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第１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１月１５日（水） １９時００分～２０時４０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 立花係長 新海 狩野 

     尾園 中村 赤田 吉武 

     的野課長 木村課長 長谷川課長 林田係長 平川係長 

熊野企画主査  

報  告 

１）第５回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

３）総合計画と行政評価について 

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 次回、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５回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

   事務局説明 

 

（２）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

   事務局説明 

 

（３）総合計画と行政評価について 

   事務局説明 

 

３ 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 

 

 

 

 

平成 26年 2月 14日 
宗像市総合計画審議会 

賑わいのあるまちづくり部会資料 

資料１ 
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（部会長） 

この基本的な計画の協働と都市ブランドがある。それから賑わいのあるまちづくりとし

て、この部会があるが、おおよそ体系というものの概要を 6 項目について、事務局から説

明があった。 

その中で、多彩な交流による観光の活性化のところについての、説明があったので、こ

この中からそれぞれ委員の意見をもらいたい。 

 

（委員） 

今、全国の多くの観光地がなかなかツアー造成につながらない話が出ているが、国も以

前取り組んだ広域観光について、多くの自治体が広域になれば、お客さんをどんどん繋げ

ていけるという広域観光圏の見直し作業に入っている。新観光圏につなげていくためには、

観光の人たちだけではなくて、そこに住んでいる人が 365 日受け入れるような観光地域づ

くりをやらないとなかなか上手くいかない。そんな議論を今、国はやり始めている。それ

が滞在交流型観光という、今回、基本計画を見たときに、正直思ったのは、他人に頼った

観光を行うのは一回見直す必要がある。本当に観光プラットフォームをやろうと思えば、

自分でみずからその会社をつくって旅行業をとって、地元の人たちが情報発信して、ツア

ー造成をして、とにかく、いろいろ動くことが大事ではないか。そうすると、ほっておい

てもメディアや旅行会社がぜひ商品化させてもらいたいと言ってくるのでは。そこを目標

に置いた方がいいと思っているので、正直ここの 1 番のにぎわいのところが少し弱い感じ

がする。 

言葉としては観光プラットフォームとか着地型観光とか入っているが、最後の具体的な

施策のところが、「旅行会社、代理店、出版社に働きかける」だけではちょっと弱いので、

そういう意味では、観光地域づくりを行う一般の人たちをどう育成するかという、それを

できれば盛り込んでもらいたい。そして肝になってくるのは観光プラットフォームを推進

するというより、これ確立しないといけないと思うので、そこをどう構築していくのか。 

具体的にどこの組織がこの観光プラットフォームとしてやっていくのかよくわからない。 

これはあくまで基本方針の少し大きな話、大きなテーマなので、まずはその自らの意思

で宗像が観光業を行う、それを行政としても応援するぐらいの力強さというか、決意表明

がこの中には読み取れたほうがいい。 

 

（事務局） 

確かに観光を推進していくうえで、地域自体の盛り上がりが大事なものだということは

認識している。ただ、その地域に対して、意識づけとか、どこまでやれるかというのがあ

るかと思う。今後、専門家の意見等もらいながら、そういった面も推進していきたい。 
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（委員） 

アドバイスだが、多分、全部の地域に一斉に入るのは難しいと思うので、観光を考えた

ときに重点エリアがあると思う。 

世界遺産の関係でいくと、大島というのが一つの拠点としてはモデルエリアになるので

はないか。それから二つ目は赤間地区。今回拠点もできるので、二つ目のエリアとしてな

りうるし、三番目としては旧宗像市の観光拠点である正助ふるさと村、ここは既に拠点も

あるし、地域の人達も少しずつ、観光と農のグリーンツーリズムの関係でにぎわって、何

かしようという気がしている。あとは宗像大社がある田島あたりだが、ここは体制も含め

て、何か仕掛けないとできない。今言った重点エリアを 3 カ所か 4 カ所ぐらいを見きわめ

て、そこに対して、市も、民間の観光協会と連携して、場合によっては、専門家も入れて

仕掛けていく。どうしても行政の場合は、一律公平にと考えがちだが、こと観光について

は、本当にやれる可能性があるところをモデルエリアとして決めていくという、そういう

考え方もあっていいのではないか。 

 

