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第３回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年３月４日（火） １９時００分～２０時５０分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】大方 優子 古賀 禎文 小林 正勝 辻 洋子 

仲西 浩一 花田 省蔵 藤本 幸男  

【欠 席】養父 信夫 

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 立花係長 狩野 新海  

尾園 中村 赤田 吉武 

     清水課長 磯部課長 長谷川勝課長 長谷川愼課長 

衣笠参事 村上参事 岩佐室長 織戸係長 安部係長 

吉永係長 岡 白木 

報  告 
１）第２回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）地域産業の活性化、資源を活かした島の活性化施策の修正について 

議 題 
１）歴史・文化遺産の保存と活用施策について 

２）生涯を通した学習の振興施策について 

その他 次回、次々回開催日について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

 

２ 報告事項 

（１）第２回宗像市総合計画審議会（賑わいのあるまちづくり部会）の議事要

旨について 

   事務局説明 

 

（２）地域産業の活性化、資源を活かした島の活性化施策の修正について 

   事務局説明 

 

 

３ 審議事項 

（１）歴史・文化遺産の保存と活用施策について 

（２）生涯を通した学習の振興施策について    

事務局説明 
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（部会長） 

地域産業の活性化と資源を生かした島の活性化の施策修正を含めて報告があった。 

まず、委員の確認させてもらいたいと思うが、この修正案で意見等はないか。よろしいか。 

はい、それでは確認させてもらったので、その 3番目の審議事項へと移りたい。 

では歴史・文化遺産の保存と活用の施策というところで、まずここの部分、事務局説明

お願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

それでは、いま現状課題そして取り組みの方針、具体的な事業という形での説明があっ

た。 

それぞれ委員の意見をもらいたいと思う。 

 

（委員） 

世界遺産登録推進のところだが、主な取り組み事業のところに、市民の会の行う啓発や

保存管理活動に対する支援となっているが、支援というか協働するというか一緒にやるっ

ていうか、一緒に進める、協働で進めるみたいな、書き方の方がいいと思う。 

そしてあと、これについて、宗像市民の関心が高まっているかが心配だが、今、活動の

進行状況などを、もう尐し発信してもらったらいいなと思う。 

それと、登録されたときに、沖ノ島について、どのような想定をされているのか。 

あそこにはほとんど人が入れない状況だと思うが、それをどのように見せようと思ってい

るのか、これは質問。 

それから、遺産の保存のところだが、自分たちも保全されている遺跡に行くが、そこに

行くまでに標識が途中までしかないとか、なかなか、そこまでして、行こうと思わない人

であれば、なかなか身近にならないと思う。行ったときにかなり草が伸びていて、整備が

されていない所があるが、実は、市民協働のところの報告会で、報告をしたときに、これ

は、瀬戸古墳のところだが、近くの平等寺のコミュニティの人が、そういうことだったら、

私たちが草刈やりますよということで、年に 2～3回草刈をやってもらっている。本当にそ

この場所が地域の人ともっと身近に感じられるような、そういう仕掛けが必要と思う。 

それと、行くためには表示がもう尐し丁寧にあったほうがいい。 

 

（部会長） 

世界遺産の進捗状況、それから認定後の見せ方、市民のかかわり方というようなところ

での意見があった。 
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この辺は考え方として、それぞれ尐し手を加えていくことによって、表現もしっかりし

てくるので、支援をするという考え方よりも、協働という言葉はとても大切だと考えられ

る。その辺、事務局どうか。 

 

（事務局） 

言われるとおり、支援より一緒に協働でやっていくっていうことは大切だと思うので、

そういった表現に、変えさせてもらいたい。 

あと、先ほど質問があった沖ノ島の活用だが、世界遺産になっても沖ノ島を観光では全

く考えてないので、そういった意味では大島に来てもらって、大島には沖津宮遥拝所があ

るので、そこをいかにして観光客に来てもらって、沖ノ島のすばらしさを見てもらいたい。 

また、沖ノ島を知ってもらううえでは、海の道むなかた館を世界遺産のガイダンスとい

う機能も持ってやっているので、行けない沖ノ島を３Dとかの映像で紹介をしているので、

その内容とか、また新たに沖ノ島に関する情報の提供を、海の道むなかた館でやっていき

たいと考えている。 

あと併せて進捗状況だが、今年の 7 月前までに文化庁に推薦書を、世界遺産登録のため

の推薦書を出す予定にしている。 

それで、その中で国内でも、ほかの暫定リストがあるので、他の資産が推薦書を上げて

くると思うが、その中で、1番世界遺産になるのが、1番内容がいいというところを日本政

府が選ぶので、その中で選ばれるのが、1年に１つの文化遺産しかユネスコに推薦できない

ので、その中で、推薦をしてもらって、27 年度、ユネスコの諮問機関であるイコモスの現

地調査を受けて 28年度の世界遺産委員会で、世界遺産になりたいということで、最短では

今現在、目指しているところである。 

案内版の関係がわかりにくいという質問と意見があったが、この中に主な取り組み事業

であげているが、景観グランドデザインということで、沿道景観の整備の中に含めて施設

の案内版とか施設、資産まで行く誘導サイン、そういったことも含めて、検討していきた

い。 

 

（部会長） 

ガイダンス機能の海の道むなかた館。この部分のやはり現状の中での活用している状況

とか、その辺が今後また大きく、ガイダンス機能という形での活用のあり方なんかも、こ

の計画の中には差し込んでいくとよりわかりやすいのでは。 

 

（委員） 

史跡の整備なんかが、文化財課ではなく、公園整備課なのか。部署が違うように聞いた

が、例えば朝町竹重とかあそこは公園ということなので、担当が違うように聞いた。その

辺の連携がどうなのか。 



- 4 - 

 

