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第２回宗像市総合計画等推進委員会 議事要旨 

 

日  時 平成２９年７月３１日（月） １４：００～１７：１０ 

場  所 市役所第２委員会室 

出席者 

【委 員】天野 勤 萱沼美香 木村健次 藤本幸男 

牧 敦司 松永年生 南  博 山下永子 

【欠 席】江﨑美那子 

【事務局】福崎部長 吉川課長 吉永係長 大原 

【担当部課】河野室長 長谷川課長 飯野係長 中村係長  

     中村部長 徳永室長   

     磯部部長 白木課長 白木主幹 安部係長 合島係長 

     中野部長 田中課長 田志参事  

議  題 

（１）第２次宗像市総合計画 施策評価について 

［施 策］ 情報受発信の充実 

歴史文化の保存と活用 

資源を活かした島の活性化 

（２）宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプランに

ついて 

その他 平成３０年度の宗像市総合計画等推進委員会の開催について 

 

１ 開会 

 

２ 協議 

（１）第２次宗像市総合計画 施策評価について 

［施策］情報受発信の充実 

担当部概要説明 

 

○委員 

課題に挙げられた、若い世代に対して市の魅力が訴求できていないというのは、市内

向けの広報とシティプロモーションの両方にかかる課題か、どちらか一方に特化するも

のか。それによって今後の課題解決のアプローチの仕方が変わってくると思う。 

○事務局 

毎年 3 月末に全県下で宗像市のイメージ調査を実施し認知度、居住意欲度、観光意欲

度などをはかっている。「市のことを知っているか」という問いに対して高齢者、とく

に 70 代以上に関しては 8 割以上が市のことを知っていると回答している。一方、20 代

はその割合が半分である。クロス集計により、市のことを知っている人の方が居住意欲

度、観光意欲度がはるかに高いという結果も出ている。世界遺産登録を機に確実に認知

度は上がっているので、その波に乗って居住、観光意欲度の向上に向けて広報活動をし
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ていきたい。 

○委員 

都市ブランドサイトは市のホームページとは異なるのか。訪問者数など指標となるデ

ータはあるか。 

○事務局 

市が公開しているホームページは 4 つあり、そのうち都市ブランドサイトでは主に市

外の方に向けて宗像市での暮らし、実際に住む人の声などを紹介している。閲覧数は月

間数百程度と伸び悩んでいる。 

○委員 

各サイトの状況を把握し、残された課題のところにも加えた方が良いのではないか。

クロス集計等を行い、しっかりと分析をされると良いと思う。 

○委員長 

市のイメージ調査の手法がインターネット調査ということならば、属性に一定のバイ

アスがかかっているということを加味した分析が必要である。 

双方向のコミュニケーションとして活用しているフェイスブックについて、活用状況

に関する分析はいかがか。 

○事務局 

市のフェイスブックページの「いいね」の数は現在 3,668 件であり、近隣自治体と比

べても多いと言える。「いいね」をしている人がアクションを起こすことで更なる情報

の拡散が期待できるため、上手く活用したい。過去の実績から、注目度が高くアクショ

ンの多かった動画投稿などに特に力を入れて発信していく。また、投稿に対してコメン

トを頂いたものには受け答えをし、頂いた意見を担当各課と共有し、迅速に対応するな

ど、即時性と各課の自主性を持たせることに努めている。 

○委員長 

フェイスブックは双方向性の担保としては限定的な部分であるということと、ＳＮＳ

としては中高年を中心としたメディアというのが実態であることも考えていく必要があ

ると思う。 

今年度は、それぞれの施策について委員会としての評価の取りまとめは行わない。委

員からの意見などを踏まえて、今年度あるいは次年度以降の施策の推進に努めていただ

ければと思う。 

 

 

［施策］歴史文化の保存と活用 

担当部概要説明 

 

○委員 
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世界遺産の指定を受けた後に新たに取り組もうとしている事業はどんなものがあるか。

