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さあ、次のステップへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 宗像市民のみなさん、ここに本市では初めてとなる「宗像市市民活動推進プラン」がまとまり

ましたので、お届けします。市民が主役のまちづくりの、新しい羅針盤ともいうべきものです。 

まず、このプラン自体が、市民と行政との「協働」によって策定されたという経過があります。

宗像市のまちづくりの基軸である協働の手法が、ここでも貫かれているということです。 

では、なぜいま市民活動推進プランなのか、です。それは、私たちのまちの市民活動が多くの

実績を重ねて、いまどんなところに到達しているのか。その「現在」をみんなで確かめ合い、そ

こにある課題を見つけ出し、対策を考えることで「次のステップ」を目指したいからなのです。 

まず、制度や仕組みづくりについては、合併による新市制スタートを機に、第１次宗像市総合

計画、市民参画・協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例、コミュニティ基本構想・基本

計画、文化芸術振興条例、文化芸術のまちづくり 10年ビジョン等々。いずれも元気なまちづくり

の骨格であり血流であり、筋肉となるものです。 

施設整備の面では、市民活動交流館（メイトム宗像）や海の道むなかた館、宗像ユリックス内

の市民ギャラリーなどがスタート。コミュニティ･センターの整備事業は、平成 25 年度の自由ヶ

丘地区の新築をもって、12 地区すべてが完了します。 

事業の分野では、人づくりでまちづくり、元気な島づくり、文化芸術活動の各補助事業、市民

サービス協働化提案制度などが活発に展開しています。また、むなかた協働大学が発足し、大学

との連携のもとに新たなまちづくりの人材育成に成果を上げています。完成した新しい施設など

がその活動拠点になっていることは嬉しいことです。 

わが宗像市ではいま、満ちてくる潮のように、あるいは燎原の火のように市民活動が広がりを

見せています。市民活動団体の数は 200団体を優に超えます。活動の領域も福祉、環境、子育て、

文化・芸術、男女共同参画、スポーツ・健康など多彩です。いずれも専門的な知識や経験、技術

を持った市民による取り組みが広がっています。 

一方ではコミュニティを「場」としたまちづくりがあり、12 地区がそれぞれにコミュニティ運

営協議会を中心として活動に取り組んでいます。地域の個性を活かし、地域の課題を見据えなが

ら、互助と自立の精神で「地域分権」の担い手として存在感を増しています。 

 



 

注目すべきは、専門性を活かした市民活動団体と地縁的強みを発揮するコミュニティが「連携」

を求めて様々な取り組みを始めていることです。すでにいくつかの事例も生まれています。これ

は他に例を見ない、宗像独自の成果といっていいでしょう。 

こうして、宗像市の 10年間を振り返るとき、その着実な足どりを市民のみなさんと共に誇りに

思いますし、同時にまちづくり先進地としての「立ち位置」を実感もするのです。そしていま、

そこから「次のステップ」を目指すことが求められていると考えています。今回の推進プランの

母体となるのは、「生涯学習推進プラン（平成 14年策定）」です。その成果を将来に向けて発展的

に再構築しながら、元気な市民活動を創り出していこう―以上が今回のプランづくりの趣旨と背

景です。 

この「宗像市市民活動推進プラン」が、宗像市を豊かで生きがいのあるまちに創りあげていく

力強いエンジンとなるよう願ってやみません。 

さあ、次のステップへ、スタートです。 

 

 

 

 

平成２５年 ３月                宗像市長  谷 井 博 美 
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Ⅰ 生涯学習推進プランから市民活動推進プランへ 

 

１．生涯学習推進プランの取り組み経過 

本市では、「むなかた学びの里づくり＊」のために３つのプランを策定しました。それは、乳幼児期

の子育てを中心に、すこやかな子育ち・楽しい子育てを支援する「子育て支援計画（平成 13 年 12 月

策定）」、家庭・地域・学校との連携を明確にして、小中学生を中心に、子どもの視点にたった「子

どもに住みよいまちづくり」を行う「教育 21 世紀プラン（平成 13 年１月策定）」、高校生以上を中

心に、生涯の学びを通して、地域づくり・まちづくりを行う「生涯学習推進プラン（平成 14年１月策

定。以下「旧プラン」という。）」の３つです。 

旧プランでは、次の７つの課題を掲げました。 

（１）大学資源の活用         （２）総合学習センターの整備と総合的推進体制 

（３）情報提供とネットワーク     （４）生活ストレスの解消 

（５）地域づくり・まちづくりへの発展 （６）学びの拡大と深化 

（７）10代の学び 

それまでの生涯学習は、一人ひとりが自分自身を豊かにするため、人生のあらゆる時期に自ら進ん

で行う学習やスポーツ、文化活動などとしていました。旧プランでは「学習成果の活用・還元、学び

のスパイラル」をキーワードに、「これからは、学びの成果を地域で活かし、社会へ還元していくこ

とで生きがいと自分づくりを創出し、地域の活性化へとつなげていくこと」を生涯学習の目的としま

した。 

まず、組織・体制面では、平成 14年 11 月、旧プランの推進役として「むなかた市民フォーラム（以

下「市民フォーラム」という。）」が立ちあがり、７つの課題に基づいた活動の推進や啓発に取り組

んでいきました。こうした活動を推進する中で、市民フォーラムは各種活動団体が抱える課題や問題

に向き合うこととなり、その後の活動の方向性を“計画推進”から“市民活動＊支援”へと深化させて

いきました。このことは、市民フォーラムが単なる生涯学習の推進組織としてではなく、「学習成果

の活用・還元、学びのスパイラル」へとつながる市民活動団体等の中間支援組織＊へと役割を広げてい

ったことを物語るものです。 

施設整備の面では、まちづくりをキーワードとした学びと市民活動を充実するための拠点施設とし

て市民活動交流館（メイトム宗像）を、旧アクシス玄海をリニューアルして、郷土の学術文化の振興

を目的とした郷土文化学習交流館「海の道むなかた館」を整備しました。また、地域活動の拠点とし

て、市内 12の地区でコミュニティ・センターの整備を進めてきました。 

地域資源を活かした大学との連携では、平成 20年度にまちづくりを担う専門的な人材を育成するた

めの「むなかた協働大学」を開学し、これまでに 76人が卒業しました。市民にとっては新たな学習の

場であり、地域貢献の源ともなっています。 

本市での生涯学習の歴史を振り返ると、じつに多くの実践がなされてきました。 

昭和59年に設置された「むなかた市民学習ネットワーク」が先駆的な取り組みとして特筆されます。

“コーヒー１杯で学習を”をキャッチフレーズに、だれもが学べ、生きがいと出会いの土壌がつくら

れる画期的な試みとしてスタートしました。当初の１年間は、115 学級で延べ参加人数が 11,034 人で

したが、平成 23年度には 258 学級で延べ参加人数が 65,266 人までに増加し、同年度末では通算約 105

万人と100万人を突破。まもなく30周年を迎える市民学習の場としての役割を大きく果たしています。 
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全国でも珍しい官民出資で昭和63年に開設された「宗像文化サークル」は、現在でも宗像ユリック

スを拠点としてカルチャーセンター的な生涯学習機会の提供を行っています。 

市民の学習ニーズに応えて全国に先駆け、平成元年に始まった「むなかた自由大学」は、講演形式

中心の生涯学習活動を行いました。 

また、平成 11 年にスタートした自分再発見プロジェクト「ルックルック講座」は、市民の研修会、

学習会や学校の授業などに、市や大学のほかに市民活動団体や企業からも講師を派遣し、バラエティ

豊かな講座を提供して受講者も増えています。 

これらの講座で得た知識を活かし、多くの市民が地域づくりに取り組んでいます。また、様々な分

野で市主催の人材育成講座を開催し、受講後には市民活動団体や地域の中での活動として広がってい

ます。 

こうした市民による生涯学習の展開と継続こそが、旧プラン策定の母体ともなっていたと言えるで

しょう。 

このように、“学びの場”の拡大と充実を図り、旧プランで示した７つの課題のうち、多くは施策

の推進、あるいは市民活動としての実践というかたちで取り組みを進めています。課題の（４）生活

ストレスの解消については多様な市民活動の中で、また、（７）10 代の学びへの対応については、芸

術や文化･スポーツの分野で新たに策定した計画の中で取り組みが広がりつつあります。 

そうした中、平成18年に改正された教育基本法第３条では、生涯学習の理念として「国民一人一人

が自己の人格を磨き、豊かな人生をおくることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、

あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図ら

れなければならない」と示されました。「だれでも、いつでも、どこでも」学ぶことができるという

生涯学習は、個人の生きがいづくりや市民活動の土台となり、市民活動の裾野を広げるという意味か

らも、今後も継続・発展していくことが求められています。 
本市でも、個々の市民の生涯学習活動に加え、文化協会や体育協会等に所属する団体だけではなく、

地域の子ども会活動をはじめ、数多くの多様なグループ・サークルが一層活発な生涯学習活動を全市

的に展開していくことが望まれます。市民の主体性を基本とした生涯学習活動や人権教育が市民活動

とともに継続・発展し、今後も充実していくための環境づくりが求められます。 
また、近年、団塊の世代がリタイアし、多くの方々が“居場所”や“生きがい”を求めており、こ

