局長) 沖の島に上陸するのは、公式には年に１回しかできないのです。それが

５月の先週だったのです。そのときに宗像大社の許可があった人だけしか上陸

できないのです。200 人ちょっとぐらい。そのときに、パンフレットとかお渡

しすることはできると思います。 

(岩佐委員) 女人禁制で、みあれ祭でしょ。 

(小田事務局長) 女性の方は、あれはできないです。 

(岩佐委員) 周りの海を回るのは、女性もいいのですか。 

(小田事務局長) 回るのはですね。ただ、私も１回行ったことがあるのですが、あそこは

海が荒れているのです。行けない日もあるし、仮に行っても船酔いが結構あり

ます。それは覚悟の上の冒険ツアーみたいな感じですので、あまり勧められな

いというか、多分、普通の方が行かれたら、沖の島は多分くたびれるというか。
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船酔いが、それはもう、権田さんとかが一番詳しいでしょうけど、あまり船酔

い、なぎのときはいいでしょうけど、ちょっと荒れたらもう…… 

(権田委員) 非常に、真夏でもベタがいいといわれるような、ほんとにベタッとしたよう

なときでも、沖に行くと結構波があるのです。漁師さんたちから私たちは怒ら

れるのですけど、なぎなのに何しようと言うと、「何言いようとか、沖は波あ

るとぞ」と、やはりそんな具合で分からないのです。実際、ほとんど対馬海流

が流れていて潮も速いので、結構波があるみたいですよ。私も、あの近くは何

回かしか行ったことがないですけど。 

(小田事務局長) 沖ノ島は、上に上がればものすごくいいのです、昔のままで、器が落ち

ていたりしているのです。実際、昔のそのままに。ただ、行くまでが、勇気が

必要ですね。 

(谷山委員) 確かに、釣り船というのは危ないですね。私は北九州の消防団にいるときに、

男性が行くから行こうということで釣りに行ったのです。船に乗って、ちょっ

と出るともうすごいですよね。悪いけど、引き返してって帰ってきたのですけ

ど、やはり、私も行きたくないです。 

(権田委員) 今、船が高速船で速くなったので、だいぶ逆になぎであれば、あまり船も揺

れなくてざーっと走っていくのでいいのはいいのですけど、やはり沖場に出る

と、もう全然潮と風で波の立ち方が違うからですね。あまり鐘崎のもともと漁

師さんの奥さんも、沖ノ島までは、あまりついて行かれないですね。 

(谷山委員) 戦略プロジェクトチームの事業は、面白いでしょ。何か、こういう観光とか

産業とか、面白いことが私はしたかった。それで市民公募で応募したのです。

何か面白いかなと思って、ほかの条例審議とかではなくて、これ、観光だから、

観光産業振興とか、何か面白いことがやれるだろうなと思ったのが、全くこの

机上のあれだったので、正直言うとがっかりしたというか、審議会委員として

は。 

 

■６．その他 

(天野副会長) ６番のその他も含めて、何かほかに言い残したことなど、ございませんで

しょうか。 

(小田事務局長) 取りあえず 13、14 で、アワビの即売会がございますので、もしよかった

ら。 

 (花田委員) 私のところは、観光協会から８月、９月、10 月としてくださいということ

で、観光地引網をしているので、そのときに出て来てください。 

(谷山委員) そうですか、伺っていいですか。 

(花田委員) 日にちをこちらから聞いて、面白いですよ。今度も 27 日、スザンヌさんが見

えてみんなで引いたのです。６月 15 日 12 時からＲＫＢの「フェイス」で放映

されます。 

(花田委員) 体験としては、地引網なんていうのは、面白いですよ。それこそ、今言われ

るように、潮時というものがあるから、なかなかこの日にこの時間に引きたい

からということはできないのですけどね。引く時間は 40 分ぐらい。 
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(岩佐委員) 何時からぐらい始めてですか。 