とりわけ、沖ノ島には足を運べないという点についての取り組みはあるか。 

○事務局 

登録以前から「なぜここが世界遺産になったのか」というところを理解してもらうため

の取り組みの一環として、宗像と福津市に複数あるガイド団体に対して資産の説明につい

ての講座を開催している。また 7 月にオープンした大島交流館では、「大島の人たちにと

っての沖ノ島」という視点の展示をしており、沖ノ島の資産的価値を伝えている。 

また、秋以降のツアー客の増加を想定し、ターミナル周辺の大型バスの待避所や、島内

を循環できるバスの整備など進める必要があると考えている。 

○委員 

観光ガイドの現状を踏まえて、取り組みの方針はどのように考えているか。 

それから参考として、富士山も天候によっては見えないときがあるが、見えなかった

観光客に対して、その日しか配布しない証明書を発行して別の満足度に変えるという工

夫をしているところもある。 

○事務局 

宗像歴史観光ボランティアの会によると、ガイド利用者は昨年比約 4 倍の見込みであ

る。 

沖ノ島は本土側や大島から天気が良ければ見えるものの、見えるときでもわかりにく

いという声が多い。そこで所定の場所に行ってアプリを起動すると、島の場所をスマー

トフォンの画面上に示し、見えないときは島のイメージを表示するというものを準備し

ている。実際に行くことはできないため、見てもらうというのは大事な要素になると考

えている。 

○事務局 

宗像、福津市内にある複数のガイド団体について、これまで各団体が独自のガイド内

容で運用していたが、今回 6 項目のメニュー化を図った。これにより所属する団体が変

わっても同一の内容で案内でき、構成資産等の案内がスムーズにできるような体系をと

った。また受付窓口についても各市の観光協会に一本化した。 

また沖ノ島を見てもらうという点で、沖ノ島遥拝所以外にも砲台跡など、より良く見

える視点場の整備を島内および本土側で進めており、ホームページなどで周知をしてい

く。 

○委員 

今後、海外からの来訪者や、高齢化の進展とともにバリアフリーに配慮してほしいなど、

特定のニーズを持った方の来訪も想定されるが、既存のガイド団体で対応できるか。また、

それに対応できるようなガイドの養成を検討しているか。 

○事務局 
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インバウンドの対応についてはＱＲトランスレーター1を導入しているが、バリアフリ

ーの対応について、今後手話での案内などにも取り組む必要があると考えている。 

○委員 

田熊石畑遺跡の展示・保存について、来場者の多くから、ここには史跡がない、とい

う意見が挙がる。スペースの問題もあるが、今後に向けた案があれば伺いたい。 

○事務局 

いせきんぐ宗像は広さを生かした活用を想定していることから、見学するような復元

ものは限定されている。しかし土日祭日はガイドが遺跡の内容の説明をしたり、寄り合

いどころと言われるスペースでミニ展示やビデオ放映を実施するなど、工夫して取り組

んでいる。今後も東郷地区と協働で取り組んでいきたい。 

○委員 

世界遺産決定を受けて、本年度も含めた今後の来訪者数のシミュレーションと、それ

に対する対応策はどう考えているか。人が増えることで市の対応の不備に対するクレー

ムなども増えることが想定される。対応策については、各地の世界遺産を例にとると、

大きな金額を投資しても 3年後には来訪者は減る場合もある。 

○事務局 

来訪者は約 3 倍になると予測しており、特に大島に観光目的で渡る人は現在の 2 万人

から 6 万人程度に増加すると見込んでいる。そうなると船の臨時便を出す必要があるた

め、年間の便数制限の中で、船員の確保もシミュレーションして対応することとしてい

る。またターミナルの駐車場は 60 台の増設を完了したが、加えて民間の土地を借りて

臨時的に対応することも想定している。さらに警備員が各駐車場の空き状況を把握し、

空いている駐車場へ車の誘導をするなどの対応をしている。車の渋滞発生も見越して、

旧玄海町役場の駐車場をバスの待避所として使用する。来訪者の増加に伴う対応につい

ては、必要に応じて土地を借用するなどして、過大投資になることを防いでいる。また、

辺津宮と中津宮、沖津宮遥拝所には人数カウンターを設置し、来訪者の実数を把握する

ようなシステムも準備している。 

○副委員長 

海の道むなかた館の来館者数が、前年に比べ 1 万 5 千人も減っている原因は何か。そ

れから、世界遺産センターは作る予定で進めているのか。 

○事務局 

来館者数については、26 年度と 27 年度が国内推薦の決定や、百田直樹氏の「海賊と

呼ばれた男」の発刊、館での展示があったことなどにより、例年よりも多かったものと

考えられる。29 年度は昨年度に比して月 1,000 名から 2,000 名、7 月については前年比

                             
1 QRコードを活用し、看板や印刷物を多言語化出来るサービス。ユーザーが自分の携帯端末でコードを読

み取ると、ユーザーの使用する端末の言語設定を認識して翻訳文を表示させる。（QRコード：高速読み

取りを目的として開発された二次元コード。Quick Responseに由来。） 
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3,000 人ほど増加しているため、今年度は持ち直すと思われる。今後、年間 15 万人程度