（部会長） 

委員から意見があったように、基本計画の中でまずは、言葉の中での表現として、今一

歩踏み込んだ宗像版観光プラットフォームの意味というものは一体どこにあるのかという

ところをある程度しっかりと見出すということ、それからその中で取り組みの方針の中に

は重点エリア等を設けて仕掛けていくということも必要ではないかという意見をもらった。 

その辺の見解として事務局に意見をもらいたい。 

 

（事務局） 

委員の発言のとおり、やはり観光プラットフォームは、地域の人づくりが大変重要にな

ってくる。 

重点地域を設けるという考え方だが、大島、赤間宿、特にこの二地区については、市で

も、特に力を入れている地域である。 

大島に関しては、福岡で初めてオルレの認定コースをもらっている。九州オルレという

のは、チェジュオルレが認定したウォーキングコースのことで、現在、九州に 12カ所ある。 

それを地域ブランドとして、売り出していかないといけないが、やはり地域、コミュニ

ティをはじめ、元気な島づくり協議会等の協力等が必要になってくると思うので、モデル

地域というか、重点区域として市としても力を入れていきたいと思っている。 

赤間に関しても、東部観光拠点施設をつくるということで、東部の吉武、赤間、赤間西、

南郷地区、そのあたりの住民の力を結集して、どういう観光客を呼び込もうかという、仕

組みづくりを観光協会と、今、話し合っている。 

重点地域を定めるということに関しては、市のほうでも考えていきたい。 
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（部会長） 

特に主な取り組み事業というところの中では、その辺で具体的に計画の中に上がってい

るものは、抽象的というよりも具体的に記載するのも一つのあり方だと思うので、よろし

くお願いしたい。ほかに意見があればどうぞ。 

きょうはここの部分をぜひ磨き込んでいきたいと思うので、本日の部分について 1 番大

切なところだと思うので、どんなことでも結構なので意見があればお願いしたい。 

 

