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第４回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり）議事要旨 

 

日 時 平成２６年３月１７日（月） １９時００分～２１時５５分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】天野宏欣 今西良一 齋藤 豊  

永野芳宣 牧 敦司 宗像 優   

【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 吉武 

     大隈課長 古川課長 木村課長 吉住課長 早川課長 

梶谷課長 力丸課長 村上参事 吉原主幹 上田係長 

報  告 

１）第３回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり部会）の

議事要旨について 

２）第３回部会の意見に対する対応について 

議 題 １）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

その他 第５回調和のとれたまちづくり部会の開催について 

 

１ 報告事項 

（１）第３回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり部会）の議事要

旨について 

   修正なし 

 

（２）第３回部会の意見に対する対応について 

   事務局説明 

 

（部会長） 

かなり、丁寧に対応していると思う。最終的な文言については、もう一度提案できる時

期があると理解していいか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（部会長） 

骨格にかかる意見がなければ、審議に入りたいと思うがよろしいか。 

それでは、今日の議題に進ませていただきたい。今日は、都市基盤と公共交通となって

いる。今回も一括で説明をしていただき、通しで審議をしたいと思う。説明をよろしくお

願いしたい。 
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２ 審議事項 

（１）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

   事務局説明 

 

（部会長） 

都市基盤の整備だが、基本的には道路、公園、河川というような基盤整備となっている。 

道路は二種類あるが、「効果的な」の方は骨格的な道路で、「快適な」の方は生活道路に

分けられているかと思う。先に、二つの道路について御質問、御意見をいただきたい。 

 

（委員） 

施策区分「快適な道路の確保」の現状課題に「自動車の保有台数の増加などに伴い」と

記載しているが、宗像市民のみの保有台数を記載しているのか。 

道路の混雑状況は、宗像市民だけではなく、県外や市外から来られる方も影響している

のではないか。保有台数というのが、ちょっと引っかかる。 

「自動車の交通量の増加に伴い」という記載の方が、説得力があるのではないかと感じ

るがいかがか。 

 

（部会長） 

「効果的な」ともちょっと絡むが。まず御質問としては、宗像市内の保有台数というイ

メージなのか、もっと広く一般にということなのか。 

 

（事務局） 

宗像市内の保有台数のみならず、全体での保有台数をイメージして記述している。 

平成２０年から２２年の統計データでは、福岡県内の自動車保有台数が約３１１万台か

ら３１２万台に増えており、増加傾向にある。宗像市においても、５万８０００台から５

万９５００台と微増ではあるが、増加傾向にあると思っている。 

 

（部会長） 

「保有台数の増加など」と記述しているが、委員の御指摘は、もっとシンプルに「交通

量」という表現の方が分かりやすいのではないかということであるため、御検討いただい

てよろしいか。 

「効果的な道路整備」に「国や県との連携による道路の整備」とあるが、国道・県道と

宗像市内の道路との関係なのか、あるいは国道・県道を整備してほしいということなのか。

整備についても、改善も含めての整備と幅広く取ることもできる。具体的な該当箇所を考

えての計画と思うが、どちらを表現されているのか。 
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（事務局） 

具体的には、国道３号は福津市まで６車線となっているが、市内は整備されておらず、

光岡交差点では混雑している状況である。国及び県への要望として、国道３号、国道４９

５号、市内南北の幹線道路、一般県道の整備をあげさせていただいている。 

 

（部会長） 

「国や県への整備促進」とは記載できないか。「連携」にはネットワークというイメージ

もあるため、表現については検討してほしい。 

 

（委員） 

地域に住んでいて、困っていることがある。警察の分野かもしれないが、一方通行の道

路を逆走する車が結構多い。結構、スピードを出しているため、歩行者にとっては非常に

危険な状態になっている。 

また、幹線道路沿いの商店が駐車場を持っておらず、路上駐車により１車線が塞がれて

いる状況で、渋滞が起こっていることもある。駐車場を確保するように、行政から指導が

できないか。そのようなことを記載してはどうかと思う。 

 

