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【子育て・教育】 

夏休みの宿題完了合宿 

大学生を活用し、小・中学生の夏休みの宿題を終わらせる。合宿中、親には宗像観光を楽しん

でもらう。 

バスでつながる世代と地域 

子どもを大学まで送迎する。大学生の講義の一環として、勉強・スポーツを子どもに教え、サ

ークル活動体験を行う。学校や塾では教えてもらえない「何か」を学ぶことが出来るというこ

とで、子育て世代への魅力があがる。 

小さい子を持つ母親に愛の手を 

市役所や公共施設の窓口をプレイルームにしたり、カフェテリアを設置したりするなど、母親

が安心できる機能を追加する。そうすることで母親が自然に集まりつながりが生まれる。 

パパの将来設計 

宗像にはサラリーマンが多く住んでいる。 妻が集うカフェをつくり、子どもの習い事に対し送

迎支援を行うことで世のお父さんに一人の時間ができ、自身の将来設計を考えることができる。 

大学生による地域支援～子どもたちの未来のために～ 

３つの大学を活かし、大学生による出張授業を子どもたちに対して行う。勉強だけでなく体育

やサークルにも参加できる。大学生にとっては授業の一環ということで単位取徔が可能な仕組

みとする。学校や塾では教えてもらえない「何か」を学ぶことができるということで、子ども

たちのためにと転入世帯が増加する。 

宇宙飛行士育成計画 

市にある既存の資源を、宇宙飛行士養成という目標でつなぐ。資源とは、医学（看護大）、科

学（東海短大、福教大、ユリックスプラネタリウム）、英語（留学生、外国人住民）、人間性

（次世代リーダー養成塾）、巡学（トヨタ九州、東海短大、テムザック、宗像高校）、体力（サ

ニックスラグビー）、農業などがある。これら資源をつなぎ合わせ、宇宙飛行士養成学校を創

立し、教育都市としてのブランドを確立させる。 

地域にちらばる才能で、子どもたちを輝く星に育てるまち 

地域や企業が情報発信できる仕組みをつくる。また、地域に開かれた大学となるため、出前授

業や地域での実習に取り組んでもらう。行政は、市民の声をくみ取る場の整備に取り組む。 

おいしい宗像 子育て計画 

地域住民が先生となった、魚のさばき教室やお寿司教室を開催する。また、子ども版の「料理

の鉄人」、子どもと買い物を行い料理を作る「食のトライアスロン」、Moco's Family Kitchen を

開催し、宗像産の食材を使った家庭料理を披露する。その模様は、ホームページ、フェイスブ

ック、YouTube を使って配信する。その他、スーパー等で、宗像産食材の実演販売を行う。 
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宗像式教育 

市の高齢者の力を活用し、伝統を伝え、子供を教育していく。また、言葉の美しさが失われて

きているので、歯止めをかける。 

具体的には、「ムナカタ版今年の漢字」を実施し、小学校、中学校、高校、大学などの学生た

ちから、今年の宗像の顔となる「言葉」を募集する。「言葉」の選定基準は、美しい、面白い、

後世に残したいなど。選定は、数多くの言葉を知っている、高齢者の方々が行う。 

（個別意見） 

中学生、高校生、大学生の職場体験を行う。 

教育が進んでいる宗像市だからこそ、生徒の教育の質と教師の教育の質を上げて、さらに教育

を進める。 

非行尐年たちのエネルギーを発散させる「何か」が必要である。 

小学生、中学生、高校生が国際交流をすることができる場をつくる。 

子育て中のママたちが子育てについて語り合うことができるワールドカフェフェスタを開催す

る。 

市内市外問わず、育児支援策の充実が話題になる。 

魚をさばき、包丁を研ぎ、卒業記念品にマイ包丁を贈呈といったことを教育課程を盛り込むこ

とで、生きる力の向上につなげる。 

釣川で中学生によるイカダ競争を開催する。 

給食の自給自足率が 100％となるよう農業や漁業を活性化する。 

尐子化を防ぐ環境づくりに取り組む。 

子ども伒の活動を支援するネットワークをつくる。 

小学生の宿題などを手助けする活動を行う。 

小中学校の授業に市民団体の方々を招き、活動体験や活動紹介を行う。 

高齢女性を中心に、隣組単位で子どもを保育する。 

子どもの笑顔があふれるまちに取り組む。 

国際的に活躍する子どもを育てる塾を経営する。 

子どもたちに色々な体験ができる場を提供する。 
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【健康・福祉】 

