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第５回宗像市総合計画審議会 議事要旨 

 

日 時 平成２５年１１月６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 十時 裕 中里留美子 

仲西浩一 永野芳宣 牧 敦司 松永年生 前田 誠 

南  博 宗像 優 山下永子 養父信夫 牟田貴美子 

 

【欠 席】大方優子 田中一郎 藤本幸男 久本貴志 松田美幸  

【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 

報  告 
１）第４回宗像市総合計画審議会までの決定事項について 

２）現在までの取組状況について 

議 題 １）今後の進め方について 

その他  

 

１ 部長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第４回宗像市総合計画審議会までの決定事項について 

   事務局説明 

 

（２）現在までの取組状況について 

   事務局説明 

 

３ 審議事項 

（１）今後の進め方について 

   事務局説明 
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（会長） 

14 頁のまちづくりの基本的な四つの柱で、政策①②③④と箇条書きしてある下の段落だ

けが、前回までの資料に加わったという認識でよいか？ 

 

（事務局） 

14頁の後段の 4行の部分が新たに加わった事項ということになる。 

 

（会長） 

ワークショップは大体１回何名ぐらいの市民が参加されたのか、あるいはこのワークシ

ョップでの意見というのは、どういう形で反映されるのか？ 

 

（事務局） 

今回のワークショップは、1回当たり約 30名の出席があった。 

そのワークショップで出た意見は、資料 4 の右側に記載している内容で審議会の部会で

議論してもらうことになる。 

 

（会長） 

それではこの資料 3、4、5 で事務局の方から説明があった点について意見があればどう

ぞ。 

 

（委員） 

まちづくりの基本的な四つの柱ごとの目標をどこに置くのか。例えば「調和のとれたま

ちづくり」というこの政策に、どうやって定量的あるいは定性的な目標を達成していくの

かは、一つ議論すべきポイントではないかと思う。 

 

（事務局） 

現在第一次総合計画の中では、その施策ごとに数値的な目標を定めている。 

しかし、今回の第二次総合計画では、施策ごとの数値目標というものについては、指定

しない形で考えている。 

施策ごとの目標になると、その施策の範囲が少し広範囲にわたるというところで、具体

的な数値目標は出しにくいというのが一点。それとこの施策の下に複数の事務事業という

のがぶら下がっている。 

具体的な数値目標、そして達成状況については、事務事業の中で評価をしていきたい。 

また、評価をしていく段階で、関連する統計データ、数値等を使いながら具体に施策が

達成できているのかどうかというものを図っていく方向で、第二次総合計画を進めたい。 
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（委員） 

縦割り行政の中で、戦略的に重点施策をどうするのかを決めたほうがいいと思う。結構

いろいろな部局にまたがる案件が出てくる。例えばそれぞれ四つの柱のうちに、今回議論

して、大事にしたいものを実現するために、それぞれの柱の中に、個別目標は決めないも

のの、重点施策を決める。 

その重点施策については、それぞれの部局が実施し、できれば事務局のほうでその情報

を集約して、本当に一つの目標に向かって行っているのかどうかをチェックしなければ、

結果的に日々やる業務の中に埋もれてしまう気がする。 

総合計画自体はかなり一般的な話だが、各論でそれぞれ業務に落ちていくときに何か重

点施策をもう少し打ち出した方が、宗像らしさのようなものを他の自治体に比べて、より

鮮明に打ち出せるのではないか？ 

 

（事務局） 

重点施策だが、これは現在 30の施策があり、今の時点で、これが重点施策というのは決

めかねている。ただ施策の取り組みの方針の中で当然強弱は出てくる。 

重点施策と言えるかどうかわからないが、戦略的な取り組みとして、現時点で重要に考

えているものの一つは協働である。都市経営、市民自治という視点からの協働は、今後 2

次のマスタープランでも、重点的に力を入れていきたい。 

もう一つは定住人口の維持も、大きな目標に掲げており、都市ブランドの推進について

も戦略的な取り組みとしているからには力を入れていきたい。 

まちづくりをやっていく中でも、その基盤は安全安心であるということを今までの審議

会の中で申し上げてきた。防災、減災など、まちづくりの基盤がしっかりしていないと、

そういった基盤の上に戦略的な取り組みであるとか、まちの成長があると思っているので、

今の時点ではこの 3項目は、大事にしていこうと考えている。 

 

