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市民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施結果について  

 

 

「宗像市市民活動推進プラン（案）」について、市民意見提出手続（パブリック・コ

メント）を実施しました。その結果は次のとおりでしたので、報告します。  

 

計画・条例案等

の名称 
宗像市市民活動推進プラン（案）  

内容 

地域の課題解決やまちづくりに取り組む市民一人ひとりの力をキー

ワードに、生涯学習などで培われた知識や経験を、地域や社会に還元

することで市民の活動を推進し、市民主体のまちづくりを目指してい

く計画。計画期間は平成２５年度～同３１年度の７年間。  

実施期間  平成２５年 １月２８日（月） ～ 平成２５年 ２月２８日（木） 

意見提出状況      ８ 人 ２０ 件 

提出された意見

の内容及びその

回答 

別紙「宗像市市民活動推進プラン（案）に関する市民意見提出手続の

意見及びその回答」のとおりです。  

問合せ先  

市民協働・環境部  コミュニティ・協働推進課  政策推進係 

〒８１１－３４９２ 

宗像市東郷一丁目 1 番 1 号 

 

ＴＥＬ：０９４０－３６－５３９４  

ＦＡＸ：０９４０－３６－０２７０  

メール：komyunit＠city.munakata.fukuoka.jp 
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「宗像市市民活動推進プラン（案）」に関する市民意見提出手続の意見及びその回答  

 

●実 施 期 間：平成２５年１月２８日～平成２５年２月２８日  

  ●意見提出状況：８人の市民から２０件  

 

 回答は以下のとおりです。  

 

本プランでは、５つの重点目標を達成するための施策の方向性を提示しています。  

これに基づく具体的な事業は、年度ごとに実行計画を定めて実施していきます。  

該 当 箇 所 意  見 対 応 回  答 

Ｐ４ 

Ⅱ 市民活動推進 

プランの概要 

１．策定の趣旨 

 

「案」を、宗像市（市長・市職員・

議会）の「決意表明（願望によるスロ

ーガン）」として受け止めることには

多くの市民は異論を唱えないでしょ

う。わたしもその一人です。 

 ただし、そうであれば、宗像市に「新

しい公共」という地域づくり（行政手

法）が必要な根拠については「時代の

要請」（4 頁。策定の趣旨）という一

言の説明で終えるのではなく、国政で

この概念が提起された背景の説明（私

見では「小さな政府論」の推進）もあ

わせて行わないと、十分ではないと考

えます。 

 宗像市が「基礎自治体の最小化」す

るという「経営方針」を掲げるのかど

うかは最低限、表明すべきではないで

しょうか。 

 

 

原案どおり 

 

市の施策として、コミュニティ

活動や市民活動、市民との協働の

まちづくりを推進していくこと

が、ご意見のような「基礎自治体

の最小化」の方向につながってい

くものと考えます。本プランは、

本市が取り組んでいる「地域の活

性化と市民主体のまちづくりの推

進」に基いて策定しています。 

ご意見にある「新しい公共」と

いう地域づくりが必要な根拠は、

「Ⅳ 協働の現状・課題と施策の

方向 １．協働の基本的事項（１）

協働の必要性」（Ｐ17）で対応でき

ると考えています。 

Ｐ５ 

Ⅱ 市民活動推進 

プランの概要 

２．策定の理念 

「案」のキーワードは「市民力」だ

とされています。（５頁、策定の理念）。

平成 25年第 1回市議会における市長

の施政方針においても、「市民力」と

いう言葉が 4回使われていました。 

「市民力の定義」では、長崎市「市

民が自主的・自発的に地域課題の克服

に取り組もうとする力」、大阪市生野

区「自分たちでものごとを決め、社会

的な課題に対してはともに解決に当

たるという市民一人ひとりの、自律し

連帯する力」、上田文雄札幌市長「地

域の課題を地域で解決する原動力が

市民力」、あるいは生涯学習との視点

で宗像市の考え方との共通点が見え

る、馬場利子静岡市生涯学習推進協議

会委員「地域の問題を解決する市民の

ちから」などという諸説があります

が、案では「市民力」の定義が明確で

はありません。 

地域力については、代表的な定義と

して以下のような概念が認められて 

 

原案どおり 

 