（事務局） 

世界遺産としては、世界遺産の構成資産になっている沖ノ島と大島にある沖津宮遥拝所、

それと中津宮。 

それと、本土にある辺津宮、宗像市においてはそうなる。 

福津市内は新原山古墳だが、それ以外の構成資産については、郷土文化交流課の管轄で、

整備等をしている。 

 

（委員） 

世界遺産の関連遺産じゃなくて、その他にもあると思う。保存している、整備している

ところがあると思うが、そこの整備とかは、公園課か何かが担当と聞いたが。 

 

（部会長） 

世界遺産の部分と、それからまた文化遺産という形で宗像遺産の中にあるそれぞれの取

り組みは、本質的なところは同じということでの手入れの仕方、整備の仕方ということを、

今委員が聞いている。その辺の考え方をいうことで整理してもらえればと思う。 

 

（事務局） 

世界遺産以外にも、史跡という意味で整備、実際に具体的に活用を含めて、その整備を

既に進めていたところはかなりある。そういう中で、先ほど委員からも話があった、平等

寺瀬戸古墳とか、あと朝町竹重遺跡、ただ朝町竹重遺跡に関しては、これは市の維持管理

課の方が、一応整備的なところで、維持という意味合いにおいては、その辺りを担当して

いるわけだが、実際、中で子供たち向けに活用を図るとか、そういう場合には、市の職員

が、実際に出向いていって、子供たちを相手にしながら、その辺の具体的な内容について

とか、あるいはそこでの活動を支援していくというような方法で棲み分けはしている。 

 

（部会長） 

委員それでいいか。ちょっと的が違うような気がするが。 

 

（委員） 

どこがどういうふうにするようになっているのか。例えば草刈は、公園課が担当となっ

ているのか。 

 

（事務局） 

草刈等については、市の維持管理課が担当している。 
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（委員） 

そうなると連携が、その文化財としての維持のところが、なおざりになっているような

感じがするので、その連携をとっていただきたい。 

 

（事務局） 

そのあたりについては、連携をきちんととっていく形を進めていきたい。 

 

（部会長） 

今の話は、取組事業の景観グランドデザインの中に、例えば、サインプレートだとかサ

イン看板が入っていると思うが、それに沿った沿道景観だとか、周辺の史跡等での維持管

理というところでの草刈りも、やはりできるだけ協働でという表現がいいと思う。 

 

（委員） 

この世界遺産に登録に対するその時間的な感覚とかよくはっきりしないところはあると

思うが、多分登録されると、ものすごい注目と、ものすごい集客が一気に起こり得るので

はないか。 

例えば、富士山みたいには思わないが、多分すごい混乱みたいなことが、市としても、

その起こり得るというようなときの受け入れのインフラ整備の準備をきちんとするんだと

いうような意思表示みたいなものが、必要ではないか。 

 

（部会長） 

委員言われるように、受け入れのインフラ。それと、どちらかというとコンプライアン

ス、危機管理、危機意識としてのやはり世界遺産登録後の考え方としての部分は、取り組

みの事業の中の具体的なところに差し込んでもいいのではないかという意見だが、事務局

どうか。 

 

（事務局） 

先ほど主な事業の中に、景観グランドデザインを記載しているが、これは、世界遺産に

登録されたときに、公共交通機関の整備とか、観光客をどんな形でコントロールするかと

いうことも含めて、そういったプランを立てる予定で今考えている。 

 

（部会長） 

受け入れのインフラの整備だとかもここに含まれるということで解釈してよろしいか。 

はい。それと危機意識の部分をある程度その部分に入ってくるということで解釈してよ

ろしいか。 
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（事務局） 

危機意識の方は、この上段に記載している構成資産や緩衝地帯の保存管理モニタリング

事業の中で、来訪者にとか観光客による影響とか、自然災害の影響とかを行っていく。 

例えば、ごみの問題もそうだが、そういうのも含めて、モニタリング事業の中でちゃん

とやっていこうと考えている。 

 

（委員） 

今までの二人の意見と重なると思うが、世界遺産登録を推進して登録された後のことも

考えたうえで、重要になってくるのが、地域住民の理解だと思うが、これまでのいろいろ

な世界遺産の事例を見ていても、そこが得られていないということが、いろいろなもめご

ととかトラブルになっているような気がするので、そういったことも、今回、その取り組

み事業の中に、市民の会への啓発や支援という形で書かれているが、もっと関心が持って

いる人以外にも一般的な地域住民をどういうふうに理解・周知していくか、巻き込んでい

くかに、１つ取り組みを加えてはどうか。 

 

（部会長） 

地域住民との整合性。あとは、今の中でいえば、若干やはり強さがいるというのは、委

員言われるとおりではないかと思うが、その辺は事務局どうか。 

 

（事務局）  

取り組み方針の中に、そういった文言が入ってなかったので、その中に入れていきたい。 

 実際は、先ほど説明したグランドデザインとかモニタリングの中で、地域、市民の会も

そうだが、ワークショップ等をやりながら、グランドデザイン等もつくっていく予定にし

ている。取り組み方針の中に一体となって、協働でという言葉は何か入れて、記載できた

らと考えている。 

 

（委員） 

自分が感じたところは、啓発活動の部分で、講演会、イベントという単発的なものも大

事だとは思うが、定期的に情報発信できるような、インターネット活用をした発信であっ

たりとか、そういったものが、もう尐し具体的に入ってもいいのではないか。 

あと、歴史文化、歴史文化遺産の保存や継承とか、あと活用の部分で文化の保存の活用

ということと、あと発信というのが、入ったら、文化保存、文化活用そしてそういったも

のを発信するというところで、また広がりが出てくるのではないか。 

あと、若者とか、自分も踏まえてだが、そういう文化歴史とか、そういったところには

尐し疎い部分もあるので、若者とか普段、歴史文化とか余り触れない人たちにどういう形

で、そういう機会をつくっていくのかが大事なところになってくると思う。 
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そういった例として、先日あった赤間宿祭りとか、そういう祭りで大名行列とか、そう