（部会長） 

駐車場整備は、２番目の「快適な」で触れられればという感じがするが。 

 

（事務局） 

１件目の逆走については、やはり警察が指定している区間であり、周知を図るというの

が１番だろうとは思う。 

駐車場についても、店舗の駐車場がないため、市営の駐車場を整備するというのは難し

い。やはり、各店舗で駐車場を確保してもらうしかなく、交通に支障がある場合は、警察

に指導してもらうことになるかと思う。 

 

（委員） 

「快適な」の方で、取組方針に「自動車が市内を円滑に走行できるように」と記載して

いるが、あえて車を走らせない場所というのもあるのではないかと思う。 

原町から大穂に向かう唐津街道は、バイパスの整備後に交通量が減尐した気がする。人

に歩いてもらうため、あえて交通量を増やさないという言及があってもいいのではないか。

交通安全の施策になるかもしれないが。 

 

（部会長） 

「歩行者の安全に配慮した歩道」という記載もあり、歩行者専用道路という定義の分野
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だと思うがどうか。 

 

（事務局） 

全面的に歩行者専用というのは、なかなか難しい。イベント等がある場合は、一時的に

歩行者天国にするということもある。可能な限り、道幅が広い道路では、歩行者分離ある

いは自転車等とも分離するということについて、取組方針に記載させていただいている。 

 

（部会長） 

現状・課題に「児童や高齢者を含む」とある。都市ブランドのこともあり、高齢者だけ

ではなく児童も含めてということだと思うが、主な取組事業には「ユニバーサルデザイン」

と記載してあり、対象が幅広くなっている。現状・課題を「すべての人にやさしい」ある

いは「高齢者や障害者とする」もしくは「交通弱者」と記載し、児童と高齢者しか考えて

いないと思われないようにしたほうがいいのではないか。 

また、「長寿命化計画」と「計画的な維持管理の実施」の違いがわからないと指摘された

ときの回答が必要ではないかと思う。長寿命化に維持管理が含まれているのであれば、削

除するということも一つの方法かと思う。 

 

（事務局） 

この「長寿命化」というのは、橋梁の長寿命化ということをイメージして記載している。

「計画的な維持管理の実施」というのは、計画的な舗装の補修ということで、区別して記

載しているが、わかりにくいということであれば「橋梁長寿命化」と記載した方がわかり

やすいかもしれない。 

 

（部会長） 

何の長寿命化なのか、記載した方がいいと思う。 

 

（事務局） 

そのように記載する。 

 

（部会長） 

よければ公園と河川を審議し、最後に全体の見直しを行いたい。 

この公園と河川について、御質問や御意見をいただきたい。ここにある長寿命化という

のは何か。 

 

（事務局） 

公園の長寿命化を意味している。 
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（委員） 

最近の公園では、防災的な活用や災害時の避難先として活用するための基盤整備が行わ

れていることが多いと思うが、ここで触れなくていいか。 

 

（事務局） 

昨年６月、防災対策基本法の改正により、指定避難所以外での一時的な緊急避難場所と

して、指定緊急避難場所が新たに制定された。 

これは、例えば津波が過ぎ去るまで、とりあえず逃げる場所ということで、建物ではな

く、屋外でも可能となっているが、それについては基本的に整備等をせず、ありのままの

姿で避難できるところを指定緊急避難場所として位置づけたいと考えているため、今のと

ころ整備をする予定はない。 

 

（部会長） 

公園と河川、道路にも記載があるが、市民等による清掃活動支援というキーワードがあ

る。この辺は、市内にお住いの委員は、どのような感覚をお持ちか。 

質問だが、「等」は何を指しているのかを教えていただきたい。 

 

（委員） 

今の部会長の御発言と関連するが、取組方針の１行目に「公園がないエリアを中心に、

公園の整備を推進していく」と記載している。これは、公園がないエリアに公園を新設す

ると理解していいか。 

 