(花田委員) それは分からないのです、その日によって潮時があるからですね。今、観光

でバスツアーとか、そういうのも来ています。長崎から修学旅行でグローバル

アリーナさんに泊まったり、ロイヤルホテルさんに泊まったりして網を引いて

福岡のほうに行ったり、帰りには北九州の水族館を見たり、そんなことをして

帰っています。 

(谷山委員) それは、小さい子は何歳からいいのですか。 

(花田委員) 幼稚園からいいですよ。幼稚園の子どもたちも来ます。 

(谷山委員) 幼稚園から。参加費はいくらぐらい。 

(花田委員) それが今言われるように、一網引くのに、１人でも 100 人でも 200 人でも６

万円いただいているのです。 

(天野副会長) 私は２回ほどお世話になったことがあって、引いたことがあるのですけれ

ど、ちゃんと、お土産も付けていただいて。 

(花田委員) そうですか。 

(谷山委員) 何か孫を連れていきたないと思って。ちょうどそのくらいの、小学生がいる

から。 

(花田委員) 連れてきてください。 

(小田事務局長) あれは、モニターという形にしています。７月１日の広報で一般公募と

いう形にしますので、見学だったら全然問題ないですけど、もし参加してとか、

お土産持って帰ろうと思えば、一回応募していただいていたほうが間違いない

と思います。 

(花田委員) だから、観光振興課のほうから８月と９月と 10 月に募集されてあるそうです。 

(小田事務局長) ７月１日の広報で載せますので、見ておいてください。 

(権田委員) 通常でも、潮時が合ってお客さんがあれば、結構引いてありますので、見学

とか、引っ張ってもらう分の加勢かたがた。 

(花田委員) 大体、潮が引いたときに網を引くのです。 

(谷山委員) 引き潮のときに。大体、月の満ち引きを見てないといけませんね。 

(池浦委員) そのモニターというのは、ＪＴＢあたりがやるのですか。 

(小田事務局長) いや、全く市の今回のプロジェクトの中で、まずちょっとどういう問題

点があったりとか、どういう方法をしたら一番いいとか。 

 (岩佐委員) 今、漁業は漁業で地引網をされて、どこかまた行かれるのですよね。グロー

バルに泊まって、次の日はよそに行かれるのですよね。 

(花田委員) そうです。 

(岩佐委員) そこを農業のほうとつなげて、泊まって、また次の日は宗像の農業体験とか

いったら。 

(花田委員) だから、グローバルアリーナさんに泊まられたときには農業体験があって、

次の日はジャガイモ掘りとかいろいろあるのです。地引網がないときは、農業

体験で芋掘りしたり、秋口にはそんなことがあっているということは聞いたこ

とがあるけど、私たちは地引網ばかりですので、あまり頭に入れたくないです。 

(権田委員) 実質、旅行社等とタイアップして、今のところは、その時期にもう組み込ん
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であるのです。だから、多分、産業振興プロジェクト会議の中でも、今回はこ

うやって地引網ということでやり始めようという話なのですが、実際は宗像市

内の農業の体験も組み込んでできたらねということなのです。ただ、それにど

のくらいの人が集まるのかとか、受け入れられる農業体験の施設がどのぐらい

あるのかとか、事務局が少し頭を悩ませながらですね。時期によって、収穫の

時期でないと駄目とかあるので、そしたら今度はこっちの地引網のほうの時期

と外れたり、やはり今のところ、いろいろ調整とかがあって、できれば一緒に

宗像市内をくるっと回ってもらって、そこでずっと１日は最低つぶしてもらお

うというようなプランの、まず初めということで、産業プロジェクトの中では

話をしてあります。 

(岩佐委員) そうですね、その農業と漁業の調整をしながら、一緒にあれば宗像で宿泊し

て、両方楽しみができたり、また歴史の散策もできますよね。 

(花田委員) 私は、この間来た日、こんな散策コースとかいろいろこういうのが分かって

きたが、旅行会社から、地引網のほかにどこかありますかとか聞かれるのです。

私が今知っているのは宗像大社ぐらいしかないからですね。 

(岩佐委員) 地元の人が、案外知らないのですよね。 

(花田委員) それと、民俗資料館をお世話していたのですけど、今、もう民俗資料館はあ

まりしてないものですから、ああいうのをもう少し増やしてもらえれば、そこ

をこんなふうに入れて民俗資料館でもどうですかということを。前は、鐘崎の

ほうに来たときは、子どもたちのそんな体験学習の中で、では民俗資料館を見

てください。そして、その時間に合わせて地引網を引きましょうというような

形でしていたのですけどね。 

(小田事務局長) お電話いただければ、私どもも力になれるところがあれば、ぜひ。 

(花田委員) 前は、民俗資料館の館長さんがいらっしゃって説明されていたのですけど、

今はそんな人がおられないので、市に頼めば来てやるということは聞いたこと

があるのですけど、なかなか、私たちも、こういう機会がなかったもので。 

(小田事務局長) 観光係に電話をいただければ、飛んで行きますので。 

(花田委員) 説明されるのですか。 

(小田事務局長) 観光係の人間は無理ですけども、そこは詳しい学芸員がおりますから、

万障繰り合わせてですね。 

(花田委員) そしたら、時間のある間は浜で遊んで、民俗資料館はどうですかという体験

をして、それから体験地引網とか、そんなところがあれば私どもも助かります。

ただ漠然と地引網だけしてもらって、その時間を費やすよりかは、お弁当を食

べて、そこで浜を見ながら。 

(小田事務局長) まだまだ数も足りないから、せっかくだから観光ボランティアの方もど

んどん活用していただいて、出る場所が少ないものですから。人はたくさん集

まっているけど、なかなかちょっと。 

(花田委員) それは何ですか。電話されたら、ボランティアの方は１時間いくらとか、そ

んなふうに来てもらえるのですか。 

(小田事務局長) ２時間 1,000 円です。観光協会の中に事務局がありますので、多分、電
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話は観光協会が出ると思います。 