（委員） 

重点施策がある程度明確に見えるような形にはしていかないのか？  

 

（事務局） 

基本計画自体はまず 5 年間。事務事業については、実施計画というものを 3 ヵ年の計画

で毎年度つくっていくこととなる。 

この実施計画の中で、例えば、「子供の健全育成」という施策の中に複数ある事業の中で、

今年度は、重点事業はこの事業などと担当部の方からイメージしてもらうことを想定して

いる。 

そういう形で、毎年度事業については、重点事業、それから経常的な事業みたいな形で

少しメリハリをつけていきたい。 
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（会長） 

組織横断的な事項については、きちんとハンドリングしてやっていけるのかという話が

あったが、そこの部分はどうか？ 

 

（事務局） 

確かに部を越えた施策が多々出てくる。例えば都市ブランド、土地利用、産業振興、子

育て、教育といったようなことについては、一つの部、課ではとても議論ができない。 

そういった関連するものについては、部を越えて、部課長、係長集まって政策協議とい

う形で議論を重ねている。 

先ほどの施策の重点について説明させてもらったが、戦略的取り組みとして、都市ブラ

ンド、協働という二つの大きな柱を掲げている。 

この柱について、それぞれの施策においてどういう取り組みをしていくのかを明確に打

ち出していくことで、重点的な施策として見せていきたいと考えている。 

 

（委員） 

戦略的な取り組みを実際に実行していくにあたっては、新たな組織、体制を考えないと

いけない場面も出てくると思う。産学官民の新しいネットワーク組織、体制について、さ

らには、戦略的取組の進捗管理を行う組織、体制などについても議論の中で提言したりす

ることが可能なのか？ 

 

（事務局） 

実施体制のことだが、直接総合計画の中にこういう組織にするということではなく、総

合計画を受けて、執行部で計画を実施できるような体制を検討して反映させていくことに

なると思う。 

またその実施体制がうまく機能しないということであれば当然、機能できるような体制

につくりかえていくという柔軟性は持って取り組んでいくことになると思う。 

 

（委員） 

部会の運営については資料 4 をもとに行うと思うが、施策ごとに資料が出ていくことに

なると、どうしてもそれをチェックしていくような感じになってしまう。 

資料 4 にワークショップの市民意見があるが、これは実現可能なものを事務局で抜粋し

たと言われていた。その実現の可否を事務局で判断していると自分たちの想像力がなくな

るのではないか？ 

結局、出てきている意見だけしか見ることができないので、ワークショップの意見を知

らないままになるのではないか？ 

もう一点は、シート中に戦略的取組の記載があるが、この出し方では事務事業の中でど



5 

 

れが重点だというのがわからないのではないか？ 

 

（事務局） 

市民意見については、これ以外にたくさんの意見等をいただいているが、正直膨大な量

になっており、こちらの方で見やすい形で示して、柔軟な議論をいただきたいと思ってい

る。 

戦略的取組については、協働と都市ブランドという二つの柱になっているが、二つがす

べてのシートに盛り込まれているということではなく、市として重点的に取り組んでいか

なければいけないと思われる事業に対して記載している。 

取り組み事業については、現状ではこのような形で書かれているが、これが全てという

ことではなく、あくまでたたき台であり、事務局案である。 

 

（委員） 

協働と都市ブランドを戦略的に取り組んでいくのであれば、強弱はあっても、全ての施

策に関わっていくという見方と、協働、都市ブランドを戦略的にやるならばいくつか重点

を絞っていくという見方があると思う。 

このような見方で表現していくべきでは？ 

 