（事務局） 

市内に無公園地区があり、そこの新設整備ということ。 

 

（委員） 

その公園を整備や改修する際に、隣接する地域住民の要望等を取り入れ、整備改修をし

ていく考えがあるか。 

 

（事務局） 

公園の規模にもよるが、ここの公園とは一番身近な公園を想定しており、公園を整備す

る際は、当然地域住民の御意見を聞きながら整備していくことになる。 

「市民等による清掃活動」については、市でも道路や公園の維持管理を行っているが、

市民協働ということで、町内一斉清掃などの際に、公園や道路の清掃をしていただいてい

る。 
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（部会長） 

「等」とは、例えば大規模な公園については、周辺市町村の利用者にも清掃をお願いし

ているということか。また、「支援」とはどのような支援なのか。 

 

（事務局） 

「等」とは、例えば商工会のカーブミラー磨きなど、住民だけはなく、組織などの団体

に何らかの形で携わっていただいている。 

「支援」とは、コミュニティ課が設置される以前は、当課で作業に伴う費用を支援して

いた。コミュニティ課が設置されたため、コミュニティ課よりコミュニティに対し、まち

づくり交付金として支援を行っている。 

 

（委員） 

公園がない地区に公園を整備することは大賛成だが、一方で見直しについて考えてみて

はどうか。 

具体的には、大変広いスペースがありながら、荒れている公園がある。以前は子どもが

遊んでいたが、現在は整備がされておらず、花壇もほとんど作られていない公園もある。 

そのため、見直しを入れることを検討していただければありがたいと思う。 

 

（部会長） 

恐らく、公園のユニバーサルデザインのところにも含むという考えもあろうかと思うが、

確かに、ブランコ砂場等は無くなっている。先ほど新設については、市民参加により整備

するとあった。そのようなことを尐し加筆していただくと、委員が言われたような、地域

の実態に合った公園に変わっていくということが見えると思う。ぜひ検討をお願いしたい。 

 

（委員） 

戦略的取組に「コミュニティと協働し、地域に密着した道路や公園、河川の美観を守る

活動に取り組みます」とあるが、「地域に密着した」というのはどこにかかるのか。また、

美観を守る活動だけに特化しているように見受けられるが、そのような理解でよろしいか。 

 

（事務局） 

地域に密着した道路や公園については、道路の側溝に泥が詰まった場合は市が対処する

が、地域にはごみ広いや草刈りをイメージしている。河川についても、浚渫は市が行うが、

地域には草刈りやごみ拾いをお願いしたいと思っている。 

 

（部会長） 

ここでの表現は、道路と公園、小さい河川という理解でいいか。 
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（事務局） 

小さい河川についても、市民に草刈りをしていただいている。草刈りであれば、お願い

できるのではと思うが、ハード整備については、市が取り組みたいと思っている。 

 

（部会長） 

地域に密着した美観を守る活動については、地域と一緒に進めたいという理解でよろし

いか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（部会長） 

公園の隣が、「、」ではなくて「・」の方が表現としてはいいのではないか。 

都市基盤の意見は幾つか出ている。先ほど委員から御指摘があったように、この施策で

は全体として「地域密着」が非常に重要なキーワードになっている。「市民の方の意見を聞

きながら公園を再整備する」、道路もあるため「市民の方の意見を聞きながら、都市基盤整

備に努める」というように、ここでは特に強調するといいのではないかと受け止めた。 

 

（委員） 

公園と河川にも絡むが、よく散歩していると溜まった土砂や雑草がよく目につく。水辺

の公園や親水公園といったものを整備する考えはないか。 

 

（事務局） 

これまでも、例えば蛍など、水辺の整備は行ってきた。公園の整備には、そのような意

味合いの整備も含まれている。 

 

（部会長） 

楽しい絵がどこかに出てくれば、大変いいかと思う。よろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

公園に関して、計画的に改修する一方、維持管理費の削減に努めるとある。これは維持

管理費が数年前と比較すると高くなっているため、削減しようということなのか。 

 