「地域力」という言葉は用いて

いませんが、本プランにおける「市

民力」とは地域に限定された力で

はなく、「生涯学習などで培われた

知識や経験をもとに、地域の課題

解決やまちづくりに自律と協働で

取り組んでいく市民一人ひとりの

力」と定めています。 

「市民力」の考え方が各人で異

なることを肯定したうえで、自律

した市民一人ひとりが他人や地域

とつながり、そして活動すること

で、さらに大きな力となり、それ

が宗像のまちづくりを推進してい

くことになると考えます。言い換

えると、宗像で暮らす市民一人ひ

とりの存在自体が「市民力」であ

ると考えています。 
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 います。「市民力」は、下記（１）（２）

を踏まえた「地域力を生み出す市民一

人ひとりのちからを集めた当該地域

の総合力」という定義でいいのでしょ

うか。 

（１）まちづくりプランナーの宮西悠

司さん 

  ①地域資源の蓄積力（地域におけ

る環境条件や地域組織及び 

   その活動の積み重ね） 

  ②地域の自治力（住民自身が、地

域が抱える問題を自らのこと

として地域の組織的な対応で

解決する力） 

  ③地域への関心力（常に地域の状

況に関心を持ち、可能性がある

なら（可能性を模索しながら）

向上していこうという気持ち、

地域に対する参加意識） 

（２）大阪大学山内直人教授 

  ①地域の問題解決力 

  ②コミュニティガバナンス（地域

における問題解決力） 

  ③ソーシャルキャピタル（地域住

民が持つ信頼関係や人間関係

の強さ） 

 

 

 

 

Ｐ１８ 

Ⅳ 協働の現状・ 

課題と施策の方向 

２．多様な主体の

協働の実施状況 

 

「案」のⅣ協働の現状・課題と施策

の方向の２.多様な主体の協働の実施

状況（18頁～）に、「今後さらに市民

等との協働を進めていくためには、市

民活動に関する知識やノウハウを持

った中間支援組織が一層のコーディ

ネート能力や相談機能を発揮するこ

とが、課題解決の一つの方策として考

えられます」とされています。ＮＰＯ

等の機能団体同士や自治会等地縁団

体と機能団体との調整が必要である

ことはおぼろげには理解できるので

すが、30 頁の用語解説だけではその

具体像がイメージできません。子育

て、高齢者介護、健康増進、防災・防

犯などの分野での具体的なかたちを

明示できないものでしょうか。 

 

 

一部修正 

 

ご意見を参考にさせていただ

き、用語解説「中間支援組織」（Ｐ

30）の前文を「様々な分野での市

民主体のまちづくりを推進するう

えで、市民・市民活動団体・コミ

ュニティ運営協議会・大学・企業・

行政が連携して活動していくため

のパイプ役として、各々のつなぎ

や提案・調整・支援を行う民間組

織。」と修正します。 

 

Ｐ２２ 

・市民参画の促進 

 

本プランに、青尐年期からのボラン

ティア活動についての記載があるが、

パブリック・コメントを求めるのに子

どもたちにも働きかける必要がある

のではないか？具体的には、概要版を

子ども向けにつくって、子どもの意見

を聞いてみてはどうか。（実質的に、 

市民に年齢制限をしているのでは

ないか？）同様に、本プランの点字版

などを作成したのか、聞いてみたい。 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、市政への市

民の参画を広げるため、その手法

の検討を行っていくこととしてい

ます。 

ご意見のような市民参画の拡大

に関する方策については、冒頭の

実行計画を定める中で、参考とさ

せていただきます。 
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Ｐ２２ 

・市民参画の促進 

 

パブリック・コメントでは、意見を

出した人と行政担当者との直接の対 

話は予定されていません。そして意見

のほとんどは「原案どおり」で処理さ

れています。行政手続法云々とは別

に、「協働の原則」（18頁）にたてば、

「原案どおり」の次のステップで意見

提出者との直接の対話を保障すべき

だろうと思います。そうすることで、

市民側でも無責任な意見の提出は減

尐するでしょうし、市政に対する市民

の「参加意識」も一段と高まるのでは

ないでしょうか。 

 

 

原案どおり 

 

