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第６回宗像市総合計画審議会 議事要旨 

 

日 時 平成２６年４月３０日（水） １９時００分～２１時００分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】天野宏欢 池淵 惠 今西良一 岡村 純 桑野俊一郎 

梶栗みき 萱沼美香 木村秀子 古賀禎文 小林正勝  

齋藤 豊 辻 洋子 花田省蔵 久本貴志 田中一郎 

仲西浩一 永野芳宣 牧 敦司 松永年生 前田 誠 

南  博 宗像 優 養父信夫 牟田貴美子 

 

【欠 席】大方優子 藤本幸男 松田美幸 中里留美子 十時 裕 

 山下永子  

 

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 立花係長 新海 尾園 

中村 赤田 吉武 

長谷川課長 中村係長 溝口 瀧口課長 村上参事 

報  告 ・各部会における審議結果の報告について 

議 題 ・体系の概要について 

その他 ・今後の進め方について 

 

１ 部長あいさつ 

２ 報告・確認事項 

（１）各部会における審議結果の報告について 

①元気を育むまちづくり部会 

②賑わいのあるまちづくり部会 

③調和のとれたまちづくり部会 

④みんなで取り組むまちづくり部会 

 

（会長） 

資料１に基づき、各４部会の部会長の方々から部会における審議の結果について、御報

告をお願いしたい。 

 

（各部会長） 

 各部会長より審議した結果を報告。 

 

平成 26年 6月 3日 

第７回総合計画審議会資料 

資料１ 
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（会長） 

「みんなで取り組むまちづくり」部会で部会長からお話しいただいた事項については、

内容的に報告・確認事項というよりは、審議事項として審議すべきことだと思うため、後

ほど審議事項「体系の概要について」において、改めて皆様から御意見をいただきたいと

思うがよろしいか。事務局もそれでよろしいか。 

各４部会の部会長の方から御報告をいただいたが、各部会において非常に充実した議論

をしていただいたと思う。 

それではまず、「元気を育むまちづくり」部会での御報告につきまして、ほかの部会の方

からの補足説明、あるいは他の部会の委員の方から質問等をお願いしたい。 

 

（委員） 

「元気を育むまちづくり」への質問だが、「子どもの健全育成」で全国的に問題になって

いると思われる子どもとメディアの問題についての記載がないように思う。部会の中では

論議をされたのではないかと思うが、どのような論議があったのかを教えていただきたい。 

 

（会長） 

部会長あるいは「元気を育むまちづくり」の部会員の方で、子どもとメディアに関する

議論等について、もし御発言があればお願いしたい。あるいは、事務局で何かあれば、お

願いしたい 

 

（事務局） 

御指摘がありました子どもとメディアの関係については、部会の中では議論をしていな

い。マスコミ等で随分問題になっていると思うが、部会では議論されていないとことを報

告させていただく。 

 

（会長） 

委員、よろしいか。 

 

（委員） 

是非議論していただきたかったと思う。宗像市の現実ははっきりとはわからないが、課

題はあるのではないかと思う。取り上げなくてもいいのか。 

 

（事務局） 

子どもとメディアについは、関連する事項として説明させていただく。「元気を育むまち

づくり」部会の３施策目「教育活動の充実」の「学校教育の充実」で、ＩＣＴ教育の議論

の際に、メディアや使用方法について、十分な注意等を学校で行っていく必要があるとい
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う議論を行っている。 

また、「調和のあるまちづくり」部会の２施策目の安全安心の「消費生活相談の充実」で

は、子どもの消費生活トラブルをなくすため、メディアを使うことによるトラブルにまき

込まれないため、消費者教育についても力を入れていくという議論をしている。 

先ほど、委員から御質問のあった「青少年の健全育成」では、子どもとメディアという

切り口での議論はしていないが、関連する事項として、教育と消費生活で議論をしている。 

 

（委員） 

「教育活動の充実」の中で電子黒板の話があり、メディアリテラシーを充実させた方が

いいのではないかということを発言している。 

 

（会長） 

今の件に関して、ほかに部会の方からの補足等はあるか。 

それでは、委員からの御指摘については、重要な指摘であると思うため、今後、教育委

員会や市長部局で具体的な事務事業を検討する際に、今の内容を踏まえていただくという

ことで、委員よろしいか。 

 

（委員） 

私としてはぜひ入れてほしかったし、論議もしてほしかったと思うが、部会ごとに責任

を持って行っているため、この時点で記載を強要するものではないかと思う。 

 

