
- 1 - 

 

第２回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年２月１４日（金） １９時００分～２０時５０分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】大方 優子 古賀 禎文 小林 正勝 辻 洋子 

仲西 浩一 花田 省蔵 藤本 幸男 養父 信夫 

 

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 新海 尾園 中村 赤田 

吉武 

     的野課長 井上課長 永岩課長 長谷川課長 古川課長 

 河野課長 岡田課長 村上参事 織戸主幹  平川係長 

 増野係長 吉武係長 中野係長 青木係長 熊野企画主査  

報  告 
１）第１回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）多彩な交流による観光の活性化施策の修正について 

議 題 
１）地域産業の活性化施策について 

２）資源を活かした島の活性化施策について 

その他 次々回開催日について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

 

２ 報告事項 

（１）第１回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり部会）の議事要

旨について 

   事務局説明 

 

（２）多彩な交流による観光の活性化施策の修正について 

   事務局説明 

 

 

３ 審議事項 

（１）地域産業の活性化施策について 

（２）資源を活かした島の活性化施策について    

事務局説明 
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（部会長） 

基本計画の中での多彩な交流による観光の活性化の修正案について、それぞれテーマご

とに事務局から説明があった。 

早速だが、意見をいただきたい。 

 

（委員） 

すごくいいと思う。最近、宗像が盛り上がっている。この前の世界不思議発見を皮切り

に、それからキリンビールさんの宗像を応援する缶ビールの発売、だんだん露出が高くな

ってきて、本当にメディアさんのおかげで、宗像ブランドというのが、だんだん構築され

てきたのかなという、そういう意味ではすごく今チャンスだと思う。 

県の方も応援してもらっている。その中で観光プラットフォームはすごく大事。 

先ほど事務局から説明があったが、それが本当に宗像でつくれれば、かなり動いていく

と思う。 

自分の理解でいくと、従来の観光は、大手旅行会社に全部頼る。それからイベントで終

わりという理解。それも必要であるが、もう一つ地域づくり型観光というか、滞在交流型

観光というか、365日、地元が主体になって受け入れる体制を重点エリアでそれぞれやって

いく必要がある。それが大島だったり、鐘崎だったり田島周辺だったり、赤間宿だったり、

それが本当にできれば、すごく宗像のこの滞在型の交流とか、観光については大きく動い

ていくと思う。そのための組織と人材、それをどこが担うのか、それは各論でみていかな

いといけない。当然地元である地域住民がやっていくが、それをコーディネートする人材

がもしかしたら、地元から出てくるのか、場合によっては、あえて外から外部人材を入れ

て、その刺激の中で地元も一緒になって動いていくのか。そこは、地域によって、作戦を

個別に練りながら、やったほうがいいと思う。ここの赤字で追加された事項が本当にこれ

から各論で事業として落ちていけば、恐らく宗像はすごく全国的にも、可能性のある地域

になってくると思う。 

それともう 1 つ、移住定住。特に離島である大島、地島は可能性があると思っている。

自分も関わっている地域でいくと壱岐とか対馬とか甑島とか奄美大島とか、今の離島に対

して移住定住者の希望者が 3.11以降かなり増えている。 

その人たちは自分たちで例えば、古民家カフェを開催しているとか、ネット通販で商売

するとか、そんな人たちもだんだん出始めている。 

そんな人たちを 1回、大島、地島の人たちに対してプレゼンさせて、自分たちだったら、

こういうやり方で皆さんの島でこんなことやりたい、ぜひ自分たちを受け入れてくれと。 

そんなプレゼン大会で都市住民を移住定住施策の中で受け入れるというやり方もある。 

そうすると、この観光施策でやっているわけだが、移住定住施策の中の提案が、結果的に

この交流観光のある意味、一つの武器にもなって、起爆剤にもなっていけるのではないか。

そういう意味では、部局は宗像市の場合は移住、定住、観光、島づくりのいろんな部局が
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分かれていると思うが、何かそういう部局間が、島について連携していくと、すごくおも

しろい展開になると思う。 

すごく、基本計画の赤字の追加の話は、自分はすごくいいかなと思う。 

 

（部会長） 

今言われるように、本当に戦術になるというか、やはり人材に対しての成長とコーディ

ネートがすごく大事になってくる。 

あと、それぞれできたら、この辺はとても大切な部分になる。特に先ほどから事務局の

説明の中にあるように、やはり観光プラットというのは、まずは広域観光ということで、

地域そのものの中で、地域魅力の相乗効果を、地域の行政だけに限らず、地域そのものの

歴史と文化が、やっぱり共通しているところが一緒になって仕組んでいくのは、とても大

事かなと考えているので、その辺まで踏み込んだところでの、この宗像版観光プラットフ

ォームに対してのより一層の意見をもらいたい。 

 

（委員） 

これは単独の課でできることじゃないと思う。市民協働の部分もあるし、漁業だったり、

農業、産業だったり、そういうところの連携を本当に上手く使って市全体でやれると実現

するのではないかと思う。 

 

（部会長） 

やはり市民協働、それから地域の産業、サンプロっていう言葉があって、産業振興でい

えば農業、漁業、商工観光っていうようなところが中軸になって今やっているので、それ

と、市の連携というのが三者一体となって、やっていければいいなと思うので、その辺も

少し文言中に、差し込めればいいなと思う。 

 

（委員） 

すごく、具体的になって、わかりやすくなったので、自分はこれでよかったと思う。 

 

（委員） 

自分もこの取り組み事業部分のとこが特に細かいことが設定されていて、取り組みにす

ぐつながるような書き方になっていて、いいなと思った。 

先ほども意見が出たように、この観光プラットフォームを推進していくに当たって、す

ごく重要な鍵になる部分がやはり組織をどういうふうに作って、それをどのようにつない

でいくかってことだと思う。 

観光ビジョン検討共有により地域と一体となった体制づくり組織強化という部分を、こ

の部分をもっと具体的、強めに組織を立ち上げるとか、そういう書き方にして、強調した
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書き方にしてもいいのではないかと思った。 

 

（委員） 

少し感じるところは、観光客を呼んだときに住民の方たちの考え方というか、住民の方

たちがオープンに迎え入れるような、そういうマインドにするのはすごく難しいし、でも、

そうしていかないと観光は成り立ってはいかないと思うので、その住民意識をどうやって

つくっていくのかというところと、あと海外の観光客となると、やはり言葉の問題がある

と思うので、最低英語でガイドできるような、そういう、レベルまで持って行けると本当

にアジアとかヨーロッパ、そういう方から、観光客が来る。そういう土台をどうつくって

いくか、それができて、観光が成り立っていったらいいなと思った。 

 