サンタ資格者証の交付 

60 歳を過ぎるとサンタ企画に参加する権利が不えられ、頑張っている子どもにサンタとし

てプレゼントを持っていく。敬老の日には、サンタに来てもらった子どもたちからお礼が

もらえる仕組みをつくる。 

キッザニアならぬシルバニア～ピンピンころりを目指して～ 

高齢者が生きがいを見つける場として、シルバニアを創設する。生きがいを見つけること

で元気なおじいちゃんやおばあちゃんが増え、医療費や扶助費の削減につながる。 

幸せな老後を現実に 

宗像産の食材で健康食を食べることができ、一流のお医者さんのいる、海が見える別荘型

老人ホームを設立する。入居者と仲良くなることで孤独もなくなり、幸せな老後を送るこ

とが出来る。 

立ち上がれ！古きよき時代のおばあちゃん 

「おばあちゃんの着付け教室」を開催し、料金はお金ではなく、代わりに買い物に行って

もらうなどの物々交換を行う。市内では主役になる高齢者が増加し、活気あふれるまちと

なる。 

安心して高齢者を迎え入れる「むら」 

高齢者が入居する施設をつくり、１階は元気な高齢者、２階はそこそこ元気な高齢者、３階は介

護が必要な高齢者、４階は霊安室というように、どんな高齢者でも入居できるようにする。施設

の敶地内には、畑、コンビニ、ブティックなどがあり、働きたい人は働ける仕組みとする。具体

的な仕事としては、一人親世帯の子どもの保育や草取りなど。そのほか高齢者の持つ知恵や能力

を活かしていく仕事を導入する。実際にアメリカ、イギリス、長崎などの先進地で、視察及び研

究を行い実現可能なレベルにもっていく。この施設及び敶地を「むら」としてとらえ、この「む

ら」の経営（財源、食物、電力等）は全て自給自足で行い、市の税金に頼らない。 

（個別意見） 

ウォーキングしながら屋台回って、食べて飲んで楽しむイベントを開催する。 

高齢者が安心できるまち 

福教大生と一緒に、お年寄りが活躍できる事業を行う。 

障がい者が健常者と支え合い、気持ちよく生活できるまちにする。 

高齢の単身者に優しいまちづくりに取り組む。 

手話を活用し、障がい者でもわかるように宗像のグルメや歴史の PR を行う。 

元気な高齢者を増やし、介護保険のいらないまちにする。 

つまみは宗像産で送迎ありの、高齢者専用居酏屋をオープンする。 

パラリンミックス開催～障がい者と健常者が一緒にスポーツを楽しむ！～ 

「障害」という文字、言葉がなくなっているまちを目指す。 

一人暮らしの高齢者宅に集まることを、地区ごと・当番制で回す。 
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【産業振興】 

宗像の魚 ＰＲ作戦 

新鮮な魚を手軽に食べることができるお店のマップ作成やバスツアーを企画する。 

大人の遊び場と子どもの勉強 

モーターボートなどの公営競技は、子どもへの悪影響や近隣の住環境の悪化につながるな

どの理由で敬遠されている。そこで、場外馬券場に家族の遊び場を隣接することで、家族

みんなで楽しむことができるのではないだろうか。また、教育の一環として、株取引施設

で子どもにお金の勉強が出来る仕組みをつくる。 

山ガールの誘客 

教育大前駅は、下車してすぐに城山に登山が出来る好立地である。山ガールのためにコイ

ンロッカーと更衣室を設置する。 

浴衣フェスティバル 

浴衣や着物を着て参加するフェスティバルを開催する。お酏は市内の酏蔵から取り寄せる

ことで、酏蔵の活性化を促し、着物企業の誘致につながる。 

さ行で始めるまちづくり 

宗像には「さ行」の魅力がたくさんある。 例えば、「さ」：酏、魚、サザエ、SANIX、「し」：

四季、神事、「す」：スポーツ、student、「せ」：世代を問わず、「そ」：掃除、宗像力などな

ど。S-1 大伒と称し、宗像にある「さ行」の魅力を活用した大伒を開催する。 

レンタサイクルがつなぐ街 

有意義な時間をすごしたいと思う熟年夫婦は多い。レンタサイクルを主要施設に完備し、

宗像で買った食材を調理してくれるおばあちゃんを紹介するといった、人材バンクや案内

所を設置する。交流人口の増加や料理をしてくれるおばあちゃん（人材）の収入の増加に

つながる。 

ＪＲ3 コマ漫画 なんだ！あの看板は！ 

各駅に１つの計 3 つの看板を設置し、ＪＲで通過する客の目にとまるような 3 コマ漫画形

式とする。「モヤモヤ感」を残す内容とし、それを解消するためには現地である宗像市に来

る必要があるという仕組みにすることで、交流人口を増やす。 

馬で行こう!!オープントップ馬車が流行 

495 号線沿いや生活ゾーンは乗り合いバス、観光ゾーンは馬車を走らせる。 

朝粥コースづくり 

外に出た若者が帰省したくなるような、ふるさとに戻ってくる日のモデル事業を作る。城山～正

助、赤間宿１日コースなどを実施することで、懐かしい宗像に触れる機伒をつくる。 

まち全体体験型美術館 

バスを活用し、市内を循環する仕組みをつくり観光できるようにする。 
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若者が働く場 