いったのがどこまで、文化歴史のところに関連するかわからないが、大多数が集まるよう

な、そういったお祭りとかイベントとか、そういったものと絡めて文化歴史の発信とかの

機会を、増やしていってもいいのかなと思った。 

 

（部会長） 

保存活用そして発信。そこまでつないでいこうではないかということと、あと、やはり

若者への理解がしていただけるような取組みもひとつここに加えていければというのが、

意見であった。ここもひとつ事務局から意見をもらいたい。 

 

（事務局） 

現在、フェイスブックとホームページまたユーチューブ等使って、情報発信はやってい

るが、そういった明記がなかったので、あわせて書けたらなと考えている。 

次に文化の保存活用そして発信だが、まさに委員言われるように発信の部分というのが、

非常に大切というふうには認識している。 

そういう中でできる限り、歴史、文化に親しみを持ってもらえる仕掛けとして、親子を体

験型のいろんな教室を、海の道むなかた館のメニューの中心に据えている。 

今度の 4月で 2年になるが、20万人が海の道むなかた館に、来館しているという現状の

中で、歴史展示にどれだけ関心を持って見ていていくかというところが、非常に大切では

ないかと思っている。 

そういう意味では、イベントを通じながら、できるだけ集客をして、そしてその集客し

た人たちが歴史文化のほうに関心を持ってもらえるような、そういった工夫というものを

今から先も、続けていきたいと考えている。 

 

（部会長） 

発信の部分で、先ほどからちょっと話に出ていたガイダンス機能での、やはり、海の道

むなかた館の活用というのは非常に、効果的なものであるし、何よりも、新しい取り組み

の事業の中で、それぞれの必要性の中にこの宗像館の意義というか、いろいろなものが含

まれてくるのではないかと思う。 

できれば、その文言はこの中に入れたほうがいいかと思うので、事務局よろしくお願い

いしたい。 

 

（委員） 

同じような意見になるかと思うが、取り組み方針のところで、世界遺産のあるまちにふ

さわしい環境整備を行うと書いてあるが、世界遺産のあるまちにふさわしい環境というの

はどういう環境なのか。落ちついた雰囲気なのか。ちょっと具体的な答えがあれば教えて
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もらいたい。 

 

（事務局） 

主に考えているのが、景観の部分だが、例えば派手な建物、大きな目立つ建物ではなく、

宗像にある自然とか、歴史を感じさせる景観の空間の中に、それを阻害しないようなふさ

わしい信仰空間というか、それを表現できるような形で、環境整備をしていきたい。 

例えば、今後、観光客がくる場合に、東郷駅とか若宮インターチェンジからそれぞれの

資産にくると思うが、その中の例えばガードレールの色とか、電柱とか、そういったもの

も含めて、環境整備というのも考えていきたい。 

 

（委員） 

もう一つよろしいか。 

世界遺産の登録ということが、宗像市の市民にどれだけ認知されているのか、理解され

ているのか。尐しどうなのかという部分がある。もちろん商工会も含めてだが、コミュニ

ティにしても役員はある程度理解度があると思う。 

ただ、一般市民の人がこの世界遺産の登録ということに、どれだけ理解されて真剣に思

っているのか、世界遺産にしたいと思っているのか。いろんな人と話をすると、どうして

という部分が多い。余り理解されていないというか、望まれてないというか。 

だから、そこのところをどうやって周知徹底させていくのか。手法の問題。ここにも書

いてあるように、学校教育で活用していくことを書いてあるが、やはり小中学だけじゃな

くて、幼稚園児等も必要ではないか。世界遺産ということを、知ってもらう、教えていく

っていうことをするといいのでは。 

とにかく宗像市全体で、みんな世界遺産というものに興味を持ってもらうのが 1 番大事

だと思う。本当に大変だと思うが。 

 

（部会長） 

確かに歴史文化遺産の活用の中で、現状課題としてはどうしても認知という言葉に対し

てのウエートが非常に高い。 

これはもう現状の中では、それはそれで現状としては、まだ認知が非常に薄いのであろ

うと思う。 

ただ、みんな世界遺産だよっていうふうになるための取り組みの方針なり、例えば、主

な取り組みの事業としての何か 1 つ柱をつくるというのは、ある意味これからの基本計画

の中には必要なことと思うが、事務局どうか。 

 

（事務局） 

まず、市民の認知度だが、先日、合併検証のアンケートを行って、世界遺産登録に肯定
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的な意見が 40％台、否定的な意見が 10％台だった。 