(花田委員) 聞いてみましょう。年寄りというか、おばちゃんたちばっかりなのです。家

にじっとおっても仕方ないし、その方の運動がてらに網を引かれるなら来てく

ださいということで、うちのほうも来てもらっています。お土産は、入ったと

きに、お客さんがもういりませんからやってくださいと言われればやるし、自

分の家で、商売でする網なら自分のものになるから。じゃあ、おばちゃん、自

分で引かれるなら自分で持っていきなさいと、それはやります。なかなかそん

なふうで人手が足りないから、手伝ってもらえるところがあるならいいかなと。

観光でする分は、お客さんが頼まれるからいいのです。あと、私たちが網を片

付けるのを、ちょっとお客さんに手伝ってもらいながらですね。でも、家の網

で引くときは、そんなふうに手が足らないからですね。 

(小田事務局長) 家でするときは、ちょっときついですね。 

(天野副会長) 子どもが対象なら地引網と、お魚をさばくとか、大人だったら地引網とか

そば打ちとかいいと思います。 

(花田委員) あと、入った魚を私たちが少しさばいてやるのです。父兄の方も一緒にです

が、子どもたちもみんな見るのです。子どもができれば、自然の家に行って包

丁も借りてきて、自分たちもさばきなさいという体験もあって、そんなことも

させています。 

(天野副会長) 今、包丁でなくて、はさみでさばく方法があるのです。 

(花田委員) 子どもは、包丁は危ないかなと思うけど、これも私たちの小さいときは包丁

を使ってしていたから、その経験もいいかなと思って、先生がいいと言われれ

ばします。 

(天野副会長) ほかに、何かございませんか。 

(谷山委員) いろいろあるけど、時間です。 

(天野副会長) そうですね。すみません、一言ですけれども、20 年度の実績と 21 年度の

戦略プロジェクト案で一つ思ったのですが、この５つの柱の中の最後の安定的

な生産・供給体制を整備する取り組みというのに重点を置かれたプロジェクト

が何も入っていないのです。この点はとてもやりにくいとは思うのですけれど

も、やはりＰＲしても品物がなかったらしょうがないわけだから、生産・供給

がきちんとできるような体制、そういうところの取り組みも忘れずにやってい

ただきたい。これが第一、一番最後に書いてあるし、忘れられているみたいな

ので、やはり、いくら物を売るようにＰＲはしても、その物がなければ何もな

らないわけですので、そこのところの取り組みも、もう少しきちんと考えてい

ただきたいと思います。 

(谷山委員) 道の駅に昼から行ったら、お魚とか全くないよ。 

(天野副会長) 農業とか漁業は、やはり自然相手だから、徹夜して作れと言われて作れる

ものではないし、魚も昼捕りに行けと言って捕れるものでもないので、そこの

ところは、やはり基本ではないかなと思ってお願いしたいということです。 

      それと、先ほども散々言われていますように、この審議会の意義というので、

なぜ私たちがここに集まっているかということを考えると、やはりもう少し資



 - 24 - 

料とかも前もって送っていただかないと、ここで聞いても、はい、意見を言っ

てくださいと言われても言えないしですね。ほかの審議会では案内と一緒に、

１週間ぐらい前にでも、こういうことについて意見を伺いたいと思いますとか

いって、送ってくださるところもあるので、もし、本当にモニター的にでも私

たちの意見をほしいと思われるのでしたら、そういうふうにしていただきたい

なと思います。 

だから、こういう「よかもんクラブ」とかも、どっかで見たような気がする

けれどもというぐらいで、あんなに何百万も使っても、結局、それがあってい

るということを知らないと、何も意味がないからですね。 

(谷山委員) だから、私は審議会委員で、こういうことを知らないのが恥ずかしいと言っ

ているのです。ならなきゃよかったと思って、何なんねと思うのです、実は。 

(小田事務局長) もし、よかったら、ここに携帯電話をかざせば登録できます。今日は商

工会の方はお見えになってないですけども、もし携帯電話で写せばですね。 

(谷山委員) だから市にお願いしたいことは、この商工観光課に限らず、ほかでも言うの

ですが、審議会委員をもっと活用すること。必要なければ寄せなければいいん

です。必要なければ公募して、忙しいのに一生懸命文書を書いたり、池浦さん

もそうだろうと思うけど、そんなことしなければいいのです。  

(天野副会長) よろしいですか。これで、今年度の第１回の審議会を終わります。お疲れ

さまでした。 

(小田事務局長) また、よろしくお願いいたします。 


