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第１回宗像市産業振興推進審議会 

日 時：平成２０年３月１３日 

１０：００～１１：３０ 

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 

 

■１．開会のあいさつ（宗像市産業振興部長 野中 潔） 

 

■２．委嘱状交付 

 

■３．委員及び事務局職員の紹介 

(事務局・瀧口)  委員及び事務局職員の紹介ということで、恐れ入りますが、まず簡単

に自己紹介をお願いできたらと思っております。事務局のほうは後回しにさせ

ていただきまして、それでは申し訳ございません。岩佐様こちら周りで、もし

よろしかったら。ちょっと不意をついて申し訳ございませんが、よろしくお願

いします。 

(岩佐委員) こんにちは。すみません、最後に出席しまして。今日は観光協会の理事とい

うことで出席をさせていただいておりますけども、実際はお百姓のおばさんで、

商工会などにお世話になって、農家の直売所とレストラン、あとはグリーンツ

ーリズムやそういったところに参加しております岩佐と申します。よろしくお

願いいたします。 

(事務局)  ありがとうございます。次、お願いします。 

(谷山委員) 皆さん、おはようございます。赤間に住んでおります谷山と申します。公募

でございます。私は、道の駅周りが趣味で、福岡県の道の駅はほとんど回った

のではないかなと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

(池浦委員) おはようございます。私、公募の池浦幸弘と申します。住所は玄海地区田野

というところでございます。 

      以前から私、産業振興につきましては、非常に強い商工観光関係あたりにい

ろいろ携わっていたものですから、公募させていただきました。よろしくお願

いいたします。 

(吉村委員) こんにちは、商工会の女性部の吉村廣子と申します。ほとんど商売人ばかり

集まっておりますけど、いろいろな商売人が集まっているものですから、これ

といったことは、私たち商売人ではできないのです。それと、３月、４月にな

ったらほとんど商売人の方たちも、値上げが言ってきている部分だと思います

ので、こんな大変な時期だと思いますけれども、商工会女性部としてもそれを

乗り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

(今林委員) 宗像市商工会の今林です。私も昨年６月に志賀商工会というところから出向

というかたちでこちらへ来させていただいております。まあ、こちらに来てす

ぐ、道の駅の理事とかにやらせていただきまして、そちらのほうの力を入れさ
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せていただきます。そういうかたちで、ちょっと宗像のほうに力を入れており

ますので、今後とも参加していきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

(天野委員) 天野と申します。すぐ近くの曲で、施設園芸でトマトを４反ばかり、米・麦・

大豆を５丁ばかり作っております。専業農家です。いろいろこういう審議会に

女性が登用されるようになって、あちこちで勉強させていただいておりますが、

協力ができればと思って参加いたしました。よろしくお願いいたします。 

(山下委員) 皆さん、おはようございます。宗像農協営農企画課の山下と申します。今日

は、農業関係の代表というところでご参加をさせていただきましたが、どこま

でお役に立てるかというところ、少し心配なところもございますが、持てる限

りのところはやりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

(藤島委員) おはようございます。宗像漁協の藤島と申します。あまり、事務のほうしか

やっていないので、現場とかあまりよく分からないのですけど、漁業の代表と

して参加させていただいております。よろしくお願いします。 

(権田(浩)委員) おはようございます。鐘崎漁協の権田と申します。私、ここに出席の方々

結構、顔見知りの方がおられて、ここ３年間ですけど、いろいろ産業振興関係、

市の関係で出させてもらって、勉強させてもらっています。今回もできれば、

勉強をさせてもらいたい立場で出席させてもらっています。よろしくお願いし

ます。 

(権田(マ)委員) おはようございます。鐘崎漁協女性部の権田と申します。今日、初めて

権田課長について出席させていただきましたのですけれども、私、何も分かり

ませんので、皆さまのいろいろな意見を聞きながら、勉強させていただきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

(事務局・瀧口)  ありがとうございました。それでは、事務局のほう、ご紹介させてい

ただきますが、事務局のほう、今日、あと産業振興計画のワーキングというの

を市役所の中でやってまいりました、そのメンバーの一部が入っております。

そのメンバー、ちょっと全員は来ておりませんけど、併せてご紹介させていた

だきます。 

      それではまず、すみません、先ほどごあいさつさせていただきました部長の

野中です。 

(事務局・野中部長) 野中でございます。よろしくお願いします。 

(事務局・高橋課長) おはようございます。商工観光課の課長をしております高橋と申し

ます。私もこの計画づくり、今年一番最大の計画づくりと思っております。ご

承知のように企業買収など、いろいろ、まちが非常に、今元気のない様子があ

ります。これは、やはり産業を活発にしたいというふうに思っております。要

は今回、できたら先ほど、瀧口係長が言いましたように、農業・漁業・商工業

の方々が次の世代も飯が食えるような計画を作らないといけないということ

を、ずっと思っております。今回、これを凝縮させたような計画を提案してい

ただきたいと思っております。 

      どうぞ、皆さん方の活発なご意見をよろしくお願いいたします。 
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(事務局・中嶋) おはようございます。産業振興の水産の振興係として、中嶋と申します。

今日は、ワーキングの中で水産関係の、漁港の整備とかハード関係をやってい

るのですけど、今後やはり、ソフト関係の水産面の消費拡大事業だとか、そう

いうところに少し力を入れたいということで、参加させていただいてます。よ

ろしくお願いします。 

(事務局・田村) おはようございます。農業振興課振興係の田村と言います。今回、産業

振興計画のワーキングチームとして、農業分野のほうで、いろいろと意見を述

べてまいりました。また、この産業振興計画の策定と併せまして農業振興計画

策定で、新しい農業振興計画、産業振興計画等を併せて地産地消を、いわゆる

グリーンツーリズムを推進するのを大きな柱にしております。市民の皆さまに

は、活発なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

(事務局・神出) 商工観光課商工係の神出と言います。玄海の役場のほうから、合併を経

て、商工観光課は２年目となりました。微力ですけど、一生懸命頑張りたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

(事務局・瀧口) 最後になりましたが、商工観光課商工係の瀧口と申します。今日、進行・

説明等を行わせていただきます。今日、午前中、よろしくお願いします。 

 

■４．会長、副会長の選出 

(事務局・瀧口) 早速ですが、４番目にいかさせていただきまして、会長、副会長の選出

となっておりますけども、会長、副会長につきましては、審議会の規則に従い

まして、互選によりというふうになっておりますが、事務局のほうで、実は事

務局案を持っております。もし、ご異議がございませんでしたら、ご紹介させ

ていただきます。 

      会長に商工会の指導業務課長の今林様。副会長に農業関係農業者の天野寛子

様でいかがかなと思っておりますが、ご異議ございませんでしょうか。 

～一同「拍手」～ 

 

