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第２回宗像市総合計画審議会部会（元気を育むまちづくり） 議事要旨 

 

日 時 平成２６年１月２０日（月） １９時００分～２１時００分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】池淵惠 岡村純 萱沼美香 桑野俊一郎 久本貴志 

中里留美子 牟田貴美子 田中一郎 

 

【事務局】中野部長 塔野課長 田中係長 立花係長 新海 狩野 

尾園 赤田 吉武 中村 

柴田部長 中野課長 岡田課長 正路指導主事、西島指導 

主事 長谷川課長（秘書政策課）長谷川課長（図書課） 

占部課長 古川課長 村上参事 北城戸係長、竹下係長、 

大楠係長、織戸係長、許斐係長 

報  告 １）第１回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

議 題 １）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

その他 １）第４回の開催日について 

 

１ 経営企画課長あいさつ 

  

２ 報告事項 

（１）第１回宗像市総合計画審議会部会の議事要旨について 

   事務局説明 

 

３ 審議事項 

（１）第二次宗像市総合計画 基本計画案について 

   事務局説明 

 

【教育活動の充実】 

（部会長） 

施策区分の開かれた学校づくりの推進というところで、意見はあるか。 

 

（委員） 

子どもたちとかかわる地域とは、青尐年育成部会を柱にしていくととらえてもよいか。 

 

（事務局） 

行事や運動を通して、地域のなかで規範意識や社会性、学力を備えていきたいというこ
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とであるため、コミュニティ全体ということになる。その中に青尐年育成部会が入ってく

ることになろうかと思う。 

 

（委員） 

学校運営評議委員会の充実であるが、育成活動をしている側には学校評議委員会の情報

が入らない。どういう方向性で自分たちの地区が子どもを教育しているのか、地域に何を

のぞむのかが分からない状態である。連携ができるシステムをなるべくつくっていただき

たいと感じている。 

 

（事務局） 

学校運営評議委員会は中学校区単位で行っている。出席者はＰＴＡ会長、コミュニティ

会長、小中学校の管理職などで構成され、学期に 1 回ほど協議をしていただいている。そ

の中で学校評価も含めて情報開示しながら、会議を進めているところである。会議の内容

等については、各コミュニティで話をしていただくなどにより情報共有していただければ

と思っている。 

 

（委員） 

学校運営評議委員会の中で出た意見で、地域が考えなければならないことについては、

実際に活動しているコミュニティの青尐年育成部会に伝えてほしいということを言ったほ

うがいいのではないか。 

また、学校運営評議委員会の委員は地域でばらつきがあり、学校側がほとんど会議に参

加されていないという状態もあるため、連携のなかで解決できるのかなと感じている。 

 

（委員） 

学校との連携が厳しい家庭もあるので 1 年に 1 回連携会議をしているが、校長先生の考

え方一つですごく違う。一部の校長先生になると地域のことは地域でしてほしいというス

タンスで、その連携会議すら積極的ではないということがある。もちろん、コミュニティ

の会議にも出てこられないため、コミュニティとの連携ができていない。学校の中だけで

開かれたと言わないようにし、開かれた学校という部分を見せながらアピールをしていけ

ばいいと思っている。 

 

（委員） 

開かれた学校づくりの推進という名を打つのであれば、全ての学校関係者がコミュニテ

ィの部会のいずれかに入るようにしていただきたい。人材活用事業の拡充というのは、地

域のすばらしい方と知り合いなることからはじまるため、地域の人材が学校に来ていただ

けるという相乗効果もたくさんあると思うので、できれば地域に格差があまりないような
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システムづくりをしていただければと思う。 

 