ただ、自由記述の意見の中には、世界遺産の目的意義が十分伝わってない。メリットが

見えてこない。 

あるいは、世界遺産にお金を使うなら、もっと違うとこに使ってほしいというような意

見もあった。 

確かに、私ども、もうちょっと努力しなければいけないのが、この世界遺産の目的意義、

それとメリットとか、そういったところを地元の人たちにもっと小まめに、説明していく

必要があると考えている。 

そういった理解者が増えることによって、この価値の世界遺産の保全にもつながるし、

そういったことがまず 1つ、取り組まないといけない課題だと思っている。 

2つ目が、長崎の教会群みたいに、長崎は県内の経済団体の応援をもらいながら、長崎の

キリスト教会群は、世界遺産登録を進めている。 

捉え方としては、県民全体の共有財産っていう形で、広く周りが応援してくれていると

いう印象を持っている。 

私どももそういった努力もしていくべきだし、あとメディアの活用。つい最近放映され

た世界ふしぎ発見。あの番組は、世界遺産の構成資産の価値をすごくわかりやすく解説し

てくれて、そういった外部の評価の獲得によって、もっと市内の方にもわかりやすく伝わ

っていくとか。 

そういった大きな 3本の柱で啓発事業を、充実していく必要があると思っている。 

目的意義は当然のことながら、世代を超えたこの共有財産を次世代に保全していくため

が、第一義的であるが、それと併せて、登録になることによってこれほど世界が認める、

価値がある構成資産ということで、すごくわかりやすいこれ以上の物差しはないと思って

いる。 

あと登録活動を通して、とにかく世界遺産があるまちということで、市民にもっと誇り

を持ってもらいたいし、宗像というまちは、どこにもないまちだっていう、そういう誇り

につながっていければと思う。 

付加的に交流人口がどんどん増えていくので、あとは商工観光の方で受け皿整備とか観

光客のコントロールをしっかりしていけば、地域の活性化につながると考えている。 

 

（部会長） 

今の話の中での要点を整理しながら、やはりみんな世界遺産というのがどう伝わるか、

そのための手法は何なのかっていうのが代表的にかいつまんで記載が入ってくると、より

わかりやすくなるのではないかと思っている。 

 

（委員） 

これはお願いだが、せっかく親子を中心に楽しく学べる体験学習とここに書いてあるの
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で、小さな子供、それから幼稚園児、小学校定低学年対象に物語っていうか、童話みたい

な、何かつくってもらえれば、子供たちには理解しやすいという思いがする。もし良かっ

たら検討いただきたい。 

 

（事務局） 

現在小学校高学年、中学生向けの漫画は作っている。 

ただ、それを幼稚園、その下のレベルにわかりやすいということなので、尐し今後検討

させてもらいたい。 

ただ、小学生の特に低学年あたりを対象にした物語という話だが、現在、館の中に市民

ボランティアで地域学芸員が 45名ほどいて、そこの中の 1つの自主的な活動で、子供たち

を対象にした読み聞かせを、3Dシアターの中でされており、沖ノ島という一つの物語だが、

それを子供たち対象に、実際、肉声で読んで聞かせてあげるというのが非常に好評な事業

の 1 つとして、具体的に行われているので、そういったいろんな形でのアプローチが必要

と思っている。 

 

（部会長） 

尐しまとめてもらいたいと思うが、副部会長よろしくお願いしたい。 

 

（副部会長） 

まとめにならないかもしれないが、このタイミングだから、いろいろな意見を供用して

もらえればありがたいと思っているが、世界遺産と観光との関係性の中で、宗像は考えて

いかないといけないわけで、今、国内外に 940 から 980 ぐらいの、自然遺産、文化遺産が

あると思うが、国内外に。 

多分 3 分の 1 ぐらいが、観光には一切、観光資源としては一切関知をしない、地元が責

任をもって後世に残していく、が 3分の 1。 

いろいろ動植物関係の規制等は今後ともきつくやっていくということであるが、賑わい

のある宗像にするという目的の中における世界遺産のポジションニングというか役割とい

うものを、今のうちに尐し冷静に見といた方がいいのではないか。 

1つは、ほかの委員の意見にもあったが、あそこはいけないけど、この遥拝所までだった

らいい、その代替案、あるいは、レプリカで見るというときに、果たして、門前市をなす

のかどうかっていうことを、きちっとインバウンドのシミュレーションの中では、やっと

く方がいい。 

世界遺産そのものを宗像の世界遺産そのものを否定するものでも何でもなくて、もろ手

を挙げてこれについては、世界遺産にしてほしいわけだが、それと直接観光への効用みた

いなものは、今のうちに冷静にシミュレーションしたいと思う。 

それは、自分が否定的なことを言っているように聞こえるかもしれないが、大きな絵の
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中で 1番売れるものをセンターに持ってくる宗像の、そして観光客に来てもらう。 

その大きな絵の中で、世界遺産というものをどの辺のポジションで、全体の宗像を売り

込んでいくというふうなこれが大事だと思う。多分、観光客がくるだろうというのではな

くて。 

怒らないでもらいたいが、世界ふしぎ発見、あれはいい編集だったと思うし、ふしぎ発

見の視聴率は上がるけれども、実際に来る人がいないというのは最低の話だと思う。 

この辺を同時に冷静に今から覚悟をして、心構えをして、さらに世界遺産宗像というの

はどういうふうな売り込み方をすることによって、極端な例だが、それでとらふくを食べ

る人がどれだけ増えるかと。そういうふうな全体の中における世界遺産のポジショニング、

宗像市の中における役割みたいなものを今のうちから冷静にドライに考えておく警鐘とい

うのも 1つ必要という気がしている。 

もちろん、他の委員のポジティブな意見も、それについては、もちろんそのとおりだと

思うが、一方では、こういうふうな見方を今のうちからしておく方が、平仄（つじつま）

が合うというか、いろいろな宗像の売り込みというのは、いろいろな要因を一緒にボール

として投げているわけだから、そこで、世界遺産が尐し遊離したりとかしないように今の

うちから平仄を合わせていくというか、全体戦略の中における宗像。賑わいのあるまちづ

くりの中で、世界遺産はどこのポジショニングで売っていくのかというのを含めて、地元

にも理解を得ていく。それが大事なのかなという気がする。 

 