      はい、ありがとうございました。 

      それでは、ご指名させていただきました今林様、天野様、改めて一言、お願

いいたします。 

(今林会長) 本当に、昨年６月からこちら宗像のほうに引っ越して来まして、日が浅いの

ですけども、こういう大役を仰せ付かったことを、ちょっとためらってはいる

のですけども、まあ、今日は市の方にお願いされましたので、まあ、道の駅も

今後、事務局とかで、今、取り組みをさせていただきます。またあとで「季良

里」というチラシあたりも配布させていただきます。そういう今回、事務局の

会長をさせていただくようになりましたので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

(事務局・瀧口)  よろしくお願いします。 

(天野副会長) すみません。皆さまが断られたのを最後にどうしてもと……座っていただ

かないと困るということでしたので、受けさせていただきました。本当に座っ
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ているだけだということでしたので、何か、意見も言っていいということで副

会長ですけれども、意見を言わせていただきますので、よろしくお願いします。 

(事務局・瀧口)  はい、よろしくお願いします。全部ばらしていただきまして、ありが

とうございます。 

それでは、５番目の協議に入りますが、ここからは会長様、副会長様にお渡

しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

■５．協議 

(１) 産業振興計画素案の説明 

(事務局) 

 

(２) 質問・意見 

(今林会長) 市のほうの説明も終わりましたので、今から質問を受けたり、意見をお願い

したいと思っています。皆さんの何か質問とか、お願いしたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。どうぞ。 

(岩佐委員) 今日、出てくる時、観光協会の会長から聞いてくれると言われたのですが 

農協さんと漁協と商工会観光協会の他業種間で連携するという、このプロジ

ェクトのねらいとし、たくさん集まったのは分かるんですけども、行政のとこ

ろを、うちが関連しているのは農業振興課とか商工観光課、資源廃棄物課とか、

ちょっといろんな審議会とか、取り組みへの関係とか、道の駅でいろんな体験

メニューを作ろうというのは、それぞれの課から別々に言われるんですよね。

それで、このプロジェクトをこれ以上出す、計画の中では行政の横の連携とい

うようなものは、当然とられるとは思いますけど、どんな具合でしょうか。 

(事務局)  まあ、おっしゃる通りでございまして、こういった審議会もバラバラにして

いると言われておりますけれども、先ほどの 34 ページの図で言えば、この図

でどれでもいいのですけど、この画面にも出ていますけども、ここの部分にな

ると思うのですけども。 

もうそれが一番大事なことだと思います。今回、市や内部で下地になる計画

を作るときも、先ほど言いましたが、ワーキングを進めてきて、そこからスタ

ートと。ただ、このワーキングに入っていない、これは産業振興部部内だけで

すので、特に環境とかいくつか、健康づくり課とかいろいろあります。そうい

うところとは、是非、市もまずは率先して連携を取っていかなくてはいけない

なというふうには思っています。 

要は、そういった観光係のほうと環境保全のほうですかね。その連携もまだ

まだ不十分なところも。言うばかりではなくて、市が率先してやらなくてはい

けないと思っております。 

 (事務局)  ちょっとそこで、今回、産業振興計画ということで、実は産業がバラバラに

動いているのが異常ではないかと思います。例えば、ＪＡさん、漁協さん、商

工会、観光協会。これもやはりバラバラで、市全体が動いているのですね。同

じ産業を目指している、みんな何かお金もうけしようとしているそういった産
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業団体が、実はバラバラになっていると。 

私どももおっしゃるとおり、市のほうも産業だけの農業振興課があったり、

水産振興課があったり、私ども商工観光課があったり、やはり役所の縦割りの

非常にこう、課題のあるところがあります。岩佐委員の言われたとおりだと思

います。 

      今回、その部分もこの計画の中では、一緒にやろうじゃないかと。たまたま

今回、道の駅の運営ということで５団体が結集しています。これは多分、全国

ではまれなケースで、非常にほかの町から、宗像はすごいことがあっています

ねという話をいただいております。 

そうなれば、この５団体の皆さまが集まっていただきましたので、これに市

のほうも職員も一緒になって、もう、だから農協とか漁協とかでなく、産業振

興というくくりの中で一緒になって活動しましょうというような、まさに今回

作るプランの構造改革で、私もそこを、今言われます、大きく課題と思ってお

りますので、今回、一緒に集まろうやというのが、今回のプランで大きな目玉

になるわけでございます。 

(岩佐委員) 行政として。 

(事務局)  はい。そういったものの両方の中で情報を共有して、まさに情報のやりとり

でございますけども、やはりお互い共有して、うちは、漁協さんがこういうこ

とをしているけど、うちは農協やけ知らんじゃなくて、「あ、こういうことが

あっているから、じゃあ、うちも一緒になってできるんじゃなかろうか」とか

いう、そういったものに発展できればなというのが、ちょっと私どものポイン

トになります。 

(岩佐委員) そうですね。宗像の資源というのは、漁業であり、農業であり、肥料にして

も、やはり魚介類というのはすごく良い肥料づくりに役に立つのです。やはり、

これを行政と民間の横のつながりの部分だと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

(事務局)  この前、漁協さんが「米食ってもらわな、やっぱ魚売れんもんな」と。 

(岩佐委員) そうですね。 

(事務局)  じゃあ農協さんは、「魚食ってもらわな、米売れんな」という、これ、まさに

いい話を、お互いが寄って持ち合う話じゃないかなと思います。そういったも

のも進めていきましょうということなんです。 

(今林会長) 次に。 

(吉村委員) はい。個人的になりますけど、宗像の大豆がちょっと有名になっているので

すが、なかなか手に入らないのです。農協さんに行っても、なかなかないとか

こう言われるから、どこに行けば手に入るのか、まとめて入れば済むんだから

ですね。 

(山下委員) 大豆の流通は、昨年からちょっと国の方針に変わりましたので、若干、供給

の体系は変わっているんですが、一般の方に流通できるような形ではございま

せんでした。それで、すべて一元的に集荷をして、国のほうを通ったような形

で流通がなされておったんです。農家は、例えばその大豆の価格、価格体系と
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いうものを、60 ㎏で一般の方が買われるとどうなりますかね。１万数千円ぐら