の貴重な人材力をまちづくりに活かすための学びの場の設定・提供や、市民、市民活動団体、コミュ

ニティ運営協議会＊や大学・企業などへの支援・促進・協働の仕組みづくりなどの検討も必要です。 

 

２．市民活動推進プランへ 

前述の改正教育基本法第３条に加え、これを受けた中央教育審議会による平成 20年の答申「新しい

時代を切り拓く生涯学習振興方策について―知の循環型社会の構築を目指して―」の中でも、「自ら

のニーズに基づく学習によって得られた様々な経験や知識等が社会の中で循環し、学習した成果が社

会に還元される「『知の循環型社会』の構築」が求められました。 
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◆学びの循環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双方に共通するキーワードは「学びの成果の還元」です。旧プランでは、すでにこのことを「学び

のスパイラル」という言葉で方向づけ、多くの市民が実践しています。改正教育基本法や中央教育審

議会の答申を待つまでもなく、その先駆的な取り組みが本市では展開されてきています。 

「学び」「成果」「活動」のスパイラルをさらに進展させること―それがこの「市民活動推進プラ

ン」の目指すものです。 

学ぶことで自らの心を耕し、人生に実りをもたらそうとする市民がこのまちに多く暮らしているこ

と。それ自体が生きがいのあるまちづくりなのですが、さらに進んで“耕した心”で地域と豊かなつ

ながりを創出していくこと。それは、まちづくりの力量アップとなるものです。 

そうしたことが可能となるような機会づくりや情報提供、支援の方策などの仕組みを、生涯学習か

ら発展させるかたちで、この「市民活動推進プラン」として提示していくものです。 

 
◆本プランのイメージ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習の推進 

スポーツ振興計画 

保健福祉計画 男女共同参画プラン 

文化芸術のまちづくり 10 年ビジョン 

その他各種計画・プラン コミュニティ基本構想･基本計画 

子育て支援計画 教育 21 世紀プラン 生涯学習推進プラン 

むなかた学びの里づくり 

市民活動推進プラン 

学 び 

成 果 活 動 



 

- 4 - 

Ⅱ 市民活動推進プランの概要 

  

１．策定の趣旨 

本市では、平成 17年６月に策定した第１次宗像市総合計画に、新しいまちづくりを進めていくため

の政策の大きな柱の一つとして、「市民活動の推進」を掲げました。 

平成 18年１月、市民活動の推進に関する事項を条例というかたちでまとめた「市民参画、協働及び

コミュニティ活動の推進に関する条例（以下「市民参画条例」という。）」を施行しました。市民参

画条例づくりでは、条文ひとつまで審議会委員が手書きするなど、これまでにはなかったかたちでの

市民と市の協働による、文字どおりの手づくり条例を作りました。これが本市のまちづくり、市民活

動における“憲法”ともなっています。 

同審議会の中で、ＮＰＯ＊との協働推進やコミュニティ活動のあり方なども論議されました。それが

「ＮＰＯとの協働推進に関する基本指針（以下「協働基本指針」という。）」としてまとめられまし

た。協働基本指針では、市民活動･ボランティア団体などを新たな公共サービスの担い手として積極的

に位置づけ、協働に対する考え方やルール、その推進策を示しました。 

平成 19年３月には、市民参画条例に定めたコミュニティ活動の推進についての具体的な施策を盛り

込んだ「コミュニティ基本構想・基本計画」を策定しました。 

市民参画条例の施行以降は、パブリック・コメント＊や市民サービス協働化提案制度＊の取り組みな

どによる市民参画･協働の具体策の実施、さらには各地区コミュニティでの特色ある運営が軌道に乗っ

てきました。 

また、健康福祉や環境、子育て、文化芸術などの様々な分野でも、「保健福祉計画」「環境基本計

画」「子育て支援計画」「文化芸術のまちづくり 10年ビジョン」など、個別計画に沿った施策の推進

や自発的な学習の促進と人材育成事業などを展開してきました。これらの個別計画の中には、市民や

市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学･企業、市が対等のパートナーとして連携・協働し、そ

れぞれの分野で役割分担をしながら、市全体のまちづくりにつなげていこうとする考え方が盛り込ま

れています。 

政策の大きな柱の一つに「市民活動の推進」を掲げる本市にあっては、市民一人ひとりはもちろん、

各種団体が取り組む活動をさらに活発化し、住みよいまちづくりに活かしていくことが大切です。市

民等＊と市の協働による「新しい公共＊」の創出は時代の要請でもあると考えます。 

このようなことから、市民活動をいま以上に効率的･効果的に推進するため、学びや人材の育成など、

まちづくりにつながる考え方を体系的にまとめ、「市民活動推進プラン」を策定するものです。 
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◆本プランの位置づけ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．策定の理念 

【「市民力」がつくる生きがいのあるまち】 

―あなたがつなぐ、わたしが広げる市民活動― 

豊かで生きがいのある暮らしができるまちをつくっていくこと。それは、宗像市民みんなの権利で

あり、務めでもあります。 

本プランはその道筋を明らかにし、将来像を描こうとするものです。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、

「市民力」をキーワードに、その理念を【「市民力」がつくる生きがいのあるまち】―あなたがつな

ぐ、わたしが広げる市民活動―と定めます。 

 策定にあたっては、まちづくりの主役である市民等の声を活かすため、市民活動に関するアンケー

トや各種団体等との意見交換を行うなど、市民参画を実践しながら、策定までのプロセスを大切にし

ました。今後は市民等と市が本プランを共有し、協働して市民活動の推進を図っていきます。 

 

３．目標年次 

現在の「第１次宗像市総合計画」は、平成 26年度を目標年次としていますが、本市は、すでに平成

27年度からの 10年間を目標とする第２次総合計画の策定に着手しています。 

本プランは、平成 25年度からの実施プランとして策定しますが、「第２次宗像市総合計画」との整

合性を図る意味から、その前期基本計画の期末になると想定される平成 31年度までの７年間を目標年

次とします。 

なお、計画期間中であっても、社会情勢の大きな変化や市民ニーズの変化などを踏まえながら、必

要に応じて本プランの見直しを行うこととします。 
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宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例 
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４．プランの構成 

 本プランでは、「Ⅰ 生涯学習推進プランから市民活動推進プランへ」で、旧プランである「生涯

学習推進プラン」の取り組み経過を含めて、本プラン策定の経緯と背景を述べ、「Ⅱ 市民活動推進

プランの概要」では、本プランの策定の趣旨と理念、目標年次を述べています。 

「Ⅲ 市民活動の現状・課題と施策の方向」では、市民活動の４つの主体ごとに現状と課題を、ま

た、「Ⅳ 協働の現状・課題と施策の方向」では、本市の特徴的で重要な政策である協働の取り組み

についての現状と課題を整理し、それぞれ施策の方向を示します。 

「Ⅴ 重点目標と施策の概要」では、「Ⅲ」「Ⅳ」を踏まえて重点目標を設定し、今後取り組みが

必要な施策の概要をまとめています。 

そして最後に「Ⅵ 市民活動推進プランの進行管理」で、着実に事業に取り組むことと総合的な評

価･調整の必要性を述べています。 
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Ⅲ 市民活動の現状・課題と施策の方向 

 

 本プランでは、本市の市民活動は大きく区分して「市民」「市民活動団体」「コミュニティ運営協

議会」「大学・企業」の４つの主体で進められるものと位置付けます。 

 

            

        (注)市民               市民活動団体 

          

 

      コミュニティ               

       運営協議会              大学・企業 

 

