
１ 

様式 

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 

 

「宗像市都市再生基本方針（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 
宗像市都市再生基本方針（案） 

内容 

大規模住宅団地の老朽化や住民の高齢化、空き家の増加等の問題が顕在化

する中で、本市を代表する住宅団地である自由ヶ丘地区及び日の里地区の

都市再生の基本的な方針を示したものです。 

実施期間 平成２７年６月１１日（木） ～ 平成２７年７月１０日（金） 

意見提出状況 ５人 ９件 

提出された意見

の内容及びその

回答 

別紙「宗像市都市再生基本方針(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 

都市戦略室 秘書政策課 秘書政策係 

〒８１１－３４９２ 

宗像市東郷１丁目１－１ 

 

ＴＥＬ：０９４０－３６－１２８４ 

ＦＡＸ：０９４０－３７－１２４２ 

メール：teijyu＠@city.munakata.fukuoka.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

宗像市都市再生基本方針（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

箇所 意    見 対応 回     答 

日の里地

区各町内

の人口構

成データ

の纏め方

について

（P26関

係ほか） 

日の里地区は12の自治区からな

る。1丁目～9丁目に加えてアパ

ート（以下 APと略す）1区、2

区、3区である。日の里 1丁目は

1丁目自治区のほか AP3区、日の

里5丁目は5丁目自治区の他AP1

区と AP2区自治区からなる。宗

像市公式ホームページには、自

治区別人口が毎月末公表され自

治会（町内会）活動に役立って

いる。 

今回の基本方針（案）のデータ

は土地本位となっているため例

えば日の里 5丁目の人口は上記

3自治区の人口を加えたもの（1

次データではなく 2次データ）

になっている。基本方針（案）

26ページ、88ページなど参照。

これによって、1丁目 5丁目の人

口動態の観察をアバウトなもの

にしているのは遺憾である。 

AP1～3区は UR機構の借家であ

る。従ってそこの人口動態は UR

機構の施策が大きく影響する。1

丁目と 5丁目のデータを 2次デ

ータにしたことによってUR機構

の影響を見えにくくしてしまっ

たのは、今後の議論を曖昧な物

にする危惧を感じる。 

広報日の里 2013年 10月号に昭

和 57年（1982年）と平成 25年

（2013年）の 12自治区別人口が

掲載されている。これによれば、

日の里の人口減は AP1区と 3区

が大部分を占め、それ以外の人

口はあまり変わっていないこと

が分かる。 

日の里地区の盛衰は、UR機構の

態度に影響されるところが大き

いので指摘した。 

一部修正 本基本方針案26ページ、88ページ、

91～96ページの人口等のデータに

つきまして、ご指摘のとおり、Ａ

Ｐ１区、ＡＰ２区、ＡＰ３区の区

分を新設の上、表や地図等を修正

いたします。 



３ 

日の里地

区内のバ

ス移動に

ついて 

（P51関

係） 

アンケートの結果によれば「バ

スの本数が少ない」が上位にあ

げられている。日の里地域内を