いになるのではないでしょうか。キロが 300 円～400 円していると思うんです。

ところが、農家の本当の大豆の品代が 3000 円なんです。あとこれに、いろん

な助成金とか交付金を受けて、農家の生産費を賄っているというのが実情なん

です。それで、農家は一般小売りしてしまうとそこの交付金というものが全く

ないわけです。とても採算にのれる状況にないというのが実情でした。それで

一般の方に農家は直接販売するという形もできないし、農協が販売するという

こともできないのです。ちょっと説明が難しいと思うんですが。 

(吉村委員) 出荷代とか言ったら、どこのほうにいくのですか。 

(山下委員) 政府指定の、そういう流通業者が決まっているんです。そこにまとめて買い

受ける。その買い受けた数量に対しての交付金の支出ということになるわけで

す。誰に売ったか分からんというのは、国のほうも生産量としてのせてないの

です。ですから、大手の業者にいくと、大手の業者は今度、販路がきちんと決

まっています。大手の、例えば食品産業とか、というふうに限られて、一般の

工場の方に大豆の形のまま流通がなされるのかというと、そうではないらしい。

ですから一般的に、こういうのはああいう宗像以外に卸すと。それで…… 

(吉村委員) みそ造りは、前もって連絡をして久留米のほうまで取りに行っているんです。

なかなか、まだちょっと難しい、こうのってこないみたいだからですね。 

(山下委員) 久留米のほうまで取りに行かれるのは、どちらに行かれるんですか。 

(吉村委員) 森光さんです。 

(山下委員) 森光商店さんですね。もう指定の部分しかない。ですから、指定の部分に、

例えばその宗像農協もみそを造っていますよね。全部買い戻しています。森光

産業に一度販売して、森光さんからまた買い戻すという形を取っています。決

して、その宗像農協の造っているおみそも、できた部分の大豆を途中から横か

ら抜いて造っておるというわけではないんです。一度、きちんとしたそういう

に流通に乗せてしまってしかできない。 

(事務局)  山下さん、それは買い戻すというのはできないのですか。いわゆる逆、戻っ

てくるということを作るのというのはできない。 

(山下委員) それなりの量が必要なのです。量も必要ですし、人が明確ではないと売って

くれないのです。 

(事務局)  買う人が。 

(山下委員) そうです。その森光商店とか、いくつかの業者に卸すのですが、流通も契約

栽培に等しい部分があると思います。卸すんですけれども、そこも引き受ける

段階でもう販路が決まっています。当然、売れるあてのない物を仕入れは仕入

れてないからですね。それを買い戻すとなると、それなりの理由がないと買い

戻しができない。ですから、地元の豆腐屋さんが欲しいとかいう話があるんで

すが、最初から分かっている分は、そういうことで確保をできるだけするよう

にやっています。そういう業者の方の分ですね。ところが一般の方々で少しく

ださいと言われる分は、とても今、対応できないのが実情です。 

(吉村委員) いや、私もまとめて何箱で取りいくものですから、絶対入ってきているのが
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のがあまり農協とかの、あんなのしか入ってこないものだからね、結局……。 

(山下委員) ですから、その森光さんから買い戻すという形じゃなくて、ですから今、久

留米まで取りに行かれているというのはその形だと思うのです。 

(天野委員) それは、集落営農が始まりますよね。そうなった場合は、じゃあそこの集落

営農、企業というか団体が、マルヨシしょうゆさんに売りますとかいうことは

できるんですか。 

(山下委員) 可能ですよ。可能です。ただし、交付金がのってこないから、とても採算に

あわない。 

(天野委員) だから、交付金分の上乗せをマルヨシしょうゆさんが払っていただかなけれ

ばということになりますよね。 

(吉村委員) あれはやっぱり一番豆がいるんだからね。 

(天野委員) ええ。一番手に…… 

(吉村委員) たまには、米を作る人は、ちょこちょこ個人的には買ってくださいといって

来られるんですよ。地元の米で甘酒とか作っていたりするのです。 

(山下委員) 大豆の話だけをすると、農家が実際に販売する価格よりも、市場で流通して

いる価格のほうが安いです。逆です。逆だから、この地元のものを使いたいと

言われる時にやはり無理がある。まあ、通常であれば、そのお米あたりが、農

家が１万円で売ると市場では２万円します。ところが、大豆は逆なんです。 

(権田(マ)委員) だから、その辺の流通のことになると、小豆相場であるとか、相場のこ

とになって、正直言うと、私なんか仕組みが全く分かりません。 

(山下委員) 例えば、パンを作る麦。宗像でもたくさん麦、小麦を作っています。今、小

麦が高くなった、高くなったと新聞でしきりに言っているじゃないですか。高

くなっているんです。１トンあたりが４万円。100 キロで 4,000 円ぐらい高く

なっています。元は 100 キロで三千いくら……。ところが、小麦を生産者が作

ってうわさしている価格は、60 キロが 7,000 円から 9,000 円ぐらいになってい

ると。トンで言うと、60 キロで 7,000 から 9,000 円ですから交付金まで含めて

ですよ。品代はあくまでも三千いくらですね。逆さやなんです。国内の農業を

考慮して、今の輸入小麦に関税をかけて、その関税の一部を生産地として補て

んをしております、国内の農業法式。ですから、国内の生産者の販売価格より

も、市場で流通している価格のほうが安いという現実があります。 

(谷山委員) 横からごめんなさい。これで言うんですか、農協さんですかね。農業の保護

の立場から言うと、今日本では食生活 40％でしょう。やはり農業に頑張っても

らって、どうしてもやはり 100％にしなきゃいけないと思うのですが、その辺

の補助金とかその辺の仕組みが、それはおかしいと思いながら、突っ込んで行

っていいものだろうか、どうなんだろうか、その辺のところを。 

(山下委員) 助成金の形が、良い悪いというところは、なかなかその各人の判断で分かれ

るところなんですが、現実的に、その生産上下の格差というものはあっており

ます。例えば、そのアメリカの農業ですか。ここはもう土地が広いということ

は皆さんご存じなんでしょうけど、例えば事業一つをとっても、アメリカで肥

料をする時に、窒素成分だけをやります。化学肥料ですけどね。日本では、窒
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素・硫酸・カリウムと３ついるわけです。その違いは何かというと、アメリカ

