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第７回宗像市総合計画審議会 議事要旨 

 

日 時 平成２６年６月３日（火） １９時００分～２０時３０分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】天野宏欢 池淵 惠 今西良一 大方優子 岡村 純  

桑野俊一郎 梶栗みき 萱沼美香 木村秀子 古賀禎文 

小林正勝 齋藤 豊 辻 洋子 十時 裕 花田省蔵  

藤本幸男 田中一郎 中里留美子 永野芳宣 牧 敦司 

松永年生 前田 誠 南  博  宗像 優  

牟田貴美子 山下永子 

 

【欠 席】 仲西浩一 久本貴志 松田美幸 養父信夫  

   

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 立花係長 新海 尾園 

中村 赤田 吉武 

長谷川課長 中村係長 溝口  

報  告 ・第６回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

議 題 ・第二次宗像市総合計画（答申書案）について 

その他 ・その他 

 

１ 開会 

２ 報告・確認事項 

（１）第６回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

   各委員確認（修正等なし） 

 

３ 審議事項 

（１）第二次宗像市総合計画（答申書案）について 

   事務局説明 

 

４ その他 
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（会長） 

 それでは、審議事項の第二次宗像市総合計画（答申書案）について、事務局から説明を

お願いしたい。 

 

事務局説明 

 

（会長） 

少し私の方から整理をさせてもらうと、この資料３を１枚めくって目次に、大きくこの

総合計画の構成というのがあり、基本構想、基本計画、それから資料編という大きく四つ

の部分に分かれている。 

そのうち、基本計画の部分、今回の資料３で折り込みになっている部分は、前回の第６

回、今年の４月末に行われた会議で示されたものと基本的に同じ。つまり、各部会で今ま

で議論してもらったものが基本計画という形で出ている。 

それから基本構想の部分だが、これは第４回の総合計画審議会というのが去年の４月１

５日に行われており、その時点でいったん基本構想については、了承をもらっているわけ

だが、将来像だとか将来人口とか基本方針、基本的には、そのときのままで記載してある。 

ただ、まとめ方として、そのまちづくりの柱ごとの体系のところで、前回の委員からの

指摘を踏まえた修正だとか、あるいはその第４回の会議では、それぞれ政策の①から④ま

でについて、少し細かな説明がついている。例えば、元気を育むまちづくりは、次世代に

つなぐという意識を持ちながら…という文書が、第４回の審議会資料ではついているが、

それは、基本計画の各施策の概要と基本的に内容が同じなので、そこの部分は整理をして

いる。 

例えば、「元気を育むまちづくり」で言うと、資料３の８ページのところの基本計画の部

分に、基本構想に書いてあった部分のブラッシュアップしたものが移してあるという形に

なっている。 

その他、先ほど事務局から説明があったように、第二次宗像市総合計画の構成という部

分、この図の部分は前々回第４回の資料でも、出ていたとおりのものだが、それを冒頭に

持ってきて、読み手がわかりやすく見れるような形になっている。 

それから、最後資料編の部分は、委員の名簿とか、これまでのこの審議会の活動の記録

というものを示している。 

今までの審議会の資料では、例えばワークショップの意見を、ここに入れるといった枠

が設けてあったり、あるいは、いろいろな概念図的なものが書いてあったが、これはあく

までも審議会としての答申書案であるので、ワークショップで出てきた意見を抽出すると

か、ワークショップで出てきた意見そのものについて、この審議会で議論したことではな

いので、それはこの答申書案から除いている。ただ、最終的に市として総合計画書として

まとめるときは、行政の責任を持ってそういう部分も入れて、市民によりわかりやすいも
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のでまとめていくことになると思う。 

それでは、説明があった資料２及び資料３に関して、全体を通して質問、意見等があれ

ばお願いしたい。 

ただし、その際、一点お願いしたいのは、全体のスケジュールについては前回事務局か

ら提示があったが、一定の目途をもって、答申書を出そうと進めてきている。 

したがって、修正の意見等を発言する場合は、できるだけ具体的に、ここの部分はこう

いう文言に変えたらいいのではないかといったような形で意見をもらえると有難い。 

 

