
 



○平成23年7月（実施計画前）までに、下記の事項について検討を行う。
・支援対象者、支援内容、支援期間等の見直しと明確化
・支援事業が目指す成果目標の明確化と支援後の実績等の検証と確認
・ＳＯＨＯねっとの会員拡大と自立化に向けた具体的な計画づくりとロードマップ等の作成
・庁内業務アウトソーシングについて、経費節減の視点だけでなく、事業者の自立支援という視点での検討

【平成24年6月末現在の取組結果】

市のＳＯＨＯ支援の基本的な方針を「SOHO事業者の主体的な交流活動等によってSOHO事業者の活性化を
目指す」と定め、市が行う支援は、起業化への支援とし、下記のとおり改善しています。

平成24年度から市の事務事業としての「SOHO支援事業」を廃止しました。
起業化支援の一環で趣旨が合致するセミナー事業等での一定の支援以外は、市からの助成を廃止しまし
た。
平成24年度からＳＯＨＯ事業者の自主的な運営によって「むなかたSOHOねっと」の事業に取り組んでもらっ
ています。
庁内業務アウトソーシングは、業態（事業所人数等）を明確にし、継続して実施しています。対象業種につい
ては、平成24年度中に基準を定め、平成25年度から新基準に基づき運用します。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・今後のSOHO支援の基本的な方針としては、SOHO事業者の主体的な交流活動等により市内SOHO事業者
の活性化を目指すものとし、市が行うSOHO支援は大幅に縮小します。
・平成24年度からは、事務事業としての「SOHO支援事業」を廃止し、起業化支援の一環で趣旨が合致するセ
ミナー事業等での一定の支援を行う以外は、市からの事業費助成も廃止します。
・平成24年度からは、むなかたSOHOねっとの各事業を同ねっとが自主的に運営し、会員拡大やSOHO事業
者同士の交流事業の活性化等に取り組んでいきます。
・庁内業務アウトソーシングは、登録できる対象業種と業態（事業所人数等）を明確にし、継続して行います。

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○就業機会の拡大、起業化支援を目的に実施してきたが、今回の改善提案を踏まえて基本的な考え方など
の見直しを行い、今後の取組み方針を決定する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

定住化推進室A-1 事業名 SOHO支援事業 所管課



○以下の点については、これまでも取り組んできたが、今回の指摘を踏まえ、今後より一層留意して取り組
む。
・既に実施の戸別訪問、広報掲載等も含め、未接続世帯へのＰＲを強化し、水洗化促進に努める。

【平成24年6月末現在の取組結果】

他自治体における実態等を参考に「低所得者に対する助成金」と「接続促進のための奨励金」の２項目につ
いて検討しました。双方とも、下水道事業がほぼ既成した本市では効果はあまり期待できないこと、また、既
接続者との不公平を生ずること等の理由により、助成金・奨励金としての実施は困難と判断しました。今後
も、戸別訪問、広報掲載等、未接続世帯へのＰＲを強化し、引き続き水洗化促進に努めます。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

他自治体における助成制度等の接続推進策の実態把握と本市における問題点、効果等について検討中。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○基本的には今後も現行の事業内容により事業を継続する。
○経済的な弱者救済については、市が行う他の事業と合わせて総合的に検討する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

下水道課A-2 事業名 排水設備改造工事推進事業 所管課



○公用車の保有台数については、当分の間現状維持とするが、管理区分については、今後集中管理への移
行が必要かどうか個別管理の利用状況や稼働率等の調査を平成２３年度に実施する。

【平成24年6月末現在の取組結果】

・平成23年度に各課所有の公用車を対象に、走行距離等の利用状況調査を実施しました。現在、この利用
状況調査の調査結果を分析しております。分析結果に基づいて来年度に関係各課と調整し、平成26年度に
見直す予定です。
・公用車のリース導入については、現在、リース業者や先進地の調査を行っており、平成24年度内に導入す
るか否か結論を出す予定です。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

現在各課が管理している公用車について、利用状況調査しています。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○基本的に現行どおりの管理を継続するが、将来に向けて仕分けの際にだされた意見を反映した方が管理
上効果、効率が向上するものについては、改善に向けた検討を行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

