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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 

 

「住んでみたいまち宗像推進計画（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 
住んでみたいまち宗像推進計画（案） 

内容 

本格的な少子高齢化と人口減少が迫る中、子育て世代の家族など若い世代

の増加を図るため、総合的な定住化政策を４年間の具体的な取り組みとし

てまとめるものです。 

実施期間 平成２８年４月７日（木） ～  平成２８年５月６日（金） 

意見提出状況 １人 ７件 

提出された意見

の内容及びその

回答 

別紙「住んでみたいまち宗像推進計画（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 
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住んでみたいまち宗像推進計画（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 

目標人口
の設置に
ついて 

（P.2 
第一章 
2.目標の

設定） 

 本計画は平成 31年度の総人口を
総合戦略の人口ビジョンどおり
96,483人として、特に子育て世代の

定住化に取り組むとしています。こ
の目標値は、総合戦略の人口ビジョ
ンで打ち出した数値とはいえ、本計

画8ページで示されているように、
福岡都市圏内自治体との競争を考え
れば、客観的にかなり厳しい数値で

はないでしょうか。自然増減、転出
転入の数値をどのような根拠をもと
に予測しているか、もう少し具体的

な、目標実現の根拠が欲しいと思い
ます。 

原案どおり  宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略
（以下、総合戦略という。）の策定に併せ
て宗像市人口ビジョンを示しました。この

中（23ページ以降）で、出生率と人口移
動に関する仮定値を設定し、人口の将来展
望として示したものが総人口の目標値で

あることから、本計画において重ねての説
明は行わないものとします。 

子育て世
代の誘致
について 

 福岡都市圏（少なくとも、旧国道
3号線沿線の福岡市の東側圏内）に
おける子育て世帯の定住化施策をど

のように比較・理解して、本計画が
策定されたのでしょうか。20ページ
以降の「前期計画総括」でもわかり

にくいと感じています。 
 このようなことから、36ページの
「推進体制」の協議に際しては、以

下の資料が最低限必要だと思いま
す。いかがでしょうか。 
① 福岡都市圏内の市町村が、国の
施策（法律）で行う子育て世代
支援の金銭的補助及び市町村独
自の非金銭的支援の実態比較。 

② 福岡都市圏内市町村で、福岡市
内で就労している若者の通勤時
間負担が居住地選択に与え（て

い）る影響の実態。 
③ 福岡都市圏内市町村での子育て
世代と貧困（の連鎖）の実態と

対策（一般的には、シングルマ
ザーに見られるように、生活が
苦しいほど、ダブルワークなど

で労働時間が長時間かつ不規則
にならざるを得ませんから、住
と職の近接がより以上必要にな

ります）。 

原案どおり  福岡都市圏は、全国的に見ても稀な人口
増加を続ける地域です。福岡市や糟屋郡、
古賀市及び福津市においては、直接的な誘

導施策を実施してはいませんが、北九州市
や遠賀郡、宮若市等においては、近年、住
宅取得に対する助成等の誘導施策を実施

している状況を把握しています。 
これからの定住化施策を進めるにあた
り、福岡都市圏だけでなく、周辺市町村の

取り組む施策や動向については、常に把握
していく必要があると考えています。しか
し、ご提案いただいている②、③のような、

本市独自で福岡都市圏内の住民に対する
個別の調査等を行っていないことから、そ
の実態を把握することは難しい状況です。

まずは県が行う調査等により、各市町村の
対策や支援の状況を把握していくことと
しており、定住化推進会議はもちろん、定

住化施策の検証及び実施に生かしていき
ます。 
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P.32 
③子育て
環境の充