の土壌は、今、これから先 100 年分くらい硫酸・カリウムが含まれている。や

る必要がないんですよ。そこで、もうまず土地の条件も、コスト的なものも、

結局生産量も違ってきます。それで、外国産の当然その生産物が安いという現

実があるわけです。だから、その価格で日本の国内に入ってきてしまうと、か

なりの農業はつぶれるのです。 

そこで生産を維持するために、当然関税をかけて、その関税の一部を生産条

件格差という部分で、補助金とか、公金の一部として。それで今バランスが取

れています。ですから、消費者の皆さんの、現実に買われている部分というの

は、国内生産された、コストを無視した価格で、現在供給はなされています。

ですから、本当は、国産が欲しいんだけどもないと言われるのも分かるんです。 

      私は、一つは、これは熊本大学の先生が３年ぐらい前にちょうどなさった「消

費動向」という調査結果を雑誌に載せたことがあるのです。それが、一般的に

農産物の地場消費が本当に大事か、食糧自給率をあげないかんと。これはもう、

ほとんどの方がその通りだということをおっしゃっています。ところが、一番

問題なのは、この購買の部分。その消費の購買部分。これがその先ほどの自給

率を超えるとかいうところで、地消かというとそうではない。 

例えば、国内の地産地消の部分を進めないかんと言いながら、積極的に、例

えばその地場の産業を営農してまで、それを購買の部分にやろうかと行動に移

す人は、いわゆる５％と言われています。さっきも言ったように、価額が安け

ればその地元品を買いますと言われる方まで含めて、２割です。あとの８割は、

言葉は悪いけれども、安いものに流れる。口では、地場消費と言いながらです

ね。これが現実です。ですから、今の流通の体系、スーパーにしても、当然こ

の一番消費者の消費の多い部分に的を絞ってやらざるを得ないという部分が

あります。それで、この農業の生産においても、やはり同じ視点で、今、生産

がなされているというのが実情です。 

(今林会長) いいですか。 

(権田(マ)委員) いや、本当、マルヨシしょうゆさんは、ずっとおしょうゆとか、宗像市

内で売り出しているのだから、やはり本当は宗像の大豆で造っているというの

が道理ですよね。 

(吉村委員) 宗像産みそだけは、こちらの地元のを使ってしています。だから、各小学校

ですか、３年生か４年生ぐらいの教科書に載っているんです。だから、見学者

が、やはり１年間で千何百人か来ているでしょうね。各小学校と、今、中間の

ほうからとか、遠いところの北九州のほうから見えてますからね。やはり、そ

の時に１～２時間、２時間ぐらい、それ、半分はもうビデオを見せながら説明

をしているでしょう。半分はやはり工場の中も見せていくでしょう。そのとき

は、やはり、今日はどこの小学校で大変よ、どうのこうの言いながら、仕事し

ながらですからね。それで、やはり体験やらありますでしょう。だから、帽子

かぶって来てください。おしゃべりしていったらいかんよと言いながらしてい

ますけどね。 
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(山下委員) 大豆もきちんと、地場産を進めながら、自主的にその流通ができないという

悩みは我々にもあります。 

(吉村委員) どうしても単価が高くなるしですね。 

(山下委員) そうですね。 

(吉村委員) 添加物も入ったらいかんというので、消費者もあんな入ったらいかんって言

うけれども、やっぱり実際は入っていかなかったら、単価が高くなるんですよ

ね。 

(天野委員) そうですね。 

(吉村委員) で、なかなかね。やはりいろんなもので、やはり安いほうに手がいきますも

のね。 

(山下委員) 本物が売れるかというと、そうではない部分があるわけですね。 

(吉村委員) そうですね。 

(今林委員) いいですか。次、誰か、何か質問はありませんか。 

(事務局)  先ほど、誰かの話で、官民共同のプロジェクトを起こしたところへ、そうい

う議論を持ち込んだほうがかえって……。 

(天野委員) そうですね。 

(谷山委員) それと、漁業のほうも、やはりイカとかウニとか、ちゃんと地元のね。呼子

とか下関にかなり行っているみたいですね。やはり地元での消費とか、ＰＲと

いうのは、今までなされてないというのは、やはり単価的なものとか。 

(藤島委員) そうですね。この実際問題として、先行して、ヤリイカに関しては呼子だっ

たり、ものすごく有名なんですよね。それで、実際、今現在、観光協会さん、

ホテルの組合さんなんかに活魚で卸していますけど、実際は１％ぐらいしかは

けないんです。現状なんですけどね。 

その活魚という部分に関すると、やはり単価は同じで、もうたして来るんで

すけども量がはけないんです。そうなるとどうしても、遠方のブランドに頼ら

ざるを得ないというのですね。で、鮮魚は魚市場に出したら、やはり、実際８

割くらいです。活魚で出す部分に対して、値段が変わらないものですから、ど

うしてもその活魚で出す。経費もかからないということで、そちらのほうに置

くと、先行してある、ブランドである、イカであれば呼子、それから、やはり

フクであれば下関というブランドが、ものすごく強いものですから、後からそ

の玄海トラフクにしてもやっていますけども、これもやはり本当１％とかぐら

いしか、現在ははけてありません。ですから、その中で高級ブランド化をやっ

ていくにしても、はけるところがないと、捕ってきても、生産をしても、実際

に生業として成り立たせると、どうしてもいいほうに持って行かざるを得ない

というのが現状だと思います。 

ですから、取り組みとしては、本当に旅館、観光協会さんといろいろやって、

足は踏み出しているんですけども、そこから先というのが、やはり高級路線で

いえば、人は集まりにくいんですよね。当初やられた時に単価で……、２年目

か３年目にちょっと高級路線にやろうかなということで、フクの一番値段する

サイズでやられると、お客様の注文がどんどん、廃棄が全然ないというような
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形とかですね。今はまだ地道にメディアとかを使ってやってあるところです。 