（委員） 

わかりやすくしてあると思う。事前に自分も目を通したが、結論から言うと、これでい

いのではないかと大変ありがたいと思った。 

何か知恵を絞ってもらったなと、どういう形で、この間の議論をうまく取り入れてもら

えるのかなということに、少し気になっていたが、今日読んで安心した。 

まさにこういうことだが、最後の行政基盤などというのを財政もいれたらどうか。行財

政、やはり財政基盤というのは、全体を貫いて、とても大事な要素になってくると思うの

で、その財政の方も言葉としては入れてもらえたら、大変ありがたい。 

 

（事務局） 

今御指摘のように財政という部分についても非常に今後大切になってこようかと思うの

で、指摘のように、行財政基盤というふうな形で修正をしたい。 

 

（委員） 

前回の第６回の審議会で出た意見が今回、変わっていないようだが、それは反映されな

いということか。  

それと基本構想、基本計画というのは、A３のこの表でいくと、主な取組事業については、

次の実施計画に入るのか。 

 

（会長） 

まず１点目の質問について、具体的にどのような部分が反映されていないのか。 

 

（委員） 

「調和のとれたまちづくり」のところで、自然環境の保全と再生のところだが、都市ブ

ランドの部分。この間の会議で資料の３０ページだが、ここの部分が、議事録で言うと、

７ページのところに委員の発言が出ているが、もっと広い意味での環境ということが必要

ではないかという発言に対しての反映がされていないのではないか。 
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（事務局） 

先に２点目の質問の事業のところだが、事業については、今回の基本計画については、

主なというふうな形になる。 

その４００超ある事業の中の一部というふうに理解してもらいたい。実施計画の中には

当然これは今後入ってくるという形になる。 

 

（委員） 

先日、宗像環境会議があり、その中でもあったが、海と川だけを守るのではなくて、や

はり山が関係している。 

広い意味で自然ということを守ることが大事だと思うし、前回の会議でも意見が出てい

たので、そういうふうに変わるといいなと思ったが、変わっていなかった。 

 

（事務局） 

前回の意見でさつき松原とか釣川がシンボルとして固有名詞として上がっているけども、

これに限定することなく、もっと幅広い視点で、環境について取組むといった表記がいい

のではないかという意見であったと思う。 

それについて、前回の回答として、豊かな自然環境がある自治体ということで、そうい

った表現ができないかどうか、検討していると、そういった回答をしているところだが、

今回、その指摘について、文章表現に至っていないので、再度、事務局でここの表現につ

いては、検討させてもらいたい。 

 

（会長） 

その部分については、部会長がまだ来ていない部分があり、部会長ともまた意見交換を

してもらって、どういう方向でいくかというのは、事務局で検討いただきたい。 

 

（委員） 

資料２で国土利用計画、都市計画マスタープランは今審議中で、冊子には内容を記載す

る予定と書いてあるが、今まで総合計画で、土地利用は結構大きな比重占めていた。この

計画に入ると書いてあるので、この答申書を出して、そのあと、それぞれの審議会から答

申が出たら、どのように入るのか。 

例えば、答申書の最終的な冊子という意味は、目次の中に物が入るということなのか、

あるいは別冊になるということなのか。 

 

（事務局） 

現在、事務局が土地利用のあり方についての記述は、その資料編の中に土地利用、国土

利用計画の抜粋というふうな形で載せたいと思っている。 
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そもそも当初は、現在の第１次総合計画基本構想の中にあるように土地利用のあり方と

いうことで、章を起こして記載しようと考えていたが、内部で検討した結果、やはり市土

については、国土利用計画が最上位の考え方を示すものであるというふうなこともあり、

そこはきちんと少し線引きをするという形で、国土利用計画の部分については、あくまで

も総合計画の中では国土利用計画の抜粋というふうな形を資料編の中に載せていくという

ふうな形で整理をさせてもらっている。 

 