               市民活動の４つの主体           

(注)市民…生涯学習活動や市民活動に取り組む市民 

 

以下に、４主体ごとの現状、課題、施策の方向について整理します。 

 

１．市民 

（現 状） 

（１）生涯学習活動 

本市の生涯学習は、一人ひとりの活動を地域で活かし、社会へとつなげていくことで生きがいを創

出し、地域の活性化へとつなげていくことを目的としています。このことからも、まちづくりのため

には生涯学習活動が重要です。 

学習の機会としては、前述の「むなかた市民学習ネットワーク」や「ルックルック講座」などのほ

か、子育てや健康、環境、歴史、観光などの様々な分野でまちづくりを担う人材の育成を目的とした

講座や地域における多種多様の独自講座があります。 
市が毎年行う市民アンケートでは、最近１年間に生涯学習活動を行った人の割合について、平成 23

年度は 34.9％となっています。また、生涯学習講座の受講後に指導者になる人や市民活動団体などで

まちづくりに取り組む人など、その成果を地域や社会に活かしている人の割合は、そのうちの３割程

度となっています。 

今後も、生涯学習の場の提供や講座情報の発信とともに、生涯学習が自己充足にとどまるのではな

く、学んだ成果の活用を図っていく必要があります。中でも、生涯学習を含めた市民活動やボランテ

ィア活動に関する実践的学習の機会については、学校や地域で青少年の時期から充実させていくこと

が求められます。 
 

（２）市民活動・ボランティア活動 

市民アンケートでは、ボランティア活動への参加割合が、平成 19年度の 23.3％から平成 23年度が

33.5％に増加しています。最近では、イベントの開催時、環境保全や子育て支援などの様々な市民活

動時においてボランティアの参加要請がなされており、これらに関わる人たちが増えてきたこととも



 

- 8 - 

関係があるものと考えられます。 

しかし、参加したいと思っても市民活動やボランティア活動の情報を知らない、どこに情報がある

か分からない、という人も見受けられます。 

市では、ボランティアをしたい人としてほしい人を結びつける「ボランティアネットワーク」を運

営し、市民のボランティア活動の支援を行っています。また、ボランティア育成の観点から、ジュニ

アからシニアまでの各世代を対象としたボランティア養成講座を実施しています。 

最初は個人での参加であっても、人との交わりを経て、市民活動に関わっていく人も多くいます。

こうした流れを広げ、参加のきっかけを促すためには、情報提供の方法やボランティア体験の導入な

ど、さらなる方策の検討が必要です。 

 

（３）市民参画による市民主体のまちづくり 

平成 23年度の市民アンケートでは、市民が主体的に取り組むまちづくりの推進について、「重要」

「やや重要」が 57.9％、「あまり重要ではない」「重要ではない」が 3.8％で、市民主体のまちづく

りが重要との意見が多数を占めています。しかし、「満足」「やや満足」が 15.0％、「やや不満」「不

満」が 11.6％で、満足している市民が若干多いものの、満足度合いは低くなっています。 

市が主催する審議会やパブリック・コメントへの参加割合については、平成 19 年度が 4.9％、平成

23 年度が 6.3％で微増にとどまっていますが、説明会や事前学習会を行うなどの改善に取り組んでい

ます。また、行政外部の視点で市の事務事業を評価する「むなかた改善会議」については、無作為抽

出で選ばれた様々な立場の市民が評価に参画する仕組みを取り入れています。 

しかしながら、市民主体のまちづくりを推進するためには、市民参画をいま以上に進める必要があ

ります。 

 

（課 題） 

・生涯学習に関する各種事業の実施と学びの成果の活用 

・青少年期からのボランティア等の体験 

・市民活動の体験の場の設定 

・市民活動に関する情報の集約・発信と相談窓口の一体化 

・市政への市民意見の反映 

・各種附属機関＊等への市民参加 

 

（施策の方向） 

・生涯学習のための講座の充実 

・学びを活かした活動の促進 

・教育現場での体験学習の充実 

・市民活動に関する情報の集約と発信の強化 
・ボランティアセンターとの連携促進 
・市民主体のまちづくりのための市民参画の手法の充実 
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２．市民活動団体 

 

（現 状） 

本市では、青少年、福祉、環境などの分野において、昭和 50～60 年代から先駆的な活動を始めた団

体があり、地域社会の課題解決に積極的に関わる市民の存在は、その後、様々な市民活動が生まれる

土壌となりました。 

市民ニーズが多様化する中、公平性を原則とする行政では担いきれない地域の課題解決に向け、市

民活動団体は自発性を持って取り組むことができます。本市において市民活動団体は、市内全域にあ

るコミュニティ運営協議会とともに、協働のまちづくりを進めていくうえで欠くことのできない役割

を担っているのです。 

本市はこのような市民活動団体の自主的な活動を、「人づくりでまちづくり事業補助金＊」「元気な

島づくり事業補助金＊」「文化芸術活動補助金＊」の各補助金によって支援しています。 

平成 24年３月、市民フォーラムと協働で市民活動団体情報誌「むなかた市民活動・ボランティア団

体ガイド 2012～知って活かそう市民のちから～」を発行しました。その際、市と市民フォーラムで把

握できた団体は約 250 団体（うち掲載 157 団体）であり、保健･福祉･医療やまちづくり、子どもの健

全育成などの様々な分野で活動しています。 

また、市民活動団体は様々な分野の市民サービスを担っています。市と協働した取り組みだけでも、

子育て支援センターの運営や子どもの居場所づくり、環境美化運動やゴミ減量の取り組み、認知症サ

ポーターの養成や在宅介護者の悩み相談など、その活動範囲は多岐にわたっています。 

しかし、平成 23 年 11 月に市民活動団体を対象に行った「市民活動に関するアンケート（以下「団

体アンケート」という。）」や市民等との２回の意見交換会（以下「意見交換会」という。）からは、

次のような活動の実態が見えてきました。 

 

（１）人材                      

 市民活動団体が活動に取り組んでいくためには、まずは人材が必要です。団体の中には、「会員が

固定していて活動が広がらない」「会員の高齢化が進んで継続した活動に不安がある」「専門的な知

識の習得が難しい」「活動を発展させるためにコーディネートする人が不足している」など、現状か

ら見えてきた課題が多くあります。 

会員の確保のためには、活動内容のＰＲによる団体への理解の促進を図るとともに、市民活動に取

り組むための専門的知識やコーディネート力を持った人材・後継者の育成が必要です。 

 

（２）活動資金 

 市民活動団体の活動に必要な費用は、会員の会費のほか、市や県あるいは公的組織からの補助金、

市やコミュニティ、他団体からの委託金などによって捻出されています。中には、自主財源づくりに

取り組んでいる団体もあります。 

 市の補助金については、その効果を最大限に活かすものとするため、市民活動団体の自立を促しな

がらも、制度の見直しが必要です。また、委託金については、適正な経費をより精査していく必要が

あります。 

 さらに、認定ＮＰＯ法人制度などを活用した、新たな活動資金が確保しやすくなるような制度の導
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入を検討していく必要があります。 

 

（３）活動場所 

団体アンケートでは、よく利用する施設（複数回答）として、「メイトム宗像」が 60.0％、「コミ

ュニティ･センター」が 39.0％、「宗像ユリックス」が 23.8％、「小中学校施設」が 17.1％、「自治

公民館」が 16.2％でした。このように、様々な公共施設が利用されていますが、今後も多様化する市

民活動に対応するためには、公共施設の開放をさらに進める必要があります。 

メイトム宗像の認知度は 100％で、「利用したことがある」は 93.3％でした。館内にある無料の打

ち合わせスペースや貸ロッカー、印刷室などが有効に利用されています。また、スモールオフィス（有

料の事務室）も活用されています。しかし、宗像ユリックスとともに「交通機関のアクセスが悪くて

利用しづらい」との意見もあり、市民活動の拠点施設への利便性を高める必要があります。 

  

（４）連携事業 

 メイトム宗像を市民活動交流館としてリニューアルした平成 20年４月を契機に、まちづくりの担い

手の両輪である市民活動団体とコミュニティ運営協議会との連携が進んできています。 

市民活動団体はコミュニティに活動場所を広げ、コミュニティは市民活動団体の専門性を取り込む

ことにより、それぞれの活動を活性化させてまちづくりに活かしいていこうというものです。その結

果、それまでにできなかった子どもの居場所づくりの新たな展開や地域の遊歩道づくりなどが実現し

ています。 

 市民活動団体は、コミュニティだけではなく、大学や企業との連携も望んでいますが、連携相手に

関する情報や連携を進める際の仕組みづくりが不十分です。 

 