（会長） 

それでは、教育委員会等で検討されるときには、今の御指摘を十分踏まえていただきた

いと思う。 

その他「元気をはぐくむまちづくり」部会に関し、何か御発言はあるか。 

それでは、「賑わいのあるまちづくり」部会について、部会あるいは他の部会の方から補

足説明、御質問等をお願いしたい。 

 

（副会長） 

今日知ったことだが、福岡サニックスブルースが宗像サニックスブルースになるという

ことで、宗像という名前を冠する唯一のプロチームと思うため、「スポーツの多面活用」で

ぜひ市民チームとして育てていくこと、市民と市全体のブランドに寄与していくような関

わり方をつけ加えることができれば、つけ加えてはどうかと感じた。 

 

（会長） 

この件について、部会長あるいはほかの部会の方から御説明、御意見等をお願いしたい。 
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（部会長） 

福岡サニックスブルースを宗像に変更という流れはあった。プロスポーツとして宗像に

ある唯一のチームでもあるため、「スポーツの多面活用」の中で具体的な名称を加えていた

だきたいと思う。 

今後、スポーツコミッションの充実を図ることで、宗像を外に発信していくための重要

な切り口になると思うため、加えていただければ非常にありがたいと思うが、事務局はど

うか。 

 

（事務局） 

「スポーツの多面活用」の取組方針に、「本市を拠点に活動しているトップスポーツのチ

ーム」という記載がある。市内にはサニックスブルースのほか、トヨタ陸上部の寮がある

ため、サニックスだけではないということで、個別の企業名やチーム名を入れるのではな

く、総合計画では大きな考え方を取組方針にまとめさせていただいたと御理解いただけれ

ばと思う。 

 

（会長） 

このことについて、副会長は納得されたということだが、一委員として意見を申し上げ

ると、福岡サニックスブルースから宗像サニックスブルースに変更したということは、特

別扱いに値する極めて重要な意思決定が行われと思われる。行政としては、他の企業スポ

ーツもあるためという御説明であったが、サニックスは企業スポーツではない形で、地域

に根ざしたクラブスポーツとして取り組んでいくという意思決定をされたと思われるため、

総合計画での記述については、今の御説明で納得はしたが、恐らく特別扱いをする理由は

あると思う。その他はいかがか。 

それでは続いて、「調和のとれたまちづくり」部会についてはいかがか。「調和のとれた

まちづくり」部会については、特に意見はないか。 

それでは、「みんなで取り組むまちづくり」部会についてはいかがか。よろしいか。 

それでは、各部会から資料１に基づいた御説明については、一部は内部でさらに検討し

ていただきたいことはあるが、部会での検討内容については、委員の皆様から御了承いた

だいたことにさせていただければ。 

 

（委員） 

全体として若干、いろいろなものが短期間に盛り込まれていたと感じた。 

これが、例えば糸島市でもなく、ほかの市でもなく、宗像らしさをどう提言できるか、

全体を通す本当のキーワードは何か、そのような見方で見ていた。例えば、世界の国際環

境会議が宗像で開催される方向で動いているが、なぜあれだけのすごい人たちが、この宗

像に集まってくるのか。 
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先日、観光の仕事で世界遺産に登録されている宮島に行った。現在、島民は１８００人

だが、５００万人の観光客が訪れている。観光と商業に従事している人は移住定住してい

るが、それ以外の人は島から離れているため、宮島の小学生は２０人しかいない。 

例えば、各部会で総合計画の明確な意思を持ち、宗像らしさはこれだということを意識

した総合計画の表現と、すべての項目に同じ比率で表現していくのでは、見え方が違うの

ではないかと思う。 

「元気を育むまちづくり」では、ひとつはグローバル人材。環境教育をベースに、子ど

もたちの教育を行っていくとか。それであれば、環境教育を前に出してもいいのではない

か。例えば、世界遺産についても、持続可能な世界遺産の観光のあり方はどうなのか。「調

和のとれたまちづくり」については、景観や自然、環境保全、再生可能エネルギー。持続

可能な環境教育のあり方について、世界的に議論をしているが、それを一番体現できる場

所が宗像としてはどうか。 

そのような一つの方向を柱に考えたときに、もう少し一歩踏み出す表現としてはどうか。 

最後に、部会長が発表された地域創造ビジネスは、部会の中で新しく出たテーマではな

いかと思う。これには、大学生の起業化や持続可能な地域ビジネスをどう展開するか。そ

れを宗像全体で応援する。 

もう一度、全体像を踏まえたうえで、それぞれの部会で何を中心に出していくのかとい

うことを議論した方がいいのではないか。最初はそのような思いを委員が持ち、みんなで

議論をし、それぞれの部会で各論まで詰める。ほぼ９割以上をまとめた状態の中で、最後

に編集する段階で、どこに目を入れ込むか。そのような議論を１回行うと、最後に行政が

まとめる際に、キャッチフレーズや市民に対する提案の仕方が、はっきりするのではない

かという気がした。 

 