（事務局） 

高くなったから削減するということではない。長寿命化計画とは、極端に言えば、壊れ

てから新設するのではなく、早めに修繕することで、トータル的なコストを下げるという
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もの。計画的な施設の維持管理に関する予算は、数年前から逆に下がってきている状態。

毎年、遊具の精密点検を行い、修繕が必要なものを早めに修繕することで、長期的にみる

と費用を抑えている。 

 

（部会長） 

長寿命化することで、維持管理費用を絞ろうという趣旨か。 

 

（委員） 

公園には、何十年前からブランコなどの同じような遊具がある。使われているものもあ

れば、あまり使われていないものもあると思う。アンケートを行い、本当に必要かどうか

を調査し、見直してはどうか。 

 

（事務局） 

使っている方は、整備当時と比べると変わっていると思う。 

以前は子どもも多かったため、ブランコなどが主流であったが、今では健康器具の方が

喜ばれる。遊具を交換するときには、公園の使い勝手を調査し、遊具を交換している。御

指摘のとおり、アンケートなどを行うことで、地域にあった遊具を計画的に整備していく。 

 

（委員） 

アンケートを行うときには、公園周辺の住民数名を対象とするのではなく、コミセンな

ど多くの人の意見を尊重し、検討していただく方がより有効的かと思う。 

 

（部会長） 

市民参加による地域に即した公園の整備を記載してほしいということだと思う。 

次の項目に移らせていただいてよろしいか。公共交通のバスに関するところではどうか。 

 

（委員） 

赤間地区のコミュニティバスが、一年間のトライアルが終了し、４月から実施すると各

家庭に通達が来ている。反面、糸島のコミュニティバスが、当初目標の半分に達していな

いため廃止すると新聞に書いてあった。トライアルをしっかり行っていなかったためでは

ないかと思う。宗像では、およそ１年間のトライアルを行っているため、そのような心配

はないかと思う。 

結果などについて、コミュニティを通して市民に報告し、もっとアピールしたほうがい

いかと思う。コミュニティバスは、外から乗っている人が見えないため、何人乗っている

のかもわからない。住民に、もっとわかりやすく教えていただければありがたいと思う。 
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（部会長） 

取組事業に高齢者に対する利用促進の啓発というＰＲは書いてあるが、委員の御指摘で

は幅広く利用促進につながる啓発・アピールを強化してはどうかという御意見かと思う。 

 

（事務局） 

利用頻度がわからないとあったが、年１回市広報紙に利用状況を報告している。また、

各コミュニティには、定期的に月別の利用人数を提出し、広報等に活用してほしいとお願

いしている。地域によっては、広報紙に利用促進を掲載していただいているが、十分では

ない部分があるため、地域の方にお願いをしていきたい。 

利用促進については、２月と３月に初めてキャンペーンを実施した。 

今まで利用されてない方に乗っていただくため、日曜日の無料化を実施した。赤間宿祭

りと重なったため、通常日曜日の倍の利用があった。 

また、サンリブ、ゆめタウン、西鉄ストアとタイアップし、バス利用及び店舗での千円

以上買い物ごとに判を押し、ポイント５つ毎に３００円の割引券と交換した。スタンプに

ついては、まだ集計結果が出ていない。結果によっては、来年度以降も定期的に利用促進

キャンペーンを実施したいと考えている。 

 

（委員） 

車種によって違うかもしれないが、コミュニティバスの中がよく見えず、乗車人数がわ

からない。車種の選定はどうなっているのか。 

 

（事務局） 

現在の車両は１０人乗りワゴン車を使用しており、基本的に福祉等の送迎用車両を使用

している。乗降時のときに、自動的に一段多くステップが出るため、高齢者の乗降が容易

なタイプとなっている。このようなタイプの車は、今使っている車種しかない。 

主に福祉関係の送迎等に使用しているものであり、逆に車内が見えない仕様になってい

る。乗っているのを見られたくないという意見から、スモークタイプが標準的な仕様にな

っていると聞いている。あえて公金を使っているわけではなく、車の特性上、この仕様が

標準タイプになっている。 

コミュニティバスについては、定員を超えるときにはバスを運行しているタクシー会社

がタクシーで送るため、心配なさらずにバス停でお待ちいただきたい。 

 

