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第２回宗像市総合計画審議会 議事要旨 

 

日 時 平成２４年１２月１７日（月） １９時００分～２１時３０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 大方優子 岡田祐一  

岡村 純 梶栗みき 木村秀子 古賀禎文 桑野俊一郎 

小林正勝 齋藤 豊 田中一郎 辻 洋子 中里留美子 

十時 裕 仲西浩一 永野芳宣 花田省蔵 久本貴志 

藤本幸男 牧 敦司 萱沼美香 松永年生 牟田貴美子 

南  博 山下永子 養父信夫 宗像 優 

【欠 席】松田美幸  

【事務局】鳥巣部長 中野課長 田中係長 立花係長 新海 狩野 

尾園 中村 

長谷川参事 青木係長 溝口 

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）各ワークショップ及びアンケート等の報告について 

議 題 

１）目標人口について 

２）第二次宗像市総合計画の構成案と骨子案について 

３）将来像について 

４）都市ブランドについて 

その他  第３回宗像市総合計画審議会の開催日について 

 

１ 部長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第１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）各ワークショップ及びアンケート等の報告について 

   事務局説明 

 

（委員） 

 これだけ具体的にやっている例も少ないので、非常に参考になってこようかと思う

が、ここに参加された方々を今後、取り込んでいく仕組みがあるのか？ 

 

（事務局） 

 参加していただいた方との今後の関わりについて、この宗像力（そうぞうりょく）

プロジェクトは、総合計画を策定するまでではなく、実践（事業展開）していくとき

も続けていきたいと考えている。事業展開していくときは、その先に必ず評価が出て

くる。そのときも今携わっていただいている方々に参画してもらいたいと考えている。 
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（委員） 

 データの確認をしたい。P43 以降、市内と市外を分けて出されているが、概ね市外

と市内の割合はどうなっているか？ 

 

（事務局） 

 各回で母数が違うが、平均して毎回約５００件の回答を頂いている。そのうち概ね

３５０件が市内、１５０件が市外となっている。 

 

（委員） 

 先ほど説明で庁内各部との意見交換会があった。どのようなやり方、内容で行って

いくのか？ 

 

（事務局） 

 本日の資料（4～7）を各部に提示して、意見交換会を行っていこうと考えている。 

 

（会長） 

 まだ、意見があろうかと思うが、これについては、意見、アドバイス等あれば、後

ほど事務局に言ってもらいたい。 

 

３ 審議事項 

（１）目標人口について 

（２）第二次宗像市総合計画の構成案と骨子案について 

（３）将来像について 

（４）都市ブランドについて 

事務局説明 

  

（会長） 

 まず、地区別人口、目標人口について審議をお願いしたい。 

 

（副会長） 

 目標人口について、人口を目標にしてしまうと、人口を増やすための施策になって

しまう。それが、定住促進のための補助金であったり、新規の開発であったりする。

成長・成熟戦略で、観光客の増加であったり、生活の質の向上のための施策を展開し

ていくことになれば、恐らくそのゴールは目標人口ではないと思う。成長・成熟戦略

を進めて、結果としての指標はありえるが、最初に目標人口を定めるものではない。 

 

（会長） 

 今の意見は、目標人口を総合計画の中に位置づけないほうがいいということか？ 
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（副会長） 

 極端にいうとそうだ。ひとつの指標としてはいいが、目標とすべきでないと思う。 

 

（会長） 

 目標人口の捉え方だと思うが、そもそも目標人口が総合計画の中でどのような位置

づけなのか事務局に確認したい。個人的には、何が何でもこの人口を目指していくと

いった強力なものではないと思っているが。 

 

（事務局） 

 目標人口の位置づけだが、第二次総合計画で新たなインフラ整備を進めていくとい

うことではない。人口増時代（右肩上がり）の総合計画は、目標人口を定め、インフ

ラ整備を進めるといった計画であったが、今回の目標人口については、まちや地域を

維持していくためのひとつの指標として設定させていただきたい。 

 