（委員） 

今、回答があったが、新しいやり方として、ありかなと思いつつ、しかし、戦略的取組

で協働の推進と都市ブランドの推進にも土地利用は大きく影響すると思う。 

それは何らかの形で審議会の中に、今この動いているものを説明して、土地利用とかに

も反映されているというふうに理解してよろしいか。 

整合性を持たないと、ばらばらじゃ困るし、都市ブランドに対しても土地利用は大きな

要素だと思う。 

 

（事務局） 

基本計画の中に書いている土地利用のあり方とか、そういった記述等の整合性というこ

とだが、ここで議論した内容については、すべて国土利用計画等を所管している課と情報

を共有して、出た意見、施策に反映した内容を国土利用計画、都市マスの中にも、反映す

るというふうな形で国土利用計画と都市マスの修正をしてもらっている。 

 

（会長） 

それでは今指摘をもらった点について、事務局も改めて、その国土利用計画とか都市計

画マスタープランを所管している部署に対して、この答申書案を尊重して、審議を進めて

もらって、確認を取ってもらって、齟齬がないような形にしてもらいたい。 

 

（事務局） 

先ほどから、説明をしているが、この総合計画というのが市の政策の考え方を示す大き

な柱になろうと思う。 

それを具現化するための国土利用計画、都市マスであろうかと思う。 

自分も国土利用計画、都市マスの審議会にも、出席して説明などをした経緯もあるので、

その辺の情報共有は、しっかり図っていきたい。 

 

（会長） 

私の方から今回のこの答申書案というものと総合計画。最終的にでき上がるいわゆる先

ほどから冊子と呼ばれているものとの関係性について、少し補足をさせてもらいたい。 
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宗像市として最終的にまとめるのは第二次宗像市総合計画という一つの冊子になるが、

それを構成する主たる要素というのは、この審議会の答申書案ということになろうかと思

う。ただ、答申書案については、審議会から市長に対して答申をした後に、パブリックコ

メントの手続があり、市民からいろいろ意見が出ようかと思う。あるいは、市議会からも、

いろいろと意見が出るかもしれない。 

そういうものを踏まえて、あるいは先ほど指摘のあったような国土利用計画とか都市マ

スとか、それぞれの審議会等で市民参画のもとでまたしっかりとした議論をされているも

のもある。この総合計画審議会で、そこの分も今まで議論してきていない部分であるので、

それはこの答申書案の中に含むのではなくて、最終的に総合計画をまとめるにあたって、

行政で判断材料とするものの一つとして別途、国土利用計画等をまとめてもらって、ただ、

総合計画の中にも資料編ということで入れてもらう。そういう位置づけなのかなというふ

うに思う。 

最終的には、この答申書案を主たるものとして、ほかの要素も含めたうえで、行政の責

任として、総合計画をまとめるというものかと思う。 

 

（委員） 

９ページの「元気を育むまちづくり」のところで、自分も見落としていたが、「子どもの

居場所づくり事業の推進」ということで書いてあるが、コミュニティ等では、既に平成２

２年ぐらいから、地域で子どもの居場所づくり事業を市と協働して実際に動いているので、

一歩進んで推進ではなくて、充実ではないのかと思ったが、どうか。 

 

（事務局） 

指摘のように子どもの居場所づくりについては、早くから取り組んでおり、推進という

よりも充実という表現が適切なのかもしれない。この辺については、担当課と再度確認を

させてもらって、文言の修正をさせてもらいたい。 

 

（会長） 

改めて検討をお願いしたいが、ただ基本的に推進という言葉を使うか、充実という言葉

を使うかというのは、この子どもの居場所づくりに限った話じゃなくて、この計画書全体

の言葉の使い方の統一性みたいな問題の方がむしろ重要である。今やっているから推進が

いいとか、あるいは充実がいいとか、この部分だけを切り取った判断ではなくて、事務局

で再度検討するに当たっては、必要に応じて少し全体的な文言の使い方で統一性があるの

かどうかという部分を配慮いただきたい。 

 