（５）市や中間支援組織の支援 

 団体アンケートでは、市民活動の推進に関する市の担当部署･市民活動交流室を「知っている」団体

が 94.3％と認知度は高く、このうち約４分の３の団体が「利用したことがある」と回答しています。 

メイトム宗像を市と協働で運営している市民フォーラムについては、「名前だけは知っている」が

41.0％でしたが、「活動内容も知っている」が 50.5％と認知度は高く、「知らない」はわずか 6.7％

でした。 

メイトム宗像に求める機能（複数回答）としては、「市民活動に関する情報の集約と提供」が 61.3％、

「人材の掘り起こしと育成」が42.9％、「団体の連携づくりとコーディネート」が 41.9％、「まちづ

くりなんでも相談」が 23.8％と続いています。市民活動交流室や市民フォーラムへの要望としては、

「団体の育成やサポート」や「団体の交流」に関するもののほか、「（私たちの）活動を知ってほし

い」「団体の会計処理や法律等の学習会や交流会の開催を望む」などの意見もありました。市民活動

団体の運営に関するもののほか、中間支援組織として活動する市民フォーラムの専門性に期待する意

見が出されています。 

また、市に対しては、協働の意識を持って業務を行っている部署もあるものの、いまだ市民活動や

協働に関する理解や対応が不十分なところがあるとの指摘や、市職員に総合調整力を求める意見もあ

ります。今後も市職員の市民活動へのさらなる理解や支援が期待されている状況です。 
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（課 題） 

・会員の確保と後継者の育成 

・専門的知識やコーディネート力を持った人材の確保と登用 

・活動資金の確保 

・活動場所と移動手段の確保 

・コミュニティや大学･企業との連携のための情報集約と仕組みづくり 

・中間支援組織と市の連携した団体支援 

・市職員の市民活動へのさらなる理解と支援 

 

（施策の方向） 

・活動分野に応じた人材･後継者の確保と養成 

・公的助成や制度の改善の検討 

・メイトム宗像やコミュニティ･センター等の公共施設の活用 

・活動拠点への交通アクセスの確保 

・市民活動団体間やコミュニティ運営協議会、大学･企業との連携促進 

・各種団体情報の集約･発信 

・市民参画･協働に関する市職員研修の充実 
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３．コミュニティ運営協議会 
 

（現 状） 

 本市のコミュニティ施策は、少子高齢化・核家族化・市民ニーズの多様化などにより、自治会単位

での活動が困難になりつつあった地域コミュニティを再構築しようとするものです。｢相互扶助｣意識

の向上と｢地域分権｣の推進を目的に「コミュニティ基本構想・基本計画」を策定し、「住民と行政の

協働」「住民参加によるまちづくり」がスタートしました。 

平成 23 年、当初のコミュニティ運営協議会設立から 10 年が経過したことを機に、コミュニティ施

策検証審議会を設置しました。同審議会では、これまでのコミュニティ施策の検証とまちづくり交付

金＊、まちづくり計画＊、人材育成・人材確保など７項目の施策についての審議がなされ、「コミュニ

ティ運営協議会と市がそれぞれの立場で役割分担しながら課題解決に取り組み、まちづくりを進める

べき」など、コミュニティ運営協議会に求めるものと市に求めるものが併記された答申が提出されま

した。これを踏まえ、今後のコミュニティ施策は、市民活動推進の視点を取り入れたものとしていく

必要があります。 

  

（１）協議会の組織 

平成 12 年から、順次、市内 13 地区に協議会が組織され、平成 24 年度には２地区合併により 12 地

区となりました。組織図の基本型は下図のとおりです。部会には各地区の独自性が認められており、

地区によっては「男女共同参画部会」がある協議会もあります。 

 

活動内容 構成団体
公民館活動部会 ○自治公民館活動推進事業 自治公民館連合会

○男女共同参画推進事業 自治会長会　　　など

青少年育成部会 ○青少年育成事業 青少年育成協議会

○子ども会活動推進事業 子ども会　　など

健康福祉部会 ○高齢者福祉事業 福祉会

○健康づくり事業 老人クラブ　　など

環境整備部会 ○環境保全事業 自治会長会

○交通安全対策事業 交通安全協会　など

地域づくり部会 ○地域産業の振興 商工会

農業団体　など

一般的なコミュニティ運営協議会組織図

総会
代議員

自治会長会

自治公民館連合会

青少年育成協議会

青少年指導員会

子ども会育成連合会

老人クラブ

福祉会

ヘルス推進員

ＰＴＡ など

会長

副会長

会計

事務局長

部会長

会計監査

事務局長

事務局員

運営委員会 事務局役員会

 

（２）運営機能の強化と各種団体との連携 

 地域コミュニティの再構築にあたり、協議会は地域住民の融和や親交を深めるための交流促進事業

を実施するとともに、青少年育成、健康づくり、環境整備などの地域課題解決のため、それぞれの部

会や構成団体が実働部隊となり、様々な活動に取り組んでいます。各地区では、地域の特性を活かし

ながら活動に取り組んでおり、その総合調整は、執行機関である役員会が行い、事務的なとりまとめ

は事務局が担っています。 

 今後より一層、協議会の円滑な運営、活動の活性化を図るためには、コミュニティ活動を担う人材
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の確保と育成が必要です。 

 また、市民活動団体や大学・企業と連携することによって、地域課題の解決と活動の活性化に努め

ている地区もあり、各種団体との連携は新たな事業展開につながっています。この効果的な取り組み

を発展させていくためには、お互いの情報を共有化し、それぞれの活動を理解しながら具体的に協働

し合える場を創出していくことも重要です。 

 

（３）協議会への権限・財源の移譲 

協議会の主な財源は、「まちづくり交付金」のほか、コミュニティ･センターの指定管理料＊と利用

料金収入、住民負担金や個別事業に対する補助金などです。 

「まちづくり交付金」については、各地区にコミュニティ･センターが整備され、コミュニティ活動

が活発化してきたことにより、平成 24年度から拡充されました。 

 以上のことから、２つの事項を課題とすることができます。１つは、「まちづくり交付金」の拡充

を受けて、地域課題に対応した特色ある事業展開が期待されていること。もう１つは、新たなニーズ

や地域課題に対応するため、施設の活用促進と新たなコミュニティビジネス＊の展開によって、自主財

源の拡充を図ることです。 

 

（４）まちづくり計画の策定支援 

 全 12 地区においては、コミュニティ活動の指針となる「まちづくり計画」の策定を進めていますが、

その策定や見直しについては、協働という視点から市による支援が必要です。また、各コミュニティ

が、まちづくり計画に沿って着実に事業活動を進められる支援体制が必要です。 

 

（５）コミュニティ活動に対する市職員の認識 

 「住民と行政の協働」「住民参加によるまちづくり」がスタートして 10年が経過しましたが、コミ

ュニティ活動（協議会活動、自治会活動）に対する市職員の認識には差が見られます。 

今後、協働のまちづくりを実践していくためには、市職員がコミュニティ活動に対する理解を深め

ていく必要があります。 

 
（６）自治会 

ここ数年の自治会加入率は、市内全域では 77％前後で推移しています。 

しかし、市内 143 の自治会を個別にみると、加入率が低い自治会、若年層へのはたらきかけが十分

ではない自治会、少子高齢化により役員が限定されたり、子ども会を解散せざるを得なくなった自治

会など、多様な問題点が浮上しています。 

また、自治会における公民館活動は、協議会の部会（公民館活動部会）に束ねられており、それぞ

れの協議会で行われる研修や情報交換会により、継続的な公民館活動が行われていますが、その活動

内容は、地域によって異なっています。 

 

（課 題） 

・運営や活動を担う人材の確保と育成 
・各種団体との連携と情報の共有 
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・地域課題に対応した特色ある事業の展開 
・自主財源の拡充 
・市職員のコミュニティ活動への理解と支援 
 
（施策の方向） 

・活動分野に応じた人材の養成と登録の促進 
・コミュニティ間や各種団体との連携の促進 
・コミュニティビジネスの研究と展開 
・市職員研修の充実と支援体制づくり 
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４．大学・企業 