走るバスは東郷駅を起点として

東回りと西回りで 1日に 46便運

行されている。46便という数は

驚くべき本数である。それにも

拘わらず「本数が少ない」とい

う答えが出てきた原因を分析し

ニーズに合ったバス路線を構築

すべきである。46便を活用出来

ないのはもったいない。 

大きな原因は、現状のバス路線

の設定が、バスを利用したい人

のニーズに合っていないと言う

ことではないか。ニーズは顕在

化していないので調査が必要で

ある。 

日の里のバスは東郷駅を起点終

点として運行されている。従っ

て、東郷駅をまたいで日の里内

で移動したい場合には東郷駅で

降りて、改めて乗り換えなけれ

ばならない。例えば、9丁目の住

人が 2丁目の島村クリニックに

行こうと思えば、東廻りのバス

に乗ればよいが、西回りに乗れ

ば、東郷駅でいったんバスを降

りて乗り換えなければならな

い。このニーズの解は、東郷駅

を起点終点とせずそのまま乗っ

ていけるようにすることであ

る。このようなニーズがどのく

らいあるのか。その他のニーズ

にどんなものがあるのか。 

日の里のバスは１周１５分かか

るので、東回り西回りをやめて、

同一方向に循環する、東郷駅で

は乗客を降ろし乗客を乗せる、

という解も考えられるが、ニー

ズに合っているかどうか分から

ない。 

原案どおり 「バスの本数が少ない」とするア

ンケート結果は、住民の皆様が日

頃から感じておられることとして

受け止めております。 

しかしながら、西鉄バスが運行し

ている日の里地区を循環する路線

は、市内でも運行本数が充実した

路線のひとつであり、今後もこの

便数を維持するとともに、1日に

46便という充実した路線の利用満

足度を高めるような活用検討が必

要であると考えております。その

ためには、ご指摘いただきました

ように、日の里地区の住民の皆様

の利用ニーズ等をより深く掘り下

げ、駅を起点終点としない運行な

どについても、潜在的な利用ニー

ズに照らし検証する必要があると

考えております。 

また、住民の皆様が望むバスの運

行に向けて西鉄バスや関係者との

検討の機会を設ける必要があると

考えております。 



４ 

住環境の

質の向上

（P65関

係） 

ソフト面の施策として、地域の

おとながかかわることとして、

子どもプレイパークを日の里４

号公園、１１号公園を拠点に「外

遊び」を地域のおとなが関わり

を実施する。子ども会育成会に

も地域のおとな（高齢者）がゆ

るやかにかかわれるような仕組

みを考え実行することを提案す

る。 

原案どおり 本基本方針案の「公園・広場・緑

地」の整備等による住環境の質の

向上を図ることに関連し、ソフト

事業として貴重なご提案であると

考えております。 

都市機能

の集約 

（P69関

係、ＪＲ

赤間駅南

口につい

て） 

ＪＲ赤間駅南口の送迎駐車場は

終日混雑している。北口は広々

と空いている。 

南口の大混雑を何とか解消され

ることを強く要望する。 

原案どおり 本基本方針案は、赤間駅南口周辺

について駅前広場の拡充や街なか

居住を推進するための市街地整備

を検討することを提案していま

す。これらの検討の中で、駅南口

の混雑緩和についても検討してい

きたいと考えております。 

公共交通

軸の強化

（P69関

係） 

自由ヶ丘地区に住んで１５年に

なる。現在私は４０代後半です

が、私が住み始めた３０代前半

にはすでに「坂道がきつい」は