財政課A-3 事業名 公用車管理事業 所管課



○下記事項について、平成23年度末までに実施する。
・事業の実施期間の検証及び見直し。
・啓発目的に適した協働団体の選定及び検証。

【平成24年6月末現在の取組結果または進捗状況】

環境（ごみ減量、リサイクル）に対する意識啓発は、環境団体と協働で地道に推進していくことが基本であり
主体的な事業活動は変更していません。
コミュニティと協働で実施した水切り講座は、23年度中、開催9回、参加人数182人の実績をもって事業を終了
し、より効果が望める子育て家庭を対象とした講座に移行しました。
子育て家庭を対象とした講座は、対象範囲を拡大するため、ミニ講座にし、回数を5回から13回に増やしまし
た。また、大島でも開催し、離島にも啓発を広げました。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

環境（ごみ減量、リサイクル）に対する意識啓発は、環境団体と協働で地道に推進していくことが基本であり
主体的な事業活動は変更していません。ただし、一部の事業については、２３年度から講座開催を離島で行
うなど対象範囲を拡大し講座を開催しています。また、平成２３年度は、短期的な事業として期間を１年と定
めコミュニティを活用した水切り講座を環境団体と協働事業により開催しています。次年度は、協働事業数の
削減、事業内容の縮小を予定しています。

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○環境活動推進事業は、環境団体等と連携した協働事業を実施することによって大きな効果を生み出してい
る。今後も協働による事業を推進する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

生活環境課A-4 事業名 環境活動推進事業 所管課



・濃淡をつけた対応方法
　従来、空き宅地の所有者に対し草刈り通知を画一的に行ってきたが、平成23年度から、草刈り実施実績な
どを精査し、通知を行う先、草刈り作業の斡旋を行う先、繰り返し通知を行う先、電話や訪問を行う先などを
区分けし、空き宅地の管理状況に応じた、濃淡をつけた対応を行う。
・地域自主管理型への移行
　従来、市が作成した土地台帳に基づいて、空き宅地の現地調査や所有者への通知を行ってきたが、平成
23年度から、コミュニティからの改善提案を重視し、その対象となった土地について、優先的かつ迅速に対応
する。また、市の対応状況や草刈りの見通し等について、随時、コミュニティに情報提供するなど、コミュニ
ティとのコミュニケーションもより密に行う。これらのことにより、地域の要望への対応がスムーズになるととも
に、情報提供による地域の不安も軽減できる。さらに、地域の主体的な取り組み意識が高まることが期待さ
れる。
・条例の罰則規定について
　罰則規定については、過去に弁護士と協議を行っているが、法律的に実効性の点で課題がある。土地所
有者の管理意識を高める方策として、平成23年度から、通知のほか、広報やホームページ等の活用から進
める。通知文や記事の内容も工夫する。
・業務負担軽減、効率化の工夫
　平成23年度から、現地調査についても、画一的な現地調査は行わず、地域の要望等を優先して行う。ま
た、土地所有者への通知に際し、所有権や土地利用の変更についても情報収集を行う。さらに、草刈作業の
受注については、段階的に業者への事務移行を進める。

【平成24年6月末現在の取組結果】

・空き宅地を管理状況に応じて区分けし、草刈の注文を受ける通知を4月に、適正管理を依頼する通知を5月
に送付するとともに、通知状況・依頼状況をコミュニティに提供して地域の要望を取りまとめました。また、昨
年度から、地域の要望が強い土地の不在地主への訪問調査を強化し、県内23件の訪問調査を実施。うち8
件が草刈等を実施しました。
・通常の通知に反応がなく、困難ケースとなっている土地について、行政が強制することなく、まず、不在地主
と地域の橋渡しを行うとともに、地域の困難ケースを地域で解決する自主管理体制の構築支援に、一部地域
で取り組んでいます。昨年度は、1件（2区画）の宅地について、地元有志による草刈が実施されました。
・土地所有者の管理意識を高める方策としては、近隣住民の困り感が伝わるよう通知文の内容や現地写真
を工夫しています。なお、広報・ホームページの活用については、通知以上の効果が期待できないため、実
施を見送りました。
・地主からの草刈の依頼について、市を介さず、直接、草刈業者に申し込むようにし、受注事務の軽減を図っ
ています。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・空き宅地を管理状況に応じて区分けし、草刈の注文を受ける通知を4月に、適正管理を依頼する通知を5月
に送付するとともに、通知状況・依頼状況をコミュニティに提供して地域の要望を取りまとめ、例年より早い時
期（7月～）に要望の強い不在地主への訪問調査を実施しました。
・通常の通知に反応がなく、困難ケースとなっている土地について、行政が強制することなく、まず、不在地主
と地域の橋渡しを行うとともに、地域の困難ケースを地域で解決する自主管理体制の構築支援に、一部地域
で取り組んでいます。
・地主からの草刈の依頼について、市を介さず、直接、草刈業者に申し込むようにし、受注事務の軽減を図っ
ています。