(谷山委員) 地元で買えれば、本当に甲イカとか、加工品の特産品みたいなのも、ちょっ

とこう、呼子だとかあれによっては、活魚に付加価値を付けるような、ちょっ

と開発の取り組みとか、今までは。加工品だとか。 

(権田(浩)委員) まず、そうですね。活魚で出せば手もいらないし、一応十分な収入があ

るという形の中でやってきてありますので、逆にその手を入れて、それだけの

価値が生まれるかどうかという、今のところはっきりしてないしですね。 

実際には原価が高いので、なかなか、それに手を入れてそれ以上のその付加

価値を付けてお金になるのかというと、その面で難しいと思うのです。その高

級路線というのが、本当に大変だなと思うのは加工したからって、それ以上に

はなかなかなりにくいんです。 

水産物、特に鐘崎で揚がっているものというのも、聞くところによると、福

岡の魚市場ではよそのよりは絶対高く売れているということなので、なかなか

そこ以上というのが。加工して、今現在のヤリイカの活魚で、大体キロで冬場

だと 2,700～800 円ぐらいが平均なんですよ。１キロのヤリイカがどのぐらい

って、見られたら分かると思いますけど、これだけが１キロというぐらいです。

本当にこれぐらい小さい時に２匹とか３匹。もうこんなイカが約……ね。それ

で料亭に行くと、料亭で出されると、2500 円くらい取られる。１匹で大体 1500

円コースくらいですので。だから、それをまだそれ以上に高く売るために、手

を入れるというのは、ものすごく今難しいのかなと。確かにそこで、ブランド

化するためには特産品ですよね。何か開発すれば可能性あるんでしょうけど、

今のところはないですね。 

      地元では、やはり塩から等でもスルメイカでなくて、スルメイカのあんと言

いますかね。あれで、刺身だけは普通のイカを入れてとか、地元の人はそうや

って食べたりしますけど、さて、それが消費者に渡った時に、それだけの付加

価値が分かって買ってくれるのかというと、かなり厳しいのではないかと。 

      前回、あそこに私、ＲＫＢに感謝せないかんです。ちょっと地島の「とろと

ろめかぶ」というやつを持っていったんですけど、天然の、もう本当にいいや

つなんです。ご存じのように献上さるようなワカメの、めかぶのとろとろにし

てあっておいしいんですけど、やはりスーパーに行くと、同じくらいの入れ物

で 100 円ぐらいで売っているということで、実際 280 円ぐらいじゃないと合わ

ないということだったんです。何度か売ろうとしたんですけど、やはり数は結

構売れるんだけど、どうしても今さっきと同じで値段に負けるんですね。試食

はばんばんされるんですよ。「ああ、おいしい」と言われるけど、値段とのバ

ランスでやはり難しいのかなと。そういう部分で、考えさせられる部分が、や

はりありました。 

(事務局)  私が口出したらとあれですけど、やはり売り方というのをこれからどんどん

考えていかないといかんなという気がしますね。 

(谷山委員) そうですね。 

(事務局)  物によって、相手によって、場所によって全然違ってくるから。 
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(岩佐委員) うん。売れると思いますけど。 

(谷山委員) いいですか。私ばかり言いましてごめんなさい。宗像のフクね、北九州の業

者さんで、博多で食べたことがあるんですよね。そういうのを、宗像の人は、

こう見ていたらあまりフクを食べないんですよ。いろんな所に行きますけど、

フクが出てきたこと見たことがないんです。それでもっと、地元で捕れるなら、

地元でそれこそ、例えば１皿２万円じゃなくてもいいから、１皿 8,000 円ぐら

いでね。5,000 円ぐらいでも、何かこう、流通しなかったらできるのではない

かと思うんです。それともう１つです。博多とか北九州に、宗像でお店を出さ

れたらいい。外で宗像のものを作って売れば。 

(事務局) アンテナショップでしょう。 

(谷山委員) はい、アンテナショップというのですね。 

(事務局)  料理屋さんを出せという話じゃないのですね。 

(谷山委員) 例えば、博多の、何か料亭の中だとか、料亭を北九州に出して、そこで宗像

の産地直送にすれば、中間マージン無しで直接行けばですね。 

(事務局)  ちなみに、現在、観光協会さんがアクシスでやはり、組合員さんがトラフク

を仕入れられて、それで小鉢というのですか、刺身を売ってあるんですよ。 

(権田(マ)委員) そうですね、組合員さんが。 

(谷山委員) 水曜日に。 

(事務局)  水曜日とかですね。まだ、だから、ですから、こういう中で認知が足りない

んでしょうね。宗像市内でも。実際、やはりそうやって割安に出してあるんで

すよ。 

(女性委員) 1,000 円だから。 

(事務局)  はい。 

(女性委員) よく行くんだけど、水曜日だから。 

(女性委員) お母さんがよく来るみたいだからね。 

(谷山委員) 水曜日ぐらいがやはりお客さん少ないからということで。 

(権田(マ)委員) あまり売れると困るから。 

(谷山委員) うーん、そうですね。量がね。 

(権田(浩)委員) 購買すればほかにも来るんじゃないですか。お金の価値を分かって買っ

てくれる人だけに分かってくれるように商品も作ろうと思ったら。一般大衆に

どんと量をはけるために作るのかで、かたちは随分違うと思いますね。 

(谷山委員) そうやって道の駅でもイベント的に、またちょっとそれを拡大してされると

いいと思いますね。 

(権田(浩)委員) そういうイベント的にやはりコマーシャリングを当然やっていかないと

いけないですね。 

(谷山委員) テレビとかにも出られてましたよね。 

(権田(浩)委員) うん、テレビにも本当にもう…… 

(谷山委員) 新聞とかですね。 

(権田(浩)委員) はい。 

(権田(マ)委員) 結構いろいろと取材が多いですね。でも、やっぱり本当、私たち主婦と
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して…… 

(池浦委員) ちょっと事務局にお尋ねしますが、この進行はこの資料に沿って進めていく

のではないんですか。もう、全体的な説明があって、もう何でもいいんですか。 

(天野委員) いや、今日は、どこら辺までやって、こう詰めていかれたりとか。 

(事務局)  今日は、これは当日お渡ししていますので、今日、お持ち帰りいただいて、

次回は意見中心で切りながらと思っているのですが。今日はまあ全般的なご意

見、感想と。 

(池浦委員) ちょっと農協さんにお尋ねしたいのですが、この４ページの野菜と花・くだ

ものの表を見ますと、地産地消がこの資料の中で相当うたわれておりますが、

お野菜につきましては、直売所はほとんどゼロで水耕ミニトマトがあるぐらい

ですか。この直売所というのは、地産地消になられるのですが、まあ果実の場

合は直売所がありますが、このお野菜。量販店あたりを見ますと、かなり店内

の野菜とか、いちごあたりとか一度、福岡産と書いてあるから、どこの分かわ

かりませんけども、この辺りの働きかけ、ＪＡとしての量販店への地産地消を

図るための働きかけは、どのようにやってるわけですか。 

(山下委員) まず、この表に載っているのが、農協の共販分です。皆さんの一元集荷をし

て、消費地に送るというやり方の考えの方法ですね。それでこの出荷の中で、

市場流通が、ＪＡの場合は基本です。市場ですね。間に販売店、直接業者さん

に卸していることはやっておりません。そういう中で出荷先から見ていただい

たら分かるように、福岡、北九州、大きな市場がこの２つしかございません。

あと、広島、関西、関東。ここに送っているわけですが、例えばこの宗像のサ

ンリブさんとか、売れたもの。もちろん、この宗像のサンリブにおいて販促活

動でやります。その流通のやり方は、北九州の市場に物を卸して、そこから買

ってもらうという、ライフ計算の仕組みです。当然、我々も販売代理店の回収

をしないといけません。預かった人の物ですから。そういう中で、ある意味で

は一番安全性の高い、市場流通という中で、市場を通した流通をやっていると。

それで、地元に卸せというのは、その市場に参加してある業者さんしか、ここ

の下位の部分になるのです。 

ですから直接の話は、サンリブさんとか行って、宗像産のフェアを開催して

くれないかと。もちろん、人間も出すし、いろんな形のこともやりますからと

いうことで、年に数回はイベントをやります。この大きな量販店というところ

ですね。ところが、その一般の小売店さんが、果たしてその宗像産を選別して

買えるかというと、仕入れ先によっては買えない部分がかなりあると思います。 

(今林会長) はい、どうぞ。 

(池浦委員) その場合、その地産地消はかなり増えるのですかね。宗像コーナー。イチゴ

なら今、イチゴが最盛期ですが、イチゴにしても、キャベツにしても、トマト

にしても、宗像コーナーというのは、そういうのはＪＡしろ好評ですよね。 

(山下委員) それもやって、いくつかの分では動いてあります。 

(池浦委員) 宗像コーナーに。 

(山下委員) 作っているみたいですね。生協にも作っていただいておりますし、そこの販
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店さんにも地消、宗像産があります。ですから、すべての品目というわけには