（委員） 

理論的にはそうなるのであろうが、市民はコミュニティバスの乗車人数に関心がある。

バスに乗れない場合は、ほかの交通機関を使わなければならない。乗っているのを見られ

るのは、具合が悪いのか。 
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（事務局） 

標準仕様となっているため、あえて公金をもちいて透明ガラスに変える必要はないと思

っている。満員であればタクシーが目的地まで送り届けるため心配はない。 

 

（委員） 

理論的にはそうかもしれない。バス停で待っている人が、満員の場合はタクシーが来る

ことを知っている人もいないし、高齢者がそのような交渉をするのは難しいのではないか。 

 

（事務局） 

コミュニティ運営協議会を通して、周知している。実際に神湊地区では、曜日によって

は満員になるため、タクシーを利用している方も多くいる。 

赤間地区は４月から実施するため、周知が十分ではないかもしれないため、コミュニテ

ィ運営協議会を通じて周知していただきたいと思っている。 

 

（部会長） 

今、インターネットで確認したが、確かにスモークガラスであるため、感じとしては委

員の御指摘は何となくわかるが、趣旨としては、乗っているのを見られたくないと言われ

る方もいるため、そのような仕様になっているのであろうと思われる。 

ただし、乗っているのかわからないという御意見もあると思うため、「利用者ニーズの把

握による効果的な路線の改正」となっているが、「ニーズの把握」という表現で、「高齢者

に対する利用促進につなげる啓発」も啓発にとどめず、利用促進という表現を御検討いた

だければと思う。大変具体的な御意見もあると捉えていただきたいと思う。 

 

（委員） 

車の仕様に関係なく、使う人の身になって車種を選んでほしい。コミュニティに行くこ

とがあるため、よく聞いておく。 

 

（部会長） 

バスの次、「船でつながる」の項についてはどうか。 

 

（委員） 

バスについでだが、「船につながる」には観光客について言及されているが、バスはそこ

まで強調されていないような気がする。陸路では、観光ルートのようなものを整備するつ

もりはないという理解でよろしいか。 
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（事務局） 

ふれあいバスとコミュニティバスについては、基本として市民の買い物、通院といった

日常生活の移動手段確保という目的で運行している。市外からの観光客、来訪者に関して

は、現在のところ、既存の西鉄バス等を使っていただくと考えている。 

今後、観光客等が増加知れば、最初に民間事業者に路線の運行増便等お願いすることに

なると思っている。対応できない場合は、将来的に市で検討していきたいと考えている。 

 

（部会長） 

船について、よろしいか。 

取組方針の始めが「運行時間や形態を変更するときには」となっている。委員の意見に

あるように、世界遺産も含め、宗像は観光客の増加を見込んでいる。取組方針は、まず「今

後、離島への観光客の増加」があり、「いろいろなことを調整しているなかで、運航時間や

形態の変更は意見も踏まえながら」という表現がいいのではないかと思う。読んだときに、

運行時間や形態を変更することを前提に取り組もうとしていると、間違った受け取られ方

をされそうな気がする。 

特別な意味があれば、この順番でもいいかと思うがどうか。 

 

（事務局） 

本来、渡船は島民の日常生活のために運航していたが、今では観光客が伸びてきている。 

そのなかで、本来の目的である島民の日常生活を強調しており、運航時間や形態を変更

するときは、まず島内の意見を聞くということを前段に記載している。 

 

（委員） 

逆ではないかと思う。部会長の意見のとおり、今後離島への観光客に関することを最初

に記載し、その後に運行時間や形態を変更すると順番が正しいのではないかと思う。 

 