（副部会長） 

先ほど委員から指摘があった自前のプロモーションという話であるが、私は旅行会社で

40 年近く働いていたので、旅行会社という立場が抜けておらず、より現実的な受け入れ難

い意見になるかもしれないが、やはりビジネスの世界で動いているので、売れるか売れな

いかが極めて旅行会社にとっては、関心事となる。商品としての価値があるかどうかは、

必ず消費者が感動する、そして、必ず、担当する企業並びに自治体が儲かること。 

この二つを外してしまうと、手を引いてしまうしかないなと思う。手法の問題なので、

委員も必ずしも旅行会社を切れと言っているわけではないので、安心してお付き合いして

いただきたいと思うが、いずれにしても、旅行会社とか、観光協会とか、代理店の人たち

は、必ず消費者が満足する、感動することが重要な点。もう一つは関連する人たちみんな

に利益が享受できるかが大切。宗像市は入り込みが 600 万人ぐらいあるが、600 万人÷36

億円、600万人を割ると 534円。たった 1人客単価が、534円になる。収入じゃない。534

円の売り上げしか立たないのが、宗像市の現状である。 

さらに 600 万人はロンドンの観光に訪れる 1 年間に訪れる人数分で、同じだけ宗像は、

ロンドンの観光入り込みと同じぐらいの数で、もちろん、学生も含めての数字だが、36 億

円を落としているが、それを単純に割り崩すと 534 円、それでいいのかどうかっていうと

ころも含めて同時に話をしていかないといけない。地域の方々もそれではやっていけない

ので、だから僕らとしては、どこにターゲットを具体的にきちっと設定をして、それに対

して、すべてのセクションが、集中してレーザー光線を当てていく必要がある。 

だから、どういうふうなお客様に来てもらうのかということも、今日じゃなくても構わ

ないが、どこかで仮の設定でもいいから行って、そのために具体的にどのような設定計画

が必要なのかという話をする必要がある。 

その中では先ほど委員の指摘のとおり、重点地区は必要だろうし、そういう重点地区の

売り方も、数を集める重点地区なのか、この重点地区でちょっとアッパースケール部分を

狙っていくのか、あるいはインバウンドだけども韓国人を多めに狙っていくのか、そうい

うモデルプランみたいなものを絶対に唯一無二のこれが宗像ブランドだと、糸島では真似

できないと。これがうちのマイホームブランドなのだというものを旅行会社に投げてもら

えれば、いいのかなと思う。どんなターゲットを狙っていくのか、年間幾らぐらい何億円

ぐらい稼ぐのかということも同時に話をしながらやっていくと、より現実的な話になって
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いくのかなというふうな気がする。 

 

（部会長） 

集中と選択、観光の場合、特にそうだが、今、言われたようにただ集まってくればいい

という問題だけではない。その成果も必要になってくるというような意見も出た。引き続

きで結構なので、意見があればどうぞ。 

 

（委員） 

今の意見と同じことを思ったりしたが、私はマスコミにいるから、外から宗像を見たと

きにどう見えるかと考えるが、そこのわかりやすさみたいなものが、まだまだ宗像は、は

っきりしないとすごく思う。 

糸島だと、今、カキ小屋に行こうとか、以外とはっきりするが、そこが何かこうもう一

つ弱いということ。何か宗像に行こうというわかりやすさみたいなものが、さっきのモデ

ル地区の話なのか、テーマの話なのかっていうのと結びついていくと思うが、そういうも

のが、一つでもいいので、まず欲しいなという感じがする。今でいくとやっぱり何か食べ

物みたいなものってすごくわかりやすいと思うが、いろいろな農産物とか水産物とがある

と思うが、それが食べるという形に意外と結びついていない。宗像に何かを食べに行こう

と思った時に何か思いつくかというと、もうひとつ思いつかない。そういう何かわかりや

すさみたいなものが必要だと思う。 

それと、もう一つ、都市ブランドという部分でちょっと気になるのは、子育て世代にス

ポットをあてたときに、観光全般とどう結びついていくのかが、少し不明確だと思う。 

 

（委員） 

昼間のテレビを見ていたら、宗像のトラフグが日本一との放送があった。河豚は採れて

いることは知っていても、日本一だというのは初めて知った。しかし、どこで食べましょ

うといった時にお店がわからない。何かがあるから宗像に行こうみたいなものがないと。

赤間には歴史があると言っても、なかなか理解されていない。その辺まで考えて、やって

いかないといけないのではと思う。 

それと、誰が主体でやっていくのか、中身については今、コミュニティと話し合いをし

ているとの説明だったが、何かきちんとうたわないとなかなか進まないのではないかと思

った。 

それと、質問だが、6次産業化の意味を教えていただきたい。 

 

（事務局） 

6 次産業化の話だが、1 次産、2 次産業、3 次産業、統計の中で使われている 1 次産業だ

と、農業、漁業、林業。そして 2次産業が加工とか、そういう製造の分野。3次産業がサー
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ビス、食品の提供する飲食店だったり、食料品を売るお店だったり、こういったものを 3

次産業というふうに分類されている。今、進めている 6 次産業化というは、その 1 次、2

次、3次すべてをかけた数字のことで、生産者が、みずから、食品を加工して、そして販売

する、こういった仕組み作りを 6次産業化として定義している。 

 