（会長） 

大変重要な指摘だと思う。 

今の御指摘の件について、御指摘の趣旨と少しずれてしまう部分があるかもしれないが、

今までの審議会での議論の組み立てでは、宗像らしさというのは、戦略的取組の協働と都

市ブランドの中で、宗像らしさを特に出していくことが一つの議論の流れだったと思う。

今の委員の御指摘は、さらにその中でどの施策の柱をポイントに置くかという御指摘だろ

うと思う。この御指摘と関連した内容として、資料２について事務局からの説明後、意見

交換をさせていただければと思う。 

事務局は、資料２の件についてよろしいか。 

 

（事務局） 

 事務局説明 
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（会長） 

先ほどの内容と重複するが、宗像らしさを各施策の柱において、協働と都市ブランドと

いう観点から抜き出したものが、資料２ということになる。 

この資料２と委員からの御発言も含め、少し議論をしたい。このことについて、欠席さ

れた委員からの御意見を事務局に伺いたい。 

 

（事務局） 

資料２に対する御意見をメールでいただいている。 

まず、「協働の推進」については、「協働の推進については、施策体系とステークホルダ

ー別のマトリックス表、さらに、できればステークホルダー別に戦略的取組を整理したら

どうか」。 

次に、「都市ブランドの推進」については、「目指す都市ブランドの実態をつくるための

取組みとして、ハードインフラ系、ソフトプログラム系を整理してはどうか」。また、「既

に住んでいる市民が自分たちの都市ブランドへの理解を高める取組み、市外の個人や企業

に対して、都市ブランドの魅力をアピールする取組み、特に、子育て世代の皆さんが見た

ときに、宗像らしさと住んでみたいと思う魅力になっているかどうか、再確認が必要」と

いう御意見をいただいている。 

 

（会長） 

戦略的取組の見せ方をもう少し工夫してはどうかということと、先ほど委員からも御指

摘があったが、宗像らしさが伝わるかということについて、記述内容や見せ方はどうかと

いう御指摘であると思う。 

戦略的取組あるいは宗像らしさをわかりやすく伝わるようにするには、どうすればいい

かということについて、委員の皆様から御意見等があればお願いしたい。 

委員からの意見を踏まえ、事務局としての考えはあるか。 

 

（事務局） 

「都市ブランドの推進」の取組みを整理してはどうかという意見については、「みんなで

取組むまちづくり」の「情報受発信の充実」にあるシティープロモーション戦略（仮称）

において、都市ブランドを含めた宗像ならではの情報発信を行っていく。 

意見をいただいたハードインフラ系、ソフト系、市民に対する理解を高める取組み、市

外の企業に対するアピールを含め、戦略的取組の進捗管理が必要と考えており、「都市ブラ

ンドの推進」についても具体的に何を、いつ、どうするのかという計画を立て、管理して

いく。管理としては、ハードやソフト、市内や市外というような視点を設けたいと思って

いる。 

次に「協働の推進」を施策体系とステークホルダー別のマトリックス表で整理してはど
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うかという意見については、若干都市ブランドと重複するが、都市ブランドと同様に進捗

管理が必要と思われる。進捗管理の一つの手法として、ステークホルダー別のマトリック

スについても考えていければと思っている。 

 

（会長） 

施策の柱ごとに宗像らしさを出すため、さらに抽出してはどうかという意見については

どうか。 

 