（部会長） 

ほかの委員の方どうか。 

事務局の説明を聞くと、本来離島航路は島民の日常生活のためという位置付けで運行し

ているということをまとめた表現であればいいのではないか。 

 

（委員） 

「変更するときは」となっているためではないか。運航時間や形態について、例えば「検

討するときは」あるいは「運行時間や形態の現状を見るときには」と記載すれば、いいの

ではないかという気もする。 
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（部会長） 

市民の日常生活のためであると、記載するとはっきりするかもしれない。しかし、委員

の御指摘は、宗像の活性化を戦略的取組にでも入れたほうがいいということではないかと

思われる。文章については、課題に島内外の双方に対する対応と記載しているため、わか

るかもしれないが、委員の御指摘や「島民の日常生活のため」という表現を加えればいい

のではないか思う。観光客の増加という記載もあるため、その辺の意図を含めて記載して

いただければいいのではないか。 

最後に、「公共交通の利便性向上」はいかがか。 

 

（委員） 

東郷駅を利用しているが、通勤時間帯になると送迎の乗用車で混雑し、バスが入れない

ことも見受けられる。コミュニティバスを充実させることにより、通勤時間帯の運行を増

やすことで、かなり送迎による混雑が解消できるのではないかと思う。 

 

（部会長） 

「パークアンドライドの調査研究」とあるため、これから検討に入ると思う。 

赤間駅は随分整理ができているが、東郷駅は北側の用地があまりない。しかし、交通結

節点でのパークアンドライドは、ぜひ実施していただきたい。これに、ふれあいバスやコ

ミュニティバスが絡んでくると、非常に全体がつながるという雰囲気が出てくるかと思う。 

組立てとしては、非常にいいと思う。ただ、取組方針に「天神行き」とあるが、福岡市

限定という感じを受けるため、福岡都市圏や福岡都心部と記載した方がいいのではないか。 

 

（事務局） 

「天神」の記載について、電車で博多駅、バスで天神という宗像市の持つ交通の利便性

を強調したいということで、あえて「天神行き」と記載している。 

 

（委員） 

あまり聴き慣れないパークアンドライドは、どのような理由で着眼されたのか。 

自由ヶ丘を中心に天神行きと記載しているが、ここで非常に不具合があっているのか。

「天神行き」と「自由ヶ丘」が指定された経緯は、どういうことなのか。 

 

（事務局） 

自由ヶ丘にあるサニーの付近を通り、国道３号から天神に行くバスが非常に多く出てい

る。１日に百数十本ほどあるが、意外と知られていないため、自由ヶ丘をバスが集まる地

点として強調するため、あえて自由ヶ丘と打ち出している。 
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（委員） 

質問をした理由は、サニーには買い物客はいないが駐車場に駐車している車が多い。駐

車場に駐車し、バスに乗る人がかなり多いため、昼間の駐車場は車が多いが、夕方頃には

非常に尐なくなる。そのため、サニー側から行政に対して相談があったのではいかと思っ

た。 

 

（事務局）  

そのような話は聞いていない。 

 

（部会長） 

具体的な名称が出ているが、その周辺で一定の駐車場を確保するかどうかというところ

も調査研究するということだと思う。 

ここでは、自転車もしくは自動車でバス停まで来て、そこに駐車し、目的地に行くとい

うイメージか。そのため、そこにどのような停車または駐車機能が必要かということを研

究しようという位置付けでいいか。 

 

（事務局） 

はい。現在、パークアンドライトについては、ゆめタウンで実施しており、同様なこと

ができないだろうかということを含めた調査研究である。 

 

（部会長） 

先ほど、スタンプの説明があったが、駐車・スタンプ・買い物をセットにすることで、

安価に駐車することができれば、それぞれに利益が生じるということを検討しようという

ことだと思う。 

 

