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第２回宗像市産業振興推進審議会 

日 時：平成２０年３月１９日 

１３：３０～１４：００ 

場 所：宗像市役所 ２０４会議室 

事務局：宗像市産業振興部商工観光課 

 

■第１回審議会内容確認 

(今林会長) 開きたいと思います。今日ですけど、まず第１回目の審議会の確認を事務局

のほうからお願いしていきたいと思います。 

事務局(瀧口) 失礼します。今日はまた足元のお悪い中、お集まりいただきまして、誠に

どうもありがとうございます。まずは、前回第１回でお話しさせていただいた

点を、少しおさらいをさせていただこうかというふうに思っております。今日

お配りしている資料は、このレジュメと、あと前回お配りした資料と同じよう

なものをお配りしましたけれども、これは後ほど少し簡単に説明させていただ

きます。 

      まず、前回のおさらいということで、前回私ども、基本的な考え方の説明が

非常に上手ではなかったというご指摘もいただきましたので、もう一度前回お

配りしました本編の冊子のほうで簡単におさらいさせていただきたいと思い

ます。今日、前回お配りした資料は皆さんお持ちでございますか。 

ここから先は座ってご説明させていただいてよろしいですか。お持ちでない

方は用意しておりますので、まず、こちらのほうでもう一度おさらいをさせて

いただきます。一部、ありますか。 

前回のこれで、まずご説明させていただきます。おさらいでございます。も

う一度同じお話になるのですけれども、基本的な考え方としまして、12 ページ

に、ここまでの考え方の図を一式で書いておりますので、これでもう一度説明

させていただきます。この本編、素案のほうの 12 ページのほうの絵です。「宗

像市産業振興戦略プラン概念図」と書いておりますけれども、全体的な考え方

といたしまして、「取り組みの視点」というのを前回申し上げたと思います。 

 １つは、これはよく世間一般にも言われていました「地域ブランドの確立」

というのを目指していこうというのを、１つ申し上げたと思います。 

      もう１点は緑色の丸の中ですけれども、「生産者や事業者の活力増進」と書い

ていますけれども、要は業として成り立ってお金もうけができて、どんどん新

しいご商売につなげていくというような、いいサイクルができていくこと。事

業者の方、生産者の方が活力をもらうこと。そういうのが、もう一つ大きな大

事な点だということを申し上げたかと思います。 

      ３点目として、「地域経済の活性化」となっていますけれども、ここが一番ポ

イントになるところで、要は地域の経済、お金がどんどん生み出されていって、

地域がどんどん活性化されていくということが、もう一つ大事な。この３つが

循環していって相乗効果を生み出すということが大事だというのを、基本的な
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視点ということで言わさせていただいております。 

      これを基に、真ん中に行きますと策定の、この計画をどう作るかというとこ

ろなのですけど、１つは行動プラン、実際的な、何をどうしたらいいかという

かたちで作りました。それと、今日はいろいろな分野の方にお越しいただいて

いますけれども、市全体で、みんなで共に取り組みしましょう。 

それと一番大きくは、「地域にお金を生み出す仕組みづくり」をみんなで作

りましょう。ここが一番強調してきた点ではないかと思います。この「地域に

お金を生み出す仕組みづくり」の考え方として、大きく３つ申し上げたと思い

ます。この枠内ですけれども、１つは、「流通経路の維持・拡大と市場評価の

向上」と難しい言葉で書いてありますけれども、要は、どんどん外に向かって、

いろいろな宗像の特産品とか物産を売っていきましょうということが、まず１

つ。もう１つとしては、「地域内における消費・流通拡大」ということで、よ

く地産地消という言葉などで言われますけれども、地域内でもどんどん地域の

ものが消費されたり、流通していったりするようなものを作っていきましょう。

３点目として「交流人口増大による新たなビジネス機会の創出」ということで、

外からどんどん人を呼び込んできて、観光とか遊びとかレジャー、食事とかで

どんどん取り込んでお金を生み出す仕組みづくりを作っていきましょうとい

う、この３ポイントだったということを説明させていただきました。 

その上で、今度一番最後になりますけど、「取り組みの柱」としては、その

３ポイントを少し具体的な取り組みですので広げまして、５つの取り組みに分

けて考えてみましょうということで、「地域資源の価値を高める取り組み」、「地

域資源の販路拡大に向けた取り組み」、「交流の拡大に向けた取り組み」、「情報

発信を強化する取り組み」、それから「安定的な生産・供給体制を整備する取

り組み」。この５つの柱で、具体的ないろいろな取り組みを考えていきましょ

うという仕組みになっています。 

以上によりまして、一番下です。「産業の振興、地域経済の活性化、永続的

な発展」につなげていきましょう。こういう考え方に、このプランはなってい

ますよというお話を前回させていただいたと思います。この 12 ページまでが、

一応基本的な考え方というのを、もう一度思い返していただければと思います。 

それから、13 ページ以降につきましては、「重点プロジェクト」ということ

で、今言いました取り組みの柱に沿った具体的な取り組みが、一応取り組み例

としてずっと記入してあります。 

前回、少し説明が不足していたのですが、少し申し上げたかもしれないです

けど、前回お配りした取り組み例の別冊、今日も全く同じようなのを配ってい

ます。前回、これの説明をよくしていなかったのですけども、これを開けてい

ただきますと、これの２ページになっています。これを開けていただきまして、

13 ページと見比べていただきたいと思います。要は、本編の 13 ページを引っ

張り出してきたのが、ここのこっち側の薄いほうの２ページになっています。

ただ、どこが違うかというと、例えば本編のほうの 13 ページの取り組み例で、

「生産者の品質管理の徹底と生産体制の把握」というのが、本編のほうに①で
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書いていますけれども、それの内容説明までしたのがこちらの薄いほうにして

あるということです。だから、抜き出して少し詳しい版をこちらで作りました

ということです。 

ですから、この別冊のほうを読みますと、「①生産者の品質管理の徹底と生

産体制の把握」のところに、「量販店等における売れ筋商品の情報や道の駅で

の販売状況など、消費者ニーズに関する情報を生産者へ提供し、ニーズに沿っ

た農産物や水産物の生産を推進します」と、こういう解説が付けてあるのです。

それでお分かりいただけていますか。そういうふうな作り。付録で、少し詳し

い版がこちらということです。 

おさらいは以上なのですが、あと１点だけ、実は今日同じようなのをお配り

した理由が、これはまだ少し不完全なのですけども、前回いろいろなご意見を

いただきました。今後、どういうふうに皆さまの意見を反映していくかという

ところで、実はひとつの反映の仕方をここに盛り込んでみましたというのを、

少しご報告したいなと。まだ確定ではございませんので、盛り込み方としてで

す。 

まず、今日お配りしたこちらのほうの３ページを開けていただきますと、例

えば３ページの右側に少し赤字で書かせていただきました。これは、前回吉村

委員のほうからご意見が出ていて、大豆のお話が出てまいりました。それを受

けまして、例えば、私なりにこういう表現を赤字で付け加えさせていただきま

した。「域内での流通ルートの確立」というところで、実は黒字の部分しかあ

りませんでしたので、例えば、ここに書いていますように、「そのために、市

内の加工業者、飲食店等が、市内の農産物や水産物の流通実態把握できる機会

を設けます」と、そういうかたちで入れさせていただきましたというのを、少

し例として挙げさせていただきました。 

ずっとめくっていただいて、12 ページですけれども、上のほうに「交流の拡

大に向けた取り組み」のところで、②のところ。こちらも池浦委員さんからご

意見が出ていましたので、この中のどこに該当するかなというのを考えて、例

えば、こういう反映の仕方があるのかなということで、赤字で入れさせていた

だきました。「体験メニュー開発」のところで、以前のものは「小中学校を対

象とした体験プログラム化を行います」という表現までだったのですけど、赤

字で「市内の小中学校のみならず、全国的に修学旅行を誘導できるようなメニ

ューを開発します」、若干表現がいまいちのところがありますが、こういった

盛り込み方をしたらどうかなというご提案です。 

それから下のほうは、まだ少し地図の入れ方、この図面の入れ方が不十分な

のですけれども、実は谷山委員さんから、市外からどんどん人を連れてくると

ころから始めてはどうでしょうかというご提案が前回ありました。この表現に

つきましては、実は本編の中にもその通りの表現はあるのですけれども、具体

例の中に、例えば、こういうかたちで少しイメージ的に図を入れたらどうかと

いうことで、まだ少し不完全で上手に入れきれてないのですけど、まずは近隣

都市からの交流人口拡大というキャッチで、こういう図を入れてみたらどうか



 - 4 - 

なということで、今回ちょっと試しに入れさせていただいています。 

それから、右側 13 ページですけれども、青字でちょっと入れさせていただ

いていますけれども、「ホテル・旅館・飲食店の連携によるメニュー開発」と

いうことで、ここは既存の表現をそのまま生かさせていただいて、「ホテル・

旅館・飲食店などが連携し、宿泊や食事、イベントなどを組み合わせた多彩で

魅力あるメニューを開発します」と。これは岩佐さんのほうから、もう少しみ

んな協力して、旅館ももっとしゃんとして、みんなで手を組まなやろうがとい

うお話をいただきましたので、少しそこを意識して表現がどうかなということ

で、ここに書いていますよということを、今日ちょっと言わさせていただこう

かなと思いました。 

それから、15 ページについても上のほうに青字で入れさせていただいていま

すけれども、これは前も入っていた表現通りですが、こちらも池浦委員さんの

ほうからマスコミを上手に活用して、お金を掛けずにというようなお話もあり

まして、そこの該当する部分が、まさにこの部分かなということで、少し読み

上げさせていただきます。「テレビ、ラジオ、新聞などのマスコミ手段の戦略

的な活用を図り、新鮮な情報の発信により、常に注目を集める取り組みを強化

します。テレビやラジオについては、地元情報番組の取材を積極的に受け入れ

るとともに、積極的に情報を提供します。新聞については、地元紙をはじめ、

リビング新聞など福岡・北九州都市圏に配布されている無料誌などを活用しま

す」ということで、お金を掛けずに有効にマスコミを活用する方向、事例とし

て、ここに入っていますという確認になりますけれども、以上を付けさせてい

ただいています。 

前回のおさらいを兼ねまして以上なのですけれども、要は、今回いろいろな

ご意見を今日もいただく分につきましては、こういった、少なくとも、この取

り組み例のほうに折り込ませていただこうかと思っていますが、そういうご提

案でございます。以上、少しおさらいも兼ねまして報告です。 

(今林会長) どうも、ありがとうございました。それでは引き続き、「宗像市産業振興戦略

プラン素案」についての質疑、意見を伺っていきたいと思います。まず、一番

に理念、基本的な考え方から、Ⅲ．取り組みの柱というかたちで、今言った２

つ事例があったのですが、まずその分について意見、それから質疑等を行って

いきたいと思います。また、引き続き意見等がありましたら、お願いしたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

(天野副会長) ４ページの、この出荷量料率の直売所の販売高はまだですよね。 

事務局(瀧口) すみません、編集中です。 

(天野副会長) いや、なかなか難しいと思って、直売所によってはパンごとで品目別にな

っているところもありますけれども、ここはただ名前だけの直売所のほうが多

いから、なかなかこれを特定するのは難しいのではないのかなと思ったもので

すから。 

事務局(瀧口) はい、ありがとうございます。直売所さんによっては、ちょっとご事情が

いろいろ変わってくるところがあるということで。 
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(山下委員) オープンであれば、どこも買うのだと思うのですけどね。例えば、野菜とか

鮮魚とかいうね。 

(天野副会長) そうそう、それぐらいだったらできますけどね。品目別でいうのはですね、

なかなか。 

事務局(瀧口) 品目別になってなかった。 

事務局(神出) 野菜はですね。 

(天野副会長) 指数ぐらいでしょ。 

(吉村委員) 宗像管内でも、直売所はいくつもありますものね。 

事務局(瀧口) 品目別には、確かなってなかったと記憶しているのですけど。 

(山下委員) ほとんどないと思います。 

(吉村委員) ほかのは最近なりましたけど。 

事務局(神出) いただいたデータはそこまでで。 

事務局(瀧口) なかったですか。 

事務局(神出) はい。 

事務局(瀧口) ないということです。 

(今林会長) 道の駅は、今度全部品目別になるものですから。ほかに何かありませんか。

なければ、次に「重点プロジェクト」のほうにいって、農業・水産プランとい

うことで細かく意見を伺ったほうがしやすいかなと思いますので、次に進めて

いきたいと思います。まず、農業ですね。農業に関して、前回は全体的に書い

てありましたので、今回は業種別みたいなかたちで、質疑応答というかたちが

いいのではないかということでもらっていますので、まず農業のほうから質疑

応答をしていきたいと思います。 

(山下委員) よろしいですか。私もあの後、この農業に関するところを若干読み返してみ

て感じたことがあるのです。この農業に関することが、まず高品質な付加価値

の高いものを作って高く売る仕組みをということが書いてあるのですが、契約

栽培にしろ、我々が今まで取り組んできた部分が書いてあるなというふうに感

じました。 

      しかしながら、非常に言葉がよすぎるのです。実現が可能なのかということ

です。非常に難しい部分があると思います。それで、この農産物の農家サイド

で見る売り上げを増やしていくということを考えたときに、まず一点ご理解を

していただいておかないといけないというところが、今の流通というものを、

まずご理解していただく必要があるのかなというふうに私は思いました。なか

なかご存じないという部分です。 

      一点は、市場が宗像にもかつてあったことはご存じですよね。それで、この

市場を通しての販売が主体でした。それで、この農家は市場に出して、市場の

手数料が大体８％から１割ぐらい掛かります。市場の手数料がですよ。それか

ら仲卸さん。市場で物を買って商店に持っていく、卸される方ですね。こうい

う方が、形態にもよるのですが、５％から２割ぐらいの流通経費を取られてお

るでしょう。それから小売店さん。最低でも 25％の手数料、高いのは５割以上

掛かっているのです。というのが、この市場を経由すると生産者には売れ残り
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のリスクはありません。全量販売が可能です。ところが、小売店さんで最初の