（委員） 

これまでの意見と重なる部分があるかと思うが、私も宗像のいろいろな地域の方々の取

り組みを見ていて、本当にいろいろな組織があって、そこで認識の高い人たちがいろいろ

な取り組みをされていて、あとはその取り組みをどういうふうに一つにまとめる、まとめ

役みたいなものが、存在すればと思う。そこが発信力であるとか魅力の向上につながるの

ではないかと以前から思っていて、まさにその役割がこの行政のこういった基本計画の中

で、そこに役割があるのではないかと思った。 

そういう目でこの計画を見ると、施策の概要のあたりに先ほどから出ている観光プラッ

トフォームという言葉が出ていて、まさにこれがまとめ役という気がしたが、最後の 1 番

右の取り組みの事業に目を移すと、観光プラットフォームというような、大きな方針と取

り組み事業がちょっとマッチしていない。取組み事業はよくある観光事業で、ありきたり

な事業の取り組みが並んでいて、先ほどからの意見にもあったようにもっと戦略的に、例

えば観光プラットフォームを作るにあたって何かこう、重点的に組織づくりをやるとか、

そういったことを中心に書いた方がむしろ何か特色が出ていいのではないかと思った。 

もう 1 点は、これも先ほどからいろいろあったが、やはりもう少し戦略的に絞って考え

た方がいいのではないかなと。ターゲットに関しても先ほどから意見があったが、下の方

では若い世代とか、子育て家族に魅力的な観光スポットであったり、上の方でウォーキン

グ・トレッキングであったり、なんか少し一貫性がないような気がしていて、宗像をほか

の地域との位置づけから考えたうえで、戦略的な絞った取り組みをあえて打ち出してみて

はと思った。 

 

（委員） 

今、いろいろ意見が出たが、私もそうだと思う。宗像という宗像らしさとか特色とか、

いろいろ言われてあるが、その宗像らしさって何だろうといつも思っている。先ほど委員

が言われたけれども、特色がないというか、宗像に行って何食べようかとか、宗像に行っ

てどこに行こうとか。 

それと、いろいろな地域の祭りがあるが、その祭りのために自分の店を休んで、そのと

きだけ焼き鳥を焼いたり、焼きそば焼いたりしている。そうすると、リピーターにつなが

らない。 

祭りの時は来てくれるけど、次の日曜日はどうなのという話になる。だから 1 年間かけ

て例えば洋服屋、いろいろな方が商売をされていて、そのためにいろいろな商品を用意し
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て、祭りの時に自分の店もＰＲすると。そうすると、普通のときでも、あそこにおもしろ

い品物があったよねということでまた来てくれると思う。 

だから、そういう考え方にもっていかないとリピーターが増えない。 

そして、道の駅でも、みあれ祭や田島放生会よりも菊花展のときの方がお客さんが多い。

それはなぜかいうと、確かに時間帯もあるかと思う。 

放生会はだいたい出店があるので、夜が多く、その時間帯は道の駅は閉まっている。た

だ、菊花展の場合は、朝来て、道の駅に寄って帰るというような状況ではないかと思う。 

そして、いろいろやっているが、例えば、鯛茶漬けもされたが、あれもやるのであれば、

どこの飲食店でも出すのではなく、審査に通った飲食店だけが玄海茶漬けを出せるように

すると、もっと続いたのではないかと思う。 

だから、適当なものを出して、それをお客が食べると、もう二度と行きたくないね、食

べたくないね、になるので、いろいろな事業をする場合、やはり慎重に、例えば今、大島

のことも出たが、大島をいろんな観光の拠点にして、大島の島民はそれを願っているのか

ということ。かえって邪魔だなと思われているかもしれないし、そして民宿に１回泊まっ

たら、どことは言わないが、もうあそこは紹介しないでくれと言われていくお客もいるの

で、よっぽど慎重に大島を観光の拠点にするのであれば、していかないと。1回行ったらも

う二度と行きたくないよっていう声が出ないように、それと最後に、やっぱりもう少し基

本計画に具体的なものが出てくると、わかりやすいのかなと思う。 

 