（事務局） 

指摘のとおり、その意見も以前もらっていたので、推進と充実の文言の考え方というか、
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基準というか、その辺を統一させたうえで、担当課と、調整させてもらいたい。 

 

（委員） 

文言の話になったので、前から少し気になっていたこと、ちょっとお願いも含めて申し

上げたい。 

離島という表現。島地域という表現で書いているところもあるが、医療とか福祉のとこ

ろで、やはり相変わらず離島という言葉を使っている。 

前から個人的にちょっと離島という言葉に抵抗を感じていた。これは本土から見た、あ

る種の視線で見た表現の仕方ではないだろうか。離れた島という意味。例えば、大島の保

育所をわざわざ大島僻地保育所という。僻地という言葉を使って表現したりする。行政の

用語としては、そうなっているかもしれないし、法律もあるし、条例もあるということだ

ろうと思うが、この総合計画の中からは、離島という言葉を一切登場してほしくない。例

えば島地域とか、固有名詞で大島、地島と言えばいいんではないだろうかというふうに思

うので、この中でもばらばらなので、それも表記として、言葉の使い方として、統一した

方がいいのではないか。それで統一するにあたっては、どうか離島という表現は避けても

らいたい。 

 

（事務局） 

離島の表記については、以前にそういった意見をもらっていて、賑わい部会では特に離

島の施策があるので、注意深く使わないようにというふうな形で策定した。 

その他のところで若干、指摘のように、離島というような表記が出ているので、こちら

についても提案に沿ったような形でなるべく使わないような形で統一していきたい。 

 

（会長） 

事務局からそのような話があったが、特に離島という言葉について法律とかそういうの

でどうしても使わないといけないという場合を除いては、大島、地島という固有名詞をそ

のまま使うとか、あるいは島地域とか、あるいは島嶼部とか、幾つか呼び方があると思う

が、そういう表現に変えるということで、特に異議、異論はないか。 

では事務局においては、今の指摘の方向に沿って、基本的に文言の統一及び修正をお願

いしたい。 

 

（委員） 

基本構想のところだが、これは既に部会に入る前に論議が済んでいて、この形になって

いたと思うので、今さらということになるかもしれないが、部会とかでも、その後のこの

協議の中でも、宗像らしいマスタープランをというような声が時々出ていた。それを意識

して、この基本構想、将来像というのを読んだ時に、やはり少しその辺が弱いのではない
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かなという感じがする。 

特に、「歴史文化を継ぎ育むまち」のところだが、ここには「二千年にわたる歴史があり、

歴史とともに守り引き継がれてきた歴史文化があります」と記述してあるが、どんな歴史

や文化があるのかというのが、ここでは全く見えない気がする。先ほど会長が具体的にと

言われて、具体的にどう修正するか思いつかないが、例えば宗像大社とか沖ノ島とかそう

いう固有名詞を入れるのは、ここではしない方がいいのか。 

 

（事務局） 

表現もどの程度書き込むのかというのは非常に難しいと思うが、確かに宗像大社が核に

はなっているが、それ以外にもたくさん歴史文化遺産があり、どういった書き方をするか

は非常に悩ましい。少し検討をさせてもらいたい。 

表現としては、宗像大社に代表されるようなとか、そういった表現もあるのかなと思う

が、基本計画の中のところでも、いろいろな表現を使っていたりするので、少しその辺も

踏まえて総合的に検討させていただきたい。 

 

（委員） 

今の話だが、そろそろもう地方分権の中でこの総合計画を策定していると思う。 

総花ではないということで、ブランドという名前も出ていると思うし、最近、自治基本

条例とか、そういう条例中にも書き込むようになってきている。  

自分たちが確認できることはきちんと入れる。何を大切にするか。日本国憲法で言えば、

平和とか、そのときにきちんと記述しないとそろそろ市民がわからなくなっている。市民

が合意できるところ、宣言できるところは宣言したほうがいいというふうな世の中の動き

にはなっている気がする。 

その辺、全体の状況を見ながら、やはりこれとこれは守っていくとか、これでいくんだ

ということを言わないとブランドという言葉にも合わないかなという気がする。 

 