利益率が高いのは、売れ残るリスクをすべて小売店さんが負っているからなの

です。ですから、市場の価格で、例えば農家が 100 円で出荷した物を売るとき

は、200 円、300 円になっているというのが、この市場を通しての今の流通で

す。 

      それで今、この流通改革というところで間を省こうというふうに、要は間の

仕事をなくしたときですけど、携わっっていた人の仕事をなくしたところで価

格を下げるという動きが非常に大きくなっています。スーパーの直接仕入れ、

契約栽培、こういうものでやっておりますが、結果的に、その取り組みが農家

の、一次産業の所得に結び付いてないというのが今の実状です。 

      それから、この道の駅、直売店が結構あると思います。直売店の手数料率は

安いところで１割。大体、平均 15％ぐらいの手数料率になっているのではない

でしょうか。それで、この直売所を通じた販売というところで一番の問題が、

確かに農家サイドでは競争原理が働いて売れる農家はたくさん売れます。所得

も当然上がります。ところが、この売れ残りのリスクを全面的に農家が負って

しまう。生産しても、全量売れるとは限らない。 

そして、もう一つ悪いところが、今までは消費者サイドのほうで値段が決ま

っていたのです。買う人がおれば、当然値段が高くなる。ところが、値段の選

択制限というものを農家が負ったから一見よさそうにあります。ところが、こ

こが、なかなか統制が取れてないというところで、生産経緯を無視したような

値付けがなされる傾向が非常に強い。結果的には自分たちの首を絞めているの

ですけどね。ですから、ここでの、ある意味ではカルテルというかたちになる

かもわからないのですが、何か取り組みができたらなというふうには思います。 

ただ、これが生産者の利益と消費者の利益が一致するかというと、そうでは

ないことは、もう考えていただければ分かると思いますが、何とかそこのモラ

ルといいますか、コンセンサスをきちんと作り上げないと、いくら直売所を作

っても、片や安いものを買いにくる。片や販売力を上げようにしても、全量買

ってもらう保障もなければ、競争原理が逆のほうに働いてしまうと、生産者の

生き残りすら難しいと。それが、今の後継者難に一つは結び付いている。 

それで、この直売所を主体とした販売形態をなされているところは、残念な

がら後継者が育っていないです。ですから、今の高齢者の方がやめられると、

直売所の出荷量は、恐らくがた落ちというところが予想されます。ちょっと私、

読みながら考えていたところは以上です。 

(今林会長) どうも、ありがとうございました。 

(岩佐委員) そうですね。安売り合戦とか、そういったところに結構陥る場面もあるので

すけど、だからそこで付加価値を付けて、高値でも人気のある商品というのも

実際あるわけですよね。味がいいとか、安全性とかをＰＲして、ちゃんと売り

場でそれを表示して、道の駅でも、今度移動キッチンとかいって試食コーナー

を設けるということなのです。それできちんと栽培とかというのは、こういう

糖度が高いとか、栽培はこうしていますという…… 
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(山下委員) それは、宗像農協でも安全・安心の産直部会の方々が作られておるのですが、

残念ながら、この安全・安心はお金には結び付かない。単価にはですね。一般

の物と同じで、値段が同等であれば安全なほうを買われます。ところが、これ

が減農薬だから値段が高いということには、残念ながら結び付いていない。 

(岩佐委員) ただ、販売の経路として、道の駅で全量売ってもらわないと困るとかではな

くて、企業的な考え方からいうと、そういう安全面、付加価値を高めていると

ころが生協とか、ほかにそういうものを求めている売り先というのは、開発の

余地はあると思うのです。こだわってない商品というのは、普通どこに行って

もあるものだけども、ここのはやっぱり…… 

(山下委員) 私ども最初は、生協さんあたりにはそういう流通のルートがあるというふう

に考えていました。残念ながら違います。生協さんも価格というところが一番

です。 

(岩佐委員) そうですね。生協にもよるのだと思うんですよ。 

(吉村委員) 今はいくらか生協さんのほうにも、いい品物を売りたいということで、いく

らか値段も上がってきている。 

(山下委員) そうですね。それの一部は、そういうふうな流通で出させてもらっていると

ころがある。ところが、大きな数字にはならないですね。 

(吉村委員) そうですね。 

(山下委員) もう前回申し上げたように、ほんと５％、２割の、やはり消費段階の数字だ

と思います。 

(岩佐委員) やはり、ちょっといいぐらいでは、なかなかよそとの差別ができないけど、

飛び抜けてよかったら、高級な百貨店とか、東京とか、ああいった所まで、ホ

ームページでも何でもどんどん売って出せるから、そこら辺の、出るくぎは出

過ぎるぐらいのところまで。 

(山下委員) いや、思い切ってそのぐらいでないと難しいですね。もう、中途半端に減農

薬ぐらいでは、もうかえってコストが掛かって農家が大変ですね。 

(岩佐委員) 単価を上げなくても、数量が上がれば、掛け算したら売り上げが上がるわけ

ですからね。元が取れるときにでも、異常気象にも耐えられるような土作りと

か、そういったところでできれば。 

(山下委員) なかなか、この農業というものが気象条件に左右されますからね。そして今

の施設栽培でもそうなのですが、自然の条件以外で守って作ろうとすると、余

計にコストが掛かるし、病害には弱いですね。 

事務局(高橋) 今、意見が出ましたので、市のほうに、ちょっとこれどういう考えを持っ

たかというところを。ちょっと私が今、山下委員さんから出ました、確かにそ

こが大きな壁になるだろう。ちょっと、そこをどうすればいいかということを、

私どもまた今、山下委員が言われたところ、では、そこをどうしたらいいか。

では何を、アイデアはいっぱいあるけど、明日からどういうふうにつぶしてい

ったらいいかという、そういった議論をしていただければいいと思います。 

確かに今、流通の件は非常に難しいと。どっちにしてもこれは難しい。でも、

難しいで止まっていたら何もならないと思いますので、ではどこからできるか
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という議論を少ししていただければと、そういうふうに思います。 

(山下委員) それで、今度の道の駅の分を見ても、農産物に限らず、そこの価格というも

のは、やはり生産者サイドに、出店者サイドにすべてお任せするというような

スタイルで今後も進まれるのですか。 

(天野副会長) すいません。道の駅のときにＪＡも一応出資団体として入りますよね。そ

れで、先ほどのカルテルではありませんけれども、やはりそういうのがある程

度必要ではないかというのは生産者側としても思っていて、ＪＡのほうにそう

いうのをしていただけないかという話をしたら、ＪＡはそういうのはしません

というふうに言われましたよね。では、市もはじめは立ち上げに道の駅にもか

かわっているではないですか。では、市がしてくださる。そういう、何て言う

か、各生産者をグループ別に集めてでもして、そういうのをしませんかみたい

なことを市がしてくださるのですか。 

事務局(高橋) 今、道の駅だけに関すれば、当然農産物部会、あるいは水産物部会、加工

肉会という部会を運営の途上で、生産者からの意見、あるいは消費者からの意

見を交えて、どこかで議論するテーブルいると思っています。基本的には、そ

の部会を動かしていくということになりますので、では、取引先商店とか、そ

の辺のところもありますので、そういった議論を、是非ともそういった部会の

中で、当然市も入って話をしたいと思いますので、そういった場を是非とも作

りたいと思っております。今のところ予定としても部会を作るということです。 

(天野副会長) でも、結局、市は出資団体にはもちろん入っていませんよね。だから、そ

の道の駅がつぶれたときに、つぶれたというか、要するに経営が悪くなったと

きに誰が責任を負うのかというふうなことまで心配するわけなのです。税金を

掛けてつくっているのに、赤字になったからって、市が税金で補てんをするは

ずはないし、では農協とか漁協がするのかということは、すなわち生産者にそ

れが掛かってくるのではないかという心配もありますから、取りあえず、やは

りつぶれないというか、赤字にならないように経営をしていかなければいけな

い。それに、５団体入っているけれども、それぞれという感じが今のところは

すごくするのです。だから、やはりそれを一つにまとめて、一つの企業体とし

て、道の駅の会社として広い目で全部を見渡せるようなのが、まだできてない

ような感じがするのです。 

事務局(高橋) 少し補足しておきます。道の駅自体は会社に経営を任せるにしても公共施

設なのです。宗像市の事業です。公共事業です。 

(天野副会長) ああ、そうなんですか。 

事務局(高橋) そうです。それを指定管理という法律の中で、役所が経営するといっても、

実際もうからないのです。民間の力を借りるというのが、今回の指定管理者制

度という制度ですから、あくまでもこの行為というと、公の事業ですよ、公の

施設ですよというのが大原則なのです。だから、会社の経営が悪ければ当然う

ちも介入しますし、運営上の途上というのは、当然、お金は委託しておりませ

んけど、技術は委託しているのです。技術からメーカーまで委託をしながら運

営していただく。今回はお金を出さなくて済むような体系ですので、あくまで
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も根元の責任は宗像市にあるという。 

(天野副会長) そういうふうな経営に対しても、宗像市としてアドバイスもできるという

ことですよね。 

だから、先ほど言われたように、やはり安売り合戦になっているところが

多々あるから、そういうので生産者が自滅していくような感じになっていて、

そこでいい人が残ればいいのですけど、いいものを作ろうとか、おいしいもの

を作ろうとか、安全なものを作ろうとかいう人たちが残っていけば、その競争

の原理でそれはしょうがないと思うのですけども、そうではなくて、ただ安か

ろうの人たちだけが生き残っていくのは、どうも私としても、個人的にも、そ

れは何か腑に落ちないというか。だから、そこのところをやはり、いい安心・

安全ないいものが残っていくように、全体的に見ていただきたい。 

 安売り合戦にならないように、そして、その道の駅ができたから、ほかの直

売所がどんどんつぶれていくというのもおかしな話というか、それぞれの直売

所に特色があって、やはり地元の人たちの普通の買い物の直売所もあれば、道

の駅はどちらかというと、福岡市とか北九州市の人たちのほうが多分多くなる

と思うのです。だから、そういうふうな各場所の特色というのもあるので、や

はり道の駅だけというふうなのもおかしいのではないかと思って、そこのとこ

ろに宗像市として、やはり宗像市にある直売所なのですから、全体的な目で見

ていただきたいなというふうに思っております。だから、そういうのがどうい

うふうにこの中に入るのかなと思いました。 

事務局(瀧口) いいですか。非常に一番難しいところで、今、課長のほうから説明があり

ましたけれども、道の駅だけとらえますと、出資団体は、市は取ってないので

す。それで、市が指定管理というかたちで渡すのですけど、この資料で言えば、

本編の 34 ページのほうにあります。再度、ちょっと「計画実施体制」という

のを、まだこれからの体制づくりが必要ですけれども、ここには何で官民共同

プロジェクトチームというのを挙げているかというと、農協さん、漁協さん、

商工会さんと観光協会さんと、それで漁協さんが２つありますが、本来、道の

駅の団体だけでやればできるかもしれないです。 

 ここで、わざわざ官民共同プロジェクトを何でつくっているかというと、こ

こに市が入っています。要は、今おっしゃっているところは、この部分の話で

はないかと思うのですけども、道の駅の経営部分、プラスアルファのもっと地

域全体で取り組むべきところは、市が入って、市も一緒になってやっていかな

いとできないのではないかというところで、このチームを作りましょうという

構想になっています。 

 ですから、少し紛らわしいのですけども、道の駅の組織プラス市が入ったチ

ームをつくって、これが道の駅の営業部隊的なものになるかもしれないですけ

ど、もう少し幅の広い、道の駅の販売にかかわらず、地域全体をとらえて今お

っしゃったような事業も含めたところでやる組織体を作ろうというのが、ここ

の提案です。ここ、市をのけると単なる道の駅の運営母体のような感じですけ

ど、ここに市を入れて、幅広い市からの、公共的と言いましたですね。今、公
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共事業という言葉ももちろんありましたけれども、さらに広い視点で取り組ん