なかなかいかないんです。価格と、当然その青果物の値段というのが、我々が

市場に販売をするやないですか。その代金も、こういう時というのは流通経路

で、おそらく売価の３倍ぐらいになります。ですから、先方さんが、利益が望

んでいる価格でないと買ってくれないという現実があります。 

ですから、この宗像産で、旬の部分をできるだけ食べていただきたいという

ふうにやっているし、もうミカンの部分で多いのは、かんきつの部分。昔は、

宗像は温州ミカンの大産地でした。ところが、ご存じの通り、この温州ミカン

がどうにもならないというところで、今はこの宗像は･･･。昔でいう、ハッサ

クとか、ミカンですよね、今でいうところ、「なつみ」とか「日向」という品

種になるんですけど、これへの変換を随分前から図っています。それで、その

品種が増えていますから、現状では少量生産しかできないわけです。市場に卸

すぶんだけの量がまだ確保できないというところで、市場に販路を持たず、直

売所に卸す販売のやり方ですね。に、もとで取ったらイチゴの販売が多いです。 

ですから、私はこの地産地消というものを考える時に、地産地消は、県産県

消でもあり地産地消でもあるわけですから、食糧自給率もやはり県の自給率で

あり、市の自給率であると思います。それでこの市の中で消費できる以内の、

まだ生産量ぐらいしかないからそれでいいのですが、明らかに超える。例えば

カリフラワーとか、キャベツとか、これはとても宗像市だけに販路を向けては、

産地がつぶれます。当然、産地もだけども、胃袋の大きな大都市圏の評価がな

いと、産地としては成り立たないんです。 

(今林会長) はい、どうぞ。 

(天野委員) この表の補足なんですけれども、直売所がゼロにずっとなっていますけども、

これはＪＡ宗像として直売所に出してある量がゼロという意味で、私たちのト

マトは個人で出していますから、個人で出しているのはここに載ってないとい

う部分があります。だからみんな、いちごもキャベツもカリフラワーも、全部

宗像産とか直売所に出ていますよね。でも、それは個人で出しているからこの

表に出ていないだけです。 

(今林会長) じゃあそれは、もう個人で出して…… 

(事務局)  補足いいですか。市役所内部の会議でも、ちょっとご指摘をもらっています。

今、直売所のデータをこの後に追加するようにと言われていて、今準備をして

いるのですが、ちょっと間に合っていません。すみません。両方載せないと、

おかしいだろうという話が出まして、申し訳ございません。 

(今林会長) 分かりました。 

(事務局)  ということで、先ほど、谷山さんの質問の中で、トラフクの分の質問があっ

て、漁協さんのほうで答えられていたのですけど、２ページの表が、鐘崎漁協

が県下で有数な漁港で、年間５千トン以上揚げるんです。優秀な漁協なんです

けど、出荷先がそういうほとんど福岡市ということで、そういう 20 トン以上

の大きな船団でいく船とか、沖のほうの船は、やはり量的にはたくさんの量を

１回で捕ってきますので、それなりに宗像は市場がありませんので、もうごっ
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そり宗像でなくて、福岡の市場だとか北九州の市場でないとはけないのでそう