（部会長） 

先ほど人材という言葉があったが、やはりこれはコーディネートするというだけではな

くて、やはりそういう意味では迎えいれるような部分でも必要になると思うので、その辺

もしっかりとつくっていきたい。 

 

（委員） 

宗像全体で、観光客を呼ぶというのは難しいから、ある程度の拠点を決めて実施してい

くことが大事だと思うし、いろんな委員の意見の中で、組織それから人材、それをどうつ

くっていくか。 

今、日本中に台湾、中国、タイの人たちが来ているが、言葉の壁があるので、外国の方

がこられたときに、どういうおもてなしをするかというところで人材育成も大事だと思う。 

 

（副部会長） 

きれいにスタートが切れるのかなという感じがする。あとは具体的に、だれがどのよう

なスケジュール感でもってどういうターゲットを定めていくか。 

さらに、今からつくっていくのが商品であるとするなら、具体的な商品戦略という、次

のステップになるのではないのかと思う。 

物を買うとか消費ということを考えたときに、このタイミングというのは極めてラッキ

ーというか、タイミングとしてはいいのかなと思うのは、消費そのものが盛んというか、

上向きにこれからますますなってくるだろうし、これはもう大都会のみならず、日本国中

そうなってくるだろうし、あるいは東アジアそのものも必ずしもその反対の動きではない。 

消費ということに関しては、大変に順風フォローの風が吹いているのと、それと一つ、

これの方が大事という気がするが、お客様の目、本物、ある程度クオリティの高いものに

ついては、それなりのものを払う必要があるという価値観概念みたいなものが、どうも育

ちつつある。何でもかんでも安けりゃいいという時代が一つ山を越えたのかなと。 
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価値観はそう簡単に変わるものではないが、この山みたいなものを超えて新しい価値観、

本物を見る目、クオリティについてはやはり大事だという風潮みたいなものが今あるとい

うのは新しいものをつくっていく、発表していくっていう時には極めてタイミングとして

はいい背景とか環境にはなってきたのかなと思う。 

したがって、一気呵成に、タイミングとしてはいいわけだから、どういうふうなプロダ

クトをどういうふうな戦略でもって作っていくのか、次のステージの議論に入っていくの

かなという気がする。 

 

（委員） 

さっきの委員の方も言ったように、地元の人たちが皆さん、観光ウェルカムという状態

にはないと思う。 

その中で、それを少しでも、お客さんが来ることによって自分たちの生活が変わってい

くという考えに変わるキーワードは 6 次産業化だと思っている。例えば大島だったら、漁

協のおばちゃんたちが自分で弁当事業をやるとか、レストランをやるとか。例えば規格外

も含めて、それが商品になって、そのままお土産になるとか、ネット通販で売れていくと

か、そういう必ずしもお客さんが来ることによって、ごみだけ来て、全然自分たちに関係

ないではなくて、自分たちの暮らし自体が変わっていくというのも併せて、人材育成を行

うのが同時に必要かなと思う。 

それから、観光プラットフォームの話でいくと、中核になるのは道の駅むなかただと思

っていて、これは全国モデルですごく注目されているのは、観光協会、商工会、農協、漁

協が一緒になって会社をつくったというところが、道の駅の大きな全国モデルになってい

る。 

そういう意味ではすごく展開しやすい。しかし、道の駅は中核の観光プラットフォーム

だが、それ以外の重点拠点のサブ観光プラットフォームはどこの組織が立っていくのか。 

例えば大島だったら、うみんぐなのか、もしかしたら、そのうみんぐを中核として、株

式会社大島みたいな。赤間宿だったら、今回の東部の拠点になっていくと思うが、それに

よって、最初からどこをサブ観光プラットフォームの拠点になりうるかというのを、もう

今のうちに決めたほうがいい。決めた中で、関係部局がいろんな事業をどんどん実施して

いく。 

それから、マーケットについては、多分いろいろ可能性がある。例えば観光で考えたと

きに、民泊型教育旅行。現在九州でいくと、松浦とか鹿児島の大隅とかが、民泊型教育旅

行を実施していて、一つ可能性があるのは、例えば鐘崎だったらどうだろうかと。鐘崎の

漁師のところに、子供たちが泊まって、いろんな体験をして、それが 20～30件集まってく

れれば、一つの小学校に入れる形になってくるので、鐘崎については民泊型教育旅行でも、

いけるのではないか。また、例えば大島のオルレについては、スピリチャルでくる一般の

お客さんの宗像大社の世界遺産の動きの中の遥拝所まで行くこの流れと、オルレの人たち
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は少し違うＰＲ戦略もいるのかなという気がしている。 

韓国の人たちと話すと、実は日本の古い民家にすごく興味があるらしい。それと、杉の

木とか竹とか空に真っすぐ伸びる樹木の景観にすごく引かれるらしい。そう考えれば、ち

ょっと韓国用の人たちの組み立てと、本当に神社大好きなスピリチャルガールみたいな、

結構感性が高い女性人が日本の神社を参拝しているので、その人たち向けの組み立てと、

いろいろそこは戦略的に組み立て方があるのではないかと思う。 

それから、赤間宿なんか見ていると、今まで歴史好きな人たちだけではなくて、八女の

福島なんか見ていると、結構若い人たちがもんぺを新しいデザインに変えたり、少しデザ

インセンスのある若者が、その空き店舗にどんどん入って商売を始めている、そんな仕掛

けをやりながら、ちょっと若い人たちの雑貨好きな人たちなんかも集められるような、そ

んな組み立てもある。 

そう考えれば、それぞれの地域が持っているポテンシャル、可能性とあとどんな人材が

今時点いるのかと。それをしっかり見きわめたうえで、それぞれの部局がこの大きな戦略

を理解したうえで事業を実施していく。そんなことを個別に作戦会議をやっていくと、い

いのではないかなと思う。 

 

（部会長） 

およそ委員の意見等も含めて、意見の抽出できたのかなと思うので、この辺で事務局に

戻したい。 

 

（事務局） 

今いただいた意見は 1 番右の取り組み事業をさらに細かく砕いて、いざ実践と言ったと

きに、必要な視点であるとか、取り組み方というところで意見を貰ったと思っている。 

この基本計画は、平成 27年度からの実施となるが、今からでもすぐできることは、もら

った意見を参考にしながら、27年度からスムーズに行けるように取り組んでいきたい。 

 