（委員） 

その前に、具体的な話をしてもいいか。 

例えば、戦略的取組の協働において、「グローバル人材をこのような形で行う」というコ

メントを入れ、次のページでは都市ブランドに「大学や企業と連携し、英語教育を推進し、

グローバル人材の育成を強化する」と記載する。英語教育は一つの手段であり、それぞれ

の施策での戦略的取組で、どのようにグローバル人材を応援するのかということを記載す

る。それが環境ビジネスであるかもしれない。想定していることから一歩踏み込んだ記載

を入れるかどうかということ。 

例えば、「調和のとれたまちづくり」も都市ブランドでは「まちのシンボルであるさつき

松原や釣川など」とあり、固有名詞が記載され、自然を守るとある。この記載では、清掃

活動を行うということではないかと思うが、例えば沖ノ島を含めた玄界灘、いわゆる海洋

の環境関係をこれからどのように維持し、守っていくのか。そういったグローバル人材も

含め、宗像の意思としてどうするのかを考えたとき、松原や釣川とは限らないかもしれな

い。 

地域創造ビジネスについては、都市ブランドではどこも当てはまらない。「地域の特色を

活かしたコミュニティ活動」にはおさまらない。イベントでもなく、地域間の交流事業で

もない。部会で議論した地域創造ビジネスは、もっとアグレッシブルで、地域を巻き込ん

だ持続可能な新たなビジネス展開ではないかと認識しているが、それを当てはめる項目が

ない。 

賑わいについては、「多彩な交流による観光の活性化」の戦略的取組で、観光協会等と協

働し、旅行会社、広告代理店、出版社に働きかけるとある。部会での議論では、他人を当

てにせず、自ら観光プラットホームをつくり、持続可能な観光を行う。もう一歩踏ん張っ

て入れ込まなければ、最後の１番見やすい戦略的取組には、その意思が見えてこない。 

福教大や福津市といった固有名詞を外すと、宗像なのか、ほかの自治体なのかわからな

いのではないか。本当に宗像らしさを出すために、もう少しエッジを立て、踏み込んだ記

載がいいのではないか。事務局はどのように考えるか。 
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（事務局） 

質問としては、大変難しい。 

例えば、グローバル人材の育成だが、事務局が意図しているのは、海外への視点や視野

を広げ、たくましくチャレンジしていけるような子ども達を育てていこうというのが趣旨

である。その一つの手法として、英語教育、海外に視野を向けるきっかけとしての体験事

業、交流事業というのも必要ではないかということを意図している。 

必ずしも海外に進出することがグローバル人材ということではなく、この地にある環境

をどのように活かし、グローバルな視点から活かしていくかといった幅広い考え方と思っ

ている。 

地域創造ビジネスは、部会の議論でもあったが、地域みずからが力強く地域の課題を解

決すると同時に、地域づくりに大きく貢献するような名称がふさわしいということで、コ

ミュニティビジネスではなく、地域創造ビジネスという名称になったと記憶している。 

全般的な宗像らしさについては、この豊かな自然環境があるまち自体がほかのまちには

ないことであり、市民力がまちづくりを支えているということも、ほかのまちにはない。

また、世界に誇れる歴史文化があり、その象徴として世界遺産登録活動などがあるが、そ

れぞれの施策の取組方針に、宗像の様々な資源を活かしているつもりである。 

出来上がりをどのように見せていくかということは、もう少し検討する必要があろうか

と思っている。うまく伝わっているかはわからないが、御指摘いただいた意見については、

事務局としてはそのように考えている。 

 

（委員） 

皆さん、そういったことはわかっている。 

 

（会長） 

個別の取組みについては、各部会において相当細かな具体的議論がなされている。総合

計画の主な取組事業の記述としてはこの程度ではあるが、これを実施計画や個別の事務事

業にする際には、より詳細なものにしていくということで、各部会で議論されていたので

はないかなと思う。 

個別にどこまで書き込むかという点については、恐らく現状が一つの出口ではないかと

個人的に思う。ポイントとしては、施策の柱ごとに濃淡を出すかという御指摘だと思う。 

施策単位ではなく、内容によっては主な取組事業でもいいかもしれないが、特に宗像ら

しい何かを抽出することで、優先順位が生じるため、抽出されて事業や施策についての議

論が当然あると思う。 

施策の濃淡を出すかということについて、委員あるいは事務局で何か御意見はあるか。 
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（事務局） 

宗像らしさをどのように出すかというは、部会の中でかなり議論があった。その中でや

はり、どこかに特化し、強調して記載するということは、今までの議論を見ていてもなか

なか難しいのではないかと思う。総合計画に書かれている一語一語が、やはり市にとって

は大切な事業であり、考え方になると認識しているため、最終的どのような見せ方にする

かは検討していかなければならない。しかし、施策の中で、特に何について力を入れて見

せていくかということは、総合計画にはそぐわないのかと思う。 

実際に、個別計画や実施計画では、毎年各課から出される事業の中で、その年に力を入

れる事業によって濃淡が出てくると考えている。 

 