でいくための組織づくりをしましょうというのが、ここの計画実施体制のとこ

ろの案です。来年度、ここに早速、４月、５月には取り組んでいこうという考

えも市も持っております。補足です。 

(吉村委員) 第一、やはり、実質商店街がもうほとんどなくなったでしょ。スーパーマー

ケットにとられたでしょ。それから、直売所になったでしょ。また道の駅にな

ったら、いよいよ普通の商店街がほとんどなくなると思うのです。まだ私たち

が元気だからいいけど、あと年配の方たちが、苦労をうんとしてきた人たちが、

さあ、どこまで買いにいこうか。やはり、いろいろ苦労されていると思うので

す。だから、普通の商店街も、やはり繁盛してもらわないといけないと思うの

ですけど、そこら辺も少し難しくなるけどね、どっちを……。ほんと年寄りの

方たちなんか、かごを２つ持ちながら遠くまで歩いていくのを見ていたら、か

わいそうに思ったのです。 

(今林会長) そちらはあとで、商工業のほうでちょっと意見を言っていただいたらいいと

思います。今、農業ですので、道の駅もあとで少し出ていますので、別の方法

でまた、先ほど流通もいろいろありましたけれど、その辺り何か意見がありま

したら。 

(天野副会長) 地産地消の基本的なので、やはり学校給食というのが大きいと思うのです

けれども、今、直売所からいろいろな小学校、中学校はまだ自校式になってい

るところが少ないからあれなのですけど、注文があって直売所のほうから配っ

ていますけれども、やはりそれの量をもっと増やしていただきたいということ。

結局、学校給食は自校式になったから民間委託みたいになっていますよね。だ

から、前みたいに給食センターで市一貫しているのとは違うから、どこまで市

が入り込めるのかちょっと分かりませんけれども、できるだけ地産地消でして

いただけるような指導もしていただきたいなと。 

 それと、何て言うか、給食に使うから、でも給食センターほどの量は作らな

いからあれだとは思うのですけれども、むきやすいとか切りやすいとか形にす

ごく注文が多いので、もちろん分かるのですけれども、そんなに規格通りには

できませんと生産者側からとしては言いたいし、逆に規格外だったら安くお分

けできるのですけどみたいな。だから、うちなんかはトマトだから、スープに

するのだったら形が悪くて傷があっても赤いほうがいいとか、栄養士さんにそ

ういうふうに言ってくださいって言っているのです。だから、分かっている栄

養士さんはそういうふうに書いて、ちょっと注意書きを付けて注文してくださ

るのですけれども、何かそういうところの指導とかも少ししていただきたいな

というのが一つ。 

      先ほど言われた減農薬、減化学肥料の件で、その生協とかというふうに言わ

れましたけど、ちょっと私も今度はＪＡのほうの審議会のほうに出ているので

すけれども、そちらで無農薬とか有機栽培の野菜はすべてインターネットで買

っていますと、宗像市の自由ケ丘の年配の方が言われたのです。だから、ああ、

やっぱりお金があるしなと、私は半分思ったのですけれども、もう東京から全
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部あれしているということです。よくテレビなんかでも、そういうのを、そう

いう会社は全国を走り回って、いいものを、いい野菜を探して回って、こうい

う野菜がありますからって、野菜一箱を幾らみたいな、もうダイコン、ニンジ

ン、ジャガイモ、ああいうのをという感じで、もう絶対これはそこの誰が作っ

て、無農薬でとか、有機栽培でというので、もうすごい価格で、インターネッ

トで販売とかされていますよね。実際に、それをそれだからというので利用し

てある方もいらっしゃるということで、何かそんな遠くから買わなくても宗像

市にも、完全ではなくても、ある程度頑張っている人はいますよというような。

で、そういうのを集めて、またそれはそれでブランド化というかたちでできな

いものかなというふうにも思うのですけれども。 

まあ、ＪＡさんにも、少し思ったりするのですけど。 

事務局  実は、明日、あさってですね、我々も地域フォーラムを開催いたします。その

中で栄養士の先生が数名参加をされますので、その旨をお願いはいたしたいと

思います。地元の食材を使っていただきたいというところで、アグレスの皆さ

んに試作の料理を作っていただいて食べていただくというところもやりなが

ら、栄養士の先生に地元の食材を使ってくださいという依頼をするという場と

いうところであさって計画しておりますので、その分もお伝えをいたしたいと

思います。 

(池浦委員) 今、係長さんのほうから地産地消で話が出ましたけど、私、以前に地産地消

を農水省が出してから、私は地産地消をある程度勉強しながら話したことがあ

るのですが、ＪＡの中野組合長さんに話を以前したことがあるのです。一番や

はり地産地消の問題ということを言いましたら、大きいのがやはり米と思うの

です。現状はどの程度給食の中に入っていますか。 

事務局  小学校は週に 3.5 回ぐらい、今はなっているみたいです。まだ４回は取れてな

いです。 

(池浦委員) 以前、私が調べたことがあるのですが、福岡教育委員会の中に給食会、これ

ご存じと思いますが、なかなかガードが固いですよね。もう絶対に、宗像の学

校には使わせてくださいというようなことを言ったのです。ちょっと、ガード

が堅い。 

(山下委員) そこのところは何とか。 

(池浦委員) そういうところをＪＡも。 

(山下委員) 小学校も協力していただいて、何とか今、解決策をしています。それで宗像

の夢つくしをちゃんと入れていただいて、ある程度対応給食が今、実施をされ

ています。米の配給は県内では非常に高いです。 

(池浦委員) それも、今どうでしょうか。宗像の米を給食会の倉庫に確保して、それをや

りますと言って、それはどこの米か分からんでしょうがと、私はそこまで追求

したことがあるのです。なかなか、給食会が・・・。 

(山下委員) そうですね。あの組織は強いです。ただ、今は、この宗像産の夢つくしが給

食に行っているから、この夢つくしの宗像産の総量というのは、現状では不足

気味という。足りないから、今生産者に作付けをもう少し増やしてくださいと
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いうお願いを、今年もやっています。 

(池浦委員) そしたら、米飯給食にはもう、ほとんど宗像米が行っていると。野菜の場合

はどうなんですか。 

(山下委員) 野菜も、先ほどから天野さんが言われたように、自校式になっているところ

は直売所を通じて栄養士の先生が、もう献立の中に何が作られるかというとこ

ろで、事前に直売所に申し入れて、それを配送してもらうのが前提です。それ

で大小ありますから、量がなかなかまとまらない。これは、まったく私もその

通りだと思います。もう、仕方がないですね。箱単位での出荷とかできないで

す。もう、何キロ、何百グラムまで指定があります。もう、残ったら困るから。 

(今林会長) ちょっといいですか。次何かありますか。 

事務局(瀧口)  野菜については、地元調達率は一応給食の分を出しておりまして、今は大

体 40％、多いときで 50％です。ただ、問題は魚のほうが、やはりいろいろ課

題があるということを聞いております。 

事務局(高橋) 給食のことは、議会でも少し出ておりましたのでご報告したいのですけど、

今、瀧口が言いましたように、野菜、そういった比率が非常に高いのですけれ

ども、学校側から言わせると、ニーズに対応できるのは米だけだと。あとの野

菜については学校のニーズに対応しきれていない値段。自校式ですから、生産

方式はがばっといきますけど、自校式はちょっと小さいですね。それでも、学

校側のニーズに対応しきれていないというのが、教育委員会側からの見解なの

です。 

 それから、今も言いました給食会の問題がありますので、ここは宗像市とし

ては地産地消にこだわるあれが、食育という新たな領域が出てきましたので、

そういったもので徹底してやりますというのが教育委員会の言い分ですので、

私もそこに対応できる生産を今度はしなくてはいけないから、だからまさにそ

この生産体制の課題も若干ありますという話です。 

      それから、もう一つがあまりない減農薬という基準サイドの話にありました

けれども、非常に今、ＪＡさんも農薬の基準なり作ってしていただいています。

今回、私どもの館長が、大手のスーパーマーケットから店長が来ておりますけ

れども、彼に言わせると、この市場はあるという見方なのです。スーパーマー

ケット業界から言わせると。今、要はそこが足りない。 

今回、道の駅でもそういった物も販売をし、館長の言っているのは、減農薬

の問題と、それからもう一つは、次は成分ではないかという話をしているので

す。成分ですね。宗像のほうれん草はよそと違って鉄分が高いですよと。これ

もまた、看板化、ブランド化の一つになるのではないかと。館長はそこを入れ

れば一番いいのはいいと言っていたですけども、こういった話も、いわゆるス

ーパーマーケットからの需要のニーズはあるよと。もうけ口はまだあるよとい

う話は、彼は言っていました。 

(池浦委員) もう一点、ＪＡさんのほうに聞きたいのですが、先日の西日本新聞に糸島に

ある伊都菜彩ですか、直売所。あれが、非常に人気がよくて、十幾つあった直

売所がもうつぶれよるというような状態ということを聞いたのですが、ＪＡ糸
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島では、18 日ですか。昨日からですか。これは今回は量が少ないと思いますが、

パンを売るとか、今度はああいうのを糸島産の小麦を使って、糸島産であると

いうことを売り物にして販売に取り掛かると。そして、めん類にしても、いず

れそういう方向に向けるとかいう、非常にＪＡ糸島サイドのはっきりしたこと

が載っていたのです。 

 やはり、この前、私ずっと直売所を回ったら、やはりかなりの人が、業者で

はないけど、パン屋さんやら出しておられるわけです。パンの量も多いようで

すが、宗像としては、その地産地消を図るために、小麦粉、めん類辺り、宗像

の小麦で、どのような取り組みをされているのですか。この前、ちょっと無駄

ということ言っておられたですね。 

(山下委員) 麦は、残念ながら今、このめん類に関しては、Ａコープ商品という県での統

一のブランドになっています。おソーメンにしろ、うどんにしろ、ラーメンに

しろ、こういうものを販売していると。なかなか宗像の小麦だけを使っての製

粉というところに非常に問題がありまして、それで県レベルでの取り組みを今

行っていると。 

それで、パンについては、残念ながら福岡県にはまだ、このパンに適した小

麦が開発されておりません。一品種だけ「ミナミノカオリ」という品種を開発

して試作はやっているのですが、なかなかこの流通まではいっていない。我々

も食べてみましたが、パンにして食べたら確かにおいしいです。しかしながら

一般の業者にそれが流通できるまでにはなっていないというのが実状です。 

そして、県内でも、このパン用の小麦を開発しているものは、急いでいると

いう、まだレベルでしかないです。それで、この糸島産の小麦のパンとかいい

ところがあるのですが、宗像も過去にパンの、例えば小麦粉に限らず、米粉パ

ンが何とかできないかというところでいろいろ考えてみました。しかしながら、

コストの面とか、残念ながら実現に至らなかったという経緯があります。 

 それで、糸島は、過去に宗像ほど直売所が盛んではございませんでした。宗

像でいうと、小さい個人でされているような直売所。こういうものがいくつか

散在しておったのです。それで、糸島は、もう５年ぐらい前に、この一般の直

売所とは違うファーマーズマーケットを計画したいというコンセプトで、今回

の伊都菜彩はできています。ですから、ある意味では、生産者というところが

非常に頭にある、あそこはやはりいい直売所を作ったなというふうに私も思う

のです。そこでの取り組みで、パン辺りも独自でやられているというのが実状

なのですけれど。 

(池浦委員) ＪＡ糸島でも、糸島産の小麦を使って地元産でパンを作っていますというこ

とを売り物にするということができていたものですから、宗像は宗像でそうい

うようなことができないものかなということで、ちょっとお尋ねしたのです。 

(山下委員) そう思ったのですが、パン屋さんを農協がするわけいかんという話になりま

してね。というのが、この宗像に関しては農協が単独で直売所を持っていない

のです。それで、例えば小麦粉を作っても、パンの製造施設をお持ちの直売所

が、今のところは福間からパンを作っているのかな。パンを焼かれるのは、ふ
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れあいですよね。そこぐらいのものでしょう。それも量的に非常に少ないと。

確かに直売所でパンを焼くと、それなりの販売数では我々も望めるだろうとい

うことは思っておりました。ただ、そこでのパンを焼くための施設、それぞれ

に導入したらいくら掛かるかという調査までやりましたが、実現に至らなかっ

たです。 

一つは、ほたるの里のときにそういうものを導入したいというふうに、我々

も考えておったわけです。何とかそれがモデルになって広がって、小麦とか米

粉のパンの普及につながればというところで、米粉のパンは筑後川沿いに一つ

何とかというあれがありましたよね。ちょっと思い出しきらないが、そこで米

粉のパンを焼いていたので、何とかそれを取り入れたいと思って視察とかに行

ったのです。 

(吉村委員) （不明）ですか。 

(山下委員) 水辺の何とかいう、あそこは米粉パンもされているんですね。まあ、小麦粉

と合わせて、何とか（不明）ということで見には行ったのですけど、実現には

至らなかったですね。 

(今林会長) ほかにないですか。ほかになかったら、時間もあるのですけど、水産業のほ

うに移っていきたいと思います。水産業についての質疑、意見ですか、その辺

りを。 

(藤島委員) 具体的にどういうふうな取り組みをしていったらいいかというのは、漁協と

してはよく見えてこないのです。 

いろいろ市場拡大というようなかたちで、去年の冬場、２月、３月ぐらいに

東京の方面に魚を空輸して、生産者の売り上げを上げようというような計画も

あったんですけども、福岡の市場の価格と東京の市場の価格は、実際は２割ぐ

らい安いんですよね。予想では 1.5 倍ぐらい出るのではないかというような予

測で、飛行機で飛ばしたこともあるんですけれども、実際は２割安ぐらいで、

コストとしては、１箱 1,100 円くらい掛かるんですかね。だから福岡の市場で

１箱 5,000 円くらいする魚が東京では 3,500 円。もっと安かったかもしれませ

ん。それで輸送コストが 1,100 円～1,200 円くらい掛かるということで、全然、

手取りにすると、もうゼロに近いような感じがあったのです。 

夏にも何回か送るんですよね。魚がいっぱいとれるものですから、そういう

魚を、どうにか玄海の魚をＰＲしようというかたちで送ったりするんですけど、

なかなか値段が取れないということもあって。大島のほうで全国的に珍しい海

水氷を作っているんですよね。それで鮮度保持の魚のためにはいいということ

で、そういう氷を使って送ったりもするんですけど、なかなか値段が取れない

というようなかたちでもあるのです。漁業者はみんな捕るばかりなので値段…

…そういうのもあるんですよね。 

前回もイカの話が出ていましたけれど、イカもいろいろ自分なりに考えてで

すね、呼子のほうに視察に行ったりとかして、今、イカをパックで宅配するサ

ービスがあるんですね。そういう施設も見に行ったりとか、キャス冷凍といっ

て、刺身をひいて冷凍する。そして解凍した時には生きた状態の身に戻るよう
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な、キャス冷凍という冷凍施設があるんですけど、そういうのも面白いなとい