（委員） 

若者からの意見だが、若い人が定住するとなったときに、やっぱりその魅力的な観光ス

ポットというのが、どういうものなのか。文化歴史、もちろん若い人も興味はあるとは思

うが、ちょっと若い世代や子育て家族にとって魅力的な観光スポットというのが、このま

ちの中で、どういったものが挙げられるのかと、もう少し具体的になっていったらいいな

と思った。 

あとは、道の駅とか、来館者数も多いと思うが、北部から東部の観光拠点の回遊性とい

うところで、北部から東部への回遊性をどうつくっていくのか、基本的に道の駅とかに行

く人は、自分の車とかで行くと思うので、そうなったときに東部のところにそれだけの駐

車場があるかといえば、現状ではないので、そういったところとかどうなるのかと感じた。 

最後に、大学が 3 大学あるので、教育大の学生たちでもみんな先生になるわけではなく

て、まちづくりとか、そういうことを学んでいる学生もいるので、そういう学生と一緒に、

東部の観光拠点を作ったり、若い学生の力を使った取り組みとかができると、話題性はあ

るのかなと思った。 

 

（委員） 

基本計画なので、どうせだったら、もう少し大きな話も。厳島神社には実はフランス人
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がたくさん訪れている。 

あそこは世界遺産になったときに、フランスのモンサンミッシェルと姉妹都市を結んで、

フランス人は、東京、大阪、京都に行ったときに、ついでに広島も必ず行く。まず宗像を

考えたときに、社も全国に 6000社ほどあるし、宗像のある意味情報発信拠点と思えば、全

国にもあるし、世界遺産をこれから目指そうとしているなら、十分インバウンドというか、

その世界っていうキーワードが、できればこの基本計画の中に、あってもいいのではない

かなと思った。それぐらいを目指してやれる地域のポテンシャルを持っているというふう

に思っているし、特に今、ヨーロッパ系のセンスのいい人たちに、この宗像をみたらどう

見えるのだろうかと、すごく興味をもって見てもらえるのではないかなとすごく思ってい

て、せっかく大上段に構えるこの基本計画の中にできれば、せっかく世界遺産を目指す自

治体エリアであれば、世界というかインバウンドというか外国の人達、この施策は観光の

施策なのでそういうテーマも入れた方が、いいのではないか。 

 

（委員） 

具体的な国名をいれることによって、その青写真が、誰が見ても同じことを思えるよう

な文言の方がいいのでは。どこの国にするかは、また議論すればいいと思うけれども、委

員が言われるとおり、ヨーロッパとかアセアンは九州にとって大切なお客様だから、韓国

などは言葉に入れた方がいいかもしれない。 

 

（部会長） 

おおよそ委員の意見をもらったところで、とてもすばらしい意見で、二次の総合計画と

いうのが大きな大義としてある。 

その中でにぎわいの中に、やはり本当に施策の中の概要、そして、区分として現状課題

といろいろと含めて、例えば現状の状況と分析をしていく、その中でインナー事業、アウ

ターの事業という形でのやっぱりおもてなしの整備をしていくことも現状の課題にもなっ

てくるだろうし、また取り組みの方針の中でもそれぞれ感動をつくっていくことと、しっ

かりと利益をとるということ、また集中と選択も必要であるし、何よりも言えることは外

部から見たときの宗像というのを少しわかりやすく、テーマを作るのも一つの方法ではな

いかとか、また、取り組みの事業の中でも、宗像版プラットフォームを作るための重点な

事業をピックアップしてもいいのではないかという声もある。それぞれの委員が、主体と

なる事業体を含めて、今後のあり方、それからポテンシャルとしての宗像大社が、この宗

像のにぎわいづくりのどういう役割を担っていただけるのかというようなことも含めて、

思い切った議論も必要になってくるのではないかということで、今話が出た。その辺を含

めて、事務局で意見をいただきたい。 
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（事務局） 

いろいろプラットフォームの戦略的な役割とか、ここに今、主な取り組み事業というも

のの中に書き連ねている一つ一つの事業が、要は宗像版の観光プラットフォームの事業の

一部分というか歯車というふうに考えている。 

指摘のとおり、こういった書きぶりとしては、今から観光プラットフォームを構築、そ

れから展開していくうえで、弱いなということを事務局も感じた部分がある。 

委員の意見をどう表現するかというのは少し、今ここでは答えられないが、今後検討し

て、なるだけ反映させていきたいと考えている。 

 