（委員） 

 成長戦略の時は目標人口が必要だと思う。しかし、総合計画自体、自治体の作成義

務はなくなった。地方分権の中でそれぞれの自治体が自分たちのまちを経営していき

ないさいということであれば、指標としては必要だと思う。前回依頼（各コミュニテ

ィ毎の人口データ）したものをみれば、何もしなければ、人口が減少していくという

ことがわかり、各地区が自分たちで考えるようになる。そういう意味での目標人口は

必要だと思う。ただ、指標でいいのではないか？ 

 

（委員） 

 基本構想の項目が４項目となっていて、特に３・４項目がかなり具体的すぎる。端

的にいうと、３・４しかないように見える。目標人口に対して、インフラや市街地の

状態がどうあるべきかといことを整理しているだけである。 

後に出てくる将来像については、暮らしとか生活といった将来の姿は、人と土地の

利用だけではない。人の生活ぶりも入るべきだと思うので、目指すべき将来像をもう

少し整理したほうがよい。 

 

（会長） 

 委員の言った内容を考慮して、事務局も出していると思う。そのほか何か意見ある

か？ 

 

（委員） 

 確認だが、日の里地区の人口が、資料とグラフの数字が違うが、どちらが正解なの

か？ 
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（事務局） 

 グラフが正解である。申し訳ないが修正をお願いしたい。 

 

（会長） 

 ほかに何かないか？前回意見では、96,000 人の数字が厳しいとの意見があったが、

その根拠を今回、事務局のほうでまとめてもらった。今回は、目標人口の位置づけに

ついて意見が出た。確かに各委員の指摘はわかるが、まちの将来像をイメージしてい

くためには、指標として人口があったほうが分かりやすい。最終的な位置づけについ

ては、取りまとめの時に事務局に整理をお願いしたい。 

人口の設定については、96,000を頭の片隅に置きながら、今後の計画を進めていき

たいと思うが、各委員何か意見があればお願いしたい。（特になし） 

 続いて、構成案、骨子案、将来像について、一括して意見をお願いしたい 

 

（委員） 

 市民の視点で言わせてもらうと、「緑に暮らし、青く活きる」が正直、ピンとこな

い。宗像力とか色のイメージとかよいキーワードが出ていると思うが、宗像をこれで

表現しているのかというとまだまだ検討の余地があるのではないか？ 

成長戦略が遊びとなっているが、そこもピンとこない。成長戦略といえば、移住・

定住もあるだろうし、６次産業化で産業が活性化していく攻めの話ではないか？一方

で成熟戦略は、守りの話で、今、宗像市に住んでいる人達を外へ逃がさないための施

策であろうと思う。安全・安心、生きがい、若者たちや子育て世代を外に出さない戦

略など、成長戦略は遊びだけではないし、成熟戦略は、暮らしだけではなく、その年

齢層によっていろいろ組み立てが違ってくるのではないか？ 

その後の４つ（四塚連山）産業、医療、教育、環境（インフラ・自然）の４つで分

けて示したほうがよい。同じような意味が含まれており市民にとっては分かりにくい。

もう少し明確にしてほしい。 

 

（委員） 

 宗像の遊び、暮らしで成長・成熟としているが、断片的過ぎて市民にとって分かり

にくい。「青く活きる」は陰鬱になるし、子育て世代を狙っていくのであれば、子育

て世代は青春ではないので、もう少しその辺の整合が必要であろう。 

目標人口の資料にインフラ整備は必要ないとあるが、今後、老朽化したインフラの

更新が必要ではないか？インフラの整備を二次の計画から抜け落ちていると思う。 

 

 

 

 

 



 5 

（副会長） 

 ワークショップなどに関することについて、昨年、福岡市でも市のビジョンを作成

する際に、市民の意見を集約した。市民との信頼関係を形成するうえでこの取組みは

重要だと思う。ただし、市民が宗像市のことを考えてくれることは大切だが、それら

の意見を総合計画に盛り込む必要はないと思う。参加している人達が参画するプロセ

スが大事であり、結果に必ずしも意見を入れ込む必要はないと思う。 

 

（委員） 

 若者が宗像に定住するようにならないと今後の少子高齢化時代に、高齢者を支えき

れないと思う。環境・教育・産業を活性化し、若者が宗像で住めるようなまちになっ

たらいいと思う。体系図については、少し分かりにくい。先ほど別の委員が言われた

ように、産業、医療、教育、環境（インフラ・自然）といった具体的なほうが分かり

やすい。ただ、事務局の考えもあると思うので、それらを融合してもらえるといいと

思う。 

 