 

（現 状） 

 本市の市民活動の推進にとって、大学や企業は重要な活動主体です。大学は蓄積した知的資源を活

かし、企業は豊富な人材や情報、資機材、技術力を活かすなど、様々な取り組みを展開して地域社会

に貢献しています。また、大学･企業とは、様々な分野でまちづくりに関する連携協定を締結していま

す。 
 代表的なものとしては、市の施策の推進や大学の研究・修学などについて連携・協力する市内３大

学（福岡教育大学、日本赤十字九州国際看護大学、東海大学福岡短期大学）との協定や、地域全体の

活性化を図るための宮若市も含めたトヨタ自動車九州株式会社との協定、スポーツやイベントをとお

して青少年や市民間交流などを進める財団法人サニックススポーツ振興財団との提携などがあります。 
市内３大学とは、協定をもとに、賛助会員として２つの高校（宗像高校、東海大学付属第五高校）

を含めて「むなかた大学のまち協議会」を設立しました。同協議会が運営する「むなかた協働大学」

は、より専門的な知識を持ってまちづくりを担う人材を育成するために平成 20 年度に開学しました。

これまでに 76人が卒業し、新たな市民活動団体の設立や既存の団体での活動に取り組んでいます。そ

のほか、各大学はルックルック講座での講師派遣や公開講座の実施、市民図書館との資料の相互貸借、

メイトム宗像での大学情報コーナー設置など、様々なかたちで市民等に学習の場と情報を提供してい

ます。 
 トヨタ自動車九州との協定では、離島振興のための大島地区での活動やアダプトプログラム＊による

さつき松原の環境美化活動、東日本大震災の被災地への支援物資搬送など、様々な活動につながって

います。 
 サニックススポーツ振興財団との協定では、ラグビーやサッカーを通じたスポーツの振興と青少年

の健全育成や、同財団とブルガリア共和国との 10年にわたる市民参加型交流事業の取り組みから、本

市と同国カザンラック市とのパートナーシップ協定締結などにつながっています。 
商工会や観光協会などを含めた地元企業は、地域の清掃活動やさつき松原保全活動におけるアダプ

トプログラム、特産品の開発などの取り組みを通じ、地域と一体となったまちづくりに取り組んでい

ます。また、中学生職場体験事業「ワクワク WORK」は、市内約 250 事業所の協力のもとで実施され

ています。さらに、災害時における緊急対応や避難場所の確保、物資の供給、医療救護活動に関する

協定を市と締結している企業（組織）もあります。 
 このように、大学や企業は様々な分野で“市民”として地域貢献活動に取り組んでいるほか、学生･

教職員や社員も各種ボランティアに参加するなど、まちづくりの一翼を担っています。今後、大学･企

業には、“市民”としてさらにまちづくりへの参画が進むための環境づくりが求められています。 
また、市のまちづくりに関する大学・企業との連携は広がりを見せていますが、市民活動団体・コ

ミュニティ運営協議会からはその専門的な人材や情報を求める意見も多くあります。今後は、各種団

体間の連携のための仕組みづくりと情報の集約・発信が必要です。 
 

（課 題） 

・大学･企業からの情報集約 

・地域への大学･企業情報の発信 
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・大学･企業への市民活動団体等の情報発信 

・“市民”としてのまちづくりへの参画 

・市民活動団体等と大学・企業の連携の仕組みづくり 

・大学・企業の専門的な人材の活用 

 

（施策の方向） 

・まちづくりに参画するためのボランティア登録の促進 

・各種団体の情報の共有化 

・活動の場の充実 

・各種団体間の連携の促進 

・生涯学習や人材育成のための講座の充実
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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 

従来の社会においては、「公共サービスは行政が提供するべきもの、市民はサービスを受けるもの」

と考えられてきました。しかし、社会の変化が激しくなる中で、多種多様化する市民ニーズや新たに

生じる地域課題に対して、行政だけで適切に対応していくには質的にも量的にも難しいという現実が

あります。 

このような状況から、市民の求める公共サービスや地域課題に適切に対応していくために、市民や

市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学･企業、市が対等な関係で「誰がどうすれば最も効果が

あるのか」をともに考え、お互いの特性や能力を生かした役割と責任の分担を行い、公共を担ってい

く仕組み＝多様な主体による「協働」が必要となりました。 

 

（２）協働の領域 

市民等と市の協働の領域については、一般的に下図のように考えられています。協働の形態をこの

図にあてはめると、「Ｂ」は補助・助成、「Ｃ」は共催、「Ｄ」は協働委託＊に馴染む領域と考えられ

ます。 

事業の性質からどの領域に該当するのか、また、適する主体はどこなのかという視点で領域を設定

することが協働を進めるうえで重要です。そして、多様な市民ニーズにきめ細かく対応するために、

協働の領域が広がり、市民等が主体的に行う領域が拡大することが望まれます。 

 

〈 協働の領域 〉 

 
     

 
 

 
Ａ 
 

 
 

 
 

Ｂ 
 
 
 

 
 

Ｃ 
 
 
 

 
 

Ｄ 
 
 
 

 
 

Ｅ 
 
 
 

    Ａ：市民等が独自に行う領域（自発的・先駆的活動） 
   Ｂ：市民等が主体的に行い、市が支援する領域（補助・助成・後援） 
   Ｃ：市民等と市それぞれが主体的に行う領域（共催） 

    Ｄ：市が主体的に行い、市民等が協力・参加する領域（委託） 
    Ｅ：市が独自に行う領域（公平的・中立的活動） 

（資料：山岡義典著「ＮＰＯ 基礎講座」を基に作成） 

 

市民等の領域 

市の領域 

市民等と市が協働する領域 
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（３）協働の原則  

協働による成果に高い相乗効果が生まれるためには、お互いが主に次の原則を踏まえて協働するこ

とが必要です。 

①対等の原則 

・お互いが役割を明確にして、協働で課題を解決するために上下関係ではなく対等なパートナー

としての関係を保つことが必要です。 

②相互理解の原則 

・お互いが対話を通して情報交換を十分に行い、それぞれの立場や特性を認識・尊重して、信頼

関係を築くことが必要です。 

③目的・目標共有の原則 

・お互いが協働の目的と達成する目標を共有し、公共の担い手であるという認識を持って事業を

進めることが必要です。 

④自主性・自立性尊重の原則 

・お互いが自己決定・自己責任で活動する組織として、その自主性・自立性が確保されるととも

に、依存や癒着関係に陥らないような関係を保つことが必要です。 

⑤公開性・透明性の原則 

・お互いが持っている情報を積極的に公開し、透明性が高く、多くの人々が参加できる開かれた

組織をつくることが必要です。 

⑥正当な対価の原則 

・お互いが事業実施にかかるコストを応分で負担し、そのコストに対しては常に正当な対価が支

払われるべきであるという認識を持つことが必要です。 

 
（４）協働の形態 

協働を実施する形態は、事業の内容に応じて、最も効率的・効果的な協働となるように適切な選択

が求められます。主な協働の形態については次のとおりです。 

①協働委託、②補助、③共催、④事業計画段階への参加、⑤アダプトプログラム、 

⑥物的支援（公の財産の使用等）、⑦後援、⑧情報交換・情報提供、⑨指定管理者制度＊ 

 

２．多様な主体の協働の実施状況 

平成 23年１月に市民フォーラムが市職員を対象に実施した協働に関するアンケート（以下「職員ア

ンケート」という。）を基に、協働事業に関する庁内ヒアリングを行いました。その結果、市民活動

団体、コミュニティ運営協議会、大学・企業と、前述の協働の形態で示したいずれかのかたちで大半

の部署が協働を実施しています。その中でも特に子育て、環境、健康･福祉分野は協働で取り組みやす

い事業が多いことから、様々なかたちで数々の協働事業が実施されています。また、市民活動団体や

コミュニティ運営協議会、大学･企業が、それぞれの専門性や地域性を活かした連携や協働事業も実施

されるようになり、市民等が主体的に取り組むまちづくりが進展しています。 

特に、「人づくりでまちづくり事業補助金」は、平成15年度からこれまでに延べ 200 件以上の多彩

な事業が採択されています。また、「市民サービス協働化提案制度」では、平成 19年度の募集開始以

来、市民活動団体やコミュニティ運営協議会等から提案された 41事業が採択され、協働委託事業とし
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て実施されています。 
このように「協働」を通じて、市民等によるまちづくりが大きく前進していますが、それに伴って