ご意見のとおり、市民と行政と

の直接の対話は必要であると考え

ています。そのため、本プラン（案）

に対するパブリック・コメント実

施期間中に市民説明会を開催し、

市民と直接の対話を行いました。 

ご意見のような市民参画の拡大

に関する方策については、冒頭の

実行計画を定める中で、参考とさ

せていただきます。 

Ｐ２２・２３ 

・各種団体同士の 

ネットワークの強 

化 

・連携事業等の拡 

充 

・私たちの団体は、現在１２月下旬の

公演のみであり、市のイベント等で

「ふる里むなかた」を歌を通じて訴

えていきたいと考えている。 

・そのイベントはどこで開催される

か、事務局はどこにあるのか等を、

個別に訪問・交渉する必要がある。 

・我々の思いを普及させるためには、

団体の定期的な会合を開催する等、

受け皿（事務局）が必要となる。 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、各種団体間

の情報交換や交流を通しての連携

を広げるため、各種団体間のネッ

トワークの強化や連携事業などの

拡充を図っていくこととしていま

す。また、必要に応じて、中間支

援組織による連携の支援を行って

いきます。 

ご意見のような各種団体ネット

ワークの構築及び連携会議の充実

に関する方策については、冒頭の

実行計画を定める中で、参考とさ

せていただきます。 

Ｐ２３ 

・情報共有のため 

の窓口の強化 

 

障がい者への市民活動の情報の提

供 

 ・支援センター、行政、民生委員等

からの発信 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、市民活動に

関する相談、市民等や地域への情

報提供など、情報を共有するため

の窓口の強化を検討していくこと

としています。 

ご意見のような情報の提供・交

換のための窓口の強化に関する方

策については、冒頭の実行計画を

定める中で、参考とさせていただ

きます。 

 

Ｐ２３ 

・公共施設の積極 

的な活用 

ボーイスカウト活動に奉仕させて

いただいています。野外活動をするに

際して、下記事項を要望します。 

 現状…キャンプをする事に関して

公共施設の使用制限が多す

ぎる。 

  ・「火」がダメ、「テント」がダメ、

「水」がない。 

要望…①ふれあいの森等にキャン

プ可能施設の新設 

②八所宮キャンプ場の「か

まど」の補修 

   ③家族が簡単にバーベキュ

ー等ができる場所の確保

（たき火可能、トイレ有、

給水可能） 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、市民等が利

用できる活動の場として、公共施

設の積極的な活用を図っていくこ

ととしています。 

ご意見のような学校施設を含む

公共施設開放に関する方策につい

ては、冒頭の実行計画を定める中

で、参考とさせていただきます。 
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Ｐ２３ 

・公共施設の積極 

的な活用 

活動の場の充実 

  公共施設の積極的な活用 

  ・改築時など施設が不足：コミュ

ニティ、学校（空き教室）の無

料活用 

  ・自然環境の活用（公園・登山

道）・規制の緩和 

   （例）ふれあいの森の活用のた

めの改良（キャンプ場） 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、市民等が利

用できる活動の場として、公共施

設の積極的な活用を図っていくこ

ととしています。 

ご意見のような学校施設を含む

公共施設開放に関する方策につい

ては、冒頭の実行計画を定める中

で、参考とさせていただきます。 

Ｐ２４ 

・活動拠点への交 

通アクセスの確保 

公共交通機関による利便性 

 ・活動の場へのアクセス 

 ・夜の便の増便・停留所の増 

（一間隔が長い） 

 

原案どおり 

 

 本プランにおいて、メイトム宗

像や宗像ユリックス等へのアクセ

ス改善のため、活動拠点への交通

アクセスの確保を図っていくこと

としています。 

ご意見のような交通の利便性の

向上に関する方策に 

ついては、冒頭の実行計画を定め

る中で、参考とさせていただきま

す。 

 

Ｐ２４ 

・地域での人材登 

録制度構築の支援 

について 

宗像市はベッドタウンとして大き

く発展した。他地域から多数の移住が

あり、人材の宝庫と考える。例えば、

リタイアした人（様々な業種・職種や

趣味など）の経験や有資格者も多いと

思う。 

いろいろな資格があるが、せっかく

取得した資格を活かす場面 

の提供をすると、次の人材育成に続く

のではないか。 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、地域の潜在

的な人材を活用していくため、人

材登録制度の拡充を図っていくこ

ととしています。ご意見のとおり、

本市には様々な資格や経験を持っ

た市民が多くいます。 

ご意見のような地域での人材登

録制度の拡充に関する方策につい

ては、冒頭の実行計画を定める中

で、参考とさせていただきます。 

 