（委員） 

例えば各論でいうと、今農水省の事業が 21日締めである。そこにいけるところがあれば、

農水部局はぜひお願いしたい。例えば地島で活用できないかとか、あと、地域再生交付金

の事業を使って、今日話したようなことを１個やれないのかとか。あと、総務省も子供プ

ロジェクトの事業が新規で今公募中。 

それで鐘崎をつなげたいなと思っているので、ぜひ検討をお願いしたい。具体的にこれ

から動ける世界があるので。 

せっかく今日行政のいろんな部局が来ているので、本当に今自分たちの部局の中でやれ

る可能性はもう明日から手を動かして、可能性があるところは。 

ただし、問題は、それを受け入れる地域側が本当にやり切れるのかどうか。やり切れる
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体制がなければ、市の職員が踏ん張ってまでも、やらないとしょうがない。 

やっているうちにだんだん地元も、ここまで市の職員がやるなら、ちょっと自分たちも

負けてられないと言って、動いてくれるのが一番ベストだと思う。 

もう既にいろいろ組まれている単費は、それはそれで動かしながら、さらにこういう国

のモデル事業みたいなものは結構視察にもつながる可能性があるので、ぜひ、今公募され

ているものは、検討してもらいたい。 

 

（部会長） 

今言われるように、大いに活用できることは利用しながら、そしてタイムリーに早速に

でも始められるようなものは、始めていきながら、最終的にこの二次の総合計画、平成 27

年度にはウォーミングアップを十分に重ねたところでスタートできるというようなところ

が 1番わかりやすいかなと思うので、よろしくお願いしたい。 

引き続き、今の流れで地域産業の活性化の説明を事務局にお願いしたい。 

 

（事務局） 

 地域産業の活性化施策の説明 

 

（部会長） 

地域産業の活性化について、これは産業基盤の強化、それから農作物、水産物の消費の

拡大、そして観光関連産業等の活性化というような形での施策の区分を大きく三つに分け

た形で説明があったので、まずこれも意見をいただきたい。 

 

（委員） 

まず、農業の跡継ぎ、就農の問題。特に若い方たちが後を継ぐというようなことが減少

していると聞いているし、いろいろなことをするためにはそれをやる人が、増えていかな

いと、目標も届かないというに思う。もっと市が前に出て、農協と協働でとの説明があっ

たと思うが、もう少し市が全面に。 

例えば八女市とか糸島市とかは、どれだけ年間に就農者が増えたかを目標でやっている。 

そう考えると、市がもう少し前に出るような、施策が必要じゃないかなと思う。 

結局、若者を宗像市に呼ぼうっていうのを大きな目標があると思うので、住みやすいか

らくる、いろんな子育ての施策があるからということではなく、そこに仕事があるからと

いうのが、住んでいる人たちが生き生きとできることかなと思うので、そこをもう少し全

面に出せたらいいかなと感じた。 

 

（部会長） 

特に１次産業における後継者育成に関しては、具体的な市そのものが戦略的なもの、そ
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してその中で具体的な戦術に移すようなことを、事業として落とし込んでいくというのも、

宗像らしい今後のテーマとしては大事かなというふうには感じる。 

 

（委員） 

取り組みとして、いろいろなことがここに網羅されている。多分、やらないといけない

事というのは、かなり網羅されていると思うが、産業として、消費につながるという意味

でいくと、何かもっとこう戦略的商品みたいなものをたてる必要がある。これはこれで全

部やらないといけないということだと思うが、もしかしたらこういう商品にもっと特化さ

せるとか。こういう部分で何か宗像らしさというものをシンボリックにするとか。 

そういうものが何かそういうものをつくるというテーマなのかもしれないが、具体的な

ものっていうのは、この先の実施の部分になるかもしれないが、何か、そういうメリハリ

というか、いわゆる戦略商品が必要ではないか。 

何かそういうものがあった方が、全体を引っ張っていく力にならないか、その辺がもう

少しこう見えてもいいのではないかと思う。 

 

（部会長） 

特にここは自分の意見としても事務局にはぜひお願いしたいのが、やはり宗像力という

言葉でいろいろと情報を集めしている中には、ほぼ商品の中で具体的なものがよく上がっ

てくる。 

実際にその辺のヒアリングなんかをしていると思うので、できれば産業の活性化のやは

り 1 番大切な部分は、宗像ブランドというものをよりしっかりと絞り込んだ形での商品づ

くりというのは、ある意味プレゼンしやすいと。宗像を見せやすいという意見であった。 

これもやはり取り組みの事業として、しっかりと落とし込んでいってもいいような気が

する。 

それと先ほどの後継者育成の部分もそうだが、この分に関しても具体的な取り組みの中

には企業に対する支援だとか、援助の実施だとかいうような項目もある。 

この辺と、実際に起業していく新しく起こしていく人と、実際に後継者として後に残っ

ていく人と大きくその辺は、テーマを持ってもいいのではないか。 

 

（委員） 

自分も全く同じような意見になってしまうが、この前に議論した観光の活性化に書かれ

ているものと比べると、この地域産業の活性化のところの特に取り組み事業の部分に、余

り具体的なことが、書かれていないような気がする。 

取り組み方針の内容が、ただ右側に箇条書きになっているような印象を受けるので、例

えば今も話あったブランド化は重要だと思うが、ブランド化、じゃあ何をするのっていう

ことをどこまでここに書くべきは、議論が分かれるかと思うが、それを踏まえたうえで、
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もう少し具体的な内容をここに持ってくる方が、宗像の特徴が伝わるのではないかと思う。 

1番下の観光関連産業の活性化についても同様で、道の駅を中心として、じゃあどういう

ふうにして周りを巻き込んでいくかも踏まえたうえで、このあたりにももう少し具体的な

ことが、書けるのではないか。 

 

（委員） 

産業の活性化というところで前の観光のところとも関連するが、海外という言葉がない

ので、日本の食とか、すごい高付加価値なので、中国とかシンガポールとか、そういった

ところだと、きっと日本国内で販売するよりも 2 倍 3 倍ぐらいの販売価格になってくると

思うので、国外を入れたらいいのではないかと思った。 

関連でいうと、海外は、今どんどん発展しているので、販路拡大にもつながってくると

思うし、高付加価値で販売できれば、若者とかも集まってくるのではないかと思う。 

そういう販売する販売先も含めた、儲かる仕組みをつくってしまえれば、いいのではない

か。 

もう 1点が、インターネットとか、そういう IT関係の言葉が、入っていない。 

 