で推移していくと想定されるが、17 万人の目標値に近づけるような努力もしていかなけ

ればならないと考えている。 

○事務局 

当面の間は海の道むなかた館を、世界遺産センター機能を有する施設として活用して

いきたいと考えている。しかし、中長期的には神宝館、宝物庫、そして祈願殿などいわ

ゆる旧耐震基準の建物の問題や、祈願殿北側の駐車場、海の道むなかた館も含めた修景

などの課題の解決も含め、全体的な見直し作業には取り組んでいかなければならないと

考えている。その結果として、世界遺産センター機能を有する施設を建築するという運

びになる可能性は当然あると考えている。 

○委員 

今後来訪者が 3 倍になるという予測だが、海の道むなかた館のキャパは問題ないか。

旅行代理店などにヒアリングをして来館者数の予測を立て、対応策を考えた方が良いと

思う。また世界遺産になると、曜日を問わずに来訪者が増えると思われるので、柔軟な

運営を検討する必要がある。 

○事務局 

現時点ではキャパがオーバーするということはないと捉えている。ただ、今年のみあ

れ祭は日曜であるということや、今年の正月三が日付近も多くの来訪があったことを踏

まえて対応を検討したい。また、海の道むなかた館の滞在時間は一組 30 分程度を想定

しており、旅行会社と相談しながら時間をずらしてもらうなどして出来るだけ要望に応

える形で対応したいと考えている。 

○事務局 

先ほど世界遺産センター機能を海の道むなかた館が担うという説明があったが、世界

遺産センター機能の検討として、休館日の対応についても今年度中には検討する必要が

あると考えている。 

○事務局 

商工観光課の行う、団体旅行を対象としたツアー造成に係る事業補助では、市内 2 ヶ

所の観光施設を周遊することを補助の要件としている。旅行会社からの聞き取りによる

と、パターンとして 1 番多いのが宗像大社に寄った後に海の道むなかた館というルート

だそうで、団体ツアーを造成した場合は高い確率でむなかた館に来館すると考えられる。 

○委員 

海の道むなかた館は市民協働によって運営されている面が色濃いので、世界遺産のガ

イダンス機能が市民協働によって担われているということをアピールしていくと良いと

思う。 

○委員 

災害などに備えて、資産の管理保存の方法について検討が必要である。また建物の耐
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震化に際しては、見た目の問題もあると思うので慎重に取り組まれたい。それらを踏ま

えて、予算措置についても検討が必要だと思う。 

○事務局 

建物については法律等に基づいた仕様での整備が必要である。ケーシングについては、

国宝の保存管理方法は厳しい基準があり、当然費用もかかるがやむを得ないと考えてい

る。また意匠的な部分についても、慎重に設計・実施をしていく必要がある。費用の面

について、将来的に根本的な見直しをするとなれば大きな枠組みでの事業費の計上も必

要になるが、ＰＰＰ・ＰＦＩ2や、コンセッション事業3の導入など、民間企業のノウハ

ウ等を取り入れながら実施していく必要があると考えている。 

○委員長 

この歴史文化の保存と活用の施策について、後期基本計画の策定に際しては、資産の

保全の面にも力を入れて取り組む必要があると思う。 

 

［施策］資源を活かした島の活性化 

担当部概要説明 

 

○副委員長 

中間支援組織とはどういった組織なのか。また課題に挙げている、うみんぐ大島が抱

えている現在の問題点というのは何か。 

○事務局 

中間支援組織は、大島では元気な島づくり推進事業協議会、地島では地島推進協議会

である。中心になって島の振興を図っていく支援組織として位置づけている。地島の組

織で中心的な役割を担っていた方が退任されたため、今後に向けた人材育成が課題とし

て挙げられる。 

うみんぐ大島の課題解決については、利用者数が減っていることから、安定収入の確

保のための方法を検討する必要がある。 

○委員長 

委員の皆様にお諮りしたいが、地島の組織内部に関する表記は、適切な文書に修正を

するということでよろしいか。担当課と事務局側で訂正をお願いする。 

○委員 

うみんぐ大島の実績を来場者数で見ているが、売り上げも成果指標として挙げるべき

ではないかと思う。事業別の売り上げなどを分析し、問題の要因を特定した上で取り組

                             
2 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）とは、公民が連携して公共サービス

の提供を行うこと。PFIは、PPPの代表的な手法の一つ。PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアテ

ィブ）とは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サー

ビスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方。 
3 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間

事業者に設定する方式。 
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みの方針を表記した方が良い。 

○事務局 

海洋体験施設として釣り堀等が主体の施設ではあるが、大島島内のにぎわいづくりに

寄与するという部分もこの施設の役割として考えており、中長期的な視点で問題点を考

えるときには、実質的収入の減少という点と、島の活性化にどこまで寄与できているか

という点がある。 

収入については、釣り堀等の営業強化はもちろん、特産品開発など天候に左右されな

いサイドビジネスにも力を入れる必要がある。島の活性化の部分では、旅館・民宿等と

のタイアップなど地域に還元するような協働の取り組みが不十分であると認識している。

これらの課題を今年度計画化し、実行していく。 

○委員 

観光客が増えることで、地元とのトラブルの発生も予想される。観光客のマナーの問

題ももちろんあるが、迎える側のホルピタリティの向上、モチベーションの変化を与え

る機会を増やすことが地域の盛り上がりを生み、トラブルの回避に寄与するものと考え

られる。手法として、民間の事業者連合のようなものを作ることも効果的だと言える。 

○委員 

大島の島民の方が世界遺産登録を本当に望んでいるのかを危惧している。登録に絡め

て島の活性化に繋げることは必至である。それから、大島のイノシシ被害が大きな問題

となっているが、対策について今後どのように取り組むか。 

○事務局 

委員の言うとおり、島民の方すべてが賛成というわけではないということは認識して

いる。しかし、大島の若手が中心となり、店舗出店、ＳＮＳでの情報発信など活性化に

向けた取り組みが広がってきていて、それに触発される形で年配の方々の理解も進んで

いると感じている。 

○事務局 

イノシシ対策についてはＩＣＴ4の活用なども調査、検討してきたが、現行の箱罠の設

置と、地域ぐるみの取り組みが一番確実で有効であると考えている。 

○委員 

施策の総括と今後の課題、方針でイノシシのことには触れないのか。 

○事務局 

施策の内容と異なるため記載していないが、引き続き取り組んでいく。箱罠を設置し

た後のパトロールなどきめ細やかな対応を今後強化していきたい。 

○委員 

  安心、安全な環境をつくるといった観点で、イノシシ被害を防ぐことを課題や現に行

                             
4 Information and Communication Technology コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報通信

技術。 
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っている取り組みとして記載しておくのが望ましい。 

○委員 

29 年度、30 年度の課題解決に向けた取り組みの記載が、29 年度は計画策定だけでほ

かに何もしてないようにも読み取れるので、安全確保についての課題と取り組みも付記

しておくのが良いと思う。 

○委員 

移住の促進や人材育成に関する現状と具体的な課題はどう考えているか。 

○事務局 

大島、地島ともに高齢化率が高いことは明らかで、地島はとくに若手の人材育成が必

要と言える。大島で若い世代の活動が活発化しているのは良い流れだと思っている。 

○事務局 

移住の促進として、体験居住のイベントを今後も継続して実施していく。また大島で

は移住を想定した新規店舗出店等の補助金を今年 10月から創設する。 

 

（２）宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプランについて 

事務局説明 

 

○委員長 

概要説明、質疑ともにアクションプラン全般に渡る形で進めていく。 

○副委員長 

1-3-②「スポーツ観光の推進」のキャンプ地の誘致の見通しは立っているか。誘致し

た際の宿泊施設はどうするのか。 

○事務局 

今年 5 月にラグビー日本代表の合宿誘致を実施し、その後も誘致活動を続けている。

宿泊施設については既存の施設の中で誘致をしていく意向であり、ラグビーワールドカ

ップ大会直前の公認キャンプ、そして一段階前の事前キャンプともに受け入れる施設は

あるという認識で動いている。 

○委員 

2-1-①および 2-1-②の定住化の推進の中で、世帯数の増加の要因分析はしているか。

また、増加に対応する受け皿の準備、あるいは次のアクションについてはどう考えるか。 

○事務局 

24 年度に開始した家賃補助等の定住の補助金が、子育て世帯の転入を呼び込み、人口

の増加と年少人口の維持に寄与していると考えられる。引き続き担当部署とも連携しな

がら子育て環境の充実に向けて取り組む必要があると考えている。 

○事務局 

  住宅の受け皿の準備については、競争力のある市街化区域への住宅の誘導が挙げられ
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る。加えて、土地利用上新規の開拓が難しい状況であるため、既存の住宅ストックの利