Ｐ２５ 

・新たな支援制度

の検討 

認定 NPO法人について。 

 PSTの絶対数基準（3000円以上の寄

付者が 1000 人以上）は、大規模な都

市ならともかく、人口 10 万人弱の宗

像市ではハードルが高いと思われま

す。宗像市を中心に活動する NPOには

難しく、寄付者を集めることが仕事に

なってしまっては本末転倒です。 

ただ、認定 NPO制度には、都道府県

又は市区町村で条例指定を受けた

NPO法人の PST要件が免除されること

などが盛り込まれています。認定 NPO

法人を希望する NPOを条例指定で PST

を免除するようにできないでしょう

か。 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、団体の活動

資金を確保するため、新たな支援

制度の検討を行っていくこととし

ています。 

市民活動の推進のためには、“ひ

と”“もの”“資金”が必要であり、

これらを確保できれば、団体の自

律にもつながると考えます。 

ご意見のような新たな制度導入

に関する方策については、冒頭の

実行計画を定める中で、参考とさ

せていただきます。 

Ｐ２６ 

・職員研修の充実 

 

市民マインドのある市職員を育て

るには、採用試験の時点から市民と協

働する市行政づくりについてのエッ

セイを書かせるなどが必要だと考え

る。 

 

 

原案どおり 

 

本プランにおいて、市職員の協

働に対する理解や意識、企画・調

整力向上や市民活動団体などの活

動内容を理解するため、職員研修

の充実を図っていくこととしてい

ます。 

ご意見のような職員研修に関す 
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る方策については、冒頭の実行計

画を定める中で、参考とさせてい

ただきます。 

 

Ｐ２６ 

・職員研修の充実 

 

市職員（管理職）の体験講座の積極

的受講 

 ・体験、知識、理解、感想、助言：

市民への拡大 

 

 

原案どおり 

本プランにおいて、市職員の協働

に対する理解や意識、企画・調整

力向上や市民活動団体などの活動

内容を理解するため、職員研修の

充実を図っていくこととしていま

す。 

ご意見のような職員研修に関す 

る方策については、冒頭の実行計

画を定める中で、参考とさせてい

ただきます。 

 

プラン（案）全般 

 

「案」の成否は、市民が学んだ成果

を宗像市民の生活に還元できるかど

うかにかかっているように思えます。

ただし、「学び」「成果」「還元」の根

底には、市民一人ひとり、団体、宗像

市（市長・市職員・議会）の「学ぶ意

欲」と「その果実」を「地域づくりに

提供するという志（こころざし）」が

必要です。 

「案」では、その「志（こころざし）」

の現状と課題及び対策の具体像が見

えません。つまり、宗像市は、28 頁

の一覧表にまとめられた決意を実行

に移すために、どのような「担保」を

用意しているか、分からないのです。 

 

 

原案どおり 

本プランでは、市民活動及び協働

の現状・課題を整理し、施策の方

向をまとめています。そして、５

つの「重点目標」を設定し、この

目標を達成するための「重点施策」

「施策の概要」をまとめ、それら

から導き出すことができる「具体

的な施策」を提示しています。 

各部署が実施する具体的な事業

については、年度ごとの実行計画

を定め、全体的な進行管理を行う

予定です。併せて、総合的な評価

や調整についても、市民参画等推

進審議会に諮るなど、市民参画の

視点を取り入れていきます。 

 

プラン（案）全般 

 

市民活動推進のための３つの活性

化 

①地域産業・交通 ②コミュニテ

ィ ③地元イメージ 

・中心になるテーマ 

大学、高校を卒業して社会人になる以

前の人間性を育成（同時に地元の地域

活性化と社会的弱者対策も行う 

 

①地元商店街やカーシェアなどで地

域産業と交通の活性化 

▼宗像市の空き店舗を利用して、地元

の野菜やその商品を販売 

 １大学、高校を卒業する前の若者、

引きこもりの若者に、宗像市の空

き店舗を利用して地域の野菜や

その他の商品を売ってもらい、商

売・経営の基本姿勢や人間性を養

い、社会に対応できる人材を育成

する。 

 ２１は地元シニアにノウハウを

提供してもらいサポートを受け

ながら相互交流する。 

  ３遊休バスなどをカーシェアし、 

 

原案どおり 

 

 多くの具体的な事業例を示して

いただいたご意見のような「市民

活動の推進」に関する様々な方策

については、冒頭の実行計画を定

める中で、参考とさせていただき

ます。 
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その他意見・要望等  

意    見 回    答 

「案」は、「コミュニティ活動を含めた市民活動全

体もさらなる活性化を目指して」策定した、と平成

25年度施政方針では述べられています（6ページ）。

また、第二次総合計画を構成する柱と位置づけられ

ています（5頁。本プランの位置づけ図）が、コミュ

ニティ基本構想・基本計画の見直しに着手する（平

成 25年度施政方針 6頁）のであれば、この二つを一

つにまとめることはできないのでしょうか。 

 