（部会長） 

大体意見が出尽くしたようである。今、副部会長が言ったように、やはりこの二次の総

合計画っていう形での基本計画なので、我々は今賑わいのあるまちづくりという中での歴

史文化遺産の保存と活用ということで、活用の部分で世界遺産そのものに対して宗像市が

どういう考え方をもって、この産業振興の中で、活用していくのかというのも 1 つやはり

大切な準備ではないかという意見であった。 

それぞれ、市民との協働、それから見せ方とか、非常にすばらしい意見が多くて、言わ

れるように、まずみんなの世界遺産という意識の計画も取り組みの中では非常に大事にな

ってくるということ、そして最終的にはやはりそれが賑わいのあるまちづくりへとつなが

るというようなところの事業の差し込みが尐し必要になってこようかと思うが、事務局ど

うか。 

 

（事務局） 

一義的にはあくまでも保全、保護が一義的な問題なので、徹底的に保全、保護しながら、

大社とその周辺が本来あるべき姿に戻していくような修景事業とか、そういった保全、保

護とかを徹底することによって、将来にわたりこの価値が、ますます輝きを持っていくの

ではと考えている。 
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あくまでも一義的な部分は保全、保護なので、なかなかストレートに賑わいの中に入っ

ているが、賑わいのために、構成資産を保存していく話には、なりにくいところがあるの

で、尐し表現はもう１回その辺慎重に考えたい。 

 

（部会長） 

了解した。では、この辺で、一応この分に関しての歴史文化遺産の保存と活用について

は、終わりたい。 

続いて生涯を通した学習の振興ということで、説明よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

それでは委員の意見を伺いたい。 

 

（委員） 

学びや活動のできる場の提供というところで、取り組み方針には入っているが、中間支

援組織というものが入っているが、その組織の強化というのがいるのではないか。 

3番目と4番目に地域活動への参画促進と地域と市民活動団体の連携強化による事業の推

進となっているが、このために、中間支援組織の強化が必要ではないかと思う。 

それと、最後の身近な図書館づくりの書籍の充実というのは、1ついるかなと思う。 

 

（委員） 

生涯学習の話なので普通に大学の連携はなくていいのか。というのが、せっかく三つ大

学があるので、何かもったいない感じがする。 

それがあるとすごく資源が使われている感じがするが、残りはすごく宗像だという感じ、

というわけではないと思うので、その宗像らしさみたいなもの、これはここだけの話では

なくてほかのことにも言えるが、何かそういうメッセージ的なものがもっとこう、計画上、

出せるといいなという感じがすごくしているが、例えばここでいくと、宗像の場合は、大

学がたくさんあって、これだけの活動をしていることでいくと、それと、観光でグリーン

ツーリズム、ブルーツーリズムだとかの話でいくと、多分、ふだんの生活の中に学びがた

くさんある。生涯学習とかそういう学ぶことが、普段の生活に根づいてる。 

例えば、さっきの遺産の話は多分、宗像の精神を学ぶみたいなことにもつながるだろう

し、中高一貫というのもそれにつながるし、それから、ワークショップで、宗像に住む人

はみんな魚が捌けたらいいというような意見が出ていたと思うが、それが生活の中に学び

があるみたいな感じとか、そういう宗像らしさみたいなものが、もっと出せるといいと思
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う。 

 

（部会長） 

先ほど中間支援の組織の強化という言葉を追加したほうがいいという話。それと書籍の

充実の話が合った。 

それと今、宗像らしさという形で委員からも話があったように、非常に興味のある話で

ここの現状課題、それから取り組みの方針、取り組み事業を抽象的な形としてはあるが、

もう尐し色として宗像らしさが欲しいという中での学びが日常にあるというようなところ

での１つ表現をしながら、そこがこの事業の中に１つ加わればいいとの話であったが、そ

の辺事務局としてはどうか。 

 

（事務局） 

最初の中間支援組織の件については、ここでは連携だけしか確かに書いていないので、

文言として、組織強化の意味合いを含めて修正したい。 

それから、宗像らしさということで、グリーンツーリズムとかの指摘があった。 

主な取り組み事業として地域活動への参画推進という中で意味としては含んで書いてい

て、地域での体験活動等、いろいろな活動をされてある。その中で、子供たち、それから

大人と交流しながら、活動することによって、いろいろな宗像の良さとか、伝統的なもの

とかいうこと学んでもらえたらという意味でここ記載しているが、尐しその辺の表現が足

りないということであれば、検討させてもらいたい。 

 

（部会長） 

活動の中には地域活動への参画の促進の中にあるということであるが、ただ、できたら、

表現が宗像らしい表現になるというのが、委員の意見であるので、その辺の言葉を尐し入

り込んでいって、先ほど具体的に例えば、中高一環だとか、観光ツーリズムだとか。 

それから、実際に何と言いうか、かたりべっていう言葉があるが、地域の水産業であっ

たり、例えば農業であったりというようなところでも、学びというのがしっかりと地域の

中に伝統的にあるので、それが何かうまく表現できたらいいなということで、ぜひその辺

の文言を検討してもらいたい。 

 

（委員） 

個人的な意見になるかと思うが、1点目は先ほど委員の意見があったように、自分も大学

の人間としての大学との連携っていうのが、ここに入ってなくていいのかと思った。 

かつて宗像の大学に 8 年間いた中で、地域学芸員とか、宗像協働大学とかそういった大

きな取り組みの中で、いろいろな関わりをさせてもらって、そこからいろんな市民の活動

に発展していったのをみてきた。 
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もう１つすごく思っていたのが、学生という資源をもっと活用してもいいのではないか。 