（委員） 

これは、ぜひ検討してもらいたい。 

以前、地球温暖化に関する全国大会があり、このようなパークアンドライドを実施して

いるという話しが合った。それにより、交通の混乱と地球温暖化防止に非常に役立つとい

うことが印象に残っている。ぜひ、調査をお願いしたい。 

 

（部会長） 

強く支持された取組事業であると、議事録に残すことをお願いしたい。 

尐し駆け足で進めたため、まだ消化不良の方もおられるかと思う。最後に、各委員より

全体を通して一言お願いしたい。 
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（委員） 

今のパークアンドライドだが、これは行政が調査研究する必要があるのか。 

サニーの駐車場が多いのは、無料だからではないか。無料であるため駐車し、天神に行

く人が多いのではないかと思う。有料化にすれば、車は減尐するのではないかと思う。 

 

（部会長） 

そのようなことも含め、これから調査研究をしていこうということだと思う。今のよう

な御意見があるということも考慮していただきたい。 

 

（委員） 

「都市基盤の整備」に「快適な道路の確保」とあるが、「快適な道路」というのが気にな

る。何か適当な言葉に変えたほうがいいのではないかと思う。 

 

（部会長） 

内容に安全も入っている。ぜひ検討をお願いしたい。 

 

（委員） 

「公共交通の利便性向上」で、幾つか確認させていただきたい。 

まず、施策概要に「このページは、公共交通に向けた取り組みを掲載している」とある

が、「公共交通の充実」あるいは「公共交通の利便性向上」と言葉を補った方がいいのでは

ないか。 

２点目は、施策概要の２段落目に「市民が通勤、通学、買い物などの日常生活を送るう

えで」とあるが、現状・課題のバスの施策区分には「通院」が含まれている。必ずしも文

言を揃える必要はないが、通院という言葉が現状・課題にあるため、施策概要にも通院を

入れることで、よりインパクトが出るのではないかと思う。 

３点目は、「公共交通」に島内での公共交通機関の充実という記載がない。例えば、観光

客を増やすために離島航路を充実させても、大島島内での公共交通機関の利便性がよくな

ければ、観光客はがっかりすると思う。現状を教えていただき、大島島内での公共交通機

関の利便性が充実していないのであれば、そのような記述が必要なのではないのか。 

４点目は、バスは観光客を念頭に置いていないのかという御質問に対し、バスは日常生

活者を念頭に置いた記述であるという回答であったと思う。実は、公共交通機関を利用し、

大島に行こうと思ったときに、ＪＲ鹿児島本線で東郷駅までは行くことはできたが、東郷

駅から宗像大社、あるいは神湊まで行くバスが１時間に１本ぐらいしかなく、かなり戸惑

った。その時は天気もよく、大島まで行くことができたが、また行きたいと思っても、公

共交通機関のことを考えると躊躇した覚えがある。日常生活の負担を軽減するために、公

共性のバスを充実させるというのもわかるが、ここに観光というワードが出ているのであ
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れば、バスに関しても記述したほうがいいのでないかと思う。その点に関しては、民間バ

ス会社が担うという回答であったが、取組方針にもあるとおり、「公共交通機関と連携し」

と一言挿入されたらどうかと思う。 

最後に、子育て世帯を念頭に置いた取組みの記述がないように思う。子育て世代の転入

増加が市全体の方針だと思うが、車を持っていない若い家庭があるのではないかと思う。

車を持っていない若い世代の人でも、安心して宗像市内で住めるという視点を記述しては

どうか。 

 

（部会長） 

大変具体的で、大島に行った後の話しは、今までなかった視点である。ふれあいバスや

コミュニティバスではない第３のバスをすぐに整備することはできないであろうから、調

査研究ということも必要なのか。この内容は、観光で記載されているのか。 

 

（事務局） 

１点目の施策概要については、御指摘のとおりであるため、文言を検討させていただき

たい。 

「通院」についても、御指摘のとおりであるため、検討させていただきたいと思う。 

島内の公共交通機関については、現在、電気自動車を活用しているが、来年度は観光客

をターゲットとした島内の循環バスの運行を検討しており、賑わい部会の島の充実に関す

る施策で、主な取組事業のなかに記述している。 

 