（会長） 

事務局の方で検討ということでよろしいか。 

 

（委員） 

やはり宗像の特徴が出るような、基本構想、将来像というようなつくり方をぜひしてい

ただきたい。 

 

（会長） 

ただし１点確認だが、基本的な文量については、恐らくそんなに多くならないような形

での事務局での再検討になる。多分この１ページ内におさまる範囲の中での記述というこ
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とをなろうかと思う。 

 

（委員） 

もしかしたら、この議論はもう済んでいるのかもしれないが、戦略的取組で協働と都市

ブランドを書くところがあって、都市ブランドが書いてないのを、少し見ていたが、ここ

は、子育て世代に選ばれる都市、宗像という都市ブランドに関連したような何らかの目標

的なことを書くということだったと思うが、その視点で空白のところを見た時に、例えば、

１８ページに、「互いに尊重し、協力し合う社会の充実」で「人権の尊重」や「男女共同参

画の推進」という施策区分があるが、ここは「子どもの人権の尊重を第１に考えてまちづ

くりを行います」とか、そういうことが書けるのではないか。また、２７ページに、ここ

は「自然災害への対応と危機管理体制の強化」だが、例えば、「子どもたちを災害から守る

体制づくりを推進します」とか、もう一つ、２９ページ、ここは「快適な生活環境の保全」

だが、「環境教育を通じて、環境意識の高い子どもたちを育てていきます」とか。何となく

そういうものが書けるのではないかと思う。 

今幾つか挙げたほかにも、空白があるが、自分は都市ブランドとして、子育て世代に訴

えるのであれば、やはり災害から子どもが守られている安心感、あと環境、これからを見

据えた環境意識の高い子どもたちがここで育っていく、あるいはやはり人権。そういった

ものが守られているということは、子育て世代に選ばれる重要な要因だと思うので、入れ

て行ったらどうかと思う。 

 

（事務局） 

指摘の件について、各部会でもかなり議論している。この施策区分にはこういったもの

を入れたほうがいい、空白にする必要はないのではないかという議論もあった。 

基本計画については、今後５年間のなかで、特化して実施していくという視点で書き込

んでいること、子どもに限らずまちづくりの基本であることについては、あえて記述しな

いという議論を経て、このような結果に至っている。 

 

（委員） 

部会で十分議論をされたと思うが、このテーマではこのような記述があるが、ここのテ

ーマでは何も書いていないというような温度差、トーンの差があるような気がしたため、

そのような視点でみることもいいのではないか。 

 

（会長） 

事務局から、改めて何か意見はあるか。 

今の部分については、今後、市民の方からも疑問が出てくる部分だと思う。事務局より、

災害は子どもに限定するものではないという説明があったが、防犯では子どもたちが犯罪
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の被害に遭わないようにと書いてある。防犯も子どもに限った話ではないと思う。 

考え方を庁内で整理し、説明ができるようにしていただければと思う。 

その他何かあるか。 

 

（委員） 

施策区分が読みにくい。施策と同じように、縦にした方が良いのではないか。 

 

（事務局） 

施策名は縦書き、区分は横書きとなっており、縦横が混在している。答申書は、体裁を

整え、まとめたいと思う。 

 

（会長） 

その他はいかがか。 

 

（委員） 

戦略的取組を推進していくとあるが、どのようにやっていくのか。何も動かないという

心配も起こるかもしれない。 

最終的には４３ページの今後の推進体制と関係してくると思う。戦略的に実施していく

と宣言しているため、実施していくのであれば今後の推進体制とつながると思う。やはり、

今後の推進体制の中に、戦略的取組をどのように実施していくのかという記述がなければ、

何も宣言していないように聞こえる。そこが総合計画の一番弱いところ。 

ここまでＰＤＣＡを実践するのであれば、体制をつくる覚悟がない限り、今までの経験

ではできないという答えが出てきた場合にどうするか。協働で行うと書いてあるが、でき

なくなったときに、宗像のブランドが崩れると思う。４３ページに、この戦略的取組を実

施するという言葉が要るのではないかと感じる。 

 