市民が大学にきて、いろいろな活動をするのはあると思うが、学生ってすごくものすご

い大きな資源で、数ですると、福岡教育大とかかなりになると思う。 

しかし、この計画の中にも、そこをなんとか巻き込んでいくという視点が今まで全然な

くて、結構、地域づくりに彼らを取り入れていくと、結構いろいろなことができるのでは

ないかと思うので、もしかしたら他の項目、ほかの部会のテーマなのかもしれないが、彼

らを活用して何か面白いことができるのではないかと思った。 

もう 1 点は、これは個人的な意見で、図書館づくりということで、今本当にいろいろな

地域が個性的な図書館で、話題になって賑わいの拠点になっているが、図書館って本当に

重要で、個人的な周りの人なんかで、退職世代で、次に、住むところを決めるときに、図

書館が近いからとか充実していたから、そこに決めたっていうことの決め手になったとい

うことを結構聞く。 

図書館って主要な要因、そこに住むという要因にはならないけれども、どっちにしよう

かなと迷ったときに、図書館が充実しているところはいいなと思うのではないか。なので、

ここに１つ項目を定めているので、ここはいろんな工夫ができると思う。 

下の方の都市ブランドのところに子育て世代が行けるような図書館と書いてあるが、工

夫次第で本当に個性的な図書館になりえるし、今図書館はあんまりその活用とか、工夫が

なされていないと尐し思うので、その辺りを上手く活用すれば、賑わいであるとかあるい

は定住とか都市ブランドという事につながってくると思うので、ここをぜひ頑張ってもら

いたい。 

 

（部会長） 

貴重な意見が 2 つ出た。どちらも非常に、大学の学生の位置づけとして、これからの宗

像のこの学習というか、この部分での関わり方、それがやはり資源になっているというこ

と。 

それから今言うように、実際により賑わいの拠点としての図書館づくりと、生活に密着

した図書館、その辺をしっかりと的を得ながら図書館づくりをやるというような意見であ

ったが、事務局にこの辺、意見をもらいたい。 

 

（事務局） 

まず、大学の件について、こちらは別の部会になるが、みんなで取り組むまちづくり部

会のほうの市民活動の推進という施策がある。そちらの方では、大学、企業との連携、市

民活動の一環として連携をするという記載は行っていたが、こちらの生涯を通した学習の

振興には記載をしてなかった。市で昨年の 3 月に策定した、市民活動推進プランというの

があって、これがもとの生涯学習推進プランを昇華させたものになるが、この中では、市

民活動の 4つの主体ということで、市民、コミュニティ運営協議会、市民活動団体、大学・
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企業ということで位置づけをしているので、重要なところが尐し抜けていたという感じが

するので、こちらもどこかに記載を検討したい。 

それとあと学生の件だが、学生についても今実際にコミュニティ運営協議会とかの事業

等に積極的に参画してもらっているので、検討したいと思う。 

 

（事務局） 

今の学生が貴重な資源であるという意見をもらって、紹介までに、ほかの部会での議論

等も踏まえて尐し補足をさせてもらいたい。 

元気を育むまちづくり部会では教育施策の一環として学校の教育活動を支援するボラン

ティアとして学生ボランティアというものが学校教育の中に入って活動してもらっている。 

あと、先ほど説明したように、日赤看護大については、いわゆる地域の人に入ってもら

って、住民の健康づくり中で実際に活動してもらっていることも、議論の中で出てきた。 

現状の報告というところで、補足をさせてもらった。 

 

（部会長） 

その辺はもう、そちらの部会との関係もあるので、整合性をとりながら、表現できると

ころがあれば表現するというような形で留めたいと思うが、よろしいか。はい。 

 

（事務局） 

先ほど委員の方から、個性的な図書館というような話があった。 

その中で、赤ちゃんから高齢者までのというフレーズで市はここに記載しているが、例

えば、今メイトム宗像の中に絵本の部屋という特に絵本に特化した図書館もあるし、この

中で、若いお母さん達が、こちらによく来てもらえるような色分けと、それから昨年の 4

月にオープンした須恵の分館だが、こちらもバリアフリー化というか、高齢者等が来れる

ような、読みやすいような本を集めるなど、市として 3 館 1 室体制という図書館運営をや

っている。 

 

（部会長） 

できればその辺尐し表現の中に入れていただきたい。 

 

（委員） 

生涯学習の部分で、従来から生涯学習の促進をやってくれているとは思うが、今後 10年

後を考えたときに、高齢者はどんどん増えてくる。 

生涯学習が高齢者だけではないが、そういう会社を退職された人とか、そういった人が

学べるような場の充実というその生涯学習の充実は、健康づくり等にもつながってくると

思う。 
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あと、生涯学習の学びを、地域の中の活動のところと、やはり、リンクさせて考えてい

かないといけないのではないか。 

そういった意味では、生涯学習の項目だが、市民、生涯学習をそういった学習を通した

市民活動とか、そういう地域の中での活動というところを、また反対にその地域の中で活

動したところからの生涯学習、学びというような項目もあってもいいのではないかと思う。 

あと、大学連携のところで、健康づくり等とかでも生涯学習でいろいろな料理教室等あ

ると思うし、そういう料理教室を地域のコミュニティの部分に持っていて今、独居とかも

増えてきていると思うので、そういうコミュニティ単位でそういった場を設けたりとか、

そういった生涯学習から普及するようなまちづくりであったりとか、健康づくり、地域活

動というところの連携強化は書いているが、そういったところは大事なところだと思った。 

あと、市民図書館の部分だが、本の量がというところがあったが、最新の本とかも何冊

かは入っているとは思うが、全体的にやっぱり全部というものを網羅するのはなかなか難

しい部分があるとは思う。 

今、結構ブックスポンサーみたいな、本のカバーにその企業名を入れたりとか、そうい

った感じでその企業からお金をもらいながら、本を充実させたりとかそういったこととか

もしている自治体はあると思う。 

あとは IPAD とかそういったもので電子書籍みたいな形でできるかどうか詳しいところ

まで分からないが、電子書籍の活用が、うまい具合にできるのであれば、そういった同じ

管内でも、その本が１冊、２冊、最新の部分がある、それと、そういったものができれば

なおいいのではと思った。 

あとは環境的なところで、ちょっと難しいかもしれないが、コーヒーを飲みながらとか、

ちょっとゆったりとした雰囲気の中で本を読んだりとか、そういった中で生涯学習のよう

な講座とか、イベントとかそういったものができれば、また何か幅が広がってくるのでは

ないかと思う。 

 