活用に重点を置いて整備していく。 

○委員 

4-1-④「既存住宅団地の再生を目指した取り組み」の重要業績評価指標の基準値に対

する 28年度の数値の意味、目標値との関係がわかりにくいので説明してほしい。 

○事務局 

日の里、自由ヶ丘を郊外型住宅団地再生のモデルとして位置づけていることから、各

団地の戸建て住宅の空き家数を指標として設定している。26 年度の数値を基準に、年間

5％の減少を目標としているが、28 年度の調査の結果、逆に増加したというのが現状で

ある。今後、目標値の設定を含め見直しを図る必要があると考えている。 

○委員 

2-1-③「移住促進に向けた取り組み」の 5 人の地域おこし協力隊について、現在の活

動内容を教えてほしい。 

○事務局 

1 人目は赤間宿を活動拠点として観光客の招致、2 人目は宗像漁業協同組合の活魚セ

ンターでの流通促進や加工品の開発等の活動をしている。3 人目は農業関連分野で、後

継者不足の解消に向けた取り組みである農作業ヘルパー事業などに取り組んでいる。そ

れから、大島で主に特産品開発に 2 人が取り組んでいる。それぞれの活動を通じて、3

年後には市に残って何かを担ってもらえるよう、行政側も支援をしていく。 

○委員 

目標値の 10というのは、どういう基準でここに計上するのか。 

○事務局 

 例としては農業の研修を市が実施して、それを受講したことをきっかけに宗像に移住

した、というような方など、行政として誘致した形で移住された方々をカウントしてい

きたいと考えている。 

○委員 

1-3-①の宗像版観光プラットフォームについて、日本全国の自治体の多くが観光プラ

ットフォームを掲げているが、成功しているのは 1～2％程度である。成功例として挙げ

られる長野県の飯田市は、山に囲まれ観光資源は乏しく、人口減少が顕著なまちであった

が、林間学校や体験プログラムを売り物にして市長自らが数年かけて営業活動をして、結

果的に多くの来訪者を呼び込んだ。資源に恵まれた宗像市では、同じことをやるのではな

く、宗像市ならではの観光プラットフォームの在り方を再検討する必要があるだろう。会

社組織が利益を上げるために必要なのは商品の安定供給と即売性。今はそれぞれ違う部局

が提供しているサービスを会社組織、つまりは観光プラットフォームで一元管理できれば

より効率的で、複合的な魅力が生まれると思う。 

○事務局 
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現在の観光協会は旅行業等の許可は受けていないため、旅行商品の提供はできない。

しかし利益を生むような組織を目指し、ＤＭＯ5の検討などに取り組んでいるところであ

る。担当課としても改善に向けて、宗像版の取り組みの強化に努めていく。 

○委員 

資格がないからできない、ではなく、資格取得から始めるような積極性を期待したい。 

○委員 

1-4-③「子育て中の女性への就労支援の充実」に関して、受け入れ側の事業者に対す

るアプローチはどのように取り組むか。 

○事務局 

市内事業者を対象にした男女共同参画推進状況アンケートにおいて、「働きながら育

児や介護をすることを容易にするための取り組みを実施している」と回答した事業者は

4.4％に過ぎなかった。今後、各事業者に対して多様な働き方についての情報発信を強化

していく。 

○委員 

事業所は日々の業務の中で、テレワークやワークシェアリングが具体的に自分たちの

職場でどのように導入できるのか分析・検討するのが困難である。市が実施する事業所

向けの講演会などでは、より具体的な情報の発信を検討されたい。 

○委員長 

時間の都合上、アクションプランについて追加で提言等がある場合は、事務局まで知

らせていただきたい。 

進捗について、全体としておおむね順調という評価であったかと思う。各担当課にお

いては、委員から出た付加的な提言も踏まえて今後の取り組みを推進していただきたい。 

 

３ その他 

（１）平成 30年度の宗像市総合計画等推進委員会の開催について 

○事務局 

来年度の委員会の開催については、各委員の任期が今年度で満了ということもあるた

め、改めて検討させていただく。 

 

４ 閉会 

                             
5 Destination Management/Marketing Organization 観光のマーケティングや商品開発などを一体的に

進める組織のこと。観光庁が規定する日本版 DMOは、「地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇

りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協

同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦

略を着実に実施するための調整機能を備えた法人」。 