（部会長） 

これからこの辺の進行の仕方がわかりかねるが、今日はいろんな意見が出た。その中で

一つずつ整理したほうがいいのか、それとも今、概略的にはいろんな意見が出たが、それ

を事務局で吸収した形で、修正とか、追加していくのかどうか、その辺もう少し説明して

もらえるとありがたい。 

 

（事務局） 

本日、多くのこの施策に対しての意見をいただいた。 

いただいた意見については、事務局で一旦集約させてもらって、次回になるのか、その

次になるのかわからないが、再度、施策の修正案というふうな形で反映させたものを示し、

説明をするというふうな形で進めたいと思っている。 

 

（部会長） 

了解した。そういう形で委員の意見等を含めて修正したものが次回、もしくはその次な

るかわからないが、提案・提出という形になるということで、理解していただきたい。 

 

（副部会長） 

ちょっとよろしいか。そうすると、また修正案に対し、また議論をするということにな

るのか。 

何を懸念するかというと、修正案をつくるにしては、もう少し、何か具体的なものも出

してもいいのかなという気がして、その都度その都度、キャッチボールをしていても、大

変時間もかかるだろうし、事務局の負担も大変だろうと。もう少し議論した方がいいよう

な気がする。例えば、これはすべて網羅してあるし、この中の強弱のつけ方みたいなもの

が今後もの凄く大事になってくる気がする。 

宗像の戦略としては、普遍的に迫って、何でもあるという売り込みの方が正しいのか、

あるいはこれは世界に一つだけのものだ、これだけで売っていくという、力のつけ方、力

の入れ方みたいなものの方が、効果があるのかということも含めて、どこまで今日は議論
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をするといいのかなと思う。 

だから、韓国入れるとかフランスをいれるとかは具体性だが、その具体性とは別に戦略

をより具体的にするためには、力の入れ所をどこにするのか。 

売り込む素材は全部売ると、うちにあるものは全部売るというのではなく、相当絞り込

んで、これを売っていくという言い方の方が強いような、日本人に対しても何人に対して

もいいような気がする。 

あるいは観光素材にしても相当強弱をつけて、売っていく方がこういうふうなタイプの

まちとしては成功する気がするが、という議論をもう少し深めた方が修正案をつくるに際

してはいいのではないか。 

 

（部会長） 

副部会長の貴重な意見なので、事務局どうか。今日の審議事項はこの分だけと聞いてい

るが。 

はい、であるならば、強弱の仕方を含めて、もう少し掘り下げていきたいと思う。恐ら

く修正案も何度も審議できるわけではないと思うので、次回きちんと修正案が出てきたと

きに、それで決めていかれるような、もう少し意見を出した方がといった意見が出ている

ので、もう少し時間を取りたい。 

 

（副部会長） 

繰り返しになるが、私の意見をまとめさせてもらうと、ここに書いてある網羅的な言い

方ではなくて、ある程度戦略については、その内容もそうだし、素材、売り込む対象もそ

うだが、どちらももう少し限定的な響きを持たした方が力として強くなるのかなと思う。 

それを具体的にどのような記載にするのかは、技術的問題だが、どこかで強弱をつけて、

限定的な戦略を持っていくというのを、話しておいた方がいいという気がする。 

基本計画の中ですべてを網羅してもいいということであれば、それはそれでいいと思う

が、例えば、鐘崎のトラフグは、河豚の中でどんな種類なのかといった逆質問があるかも

しれないし、相当深く具体的なものの方が、プロダクトとしては強い感じがする。 

これは、特に食に関して、少し前までは、昼食は和食、夕食は郷土料理で済んだが、今

は写真を入れる必要が出てくる、あるいはその写真の中にもここに掲載されている刺身は

何の魚の刺身になるのかというところまで要求されるようになってきた。 

そのお客様というのは実は、富裕層と言わないまでも少し上の方を狙うとなると、その

言い方が必要になってくる、より具体的なものが高く売れる。より限定したものの方が、

価値があるように思えるというふうな市場であるならば、基本計画の時点から（鐘崎の河

豚を書けとは言わないが…）そういう風な限定的な対象に限定的なプロダクトを強調して

売り込んでいくといった姿勢をどこかに書く方がいいと思う。 
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（事務局） 