（委員） 

今後は、コミュニティと学校がどういう関わりを持っていくかという基本をしっかりと

示すことが開かれた学校づくりとなるではないか。開かれた学校づくりにはいくつかの視

点があると思う。１つ目は、学校施設というハード設備をどう地域に開いているかである。

地域の方が自由に使えることが大事であると思う。２つ目はソフト事業を担うことである。

教育活動を開くなかで、色々な立場の人が参観、参加していくことが学校運営評議委員会

だと思う。学校は一歩ずつ開いていっているなかで、学校が地域で信頼されることが 1 番

必要なことではないかと思う。学校と地域を平行で扱うのか、地域の中の学校だという考

えなのか、そこをしっかり持っておかないといけないと思う。私はコミュニティの中に学

校があると考えており、その中で学校は、子どもたちの社会性や基礎学力を学ぶ専門機関

であると思う。また、コミュニティ・センターは生涯学習のしっかりした拠点だと思うの

で、この二つがどうやって結びつくのかが大事ではないだろうか。そのため、協働の取組

みでは、家庭や地域と協働し学力を向上させるとあるが、もう尐し具体的にした方がいい

のではないか。もうひとつの協働の取組みでは福岡教育大学と固有名詞で書いてあるが、

３大学を踏まえ基本的なことをここで書いてはどうか。 

 

（部会長） 

根本的な問題提起であるが、総合計画の中ではどういう考えなのか。 

 

（事務局） 

各学校、地域の特色がありますので、中学校区によっては、地域の方に学校に来ていた

だいて一緒に授業をやったり、子供たちが総合的な学習の中で地域教材を学習するという

ことで地域に出て行ったりなどを行っている。また、コミュニティ祭りでの演奏、地域の

方と一緒に行う清掃活動、小・中学校一斉のあいさつ運動、寺子屋のような形での補充学

習などに取組まれている地域もある。このような関わりが学校でどんどん進んできている

ため、情報を共有しながら中学校区でできることを進めていきたいというふうに考えてい

る。 

 

（部会長） 

おそらく、その取組みの発信がコミュニティに届いていないのではないかということだ

ろうと思う。情報共有は協働の基本であり、できなければ協働はあり得ないので、施策の

中で記載している情報発信の強化をどのように行っていくのかだと思うのですが。 

（委員） 

地域の中の学校であれば、学校は専門性を大事にしていかなければいけない。地域とど
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のように連携していくかということを考えなければならない。コミュニティも学校情報の

発信を行っているので、コミュニティとの連携が進めば、学校の情報誌がコミュニティの

情報誌と一緒になるなど良い連携になってくるのではないかと思う。ハード面でも、学校

とコミュニティ・センターがつながりながら、地域の学習を支えていくという感じになっ

たらと思っている。宗像市はそういう要素がたくさんあって、すごいなと思っている。 

 

（委員） 

今後、教育だけではなく、地域ケア福祉という視点から見ても、小学校区単位や中学校

区単位で地域のことを考えていくことが重要になる。 

 

（委員） 

できるだけ学校にコミュニティが何をしているかを知っていただきたい。学校には地域

連携部会というものがあり、その先生方と交流したいとお手紙を持って行ったが、見事に

裏切られたということがあった。どうも学校が考えている地域連携というのはイベント的

なものになってしまっているように感じる。コミュニティの育成部会というのは、日ごろ

の子どもたちの安全を守ってあげる、地域の人の力を借りた体験不足を解消するなどを行

っている。地域に開かれた学校ということであれば、地域に目を向けるというシステムを

尐し考えてほしい。コミュニティでも活動が活発になってきており、学校の協力があるこ

とで相乗効果が生まれる。できれば、このマスタープランの中にそういうことが尐し反映

されるようにしていただければと思う。 

 

（事務局） 

今までの意見の確認だが、一つは課題として地域との連携が不十分ということを記述し

てほしいということ、もう一つは取組方針の中で情報の発信は書いているが、それが相互

発信なのか、また情報共有という形で追記したほうがいいのかというところかなと思われ

る。主な取組事業の中では、具体的に学校運営評議委員会の記述をしているので、事業を

やる中で出た意見がつながっていくような仕組みを考えてほしいという意見というところ

で、事務局で承ってよろしいか。 

 