うことで、視察に行ったりしているんですけども、出荷できない魚を刺身に、

漁師さんでも委託でもいいでしょうけど、真空パックにして届けるというのは

できるかなというような気がするんです。 

生かす場所も確保しなければいけないということや、何かいろいろあって、

具体的にはうまくいってないのですけども。漁協としては、なかなか難しいで

すよね。いい案というか、ないんですね。 

(山下委員) 魚も新鮮さでしょうからね。ですから、直売所にとっても鮮魚の度合いとい

うのは非常に高いんですよね。どこも、最初は鮮魚が入ってなかったところも、

今は入れているでしょう。鮮魚がないところは、直売所はないのです。 

それで、どの程度の新鮮さを求めるかというところでは、その兼ね合いがや

はり私もあると思うのです。海水生けすみたいなものを持って行ってしても、

とても合うようなね。単価が取れればいいけれども。今では、魚も一匹買って

自分でさばくという時代ではないものだからですね。 

(天野副会長) 北九州の響灘のほうの直売所に行ったときには、何かいろんな魚屋さんが

入っていて、どんどん売れていたみたいなんですけど。皆さん、そこに魚を買

いに来るという感じで来られていたのですけど。今度の道の駅は、何か、水槽

を作るとかいう話はあったんですけど、そうなんですか。 

事務局(高橋) いや、活魚と鮮魚がありますね。生きたのは水槽でしょうが、水槽は作ら

ないです。結局、あそこで買っていただいて絞めるのと、家に持って帰ると同

じなんですよね。どちらかと言えば、活魚については各港で買っていただこう

という、どうしても活魚が欲しい方は、鐘崎のほうの漁協にご案内する。あく

までも道の駅のほうは、いわゆる鮮魚を中心に置いていこうということで用い

たのです。 

(天野副会長) ディスプレー的にもあったほうがいいかと。これだけでいいのかなという。 

事務局(高橋) だから、今、少し言ったようにコストの問題が出てきます。ものすごく高

くなります。管理費もここの。では魚は絞めてすぐがいいという話でもあるん

です。 

(天野副会長) ではなくて、泳いでいる水槽みたいな。金魚が泳いでるみたいな、珍しく

ないですか、そういうのをね。 

事務局(高橋) ちょっと市としては、これを置くだけで、コストがものすごく掛かります。

それでちょっとやめました。それはですね、皆さんの意見もあったのですけど 

(天野副会長) 何か、あったけれどどうなったのかと、ちょっと思ったものですから。 

(権田(マ)委員) 泳いでいるのを見れば、ほんとに生きたのを食べられるという印象はあ

りますよね。 

(吉村委員) そのままの形でね、消費者がね。 

(天野副会長) そうなんですよ。いいのではないかなというふうな気持ちはあるんですよ。

別にそこで絞めて提供するのではなくて、これくらいここに置いてある魚は生

きががいいんですよというふうになるよね。そういう意味で、ディスプレー的

に置くというのも、消費につながるのではないかなと。逆に私は一消費者とし
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て思いましたが。 

(藤島委員) 道の駅がどんどんもうかればですね。 

事務局  ちょっといいですか。東京等にも行かれて、現実はいろいろ厳しい。東京でも

やはり、安く値段をたたかれるという話もありますけども、今回のプランの中

で、やはり単独で動くとなかなか効率も悪くてＰＲ度も低い部分について、や

はりこれから、この提案の１つは共同戦線を張って一緒に活動をしていって、

一緒に知恵を出していってというような、抽象論ですけれどもあります。 

東京に、また行こうとかいう話も出ていますけれども、一つ、私がちょっと

個人的な考えで思っていますのは、行って、行ったものだけを売ってくるとい

うだけでは、やはりなかなか採算が厳しいものがありますので、やはり一つは、

行って、次の客を捕まえてくるというかですね。先ほど、天野委員のほうから

インターネットとかいう話も出ていましたけれども、例えば、鐘崎漁協さんは

せっかくメールマガジンという制度を作っているなら、行って売った分を売っ

て来たら大赤字だけれども、メールマガジンの会員を特に増やしてきたとかで

すね。そういう次につながる仕組みを、こちらでいろいろみんなで考えて、そ

れをしていくというのも、直接的に運営にはねない部分のプラスアルファを、

みんなで仕組みを作っていくという考え方もあるんじゃないかなとちょっと

思いますので、ちょっと出しゃばりましたけど、すみません。 

事務局(中嶋) 水産のほうの水産振興課の立場になるんですけど、どうも農業のほうは旧

宗像市あたりから従来からあったのですけれど、水産業はやはり玄海町、平成

15 年に合併しまして、そして、平成 17 年に大島村と合併しましたけど、それ

から各漁港を宗像市が持って、水産に宗像市として取り組んでいってというよ

うな状況ですね。 

市民の方からも、「宗像で捕れたお魚は、どこに行ったら食べられるの」と

か、「買いたいんだけど、どこのスーパーでも売ってないみたい」という声が

いろいろ挙がっていたんですけど、やっと待望の「道の駅」というのが、今年

の４月にオープンするようになりました。そこでは純然たる宗像の魚が来ます

ので、そこで買い入れるというようなことで、一つの地産地消ですか、そうい

う施設ができるようになりました。それまで農業のほうで、「ほたるの里」、「か

のこの里」とか、いろいろな所に直営店があったのですけれど、これは一つの

漁業に関しては直営店と。 

それで、そういったことのきっかけの施設で、先ほど、課長の言っていたよ

うなかたちで、漁港で、今、鐘崎のほうで活魚水槽を整備しています。そうい

うのができますと、地元のほうで出荷体制辺りも徐々に整ってくるというよう

なことが、今、この時期あるということですね。 

今日、会議のほうでは、女性部の権田会長さんがおみえになっていますので、

こういった女性部辺りを中心にして、小学校辺りのＰＴＡとか、それから食進

会なんかと連携しまして、魚をさばく親子の教室とか、そういったものも順次、

取り組んで、魚離れとか、そういった、もっと魚に親しみを持つというか、そ

ういった取り組みもやっていこうということで、今、連携を取るようにしてい
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ます。 

事務局(高橋) ちょっと余談ですけども、学校給食に魚を今回使おうという話ですけれど

も、実は福岡市の事例は、学校給食に使うと保健士を用意しないといけないと。

子どもがのどに詰めてしまうと。だから今、学校給食は骨を取ってこいという

話が多くジャーと出て来るんですね。 

そういったところで、まさに魚離れがものすごく進んでいるのです。もう１

回、やはり水産のほうは、そういった海水魚で、もう１回市民に魚を食べても

らおうと。要するに、我々こういう形で、20 年度から取り組みましょうという

ことで、学校給食にも極力使っていけるような体制を作っていきたい。 

それから市民へのＰＲですね。例えば、催場とか玄関前に行って、宗像の魚

はこういうのがありますよとか、そういったものからまず進めないと。自分た

ちが食べないで業者に買ってくれというような話は、それはないという話にな

ると思いますので。今、水産のほうが申し上げた、そういった消費拡大事業と

いうのが、まずベースになろうと思います。 

(天野副会長) 今、給食がどれぐらい使ってあるのかなと思って。要するに、サバの竜田

揚げとかムニエルとかぐらいだったら使えるかなと思って。量的には微々たる

ものでしょうけれども、農産物のように直売所を通して、学校が直売所に注文

して直売所から配達して回るとか、そういうかたちで少しずつでも。 

今、食育は、親を教育するより子どもを教育したほうが早いと言われるから、

子どもの舌を魚のほうに向ける。そういうふうに思って、やはり学校給食に少

しでも入っていくと、きっかけ的にいいのではないかなと思って。 

私、福岡から嫁いできて、宗像に来てすごくお魚がおいしいなと、福岡から

来たのにすごくお魚がおいしいなと思ったのですよね。ウニも嫌いだったけど、

地島でウニを食べて、こんなにおいしかったのかとすごく思ったから、やはり

本物を食べたらおいしいから、やはり冷凍の魚ではなくて、本物を食べる機会

を増やしたらいいのではないかなと思います。 

(権田(マ)委員) そうですね。それはもう、ほんとに食べてもらいたいですよね。それが

一番です。いつも私も思うのですけれども、やはりこの宗像の人に一番に食べ

てもらいたい。 

ですから、もちろん給食とかそういうのもありましょうし、また、お母さん

たちがやはり魚をつくれない、だから買わない、食べないみたいな感じではな

くて、少しでも徐々に、徐々に食べていってもらって。子どももですけど、若

いお母さんたちにそういうのを少し勉強してもらって、食べてもらえたらいい

なと、いつもそれは思っているんですけれども。はい。うちの係長もそんなふ

うにおっしゃっていますけれども、それは私たちもいつも思っていることです

ね。 

事務局(中嶋) ちょっと補足しますと、先ほど、農のほうも給食会の話が出たんですけど、

やはり水産のほうも、学校給食といろいろ連携した取り組みをしたいというこ

とを話したりするんですけれど、やはりなかなかガードが堅いですね。 

やはり学校のほうは、子どもの食の安全というところで、数年前にＯ157 ノ
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リが入ったんですけれど、そういうところで、やはりまず第一に安全というこ

とを考えて、先ほど課長の話があったんですけど、骨のある魚を出して子ども

がのどに骨をつかえたりすると、やはり大きな支障があったりするのでそうい

った対処をとって。 

我々のほうからすれば、そういう引っ掛けるから今度は引っ掛けないように

なるというように思うのですけど、なかなかその辺が学校のほうでも、骨を１

度抜いた魚をあげるとか、そういうかたちで、今、出しているようです。 

これも玄海地域ですと、骨があるのは当たり前ですから、やはり子どもも用

心するみたいになるんですけど、やはり団地辺の所になるとやはりこう、そう

いうのがほんと、（不明）というところで…… 

(吉村委員) 一般の家庭にも、若いお母さんたちか何か知らないけど、生魚をもらったと

きや、買ったときでも、さばき方が分からないし、生ごみになるからもう嫌と

言ってね。やはり、子どもの前で作って見せないと、やはり魚のおいしさも違

ってくると思うんですよね。実際に目の前でさばけばね。 

(天野副会長) 道の駅では、結局、魚はどんなふうな感じで売るのですか。 

事務局(高橋) 加工所は作らないで、基本的には三枚おろしぐらいまでのサービスはやっ

ていきましょうということで、スタッフの雇用を、今、やっています。 

ただ、刺身までひいてしまうと、地元の魚屋のほうがございますので。あく

までも家庭に持ち込める、最低限食べられる状態まではサービスをしようとい

うことです。多分、１匹あたり 50 円か 100 円かいただかないといけないので

しょうけれども、そういったサービスをしていこうと。 

それからもう一つ、そこのスタッフがおいしい食べ方を教えていくというの

も、仕事の中になろうかと思います。 

(吉村委員) 今日の魚は煮付けがおいしいよ、刺身がおいしいよ、何にしたらいいよとい

うことを、ちょっと言ってもらったらね。 

(岩佐委員) ちょっとすみません。お魚にしろ、野菜にしろ、何かこう食べ方を知らない

で、家庭生活の中でも、給食でも使ってないから、家庭科の授業で魚を少し親

子で体験するとか、野菜を取って収穫したのを子どもたちが簡単にゆでて食べ

るとか、何かそんなのを家庭科での授業の中で取り入れるとか、そういったこ

とは教育委員会とかそういうのは出ないのですか。 

事務局(高橋) 食育基本法ができて、今、食育というのは、前は家庭教育の分野だったの

です。これが、家庭がしないから国の教育の中で扱いましょうというのが、食

育基本法になっていますので、今年度から本格的にそこら辺の食育活動、いわ

ゆる野菜が、見てくれが悪いのは当たり前よと。まっすぐなキュウリばかりで

はないよと教えたり、それから実際食べてみるとか、そういったものがカリキ

ュラムの中に反映をされてだんだん増えてきていますので、そこは今から、子

どもたちのほうが、多分親より詳しくなるかもしれません。食育というのが始

まるとですね。うちの教育委員会としましては、やりますということで明言し

ておりますので、取り組みが全市的にやられるということです。 

(岩佐委員) 料理教室ということで、玄海旅館組合の料理人会の指導でグループを募集し
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て、魚のさばき方と料理の仕方までとを教えるのが２年ぐらいあって、今度終