（部会長） 

運営は市か。 

 

（事務局） 

委託することになるかと思う。 

 

（部会長） 

他の施策で記載されていれば安心できる。 

 

（事務局） 

神湊行きのバスの便数が尐ないという指摘だが、赤字路線のため国の補助及び補えない

部分については市が負担をしている。宗像市を訪れる観光客、来訪者の方の９割ほどが車

で来られている。東郷駅から宗像大社及び神湊ターミナル便の１日の利用者は、通勤通学

時間帯はかなりいるが、曜日によっては、昼間は極端に言えばゼロの時間帯もある。西鉄

が運行しているため、採算が合わない路線は便数を減らしている。 
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当然、利用者が増加すれば、西鉄も何らかの対応をしてくれるものと思っており、市か

らも要望していきたい。しかし、同じ路線に市のバスを運行すると、当然西鉄は撤退され

る。市が運航する場合、１台につき年間１０００万円ほどの経費が必要だが、西鉄であれ

ば、かなり安い経費で運行できる。先ほどの回答と同じになるが、できるだけ民間の資源

を活用し、どうしてもカバーできない部分があれば、市で検討するということを基本にし

ていきたいと思っている。 

最後の子育て世代に向けた取組みについては、戦略的取組の都市ブランドにおいて、子

育て世代に向けた内容として読み取ることができないと思われるため、文言を検討させて

いただきたい。 

 

（部会長） 

都市基盤にはしっかり記載されているため、公共交通においても記載していただきたい。 

 

（委員） 

全体の審議会では、市内３大学との協働を強調されていた。しかし、この部会ではあま

り市内３大学との協働に触れていなかったということを反省していた。 

例えば、今日のテーマでは、安全な公園の整備は市民と考えるべきテーマだと思うが、

大学が参加して考えてもいいテーマだと思う。また、パークアンドライドの内なる交通に

ついても、大学の資源を使えるのではないかと思う。 

戦略的取組の協働は、コミュニティとの協働が多く記載されているが、コミュニティと

大学を含めた協働であってもいいのではないかと感じる。 

具体的に大学と連携できる事業があるのであれば、それを記載してもいいのではないか。 

 

（部会長） 

これは、委員が言われるとおりだと思う。重要なキーワードであるため、ほかの項目に

おいても、連携に加えられること、あるいは大学の参加を促すというものがあれば、ぜひ

御検討いただきたい。 

特に、最近の公園整備や公共交通手段の運営に関するアイデア、バスのデザインについ

ては学生も力を持っているため、協働することでいい結果が出るのではないかという気が

する。再度、これまでの施策においても御検討いただければと思う。 

 

（委員） 

先ほどの繰り返しとなるが、パークアンドライドについては、交通量の問題もあるが、

この宗像市は環境に恵まれているため、真剣に検討してもらいたいと思う。交通量の問題

を整理することで、ＣＯ２が削減され、本当に環境に優しい都市づくりにつながってくると

思う。ぜひお願いしたい。 
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（部会長） 

委員が言われたとおり、ブランドにしてもいいぐらいのことかと思う。公共交通と環境

に優しい施策をつなげた取組みを強調していただきたいということだと思う。 

今日の審議は、以上で終わらせていただきたいと思う。幾つか宿題が出たが、ここから

後は、事務局にお任せをしたいと思う。 

今日の残された議題について、その他の項目になると思うが、これについて説明をお願

いしたい。 

 

３ その他 

（事務局） 

次回の部会については、４月７日に開催することで調整させていただいたが、書面審理

に変えさせていただきたい。本日審議していただいた二つの施策を事務局で修正し、後日

会議録と赤字の修正文書を送付させていただき、意見を頂戴するという形に変えさせてい

ただければと思うが、どうか。 

 

（部会長） 

（委員より異論がなかったため）第５回は開催せず、書面審理で進めていただきたい。 