（部会長） 

単なる一方的な情報発信だけではなくて情報共有をするというところを強調するという

こと、学校運営評議委員会の充実という項目の中で、具体的な内容としていかに地域との

連携を深めていくかというところだと思う。学校運営協議会の構成委員は同じではないの

か。 

 

 



5 

 

（事務局） 

 同じではない。学校運営評議員会の委員の構成は中学校通学区域で、住民、保護者代表

または学習経験者の中から、教育に関する理解及び識見を有する者ということとしている。 

 

（部会長） 

そうすると、規則を変えるよりもそれをいかに運用していくかというのを、中学校区単

位でつくっていくしかない。それこそが協働化ということかもしれない。 

 

（委員） 

地域の中の学校ととらえたいが、やはり地域と学校にはいくらか溝があって、その溝を

うまく埋めることが難しい。教育関係になると、必ず学校、家庭、地域が出てくるが、子

どもの育成にかかわってるのは育成部会である。だから、地域に注釈でもあり、コミュニ

ティのすべての大人などのようにくくってもらう方がいいと思っている。 

 

（部会長） 

もう尐し連携する内容、主体を踏み込んで記載したほうがいいのではないかということ

だと思うがどうか。 

 

（事務局） 

地域のとらえ方を含め、いただいた意見につきましては、いったん事務局で持ち帰らせ

いただき、次回以降にこちらから提示させていただきたい。 

 

（部会長） 

では、施策区分の学校教育の充実というところではどうか。 

 

（委員） 

取組方針の中にある小中一貫教育の検証というところで、保護者がどういうふうに感じ

ているかということを中に入れていただきたい。子どもを預けている保護者が、小中一貫

教育を全くわからないということではダメだと思っている。良さを表に出し、保護者にも

わかりやすいような小中一貫教育を伝えてほしい。 

また、主な取組事業で、豊かな心を育てるということのなかに文化的なものが入ってい

ないので、市民活動団体や文化活動団体等との連携など、尐し幅広いところでの表現も入

れていただければと思う。 

 

（委員） 

 取組方針の中で、特別な支援を要する児童・生徒ということで、対象が障害児を対象と
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した内容と思うが、生活保護家庭やひとり親家庭に対する子どもの学力向上ということが

世間で言われているなか、この取組みが含まれているのかいないのか。また、ＩＣＴの活

用の例として電子黒板か出てきたが、それ以外の電子機器も含めているのかを確認をさせ

ていただきたい。 

 

（事務局） 

特別支援の関係ですが、基本的なものといたしましては障害のある児童生徒ということ

で考えており、生活保護家庭やひとり親家庭の想定はしていない。 

ＩＣＴは電子黒板を中心に、実物投影機を活用している。他の電子機器は検討している

が導入はしていない。 

 

（委員） 

想定していないということであるが、生活保護家庭やひとり親家庭で育っている子ども

の基礎学力の向上が重要になってくるので、できればそのあたりも盛り込んでいただけれ

ばと思う。 

 

（委員） 

障がいを持つ子どもを含めた教育、いわゆる福祉教育として大きくとらえて進めた方が

特徴が出てくるのではないか。障がいを持つ子どもだけでなく、周囲を囲む子どもたちに

も、障がいをもつ友達にどのようにかかわっていくかといったような教育が大切ではない

だろうか。例えば、福祉教育の言葉で言えば、福祉教育の推進という形をとり、その中で

特に本市は、特別に支援を要する子供たちに対してやっていくとか、ここでいう言葉より

ももっと大きな言葉で記載された方がいいのではないか。 

 

（部会長） 

障がいを持つ子ども以外の子どもたちにも成長するチャンスがあるということであろう

と思う。それもまた事務局で議論していただければと思う。 

気になるのが、小中一貫教育の効果というものを可視化する必要があるのではないか。

全面的な検証でなくても、中間段階で発信をしていく必要があるのではないか。 

 