わったんですけど、また、観光協会の事務所が移転しますので、そちらで何か

調理できる場所を設けて、そこでまた募集して、一般の方にも魚のさばきを教

えようという動きはあります。人数は限られていますけど、そういったものが

少しずつ拡大できればですね。 

(今林会長) その辺りは、市のほうで何かされるのがある……市のほうで、そういう魚の

調理の勉強会とか。 

事務局(高橋) はい。今、中嶋係長が言われた、学校はＰＴＡとか、食進会とか使いなが

ら、今、権田さん辺りに入っていただいてお母さん方にまず啓発を子どもの授

業と絡んで、親子魚つくり教室とか、そういう授業もやっていこう。それから

もう一つは、今言いましたように、市内のＰＲ活動をやっていこうと。これは

具体的な動きとなると、後に出てくる官民・共同プロジェクト辺りが中心とな

って各団体の方にご協力いただいて一緒にやっていくというのが、今回の計画

になろうかと思っています。 

(藤島委員) もう一ついいですか。女性ばかり言われるけれど、男性も料理というのが今

から増えてきているんですよね。やはり、男料理という教室が福岡市でもあっ

たりしていますので宗像もその辺りで、男性を対象にした料理教室というのを

やると、進んでいくのではないかなというふうに。その辺りもよろしくお願い

します。 

事務局  男の料理については、食進会さんがやはり地域に入っておられますので、今日

のご意見辺り、こういった食進会さんのほうに連絡しながら、そういった男の

方にやっていただくと。 

この魚離れが若いお母さんとともに、やはり高齢者の方も魚離れが来ている

のですね。なぜかというと、今、配食サービスとか、もういよいよ自分で作ら

れない、配食サービスも非常に普及しています。そういったところを利用され

ると、今度は魚というよりも、そうでないおかずのほうが多いということで、

水産庁のこの白書のほうにも、近年非常に魚離れが問題になっているというよ

うなことで挙げてありましたですね。だからそういうところを、地道に教室と

かをしながら、宗像においてはそういったことを少しでも防ぐようなかたちで、

推進していきたいというようなことです。 

(谷山委員) いいですか。市民委員の谷山です。先ほどから皆さん、農業とか水産とか流

通の話を伺っていますが、私、正直言いまして、この審議会に応募して今日で

２回目なんですが、以前まったく参加していないものでその辺が分かりません

けれども、すごく困った問題だなというふうに思っております。 

実はこれを見たときは、「わあ、宗像にすごいのができる」と思っておりま

した。私、これができると知ったのが、実は３年ぐらい前で、できるときに私

はこの玄海町の町にある水産観光課辺りに、１人か、私の友達と２人で、３年

前に確か行ったということです。 

行って、どういうことを申し上げたかというと、道の駅を作るのであれば、

とにかく、ぜひ宗像でないとできない特色を生かしてくださいというふうにし
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て、失敗しないために循環型の海の水を引いた塩湯を作ってくれと、本当に言

ったんですよ。なぜかというと、塩湯は今、長崎の小浜ぐらいしか、本当に循

環型はないのです。夕陽館がありますけど、夕陽館は循環型。かけ流しという

のは、小浜のほうに行かないとないのです。たった１軒ここであれば、集客が

すごくいいと思ったんですね。 

私どもがどこかよそに行くとき、何を期待していくかというと、ここにあり

ます「楽しむ癒しの空間誕生」ですね。では何によって楽しむかな。行って、

先ほど天野副会長がおっしゃいましたね。お魚の水槽がある。楽しんで、わあ、

こんな魚の種類がある。そこでまず、子どもたちは魚の勉強ができるわけです

よ。そして、これはそうだよ、クロダイだよ、これは生イカよ、これはヤリイ

カ……よく分かりませんけど、じゃあ、これをここで料理したら、ここが水産

レストランで、こういう今の魚がこんなふうに料理して、地元だから格安で食

べられるレストランとかですね。 

では、ご飯を食べる前に一風呂浴びようよ。かけ流しの塩湯があるよ。塩湯

から上がったらレストランに行ってご飯を食べよう。帰りには地産地消の農産

物とかそれを買ってこよう。そういうことになると思うのです。そういうふう

にすれば、例えば福岡市とか北九州市から皆さんマイカーで来ると思うのです。 

もう一つ、交通のアクセスのことについてですが、夕陽館は福間駅からずっ

と定期的に 30 分に１回とか循環バスが出ているんですよ。お年寄りが 20 人ぐ

らい乗って駅まで行っていますね。あれは定期的にやっています。宗像のこの

駅については、果たしてその交通のアクセスはどうなっているんだろう。北九

州、福岡から、筑豊から押し寄せたときに、駐車場はどうなんだろう。では、

駐車場の運転する人の休憩所はどうなっているんだろう。 

そういうふうなことを、ただ今、すべてをここでやるというわけにはいきま

せんけれど、東京銀行の二の舞いではなくて、道の駅を絶対的に成功させよう

と思うのであれば、やはりここで新しいほかにない企画を打ち出さないと、申

し訳ないですが、天野さんの危惧されたことがひょっとしたらと私も思います。 

なぜかと言うと、この経営基盤を先ほどお話伺っていました。株式会社でも

ない、何だろう、有限会社でもない、どういうふうなシステムでやっているの

かな。赤字が出たら市は補てんするのかな。それではやはり、市民感情として、

またいろいろなところから突っ込みがくるのではないかと。そんなことを考え

たら、これは大変なことに、今なっているのではなかろうかと思います。 

すぐに塩湯とかのお話は、今は無理でしょう。でも、落ち着いて、集客がこ

れではやっていけないとなったときに、ぜひ。多分、私と池浦さんは前回と今

日の審議会で終わると思うので、あとこういう意見を申し上げられないのです

が、私が今まで、北九大の行政にあたる勉強をしました地域の交通アクセスと

経済地理学とかで言えば、やはり集客というのがものすごく大事なわけですよ。

それによって、本当に廃れていくと思います。 

もう一つ、私は消費者の立場から言わせていただければ、今、道の駅いろい

ろな所に買いに行きます。午前中はあるのですよ。でも、駄目だよ、あそこに
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行っても、アクシスは 12 時半だけど、お昼ご飯食べてあと行ったらもうない。

じゃあ午後から行って、あそこはもう駄目。じゃあ向こうに回ろうと、みんな

そうなんですよ。この辺で、新しい新鮮な魚、新鮮な野菜を求めて、私のよう

にいろいろな所を回る人間はそういうことを考えて、じゃあ、売れ残り、もう

ないんなら向こうに回ろうよ、こっちに回ろうと新しい野菜を求めて行くわけ

です。 

だから、そういうふうなことがありますので、お魚のほうは無理でしょうけ

ど、お野菜は 10 時まではこれを出す。12 時にはこれを出す。次に２時か３時

にはこれを出す。せめて営業時間が６時までであるならば、少々遅く来た人で

も買っていける。日曜日も午前中に来るとは限りませんね。午前中、一挙にレ

ストランとか満員になったら大変でしょう。ですから、そういうことで、やは

り時間も区切って、何時にこれを出荷します。何時にこれを出荷します。一応、

何時にもありますよという売り方の工夫とか、そういうことが必要だと思いま

す。 

先ほど、小売りのマージンのことをおっしゃいましたね。中卸が５％から 20%、

小売りが 25 から 50%、直売店は 10%から 15%の利幅であるというふうなことを

伺いました。これは市場原理で競争社会ですから仕方のないことと思いますけ

れど、やはりここは、生産者保護という立場ではないんですが、お米について

も政府は、やはりこれから下で売ってはいけないとか、安くしてはいけないと、

政府が補助金を出してでも農業保護をやっていますね。この辺は、長く農業の

後継者、水産の後継者を育成し、また、育てていこうと思えば、やはりその辺

のところも私は必要だと思います。 

そして、東京で何を 3,500 円、博多で 5,000 円、マージンを払ってプラマイ

ゼロのような遠くの商売をしなくても、商売というのはお金が入って、手元で

初めてお金もらってもうけになるわけですから、ＰＲさえしっかりすれば、も

っと北九州でも福岡でもやっていけると思います。 

私は、この間ちょっと瀧口さんと個人的にお話をして提案したのですが、宗

像は海があって山がある、海に囲まれた都市ですね。ところが、何と言う所で

すかね、杷木町でしたか。あっちのほうは山だけですね。だから、私どもは、

やはりその山の都市と兄弟都市をして、ここでこうして宿泊施設もここの旅館

に泊まってください。これだけお魚食べてこれだけでいいですよ。じゃあ、宗

像の人もおたくに行きましょう。原鶴温泉に行きましょう。じゃあ、１泊なん

ぼでいいですか、宗像と一緒でいいですよ。おたくへ行けば山の幸、うちへ行

けば海の幸と、こういうふうな交流をしましょうという。まあ、お互いに相互

で利益が上がる兄弟都市の設立ですか、提携。この辺のことが大事なのではな

いかと思います。 

だから何も東京にパックでしなくても、原鶴とか日田とか。日田は川魚があ

りますね。川魚のあるところに行ったら、ブリを出すのです。マグロを出しま

すね。だから、生イカもさっと行けば何時間掛かります。やはり、ああいうふ

うに流通のコストを掛けないで時間を短時間で稼いで、もっと販路の拡張に農
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協さんとか、水産協会さんとかよく分かりませんが、権田会長さん、部長さん、

そういうところをお考えいただいたらいいのではないかと思います。 

だから、私、門外漢あるのですけど、ちょっと消費者としてお話させていた

だきました。 

(今林会長) 今、夕陽館が出ましたので、高橋さんにもちょっと…… 

事務局(高橋) はい、今、谷山委員さんが言われたように、もう全く同じことを考えて組

み立てをしております。もうかるようにしようということで。 

今のところ年間 67 万人お客さんを迎え入れて、今６億ぐらいの売り上げで

す。この６億というのは、あの売り場で 200 平米の６億というのは、プロが見

るとすごい売り上げです。何十倍も売り上げている状況です。というように、

右肩上がりの部分、今、山下委員さんが言われたように、どちらかというと消

費者の目がこっちに行っているからですね。今回は 67 万人ぐらい入れて、6 億

5 千万稼いでいこうと。会社のほうは７億５千万と、自分たちで勝手に目標を

立てております。 

ですから、全く赤字の出ないような、役所も、宗像、そんな東京の銀行のよ

うなことはしませんので、もうかるような仕組み、まさに今日の議論は、もう

かるような仕組みについて、いかにそれから先をどうしていくかということで、

ご提案しておりますので、そこについては会社側も頑張っていきますし、行政

のほうも頑張っていこうという予定でさせていただいておりますので、間違え

られないようにお願いいたします。 

それぞれそういったところで、５団体結集しようと。前回のお話しでもござ

いましたように、この５団体が結集したというのはまれです。ほとんど、ほか

の町ではないです。漁協と農協が一緒になって何か活動するというのは、なか

なか今までではないところですので、今回、やっていこうということでありま

す。ここで、その後のこの５団体が集まった方針、方向性、あるいは事業者等

を、いろいろアイデアいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

(今林会長) それから、先ほど交通手段と言われましたので、交通手段のちょっと。 

事務局(高橋) 確かに今、交通手段がネックです。基本的にはふれあいバスということで、

旧玄海エリアについては前を通りますので、バス停を１つ設けて、ふれあいバ

スでも行けるような体制を取りたいと思います。ただし、西鉄バスが直接行く

というコースではないもので、今、お電話いただいておりますけれども、赤間

駅、東郷駅からどうやって行くのかというのが一番問題です。 

あとは、基本的には車。495 号線というのは観光のドライブコースですので、

車でお見えになるというのが基本です。ただ、それだけかと言われると違いま

すので、そういったものについてもこれから西鉄さんと話していきたいのです

けど、西鉄さんも赤字路線に新規参入というは、まず基本的にあり得ませんの

で、非常につらいところで、そこら辺はふれあいバスの調整を今後していきた

い。ただ、ふれあいバスについては、今の路線にバス停を作るということで対

応します。 
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(今林会長) ほかの道の駅との対応辺りも、ちょっと説明してもらっていいですか。 

事務局(高橋) これ、道の駅は「道の駅協議会」というものがあります。福岡県内、ある

いは九州、全国組織がありまして、九州管内の駅長会議などもあります。今回

は館長が駅長になるのですけれども、そこで、ただ単に集まって三者会議では

ありません。何月期にはどういう販売促進をやっていくのか。例えば行楽シー

ズン前になると、各道の駅は駅弁をキャンペーンで売ろう。そうなると全国的

に、道の駅がＰＲをしていって各駅についてはこういった品物を、今、販売促

進していますよと。 

そういったものもありますので、当然そういったところでの兄弟関係と言い

ますか、ネットワークを作っていこうというふうに、今、予定をしております。

九州で今回、101 番目に宗像がなると。県内では 11 番目ということになります

ので、それも当然ネットワークをとって、兄弟関係とかいうことで、山と海の

つきあいなどもやっていきたいという予定をしております。 

(今林会長) 一応、１時間半がたちましたので、ここで５分ほど休憩を取りたいと思いま

す。審議会については３時からまた再開というかたちで。 

 