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○現在の事務の手法や流れを見直し、より効率的で効果的な事務へと改善する。地域の主体性の醸成や土
地所有者の管理意識向上が不可欠であり、これらの実現に向けた取り組みを進める。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

生活環境課A-5 事業名 環境保全事業 所管課



対応方針

建築課A-6 事業名 住宅相談事業 所管課

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○住宅相談事業は、市民のための建築の専門的な知識を持った相談窓口の開設を目的とし、特定の団体
育成を目的としたものではないことから、今後も委託事業として実施する。ただし、今回の改善提案を踏ま
え、委託内容、行政の関与体制等の見直しを行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

○平成23年4月から、下記事項について見直しを行う。
・本来、市が行うべき（委託する）住宅相談事業と特定の団体の自立支援とは別物であることから、相談事業
と団体の自主事業が混同しないよう委託内容を精査する。
・住宅相談と、その後の受注等の位置づけを明確に区分することで、責任の所在、受注後のクレーム処理の
ルールづくりを行う。
・相談窓口については、相談件数による効率性からの窓口縮小より、市民が「いつでも、安心して、気軽に」
利用できることを重視し、体制および内容の充実や休日窓口の設置等、むしろ拡充の検討を行う（この項に
ついては、平成23年度内までに）

【平成24年6月末現在の取組結果】

・【平成23年10月末現在の進捗状況】のとおり取り組んだ結果、委託内容は市民のための住宅相談窓口の
みとなっております。また、本事業の主旨並びに責任範囲を明確にいたしました。
・相談窓口体制や開設日の拡充については、今後も相談件数の推移や相談者の意向などを分析しながら検
討していきます。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・委託契約書の内容を精査し、特定の団体の支援にかかる業務を削除、専ら住宅相談窓口の開設にかかる
業務のみを明記しました。また、紛らわしさを解消するため、業務名を「地域バンク（住宅相談事業外）運営業
務委託」から「住宅相談窓口開設業務委託」に改めました。
・委託先団体の総会、役員会及び全体研修会の開催時、全正会員に対し相談業務とその後受注に至った場
合の責任の所在の明確な区分（規約第13条）について、周知するよう説明しました。



・ 平成23年度、花いっぱい運動に関する啓発活動を強化し、より多くの市民に事業展開を周知できるように
努める。
・ 平成24年度予算策定時（平成23年9月）までに、事業費の内訳についての再精査を行い、算定根拠をより
明確にする。

【平成24年6月末現在の取組結果】

正助ふるさと村のホームページに花いっぱいコンクールの審査結果の掲載や宗像市ホームページに要綱等
掲載しています。また、事業の内訳については、精査を行いました。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・宗像市の広報紙にて花いっぱいコンクールの紹介等は行なっていますが、今後はホームページでも啓発活
動を行なうように掲載内容の検討を行なっています。
・事業費の内訳については花苗の配布やコンクールに関する歩掛が無いため、実際の作業時に担当職員が
立会い実情に沿った内容であることを確認しました。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○市民サービス協働化提案制度では、提案を公募して第三者機関により採択を決定しており、事業者選定
の透明性、競争性は確保されているため、今後も現行どおり事業を実施する。
○市街地の緑化推進、うるおいのある住環境を形成するために、市民に無償で花苗を配布し公衆用道路に
面した場所や公共施設等に花苗を植えてもらい、たくさんの花が咲いているようにする事を目的に事業を実
施しており、宗像市のイメージアップが図れる事業であるため、今後も市で継続する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

維持管理課A-7 事業名 花、緑のあるまちづくり事業 所管課



対応方針

図書課A-8 事業名
市民図書館管理運営事業
（読書推進事業含む）

所管課

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○3館1室にそれぞれ特色を持たせ、資料面・機能面を分担しながら図書館サービスを提供するとともに、図
書館の情報の発信や広報活動の強化に努める。