（事務局） 

来年から小中一貫教育の第２期ということで基本方針を固めるわけであるが、その中で

小中一貫教育の効果を伝えるチラシを作成している。対外的にアピールをするため、今ま

での小中一貫教育の成果や今後の方針も含めて掲載し、ＰＲをしていこうというふうに考

えている。 

 



7 

 

（部会長） 

保護者には見えてないというところもあると思うので、そこら辺を考えていただきたい。 

 

（委員） 

 都市ブランドの取組みに大学や企業との連携が書かれているが、取組方針の中では、企

業のことが抜けていると思われる。おそらく、小学生や中学生が職業体験する中でかかわ

っていくと推測したがどうか。 

 

（事務局） 

事務局の想定として、人材活用事業の拡充のなかで、企業で能力を持たれた方が事業に

参入していただければと思っている。 

 

（委員） 

それであれば、上の区分の取組方針の中で学校、家庭、地域、市民活動団体等というと

ころに、「企業」という文言をいれることもありなのではないかと思うがどうか。 

 

（事務局） 

そこの部分は、修正等も含めてですね、検討させていただきたい。 

 

（委員） 

電子黒板などを活用するなかで、メディアリテラシーという分野をきっちり教えていた

だきたい。その際、企業の方から子どもたちに説明してもらうことができると思われる。 

 

（事務局） 

学校では、規範意識育成講座っていうものを毎年やるようになっている。教科の中でも、

情報を扱う場合は情報モラルについても学習するようにこちらからも依頼しており、また、

学校もそれに答えてこれからも継続して取り組む方向で考えている。 

 

（委員） 

学校教育の充実のなかで、もう尐し学校をスリム化する必要があるのではないかと思う。

文化事業やスポーツ事業を地域に移管していきながら、学校の専門性というものを確立す

る必要があるのではないかと思う。福祉教育も踏まえ、子どもたち一人一人全員が、基本

的な知識、学力、体力をしっかりと身につけることを学校で行う必要があると思う。本来

は、学校がしなくてはいけないが、もう先生方もいっぱいいっぱいである。学校側が満杯

状態になるということを危惧しており、学校のスリム化を図り基本的なことをしっかり小

中学校で教えていくことができたらと思う。 
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（委員） 

文化事業やスポーツは、地域の力があればいろいろな形で貢献ができるのではないかと

思っている。 

 

（委員） 

学校と地域が連携していく際、学校側か地域側のどちらかに連携をコーディネートでき

るような人材をつくれる仕組みが必要ではないか。連携できるシステムと連携を担うシス

テムをどういうふうにつくっていけるのかが大事なことであると思う。おそらく教育大学

が担っていく必要があるのかと思っている。 

 

（部会長） 

協働のところにある福岡教育大学と福津市とは、教育の研究を行う特定の機関を指して

いる協働でよいか。３大学との協働というのは別にあり、ここでは戦略的取組として、教

育の研究事業をやってくということを打ち出していくということでよいか。 

 

（事務局） 

そういう事である。 

 

【教育環境の充実】 

（部会長） 

今の事務局説明で、質問があればどうぞ。 

 

（委員） 

給食のところで、安全で安心な学校給食の提供というなかに、アレルギー対応も含まれ

ているか。 

 

（事務局） 

アレルギー対応は含まれている昨年度の東京都調布市の事件を踏まえ、現在、文部科学

省の方でも調査研究グループの会議が開かれている。その会議の結果を踏まえ各県各市町

村で独自に計画等を策定するようになっているため、そのなかで細かな対応等を行ってい

く方針である。 

 

（委員） 

学校というと学びの場と災害時の避難施設という２つの視点があるが、設備の更新やバ

リアフリーの関係もここに反映されているのか。 

 



9 

 

（事務局） 

 市内の全小中学校は指定避難所になっておりますので、生活安全課と連携しながら施設

整備を行っていく方針である。 

 

（委員） 

学校給食を平気で残す子どもが増えていることが気になる。また、現在どのくらいの割

合を地産地消でまかなっているのかがわかれば教えていただきたい。 

 