（部会長） 

この辺は尐し、担当課に意見もらいたいと思うが、まず 10年後の生涯学習の充実だとか

場の充実という表現の仕方のところと、それと図書館の話が今出ましたので、その辺でち

ょっと担当課に意見をもらいたい。 

 

（事務局） 

10 年後の姿ということで、先ほども、説明させてもらったとおり昨年 3 月に策定した、

市民活動推進プラン、これに基づいて、今後の施策を展開していくところである。 

学びを地域の活動へということで、意見もらって、まさにこのプランの中で掲げている

のが、学びの成果をまちづくりに活かそうというふうにしている。 

今回の施策の現状と課題のところの下から２行目のところに学びの場の提供が必要とな
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るということで、記載させてもらっているとおり、今までは学びで終わってしまっている、

それを地域活動につなげる、そこが、なかなか地域活動とか、まちづくりまで、つなげる

はなかなか上手くいってないところもあるので、その辺に中間支援組織の強化とかその辺

を含めながら、今後進めていきたいと考えている。 

 

（部会長） 

図書館の担当課どうか。 

 

（事務局） 

先ほど委員からスポンサー制度について、ちょっと御質問があったが、市としても雑誌

スポンサーということでこれに特化させてもらって、もう実際これ取り組みをしていて、

自主財源ということではないが、市民に冊子等を増刷というか、買い増して、それで今市

民に還元するという方法で、今年度から尐し取り組み始めている。 

それと書籍の関係で電子書籍という話もあったが、その前の委員の指摘で書籍の充実と

いう指摘があったが、書籍だけに限らず、例えば行政資料、いろいろな資料もあるので、

そこは幅広く資料収集するという形の表現で、記載させてもらっている。 

当然予算があれば書籍は充実すると考えているし、実際の委員指摘のように 5年の間に、

そういうふうな資料というか、本代がもう半分以下の予算になっているということを、こ

れを言ってもちょっと仕方がないのかと思っている。 

電子書籍については、図書館の運営のあり方の中で、いろいろ費用の面とか、コーヒー

を飲みながらとの指摘もあったが、その中で検討するというようなことで、こういう表現、

取り組み方針の中で表現させていもらった。 

 

（委員） 

このことについて、さきほど言われた活動できる場があるのかわからないということだ

が、この活動できる場というのは機会というかチャンス。または場所、これ両方だと思う。 

例えば図書館のことについても、今のスペースで、要するに書籍を充実させていって、

スペースというか、大丈夫なのか。置けるのかっていう心配があると思う。 

それとここに戦略的取り組みのところと施策概要のところに宗像ユリックスそれからコ

ミュニティ、それからメイトムと出ているが、いろいろなことを活性化、充実させていく

ためには、場所も必要、場所というか施設も必要だろうし、駐車場も含めて、利用しやす

いような、施設にしてもらったらありがたい。 

要は寄り付きやすければ、人が集まってくるので、ただ問題は、いろいろなこと事業す

るに当たって、大体季節を考えると同じような時期に集中するので、そこのところ考えて

いかないといけないが、市の財政は厳しいだろうから、その都度、そういう問題が起こっ

たときに拡充をしていくと思うが、まず機会とか、施設の場所、その両方取れるが、そこ
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のところをもう尐し考えてもらえると充実していくと思う。 

 

（部会長） 

インフラ的な部分になるがが、その辺の考え方としては事務局どうか。 

 

（事務局） 

インフラの整備、施設の整備ということで意見をもらったところだが、現在、市で、公

共施設の維持管理を今後どうしていくかが非常に大きな課題になっている。 

試算によると、今後、30年で 700億ぐらい維持管理にかかると言ったような状況が示さ

れており、市の方で、平成 24年度、公共施設の維持管理アセットマネジメントということ

で、その基本方針を示しているところだが、その中で、施設の統廃合を今後やっぱり考え

ていく、長寿命化であったり、統廃合であったり、ということで、原則そういったものが

ない限りは、新たな公共施設はつくらないとの基本方針を示している。 

今後人口が、増える見込みがない中で、施設を今後どう活用していくかと、現存施設を

先ほど説明した再編したり統廃合したりしていくわけだが、その枠内での対応が原則にな

ろうかと考えている。 

先ほどあったように、新たな施設をつくるということは恐らくこれから先はないのでは

ないかと。ただ、統廃合、再編していく中で、利用しやすいようにするということは、当

然、視野に置きながら、今後アセットマネジメントの中で、取り組んでいかなければなら

ないと考えている。 

 

（委員） 

ごもっともだと思う。 

自分も新しいものを作ってくれとは一つも言ってないので。ただ、宗像って結構緑多い。 

そうするとメイトムでも、メイトムの中にわざわざ緑は要らないと思う。駐車場で結構

だと思う。 

市のトップと尐し考え方違うかもしれないが、それよりも駐車場を多くして、あそこで

小さい子供たちの検診とかなんかあったら、ほとんど車とめられない。 

だから駐車場をもっと増やしてもらって、例えば小さい子供をつれたお母さんでも利用

しやいしやすいような、施設にしてもらえるとありがたい。 

せっかくの施設があるので、ユリックスもそうだが、何か 1 つ大きな催しがあると車も

停められないということで、その部分について、多分上層部から反対があると思うけど、

木など切ってもらって、全部駐車場にしてもらえるとありがたい。 

 