（会長） 

議論している件について、何か御意見、御発言はあるか。 

 

（部会長） 

参考として意見させていただきたい。 

「地域産業の活性化」の主な取組事業と取組方針に、水産物の生産量日本一である鐘崎

の天然トラフグを記載している。 

具体的に出すと、イカやそれ以外の品物はだめなのかということをよく言われる。この

鐘崎の天然トラフグは、日本での天然のシェア４割を占めており、事実上日本一。 

これが宗像らしさだというのが私の考え方であるが、理解してもらえることかできない。

玄界灘には、四季をとおして良い水産物があり、披露してもおかしくない品物である。今

回の水産物の場合は、天然トラフグと銘を打ち、水産物の消費拡大を事業として、観光協

会では推進してきたという経緯がある。 

この件では、宗像らしさを具体的な言葉で表現することについて、部会で議論してきた。 

 

（会長） 

個別の記述の中で、宗像らしさがそれぞれ入っているという御指摘ではないか。 

その他はいかがか。 

それでは、委員からの問題提起で、宗像らしさの濃淡を出すかということに関し、事務

局からは、総合計画では原案の内容ではどうかという話があった。 

これについて、会長として皆様にお諮りしたいのは、記述としては原案のとおりという

ことで、次のステップに進めさせていただき、見せ方において宗像らしさが表現できる部

分、あるいはよりわかりやすい表現ができるのではないかという御指摘もあったため、事

務局に宿題として検討いただくということでいかがか。 
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（委員） 

委員が言われることはわかるが、総合計画に、優先順位や濃淡をつけるのは難しいので

はないか。１０年間で全施策を行うことになると、財政的な問題によっては、全事業を進

めることができた施策もあれば、半分程度の事業しか進めることができなかった施策も出

てくるのではないかと思う。 

委員が言われたことについては、本当に実施される際の例規や要綱などに詳細に記載す

ればいいのではないか。詳細な内容を総合計画に記載した場合、様々な人が様々なことを

思いを抱くのではないかと思う。 

 

（会長） 

総合計画の記述としては、今の形がいいのではないかという御指摘であったと考える。

そのような形でよろしいか。 

 

（委員） 

「多彩な交流の観光の活性化」において、観光プラットホームとして自分たちが取り組

んでいくという記述が、部会でかなり議論をしたにもかかわらず、戦略的取組に記載され

ていないことがとても気にかかる。 

 

（部会長） 

私もこの部分に関しては、非常に気にはなっている。 

特に、観光プラットホームの中で、ワンストップサービスを外部の旅行会社等に外注す

るのではなく、地域の観光団体による効果的なプラットホーム事業を模索していこうとい

う段階に入っている。様々な方法論を見出しているなかで、できるだけ外部の団体に委託

することのないような活性化事業を行っていきたいと考えている。 

実際には、旅行会社、広告代理店、出版社等への働きかけを行うということで、委託す

るわけではない。さらに働きかけを行うことで、宗像らしい宗像版プラットホームを構築

していきたいということを現在の行動計画にまとめている。 

 

（会長） 

それでは、現状の記述内容をベースとするということを御了解いただいたということで、

先に進めさせていただきたいと思う。個別の見せ方等については、事務局で御検討いただ

ければと思う。 

審議事項の「体系の概要について」ということで、資料３に基づく説明と先ほど部会長

から御指摘があった件に対する事務局の考え方も含め、お願いしたい。 
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３ 審議事項 

（１）体系の概要について 

 

（事務局） 

事務局説明（資料３） 

 

部会長から御提案がありました体系については、第３回及び第４回の審議会で触れてい

る。審議会では、「みんなで取り組むまちづくり」の施策が、他の３つの柱すべてにおいて

共通にかかわってくるという視点があるため、一つの柱として最後にまとめている。 

また、全体のバランスを考慮した際に、この４つの柱に含まれる施策数も考慮し、この

ような体系になっている。事務局としては、既に第３回、第４回審議会において、体系に

ついての意見をいただいているため、現在の体系ではいかがであろうか考えている。 

 