（事務局） 

学校給食における県産地元産青果物利用状況が福岡県からだされている。宗像市におい

ては、県産の青果物の割合が 49.2％、地元産の青果物の割合は 42.5％、県下 60 市町村の

中で、第 6位という数字になっている。 

残菜については、ごはんは小学校で 3.8％、中学校で 10.2％、パンは小学校で 1.3％、中

学校で 9.0、牛乳は小学校で 1.3％中学校で 5.6％、おかず類は小学校で 3.2％、中学校で

11.4％となっている。 

 

（事務局） 

 各学校における残菜、残食は格差がある。学級活動において、学校の実態に応じて食育

に取り組んでおり、できるだけ減らすことができるよう取り組んでいる。 

 

（委員） 

取組方針に学校、家庭、地域が連携した食育事業について、主な取組事業への対応は市

内の農産物や水産物を使った給食の提供だと思うが、給食の提供だけでは地産地消だけで

あり、食育をしていないというようにとらえられかねないのではないか。食育での取組み

を取り入れた方がいいように思う。 

 

（委員） 

コミュニティ活動で、食進会と一緒に子どもたちと地域のものを使ったピザづくりやホ

ウレンソウを入れたクッキーづくりなどを実施している。ここの学校、家庭、地域で連携

した食育事業については、このような取組みになるかと思う。 

 

（事務局） 

各学校において、指導全体計画、指導年間計画を作成することになっている。その必要

性に基づき、各学校全体で推進している。学校、家庭、地域の連携事業につきましても各

学校で実施しているため、主な取組事業に言葉を盛り込んでいきたいと思う。 
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（委員） 

図書の関係だが、司書教諭の在り方や役割については調査検討するというところで、具

体的な方向性を見出しているわけではないという解釈でいいか。 

 

（事務局） 

学校司書については十分過ぎるほど配置している。それに対して司書教諭については、

学校図書館法による定数があり、人数が尐ないなどがある。課題として、司書教諭と学校

司書が一緒に学校図書館運営を行うにあたって、先生方も担任を持ちながら非常に忙しい

ということで、この問題を何とかクリアするために、司書教諭が担任の時間を減らしてい

ただくなどということが可能であれば、司書教諭と学校司書の協働がさらに強くなるので

はなかろうかということで今回の問題提起をさせていただいている。 

 

（委員） 

図書のところで、学校、家庭、地域の連携とあるが、学校図書館をオープンにするとい

うことを進めていこうという方向性でいいか。 

 

（事務局） 

 学校管理上の問題もあり、図書館までを開放するという想定はしていない。 

 

（委員） 

具体的に何をするのか。 

 

（委員） 

学校の管理上であれば、学校長がクリアできるはずである。本当に学校図書の機能を充

実させていくならば、すべての学校ということではなく、地域の実情を見ながらより豊か

にしていくという考えがないと尐し寂しいのではないか。 

 

（委員） 

地域で連携すると書いてあるが市民団体の方たちによる朝読書のことだと思う。もう尐

し協力体制をとり、それが長く続くようであればいいと思っている。 

 

（事務局） 

朝読書、授業での読み聞かせなどをしていただいて、子どもたちは喜んでいる。これを

きっかけに地域連携が深まっている学校もあり、この取組みは相互に連携して広げていく

ことも考えていかなければいけない。 

  



11 

 

（委員） 

市の図書館と学校図書館との連携は想定されているのかについてお伺いしたい。 

 

（事務局） 

学校図書館と市民図書館の連携については、図書の物流を初め、学校、図書司書、市民

図書館司書の交流などを行っている。 

 

（事務局） 

 司書教諭以外に、図書館教育担当者がおり、学校司書も含めて、市の図書司書を中心に

研修会を開いていただいている。物の交流だけでなく、人の交流やスキルの向上について

も連携を図っているところである。今後も、司書教諭の実際の働きに関しても検証を積ん

で、東京の先進事例の資料等の紹介をしながら、宗像市の学校の司書教諭のスキルアップ

を図っていきたいと考えている。 

 