今、宗像市の観光行政の基本的な考え方として、プラットフォームの中である程度、具

体化しつつあるが、市長がよく言うのが、観光資源としてとらえているのが、まずは食。

それと歴史文化、これは世界遺産登録活動に代表されるような歴史文化、それとあと自然、

大体この三つを観光資源として、捉えてやっている。 

それとちょっと分野は違うが、新しい概念としてスポーツ観光。 

いろいろな広域的な大会で宗像に来てもらって、グローバルアリーナというような、民間

が行っているスポーツ施設等もあるし、そういったスポーツ大会を通して、交流人口を増

やして、あとは、地域にどう滞在してもらって、お金を落としてもらうかということ。 

どちらかというと、枠が広く、考えているということになるし、確かに副部会長から指

摘があったように、取り組み方針で何を宗像の売りにして、戦略的にやっていこうかとい

うのが、わかりづらいというのはすごくあるかと思う。 

一つは先ほどの議論にあるように、取り組む方針レベルで、ある程度絞り込みをかける

のか、今までの従来どおりにある程度、資源の枠を大きく広げといて、副部会長が言われ

たように、取り組み方針の中で、それを重点化しながら、戦略的に取り組んでいくという

ような方針を示すのか、ということだろうと思うが、今、取り組み方針の中で資源を絞り

込んで軌道修正するというのは、ちょっと厳しいかなというところがあるので、できれば、

実施レベルである程度、明確に打ち出していけたらと思っている。あるいは取り組み方針

を受けての、毎年度実施計画を作るので、そこで、優先順位などを決めながら、戦略的に

取り組むというところで議論をそちらの方にしてもらいたいと思う。 

それと先ほど、もう一つ議論になっているイベントを数打てばいい、交流人口が増えれ

ばいいということではなく、今、プラットフォームの中でもう一回考え直そうと思うのが、

やはり地域にどれだけ交流人口が増えて、地域にどれだけお金が落ちたか、地域がどれだ

け観光事業を実施して、交流人口を増やし、地域にどう関わったかというところをプラッ

トフォームの中でもう一回洗い直そうとしているので、そういったところもまだ伝わって

いないかなと思う。 

調整の仕方として、今のところ、戦略的なところを打ち出すにしても、そういった資源

の絞り込みを行うのは難しいと思っている。 

 

（副部会長） 

了解した。 

今後の実施に向けての中でより具体的な話をさせてもらいたい。 

 

（部会長） 

それでは大体意見等が出尽くしたようなところもあるし、今、事務局からも話があった

ので、その辺を含めて、修正部分を仕上げてもらうということで事務局いいか。 
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（事務局） 

意見をもらった部分の修正を当てたいと思う。 

あと、もらった意見の部分が、上段の部分に多く意見をもらったが、下段の広域観光の

部分の方針とかでも、取り組み方針等については何か意見があるか。もし意見等あれば、

聞かしてもらって併せて修正等をしたいと思う。 

 

（部会長） 

それでは、広域の観光ネットワークの方の部分に関して何か意見がないか。 

 

（委員） 

これも今までの議論と基本は同じ議論で、広域でつながったから、お客さんが来るとい

う性質のものではないので、まずは宗像の中で、観光地域づくりを徹底的にやって、強い

者同士が組まないといけないと思う。ただマップを広域でつくりましたとか、協定を結び

ましたではお客さんは来ないので、そういう意味では今までの議論と、基本的には同じ話

であろう。まずは地域全体で重点エリア決めて、ひたすら動いていくと、そこから情報が

出て、そうすると旅行会社も見てくれるし、場合によっては自主で旅行業をやることもあ

るだろうし、その中でやっていく、国もそういう動きで今までの広域観光圏の見直しに入

っていて、国自体がそういう動きなっているので、宗像はそれを少し先んじて、取り組む

ということだと思う。 

 