【改善・検討項目及び実施時期】

○より効率の良い図書館運営を行うため蔵書構成の見直しを行い、バランスのとれた資料の購入を行う。ま
た、平成22年度行った利用者意識調査をもとに、3館1室の機能分担に応じたサービスの内容を検討し、平成
23年度策定予定の後期図書館運営計画に反映させる。

【平成24年6月末現在の取組結果】

・より効率のよい図書館運営とさまざまな図書館サービスを計画的に行うため、平成24年3月に「宗像市民図
書館運営計画後期計画」（計画期間：平成24年度～平成28年度）を策定しました。その中で、各館の機能分
担について、中央館を地域社会が抱える課題解決に対応する図書館、深田分館を郷土の歴史文化を学べる
図書館、須恵分館を高齢者や障害者に配慮する図書館、久原分室をブックスタートの拠点施設とすることに
決定しました。
・各館の特色を活かした整備を図るため、施設設備面については、平成23年度に中央館2階の改修工事や
海の道むなかた館の整備に合わせた深田分館のリニューアル工事を行いました。新須恵分館については、
現在建築工事中で、平成25年度開館予定です。資料面については、効率のよい購入とバランスのとれた蔵
書の構築を図るため、「宗像市民図書館運営計画後期計画」の中で、各館が積極的に収集する分野を明確
にしました。また、平成23年度は「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用して、参考資料や調べ学習資料など
を中心に1,133冊（3,485,885円）を購入しました。
・図書館からの情報発信を強化するため、年4回発行していた図書館だよりを平成23年6月から毎月発行して
います。また、郷土歴史資料リストの一部をデータベース化し、平成24年度からホームページ上で閲覧がで
きるようになりました。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・図書館からの情報発信を強化するため、昨年度4回発行していた図書館だよりを、今年度から毎月発行し
ています。
・市民図書館各館を特色ある図書館として整備するため、資料収集方針に基づき資料の購入を行っている
が、今年度は「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用して主に中央館の参考資料や子どもの調べ学習資料
等の補充を予定しており、現在購入リストを作成中です。
・平成23年2月に行った市民アンケート調査と来館者アンケート調査をもとに市民ニーズを把握し、平成24年
度から5年間の図書館サービスの指針となる「宗像市民図書館運営計画後期計画」の原案を、庁内ワーキン
グや図書館協議会に諮りながら作成しました。



○自主防災組織の設立は、災害の多様性（地震、水害、土砂災害等）を考えると、地域ごとに災害リスクの高
低の差はつけるべきではなく、全てのコミュニティ、全ての自治会での早期設立を目指す。
○災害に対する危険性を市民に伝えるため、ハザードマップを、23年3月に改訂版を作成し、23年4月上旬に
全戸配布する。さらに、土砂災害防止法に基づく警戒区域等の全市指定後に再度改定版を作成する。
○執行体制では、平成23年4月の機構改編において生活安全課を設置し、より防災対策事業を強化する体
制とする。
○情報伝達システムは、市の防災対策と自主防災組織との連携の場面において「要」となるものであり、平
成23年4月のシステム運用開始後、その機能が十分発揮するよう運用体制を充実する。
○市民の防災対策に対する理解度の課題については、その内容がより明確になるよう自主防災活動推進の
場、あるいはその他の啓発事業中で、市民の防災意識を高めていく。
○高齢者等災害弱者対策の課題については、行政だけでは対応は不可能であり、自主防災推進の中で「自
助」、「共助」への理解を得ていく。

【平成24年6月末現在の取組結果】

○全てのコミュニティ・自治会での自主防災組織結成を推進し、自治会の結成率が約77％となり、平成22年
度末から約34ポイント増加しました。引き続き結成率100％を目指して取り組みを行っています。
○次回ハザードマップ作成（平成25年度末）に向けて、市民で構成する「防災マップ検討委員会」を設置して、
見やすく、分かりやすいマップを作成するため内容や表示方法の検討を行っています。
○緊急情報伝達システムによる防災・災害情報の市民への伝達率を向上させるため、平成24年2月から地
デジのデータ放送連携を実施しました。平成24年度は、離島・海岸部への屋外スピーカーの設置、コミュニ
ティ・自治会への屋内個別受信機の配備を行います。
○市民の防災意識を高めるために、年数回広報紙への啓発記事の掲載、自主防災リーダー研修会や防災
講演会の開催などを実施してきました。平成24年度も同様に広報・啓発に努めております。
○高齢者等の災害時要援護者への支援については、保健福祉政策課と連携をとりながら、要援護者支援台
帳の整備や災害時の支援体制の整備などを自主防災組織の活動で実施するよう要請を行っています。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