（委員） 

小学校と中学校の校舎が一緒であれば学校図書館の行き来は可能だということはわかる

が、校舎が違う場合に学校図書館の行き来はできるのか。 

 

（事務局） 

大島は施設一体型なので共有できる。その他は小中学校の施設が離れているということ

で難しい部分はあるが、今後も検討していきたいと思う。 

 

（部会長） 

教育相談体制の充実というところで、不登校の対応で適応指導教室と記載があるが、適

応指導教室に行かない子や不登校ぎみの子というのは、どんどん学力が低下していく傾向

にある。こういった子どもも本当は勉強したいのではないかと気になったので、地域人材

が学校のスペースを借り、遅れを取り戻すための連携ができるのではないかと思ったがど

うか。 

 

（事務局） 

学校図書館の修正意見について確認する。学校、家庭、地域との連携の中で、地域の独

自性という部分を出したほうがいいのではないかということで把握しておいてよいか。 

 

（委員） 

学校図書館のところで、地域との連携を課題や取組方針でうたっているにもかかわらず、

主な取組事業で具体的に書かれていないことについても御検討いただきたい。 
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（事務局） 

小学生読書リーダー養成講座などに関しても、地域のボランティアの皆さんに御協力を

していただきながら事業を進めている。調べる学習コンクールなどについても、地域のこ

とを調べることに関しては地域の方の力が必要になってくる。地域の方に協力をしていた

だきながら、子供たちの調べを進めていくような取り組みになっている。 

 

（部会長） 

 そのことを踏まえ、もう尐し書き込んだ方が豊かな内容になると思うので、事務局で検

討頂ければと思う。 

 

（事務局） 

宗像市の不登校数は他市に比べ尐ないという現状がある。その中で、適応指導教室に行

っている子は 2 割程度である。不登校の種類も色々とあるため、すべてが適応視聴教室に

適応していないということである。 

地域人材を活用した補充学習では、学校に地域の方が来られて授業を進めている場合や、

福岡教育大学のボランティアの方が年間延べ 4000人来ていただいている。 

この中で、不登校で学力が下がっている子どもへの対応を行いたいと思っている。 

 

（委員） 

不登校により学力が下がった子どもへの対応を、もう尐し見える形で記載していただき

たい。 

相談機能の強化の中に入るのかもしれないが、学校相談員等がそれぞれ頑張っていただ

いているのはわかるが、点になっているような感じを受ける。連携とは情報の共有で、こ

こにいけば不安が尐し解消できるのではないかと希望を持ちたいとお聞きしたので、その

ようなことが表せる方法がないかと思っているがどうか。 

 

（事務局） 

教育委員会にいる教育相談員がコーディネート役を行っている。保護者の方から電話相

談があると、それに対して学校と保護者に対して支援していくことになっている。 

 

（委員） 

市民活動団体のなかに、不登校の親の会の団体がいらっしゃる。お知らせとなるが、市

民活動団体との連携も視野に入れたらどうかと思う。 

 

（事務局） 

平成 24 年度に不登校の対応をしているＮＰＯ法人 5 団体と連携して支援を行ったので、
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市民活動団体と連携することも可能と思っている。 

 

（部会長） 

短い言葉で表しているためイメージしにくいということから質問が出ている。福岡教育

大学のボランティアが多く関わっていることは強みだと思うので、宣伝とは言わないまで

も、協働の相手として記載する必要があるのではないか。また、朝読書など具体的なこと

を見える形で記載した方がいい気がするがどうか。 

 

（部会長） 

教育環境の充実のところはよろしいか。では、グローバル人材の育成と国際交流の推進

について説明をお願いする。 

 

【グローバル人材の育成と国際交流の推進】 

（委員） 

姉妹都市は韓国であり、観光事業を考えるとアジアであると思う。人材の育成や教育の

中でも、グローバル＝英語ではなく、ほかの言語も含めたものがこの中に想定されている

のかいないのか。 

 