（部会長） 

とても大切な言葉が幾つか出たので、その辺も参考にさしていただきたい。あとは商工

会の立場から、特にこれからの展望についてぜひ意見をいただきたい。 

 

（委員） 

大した展望を持ってないが、先ほどから後継者等の問題、農業、水産、商工業もそうだ

が、要は後継者がいないということは、魅力がないということ。 

3.11 の関係で建設関係、ほとんどが機材とか人間が東北に行っているので、その影響も

あるが、昔に比べて建設業関係、もう若い人のなり手が少なくなった。 

なぜかというと、メリット、魅力がない。自分が今から 40年以上前の時は、サラリーマ

ンより職人の方が倍くらい給料がよかった。 

だから、その時に若い人が職人になって、結構いい作業をしていた。今、それこそ、サ

ラリーマンしていたほうがよっぽどマシ。だから建設関係にも魅力がない。 

農業、水産業にしても、もう魚が取れない。農作物も売っても安いということで、言わ

れるように付加価値をつけて売らないと魅力がない。ここに書いてあることは、ごもっと

もだと思う。 

こうしなきゃいけない、なりたいというのは、皆さんと同じような気持ちだろうと思う

が、例えば、年間道の駅で 100 万人。多分 8 カ月ぐらいで 100 万人なるので、年間 130～

150 万人は来ていると思うが、ここに滞在時間が少ないと書いてあるが、道の駅としては、

ここで 2時間、3時間滞在されたら駐車場がなくて、その辺の道路が渋滞してしまう。 
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こういうことが書いてあるなら、田を駐車場にするとかも考えていかないといけないし、

それと観光もそうだが、要するにお客さん、対象者のニーズに私たちが答えきれるのか。 

わかりやすく言えば、幾ら家を建てるのに、国内産のヒノキのいい材料を使っても、大

工さんが自分の好きな家を建てたら、お客さんは絶対文句を言う。お客さんが気に入った、

家を建ててあげないと、絶対にそこは商売にならない。 

だから、幾らおいしい新しい魚を出しても味が合わないと来ていただけない。 

そして、さっき鐘崎とか大島とか話も出たけど、民宿も結構だが、魚の匂いの嫌いな人は、

そういうところにいったら、もう二度と泊まりたくないになる。 

だから、魚屋さんに食べに行ったときも魚はおいしいかもしれないが、玄関入ったら、

魚臭いとか、不潔だとかいうところは、幾ら魚がおいしくても二度と行きたくないとなる。 

だから、いろいろなことを考えて、自分たちが対象にしているお客さんというか、観光

客、いろいろな方に合わせて自分たちが対応しきるかというのが 1番大事。 

だから、極端な話、これはしないといけないと思うが、例えば、税収はどうなるのだろ

うと。これから先、5 年後 10 年後の宗像の税収がどれだけ上がってくるのだろうと。そこ

までいろんなことをするにはお金が要るので、できればそこまで考えて、計画を立てて、

やるなら、本当にできるようなことをやっていきたいなと思う。 

商工会も一生懸命ここに書いてあるから、企業誘致等は、いろいろ行っていきたいと思

うが、宗像に出してよかった、宗像に工場を造ってよかったと言われるようなメリットを

出してもらえると、よそのところからどんどん企業が来るのではないかと思う。 

人口も宗像より、古賀、新宮のほうが増加している。それは向こうの方が、福岡県民に

とっては、今のところメリットがあるのだろう思う。 

だからぜひ、宗像にしかないメリットをここに書いてもらうとわかりやすいと思う。 

 

（部会長） 

ニーズというのは、やはりこれから我々が目指そうとするところに必ず必要とする具体

的な的になろうかと思うので、その辺は大いに検討していきたいと思う。 

 

（委員） 

確かニーズの話を聞いていて思ったのが、よく道の駅百何十万人来るので、その人たち

の回遊性を高めるという、これは一見すごく行政的には真っ当な議論に聞こえるけど、お

客さんのニーズからすると、朝早く来て、新鮮な魚を捌いてもらって、早く家の冷蔵庫に

入れたいという、そういう実際のニーズもある。本当はその目的をもって、本当にその重

要拠点に行く新しいマーケットをどれだけそれぞれの地域がつくり上げるかを考えた方が

結果的に周遊していくということになる。 

次のページとの絡みで、水産関係とか大島とか入れた方がいいのかなと思う部分もある

が、例えば観光関連産業の活性化のところの取り組み方針で、ここには結構具体的に国道
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495号線、唐津街道という話があるのと同時に、ここに入れるとすれば、世界遺産の絡みで、

その重要拠点になる大島とか七浦の鐘崎とか神湊とか、そういうところの観光振興が実は

大事だと言うのも並列して、もし各論で唐津街道、495と入れるのであれば、世界遺産の絡

みのコメントを入れたほうがいい。 

あと、主な取り組み事業については、前の話の繰り返しだが、もしできれば、追加いた

だきたいのは重点エリアによる地域づくり型観光の推進、そんなコメントをひとつ、主な

取り組み事業の中に入れてもらえれば、大島とかほかの地域とかに対する観光施策も読み

取れる。できれば、それを検討してもらいたい。 

それと、これは入れる入れないは、全然関係ないが、ちょっと気になったのが、実は鐘

崎の海女さん。 

実は日本の中で、漁業のある意味、潜水技術を持った宗像海人族の象徴的なものが海女

さんだと思うが、実際あと 2人しかいらっしゃらない。 

海女さんが鮑をとって、それをよって、日本で最初の水産加工業かもしれない。 

干し鮑なんかやっていたという意味では、そういう文化がもう風前の灯の状態にある。 

実は壱岐には、外部人材の地域おこし協力隊として海女さんを送り込んで、あそこは 50

～60 人ぐらいは海女さんがいるので、海女漁としては、まだ成り立っているが、それでも

海がもう、枯渇して磯焼になって、もう水揚がどんどん減ってきて、後継者がいないとこ

ろに対して、奇特な外部人材が入ってきた。 

鐘崎の海女さんがいなくなるのは、これから鐘崎をブランド化しようとしたときに、す

ごく痛手になるのではないかなと思っていて、もし今だったら、まだ教えていただける海

女さんもいるので、何か手を打ったほうがいいのではないかと思う。 

少し各論過ぎて、この中に入らないが、すごく自分なんかはこれから自然とか環境とか、

それから、おばちゃんたちの加工業とか、潜水技術の宗像海人族のいた鐘崎の水産加工を

ブランド化していくための御柱になる人たちが、ここで消えていっていいのかと個人的に

思う。 

 