全てのコミュニティ・自治会での自主防災組織結成を推進し、自治会の組織率が22年度末から約１０ポイント
増加しました。引き続き結成率１００％を目指して取り組みを行っています。
防災マップは、23年3月に作成し、全世帯に配布しました。（次回は、25年度を予定。市民を含めた作成委員
会を設置し作成する。）
緊急情報伝達システムは4月に運用開始しました。24年１月に地デジデータ放送連携による情報提供も開始
します。
市民の防災意識を高めるために、10月に自主防災組織及び市民を対象とした津波研修会を開催しました。

拡充して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○防災対策は、市町村が絶対的に取り組まなければならないものであり、今回の評価では概して取り組みの
不十分さが指摘されているところであり、基本的に本事業を充実・強化しながら推進する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

生活安全課B-1 事業名 防災対策事業 所管課



対応方針

郷土文化学習交流室B-2 事業名 むなかた電子博物館事業 所管課

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○今後とも市民ボランティアを中心に、関係機関(教育委員会・教育機関・国、県など）と連携し、博物館の充
実を図るとともに、平成24年4月オープン予定の郷土文化学習交流施設と相互の利点を生かしながら、補完
しあう体制づくりを行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

○以下の点については、これまでも取り組んできたが、今回の指摘等を踏まえ、今後より一層留意して取り
組む。
・市民ボランティアを中心とした企画運営を行い、世界中の人に向けて「むなかた」の魅力を発信するため、
「むなかた」のもつ歴史・文化・自然を分かりやすく適切な内容で掲載する。
・学校現場での利用促進のため、教育委員会、各教育機関と連携を図る。
○平成23年度中に、以下の事項の実施を行う。
・電子博物館上に市民が投稿できる仕組みを作り、有識者や様々な分野に詳しい市民で構成するネットワー
クづくりをすることで、双方向性の強化を図る。
・現在のコンテンツの見直し・整理を行うとともに、動画等のコンテンツを増やし、充実させる。
○平成23年度中に、以下の事項の検討を行う。
・平成24年4月オープン予定の郷土文化学習交流施設との連携を図り、現物ならではのよさ、バーチャル（電
子博物館）ならではのよさ、それぞれの利点を生かす運用を行う。

【平成24年6月末現在の取組結果】

①新コンテンツ「宗像の蝶」を掲載するなど、引き続き市民ボランティアによるコンテンツの充実を行いまし
た。
②教育委員会との連携については、本年度立ち上げる海の道むなかた館ホームページも含めて検討を行う
こととしました。
③市民投稿などの双方向性強化については、ＣＭＳ化の作業を行っています。
④動画コンテンツについては、玄海の特色ある漁業を編集した動画「海に生きる」をユーチューブ上にリンク
させ掲載しました。
⑤平成24年度から海の道むなかた館の開館に伴い、郷土文化学習交流課が「むなかた電子博物館」を所管
するようになりましたので、現実の博物館と電子博物館の利点を活かした運用についての具体的な方策を平
成24年度中に検討します。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

①市民ボランティアによる新コンテンツ「むなかたの蝶」の掲載準備を進めているが、子どもたちが理解しや
すい内容にしていきます。
②教育委員会との連携については、今後も検討していきます。
③双方向性の強化のため、今年度から本格的にCMS導入作業を進めています。
④今年度中にリニューアル検討WGを設置予定であり、コンテンツの整理や充実を図ります。
⑤リニューアル検討WGと協議し、「郷土文化学習交流施設」と「バーチャルの博物館」のそれぞれの特長を
活かす運用を検討します。



○以下の点については、これまでも取り組んできたが、今回の指摘を踏まえ、今後より一層留意して取り組
む。
・平成23年度から、提案された事業でその実施予定期間を終了するもののうち、継続して事業を実施しようと
する場合は、再度提案を受け、審査を行うものとする。
・現在行っている提案事業の成果の振り返りや課題等を点検している報告会を充実させ、より市民サービス
の向上を図っていく。

【平成24年6月末現在の取組結果】

・平成23年度に制度の改善を完了しました。
・平成23年度の報告会は、提案団体と市担当部署の双方が事業内容の自己採点を行ったうえで翌年度以降
の事業実施に向けた改善点を抽出した事業点検シートを作成し、開催しました。これをもとに、参加した市民
や市民参画等推進審議会委員から意見を聴取し、課題がある事業については改善を図りました。今後もこの
ような方法で報告会を開催していきます。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