（会長） 

資料３の体系概要については、基本的には各部会で検討された施策概要の文言を抜き出

したということでもあるため、改めて記載内容を確認しなくてもいいと思う。体系の概要

として、各個別施策の前に、各部会単位に記載されることについてはいかが。 

では、資料３については、そのような形にさせていただければと思う。 

 

（部会長） 

文章は、この表現で進めるのか。もっと工夫をした方がいいのではないか。 

例えば、「元気を育むまちづくり」の最後の部分だが、「市民がお互いに支え協力し合い、

だれもが幸せを感じれるようにしていきます。」などという表現は、総合計画では使わない

方がいい。表現を修正した方がいい箇所が何カ所もある。 

 

（会長） 

文章表現については、事務局で見直してもらうとともに、各委員からも最終案や答申案

の取りまとめに際し、個別に御指摘をいただければと思うが、事務局はよろしいか。 

 

（事務局） 

そのようにしたいと思う。 

 

（会長） 

資料３については、そのような形にさせていただければと思う。 

また、部会長から提起のあった行政内部に関する施策については、全体に貫くテーマで

あるため、５本目の柱にしてはどうかという提起であったと思う。それに対し、事務局で
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は現行の４本の柱としたいということであった。これについて、意見等をお願いしたい。 

 

（委員） 

確かに、全体を貫いているものであることには間違いないと思う。それぞれの役割があ

るかと思うが、第一次総合計画では０部として別に掲げてあった。行財政改革という文言

によって第一次総合計画が貫かれ、これだけの成果が生まれてきたと理解している。 

第二次総合計画においても、行政の中でも一番コアの理念部分であるということをかん

がみると、この部分は別立てにした方がより市民にわかりやすく、行政というプロフェッ

ショナルな意向を貫いているところは、別立てにしていただいたほうがいいと思う。 

 

（副会長） 

「みんなで取り組むまちづくり」の効果をみても、政策にそった内容になっているので

はないかと個人的には思う。 

例えば、公共施設等の公共資産管理というのは、ここではあまり踏み込んだ記載ではな

いが、恐らくＰＰＰのことだと思う。今後、みんなで公共施設を運営していかなければな

らないし、みんなでいかに持続可能な都市をつくっていくかということも考えなければな

らない。 

情報化の推進においても、行政が情報を出していかなければならないが、そのデータに

使用し、新たな地域ビジネスをつくっていくのはやはり市民ではないか。行政の情報なし

には、地域の課題というのは出てこないため、これもみんなで取り組むためには不可分な

情報になっていくのではないかと思う。 

唯一、効率的な行政経営という行政内部の話については、０部ではなく、最後に一つの

まとまりとして記載してもいいか思う。 

 

（会長） 

その他はいかがか。 

今のような意見は、会長として次にどのように進めるか非常に難しい御意見であるため、

改めて部会長のお考え等をお願いしたい。 

 

（部会長） 

第一次総合計画では、４本の柱の前に第０部があり、行財政改革のことを記載している。

恐らく、今回の総合計画策定と同様の経過をたどり、このような組み立てになったと聞い

ている。 

「みんなで取り組むまちづくり」部会では、例えば職員数や財政基盤について、ほかの

自治体と比較しても相当頑張っている。そのこともシティプロモーションの中に入れても

いいぐらいではないかと思う。仮に、若い世代が移住してくるときに、今の若い世代はそ
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のようなことも視野に入れ、まちを選択することもあり得るという議論も行ったほど。こ

の総合計画を市民の皆さんに届けるにあたり、行政からのメッセージをまとめ、市民に向

けて届けたほうがいいと思った。 

副会長が言われように、アセットマネジメントや情報化では、私も同じようなことを考

えていた。「みんなで取り組むまちづくり」のなかで扱っていいのではないかと思う。特に

アセットマネジメントは、地域住民と相談し、進めていく事業になるため、実際にそうだ

と思う。 

ただ、行政内部の行政組織や行政運営をどうするか、財政基盤の強化にどう取り組むか

ということは、行政のプロがきちんと市民に向かい、この総合計画を進めていくためのメ

ッセージとして一つにまとめ、市民に伝える責任があると思う。行政計画であれば、なお

さらそうだと思う。０部でなくても、最後の方でもいいと思うため、そこはあまり遠慮せ

ずに、市民に対して行政の決意も伝えたほうがいいと思う。 

 

（会長） 

改めて、ほかの委員はいかがか。 

 