いくつかの課題も出てきています。団体アンケートや意見交換会では、「市民サービス協働化提案制

度」を中心とした協働事業について、メリットとして「活動の場が広がった」「団体と行政の双方の

特性を活かしながら、より効果的に事業ができている」などの意見がある一方、「協働に対する市職

員の意識が不統一」「協働を進めるためのコーディネートが不十分」などの意見や、「団体やＮＰＯ

から提案できる制度があればよい」「経費を適正に認めてほしい」「事業活動以外の書類作成等の負

担が大きい」などの改善を望む点が指摘されています。また、「人づくりでまちづくり事業補助金」

による補助制度についても、「補助対象となる経費の範囲が狭い」「補助金終了後の継続活動が難し

い」などの意見が出されています。 

こうした点を勘案すると、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

解決の一つ方策として考えられます。また、市民提案による新たな協働事業の導入や各種制度の見直

し、協働に対する市職員の意識を深めていく必要もあります。 

 

３．協働に関する市職員の意識 

職員アンケート結果では、市民活動団体等との協働の必要性については、86.6％の職員が「必要性

がある」と感じています。協働のメリットとしては、「市民ニーズの多様化に適応でき、市民の満足

度が高まる」「市民ニーズをより的確に把握できる」「行政と市民活動団体等のネットワークを活か

すことができる」ことを多くの職員が考えています。 

しかし一方で、「必要性はあるが、どのように取り組んでいくべきか分からない」「職務上必要で

あるが、あまり関心がない」「関係課だけが関わっている感じ」というような意見も見られ、今後は

より一層効果的・実践的な内容の職員研修を実施していく必要があります。 

 

４．情報の収集と発信 

市が協働を進めていくためには、市民活動団体やコミュニティなどの情報を集約し、それを市民等

に対して十分かつ効果的に提供し、共有する必要があります。現在、市はこの情報を市広報紙や市・

メイトム宗像ホームページなどを通して市民等に発信しています。また、平成 24 年３月には、157 団

体の活動内容を紹介した「むなかた市民活動・ボランティア団体ガイド 2012『知って活かそう 市民の

ちから』」を発刊し、庁内各部署や市民活動団体、コミュニティ運営協議会、市内三大学、小中学校

などに配布して、市民活動団体に関する情報の周知に努めています。 

しかし、前述の団体アンケートや意見交換会では、市と市民活動団体相互の情報不足に関する意見

が多く、「行政側の意図を把握できない」、「市と団体との意識確認（目標の共有）が必要」、「市

が実施している事業の中で、市民ができるようなことを分かりやすく説明する機会を持って欲しい」

という具体的な意見が出されています。また、団体アンケートでは、本市が協働の手法の一つとして

推し進めている市民サービス協働化提案制度について、制度自体を知らないと回答した団体が 36.2％

に上っています。 

このように、市の情報発信については課題があり、効果的な情報の提供・市民等との情報の共有を

実現するために改善を図っていく必要があります。あわせて、市民、市民活動団体、コミュニティ運
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営協議会などにも効果的な情報の収集・発信が求められることになります。 

 

５．協働の推進体制 

市民等と市の協働を全庁的に推進するために、平成 22年７月から、市長を本部長とし、各部局の長

をメンバーとする「宗像市協働のまちづくり推進本部」を設置しています。この本部において協働に

関する全庁的な連携や総合調整を図るとともに、本部の下に主管課長を中心とするメンバーで構成す

る幹事会を設置し、協働の推進における実務的な課題の整理、改善策の検討を行っています。 

従来、本市の協働のまちづくりはコミュニティ施策を中心に推進してきました。協働の相手の中心

はコミュニティであり、コミュニティと多様な主体による地域づくりが推進・実践されています。し

かし、近年、先駆性・専門性・迅速性を兼ね備えた市民活動団体が、地域づくりにおいてその能力を

発揮し、実績を積み重ねてきたことで、コミュニティ運営協議会と市民活動団体を“まちづくりの両

輪”と捉え、市とともに協働のまちづくりを実践する重要なパートナーと位置づけられるようになり

ました。このような経緯から、市民等との協働のまちづくりをさらに推進していくためには「縦割り

行政」を払拭し、担当部署間の情報の共有を進め、多様な主体との連携や協働などに効率的な対応を

行うために、市組織の改編・推進体制の強化を図っていく必要があります。 

 

（課 題） 

・中間支援組織との連携促進 
・市職員の協働に対する意識の向上・意識改革 
・協働をコーディネートする人材の育成 
・市民や市民活動団体等と行政の情報交換・交流の場づくり 
・行政情報の提供不足（方法を含む） 
・各種団体の情報収集、提供 
・協働事業を実施するための適正な経費の認定 
・市民提案による新たな協働事業の検討 
・協働のさらなる推進に向けた市組織の構築 
 
（施策の方向） 

・協働をコーディネートできる人材育成 
・市民参画・協働に関する市職員研修の充実 
・市民活動に必要な情報の共有 
・中間支援組織との連携・協働の強化 
・市民サービス協働化提案制度の再構築 
・協働の推進体制の強化 
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Ⅴ 重点目標と施策の概要 

 
 これまで市民活動と協働の現状･課題を整理し、その解決のために必要な施策の方向をまとめてきま

した。この施策の方向をテーマごとに分類し、①きっかけづくり、②情報・場づくり、③人づくり、

④仕組みづくり、⑤推進体制づくり、の大きな５つの重点目標を設定します。さらに、設定した重点

目標を達成するための施策の概要について、まとめます。 
 
重点目標１．きっかけづくりを進めます 

市民が気軽に学べるよう、「だれでも、いつでも、どこでも」学べる環境づくりを基本に、これま

で築いてきた土台をベースとして、さらなる講座の充実を図っていく必要があります。また、市民活

動を推進するためには、学んだことを地域づくりに活かすことや指導者としての自発的な活動を促す

とともに、市民活動やボランティア活動への参加のきっかけづくりを行っていくことが求められます。  

個人が活動に参加することを通じて生きがいと使命を見出し、一人ひとりの力が地域課題の解決につ

ながるということを啓発するとともに、これまで実施してきた市の事業を充実し、さらに魅力あるも

のとしていきます。 
 
重点施策（１） 生涯学習の推進  

（施策の概要）        

①生涯学習のための講座の充実 

生涯学習のための講座をさらに充実し、個人の学習活動の機会や場を確保するとともに、学びの

成果の地域や社会への還元を支援します。 
（具体的な施策） 
・生涯学習講座の充実 
・新たな講座の創設 
・コミュニティ自主講座開催の支援 

 

②市民参加のきっかけづくりの推進 

市民の学習活動や市民活動への参加のきっかけづくりのため、実際にまちづくりに取り組む市民

活動団体等とともに、市民活動･ボランティア活動に関する入門講座や体験プログラムを実施します。 
（具体的な施策） 
・各種分野のボランティア講座の実施 
・市民活動･ボランティア活動の体験プログラムの導入 
・新たなボランティアの検討 

 
重点施策（２） 市民活動に関する啓発・教育の推進 

（施策の概要） 

①教育現場での体験学習の充実 

青少年期からのボランティア活動などの体験をとおして、その意識を醸成していくことが大切な

ことから、小中学生の頃から体験学習の機会の充実を図っていきます。また、体験等には、市民や
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市民活動団体、地域などと連携した取り組みを推進します。 
（具体的な施策） 
・学校教育におけるボランティア活動、体験学習の充実 
・地域行事への参加の促進 

 

②市民参画の促進 

審議会委員の公募や条例･計画等に対するパブリック･コメントなどによる市民参画の機会はまだ

十分だとは言えない状況のため、より多くの市民の参画を促す仕組みを検討します。また、様々な

イベントなどに市民が参画できる機会をつくっていきます。 
（具体的な施策） 
・市民参画の手法の検討 
・実行委員会形式による事業の拡充 

 
重点施策（３） 市民等の自主活動の推進 

（施策の概要） 

①各種団体間のネットワークの強化 

各種団体が持っている知識や専門性を活かしながら連携することにより、相乗効果や新しい活動

の展開が期待できるため、各種団体間の交流や情報の発信など、連携のためのネットワーク化を促

していきます。 
（具体的な施策） 
・各種団体ネットワークの構築 
・活動分野ごとの団体間の連携会議開催の支援 

 
②ボランティア登録の促進 

まだボランティアなどに参加したことはなくても参加意欲を持った市民や、専門的な知識を持っ

た大学･企業の学生や教職員、社員などのボランティア登録を促進します。 
（具体的な施策） 
・各種分野のボランティアの登録の促進 
・大学･企業の学生教職員、社員のボランティア登録の促進 