・平成23年度に制度の見直しを行い、実施予定期間終了後も継続して事業を実施しようとする場合は、平成
24年度以降は再度提案が必要とし、改めて審査するものとしました。
・平成23年度の報告会では、提案事業実施の成果や課題を記載した資料を作成し、報告会参加者から客観
的な意見が求められるようにするなど、内容の充実を検討します。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○提案できる事業は、主に行財政改革の視点で民間等に委託している事業や、協働推進の視点で市民活
動団体等に協働委託している事業とするより、協働が進んでいない市の直営事業を対象としたほうが、より
市民主体のまちづくりが推進できると考えられることから、市が直営で行っている事業とする。
○提案事業を審査する市民参画等推進審議会の意見も参考にしながら、制度の改善が必要なものについて
は改善を図っていく。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

市民活動交流室B-3 事業名 協働のまちづくり推進事業（市民サービス協働化提案制度） 所管課



○以下の点については、これまでも取り組んできたが、今回の指摘等を踏まえ、今後より一層留意して取り
組む。
・講座の企画立案に当たっては、講座がより効果的なものとなるよう、中間支援組織、コミュニティ運営協議
会、市民活動団体、庁内関係部署等と連携しながら、課題設定等を精査して行う。
・受講者数については、効果的な講座の運営ができる規模等を考慮しながら、より多くの市民が受講するよう
に、講座のテーマ等と関連する市民活動団体や中間支援組織と連携しながら、積極的な周知を行う。
・講座修了者の活動状況・成果等について把握するとともに、事例の周知等を行い、より多くの市民が講座
に関心が持てるようにする。

【平成24年6月末現在の取組結果】

・講座内容については、市担当部署だけでなく、コミュニティ運営協議会や市民活動団体、中間支援組織とも
協議し、2講座を開催しました。
・平成23年度中に新たに設立された自主防災組織が33自治会にも及んだことは、コミュニティ役員65人が受
講した講座「東日本大震災からコミュニティが何を学ぶのか」開催の成果の一つであるものと考えます。
・新聞や広報紙の作成能力向上のための「ここで差がつく広報術」講座を開催し、コミュニティ運営協議会や
市民活動団体などの広報担当者や一般市民31人が受講しました。このうち22人は、受講後にコミュニティ運
営協議会の広報紙の企画･立案、取材を行うことによって実際に作成するなど、学んだ成果が実践に生かさ
れました。
・今後も、関係する市の部署や各種団体との協議を行いながら、まちづくりを担う人材に必要な知識の習得
や能力向上のための講座を開催していきます。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

平成23年度の講座内容について、コミュニティ課と中間支援組織及びコミュニティ運営協議会と協議し、「東
日本大震災からコミュニティが何を学ぶのか」をテーマに、コミュニティ役員を対象に開催、１講座受講者とし
ては最多の65人が受講しました。
さらに、活動団体の広報力を高めることを目的とした講座を開催する予定です。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○協働によるまちづくりを進めるため、地域においてどのような課題があり、それを解決する人材をどのよう
にして育成していくか、全市的な視点で、長期的かつ計画的に担い手を育成する必要がある。そのため、引
き続いて市において実施する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

市民活動交流室B-3 事業名 協働のまちづくり推進事業（人づくりでまちづくり講座） 所管課



○以下の点について、改善・検討を行い、その結果は、23年度の事業に反映させる。
･新成人向けのメッセージとその伝え方などを事前に青年会議所と協議を行う。

【平成24年6月末現在の取組結果】

　市民サービス協働化提案制度の審査を受け、協働委託を行うことが決まっている宗像青年会議所と前年
度の反省点・改善点について協議し、式典の内容について早めに取り組む準備を進めています。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

青年会議所と前年度の実施に係る反省点等の協議を行い、その中で、本改善点についても内容を説明し、
対応を要請しました。対応策については、11月から青年会議所の実行委員体制が整うため、今後具体的に
協議を進めていく予定です。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○市が新成人に伝えたいメッセージを効果的に伝えられると考えられるため、青年会議所と協働して実施し
ている現在の方式で、今後も継続して実施する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