私も感じずっと思っている。特

に、高齢者の方には住みにくい

街並みかなと思う。定住という

観点からしたら、既存の街並み

にとらわれずに見直すことが大

切ではないか。 

中心拠点が赤間駅なのは周知の

事実。私見としては、それに向

かう自由ヶ丘南～赤間駅の道路

を都市機能集約と位置付けて今

後も考えていこうとすることが

まず間違いではないかと。私は、

赤間駅を中心拠点として放射線

状に広がる都市づくりを考える

べきでは、それがコンパクトな

都市づくりにつながっていくの

ではないか。この道路に東西か

ら向かっていくことが「坂道が

きつい」につながっているので

はないかと。 

都市機能集約がこの道路沿いに

縦に伸びるのはコンパクトと言

えるのか？この道路は、筑豊地

区（宮若市等）からの車も往来

する道路で、この道路でしか土

穴側へは実質的に行きにくい。

くりえいと側に跨線橋を渡って

いくが土日は混雑する。 

原案どおり 本市では、都市計画マスタープラ

ン等において、自由ヶ丘南から赤

間駅に向かう県道宗像・若宮線の

幹線道路としての重要性を位置付

けており、この幹線沿いや赤間駅

の周辺などに一定の都市機能を集

約していくことは重要であると考

えております。 

中心拠点である赤間駅を中心とし

まして放射線状に広がる都市づく

りにつきましては、確かに日の里

地区のように、日本住宅公団（現 

ＵＲ都市機構）の開発によりＪＲ

東郷駅から放射線状に形成された

住宅団地もございます。しかしな

がら、民間企業が開発した自由ヶ

丘地区は、概ね南北に長く伸びた

住宅団地に住宅や店舗、事務所な

どが既に立地しており、この団地

の形状を放射線状に転換すること

は、現実的ではないと考えており

ます。 

ご指摘いただきましたとおり、県

道宗像・若宮線に東西から向かう

道路に坂道が多いことは認識して

おります。しかしながら、県道宗

像・若宮線と同等程度の南北の幹

線道路の整備など、自由ヶ丘地区

における道路網の再編について

は、現時点のところ整備計画はご

ざいません。 

 



５ 

 もっとスムーズに土穴側へ渡れ

る道路、線路の下をくぐって行

ける道路とか。自由ヶ丘の住民

が、この大きな道路以外に同程

度の道路を自由ヶ丘から土穴側

へ作ることは都市機能の充実に

つながるのではないか？どうし

ても線路を挟んで土穴側と自由

ヶ丘側が分断されているように

感じている。 

交通ですが横軸（東西方向）道

路の充実も必要ではないか？限

られた市予算ということはよく

理解した上でも必要なところは

必要。東海第５高校や赤間駅を

利用する学生や多くの通勤客な

どを考えると、自転車ゾーンな

ど交通の模範となるような都市

づくり（交通のモデル地区的な

こと）も考えてもいいのでは。

結構危険な道路も自由ヶ丘には

たくさんある。 

それから、ふれあい・コミュニ

ティバスは自由ヶ丘地区は完全

にのけもの扱い的になってい

る。「坂道がきつく」高齢者が多

くなる地域としてはあんまりで

はないか？ 

 本基本方針案では、自由ヶ丘地区

における交通の横軸（東西方向）

道路に関して、南北と東西の交通

軸が交わる自由ヶ丘３丁目交差点

周辺の交通結節点としての機能を

高めることを提案しております。 

また、ふれあいバス・コミュニテ

ィバスについては、今後、バス路

線網の総合的な見直しを図る際に

は、民間バスとの連携を前提とし

て、利便性向上について検討した

いと考えております。 

 