（委員） 

第一次総合計画では行政分野ごとに柱があった。今回の第二次総合計画を見ると、柱が

前回と異なってきているため、この４つの柱と独立した行財政関係の柱を設定することは

大丈夫なのかが気になった。 

 

（会長） 

「みんなで取り組むまちづくり」の後半全体というよりは、効率的な行財政の運営を分

けることはできないかという御指摘についてはどうか。 

 

（事務局） 

先ほど、第３回、第４回の審議会で意見があったと説明させていただいたが、この「み

んなで取り組むまちづくり」の中に、行政経営、アセットマネジメント、情報に関するこ

とが入っているが、従前から申し上げているように、これからのまちづくりに関しては行

政だけで行うということでは決してなく、市民の皆さんと一緒にまちづくりを行うことが

大前提となる。事業を実施していく際には、事業を評価し、その評価を次の事業に反映さ

せていくといった取組みも行っている。評価については、庁舎内の職員による評価のほか、

市民や専門家の皆さんによる事業評価をしていただき、行政経営を行っている。 

行政経営全般についても、今後、財政が非常に厳しくなるなか、どのような事業を行っ

ていくのか、どのような事業を行わないかということも、行政だけで決めるのではなく、

市民の皆さんの意見を聞きながら進めていくという意味も込め、このみんなで取組むのな
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かに含めているということも御理解いただければと思う。 

 

（会長） 

皆さんから御意見をいただいたが、私の考えを述べさせていただくと、今回の御指摘と

いうのは、基本構想にある「まちづくりの基本的な四つの柱」の記述について、根本的に

かかわる御指摘ということになる。基本的には、手順を踏むなかで、基本構想の部分は御

了承いただいたということで次のステップの各部会での議論を進めさせていただいた。 

それを踏まえると、基本的には基本構想の「まちづくりの基本的な四つの柱」の文章部

分については、できれば原案のままでいかがかと考えている。 

ただし、基本構想の中で概念図を用いて４つの政策の柱について説明をしている箇所が

あるが、その見せ方については審議会では議論をしていないため、その見せ方の中で御指

摘されたことが反映できないかということを事務局で検討いただけないかということが一

つ。 

また、効率的な行政経営に関する部分の記述をどのように整理するかということについ

ては、基本的には「みんなで取り組むまちづくり」部会の中でどのように整理していくの

か。施策の概要のところで、どのように整理していくかということについて、必要に応じ

て部会と事務局で協議するということでいかがか。 

 

（事務局） 

御提案いただいた概念図の見せ方や体系の概要については、御説明させていただいた内

容が伝わるような形で記載し、部会とも今後検討させていただきたいと考えている。 

 

（会長） 

 部会長、いかがか。 

 

（部会長） 

 今から、骨組みまで変えてほしいというわけにはいかない。 

 

（会長） 

それでは、必要に応じてまた部会長より「みんなで取り組むまちづくり」部会を招集し

ていただきたいと思う。全体の柱立てについては、現状の形で進めさせていただければと

思う。審議事項の体系の概要に関しては、以上でよろしいか。 

それでは、次第４の今後の進め方について事務局からお願いしたい。 
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４ その他 

（１）今後の進め方について 

（事務局） 

事務局説明。 

 

（会長） 

御質問をいただく前に、会長として事務局に要望したい。第７回の全体会では、最終答

申案の確認となるため、非常に多量な内容について御審議いただくことになると思う。事

前にお目通しいただくためにも、できるだけ早い段階での事前送付をお願いしたい。 

場合によっては、協議が終わらない部分については、その部分を省いたものを事前に送

付するということでもいいのではないかと思う。事前に十分ご覧いただけるスケジュール

で進めていただければと思う。 

その他、御質問・御意見等をお願いしたい。 

 

（委員） 

パブリックコメントの進め方については、９月から一ヶ月間になるのか。見ただけでは

わからないのではないかと思うが、説明会などの機会が設けられるといいのではないかと

思う。 

 

（事務局） 

事務局で検討中ではあるが、総合計画を策定していくなかで、ワークショップでは多く

の市民の方に御意見をいただいた。できればパブリックコメント前に、市民を対象とした

説明会やワークショップの実施を企画している。可能であれば、パブリックコメント前に

は説明会等を実施していきたい。 

 

（会長） 

その他、ご意見等あるか。 

それでは、第７回宗像市総合計画審議会の開催については、６月３日火曜日１９時から、

この場所での開催。 

以上で第６回宗像市総合計画審議会を終了する。 