（部会長） 

基本計画の中には、その落とし込みとして非常に表現の仕方が難しいと思う、海女文化

に限らず、宗像そのものが持てる歴史の中から育まれた文化の中には、やはりそれぞれい

ろいろとある。特にキーワードになっている食というあたりにはいろいろな商品がある。

その辺を大きく言えば産業の活性化の中での消費につなぐための具体的な商品をブランド

化していこうということが、今後の宗像の宗像らしさで強く関係してくるのではないかと

思う。 

 

（副部会長） 

さすが、委員の方々それぞれ的を得たご発言をいただいて、そのとおりだと思っている。 
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戦略的なものに対して少し強弱をつけたほうがいいのではとの話があり、まさにそのと

おりだと思う。 

総合計画の基本計画だから、あまり強弱つけ過ぎてもどうかという声が聞こえてくるか

もしれないが、今後これからいろいろ具体的なことを議論していく中で、強弱というか、

それぞれの分野の蝟集の中においての 1 番バッターを誰にするか。切り込み隊長は誰にす

るかということになってくる。その中で具体性を追求していくと、全体の絵が出てくるの

ではないか。だから、それぞれの分野の中において売り込む商品を限定していくという意

味じゃなくて、背景として置いとく方が、全体の香りみたいなものが立ってくるのではな

いか。価値のある背景もあるだろうし、存在もあるだろうし、あるいは切り込み隊長とし

ての価値の方がより直接的で強いものがある、伝達力があるというふうなものもある。だ

からいろいろな方々が道の駅のことをサンプルとして話をされていたが、自分は今の姿が

理想的な姿かなと。滞留ちょっとで、ちゃちゃっと買って帰ると。観光なんかしないと。

これ１つのビジネスの理想形なわけだから、これはこれで、余り余分なことを考えない方

が、トータル的にはいいのかなと思う。 

この前も言ったが、客単価ということを考えた場合に、コストはいつもかかるわけだか

ら、買物客少なくなったら、我々も含めて、職員の数も減らすのかというわけにはいかな

いから、コストはこれからも一定のものがあるし、あるいはこれからふえていく中でどう

いうふうに、効率性能率性をもっと高めるということだから、頭数ももちろん必要だし、

いろいろな分野のすばらしいことだという印象もあるわけだが、一方では、そんな効率と

いうか、より強い直接的なエネルギーを持った伝達の仕方とかを考えたときには、相当こ

の道の駅というのは１つの成功例ではないかと思う。自分なんかは、もろ手を挙げて賛成

するビジネスモデルの一つだが、そんなことでこれからは、それぞれのプロダクトという

か、宗像の持つ、利点、いいところをナンバリングしていくということ、強弱を少しつけ

る中で戦略を構えていくということは大事なのかなと思う。 

 

（部会長） 

わかりやすい話で今、大体、委員の意見も一通り出揃ったので、私の方で最後につけ加

えるとするならば、どうしても現状課題とか取り組み方針については、記載の中に多少の

文言をつけ加えるぐらいで済むと思うが、やはり主な取り組み事業の中には、例えば水産

の関係でもそうだと思うが、現実の問題の中での具体的な、将来像というもの中での取り

組み事業というのを書きこむとか、やはり現実に、余り抽象過ぎて非常に身近でないよう

な言葉でくくってしまわずに、より宗像として見やすい見えやすい、そういうものがきち

んと入り込んでいくと、非常ににぎわいそのものの具体的な的が見えてくると思うので、

その辺は事務局でぜひ、取りまとめていただきたい。 
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（事務局） 

もらった意見の中でこちらが抜けていた視点であるとか、その他、先ほどから出ている

戦略的な消費への取り組みとか、そういった意見等をもらったので、また、再度事務局で

持ち帰り、次回修正案ということで報告させてもらいたい。 

また、せっかくの機会なので、何かこの記載事項等について質問等あれば、今この場で

受けておいたほうがいいかなと思う。 

 

（部会長） 

今事務局から説明があった。記載事項の中での具体的な文言について、何かつけ加えた

いもの、例えば、ここはというものがあれば、意見を。 

 

（委員） 

水産業については、養殖とかそういう事項が書いてあるが、道の駅でも売る品物が少な

い、限られていると。商工観光課が松本に行った時に、持って行ったのは全部道の駅が 1

回買い取ったものを持って行った。それも道の駅の出てくる品物を調整しながら、向こう

に持っていくと。だから売る品物がもう宗像は少ない。 

道の駅で売っている品物数は今、いっぱいいっぱい。だから、農業、水産ここでやっぱ

りとれる魚をふやすとか、農産の数をふやすとか、もう少しわかりやすくここに入れても

らいたい。 

 

（部会長） 

続いて文言の方で、追加したい言葉、文書があったら、今のうちに言っていただければ

ありがたい。なければその辺で事務局整理をお願いしたい。 

 

（事務局） 

それでは、今までもらった意見について、一旦、持ち帰らせてもらって次回また修正案

と言う形で報告をさせてもらいたい。 

それでは引き続き、島の活性化の方の説明に移っていいか。 

 

（部会長） 

資源を活かした島の活性化の説明を事務局よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

 資源を活かした島の活性化施策の説明 

（部会長） 

にぎわいの中で特に大島、地島という島を抱えている。 
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この宗像にとっての島の活性化というのは非常に産業振興のキーワードにもなっていこ

うかと思うので、意見をいただきたい。 

 