（事務局） 

４３ページの今後の推進については、施策を中心に記載している。 

事務局では、戦略的取組の実施についても進捗管理をしていくため、今指摘もらったよ

うに、戦略的取組の進捗管理、実施管理といった視点を記述として設けたいと思う。 

 

（会長） 

それでは、記述の検討の方をお願いしたい。その他はいかがか。 

 

（委員） 

１３ページ「元気を育むまちづくり」の「グローバル人材育成と国際交流の推進」にあ
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る「グローバル人材の育成」現状課題の冒頭に「社会のグローバル化が加速する」という

表現がある。グローバル化について専門的に研究をしているが、「社会のグローバル化」と

いう表現はあまり使われていないような気がする。経済を特に示すときに、「市場経済のグ

ローバル化」と言うことはある。 

感覚的に「社会の」は不要という気がするが、この表現の経緯なども話してもらえれば

と思う。 

 

（事務局） 

「社会のグローバル化」という表現は、指摘のように、あまり適切ではないのかもしれ

ないと思われるため、「社会の」を取り、「グローバル化が加速するなか」と整理させても

らいたいと思う。 

 

（会長） 

「元気を育むまちづくり」部会の委員の意見が、「社会」を取るということで差し支えな

いということであれば、事務局から提案があったような形にしたいと思う。 

「元気を育むまちづくり」部会の委員、修正でよろしいか。 

では、委員からの指摘に基づいた事務局の修正案どおりということでお願いしたい。 

そのほかいかがか。 

 

（委員） 

例えば２９ページの取組方針で、「市民団体やコミュニティ、学校と連携して」という文

言がある。「みんなで取り組むまちづくり」では、コミュニティ運営協議会という表現をし

ており、統一した方がいいのではないかと思う。 

 

（事務局） 

用語の統一については、指摘をもらった部分を確認させていただきながら、全体的な統

一や意図した使い分けをしていきたいと思う。 

 

（会長） 

前後に市民活動団体や学校という特定の組織をあらわしているなかで、コミュニティと

あるときは、御指摘のようにコミュニティ運営協議会という組織としての表現を使うとい

うことで統一をお願いしたい。 

それ以外の一般的な名詞や概念としてのコミュニティという場合は、その都度、事務局

でチェックをお願いしたいと思う。 

そのほかはいかがか。 

それでは、現時点では特に追加の意見というのはないということで、これまで意見が出
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た中で、幾つかこの場で解決をしたものがあるが、解決していないものもある。 

一つは、答申書案全体を通した「推進」と「充実」という文言の考え方、使い方を整理

する必要がある。 

「調和のとれたまちづくり」の自然環境において、都市ブランドの「さつき松原や釣川

などの」という記述の整理の仕方について、部会長と事務局との間で調整をとっていただ

きたい。 

基本構想の「歴史文化を継ぎ育むまち」において、宗像大社などの固有名詞をどのよう

に扱っていくのか。 

今後の推進体制において、戦略的取組の記述を書き込む、あるいは協働という形で進め

ていくということを書いてはどうか。 

大きな修正としては、その四つが宿題だと思う。 

加えてあと一つ、都市ブランドについては、どのような考え方で記述しているか、ある

いは記述しないかということを事務局として説明できるようにしてほしい。直接的な修正

ではないが、考え方の整理が必要であるという、大きく五つのポイントがあるのではない

かと思う。 

それ以外の部分については、今回の資料３答申書案でおおむねよろしいか。委員の意思

を確認したいと思う。資料３について、異議がある委員は挙手をお願いしたい。 

では、今確認した五つの事項の宿題はあるが、基本的な部分については了承いただいた

ということで確認させていただきたいと思う。 

それでは、宿題については、文言レベルのものもあれば、文章として書き込む必要があ

る部分もある。次第では、「４．その他」で、次回の審議会７月８日１９時より、この場所

と記されている。委員に諮りたいが、次回は会議を開くという形にするか、あるいは宿題

の部分を整理して書面審査にするかということについて、事務局の方から何か考えがあれ

ばお願いしたい。 

 