 
重点目標２．情報･場づくりを進めます 
 各種団体の活動や大学･企業の社会貢献活動に関する情報が共有されていないため、貴重な人材が十

分に活かされていない状況があります。このことから、地域活動においても、活動に関する情報の共

有や活動に必要な人材情報の提供などが望まれています。そのため、様々な情報の集約･発信を行うと

ともに、各種団体間の交流の機会を拡充していきます。 
 
重点施策（１） 活動に関する情報集約・発信の充実 

（施策の概要） 

①情報受発信機能の強化 



 

- 23 - 

各種団体の活動内容の理解向上のため、その情報発信のあり方や新たな情報ツールを検討してい

きます。 
（具体的な施策） 
・各種団体情報集約の促進 
・市の広報紙･ホームページ、団体の情報紙の活用 
・インターネットを活用した情報交換ツールの活用 
・団体情報紙作成の支援 

 
②情報共有のための窓口の強化 

市民活動・ボランティア活動への参加希望の相談や、市民等や地域への情報提供、各種団体間の

情報交換を行うなど、情報を共有するための窓口の一体化と強化を検討していきます。 
（具体的な施策） 
・情報提供･交換のための窓口の強化 

 
重点施策（２） 活動の場の充実 

（施策の概要） 

①連携事業等の拡充 

まちづくりの新たな活動の展開のため、各種団体が連携して事業に取り組んでいけるように、情

報交換や交流を目的とした連携会議等を強化していくとともに、各種団体との協働委託を推進しま

す。 
（具体的な施策） 
・各種団体との連携会議の充実 
・中間支援組織による連携の支援 
・各種団体との協働委託の推進 

 

②社会貢献の場づくりの充実 

大学･企業が“市民”としてまちづくりにさらに参画できるように、アダプトプログラムなどによ

る活動の場づくりを検討していきます。 
（具体的な施策） 
・アダプトプログラム等による活動の場の創出 
・コミュニティでの活動の支援 

 
③公共施設の積極的な活用 

市民や市民活動団体等が利用できる活動の場として、学校施設を含めた未開放の公共施設の開放

とその際の受益と負担のあり方などを検討します。 
（具体的な施策） 
・学校施設を含む公共施設開放の検討 
・新たな活動拠点の創出 
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④活動拠点への交通アクセスの確保 

市民活動の拠点であるメイトム宗像やコミュニティ･センター、宗像ユリックスへのアクセス改善

のため、交通の利便性を高めていきます。 
（具体的な施策） 
・ふれあいバス･コミュニティバスの利便性の向上 
・公共交通機関による利便性の向上 

 
重点目標３．人づくりを進めます 
市民活動を推進していくためには、活動を担っていく人材の育成が重要です。特に、組織運営に関

わる人や活動を引っ張るリーダーなどには、それぞれに求められる力を養成していくことが必要です。

そのため、それぞれの活動に要する能力向上のための講座の充実や育成の機会を設けていきます。 
 
重点施策（１） 人材育成の促進 

（施策の概要） 

①人材育成のための各種講座の充実 

各種講座が市民個人のスキルアップに終わるだけでなく、今後もさらに市民活動にかかる能力の

向上につながる研修を開催していきます。また、まちづくりの課題解決や協働をコーディネートす

る人材を育成していきます。 
（具体的な施策） 
・各種人材育成･能力向上講座の充実 
・コミュニティでの人材育成講座開催の支援 

 
②生涯学習を活かしたまちづくりへの貢献活動の促進 

生涯学習で学んだ成果を活かし、まちづくりに貢献する人材の育成を積極的に進めていきます。 
・生涯学習講座受講者の講師等への登用の促進 
 

重点施策（２） 人材発掘の促進 

（施策の概要） 

①人材登録制度の拡充 

地域の潜在的な人材を活用していくため、市や地域での人材登録制度を拡充していきます。 
（具体的な施策） 
・ボランティアネットワークへの登録の促進 
・地域での人材登録制度構築の支援 
 

重点目標４．仕組みづくりを進めます 
 市民活動を効果的に推進していくためには、“ひと”“もの”“資金”を適切に組み合わせた仕組

みが必要です。このうち資金面では、市からの補助金等の支援制度があるものの、さらなる市民との

協働のまちづくりを推進するために、既存の制度の改善や新たな支援のための方策を検討していきま

す。 
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重点施策（１） 協働推進のための制度の改善 

（施策の概要） 

①市民サービス協働化提案制度の再構築 

市民活動団体等が継続して事業を行っていくために、事業実施にかかる経費の適切な委託料への

反映や事務手続きの支援などについて検討します。また、市民活動団体等からの企画提案に基づく

事業の実施などについても検討します。 
（具体的な施策） 
・市民活動団体等の企画提案による協働事業の創出 
・協働委託に関する適切な委託料の検討 

 
②補助金制度の見直し 

人づくりでまちづくり事業補助金等の補助金制度について、市民活動団体等の活動がより活発化

するように総合的な見直しを検討します。 
（具体的な施策） 
・補助対象経費の検討 
・自立を前提とした補助金制度の検討 

 

重点施策（２） 活動資金の確保の支援 

①新たな支援制度の検討 

ＮＰＯ法の改正にともない、認定ＮＰＯ法人の活動資金が確保しやすくするような支援など、新

たな支援策を検討します。 
（具体的な施策） 
・新たな制度導入の検討 
・公的機関･民間組織の各種補助金活用の支援 

 
②コミュニティビジネスモデルの調査研究の推進 

地域の新たなニーズや地域課題に対応するために、コミュニティビジネスの創出や取り組みなど

について調査･研究します。 
（具体的な施策） 
・コミュニティビジネスモデルの調査･研究 
・地域の特性を活かしたビジネス創出の支援 
 

重点目標５ 推進体制づくりを進めます 

市民活動を推進していくためには、市民等と協働していくことが重要であり、協働に対する市職員

の意識を深めていくことも大きな課題です。そのため、市の組織体制づくりとともに、市職員の意識

改革を行っていきます。 
市民等との協働には多くの部署が係わっており、その調整等はこれからの協働を進める上では重要

な役割を持っていることから、担当部署を強化します。また、市民活動団体等との連携も重要な要素

となることから、これを進めるための推進体制を強化していきます。 
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重点施策（１） 推進体制の強化 

（施策の概要） 

①庁内組織の強化                          
コミュニティと市民活動団体の活動をより効率的、効果的に推進するために、両担当部署がさら

に連携できるような組織の改編を行うとともに、全庁的に推進体制を強化します。また、コミュニ

ティへの各部署のかかわり方についても、今後、検討していきます。 
（具体的な施策） 
・市組織の改編と強化 
・各種団体への関係部署の支援の強化 

 
②中間支援組織との連携強化 

各種協議会やネットワークも含め、市と各種団体との連携や団体間の連携などの推進を目的とし

て活動する中間支援組織との連携を強化していきます。 
（具体的な施策） 
・中間支援組織との連携の強化 

 
重点施策（２） 市職員の意識改革の推進  

（施策の概要） 

①職員研修の充実 

市職員の協働に対する理解や意識の向上とともに、協働に関する企画・調整力向上のための研修

を進めていきます。また、市民活動団体がどのような取り組みをしているのかを理解するために、

初任層（採用１年～３年目）をはじめとして現場体験などの研修を行っていきます。 
（具体的な施策） 
・現場体験研修の充実 
・市民参画･協働に関する企画･調整力向上研修の実施 
・地域活動への自主参加の誘導 
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Ⅵ 市民活動推進プランの進行管理 

 
本プランは、宗像市市民参画等推進審議会での検討をはじめ、市民活動団体やコミュニティ運営協

議会との意見交換会や団体アンケートなどを行いながら、市民参画･協働の手法によってまとめました。 
こうして定めた重点目標とその施策については、今後、着実に進めていきますが、進行管理につい

ても同様に、可能な限り、市民等と市のパートナーシップによる取り組みで行っていきます。 
具体的には、市が協働のまちづくり推進本部を中心にした全庁的な推進体制のもと、協働の主管部