（委員） 

いろいろな施策を満遍なく並べて、だんだんどこが重きなのか正直わからなくなってき

ているような気もする。何が一番宗像らしさを押し出せるのかということを明確にした方

がよいのではないか？ 

 

（事務局） 

次回以降の部会で前期基本計画の素案を示して、その中でまた議論いただきたい。 

都市ブランドの大きな目的というのは定住人口の維持である。 

都市ブランドを戦略的な取り組みとして位置づけるうえで、若い世代から選ばれる都市

イメージの確立のために何が重要かということになると、子育て環境の充実、安全安心の

まちづくりのようなものがピックアップされていくことになると思う。施策全部にかかる

ということではなく、重点的に戦略的な取り組みをピックアップして提示するというよう

な方法で今のところは考えている。 

また、基本構想で協働と都市ブランドを承認いただいたので、その二つをメインで、各

施策の中で位置づけている。 

 

（会長） 

今の説明についての確認だが、資料 3 の施策について、例えば協働ということで力を入
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れるのはこの施策、あるいは都市ブランドについて、特に重要と考えるのはこの施策とい

ったことが分かるような資料が部会で出てくるのか？ 

 

（事務局） 

協働に関しては、30 施策全てに関連するということで、この全ての施策に対して、協働

の取り組み、強化していく取り組みを記述している。 

都市ブランドに関しては、やはり対象が子育て世代、そして最終的には若い世代の定住

につなげていきたいというところがあるので、全て都市ブランドの推進に当てはまるもの

ばかりではなく、30 施策のうち幾つかの施策については、戦略的取組の記述がない施策も

ある。 

 

（委員） 

戦略的取組が二つ並ぶ場合、協働が全体にかかって、都市ブランドはどれか選ぶとなる

と、ちょっと違うのではないか？ 

例えば、都市ブランドを前面に出すなら、都市ブランドが子育てと定住というような「子

供の健全育成」の施策だけなのか？都市ブランドは住宅施策にもつながるし、情報化推進

施策でも関わってくるのではないか？すべてが横断的に並ぶのではないか？というふうに

捉えてやっていった方がわかりやすいし、反対に戦略になるのではないか？ 

事務局の答えとしては、明確に都市ブランドの方を選ぶとのことだが、それは成り立つ

のだろうかという感じがする。 

 

（会長） 

今後の議論の中では、このような部分についても議論を深めていくという形でお願いし

たい。 

資料 4 のような形で、部会の資料が出てくるわけだが、部会でこの中の文言を変更して

いくということは可能なのか。 

例えば、それぞれのフレーズの変更や、施策の統一など。 

 

（事務局） 

資料 3に基づいて説明すると、当然施策の名称についても変更可能である。 

また、二つの施策を一つにするというところも可能である。逆に一つの施策を二つに分

ける、といったところも可能というふうに事務局は考えている。 

 

（委員） 

この基本計画の素案は、庁内の係長級、主幹課長級、経営会議を踏まえて作成されたも

のであると思う。各部会で議論して基本計画の内容を協議して全体会に持ってくると思う
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が、その間にあった議論というのはまた庁内での協議にかけるのか？ 

 

（事務局） 

原則部会には、施策に関係する担当課長に出席してもらうように調整している。部会で

議論いただいた内容や変更部分等については、質疑の内容と審議等の内容にもよると思う

が、その場で回答できるものもあれば、持ち帰って協議、再度検討というものも出てくる

と思う。 

 

（委員） 

今の資料 3などに含まれる事業についても変更とか追加も可能になるのか？ 

 

（事務局） 

資料 3 に書いてある事業についても、今のところは主な事業ということで、あくまで素

案の段階での事業を記載している。基本計画自体に記載してくる案は、部会のほうで資料 4

のような形の中で事業等を資料として示したいと思う。 

 