（休憩） 

 

(今林会長) 時間になりましたので、再開したいと思います。よろしくお願いします。 

今度は、商工業というところにいきたいと思いますので、商工業のほうで何

か意見がありましたら。 

(吉村委員) 先ほど言いました、それこそ、商店街がもうつぶれたようなかたちになりま

して、直売店とか道の駅なんかが出てくれば、いよいよ年寄りの方たちが買う

ところがないらしいのですよね。だから、そこら辺の商店街にも少し残してい

ただくようなかたちにされたら、市のほうもやはり、どうしても市の全体を活

性化していかないといけないと思いますので、そこ辺もちょっとこれに取り上

げてもらったら有り難いと思いますけどね。 

商工会と言っても、工業部会がほとんどですもんね。今、建設業とか工業部

会がほとんどですので、そこは、建設業のほうはちょっと私たち分かりせんの

でね。 

 (今林会長) すみません。ちょっと立場上、お答えさせていただきます。本業は商工係で

す。 

お話で、やはり生もの、魚、野菜の話がどうしても中心になってしまってい

るのですけども、商工会のメンバーさんとかも拝見しても、多いのがやはり建

設業、それから飲食も販売とか加工品とか飲食店が多いというのは、私も重々

承知しております。 

あえてこの計画でいけば、20 ページに「市内販売店・飲食店での地元食材」

うんぬんと、これも食材という言い方になってしまっているのですけれども、

本題とは少しずれるんですけれども、私としてはこれを機会に、今、地のもの

の話をしていますけど、もう一つ地元という話をしていくこのきっかけとして、
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特に商店等で売るのも、物も売るけど、サービスも売っているわけですので、

これをきっかけとして地元というのを見つめ直すとか、対面販売とか、場合に

よっては高齢者も多いですから宅配とかいう、そういう広がりにつなげていけ

たらなというのは、個人的に本業のほうでは思っております。以上です。 

(吉村委員) 今、私が言ったことも、ちょっと個人的になりますけれど、昨日１泊泊りで

対馬から帰ってきました。対馬と壱岐と交代で１カ月おきで、ずっと車に乗っ

て行って、トラックに乗せて直接販売してきております。それとか、もう宅配

が、北海道とかそちらのほうは地元で一緒に買われて、ラーメン屋さんなんか

は、そちらでされたほうがいいでしょうと言うけど、やはり、総力かけてでも

欲しいから、やはりこちらから関東とか関西とかに出てある方が、やはり直接

送ってくださいということで注文が入っていますね。 

しょうゆなんかは、もう１カ月ずつ 10 日までということで、レッテル、そ

れと糖分とか塩分とかの検査に、毎月出さないといけないのですよね。しょう

ゆ屋さん全体がね。だから検査のほうは厳しいのです。 

今、小学生の中でも、小麦粉アレルギーとか卵アレルギーとかのそういう成

分もちょっと調べてくださいとか、しょうゆの中には何が入っていますかとい

うことも来ますので、詳しくなれば、ずっと調べていたら、調べるのが高いん

ですよね。そんなふうに、どこどこの小学生ですけど、１人小麦粉アレルギー

があるからちょっと調べてくださいとか、しょうゆのほうには何が入っている

かということを、年度を過ぎたらよく電話が掛かってきますね。入学シーズン

が始まったら、今度はアルコール分とか、エビ・カニとかアレルギーがあるか

らどうしたらいいかということを、電話が掛かって来ますけどね。 

(山下委員) 小麦粉アレルギーで、例えば、麦みそは駄目なんですか。 

(吉村委員) みそまではそんなにないみたい、小麦粉なんかはね。しょうゆにも何の小麦

粉が入っていますかとか、それと、そばの粉が悪いということで、そばの粉使

ってないかとか掛かってきますね。しょうゆのほうは、もう検査を毎月、レッ

テルの枚数、何枚仕入れて何枚破損したか、何枚レッテル張ったかということ

を毎月もう。 

(天野副会長) あれ、どこにいったらいいですかね。 

(吉村委員) 抜き打ち検査があっていますね。それは厳しいです。 

(今林会長) ほかに何かないですか。 

(池浦委員) 問題は宗像農業にしても漁業産業にしても、宗像産物をいかに多くの人に知

っていただくか、また、買いに来ていただくかというところで、14 ページから

20 ページにかけて取り組みの例として、２番に「域外での好条件の流通経路開

拓」とか、「域内の流通ルートの確立」とか書いてありますけども、これはこ

のプロジェクトチームのこうした５社、６社になりますか、この表があります

がプロジェクトチームとの、量販店あたりに売り込むためにもバイヤーとの懇

談会を設けて、やはり現地調査なり現地見学もしていただいて、農産物とかこ

ういった大きな生産者のところに行って、こういうように低農薬で管理栽培し

ておりますというのを見せたり、また、漁業の場合はやはりそこの漁業の場所
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に行って、バイヤーあたりを招待して、最初は金を出さんとは思います。 

そういうことで、バイヤーを招いて懇談会を開いて、やはり現地見学をして

いただくという。まず、商工観光関係のプロジェクトチームとバイヤーが、そ

ういうこと辺り、呼び込んで対話を図るというような、やはり何度か定期的に

やられることが大きく繁栄につながっていくのではないかと思うのですが。そ

の辺り…… 

事務局(高橋) はい、今から、まさにそれをやっていきたいというふうに思っております。 

私どもは今年度、計画策定と同時に、少しそういったバイヤーとかの取引と

か、大口の話ができないかということで、一生懸命少し動いております。実際、

幾つか話があります。宗像産品を集めていただければ、大手の取引をしましょ

うかとかですね。出てきているから、向こうも今ちょうど欲しいんですよ。や

はり、地元のスーパーマーケットもそうですし、地元の中で宗像産という表示

をきちっとして、商売のほうに結びつけられんかとかいうお話もあります。そ

れから、福岡市内の大手のホテルからとかですね。 

そういった話もありますので、今回プロジェクトができれば、まさに今のバ

イヤーを招待して見ていただくとか、そういったものをやっていきたいと。た

だ、こちらの生産体制というのもきちんと見越しておかないと、あります、あ

りますと言ってバイヤーを紹介して、実際に入ったら何も売るものがないとか

ですね 

(池浦委員) 農・漁業の人は時期の問題がありますから、そういう事業をはさんで、やは

りそういうふうにアピールしていくことが。それとやはり、団体とバイヤーさ

んたちとの顔つなぎとなることが次のステップになると思いますので、その辺

をぜひ、申し上げておきます。 

事務局(中嶋) 高橋課長が言われていましたけど、ちなみに鐘崎漁協に今、ちょっとホテ

ルの関係の話も来ているのですが、直接バイヤーさんから取引の要請が、実際

あるのです。ただ、直接そういう取引が既存の今の流通ルートというのですか、

魚市場に出すとかいうのに、やるとものすごく影響があるんですよ。 

それと問題は、バイヤーさんはご存じの通り、大量に安く品物を入れたいの

です。だから、そこにギャップが生じているのです。漁業者は特に、組合もそ

うですけども、本来、魚をいかに高く売るかといってブランド化したり、今で

もそうですけれど、いろいろ活魚槽を造ってそれを高く売るためにどうやろう

かというのが本来の。魚が捕れるよというのは、多分増えるのはあまり考えら

れないから、やっている中で、大手と取引すること自体には何も不具合はない

のですけれども、特に魚についてはやはりいかに高く売るかというところで、

なかなか難しいですね。 

もともと、鐘崎漁協の魚というのは、福岡県内では漁船と組んで、魚をと向

こうで話をもらって、実際、魚価がよその漁協の魚より１割とか、少し高めで

推移しているからですね。その中で、またもう少し高く売ろうという努力をし

ている中で、バイヤーさんが逆に入ると、魚市場とのテンクが希薄になるとい

う。だから結局、もう魚市場を通さないという形で中が抜けるかたちになりま
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すね。鐘崎も年間 5,000 トンくらいたくさん揚がっていますが、結局、はかし

きれないのです。前回も、少しそういう話をしたと思うのですけど。だから、

バイヤーさんとの取引ということについても、悪いことではないし、いろいろ

検討はしてあるけれども、なかなかそこを踏み出すのは難しいのかもしれない

なと。 

宣伝の魚イコール量の確保。これは時期とか、池浦さんが言ったように、シ

ーズンとか、その時、その時によって必ず捕れるということがあり得なくて、

安定供給が難しいのです。そのために生けすとかも作っているのですけど、そ

の生けすで生かせる量というのは、もう本当に少しで、限られているのです。 

道の駅の今度の魚のところにしても、やはり鐘崎の場合で、一応 20 数名出

店予定してあるのですけれども、やはり漁が、しけで船が出ないと、実際、道

の駅に魚がどれだけ出るかというのは、まだ確定ができないと。だから、それ

はそれでもう、道の駅としてはできるだけ出して欲しいけれども、しけはしけ

で、もうどうしようもないということが出てくると思うのです。野菜は大体ど

うにかずっと平均して、出店者も多いので、交代交代で出してもらえればなる

んでしょうけれど、魚に関しては天然というのを、特にうたい文句でやります

ので、そこら辺もちょっと皆さんにご理解をしていってもらいたい部分がある

と思うんですけど。 

(池浦委員) しけとか、月夜とか…… 

事務局(中嶋) 長期のしけに入ると、特に台風時期なんていうともう３日、４日は当然船

が動きませんので、その３日、４日分ストックするなんていうのは、基本的に

難しい。それから、そういう悪天候の時に魚市場に出したら、やはり品薄にな

るもんだからむちゃくちゃな値段するのですね。やはり生産者の方からすれば、

どちらが得かといいうのが絶対あるのです。 

だから、そういうところもあるので、やはりいかに魚を高く売るかというこ

とを考えてやってあるものですから、なかなか宗像市民の方に、皆さんに知っ

てもらってもなかなか手が出ない部分……。例えば、自分は消費者の立場でい

くと、本当の話、なかなか鐘崎の魚は買えないのです。だからいつも、漁師さ

んから「持って行け」とか、言われて持って帰ったり、義理の父もまだやって

いますので、魚を捕ってこられて、魚があるからと食べさせてもらう分はいい

けれど、やはり、さてそれを買おうとなると、なかなか買えなくてですね。な

かなかちょっと地産地消で、というのが難しいなと。 

多分、一般の消費者の方がスーパーなんかで見られても、やはり同じような

魚だったら、普通は安いほうと。だから、ちゃんと分かった方であれば、付加

価値付けてというのはあるんですけれど、やはりそれが取引できる量というの

が限られるのです。いいものはいいので、必ず買う人はいるのですけれど、な

かなかその量をはかすのが難しいというところがあると思います。 

(池浦委員) 今、鐘崎漁協さんのお話で、非常に魚の事情は分かるのですが、農産物の場

合はわりと漁業さんよりもやりやすいということですね。私たちの友達が池野

で八百屋でサンリブにずっと搬入やってるのがいるんですけど、だから漁業も
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（利子）がある程度、（不明）あるのかなという感じで伺ったのですけど。先

ほど、課長さんもそういう計画でと言われるんですけど、やはりバイヤーさん

との手つなぎをやることが、これが大きく輪が広がっていくことになると思い

ますので、ぜひそれは取り組んでやっていただきたいと思っております。 

事務局(高橋) 今のバイヤーの話は、「ああ、そうですね。やりましょう」という話ではな

くて、今の部分はやはり買手市場と売手市場の問題があると思います。その中

で、やはり要は売手市場に、こっちが値を付けてやらないかんというのが、最

後の勝ちになると思うのですけども、そうなるとやはり、ブランド化とかいう

のをしていっておかないといけない。今、鐘崎がよその、仮に福岡の市場では

ちょっと高く売れている、これがブランド化ですからね。 

例えば、関アジ、関サバとかもあそこら辺は売り手ですね。売るほうが選ん

で取引しますという、こういう形にならないといけないから、やはりそこで作

戦づくり、戦略づくりが、こちらサイドも戦略を作ってバイヤーと話し込まな

いと、バイヤーの話しだけで右から左に持って行くというのはですね。やはり、

ここで少し作戦がいるのかなという気がします。ここはちょっと様子見とか、

ここはどんどんいくというような、そういったことを進めてみては。 

(今林会長) 商工部なんですけど、商工部がお金がないのでなるべく…… 

(岩佐委員) すみません、ちょっと商工会のほうは私もあまり付き合いがないので、実態

がよく分からないんですけど、農産物とか魚とか、生産する人というのは加工

する暇というのがなかなかないのです。加工して商品にしてＰＲしていくとい

う、そこら辺は、商工会さんは何かそのつなぎとか、そういったことは。 

(今林会長) 生産者とのつなぎですね。 

(岩佐委員) はい、原材料がたくさんあったり、ちょっと魚の傷ものとか、そんなのをこ

う、松浦漬けではないですけど、酒かすと合わせて野菜と混ぜて漬物みたいな

感じでするとかですね。そこら辺の業者さんとの接点というのは、商工会さん

というのは何かこう。今まではないですよね。だから原材料は、作っている人

というのはそこまで商品にしていく力というか、発想とか買い手の接点という

のは、なかなか交渉もできないしですね。 

(天野副会長) 京の千枚漬けのような。ああいうような宗像のね。 

(岩佐委員) そうですね。何かそういった原材料を生かすような、業者さんと生産者の。

おいしいんだけど、いっぱいできすぎてとかですね。何か漬物業者とか、そう

いった魚の加工とかですね。酒屋さんもあるし、酒かすもあるし、あとこうじ

とかそんなのでこう。 

どちらかというと、宗像の特産品という部分はものすごく弱いと思うのです。

よその直売所に行っても、いろいろな商品が分かりやすくおいしそうに魅力的

に並んでいるんだけど、アクシスにしてもまだまだそういった、魚がいっぱい

新しくておいしいのが捕れているけれど、商品になっていない部分があるし、

「ノウサバ」とかああいったものも、もう少し全国に発送できるような姿にい

ていくとかいう。そこら辺、商工会さんが何か取り組みが今からできないです

かね。道の駅で発信するとか。 
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(今林会長) できると思います。 