（部会長） 

貴重な意見だと思う。 
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公共施設の場合、統廃合っていうのが、これからの考え方の基本だと思う。ただハード

そのものの整備というよりも周辺整備。 

活用しやすい、利用しやすい、そういうふうなものもやっぱり今後の取り組みの方針の

中には、やはり加えていくというのは必要なことになろうかと思う。 

 

（委員） 

字句文言の話じゃないが、大学もいろんな大学があって、生き残りのためにいろんなこ

とを企画したりしているわけだが、企画そのものが必ずしも連続性がないっていうか、今

年はこういうのを、来年もしていくのかというと、そうじゃない。 

最近あったことは、土曜日の講演会が比較的大きな講演会であったが、バッティングし

てしまったと。隣近所と連絡取り合ってやらないのかっていうようなことだが、あるいは、

スポーツ大会を、市民を招いて、高校の体育館でもってやるときには、それと同じような

趣旨のものがユリックスでやっていると。コストが高くなって、結果的についてしまう運

営。 

なので、大学もそんなにたくさんあるわけではないし、我々も、考えなければいけない

けれども、横の連絡を取り合いながら、こういうイベントをする人、市民も含めて、市民

オリエンテッドっていうか、やさしい、参加者本位の、主催者本位ではなくて、参加者本

位の利便性を考えた、これは施設も含めてだが。 

今、いくつかの意見が出たが、施設も含めて大学の施設だから、その利用も含めて、何

か横串を刺したような、市、市民、参加される人に利便性のある、満足してもらえるよう

なイベントの運営と、ある程度固定的なスケジュールを持って、定着するまで、それを続

けていくというような我慢強さのようなもの。 

そういうふうな、横の連絡を取りあいながら、やっていけるようなファンクションとい

うのはどこに求めていけばいいのかなという気がする。 

三学連携、大学連携ではもちろんそんな話をしているが、もちろん宗像市とのいろんな

講座なんかもあるが、これも何種類もあって、それぞれ展開しているわけだけだが、どっ

かで一覧性を持って、参加者にとって優しい一覧性を追求したい。 

一堂に会して、議論をするような話じゃなくて、それが手続を 1 つどっかで踏んどくよ

うなものがあれば、便利なのかなと思う。 

 

（部会長） 

この辺は事務局どうか。 

 

（事務局） 

今、大学との連携ということで答えさせてもらう。 

市では、宗像大学のまち協議会を設置しており、市内の三大学と宗像市とで、協議会つ
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くっているが、この中で、今までは協働大学とか、各大学での公開講座の紹介とか、そう

いった連携事業を行ってきていた。 

今後は、もっと地域とか市民活動団体とも連携したような取り組みができるように、今、

検討を進めている。 

 

（部会長） 

大体委員の意見等も出尽くしましたようである。 

事務局大体、この辺でまとめていきたいと思うが、どうか。 

 

（事務局） 

今もらった意見をまた内部でいろいろ検討したい。 

この生涯学習ところで、1点だけ真ん中の項目の文化芸術活動については特段意見がなか

ったように思われるが、そこは意見特にないという確認とあと何かあれば意見を頂きたい。 

 

（部会長） 

事務局から話があったように、文化芸術活動の充実の部分での現状課題、それから取り

組みの方針、また主な取り組みの事業という形で記載がある。 

この辺は、最後になるが委員の意見等はないか。 

 

（委員） 

事務局に聞きたいが、例えば宗像の若い人たちがプロを目指そうというような時にどこ

かする場所があるのか。 

 

（事務局） 

例えば今、宗像の中で学んでいるプロを目指して学んでいる人たちの可能性が 1 番高い

のは、恐らく教育大学の例えば音楽課程であったり美術課程であったり、書道過程であっ

たりそこら辺の方たちでプロ目指していこう若しくは教師っていうような人たちがいる。 

それと、宗像在住の中で、例えば音楽関係で自分は歌手になりたいとか言われる人もい

るのではないか。 

ただ、そこら辺のその情報の把握あたりも十分できてないし、場っていうのは、これち

ょっと掲載しているのが、音楽あふれるまちっていうふうにしていて、実は、文化芸術の

中で美術もあったり舞踊もあったり演劇もあったりするが、平成 27年度からのこの総合計

画の中では音楽を中心に据えようかと、これが 1 番幅広い領域じゃないかっていうことで

やっていくが、ユリックスであったり、コミュニティもその舞台にもなっていくでだろう

し、場合によっては、よくテレビとかニュースで出ているストリート町中で音楽を奏でる

人たちがいて、これが駅前からずっと追い出されたりとか、そこら辺は例えば，赤間駅前
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であったりとかユリックスの玄関前あたりに土曜日曜日だけ演奏していいとか、いろいろ

な取り組みをしていくと、活動の場っていうのはできてくるんじゃないか、それがそのま

ま今度、市民に帰して、直接聞く場にもなっていったりとか、いうようなことがあるから、

そのプロを目指していく人を支援していくっていうが、そのまま市民に聞く場をつくって

いくというように考えている。 

 

（部会長） 

では、委員その他意見等はないか。はい、無いようなので事務局に戻したい。 

 

（事務局） 

それでは次第の 4番のその他というところに移りたい。 

 

・第 4回開催日：3月 24日（月）19時～ 

・第 5回開催日：4月 15日（火）19時～ 

 