実 

 平成 31年度末の年少人口目標を
12,897人としていますが、これは平
成 27年 10月時点の 13,336人から

439人の減少です。 
 本計画の平成 31年度末総合人口
目標96,483人は平成27年10月現在

の人口96,623人から140人の減少を
見込んでいますが、年少人口と総人
口の整合性はどう計算されているの

でしょうか。 

原案どおり  本計画で掲げている総人口及び年少人
口の目標値は、総合戦略で掲げたものであ
り、宗像市人口ビジョンにおける平成 22

年国勢調査人口を基準とした将来展望人
口の達成を目標としています。総合戦略に
おける目標値を説明しますと、平成 31年

度の年少人口 12,897人、生産年齢人口
55,228人、老年人口 28,358人、総人口
96,483人となっています。 

宗像市に
おける就

労機会の
創出 

 宗像市に就労機会が少ないことが
本計画での課題の一つとして挙げら

れています。 
 本計画では「雇用の場の創出」と
して、 

① 企業誘致 
② 地域経済の活性化 
が挙げられ、31ページでは主な取り

組み内容と施策の目標が掲げられて
います。 
 しかし、いずれもスローガン的な

記述で、個別具体的な根拠（エビデ
ンス）が感じられません。予算が決
まっている平成28年度に関しては、

本計画第七章（推進計画と進行管理）
に則り、市民が具体的にイメージで
きるよう、もっと具体的なものを示

すことは出来ないのでしょうか。 

一部修正  本計画は、大きくは総合戦略から、若い
世代の定住化を推進するために重点的に

取り組むべきものを抜粋しており、個別具
体の取り組みについては、それぞれを詳細
に示していく形を取っておりません。 

ご指摘いただいた「雇用の場の創出」の
施策については、住宅都市として豊かな自
然環境を保全するという方針の下、大規模

な産業適地の開発は計画していませんが、
目標とする合計 3社以上の企業立地を実
現させるべく、新たな産業適地の情報や企

業情報の収集を行い、既存の産業用地含め
て誘致活動を行って参ります。 
【修正内容】24ページ（４）就労の場の

不足において、「本市においては、住宅都
市として豊かな自然環境を保全するとい
う方針の下、大規模な産業適地の開発は計

画しておりません」を追加し、前後の繋が
りを修正。 

通勤時間
と地理上
のハンデ

ィキャッ
プ 

 夫婦がともに働きながら子育てす
るためには、他の要件に加えて、余
裕のある時間が必要です。厳しさを

増す雇用環境の中で子育てに取り組
むには、夫婦の一方が十分な年収（例
えば、日本創生会議が示した、30歳

前半で500万円以上の安定的賃金）
があり、共働きが必要でないか、老
親等無償のお手伝いを確保できる場

合ですが、それらは現実的ではあり
ません。老親との近居・同居を行え
ば、“介護のリスク”も発生します。 

 このようなことから、通勤時間の
負担解消は子育て世代の誘致におい
て重要な要素だとされています。し

かし本計画では、福岡都市圏東端に
ある宗像市の通勤時間ハンディキャ
ップを解消する施策は、32ページで

「通勤や通学などでの公共交通の利
便性向上策の検討」とされている以
外、ほとんど見られません。どうし

てなのでしょうか。 

原案どおり  子育て世代が居住地を選択する際に、通
勤時間が大きく影響していることは紛れ
もない事実です。そのため、本市では、Ｊ

Ｒ及び西鉄バスといった交通事業者や関
係者との継続的な協議、市民のニーズを汲
み取りながら市内公共交通の検証と検討

を進めるなど、通勤や通学など公共交通の
利便性向上策を検討することとしていま
す。 

 なお、福岡市への通勤という点では、福
岡都市圏内で比較すると、福岡市隣接市町
に比べて本市が地理的に劣勢であること

も変えられない事実ですが、地価の安さと
いう優位性があります。さらに、本市には、
恵まれた自然とゆとりある住環境という

代えがたい資源があります。今後は、子育
て環境及び教育環境といった本市の魅力
をこれまで以上に充実させることで他の

市町村との差別化を図り、地理的なハンデ
ィキャップを総合的に乗り越えていくこ
とが定住化施策に必要と考えております。 
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P.27～35 
第六章 
本市の定

住化推進
施策 

 27ページ以降の「施策の目標」で
は、具体的な数値目標が掲げられて
います。しかし、例えば31ページの

「雇用の場の創出」で施策の目標が
3社以上の企業立地を実現するとし
ながら、雇用（期待）人数は示され

ていません。また、同ページの「地
域経済の活性化による就労機会の充
実」でも、同じ枠内で観光事業売上

額目標が明示されている一方で、農
水産物の高付加価値化と域外販売の
充実、6次産業化の推進の施策目標

値が示されていません。このような
例は各所で見られます。どうしてで
しょうか。何か理由があるのでしょ

うか。 

原案どおり  本計画では、27ページの体系図に示し
たとおり、24の施策を掲げています。ま
た、この施策一つ一つについて、28ペー

ジ以降で主な取り組み内容を列挙して説
明しています。ここに記載した「施策の目
標」は、「主な取り組み内容」に対して設

定しているのではなく、施策に対して設定
したものです。例えば31ページにある施
策「地域経済の活性化による就労機会の充

実」では、主に農水産物の高付加価値化と
域外販売の充実や 6次産業化の推進など
に取り組むことで、目標に掲げている観光

関連消費額を達成することとして表記し
ています。 

P.36 

第七章 
推進体制
と進行管

理 

 本計画の成果のカギは、定住化推

進会議が行う施策過程で、市役所職
員がどのような活動を行うかにかか
っている、と感じます。その上で行

政のタテ割りを排除して総合施策と
して取り組む際の指導力の大切さも
感じます。 

 この視点から、「（年度ごとのプラ
ンの実施結果と次年度プランを）必
要に応じて議会等へも報告します」

とされているところを、「本計画に関
しては、市民と議会に対しての見え
る化を図ります」とする必要がある

のではないでしょうか。市外の子育
て世代には宗像市の努力を知ってい
ただかなければならないのですか

ら、市民、議会の理解は必須の条件
ではないでしょうか。国のまち・ひ
と・しごと創成ではその趣旨がしめ

されていたと記憶します。 

一部修正  ご指摘いただいたとおり、本計画の実施

結果等の見える化を図るためにも、市ホー
ムページにて公開していくこととし、計画
書 36ページ「進行管理」の記載について

次のように修正いたします。 
【修正前】年度ごとに（中略）必要に応じ
て議会等へも報告します 

【修正後】年度ごとに（中略）その概要版
を市ホームページで公開します 

 