（委員） 

「みんなで取り組むまちづくり」の中の施策「シティプロモーションの充実」について。

ブランド作りはプロモーションによるところが大きいと思うので、希望としては、この「シ

ティプロモーションの充実」の部会に出席される方には、ほかの部会で行われている議論

の内容について確認しながら部会を進めていってほしいと思う。ほかの部会と情報を共有

し、説明してもらいながら、それを最終的に収斂させるような方向で進めてもらいたい。 

 

（事務局） 

部会を越えて関連するものが出てくることが多々想定されるので、それぞれの関連部会

に情報を渡して、情報を逐次共有できるような事務局体制をとっていきたい。 

 

（委員） 

スケジュールの中で、部会案作成というのがある。もう部会案というのは実際でき上が

っているのか？ 

 

（事務局） 

部会の中で審議してもらう素案は事務局でつくっている。 

 

（委員） 

どなたが言われたかわからないけど、委員の質問に対して、やはりその素案の線で、議
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論が進められることになるというような発言があった。 

だから、部会の作業が始まる前に、既に土俵は決まっている。相撲は土俵の中でとって

ください。というのはいかがなものかと思う。市はこれだけ市民ワークショップをやって、

いろいろな形で、繰り返し丁寧にいろいろなその意見を聞くという手順を踏んできたのも、

この計画を市民と一緒になってつくっていこうという思いがあったと思う。この審議会も

その中のひとつ。もっと部会の中では、この委員の皆さんの議論があっていいと思う。 

 

（委員） 

事務局が提示するシートを見たのでは、やっぱり想像力がなくなると思う。 

ここら辺が議論になったとか、庁内の協議の中でこれが議論できなかったとかいう部分

も出してもらいたい。 

 

（事務局） 

単に素案をチェックするという形でなく、その内容や本質を議論いただけるように、説

明の仕方を工夫していきたい。 

 

（会長） 

部会では皆さん議論いただき、創造的な発言、新しい取組方針だとか事業だとかの提案

だとかも含めて、自由に発言をいただいくということでお願いしたい。 

協議の中で、扱いに困った部分とか、市としてこれはできないと思ったようなものにつ

いて示すことができればありがたい。 

それでは資料 6について事務局から説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局案説明 

元気をはぐくむまちづくり部会：部会長を岡村委員、副部会長を中里委員 

にぎわいのあるまちづくり部会：部会長を小林委員、副部会長を藤本委員 

調和のとれたまちづくり部会：部会長を牧委員、副部会長を今西委員 

みんなで取り組むまちづくり部会：部会長を松永委員、副部会長前田委員にお願いした

い。 

 

（会長） 

事務局から指名があった皆様方よろしいか？ 

それでは、次回以降、部会に分かれていただくときに、各部会長、副部会長の皆様、よ

ろしくお願いしたい。 

その他部会のことについて、何か質問、意見等あればどうぞ。 
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（委員） 

部会の開催について、日程はばらばらになるのか？理想的には同じ日にして終わった後

に意見交換するという話があってもいいのかなと思う。ばらばらに開催するのであれば、

他部会の議論をインターネット等で出すのか確認したい。 

 

（事務局） 

まず部会の日程についてだが、同一の日に別会場に分かれて開催してはどうかとの議論

もあった。しかし、部会に担当課長を同席してもらうため、関連する複数施策で同一の日

に開催すると、担当課長の対応が物理的に不可能なため、別日での開催というような形に

なると思う。 

また、ある程度議論が進んだ段階で共通認識を図るために、全大会、部会の審議結果等

については、ホームページのほうに審議会情報ということでアップし、会議録等を起こし

ていきながら掲載していきたい。 

 

（会長） 

部会の開催日について事務局から説明を。 

 

（事務局） 

事務局説明 

 

（会長） 

重ねて確認だが、12 月中旪の庁議で素案についての確認をとるとのことだが、それを書

き換えるような自由な意見を部会ではぜひお願いしたい。 

その他全体を通して、何かお気づきの点等があればどうぞ。 

 