（委員） 

少し全体テーマの中で、できれば、あえて入れてもらいたいのが移住定住。 

外部人材を入れるというようなコメントは入っているが、もう一つ移住定住っていうのは

明確に、この島の活性化の取り組みの中に入れた方がいい。 

実際、この前も移住定住フェアを東京で見てきたときに、結構離島が人気だった。長崎

でいくと五島に入ってきているし、奄美大島の中の加計呂麻島なんかも実際もう 200 人ぐ

らい。あと有名なのが、島根県の海士町。海士町は若い人たちが施策を打って若い人材が

入って来ている。 

その大島は空き家がどんな状況なのかわからないが、多分、都市住民のそういう若い感

性を持った若い人たちから見ると、すごく可能性のある島だと思っているが、移住定住施

策をこれからちょっとしかけていくという、その中でかなり感性のいい都市人材を別に予

算入れるわけではなくて、彼らが自分のリスクの中で、入って、自分で起業化するぐらい

の気概を持った人たちを逆に選んで入れるぐらいの何か施策を打てないか。そういう意味

では、移住定住というキーワードは一つ入れてほしい。 

あと、2次交通網は何か入っていたと思うが、実際これから離島の交流とか観光とか展開

するときに、どうしても課題なってくるのが 2次交通網。 

屋久島とか五島なんかは電気自動車なんかを走らせて、大島なんかはトヨタ自動車さん

との関わりが深いので、もうちょっと小さな電気自動車みたいなものを 2 次交通網として

入れられないか。当然、サイクルとか電動自転車とかそういうのは当然しかけていると思

が、必ずしも若い人たちだけではなくて、神社にすごく興味があるが、ちょっと足腰がと

いう人に対して。そんなにオルレを健脚でがんがん歩く人たちだけではないので、そう考

えたときに、2次交通網をどう整備していくのか。 

コミュニティーバスを利用するかとか、そこまでまだ入り込んでないので、わからない

が、どうしても島の活性化を考えたときに 2 次交通網というのが避けて通れないテーマな

ので、そこの記載もいるのではないか。 

あと、既にやっている打ち上げ花火的なイベント。今でもやっているマラソンとか、昔

はトライアスロンとか、それから自転車のツーリングとか、まずは感性のいい人たちがこ

の大島を知ってもらうきっかけのイベントは、年に 1 回、何か欲しいかなというふうに思

う。 

加計呂麻なんかはシーカヤック全国大会を毎年 4 月ぐらいに仕掛けていったりとか、ツ

ーリングをやったりとか、そういう人たちが 1 年に 1 回は訪れるような場になっているの

で。 

これなんかもトヨタ自動車さんの陸上部がすごく熱心にやっている会社が近くにあるの
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で、工場のところをずっとぐるぐる駅伝で走るよりは、本当は大島でトヨタ自動車駅伝も

やってもらって、そのときに、何とかそういう打ち上げ花火的なところも戦略的にいると

思う。 

オルレは今回始まったので、定期的にそういう人もくると思うので、それをやるために

は、ちょっと実行委員会がどうしても必要になる。そういう実行委員会をこういう外部人

材なんかも絡んで、楽しく面白くやっていくと。 

そうやっていくうちに段々島の人たちも悪いことじゃないし、やろうかと。ここ 2～3年、

その後にだんだん世界遺産が登録されるという、多分、世界遺産の方も、今の産業遺産群

の動きとそれから九州案件でいくと、次は長崎の教会群と立て続けに九州案件が続いてき

ているので、多分、沖ノ島関連遺産群が行くかどうか、これはわからない。 

ある意味わからないので、そこは時間的、猶予があるという前向きにとらえて、その間に

徐々に地元の人たちの意識を受け入れてもいいというところまで仕掛けていくために、こ

ういう移住定住の施策とか、その間に 2 次交通網とかやっていくとか項目として入れてほ

しいと思う。 

 

（部会長） 

こういうことが的になろうかっていうところなので、移住定住の施策、そして、離島の

中での離島人気をつくっていくための作戦というか、イベントづくりなんかもやはり項目

の中にきちんと差し込んでいくというのも、とっても大事である。 

特にその辺に外部からの人材がうまくかかわってくると地域の一体感が生まれてきて、

だんだんとその辺の活性につながってくるという意見であった。 

 

（委員） 

イベント時にやはり大島が持っているそのポテンシャルというか DNAというか、それと

全然違うイベントをやると、かえって大島の人たちは離れてしまう。 

そこがすごく大事かなと思って、癒しの島という、キーワードを何年か前に出したが、

宗像大社という神社がある、そこに行くと自然、それが食だったり人だったり景観だった

り祈りだったり、そこにすごくすーと入っていくイベントじゃないと、そこはちゃんとし

っかり地元の人たちとも作戦会議を練って、それだったら大島らしいぞと。それだったら

やろうみたいな。 

そこを踏み間違うと、また地元の人たちが、しばらく離れていくという、こんな状態に

なるので、そこはすごくデリケートで戦略的にやってもらいたい。 

 

（部会長） 

今の話は、やはりとても大事で、特にこの資源を活かした島の活性化の取り組みの事業

の中で、DNAという言葉で括られていたが、大島の持っているポテンシャル、例えば地島
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が持っているポテンシャルが基本的にずれてしまったところでのイベントの開催は、やは

りどうしてもやっぱりNGになると思う。 

これはすごく、この取り組み事業の中では、キーにはなるのではないかと。やはりその

宗像の海人族としての誇りが、逆にこの地域の活性化のキーになってくるというところで

の延長上にイベントが入ってくるという意見であった。 

これは、本当に宗像らしい取り組み事業の表現の仕方ではなかろうかと思うので、その

辺はぜひ入れてもらいたい。 

 

（委員） 

移住定住と先ほど意見があったが、その相手先としては島から出ている人たち。残りた

いけど、仕事がなくて仕方なく出ている人が多分多いと思う。 

やはり、祭りがあったりとか、盆正月のときは必ず帰られている。自分も本当に子供た

ちがずっと一緒に、島の行事とか子供中心になっているので、思いがあるのかなというふ

うに思う。そのように何かその人たちがＵターンできるためには、仕事がないと厳しいと

いうことで、何か仕事が、産業振興になるか。そういうところがいるという感じがする。 

それから食事、都市ブランドのところで食事って書いてある。魚はいっぱい出るが、な

かなかお魚だらけみたいな感じで思っていたが、最近、１つの民宿では若い方が継がれて、

自分たちにも合う食事が出ているようだが、そういったところがもっとこう進んでいけば

いいなと思う。行ってもなかなか食べるところがないみたいな部分、予約して行かなけれ

ば、ないところがあるので、もっと活性化すれば、それにつながっていくのではないか。 

それと高齢化しているので、新しいことに挑戦するのはなかなか難しい。その子どもた

ちが戻ってきてできるような、何かそういう環境になったらいいなと思う。 

 

（部会長） 

住みたいけど住めない実情とやはり戻りたいけれども戻れない実情。 

その中でのやはり地域そのものがつくり出そうとする産業づくりっていうのは、これか

らのテーマになろうかと思う。それと、やはりおいしい食事と魚だらけっていうのはまた

別の話になるということで非常に参考になるので、その辺は形の中に取り組んでいきたい

と思う。 

 

（委員） 

特に計画という話と少し違うのかもしれないが、特に世界遺産とかっていうことの関係

みたいなものを含めても、宗像にある島は、すごくシンボル的な要素になる可能性がある

気がする。 

ちょっと勘的な話かもしれないが、やはり海産物という海をすごい資源として、宗像が

今まで生きてきたということを考えても、島をどう生かすかみたいなのは、意外と大きな
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話だったりしないかなという感じが、すごくしているので、一つのシンボルとして使える