(吉村委員) 一度は「ノウサバ」なんかも作って販売するようになったのですが、なかな

か「ノウサバ」自体も高いし、作るのも大変なのです。だから、本当に売り出

しまではいってないみたいですね。何年か前ね。 

(岩佐委員) テレビでもだいぶ放映されているし、もう少し魅力的にＰＲをしていかれた

らと思うんですけど。 

(天野副委員長) おっしゃるのは分かるんですよ。例えば、京都の千枚漬けとか、広島の

広島菜とかいろいろありますでしょう。宗像ですと野菜は、グリーンの葉っぱ

がきれいなところです。それで、それこそ商工会さんか何か漬物研究会みたい

な「宗像なんとか」、何かそういうふうな名前でされたらどうでしょう。「宗像

漬け」とかそういうことをね。おみそとかすとこうしてですね。 

(岩佐委員) そうですよね。農作物と漁業、海草でもいいし魚介類でもいいので、何かち

ょっとこう、捨てるような、ほんと安くて処分しているようなもので。フグと

かイカのいいものでしてくださいと、この前も言ったけど、それはそのままの

ほうが高く出せると思いますよね。傷ものとか市場で安いようなものを、何か

特産で作るとかですね。そこら辺は商工会も交えて 

(吉村委員) ＪＡさんとか漁協さんとかの話し合いがなかなかないみたいだからね。 

(天野副委員長) 今までないからね。 

(岩佐委員) 今まではそういう場がないので、道の駅という大きな市場もあるし、そこか

ら全国に発信もできる…… 

(今林会長) それと、道の駅自体が会長あたりと課長、組合長とかもそのような話してい

ますので、その辺りで話をしていけば、できるのではないかなと思っています。 

(岩佐委員) ほんとは、始まる前にこういう話ができればよかったけど。まだ、ばたばた

なので、動き出してからでもできるかなと思うんですね。 

(今林会長) できると思います。 

(谷山委員) 先ほど、私、出荷の時間で午前中しか、昼からないといつも思うんですけど、

確かに昼からは業者さんが卸さないということで、あれだったら…… 

(今林会長) ちょっといいですか。今の件ですけれども、一応、既に出ているんですけど。 

(谷山委員) 今、ちょっと漬物の話を今から。 

(今林会長) 漬物の話は。ちょっと時間がないと今言ってあったので。 

(谷山委員) とにかく、昼から行ったら青菜が全然ないんですよ。なにもない、昼から行

ったら、もう卵もない。何か、とにかくないんですよ、青物が全く。 

(今林会長) その点をですね、今回は道の駅では時間調整をして出してもらうとか、そう

いう話はしています。だから、午前中にここ出してくださいとか、昼から出し

てくださいとか。そういう調整と、あとは、皆さん携帯を持ってありますので、

そこにメール登録してもらって、何々がなくなっていますので補充お願いしま

すと、そういうことを考えてありますので、なるべく商品が並ぶようにという

形で。午前中行ったら、もう昼からないよとか、そういうのはなるべくないよ

うなかたちで。 

(谷山委員) ごめんなさい。生産者さんが５時に引き取りに行って、ご自分のところが余
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ったとするでしょう。余ったらそれを、菜っ葉なんてしなっとして漬けますで

しょう、お塩で漬けたり。だから、余った分をそのまま漬物にしたりすると、

別に余って鮮度が落ちたから次の日は駄目だといって、廃棄処分ではなくて、

それを有効利用できると思うんですよ。 

(今林会長) それを本来は八百屋さんになんですよ。八百屋さんもそれでほんとは返って

きていたのが、しなくなって、ちょっとつぶれていかれました。それは、農家

の方はそれを今後はされたらいいです。されたらというか、結局、青果で出し

て、あとは加工品でまた出されるという。 

ただ今回、道の駅の関係は、自分が登録したものしか出せませんので、今後

何カ月かしてまた一段落した時点で、こういう商品が出したいとか、または、

こういう商品が欲しいとかいう形で道の駅も考えて、また、何らかの形である

と思います。今のところ、そこまでの時間調整とか、やはりできていませんの

で、そういうトラブルは出るかもしれないですけども、そういうのを見ながら

していかれると思います。 

(谷山委員) それともう一つ。今、65 歳以上の高齢者の 40％が１人暮らしです。将来的に

2025 年になったら、１人暮らしは 65％になるのです。先ほど言いましたお魚

の加工とか何とか言っても、１人で買ってもそれはもう決まっていますので、

ある程度鮮魚のさばき方その他にしても、やはり、その辺を考えてもらわない

といけないのではないかと。大きいのをばっとこうではなくて、やはり今から、

少し高くてもパック詰めを。 

(今林会長) それは、課長が言われたように館長がスーパー出身ですので、その辺りのこ

とは考えてされると思います。やはり売っていかないといけないし、また、出

品者の方も売ってもらわないといけない。残せないので、そういうのを売れる

ように、また、売り上げを上げないと赤字になりますので、そういうところも

考えてされていくと思います。 

(谷山委員) 例えば、魚１切れ、それで 250 円と思っても、パックに入っていて 380 円と

か、１人だったら高いということになるけど、十分鮮度がいいから買うんです

よ。たくさん買って、余らしてもしかたないから、その辺をどうぞよろしくお

願いしたいです。小さいことですけどね。 

(今林会長) その辺りもまた、全部入っていますので、考えるということでいいですか。 

すみません、ちょっと商工業の案がでませんでしたので、次に参考のほうち

ょっとやりたいと思います。 

事務局(高橋) 私から商工のちょっとネタを出させてください。今の懇談会のこの計画書

づくりの中でいろいろしてきました。吉村さんも一緒に入っていただいて、商

工の女性部の方が言ってあったんですけど、やはり自分たちの息子たちに跡継

ぎさせないといけない。例えば電気屋さんにしても、デオデオとかあんな大き

なところに取られてしまっていると。 

だけど、自分たちの武器は、お客さんとコミュニケーションがとれると。例

えば大きな量販店で買うと、修理はすぐには来ないんですね。それが、この地

域の方々のお店であれば、すぐ来れて、そしてほかのとこで少し見ていただけ
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るとか、今から高齢化しますので、機械がよく分からないとかそういったもの

が地元の商店というのは武器であるのではないかなと。 

まさにそういった部分は私ども、先ほど瀧口が言いましたように、商工事業

については私どもも商工会と一緒になって市内で買うことが大事なんですよ

というのを市民にＰＲしていかないといけないと。多少、確かに値段でいけば、

合計で値段では負けるかもしれませんけれども、でも、地元で買うこと自体が

このまちづくり、自分たちの子孫をちゃんと残していくために役に立つんです

よとか。当然、市内でお金が回れば、市も潤っていきますので、それが大事な

んですよというキャンペーンを商工会と打ち合わせて、20 年度４月からスター

トさせるようなことも、今、工夫をしてやっていこうとしています。 

もう一つは、例えば、ほかの町では地域商品券を商工会が発行したりして、

例えば、年度がスタートした６月に一気に商品券を売っております。６億ぐら

い挙がった町があります。市民に、とにかく市内で買う店の商品券を、一気に

市民が買って、1,000 円買えば 100 円おまけが付いているとか特典があります。

それで、先にお金を払わせていれば、これは福岡市では使えないわけですから、

もう絶対これは市内にとそういった取り組みをしているのです。 

そういったところを私ども商工としては、市内のお店で買える、市内のお店

の人たちの跡継ぎもちゃんとできるような取り組みをやっていきたいという

のが、一つ今、この計画の中に折り込んだところです。 

(谷山委員) それは、高橋課長、地域マネーじゃなくて、地域紙幣…… 

事務局(高橋) 地域マネーみたいに一緒、同じかと思います。地域商品券みたいな。 

(谷山委員) すると、税法上というか。 

事務局(高橋) 地域マネーというのは、例えばもらった人は労働対価としてそれをやろう

とかありますけど、まさに市内のお店で買ってもらうための金券です。いわゆ

る岩田屋の金券と一緒ですね。あれも先売りしているとか、そういった事業も

なかにはありますので、これからそういったところも考えていきたいなと思い

ます。 

(今林会長) 何か商工業は、まちづくりのために需要を担っていると大事なところです。

商店がなくなれば、その町自体衰退します。本当は言われるとおり地元で買っ

てもらわなければ、商店が衰退しますので、状態になって寂しいまちになりま

す。 

      今、街路灯なども昔は商工会で歩き回って立てていたのです。だけど、その

維持管理をする能力が、やはり商店街がなくなったりとかして、市のほうに移

管して防犯という形でしてもらったりという形になっていますので、本当は地

元にさせてもらって、活力のあるまちにしてもらえれば、町のお祭りとか、い

ろいろな行事に、市民に対して協力をする道であったり、ものだけでなくて、

人ですね。いろいろな町の行事とか、そういう感じでＰＴＡにしても、やはり

サラリーマンばかりでやればできないことも、商店街とか、商工業の地元にお

られる方や農業の方もおられますので、そういう方が参加できてきちっと景気

づいた町にもなっていくのではないかと思います。 
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      そういう意味で、商店街が少し寂しいですけども、商店街振興という形では

思っているのですけども、やはり難しいですね。 

(谷山委員) それについて、もう今ここまで来て、先ほど吉村さんおっしゃいましたけど、

こういう点が衰退している、宗像だけでなくてどこの町もみんな同じなのです。

ところが、それをそういうふうな原因に持っていったというのは、やはり大型

スーパーの進出なのです。 

今、ゆめタウンとサンリブがありますけれど、あれも市民生活にかなり根付

いていて、市民のためにもなくては、もうあれだと思うのです。そこに小売店

もいっぱい入っています。だけど、そうではなくて、私、今、赤間に住んでい

ますけども、大型のスーパーが出来てみんなそこにバーッと行ったら、この辺

の小売店、小さいスーパーが５軒も６軒もつぶれて、今はもうないのです。そ

したら、ずーっと行って離れた所に行っているのです。では、その大型スーパ

ーが今あるかと言ったら、２年でつぶれてしまって、何になったかと言ったら

パチンコ屋になったのです。 

そういうふうで、やはり宗像市もと言ったらおかしいのですが、そういうふ

うなものを誘致するときに、周りのあれはどうなのかとか、地域の商店街はど

うなのかとか、今後はそのようなこともお考えいただいて、もう大型商店を取

り込むときにその辺を考えていただかないと、私ども個人の力ではどうしよう

もないところに来ていると思うのですが、いかがでしょうか。 

(今林会長) そうですね、大店法がなくなって、とたんにダイエーがつぶれたみたいに、

そういう意味では、大きい店がなくなって、また小さい店がどんどんなくなっ

ていく。また、ジャスコというのが出来るようにできていますけども、またダ

イエーの二の前になれば、反対に地域の住民が困る。 

(谷山委員) 逆に言えば、本当に地域の環境破壊と言うか、夜道は歩けないし、商店はな

くなるし、高齢化社会にとってはこれだけ不安なことはないわけで、商店がな

くなるわけですから、コミュニケーション取れませんしね。その辺はまた、商

工会さんはね。 

(今林会長) はい、また商工部でも、はい。 

事務局(高橋) 今の話で異論があります。市にお願いではなくて、市民の人が買わないと

つぶれてしまうのです。ジャスコが撤退を東郷駅でしました。それをこぞって

市に言ってこられるのです。でも、買っている人は市民なのです。市民がそこ

で買っていないのです。市民がそこのお店で買わないからつぶれてしまうので

す。要は、一番スタートとしては、市民がそこで買わないと衰退しますので、

そのことを知っている人は一生懸命言っている。 

(谷山委員) 私は買ったのだけどね。 

事務局(高橋) はい。いや、だからそれをみんなで考えたのです。だから、それが最後、

市と言われても、市も行政では今、大店法とか自由化されましたから、運用上

は自由なのです。それは止められない。では、その店がつぶれないようにする

には、市民の方が買わないといけない。まさにそこを、私ども今回、市民の皆

さんに言っていかないといけないのではないかなと。 
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      地元のお店を大事にすることが、宗像市の将来の部分に役立つのですよ。今、