いう所に行っています。 

トラフクだけは、その３ページの表にありますように、予定として挙げてい

るんですけど、トラフクはこの水色の、下関は８割以上になっているんです。

トラフクは毒を持っていますから、カナトフクみたいに一般のスーパーとかで

売れないんです。フグのちゃんと免許を持った人がさばいて、仲買というのが

実はその……。水産のほうには、農業みたいに交付金とか出ていませんので、

市場経済で動いているのですけどね。そういうところで、トラフクについては

そういう特殊性があって、下関が全国から集まってくるんです。下関に仲買と

いう、有力な販売ルートがあって、そちらのほうで東京・大阪の高級料亭とか、

そういうところに、一応ルートを作っているんですね。 

福岡市みたら多少あるんですけど、そういうことで、宗像も 1.1％ぐらいし

かなくて、例えば、その天然トラフクをその私たちが食べる時に、旅館とか料

亭で食べるときもあると思います。１人前、１万円と１万２千円としますと、

４人で行けば、かるく４万かかります。なかなか宗像……まあ宗像がどうとい

うのではないですけど、宗像の人でも、仮にある程度卸しても、なかなか、消

費がはけないということで、やはり下関に集めて、そこからもう、東京・大阪

あたりの、そういったはける料理屋さんとか、そういうところにいくようにな

っています。 

ですから、トラフクだけはちょっとほかの魚種と違って、そういうこう、非

常にルート的なものは昔からそういうことで、それでも少し、どうにかこう、

宗像で食べられる機会をということで、玄海トラフクのルートは、ブランドの

検討をやっています。 

それで、毒を取ってトラフの皮をはいで、身だけにしたりという、そういっ

たところも工夫したりして、漁協さんが毒を抜いて販売できるようにしたらと

いうのも、それでもいいねということで、今、検討はしています。 

ちょっとトラフクについては、そういう特殊なあれがあるのです。やはりそ

の水産のほうも補助金が出ているんですけど、そういうこう仲買さんの事務と

かですね。その辺で一つの地産地消といいますか、宗像市民の方がそういった

身近に食べられるというところを、模索していきたいというふうに考えます。 

      それと、来年の４月には道の駅がオープンするんですけどね、そういうとこ

ろで、今までこうなかなか取れなかったものを、そこでは取れるような形にな

ると思います。よろしいですか。そういうことになります。 

(今林会長) ちょっと待ってください。 

(岩佐委員) 地元の旅館とか、ホテルとか、ああいったところで、今ちょっと、イカとか、

イカのやっているのは、やはりそんなにも出てないですよね。要は、旅館組合

とかいうところが、ちょっと元気がないというか。もう、町並みとして、やは

りお客さんが増えてくるような町並みではなくなってきているかなと思うの

ですけど、道の駅ができたら道の駅だけ良くなればいいことじゃなくて、その

町並み自体がお客さんを受け入れられるような、歓迎するような津屋崎であり、



 - 15 - 

神湊の町並みになって欲しいと思って、その辺のまちづくりとか、雰囲気づく

りというのは、今かなり、行政はどういうふうに進めているのかなと。前から

思っております。 

(事務局)  私のほうからちょっと提案というか、ニワトリ卵の話になるのですね。お客

さんに来てもらえれば、私たちも頑張ると。 

私どもの商業地帯に、まずやはりお客さんに来てもらう。来てもらって、そ

こにお金を落としていって、「私もちょっとどげかしようかね」と言えるよう

な体制づくりをしていく必要があるかなと思っています。 

今、私ども観光サイドは、お客さんの入り込みをいかに入れるかというのは、

多分、「東京とか大阪から来てください」これは無理だと思います。まずは、

福岡、北九州市、100 万都市が両横にありますので、そこを目指して、日帰り

圏、あるいは、若干泊まりもあるのかもしれませんけども、そういったところ

でお客さん来てくださいというのを、まず、攻めていかないといけない部分だ

ろうと思っております。 

今度、道の駅ができて、組合になるという話、私は全然違うと。敵は福岡、

北九州だと思っておりますので、観光としても、福岡、北九州に、先ほど係長

が言ったようにＰＲイベントを取りながら、宗像に来てもらえればおいしい魚、

おいしい野菜がありますよと。こういった素晴らしい文化もありますよという、

観光としてはまずそこを目指して活動していきたいと思います。 

その中で、ニワトリ卵の話が先ほどありましたけれども、潤っていけば、旅

館のほうも元気になろう。もう少しどうにかリニューアルオープンしようとか

いうかたちになればなと。先に、お客さんが来るから旅館をどうかしないと、

これもやはり生活が掛かって数千万の仕事になると、やはり厳しいかなと。 

私たち行政ができることは、まず呼び込んでくるということで、今いろいろ

なマスコミにアプローチを掛けながら、宗像のよさを紹介するというふうに考

えております。 

(谷山委員) 島があり、海があり、山があり、ロケーションもいいし、やはり体験的な面

ではいろいろできると思いますね。 

(今林会長) いいですか。 

(池浦委員) いいですか。今、課長が言われた、ほんと、宣伝、ＰＲを、やはりお金の掛

からない宣伝。新聞に広告料を出してやるよりも、自発的に報道関係あたりに

企画課で。そして福岡に行って、そしてニュースとして取り上げてもらう。こ

れが一番、お金の掛かった広告より効果が非常にあるらしい。 

以前から考えっておったのですが、そういうことを観光協会は審議して、や

はり玄海のよさ、玄海地区のよさというか、宗像のよさを他県に、まず県内、

都市圏、それからいろいろなところによさを知っていただくためには、歴史、

宗像大社、お宮が東京にあります。ああいうところとドッキングさせて、勉強

を兼ねた体験学習とかいうことが、非常に大事なことではないかと思います。 

小中学生の体験学習もいいでしょうけど、長野県は実際そういうとこをやっ

ていて、農業、リンゴ園での体験をさせるのを、旅行会社と提携して、小中学
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生、高校生、農家に１泊、何泊、１泊してから体験学習して、それから旅行を

兼ねた、修学旅行を兼ねた、そういう体験学習をやっているところもあります。

確か漁業関係では、佐世保かどこかがやっておるのではないかと思います。長

野県はもう相当前からやって、年々効果を上げているようです。それで先立っ

ては、やはり宗像大社を中心としたお神様の歴史の勉強を兼ねた漁業の体験学

習とか、農業の体験学習、こういうことに旅行社と提携してやったら、非常に

いいのではないかということを、私は以前から考えておりました。 

それで、私は長野県の資料を取ったことがあるのですが、やはりそのように

していきなりやるのではなくて、まず地元から固める必要があると思います。

やはりそういうものを視野に入れた、地元固めも大事なことだと思います。そ

れについては、農協さんにしても、漁協さんにしても、やはり地産地消を重点

に置いたＰＲ活動。県産の、宗像市内の地産地消を頭に置いた活動あたりが大

事ではないかと思います。 

(事務局)  おっしゃる通りで知ってもらわなければ、来てもらえないから。 

(池浦委員) まず、やはり売ることですよね。宗像のよさ、歴史がこういうことがありま

すよと。そして、今少し触れましたが、やはり私は小中学生、高校生、修学旅

行を兼ねた体験学習もいいですけれども、やはり山、海のない市郡ありますよ

ね。大分にしても、筑豊のほうに。そういう所の婦人が情報発信の大事な、男

よりも大事ですから。やはり、そっちのほうの婦人に働き掛けて、やはり地産

地消の宗像の産物、海産物を使った料理教室とかいうこと。売ることも大事な

ものだろうなと思いますので、そして筑豊なり、海のないところの地域への働

き掛け。小中学生にしては、歴史を勉強した後は、網引きとかそういう体験学

習もさせるということも大事なことだと思います。そういうことを言えば、頭

に考えたのですが。 

(天野委員) 地元の人が、結構歴史も知らないですし、そういう勉強もないと。でも、近

いから知らないのですよね。だから、まず地元の方がまずよさを知って、それ

を発信していく方向を、まずつくって。 

(池浦委員) 沖ノ島から大島、宗像大社のつながりの勉強をするだけでも、相当勉強にな

ると思います。私も一度しか沖ノ島に行ったことはないのですが、勉強になる

と思います。そして、それを組み入れた体験学習ということで、やはり宗像の

よさを、商業を最終的には大きく広がらせていただきたいなと思います。 

(谷山委員) いいですか。今、宗像のよさを再確認するためのワークショップみたいなも

のもいいと思いますが、今、地産地消と言われました。私もほんとそう思いま

す。吉村さんも、先ほどから宗像大社を知りたいと言われていますけれど、地

産地消の何か難しい。市場経済ですね。そして今、私思いますけど、農業も水

産、お魚も、もう宗像だけではなくて、話を聞いていると、もう既に福岡県の

広域連合にもう入っていると思うのです。だから、今高橋課長もおっしゃいま

した、やはり博多と北九州と福岡と２つの拠点を視野に入れてないと、もう捕

ってきたばかりでは、ここではなかなかはけないのではなかろうか。そんなお

話も伺いました。広域連合であるならば、そういうふうな視点で私たちも考え
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ないといけない。 