市民活動推進課B-4 事業名 成人式事業 所管課



国庫補助金の返還義務が終了する平成２６年度末までに、段階的に下記の事項について検討する。

○平成２３年に行う高齢者保健福祉計画策定調査において、市民ニーズや事業成果の検証を行う。
○契約更新時期である平成２４年からの農園利用契約において近隣の市民農園や体験農園など関連施設
の料金を参考に、民間への切替えも視野に入れた利用料金の見直しを検討する。
○平成２４年からの農園利用契約において利用料金の見直しにあたっては、現在無償で委託している管理
運営経費についても考慮する。
○平成２４年からの農園利用契約において、今まで農園利用契約で 大５年としている契約期間について
は、利用者の固定化改善と利用拡大につながるように見直しを検討する。
○平成２６年度までに、民間への切り替えについての検討と地主や管理運営者などの関係者との協議を行
う。

【平成24年6月末現在の取組結果】

○近隣の市民農園や体験農園などの料金とサービス内容のバランス、無償で委託している管理運営経費の
利用者負担金などについても考慮して、耕作者、福祉会からの意見聴取を行った結果、利用料金について
は現行どおりとしました。（地代及び、維持管理経費の一部をまかなう水準）
○高齢者保健福祉計画で実施したアンケートでは十分な検証が行えなかったため、平成25年度に利用者ア
ンケートを行い検証します。
○契約期間（自動更新 長５年）の見直しについては、法令等（特定農地貸付法、同施行規則、通知等）を精
査した結果、「５年という期間が適当」との通知があることから、現行どおりの契約としました。
○同じく「期間満了時に更新を行うことは可能である」との通知もあるが、利用者の固定化についての意見が
あったため、現利用者も新規申請者と同じ条件で新規募集を行いました。結果は、募集区画数を応募者が上
回ることなく、希望者全員が利用できました。
○東郷地区シルバー農園においては、管理運営主体を地区福祉会からコミュニティ運営協議会に移行する
方向での検討が始まっています。
○今後の方針について、農園土地借上料の見直しも含めて今年度中に地権者と協議を行います。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

○農園土地借上料（赤間地区）を交渉の上、１２千円減額しました。
○高齢者保健福祉計画策定調査において、調査項目に庭仕事、農作業等の実施の有無を追加しました。
○自由ヶ丘・南郷地区シルバー農園耕作者会議にて、耕作者からの意見の聴取を行いました。
○各地区福祉会に対してヒアリングを行い、管理運営の体制、経費等について調査を行っています。
○平成２４年度からの契約期間は、 大２年とする方向で検討しています。

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○保健福祉計画に基づき、高齢者の介護予防と生きがいづくりを目的として、シルバー農園事業を実施して
きた。関係者との協議を経て、利用料金や利用期間など一部見直しを行い事業を継続する。
○現在の契約期間と国庫補助金の返還義務の関係で平成２６年度末までに、民間の開設状況なども勘案し
ながら民間への切り替えについての検討を行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

保健福祉政策課B-5 事業名 シルバー農園事業 所管課



【関係団体と協議する事項】…平成22年度に着手中。協議の上、実施できる場合は、平成23年度に取り組
む。
○献血への意欲を向上させるため、福岡県赤十字血液センターに対し「献血者に対する血液検査項目の追
加」を要望する。
○平日献血に協力できない人のために、福岡県赤十字血液センターに対し、献血実施日に週休日（土・日）
の追加要望と、移動献血車の配車協力の依頼を行う。
【宗像市単独での改善事項】…平成23年度早期に着手
○献血者がより多く訪れるように18日間、25回の献血実施の時間帯や回数を効果的に行うため、個人の献
血に対する意識向上の取り組みを含め、地域献血数の目標を定める方向で事業計画等を検討する。
○献血実績の公表について、年度実績を市広報（6月号）に掲載する。また、地区の献血実績の公表は、13
地区のコミュニティだよりに掲載依頼を行う（実施中）。

【平成24年6月末現在の取組結果】

【未実施事項に対する今後の方針】
○福岡県赤十字血液センターに対して「献血者に対する血液検査項目の追加」の要望書を提出しましたが、
献血時の検査項目が全国統一のため、個別の追加はできない旨の文書回答を受けました。引き続き、検査
項目の追加を要望していきたいと考えています。
【実施事項】
○宗像市献血推進協議会で策定した献血事業計画に地域献血数目標（1,320人）を掲げ、年間25回の献血
を実施中です。
○前年度の献血実績の公表は、市広報（むなかたタウンプレス6月15日号）に掲載しました。地区（会場）ごと
の献血実績の公表は、各地区のコミュニティだよりに掲載中です。
○週休日（土・日）の献血については、平成24年9月23日（日）10:00～16:00にゆめタウン宗像店で実施予定
です。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