（委員） 

 インフラの老朽化に伴い、更新費が莫大になると思う。それに対する手当てをどう

していくのか。それから、税収をどうやって増やしていくのか。それらをやっていく

ための具体的な費用を考えていかないといけないと思う。交付金、補助金も今後減っ

ていくと思う。それらがなくなった場合に、どうしていくということも考えておかな

ければいけないと思う。 

 

（委員） 

 まちづくりの４つの柱に四塚を使っているのはいいと思う。しかし、施策の部分に

重複しているところがある印象である。それから、自分は地域活動をしているが、子

育てで宗像に戻ってきている人達がいる。若い中学生くらいの子達が宗像に自分の存

在感があると思えば、宗像で子育てしたいと思えるのではないか。先ほどブランドの

話があったが、その辺もプログラムとして考慮してもらえるとありがたい。ブランド

の具体的な施策はあるのか？ 

 

（会長） 

 都市ブランドと総合計画での位置づけなどについて、改めて説明してもらいたい。 

 

（秘書課） 

 今回に関しては、都市ブランドの大枠しか説明していない。個別・具体的な部分に

ついては、整理しているので、別の機会でお願いしたい。また、最終的な部分につい

ては、現在庁内調整中であるので、今は方向性のみの説明である。 
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（委員） 

 将来像の「緑に暮らし、青く活きるまち」だが、役所の人らしからぬ柔らかい発想

で非常にいいと思う。見出し、キャッチコピーは通常常識で考えるより半歩だけ前に

あったほうがよい。何かといえば話題になる、どこか引っかかるという程度でいいの

ではないかと思う。ただ「まち」はいらないと思う。それと成長戦略の遊びはあまり

馴染まないと思う。むしろ、別の言葉で置き換えると「元気」であろう。宗像の元気

をどうするか（農業、漁業、商工業）だと思う。将来人口の設定だが、目標人口を掲

げたからといって、すべてそこに「もの」が動員される話ではない。目標人口は人間

で言う基礎体温みたいなもの。そこをわきまえて、成長・成熟戦略を行っていくとい

うことなので、頭出しではなく、ファクター（要素）として総合計画に入れればいい

と思う。 

 

（委員） 

 本市の自然はいいなと思う反面、山は荒廃しつつあり、海岸線の松も枯れつつある。

本当に誇れる地域資源として、どのようなことができるのか考えないといけないと思

う。 

 

（委員） 

 都市ブランドだが、若い世代を取り込みたいというところで、こういう内容になっ

ていると思うが、現在住んでいる人達が子育てに自信をもって誇れるような内容もプ

ログラムとしてあってほしいと思う。そうすることで、育った子どもたちがまた、宗

像で子育てしたいと思い、それが広がっていくのではないかと思う。発信が外向けす

ぎると思うが、その辺はどうか？ 

 

（秘書課） 

 意見のとおり。市民が宗像を好きになってしてもらうことが大事だと思う。宇都宮

市は外の部分もあるが、まずは市民がそのまちを好きなってもらおうといろいろな施

策の展開をしている。内と外の２重の形で事業を展開していけたらいいと思う。 

 

（委員） 

 これから高齢化が進み、３０％となる。そうなると宗像市の人口的には３万人、年

金が最低１０万円/月としても３０億円、年間で３６０億、市町村の年間予算に匹敵

する額となる。その人達がどう使うかが問題で、溜め込むとお金が動かない。それら

を、介護・医療に使えば、いくらか雇用が生まれる。総合計画の中に、地域福祉とか

医療がない。そこの分野を増やしていけば、地域として成り立っていけるのではない

か？ 

それと、いろいろキーワードが出ているので、その辺を整理して分かりやすい言葉

にすれば、いいのではないかと思う。 
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（委員） 

 都市ブランドに苦言を呈しておきたい。ブランド作りに行政が先頭に立ってやると

あまりいい結果は生まれない。ブランドは民間の活力の中から生まれてくるものであ

って、それを支援する、環境を整備することが行政のスタンスだと思う。都市ブラン

ドに行政が先頭に立つべきでないと思うが、そうは言っていられないだろうから、そ

の辺を少し考慮しながら、都市ブランドに取り組んでいただきたい。 

 