住環境の

質の向上 

（P71関

係） 

自由ヶ丘は駅も近くにあり、子

供を持つ親とすればとてもいい

町です。それと学力レベルも高

い地区だと思います。とても魅

力がある地区だと自負していま

すので、多くの方に定住して、

活気のある地区になればと期待

しています。ありがとうござい

ました。 

原案どおり 本基本方針案においては、住環境

の質の向上を図ることを提案して

おり、今後も、自由ヶ丘地区の子

育てや教育など魅力ある居住環境

を維持し、賑わいのあるまちづく

りに取り組んでいきたいと考えて

おります。 



６ 

「団地カ

ルテ」の

作成を全

市に広げ

る 

（P87関

係ほか） 

この計画は、日の里、自由ヶ丘

の２地区に限定したものである

が、今後、宗像市の市民全体の

生活（財産管理を含む）に直接

係る計画だと認識する。 

この２つの団地で作成された

「カルテ」は今後全市の「団地」

に限らず「自治会（集落）」にも

拡大する必要があると考える。

そのための工程表を示すべきで

ある。 

このような行政サイドの行動

で、「第２次都市計画マスタープ

ラン」のパブリックコメントに

１件の意見も寄せられなかった

住民側の当事者意識にも変化が

生まれる可能性に、応募を忘れ

た自戒を込めて期待したい。 

原案どおり 本基本方針案においては、日の里、

自由ヶ丘の２地区に限定し団地カ

ルテを整理しました。今後は、宗

像市立地適正化計画策定の中で、

他の住宅団地の団地カルテ作成に

ついて検討いたします。 



７ 

施策の遂

行に伴う

住民理解

の推進の

ための行

動（見え

る化）に

ついて 

パブリックコメント資料で示さ

れた施策の法的根拠となる「都

市再生特別措置法」と同法の「立

地適正化計画」、更には「第２次

宗像市総合計画」「第２次宗像市

都市計画マスタープランの内容

を理解している市民は、日の里、

自由ヶ丘地区を除けば数えるほ

どしかいないのではないか。 

「コンパクトシティ・プラス・

ネットワーク」（国土のグランド

デザイン２０５０のキーワー

ド）の考え方で宗像市の全体構

造を見直す「多極連携による集

約型都市構造の形成」という記

述が大多数の市民に具体的にど

のような変化をもたらす可能性

があるのか等についても同様で

ある。 

宗像市都市再生基本方針（素案）

には工程表（アクションプラン）

や「成果目標：ＫＰＩ（ＧＰＩ）」、

「エビデンス（根拠）」「アウト

カム（成果目標）」等の明示がな

い。施策に係る資金計画も「Ｐ

ＤＣＡサイクル」も見当たらな

い。 

国土交通省は「新たな国土形成

計画（全国計画）」最終案（７月

末から８月初めには閣議決定の

予定）で、立地適正化計画を２

０２０年までに１５０市町村で

策定する計画を明らかにしてい

る（５８貢）。 

今後、「まち・ひと・しごと創生」

との関連からも、国から様々な

数値の提供を求められる可能性

を否定出来ない。コミュニティ

運営協議会＋市民希望者を対象

とする「説明会」等を開催し、

行政の説明責任を果たしてほし

いと考える。 

原案どおり 本基本方針案は、昨年改正されま

した都市再生特別措置法や同法に

もとづく立地適正化計画、「まち・

ひと・しごと創生」や国土のグラ

ンドデザイン２０５０などと深い

関係を持つものであります。そう

いう意味でも、国が示すこれらコ

ンパクト・シティ等の考え方や本

市総合計画や都市計画マスタープ

ランとの関係性、宗像版集約型都

市構造の考え方など、今後、市民

の皆様には十分な説明が必要にな

ると考えております。 

なお、本基本方針案に、日の里及

び自由ヶ丘地区の再生事業の方針

を示すものとし、アクションプラ

ンや成果目標、ＰＤＣＡ等を明示

しておりませんが、宗像市立地適

正化計画策定の中で、より具体の

取り組みや成果等を記載していき

たいと考えております。 

 



８ 

総合的な

視点と行

政の縦割

りを超え

る取組を

求める 

宗像市都市再生基本方針（素案）

のベースとなっている「都市再

生特別措置法」や「立地適正化

計画」と「まち・ひと・しごと

創生」（ローカル・アベノミクス）

は密接不可分の関係にあると理

解している。 

このことはパブリックコメント

資料の５頁から２４頁で示され

た「都市再生の方向性検討」の

項目を見れば一目瞭然である。 

上記理由から、宗像市都市再生

基本方針の実行に際しては、行

政の縦割りを排した「包括的総

合戦略」の一部を構成する施策

という理解が関係者間で必要だ

と考える。 

このことから「宗像市都市再生

基本方針」は「まち・ひと・し

ごと創生」や「基本方針２０１

５」（６月３０日閣議決定）の全

体像との整合性も踏まえて、行

政トップの強いリーダーシップ

の下で取り組むよう要望する。 

原案どおり ご指摘のとおり、本基本方針案と

都市再生特別措置法、立地適正化

計画、まち・ひと・しごと創生は

密接な関係にございます。また、

本市都市再生を推進するにあたっ

ては、行政の縦割り施策ではなく、

横断的、総合的な取り組みとして

推進することが不可欠でございま

す。さらに、行政だけでなく、有

識者や民間事業者の視点で再生に

資する有効な取り組みを生み出し

ていく必要があると考えており、

今後、都市再生の推進につきまし

ては市の最重要施策の一つと位置

づけ、一体的に取り組みたいと考

えております。 

 