（事務局） 

文言の修正や考え方の整理、追記したほうがいいのではないかという意見については、

事務局で整理、検討させていただき、それを書面審査させていただければありがたいと考

えている。 

その際には、部会長、会長、副会長に協議しなければならないこともあるかと思うため、

相談させていただき、事務局でまとめ、書面による審査としていただければと思う。 

 

（会長） 

事務局から、今のような考え方が示されたが、委員どうか。 

それでは、事務局で考え方を整理してもらって、必要に応じて各部会長にも個別に相談

し、最終的には事務局と副会長と私に一任いただくということでよろしいか。 
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では、第８回の審議会については、書面審査のうえ、会長、副会長に一任とさせていた

だければと思う。 

それでは、第８回の審議会が書面審査となると、このような形で開催させていただく審

議会は、本日が最終回となる。 

残された宿題の部分は、副会長とともに、事務局と一緒に取りまとめていき、委員には

書面審査で意見をもらいたいと思うため、引き続き残り短い期間ではあるがよろしくお願

いしたい。 

それでは、以降の進め方などにいて、改めて事務局の方から何かあればお願いしたい。 

 

（事務局） 

前回の全体会で説明したことと重複するが、今後の予定としては、次回を７月始めに予

定していたため、６月中には委員の手元に資料を送付したいと思う。 

また、書面審議後はパブリックコメントの手続きを進めていくが、予定としては、９月

から１０月に実施したいと考えている。 

また、書面審理終了後、７月の中旪を一つの目途とし、答申できればと考えている。 

 

（会長） 

今後の予定について質問等はあるか。 

 

（委員） 

パブリックコメントで何も意見が出てこないということが、今の住民参加の手法として

一番困っている。これまでワークショップをしてきたため、皆さん興味はあるが、全体で

見ると興味がなくなる。アウトリーチと最近はいうが、何らかの機会に話を聞く場を設け、

こちらから投げかけ、意見をもらってはどうかと思う。 

 

（会長） 

パブリックコメントあるいは、その説明の手法については、事務局でよく検討してもら

えればと思う。今の時点で、回答できることがあればお願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局の考えや確定していることについて若干説明させてもらいたい。 

まず、直近では、明後日にコミュニティ運営協議会の会長会で、基本計画や協働の推進

についての説明を予定している。基本構想については、過去数回ほど、コミュニティの会

長会で説明している。 

次に、パブリックコメントの前になるかと思うが、今のところアウトリーチという形で、

複数回というところまでは考えていなかったが、総合計画のパブリックコメントに向けた
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説明会を開催し、多くの情報を市民に事前に周知したうえで、パブリックコメントに臨ん

でいきたいと思っている。 

今後、総合計画の進捗管理が始まってくる。これについては、策定やワークショップ等

に参加していただいた市民と一緒に進捗管理ができないかということで、来年度以降の取

組みとして、市民ワークショップといったものを活用し、一緒に行っていきたいと思って

いる。 

また、アウトリーチについては、ルックルック講座に市の総合計画、政策や考え方に関

する講座がある。小学校には実際、年に数回ほど行っている。そのような要望があれば、

この総合計画の紹介や浸透を図っていきたいと思っている。 

 

（会長） 

その他はいかがか。 

それでは、いよいよ閉会ということで、最後に事務局から一言いただければと思う。 

 

（事務局） 

部長あいさつ 

 

（会長） 

それでは、以上をもって、第７回宗像市総合計画審議会を終了する。 