ものかなと。 

すぐにというわけにはいかないと思うが、そういう気がしている。 

ただ、昨年NHKで戸田恵理香さんがきた確か大島だったと思うが、ちょっと話題になっ

ていて、話題にはなったが、大島というのがあそこにあって、それが宗像ということを、

知らない人がほとんどだった。その話題をされた方が。 

まずやっぱりそこに問題があるのかなと。そういう意味で何らかの形で知らせていくこ

とも、必要だろうし、それは、離島人気みたいに外の人がそういう注目をしているという

ことでつくっていくのも、一つの手だと思うし、ここに島の活性化ということで一つ大き

く項目が出ているが、何か意外と大事にしたい項目だなという感じがした。 

 

（部会長） 

非常に大切なことで、正確な正しい情報発信の仕方っていうのも、これからの取り組み

事業の中では、宗像らしさをきちんと表現するために、正しく大島、地島を表現するのは

大切かなというふうに考えている。 

 

（委員） 

今の意見はすごくそうだなと思うところがあって、その島をシンボルとしてどういうふ

うに情報発信していくかっていうことが非常に重要だと思うので、そういったことも項目

に上がってもいいのかなと思った。 

あともう 1 点は、交流人口の増加によりにぎわいっていうのが一つのポイントだと思う

が、そのためのプログラム、商品づくりは今回、この取り組み事業中でかなり具体的に上

がってきていると思った。 

ただ、これを実際に回していくには、やはり事業体であったり人材が必要になるわけで、

そのあたりの整備、例えば、既存の観光事業の支援であったり、新規参入の促進とか、あ

るいは住民の方々のおもてなしとかそういったことの認識みたいなものの向上も一番上の

項目の中に触れてもいいのではないか。 

 

（部会長） 

いろいろな具体的なイベントをするとか、これは戦略的にやっていこうと、実際に戦術

をつくっていきながらということの中には、離島の中での人気をつくるためには、やっぱ

り交通網とかいろいろと具体的な事が出てくる。 

特に食の話も先ほど出ていたし、自分がよく表現する言葉にインナーとアウターってい

う言葉があるが、外に向けてきちんと出していくのはいいが、実際に受け入れる側のほう

のインナーがどこまで整備できるかというようなところもしっかりと言葉でおもてなしと

いう言葉があるように、少しずつ地域の中にそういうものがきちんと理解できるような、



- 18 - 

 

いろんなプログラムも必要になってくると思う。 

外から来るお客様に楽しんでもらうためのプログラムだとか、いろんな活性化するため

のイベントをつくるだけではなくて、先ほどの魚だらけではなくて、やはりちゃんとした

おもてなしのできるような仕組みをこれから主な取り組みの事業の中には必ず出てくる。

島に行ったけど食べるものがないとか、食べる施設がないとか、そういうのもここに関わ

ってくるのではないかなというふうに思うので、やはり離島の課題には、大島の持ってい

る DNAというか、ポテンシャルでそこしっかりとしたイベントを組むのも大切なんだろう

けど、それと同時に足元になる部分でのスキルというのも成長させるということを同時に

進行させるのが、非常に取り組みの事業の中のこれからの課題になると思う。 

 

（委員） 

日本中で人口が減っている島があると思うけれども、そういった中で、宗像の大島、地

島の魅力っていうものが、何かこれっていうものがあったらいいなと感じた。 

あとは、地島、大島の住んでいる方のマインドというか、外部の方を受け入れる体制と

か受皿というのをどうつくっていくのかというところも、課題になってくるではないかと

思った。 

海外に視点を当てても、おもしろい展開ができるのではないかと思った。具体的につい

てはないが、海外の人が集まってくるような大島とか地島とかなってもおもしろい。 

そういったところから全世界に情報が発信されると思うので、宗像のＰＲとか、そうい

ったところにつながってくるのではないかと感じた。 

 

（部会長） 

先ほどの交通網の整備のことをやはり離島の中ではとの意見があったが、地域にトヨタ

さんもあるし、本当に世界的に注目される島という切り口で大島、地島を見ていくのも一

つやり方としてはおもしろいのかなと思う。 

世界的に注目されるためには何をなすべきか、というのを事業の中に落としていくとい

うのは、また少し新しい展開があると思う。 

現状としてやはりどうしても離島の場合は、人口の減少の中にはやはり産業がないとい

うのが 1 番大きいと思う。だから、そこは逆に宗像版の離島振興は実は注目される施策が

一つあるというのも、特化しておもしろいのかなという気が今の意見の中で出たので、少

し入れていただくという非常に有難い。 

 

（委員） 

大島、地島らしさ、ならではというのはそのとおりだろうと思う。大島に行かなきゃこ

ういう遊びはできないよっていうこともあるだろうし、ここに書いてあるのは、これから

先いろいろな各論、それから細かい部分が実行されていくと思うが、まず島民の方々にこ



- 19 - 

 

ういう事業するよと、こういうふうに島を変えたいが、活性化させたいが、ということを

先に理解を求めて、どれだけとれるか、ここが 1 番大事にしていかないと先ほど部会長も

言っていたとおり、一つ間違うと、全員反対ということにもなりかねないので、丁寧な説

明をしながら、本当にこうなれば大島、地島が活性化するよ、行って楽しい島になるよ、

自分もそうなってほしいなと。自分も大島には行くが、行って、先ほどから意見出ていた

が、食べるところがない、そしてその時間を持て余す。フェリーのところに来ても何もな

いということで、もう少し何か今でも楽しみがあればいいんだけどなっていう思いをして

いる。私は仕事関係が多いので、うちの女房等を連れていくと一緒についてきて、現場で

何かしよると。行くところがないというような話で、簡単な乗り物等があれば、女性でも

楽しめるだろうし、それはこれからの各論の話になってくると思う。 

ここに書いてあることは本当にいいことだし、これぜひやっていきたいなという思い。 

 