【関係団体と協議する事項】…平成22年度に福岡県赤十字血液センターに対し、文書で依頼。
○「献血者に対する血液検査項目の追加」を要望については、検査項目が全国統一のため追加できない旨
の文書回答を受けました。
○平日献血に協力できない人のための週休日（土・日）の献血については、平成24年9月23日（日）10:00～
16:00にゆめタウン宗像店で実施予定。
【宗像市単独での改善事項】…平成23年度に実施
○18日間、25回の献血実施の時間帯や回数の再検討を行って地域献血数目標を定めた事業計画等を策定
し、効果的な献血を実施しています。
○献血実績の公表は、市広報（むなかたタウンプレス6月15日号）に掲載しました。地区別の献血実績の公
表は、13地区のコミュニティだよりに依頼・掲載中。

一部改善して事業を実施する。

【基本的な考え方】

○本市独自で改善提案を検討・決定できる事項については、反映する。
○福岡県赤十字血液センター等の関係団体と協議を要する事項については、反映できるように協議を行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

健康づくり課B-6 事業名 献血事業 所管課



事
業
概
要

対　　象

目　　的

事業内容
（手法・手
段など）

市内の企業をはじめ事業経営者や産業団体、行政等

　宗像市と大学が連携協定に基づき、市民や市内企業等の資源と大学の人材や知的財産等
を有効活用することによって、市の産業振興活性化を推進する。

　市の産業振興並びに大学の研究教育活性化の推進を目的として、宗像市と大学との協定書
に基づき、市内産業団体等の活性化を図る。
　大学と市がそれぞれの役割を担うこととなっており、大学側は研究者を負担し、市は研究課
題と研究費用を負担している。
　具体的には、宗像市産業振興戦略プロジェクトを通じて、産業振興部全体に募集をかけ、提
案があったものについて、大学側に研究依頼を行う。大学側の研究が始まってからは各課と
大学の相互協力により、研究を進め、その成果は各課に納められ、今後の事業展開の参考資
料等とする。

商工観光課B-7 事業名 所管課産学官民連携事業

【平成24年6月末現在の取組結果】

事業は、平成24年度から廃止しました。
ただし、大学との共同研究などについては、各課においてこれまでどおり実施していきます。

○大学との連携事業は、有効であるため、個別案件ごとに大学との協議や共同研究などは、これまでどおり
実施する。

主な論点

・ 産業、市民との連携が見えないのではないか。
・ 単なる委託事業でいいのではないか。
・ 少し違う仕組みでやる必要があるのではないか。

事業を廃止する。

【基本的な考え方】

○判定結果のとおり、産官学民連携事業としての枠組みは平成24年度から廃止とするが、九州大学との連
携協定はそのまま継続する。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針



○隣接する福津市、宮若市と被害対策の連携を図るため宗像市・福津市・宮若市有害鳥獣対策広域連絡協
議会を平成23年3月30日に設置した。
○平成23年度内に、捕獲後の固体処理を行なう施設の設置や広域的な駆除等の検討を行う。

【平成24年6月末現在の取組結果】

○生息状況調査については、明確な調査方法が確立されていないため取り組んではおりません。
○福津市、宮若市との広域協議会に岡垣町が加入し、宗像市外2市1町有害鳥獣対策広域連絡協議会とな
り、平成24年1月末の供用開始予定で加工処理施設建設を行っております。

【平成23年10月末現在の進捗状況】

生息調査については、明確な調査方法がないことから市は調査ができません。近隣との協力については、近
隣３市（宗像市、福津市、宮若市）で２４年度加工処理施設建設に向け取り組んでいます。

現行どおり事業を実施する。

【基本的な考え方】

○増加する有害鳥獣被害に対しては駆除が最も効果的であることから、宗像猟友会による駆除を継続すると
ともに、新たに市域を超えた駆除対策を検討する。また、有害鳥獣の効率的な駆除のため、鳥獣の生息調査
の実施と広域的な被害対策を検討するように福岡県に働きかけを行う。

【改善・検討項目及び実施時期】

対応方針

商工観光課B-8 事業名 有害鳥獣駆除事業 所管課