      そして、もう一つ、集客のお話もされましたけれど、では、そこの道の駅に

行く道路のアクセスはどうなのか。交通のアクセスはどうなのか。そして、県

外から見た場合の地理はどうなっているのだろうか。私は、今まで道の駅を歩

いたと言いましたけども、土地の奇麗な……例えば一つ挙げてあるのが、原鶴

にバサロってありますね。すごくいいあれだったのです。ところが、こちらは

朝倉に、ちょっと離れたところに三連水車ができた。最近、私も毎週のように

行くのです。そしたら、ほとんどこっちに人がいない。こっちがですね、こっ

ちも、同じあまおうでも、こっちで買うならこっちで買うとかね、そうすると、

こちらオープンのときから行っていますが、明らかにお客さんが３分の２減っ

ているのです。 

      だから、宗像の道の駅もそうならないために、私はＰＲもいいのだけど、一

番いいのは口コミによるＰＲと思うのです。私が、８年前に八幡西区から引っ

越してきました。それは、やはり宗像がよくて空気がいい、水がいい、お魚が

おいしい、農業がいい、これでこっちに永住を決めたのです。今、私、八幡西

区にマンションがありまして、人にまだ貸しているのですけど、やはり地元、

北九州の人は北九州に帰って 50 人ぐらいの人を集めて連れてくる。１人が 50

人を集めて宗像に連れてくるとか、そういうふうな、例えば紹介切符のような、

紹介手形のようなものを書いて、私はこういうふうに一人ひとりによさをＰＲ

しましたとか、そんなふうなことをいかがでしょうか。観光協会の方。 

(岩佐委員) 今回の案として…… 

(谷山委員) お金がかからなくていいと思うのです。 

(岩佐委員) そうですね。 

(谷山委員) 確実で。お金がかからなくていい。 

(権田(マ)委員) 一番は口コミですもんね。 

(谷山委員) 市場経済って、流通とか何か言われると、その辺をいじっていると、先に進

めないでしょ。そう思います。 

(今林会長) ちょっと時間もないので、いいですかね、この辺で。あとちょっと私らで作

っている、商工会の人がＰＲをしたいということで、ちょっと今日持ってきて

おりますので、これをちょっと今日、配布したいと思います。 

(事務局)  すいません。ご議論たくさんいただいて、今日具体的なお話もたくさんいた

だいて、すべて次回、本格的にまた伺いましょう。ネタをしっかりそろえてい

ただいて、しょせんと言ったらあれなんですが、行政がこういうふうにまとめ

てまして、体系もちょっと細かくて多いので分かりにくいです。この体系に沿

わずに、今日みたいにどんどんご意見を言っていただくのが一番いい。 

次回も、よろしくお願いいたます。 

(今林会長) ４種類ありますので、それを一部ずつ取っていただいたら。 

(岩佐委員) 一種類ずつあるんですか。 

(今林会長) 一種類ずつ全部取ってもらって、人数分持ってきておりますので、資料等も

全部一部ずつあります。はい、すみません。 



 - 18 - 

      先ほど、池浦さんが３人と言われましたので、ちょっと取り入れまして商工

会のほうも３人で。 

      昔からの宗像の特産品というかたちで「季良里」等の設定の中で、そのとき

に作らせていただいた「キラリ姫」をつくっておったのですけど、ちょっとや

はり何も人数考慮していなかったものですから、今回、ストラップを作りまし

て、今、予定になっています。なかなか人数が少ないとＰＲしにくいので、３

姫ですので、３種類作っております。この分で、宗像の特産品にもアピールし

ていきたいなと思っています。 

      それと、もう一つはしおりを配っているのですけども、これは道の駅ができ

まして、それに伴ってまた宅急便と、今日と同じぐらいの段ボールを用意して

います。その中に、やはり回りに季良里も印刷しますので、その中に地元の物

産を詰めていただいてお届けいただこうと思っています。そのときに、今配っ

ているしおりを１枚ずつ入れていけば、やはりそこで宗像をＰＲしていくので

はないかと。また、ポストカードになっておりますので、そこに一言でも言葉

を書いてもらって、その宅配というかたちで入れると、ケースごと宗像という

ことでできるのではないかというかたちを考えています。 

      これは一応、補助金で作っていますので、補助金のあるうちに。あとは、有

償で印刷とか、そういうのを作っていかないといけないので、頑張っていきた

いなと思っています。 

      皆さん、これ全員付けて、私たちもこうやってぶら下げて、携帯に付けると

新しいＰＲになりますのど、ぜひＰＲを皆さんでやっていただいて。 

(池浦委員) 持ってない人がおったら、何で持っとらんとって言ってください。 

(今林会長) 道の駅で帰り道に配る予定にしているのですけども、補助金で作ったので数

があまりないので、今回特別ＰＲしてもらうために、理事にはこうしてあげて

います。今回は人数だけとさせていただきます。取り合えず、ちょっとＰＲし

ていただいて。よろしくお願いいたします。あと、その他で今後のスケジュー

ルかな。 

 

■６．その他（今後のスケジュールほか） 

(事務局)  今日は、どうもお忙しい中お集まりいただいき、活発なご意見をいただきま

してありがとうございました。今日、資料もお配りしていますので、先ほども

申し上げましたように、次回、これをお持ち帰りいただいて、この文章の体系

とか作りにこだわらずで結構ですので、次回、また活発なご意見をお出しいた

だけたらな。今日も、具体的なお話もだいぶ出ていましたけど、ただ、次回、

進行はこれに沿って、今度は句切りながらやっていこうと思うのです。ご意見、

を用意していただいたらなと思っております。 

次回の日程ですけれども、すいません、まだ日程も近くてご迷惑をおかけし

ておりますが、来週水曜日です。19 日、今度は午後、用意させていただいてお

ります。１時半から、今度は 204 会議室、この隣の隣の会議室でまたさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 
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(事務局)  ちょっと、補足ですみません。池浦委員さんから出ましたように、マスコミ

のＰＲの話が出ました。ちょっと、これついでですので、実は 19 日の日がＲ

ＫＢの夕方、「今日感テレビ」というところで、地島のめかぶ、地島のわかめ

が入りましたのでここを放送しますので、夕方ちょっとテレビ番組を見ていた

だけないかと。 

(山下委員) 19 日ですか。 

(事務局)  19 日の夕方です。 

(吉村委員) 時間は、大体どれぐらい。 

(事務局)  ちょっとまだ時間ははっきりしておりませんけど、夕方の今日感テレビとい

うのがあっております。ＲＫＢが流している。 

(事務局)  大体、５時ぐらいから６時ぐらいやないですか。 

(事務局)  それと、もう一つ今決定しているのが、17、18 日が、これまた、後日テレビ

で出ていくと思いますけど、大島でロケを入るようにしています。テレビコマ

ーシャルのロケです。これ九州電気保安協会のコマーシャルをＣＭ録りしたい

ということで、ちょっと誘致しております。今日、ちょっと現場に行っている

のですけど、17、18 ロケして、多分１カ月後ぐらいには、テレビで九州電気保

安協会というののバックは、全部大島で流したいという。 

それからＪＲ九州も、18 日（プレ作成）するのですけれども、来年度、年に

３回ぐらい大島の日帰りツアーをしたいということで、18 日が（プレ作成）な

っておりますので、今からいろいろ取り組んでいきたいと思いますので、「今

日感テレビ」もぜひ見てください、よろしくお願いします。 

(今林会長) 「第１回の宗像市産業振興計画委員会」を終わりたいと思います。今日は、

どうもお疲れさまでした。どうも、ありがとうございました。 