（委員） 

全体を通じてということで資料 1に関して、今後検討をする機会というのはあるのか？ 

 

（事務局） 

最終的に資料 5 のスケジュールで確認してもらいたいと思うが、最終的には、この審議

会から、資料 1 それから基本計画含めたところで答申という形でいただきたいと考えてい

る。 

その前に、再度全体確認の意味も含めて、6月頃に全体会を開きたいと思っている。そこ

ではもう一回基本構想、基本計画のおさらいという形で議論してもらい、内容についても

再度検討したいと思っている。 
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（委員） 

資料 1で若干気になったことがあったので、確認したい。 

一つ目は、14 頁で上の方に将来像の実現政策というところがあり、その下に 5 行ほど文

書があるが、4行目の「その」というのが何をさしているのかを確認したい。 

現状では、地域資源を失わないために、施策を展開していくという構成になっているの

ではないかと読み取れる。 

ただ豊かな自然、歴史文化、住環境、コミュニティといった地域資源を失わないために、

四つの柱を実現させていくそういう施策を展開していくとなったとき若干違和感がある。 

二つ目は、同じく 14頁、同じところの 4行目に「次世代につなぐ」というワードがある

が、下の図８だと「次世代に引き継ぐ」となっている。 

この言い回しはあえて書き換えているのか？そうでないならば合せていかないといけな

い。 

 

（会長） 

もし基本的な考えがあれば、事務局から説明してもらうとともに、今みたいな指摘を今

後、来年の 6 月 7 月あたりの部分でまとめて、もう一度審議するということでいいかどう

か事務局から説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

今のような、記載内容についての指摘等々については、7月以降に順次もらえればと思う。 

ただし、今読まれて、7月前までに解決したほうがいいと思われたものについては、本日

でもいいし、後日メールや電話等でも結構なのでお願いしたい。 

 

（会長） 

それでは、お気づきの点があれば、改めて修正の意見をいただく機会があるということ

で事務局までお願いしたい。 

その他、何かあればどうぞ。 

 

（委員） 

パブリックコメントはこの答申が終わった後になるのか？ 

また、審議会で議論した内容をワークショップ参加者にいつの時点でどう伝えるかが大

事だと思う。答申の前には何らかの形で発表すべきだ。 

それと地域別構想も総合計画中に入れるという話があったと思うが、コミュニティ計画

というのは、どういう形でこの基本計画に盛り込まれるのか確認したい。 
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（事務局） 

まず、コミュニティのまちづくり計画についてだが、総合計画の出来上がりは三部構成

にしたいと考えている。 

一部が基本構想、二部が基本計画、そして三部が地域のまちづくり計画という形の構成

を現在予定している。 

意見等を発表したり、また反映させたりといったことについては、どういう形になるかわ

からないが、少し検討したいと考えている。 

 

（委員） 

基本計画とそのコミュニティ計画の関連性だが、上位関係というか、位置関係というの

は、どうなるのか？ 

 

（事務局） 

本来であれば、こういった総合計画というのは市民との協働プランであるべきだろうと

思う。ただ今回の二次総合計画においては、市民参画の機会の拡大を図っているが、基本

的にはまだ協働プランにはなっていない。 

各コミュニティが自主的につくり、地域住民による地域住民の取り組み方針を示す計画

として存在するが、どちらが上下ということではない。 

今後総合計画の説明として、地域に出向く予定であるが、そのときに地域が今見直しを

行っているまちづくり計画の情報を頂こうと考えている。 

お互い情報共有をしながら、お互いそれぞれ計画をつくっていきたいと思っているが、

今回のマスタープランでは一体化まではできず、それぞれのプランとして存在することに

なる。ただし、一冊にまとめて情報の共有は図っていきたい。 

 