平成 25年度から本プランが実行開始となりますが、

同時期にコミュニティ基本構想・基本計画の見直しに

着手します。 

ご意見のような市民活動の推進や協働に関する方策

については、冒頭の実行計画を定める中で、参考とさ

せていただきます。 

 利用していない時間を使ってサ

ラリーマンや学生を送迎する雇

用を創出。 

 

②人間関係などコミュニティの活性

化 

▼引きこもりの若者⇔一人暮らしの

高齢者⇔子育て世代のママ など相

互の関係を結び社会的な孤立問題

を解決する 

 １学生や引きこもりの若者などで

一人暮らしの高齢者の見守り隊

（NPOなど）を結成し、地域社会

からの孤立問題を解決する。 

２一人で子育てに悩むママを支援

するため、シニアに協力を仰ぎ、

子育てに関する経験的ノウハウ

をボランティアで伝授してもら

う。お世話好きで一人暮らしのお

ばあちゃんなど、同時に相互見守

りの役割を持つ。 

 

③地元愛や地元イメージの活性化 

▼宗像市出身で石油元売会社出光興

産の創業者、出光佐三の生涯を映画

化 

 １地元をロケ地として利用したり、

エキストラで市民に協力しても

らい、市民の一大イベントとす

る。また、映画の公開により宗像

市を広く全国に知ってもらい、若

者が地元を誇れるイメージを創

出する。 

２出光佐三の経営哲学や人生に触

れ、若者たちの逆境や困難に負け

ない精神を養う。 

３様々な映画ロケ地として誘致し、

実績を重ね、新たな観光 

名所、観光資源とする。 
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例えば、協働を支える 12のコミュニティ運営協議

会には、テーマに特化したＮＰＯやボランティア団 

体と、地域の総合的な課題の解決を担う自治会等の

地縁団体が混在しており、両者のチームワークが課

題となっていますし、総合力には人材を含めて「格

差」があることも明らかです。 

市長の施政方針でも「市民との協働によるまちづ

くりのさらなる充実のためには、コミュニティ運営

協議会と市民活動団体との連携強化などが必要で

す」と述べられています。「コミュニティ・協働推進

課」を新設するとも発表されました。 

この課題を、行政権限の移転、予算措置も含めて

どのような具体的な施策で克服するのかについてど

のようなところで表明されるのでしょうか。 

さらに、コミュニティ基本構想・基本計画でうた

われた「地域分権」はいまどこまで進展しているの

でしょうか。 

 

ご意見についてはご指摘のとおりですが、この内容

はコミュニティ基本構想・基本計画の見直しの際に、 

参考とさせていただきます。 

 

「案」は地縁団体の地域づくりの比重が低いよう

に感じられます。また、地縁団体の「法人化」が「案」

では示されていません。「新しいコミュニティのあり

方の関する研究会報告書」（平成 21年 8月 28日）が

指摘した「経済活動の重要性の高まりと法人制度」

（同報告書 58頁）も参考に、方針で示してはいかが

でしょうか。 

 

宗像市は地域コミュニティを中心としたまちづくり

を推進しており、ご意見のとおり、法人化も地域づく

りの手法の一つですが、これらについては、コミュニ

ティ基本構想・基本計画の見直しの際に、参考とさせ

ていただきます。 

 

 

 

その他 

国や地方の財政が逼迫化する中、「小さな政府」を目指す道州制も政党間協議で動いています。 

政府の地方制度調査会（会長・西尾勝東大教授）の専門小委員会が平成 24年 12月 20日、「人口 30万以上」

となっている現在の中核市の要件を「人口 20万以上」に緩和する中間報告をまとめました。最終報告は平成 25

年夏までに首相に報告されます。 

 平成 25年度施政方針では、「これからの地方自治体は、連携しながらも競争する新たな時代を迎えています」

といわれています。 

 宗像市（約 95,000人）、福津市（約 57,000人）、古賀市（約 59,000人）など近郊の自治体との合併（合計、

約 21 万人）で中核市を目指す動きが始まる可能性があるとも考えられますが、案との関係で宗像市はどのよう

に判断しているのでしょうか。 

 私は、同報告書が、「住民自治の拡充」の項で「中核市・特例市においても住民自治の拡充は重要な視点であ

り、地域自治区（地方自治法第 202 条の 4。九州では宮崎市が平成 18 年 1 月に採用）等の仕組みを地域の実情

に応じて活用することについて検討すべき」としていることにも第二次総合計画は留意する必要があると思って

います。 

 