（副部会長） 

日本人って島が好きだと思う。 

ほかに何人が好きって調べた訳ではないが、島の魅力というのは本来の持っているもの

かける、何掛けか 1.3か、1.4ぐらい掛けていいのかなという気がする。 

専門の方もきっといると思うけど、島の魅力はインバウンドの中で、極めて有効なもの

になると思うが、難しい。 

設備投資みたいなところが島って必要になるわけだから、改造しないといけない、コス

トが多くかかると。これは逆に聞きたいが、能古島はなぜフランス人が多いのか。フラン

ス人が結構住んでいる。多分、最初に住んだ人が呼んだとかの話だと思うが、島のプロモ

ーションの時には、多分人の力を借りるというのが、結構重要な要素になってくるのかな

と思います。地域が反対すると完全に 0 になるのではないか。かといって地域社会の納税

をもらってから、行うためには、ものすごい設備というか、プロジェクトが必要になって

くる。何かそういうところで遊ぶフランス人が結構住んでいるよね、焼き物やっているだ

とか、いうような世評風評みたいなものも含めて、価値とする魅力とするという観点で島

っていうのは、特に我が島はやっていかないと、相当お金がかかってしまう。宗像全体戦

略の中における島というのは、島に特化した戦略がそこに存在するのではなくて、オール

宗像戦略の中の一つだろうし、そして、答えとしては幾つかあると思うが、人の力を借り

るというか、何かそのイメージみたいなものをつくっていかないと、永続的にその魅力が

伝わっていかないのかなという気がする。大変難しいと思う。島というのは。 

 

（委員） 

この前少し話したように、厳島神社。あそこはフランス人が多い。あそこは、世界遺産

でたまたま海に浮いている建造物の中で、モンサンミッシェルと同じということで、協定

を結んで、姉妹都市から実は、フランス人がどんどん入り込んでいる。 
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その神社に伊勢神宮の御饌宮とか出雲大社とか神社にどうもフランス人好きらしくて、

彼らは島自体がご神体というのを理解してくれる民族。あえてその外国人から火をつける

というやり方も大賛成。宗像の歴史でいくと沖ノ島の祭祀は遣唐使の時代から、今政治的

にちょっと厳しい韓国と中国、それをもともとつないできたのも、この宗像の役割だし、

そういうアジアの人たちと、感性のいい豊かなフランスとかを、世界遺産をきっかけにつ

ないでいく。そうすると多分日本人もすごく理解しやすいと思う。 

なんでこの人たちが大島ばかり行っているんだろと、宗像ばかり来ているんだろうと。 

こんなやり方もありかなと。たまたまキリンさんが九州を世界にみたいなＰＲをやって

いるが、宗像なんか世界にというキーワードで一回頭をシャッフルして、考えた方がもし

かしたら、新しい取り組みなんかが見えるのかもしれない。そういう意味では、世界遺産

というのが一つのきっかけに世界っていうのが、キーワードになるので、ちょっとそんな

視点であえて戦略的に事業を組んでみると。 

それと今、フランス人が日本の和食にすごく反応している。和のテイストの展開で、フ

ランス人とあえてどこかと姉妹都市を結ぶとしたら、どこがいいのかわからないが、今、

宗像はいろいろ結んでいると思う。友好都市はどこ。ブルガリア。グローバル的だと思う。 

 

（部会長） 

自分も世界的に注目されるとかいうような施策が入ってくるとおもしろいよねっていう

ようなことも少し言ったが、そのあとに今、島のプロモーションという言葉、それからそ

こに宗像のやはり歴史っていうものが逆に切り口になっていく。 

非常に大胆な話ではあるかもしれないが、この辺のつかみどころとしては、逆に宗像の

離島振興の中の大きな魅力になっていくというように考えれば、今の話は、決して全然違

う話ではないと。 

事実、オルレの方も九州オルレという形での表現で国際認定ももらいながら、新しいス

ポーツ観光という切り口の中での交流人口を増やしていくと。もちろんこれもこれからい

ろんなテーマはあるわけだし、これが先行的ににぎわいのあるまちづくりの離島振興の目

の前の施策ではないかと思う。 

ただ、それだけではなくて、元来島が持っているポテンシャルという言葉も先ほどの話

の中にも出たので、そういうところを視点にした島の展望、プロモーションというのが、

実は本当の離島振興の活性化の大きな切り口になると、いうぐらいのことを宗像持ってお

くと、実は誇れる島になっていくのかなと。1番やはり大切にしないといけない大きな歴史、

やはり日本で最初に、国際都市として宗像があったというのは、既成事実でないかと思う。 

そういう意味では、単なる離島振興ではなくて、宗像版の離島振興っていうのは、実は

そこにしっかりとした切り口をもって、非常に魅力があって楽しいのではないかというふ

うには思うので、その辺も含めて、この分のちょっと整理をしていけばいいのかなという

ふうには思っている。 
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（委員） 

大島ってどこ、知らない人が多い。 

自分もよく大島っていうと、どこの大島って言われる。大島って日本でたくさんある。

あちこち行くと、福岡県内だったら宗像は大体わかってもらえるが、もう県外に行くと、

特に関西それから関東に行くと、宗像ってどこですかっていう話。 

ここ何年かは行政等が、一生懸命ＰＲしてくれてある程度の認知度は上がったと思うが、

まだまだ宗像って漢字で書けば読めない人が多いし、宗像というと、福岡県というのを上

に載せないといけないし、かえって玄界灘で玄海といった方が、通りがいいような感じで、

観光とかいろんなこの島の産業というか、活性化にもつながってくると思うが、まず宗像

を全国に、全国だけじゃなくて世界ということかも知れないが、宗像ここにありというこ

とを、知らしめた中でいろんな活性化やブランド作りにつながっていけばいいかなと。 

だから、どういうふうに知らしめていくかっていうことも、ぜひ事務局の頭の中に入れ

てもらって、一生懸命ＰＲをしてもらえればありがたい。自分も商工会の立場で一生懸命

ＰＲしていきたい。 

 

（事務局） 

今、もらった中で、大島のシンボル化であったり、最後にあったように認知度の話であ

るとか少し大きな視点のところから具体に移住定住であったり、2次交通網の話。そういっ

た漏れているところと指摘をもらったと思っている。 

もう一度、今もらった意見を先ほどと同じだが、事務局の方で持ち帰り、もう一度内部

で検討させてもらって、再度もらった意見を反映させたものを次回、報告という形でお示

ししたい。 

先ほどもそうだが、せっかくの機会なので、現在いろいろ大島の方でも事業等をやって

いる。また、そのことについてもこの中で書いていること等もあるので、今不明なところ

等あれば質問等も受けたいと思う。 

 

（部会長） 

では、不明な点から文字等の表現の仕方、もろもろ何でもいいので、委員の中で、何か

あれば、意見いただきたい。 

よろしいか。はい。よろしいようなので、事務局の方よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

それでは、次第の 4、その他（次回日程調整）に移りたい。 

 

・第 3回開催日：3月  4日（火）19時～ 

・第 4回開催日：3月 24日（月）19時～ 