今林さんが言われたように、商店街がなければ真っ暗になりますよね。もう、

もうからないから外灯付けるのはやめようと。そしたら、真っ暗ですよね。真

っ暗にしないためには、その店を取っておかないといけない。そうなると、み

んなでアピールする必要があるかなと思います。 

(天野副委員) むやみに規制緩和をどんどん、どんどんやっていくと、やはりそこの地域

がもう壊れてしまうというか、そんなふうになりますよね。 

(吉村委員) それと、現金があるときは大きな所に買いに行くのです。近くの店で買うと

きは、かけでするような形になってくるから、近くの商店街はどうしようもな

いのです。集金に行けば怒られるし、とにかく妙なところがあるものですから。

やはり、１カ月くらいなったら集金に行くでしょ。早く来なつまらんたいと言

われながら、怒られたりして帰ってくるからですね。なかなか、あそこに集金

にいかれないと言いながら、帰って来ている。 

 商工工業は、元は観光ですか。 

事務局(瀧口) 観光です。 

(池浦委員) すみません、ちょっと執行部にお伺いしたいのですが、玄海町の船の時から、

海岸線の白砂青松、非常に言っていたのですが、これを観光にどういうふうに

つながっているのか、何かそういう区間ありますか。あそこの自転車道路が何

かできているが。 

事務局 さつきサイクリングロードとか。 

(池浦委員) それで、白砂青松も松くい虫もだいぶ入っていますけども、白砂青松を、よ

くしていただく。また、宗像市全域にそれをＰＲして、何かあの地域を、道の

駅も近くにありますし、発展につながらせていくような、白砂青松というのが

これに全然載っていなかったからですね。その中でもどういうふうに観光につ

ながらされるのかなと、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

事務局(高橋) この本文の中では、地域資源という言い方をしております。宗像大社もし

かりです。白砂青松のさつき松原もしかりだと思います。 

      今回、先ほどもお話しありましたので、この道の駅が横に隣接します。国の

営林省のほうにもさつき松原整備に入っていただいて、オープンと同時に遊歩

道のパンフレットとか、遊歩道整備を営林省のほうで、今、していただいてお

ります。私どものほうもパンフレットを置きながら、道の駅に車を止めていた

だいてちょっと海岸とか、松林を散歩しませんかという事業を、４月からほぼ

準備が終わっております。そういったところで、ぜひ見らせていきたいという

ふうに思っております。これからまた、プラスアルファ、いろいろな所に行っ

ていただいて、松林の中、あるいは海岸でゆっくり遊んでくれという事業をし

ようということで、今、思っております。 

(池浦委員) はい、そうですね。資源ということで、はい。地元を元にして、やはりその

ように今、課長さんが言われるようにやはり、方々に白砂青松のこととかよく

知ってもらって。 

事務局(高橋) 遊歩道は案内状にします。Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄくらい、５コースくらい作って
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おりました。ちょっとコースとか、ちょっと遠いコースとか、本格コースとか

いうことでですね。遠い所は、上八の手前くらいまで行くくらいのコースまで

作っておりましたので、それで営林署と打ち合わせして、立てたいと。 

(池浦委員) はい、分かりました。 

(谷山委員) １番の観光のことで、全国歩こう会とかありますね。ああいうふうな、全国

だったり、この近所でいいのですが、そういうふうな所もＰＲしたとしまして、

大勢な人が白砂青松の、池浦さんがおっしゃった散歩道に押し寄せたとします。

そうしましたらそこの地盤を固めますと、高橋課長、松原の中を何千人もの人

が歩いて、大丈夫ですか。 

事務局(高橋) はい、営林省と打ち合わせながら、そこの通れるコースだけを限定してい

こうと。当然、国定公園ですから環境破壊につながってはいけませんので、そ

ういったコースをきちんと用意を。 

(谷山委員) そうですか。あれは…… 

(天野副委員長) ぜんぶあれが 

(吉村委員) あれは遊歩道ですか。サイクリングコースですか。 

事務局(高橋) 遊歩道、今、ある程度、中は横に。 

事務局(瀧口) 県の事業でやっていますので。 

事務局(高橋) 白砂とは別に、遊歩道コースが。 

(吉村委員) もう、どっちやろうか、舗装ももう…… 

事務局(高橋) 今、舗装を松林の中にしているのです。これがバリアフリー舗装と言って、

障害者、車いすの方も行けるようなコースも一部あります。そこが今、松林の

中を舗装しているところです。 

(吉村委員) どっちやろうかね、あんな細い所に作ってあるけどと。 

事務局(高橋) あれは、障害者用のバリアフリーの遊歩道です。 

(吉村委員) そうですか。そこにはトイレとかは作られるのですか。 

事務局(瀧口) トイレは少し離れたところに前からもともとありますね。江口の集落の向

こうの竹垣がある所。そこを基本にしておけば、それと道の駅のトイレに。 

(谷山委員) コースは何件あるのですか、あれは。 

事務局(高橋) いろいろあります。１キロコースから３キロコースくらいまで。ちょっと

お散歩コースということで作っております。オープンには、ちょっと歩いてみ

てください。今、表示板を用意しております。 

(岩佐委員) 全国の方が来られる前に宗像市民の方、歴史のいろいろな遺跡とか、何かあ

るのを全然知らないのです。だから、市民の方にそういったのを周知するよう

な何か、 

(天野副委員長) 宗像にするような、各地域ありますよね。歩こう会もあるし。宗像市の

歩こう会も…… 

(岩佐委員) 玄海町の人も結構知らない。 

事務局(高橋) やはり、観光協会主催で、今市民ボランティアさんに登録して、観光ボラ

ンティアさんが、今、20 人くらいいらっしゃいます。去年度で２年目に入りま

した。今年また、20 人くらい。これは１年くらい勉強しないと簡単にできませ
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ん。多分これが、30 人くらい残っていくと思いますので、今、宗像あたりの新

規の勉強していただければ、まあ出来ればさつき松原もそういったところにも

勉強を増やしていければなと思っております。 

(池浦委員) 課長、もう１点聞きたいと思います。大島の活性化につながりますと思いま

すけど、よく今はやっていますが、壱岐とかいろいろな島とか海岸線でマラソ

ン関係とか、例えば一つの例なのですが、壱岐とか、指宿の菜の花マラソンと

かやっていますね。ああいう自転車でもマラソンでもいいのですが、そういう

ので大島の活性化につながる考えはありますか。 

事務局(高橋) 今、マラソンの話が出ていますけども、大島のほうも観光事業「リトリー

ト計画」を昨年作りまして、これのメインのテーマが１つは漁業の振興。これ

は大島もちろん前提にあります。次２番目が観光の振興です。３番目が、要は

沖の島がありますので、歴史文化を大事にしようと。この２番目の観光振興の

中で協議会を作って、マラソンは非常になかなか難しいということでしたので、

去年のスタートは「春風ウォーキング」とか、あるいは七夕祭りにお客さんを

入れてみようとか、いろいろなシナリオを、今、しております。この組織も出

来ておりますので、今度はいろいろな釣り大会とかいうのを、私も頑張ってや

っています。 

      この辺を市として全体を拾い上げて、まさに地域資源としての全体の見直し

をしていきたいと思います。 

(岩佐委員) ちょっと観光を兼ねて、グリーンツーリズムとか、漁業体験とかそれを組合

せするというのは、今、まあ市のほうも考えられると思いますが、対外的にう

ちのほうにトヨタとか、九州を目指している雑誌とかがあって、そういう企画

が旅館的なことでないので取り上げるということで直接来られているのです。 

      市のほうも、旅館組合とかと一緒にそういったことを、道の駅を地元意識と

いうことでプランを立てて、ぜひ、そういうメニューをずっと作られる予定で

すよね、田村さんも。 

事務局(田村) そうですね。 

事務局(高橋) 朝、まさにトヨタの打ち合わせ行っておりました。カーナビとかにもう少

し観光情報を入れろということで、トヨタが動き出したのです。車で売るとき

にもカーナビの中に、今、カーナビゲーションというのは観光地の名前しか出

て来ないのです。トヨタが今考えているのは、名前を統一かもしれません。宗

像大社紹介とかいうシステムを事務局にちょっと調査……の所に今、調査が来

ているのかなと思っているのですが、そういったものを一緒にやっていきたい

と思っています。グループ・イズム、グリーンツーリズムですね。農業事業・

水産事業と、どんどんやっていってもって、調査のために入ったつもりではあ

るのですけども。 

(岩佐委員) 漁業のほうも地引き網とか何かこう、なんかカゴ網とか、ああいったので何

でも、お魚の名前を知ってもらって、食べ方を、そこで焼いて食べさせるみた

いな、何か面白いのができればいいなと。 

事務局(滝口) 日曜日はずっと続けて、小学校とか必ず来るですね。問い合わせも漁協の
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ほうに多いし、地引き網の体験は結構してある。ただ、それ以外がやはり、鐘

崎は基本的に専業漁業で魚を捕ってきての生業なんです。ですから、地島さん

とかは遊漁船。お客さんを乗せていって魚釣りさせてというも多いのですが、

ほとんどの漁師さんが専業で魚を捕ってきて、それが生業になっているという

ことで、なかなかそれで、年配の引退前といったらいけないのですけども、一

線からちょっと引いたような年配の方等がそういうのにかかわっているので、

お金も落ちればいいなと思うのですけども、実際は、漁師さんは一生現役なの

です。ほんともう定年がない。 

      ですから、自分が動ける間は必ず魚を捕りに行かれるから、なかなかそこま

で持っていくのは、ものすごく難しいです。特に鐘崎の漁師さんはですね。そ

ういうふうに自分は肌で感じるのです。 

事務局(高橋) 今、遊漁船の話が出ましたが、鐘崎は遊漁船の方は少ないのです。ただ、

地島は収入の半分が遊漁船です。大島が２、３割と言っていましたから、遊漁

船の数が増えて来ているのです。今、国のほうの水産庁も遊漁船室というのを

作って、水産としても新たな漁業という認めをしてきましたので、これが今か

ら、水産の中にも旅館の手入れとか、収益が減ってきている上乗せの部分とし

ては観光のそういったグループ・イズム的な考え方の事業というものもあるの

かなという気がします。ただ今、権田課長が言われたように、精神的には自分

で取ってきてなんぼというのが漁師さんたちの真髄だと思いますので、そこは

ならないように、つぶすわけにはいかないと。ただ、補填するにはそういった

観光漁業というのは大事なところかなと思います。 

事務局(滝口) すみません、計画のほうぜひとも。 

(今林会長) 時間も来ておりますので。計画実施体制につきまして、事務局のほうで説明

してもらって。 

事務局(滝口) 計画実施体制のほうは今日申し上げましたように、本編のほう 34 ページ、

とにもかくにも「官民・共同プロジェクト」というところで、今日、お話の中

で出てきた部分ですので、ご理解いただいたのではないかなと思います 

(今林会長) そうしたら、次、その他なのですけども、今後の協議会ですけども、そのあ

たりを市のほうから。 

事務局(滝口) すみません。急遽お集まりいただきまして、２回ほど開催させていただき

まして、ありがとうございました。おおかた我々の今までの考えは、多少なり

ともご理解いただけたのではないかと思っておりますけど、まだまだ、実際、

絵に描いた餅を形にする作業にいろいろかかっていかなくてはいけませんの

で、今後また、いろいろご意見、ご指導いただける機会がございましたら、ぜ

ひとも開催させていただきたいなと思っております。 

一応、審議会はこの２回で終了とさせていただきますが、今後、うちのほう

で、実はパブリックコメントを市役所で行います。また、そういった意見を入

れたところで計画を完成させまして、何らかの形で、もしかしたら報告会とい

う形をもっと広い範囲でさせていただくかもしれませんし、また逆に個別にご

報告させていただくかもしれませんけども、そういう形で今、考えております。 
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どうも、本当に年度末の忙しい中、ありがとうございます。 

事務局(高橋) それから、皆さん方にたたき台をお出ししましたが、今日いただいた意見

を少し反映させたいと思っています。今、滝口が言いましたようにパブリック

コメントを４月から２カ月間、これは市民に公表していくという形でこの中で

ご意見いただきたいと。パブリックコメント前に皆さん方の意見の反映をもう

一度したいと思います。今日、私ども赤黒で反映したところを赤で入れて、一

度お手元にお届けします。パブリックコメントが終わって完成したものを、も

う一度最終分はお手元に届けたいと思います。そういった手順で今からいきた

いと思います。 

４月からパブリックコメント。これが大きく変われば、またあれでしょうけ

ども、大きく変わらないということであれば、市の最終決定をして、５月には

確定をしたいと思っておりますので、もう一度、皆さんの意見、渡した資料、

変更があれば、赤い字を入れてお手元に郵送でお配りしたいと思います。よろ

しく、お願いいたします。 

(今林会長) それではこれをもちまして、第２回の宗像市産業振興推進審議会を終わりた

いと思います。本日は雨の中大変でしたけど、どうもありがとうございました。 