（部会長） 

委員の話の中にあるように、基本的には広域も、現在広域としての活動も実際には行わ

れているし、必要な場合に関しては必ず、連帯性を持たなきゃならないような商品も当然

あるし、その辺は今後も同じような形の課題は、並行して続いていくだろうということと、

まずは魅力の宗像としての考え方の方向づけをしっかりと作っていくということ、それと

広域観光圏という言葉がもともと、観光庁からの推進であったが、その辺の部分に関して

も同様の考え方で、新しい観光圏としての取り組みの仕方というのが、修正がどんどん起

こっているというのも耳にしているので、その辺を含めて整理していけばいいのかなと思

う。ほかに意見がないか。 

 

（委員） 

これは事務局にお願いだが。 

例えば若い世代、子育て家族にとって魅力的な観光スポットとか、いろいろここに書い

てあり、そのあとの施策にも記載してある。 

例えば安全で安心な農産物の提供とか、例えば若い世代の子育て世代の観光スポットと

か、宗像であるもの、河豚の話もあったが、昔から観光協会、鐘崎漁協がしていたけど、
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それが根付ていない。だからブランドというのは、ある程度の質と量をそろえて初めてブ

ランドとしての価値が出てくるので、ある程度こちらの自分の身の丈というか、それも踏

まえながら、この計画に入れていかないと。話だけというか、計画倒れになってしまう恐

れがあると思う。 

だから安心安全な野菜とか言っても、現在 66～67 の農業者の平均年齢で、これが 10 年

後になってくると 70を超えてくる。本当に宗像でどれだけの安心安全の野菜がとれるのか、

というのも、将来的なことも踏まえながら、ここに書かないと、絵に描いた餅になりかね

ない。 

基本的には人口も 10年後には 92,000、今は 96,000。96,000を維持していこうというこ

となので、やはり、ある程度、ここに書いてあって、実現可能なものをここに書く必要が

あると思う。 

 

（事務局） 

ここでいう都市ブランドというのは、商品ブランドではなくて、あくまでもまちのブラ

ンド化を目指そうということである。 

先ほどの資料 4 のところでも説明させてもらったとおり、子育て世代に選ばれる都市イ

メージをどう確立していくかというのが、都市ブランドの究極の目的で、そのためには、

まずは知ってもらう、足を運んでもらう、最終的な目標はいかにこのまちに住んでもらう

かというところになる。 

それが、都市ブランドとしての新しいマスタープランの戦略的な取り組みの一つである。

その都市ブランドと関係する施策は、子育て世代を中心としたいろんなところに反映され

ている。 

それが観光の中でも一応こういう形で出てきているということで、子育て世代だけ観光

事業のターゲットにするかというと、観光政策のアプローチの視点からは、ちょっとまた

別になると思う。 

あくまでも都市ブランド確立のためには、子育て世代ということにしているので、そう

いった都市ブランドの確立のためには、観光施策も大いに貢献できるところがあるという

ことで、理解いただきたい。 

 

（部会長） 

 他にないか。 

では、今日のところはこういう形でまずは多彩な交流による観光の活性化という施策に

関しての大体まとめという形で終わりたいと思うがよろしいか。不慣れな進行で大変申し

訳なかったが、これで終わりたいと思う。 

次は、その他ということになるが、その他について事務局よろしくお願いしたい。 
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（事務局） 

それでは、その他というところで、第 2 回目以降の日程調整をこの場でさせていただけ

ればと思う。 

 

 

次回開催日 ：平成 26年 2月 14日（金）19：00～宗像市役所 第２委員会室 

次々回開催日：平成 26年 3月 4日（火）19：00～宗像市役所 第２委員会室 