（委員） 

 「緑に暮らし、青を活きるまち」だが、今後１０年間これを使うことになるので、

宗像の色を調べてみたら、市章は３色が使用されている。そことの関連があるのかど

うか、その辺を整理してもらいたい。 

宗像市には市民憲章があるが、市民憲章は市の憲法ということになっているので、

確認しているとは思うが、その辺も計画を策定する段階で整合しておく必要があると

思う。 

基本構想部分で、まちづくりの視点で「千年の歴史で紡ぐ」とあるが、なぜ千年な

のか？何か意図があるのかと思う。それと「３つの物語」については、見た目、すべ

て同じように思える。説明はされているが、そこのすみわけが必要ではないか。主語・

述語を考えたときに「現役世代」が「次世代」にとなる。その辺も同じではないか？

あと、物語＝ストーリーとなるので、その辺もイメージしにくい。物語を引継ぐとい

うより「もの」を引継ぐではないだろうか？最後に４つの柱（四塚）だが、これはこ

れで面白いとおもうが、それぞれ意味（湯川山＝命を育くむ）があるのかも伺いたい。 

 

（委員） 

 宗像大社、世界遺産の関係から千年ということが来ているのではないかと思う。補

足があれば、事務局お願いしたい。 

 

（事務局） 

 本来であれば、２千年となるのかもしれないが、ここでは千年という言葉で表現し

ている。それから今回の基本構想部分は、物語とか四塚といった言葉を出しているが、

これは、市民に親しみを持ってもらいたいということから言葉を選んでいる。他市町

村を見ると、分かりにくい、行政的な総合計画が多く、市民になかなか読んでもらえ

ない。読んでもらえないので、市民が誰も総合計画を知らない。多くの市民に読物と

して読んでもらいたいと思っている。始まりも「むなかたる」を最初に出し、市民が

参画した部分から出していくことで、市民に読んでもらい、手にとってもらいたいと

思っている。 

四塚連山の関連性については、特にない。ただ４つの基本的な柱がまちづくりを進

めていくうえで、互いに連なっているという意味から四塚連山としてここでは表現さ

せてもらっている。 
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（副会長） 

 総合計画は宗像市役所の中期経営計画であって、各部・各課がこれに従って事業を

行っていく計画でもある。市役所の文書であり、硬い文章があってよいと思う。対市

民と会話するものと、この中期経営計画を必ずしも一緒にしなくてもよいと思う。

我々が議論すべきは、どういう都市像なのか、どういう施策の方向性なのかといった

ことが総合計画には必要と思う。 

 

（委員） 

 四塚連山は都市マスや土地利用計画の中でゾーニング（一定の地域を住居・商業・

文教地区などに区分）とかで関連付けられることなのか？それとも単なる当てはめて

いるだけなのか確認したい。 

 

（事務局） 

 今回の四塚については、直接の関係はない。市民に対して親しみという部分から表

現させてもらっている。 

 

（会長） 

 ここで図らせてもらいたい。資料６構成案について、「目指すべき将来像」があっ

て、「基本戦略」、基本戦略の中に成長・成熟戦略それと都市ブランドが関連してお

り、それに基づき「まちづくりの視点」があって四つの柱がある。中身の表現は別に

してこの構成で今後進んでいってよいか？（異議なし） 

 将来像等の具体的な文言については、次回また議論でよいか？事務局どうか？ 

 

（事務局） 

 問題ない。 

 

（会長） 

 了解した。まだ意見等があれば、事務局に連絡をお願いしたい。 

 ただ、事務的には暫定的にこれらを使いながら、審議会で修正していくやり方にな

ろうかと思う。そこは委員も了承願いたい。都市ブランドについても、意見が出た。

全体の整合もあろうかと思うので、今後も継続的に扱っていきたい。 

 ただ、こちらも子育て世代をキーワードとして事務的には進めて行ってもらいたい。 

 

 

 

次回開催日 平成２５年２月１２日（火） １９：００～ 場所については後日連絡。 