（委員） 

基本計画、基本構想があって、コミュニティ計画との連携がないと、何のためにやって

いるのかわからないので、三部作になると基本計画を踏まえたコミュニティ計画にならな

いと思う。コミュニティの自主性もあるが、そこで作ったものが基本計画と合わなかった

らどうするのだろうかという話も出てくるので、そこら辺の調整はしっかりやらないと、

コミュニティ計画をつくる意味がわからなくなる可能性があると思う。 

 

（委員） 

自由ヶ丘の基本計画策定について関与しているが、ある方から、市の総合計画との関連

性を指摘された。 

自由ヶ丘は以前あった計画を柱に立てているが、行政が立てる総合計画と全くマッチン

グしないということはないと思うが、マッチングしないものが出てくる可能性もあると思
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う。もし行政の計画とのすり合わせをしながらやっていくのであれば、もう少し早くそう

いう知らせがあったらと感じている。 

 

（事務局） 

11 月末に会長会が開催されるので、その中で総合計画の進捗も含めたところで現在まで

の報告をさせてもらいたいと考えている。 

 

（委員） 

コミュニティ計画について、市とのすり合わせができない部分があっても構わないとい

うとらえ方でいいか？ 

11 月までに完成させようということで詰めて会議を行っているので、修正することにな

れば、せっかくの努力が報われない。 

 

（委員） 

自分は、赤間地区だが、12 月いっぱいに策定するという話になっている。コミュニティ

の中には、まだまちづくり計画がないところもある。 

策定していない地区は新たにつくるし、今あるところはそれを見直すということで自分

は理解している。 

この総合計画等とマッチングしない部分があれば、今月末 26日に会長会が開催されるの

で、その辺も含めて会長のほうに説明をいただければと思う。 

 

（会長） 

これは重要な件なので、事務局から明確な説明会等をできればお願いしたい。 

 

 

（事務局） 

まず 11月の会長会で説明させてもらって、できれば、希望する地区に出向いて総合計画

の現状と報告をさせてもらえればと思っている。 

大きな取組みの方針の違いの取り扱いについてだが、そのための情報交換の場として、

会長会への説明、各地区に出向いての説明、そういったところで調整ができればと思って

いる。 

取組方針については、基本的には地域と市が向いている方向に大きなズレは生じないと

思っているが、仮に大きなズレが生じた場合、それが調整できる案件なのか、あるいは自

主性を尊重してそのまま方針として生かしていくものなのかは内容によると思う。 

 

（委員） 
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コミュニティの話だが、12 のコミュニティ運営協議会の中が、余りにも違い過ぎるとい

うこと。それは地域性があると思う。 

自由ヶ丘はものすごく進んでいるが、ほかではそうでないところもある。これは、実際

にコミュニティを回ってみると分かると思う。 

行政はここら辺をよく理解してもらってコミュニティと話をしてもらいたい。 

 

（会長） 

今の点については、今後、各コミュニティとの説明会に事務局が出向いていくとのこと

なので、みなさんに共通認識が持てるように、基本構想、基本計画等、コミュニティの計

画というのがどういう関係性なのかをわかりやすく示したような資料は必要。そういうも

のを持って各コミュニティで説明してもらうとともに、この審議会でも全体会ではなく部

会の場でまた説明をお願いしたい。 

大変重要な指摘をもらったので、その点は事務局のほうでしっかりとコミュニティとの

連携調整を進めていただきたい。 

 

（委員） 

コミュニティによって単純に温度差があるのは当たり前で、そういう温度差についてど

う修正するかは行政と地域との関係で解決すべきと思う。説明会では相手の話を聞いてか

ら説明するという、スタンスを持たないといけないと思う。あくまで対等の立場というこ

とを認識しなくてはならない。 

 

（会長） 

私から一点、副会長からの指摘にあったとおり、今回の基本計画と行政評価との関係性

について、資料としてまとめてもらいたい。 

以上で第五回宗像市総合計画審議会を終了する。次回開催日については、部会ごとに開

催。 