署が事業の実施にかかる全体的な進行管理を行います。これに合わせて、総合的な評価や調整につい

ても、適宜、市民参画等推進審議会などに諮りながら、「市民参画での進行管理」を目指していきま

す。 
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 具 体 的 な 施 策 

３．人づくりを 

進めます 

１．きっかけづくりを 

進めます 

２．情報・場づくりを 

進めます 

４．仕組みづくりを 

進めます 

５．推進体制づくりを 

進めます 

(１)活動に関する情報集約 

(３)市民等の自主活動の推進 

(２)市民活動に関する 

啓発・教育の推進 

(１)生涯学習の推進 

(２)活動の場の充実 

(１)人材育成の促進 

(２)人材発掘の促進 

(１)協働推進のための制度の改善 

(１)推進体制の強化 

(２)市職員の意識改革の推進 

(２)活動資金の確保の支援 

①教育現場での体験学習の充実 

①生涯学習のための講座の充実 

②市民参加のきっかけづくりの推進 

①各種団体間のネットワークの強化 

②ボランティア登録の促進 

①情報受発信機能の強化 

②情報共有のための窓口の強化 

②社会貢献の場づくりの充実 

④活動拠点への交通アクセスの確保 

①人材育成のための各種講座の充実 

②生涯学習を活かしたまちづくりへの 

貢献活動の促進 

①人材登録制度の拡充 

 
①市民サービス協働化提案制度の 

再構築 

②補助金制度の見直し 

①新たな支援制度の検討 

②コミュニティビジネスモデルの 

調査研究の推進 

①庁内組織の強化 

②中間支援組織との連携強化 

①市職員研修の充実 

①連携事業等の拡充 

③公共施設の積極的な活用 

 

②市民参画の促進 

 

・生涯学習講座の充実 ・新たな講座の創設 

・コミュニティ自主講座開催の支援 

・市民活動･ボランティア活動の体験プログラムの導入 

・各種分野のボランティア講座の実施 ・新たなボランティアの検討 

・学校教育におけるボランティア活動、体験学習の充実 

・地域行事への参加の促進 

・市民参画の手法の検討 ・実行委員会形式による事業の拡充 

・各種団体ネットワークの構築 

・活動分野ごとの団体間の連携会議開催の支援 

・各種分野のボランティアの登録の促進 

・大学･企業の学生教職員、社員のボランティア登録の促進 

・各種団体情報集約の促進 ・市の広報紙･ホームページ、団体情報紙の活用 

・インターネットを活用した情報交換ツールの活用 ・団体情報紙作成の支援 

・情報提供･交換のための窓口の強化 

・各種団体との連携会議の充実 ・中間支援組織による連携の支援 

・各種団体との協働委託の推進 

・アダプトプログラム等による活動の場の創出 ・コミュニティでの活動の支援 

・学校施設を含む公共施設開放の検討 ・新たな活動拠点の創出 

・ふれあいバス･コミュニティバスの利便性の向上 

・公共交通機関による利便性の向上 

・各種人材育成･能力向上講座の充実 

・コミュニティでの人材育成講座開催の支援 

・生涯学習講座受講者の講師等への登用の促進 

・ボランティアネットワークへの登録の促進 

・地域での人材登録制度構築の支援 

・市民活動団体等の企画提案による協働事業の創出 

・協働委託に関する適切な委託料の検討 

・補助対象経費の検討 ・自立を前提とした補助金制度の検討 

・新たな制度の導入の検討 ・公的機関･民間組織の各種補助金活用の支援 

・コミュニティビジネスモデルの調査･研究 

・地域の特性を活かしたビジネス創出の支援 

・市組織の改編と強化 ・各種団体への関連部署の支援の強化 

・中間支援組織との連携の強化 

・現場体験研修の充実 ・市民参画･協働に関する企画･調整力向上研修の実施 

・地域活動への自主参加の誘導 

宗 像 市 市 民 活 動 推 進 プ ラ ン（案）体 系 図 
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用語解説 

 

あ  

新しい公共 
官だけでなく、市民やＮＰＯ、企業などが自発的･積極的に公共的な

サービスの提供主体となり、共助の精神で活動すること。 

アダプトプログラム 

地域に密着した市民活動団体や企業等が、その地域にある道路や河

川などの公共施設の管理者に代わって「里親（adopt：養子縁組）」

となって清掃や植生管理などを行う方法。市はその活動に必要な用

具の貸与や傷害保険の負担等を行う。 

ＮＰＯ 

(Non Profit Organization) 

不特定かつ多数のものの利益の増進に貢献する活動を自発的に継続

して行う、市民活動団体･グループ、ボランティア団体･グループ等

の非営利組織。 

か  

協働委託 

市民活動団体やコミュニティ運営協議会、民間企業等と市が対等の

立場でお互いの特性を発揮しながら役割分担し、市が行う公共サー

ビスについて、協働で効果的に実施（委託）する形態。 

元気な島づくり事業補助金 

３人以上で構成される市民活動団体や研究機関（コミュニティ運営

協議会は除く）を対象に、大島及び地島の地域資源の活用や交流･定

住化の促進、健康づくりなどを通じて、島を活性化し、元気にする

ために行う活動を支援する補助金。 

コミュニティ運営協議会 

地域住民の交流の促進、福祉や生活環境の向上、安全な生活の確保

など、地域における諸問題の解決に主体的に取り組むため、原則的

に小学校区単位に設定された地域住民の自主的な組織。 

コミュニティビジネス 

地域住民が中心となって、地域の多様なニーズに応えるために、地

域資源を活かして行う事業。利潤追求を第一の目的とはせず、地域

が抱える課題を解決するための事業。 

さ  

指定管理者制度／指定管理料 

あらかじめ議会の議決を経て、指定された民間事業者などが公の施

設の管理を代行する制度。指定管理者と締結する協定書に基いて、

市が支払う管理業務に要する費用。 

市民活動 

市民参画条例では、市民や団体等による自発的な参加によって行わ

れる公益性のある活動を「市民公益活動」と定義している。本プラ

ンでは、「市民公益活動」に個人の生涯学習活動や地域におけるコ

ミュニティ活動などを含めた活動をいう。 

市民サービス協働化提案制度 

市が行う市民サービスについて、質の向上、市政への参画や協働の

推進などを目的に、民間団体等がノウハウやアイデアなどを活かし

て自ら企画立案したうえで提案し、採択後は市と協働で事業を実施
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していく制度。 

市民等 

市民参画条例では、「ア)市内に住所を有する人、イ)市内の事務所

又は事業所に勤務する人、ウ)市内の学校に在学する人、エ)市内に

事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、ｵ)当該事案

について利害関係を有する人」と定義している。本プランでは、市

民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学･企業など、市民

活動に取り組む個人及び法人その他の団体をいう。 

た  

中間支援組織 

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、中立的な立場で各々のつな

ぎや提案・調整・支援を行う民間組織。本プランでは、複数の団体

で構成される協議会やネットワークも中間支援組織とする。 

は  

パブリック･コメント 
市が条例や計画の策定、変更などの際、その内容やその他必要な事

項を公表し、広く市民の意見を求める方法。 

人づくりでまちづくり事業 

補助金 

３人以上で構成される市民活動団体や研究機関などを対象（コミュ

ニティ運営協議会は除く）に、子育てや環境、福祉などの分野の人

づくりやまちづくりにつながる活動を支援する補助金。 

附属機関 

法律又は条例の定めにより、執行機関（市）に設置することができ

る審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のた

めの機関。 

文化芸術活動事業補助金 ３人以上で構成される市民活動団体などを対象（コミュニティ運営

協議会は除く）に、文化芸術のまちづくりや人づくり、地域伝統文

化の継承･活用や次世代育成など、文化芸術の力をまちづくりに活用

する活動を支援する補助金。 

ま  

まちづくり交付金 

住民主体のまちづくりを推進するため、自治会や各種団体に交付し

ていた補助金等を統合し、各地区のコミュニティ運営協議会に一括

して配分する交付金。 

まちづくり計画 

地域のまちづくりの方向性を示したコミュニティ地区ごとの計画の

こと。策定にあたっては、地域住民が主体となったワークショップ

やアンケート調査などの手法を取り入れている。 

むなかた学びの里づくり 
生涯学習推進プランを柱とした学びを通して、ふるさと宗像という

里づくりを行うこと。 

 