（事務局） 

 市としてグローバル人材の育成をしていこうという中で、英語に限定するということは

当然ないと思っている。国としては学校教育の強化の中で英語に集中して取り組んでいく

と思うが、市の国際化を進めていく上では、お付き合いのある国の言葉も当然尊重しなが

らということにはなるかと思う。 

 

（委員） 

そういうことであれば、主な取組事業のところでもそういった視点を入れた事業を記載

したほうがいいのではないか。英語が強調されすぎているような気がするので、アジアな

どを含めた視点をいれるべきと思う。 

 

（事務局） 

委員の皆様の御意見も参考にさせていただきながら、計画書としての表現や文言を詰め

ていきたい。 

 

（委員） 

取組みの中に異文化国流の機会の充実が急に入ってきている。日本のよき伝統文化等も

学ぶ必要があると思う。 
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（事務局） 

グローバル人材の育成の取組方針の 1 行目ですが、日本や宗像の歴史や文化を知ること

を交えながら異文化交流を行うということで、海外の方との交流にはこちらのことをしっ

かり身につけた上でないと、当然交流も始まらないという前提で考えている。 

 

（委員） 

それは今後の検討の中で、取組事業として反映される可能性があるということか。 

 

（事務局） 

具体例として、尐年尐女研海外派遣事業ということでニュージーランドに行く事業があ

るが、準備段階で世界遺産のこと、家族のこと、日本のことなどを調べたり、ホームステ

イ先で浴衣を着るなどしている。 

 

（事務局） 

トヨタ自動車九州と宮若市との三者連携事業で、今年度から高校生を対象としたカナダ

派遣事業というものをやっている。事前研修の中に自国の文化を知るコマを設け、自己紹

介等のなかでも日本のこと、宗像のことを相手方に理解していただいた上で交流を進めて

いく形をとっている。 

 

（委員） 

グローバル人材の育成と国際交流の推進の違いが分かりづらい。アジア圏のことは書い

てあるが、英語圏との姉妹都市の締結は今後ないのか？ 

 

（事務局） 

 英語圏との姉妹都市交流は想定していない。 

 

（委員） 

 異文化交流の機会の充実のなかに、宗像に住んでいる他国籍の人との交流も含んでいる

のか。 

 

（事務局） 

異文化交流は必ずしも外に出ていくばかりではない。身近なところでの交流の場をたく

さん提供するというのはベースの取組みとしてあると思うので、その辺の取組みを拡充し

ていきたいと考える。 
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（委員） 

本当に国際コンベンションを開催することをあげるのか。 

 

（委員） 

 グローバル人材の育成と国際交流の推進に境がないように感じる。分離する必要性がな

いのではないか。英語圏と他圏という違いがあれば別だが、グローバル化のなかでは言語

圏は一つのエリアであるが、分けた理由があるのか。 

 

（事務局） 

 この施策の大きなねらいというのは、子どもたちをどう育てていくかである。その手段

として、国際交流や色々な交流の中で、子どもたちに色々な動機づけの場面を提供するね

らいがある。おっしゃっていただいたとおり、１つでくくってとらえながら、事業レベル

でメニューが並ぶということでも考えられるのかなと思っている。 

 

（委員） 

国際交流の次のステップとして、経済交流の可能性も出てくる。以前は宗像市側が取り

組めないということがあったが、そのように、現実として無理なものを全部省いていくと

いう形からすると、あえて２つに分けなくてもいいのではないか。人材育成という観点か

ら、国際交流を含めてつくり上げた方がいいという気がしたがどうか。これは正しい回答

かどうかわからないが、事務局で議論していただき、やはりこの形がベターだということ

であればそれで構わない。 

 

（部会長） 

 国際会議を開こうとすると、設備投資が大きいのではないか。 

 

（事務局） 

 市内のある施設を使っての国際的な会議の話が進んでいる。政府レベルでの大きな会議

は難しいかもしれないが、小中規模レベルでの会議は可能である。 

 