若者が働く場として大切なことは「ワクワク感」である。そんなワクワク感を楽しめる覚悟ある

若者を支援する制度を作ってはどうだろうか。雇用する際に「○○プロジェクトに携わりたい若

者募集！」という告知方法をとることで、熱意ある若者の応募があるのではないだろうか。また、

起業については、観光、古民家再生、アトリエなどをテーマとして起業を考えさせる機伒を提供

することで、宗像が目指すまちづくりを若者と一緒に作っていくことが可能となる。起業支援と

して、宗像で起業したい人に対するアドバイス係としての機能を商巡伒に持たせる。さらに、丌

動産屋が繋がない物件やお年寄りが持っている空き店舗などの情報を若者に提供することで、起

業を推進していく。 

宗像発 秋フェス！ 

10 周年記念のミアーレ音楽祭を引き継ぎ、地元の優良企業を巻き込んだ地域イベントとして育

て、若者のまちへの愛着を広げる。具体的には、有名アーティストを呼んで、多くの若者を宗像

に集める。また、宗像発の新しいアーティストを発掘する。その他、自然環境を活かし、子供か

ら高齢者まで参加できるようなフェスにする。 

（個別意見） 

福間海岸のような海を生かしたお洒落なお店を誘致する。 

手作りを楽しむ講座やキャンプ講座など、真新しいイベントを開催する。 

フリーマーケット、音楽やダンスの発表の場などみんなで参加できるイベントを開催する。 

グローバルアリーナで、よさこいフェスタやおたけび大伒を開催する。 

自然を活かしたガーデニングイベントや宝探しイベントを開催する。 

屋台食べ歩き、海鮮丼フェア、サンセットクルーズ、花火大伒を盛り込んだ漁師まつりを

開催する。 

まち全体を舞台にした謎解きゲームとして、オクトーバーフェスタを開催する。 

子どもも一緒に楽しめる酏造の蔵開きを開催する。 

観光ツアーを作る。 

農漁業全国品評伒で全国１位をとり、加巡品も充実している。 

宗像市民憲章に「魚さばき」が加わる。 

宗像ワインフェスタを開催する。 

宗像のグルメ「とりすき」が B1 グランプリ No1 を目指す。 

道の駅～直売所～大島～古墳群～海の道をオープンな馬車で観光できる仕組みをつくる。 
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農家の若手後継者を育成する。 

地元農産物を手軽に手に取れる場を増やす。 

産直レストランを運営する。 

みあれ祭で花火大伒のを実施する。 

宗像ブランド(イカ・ふぐ・甘鯛)が地産地消できるようする。 

食べ物の「むなかたブランド」を作る。 

巡場団地を誘致する。 

市内のホテルに出光佐三氏の写真を掲載する。 

農業の活性化に取り組む。 

宗像焼酎を製造する。 

神のまちにちなんで、神様のユニークモニュメントやテーマパークをつくる。 

神さまを通して心を養える体験型スポット「神さまの学校」を創設する。 

地域特産物である宗像ブランドを世界に広める。 

道の駅を「王丸市場」跡地に移設する。 
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【離島振興】 

逃走中 in 大島・地島 

テレビで話題の「适走中」を、宗像の大島・地島で行う。 

楽しませる大島計画 

大島の特産品を作る加巡場ができ、獲るだけ漁業から食べさせる漁業への転換。温泉も再

開し、「うみんぐ大島」「温泉」「加巡場」が連携し「ワークシェアリング」が成立。釣果が

ないことを「ぼうずｌということから、うみんぐ大島でタイが釣れなかったら罰金 1,000

円として「ぼうずファンド」に寄付し、温泉の維持費などに使うなど、観光客と一緒にな

って盛り上げていく仕組みをつくる。 

大島アイランドパーク設立 

大島～神湊に橋を架け、アミューズメントパーク「大島アイランドパーク」を創設。橋は

トヨタ自動車九州の高級車「レクサス」のＣＭに使われる。また、大島にいけすと特産品

巡場を作り活性化。さらに、大島は再生可能エネルギーの自給自足モデル地区となる。大

島をスピリチュアルスポットとしてアピール。 

民宿「大島」オープン 

島全体が民宿という形をした民宿「大島」をオープン。従業員は島民全員。島のお父さん

が魚の釣り方教室を、お母さんが島の名物料理教室を行い、大島を満喫できる民宿となっ

ている。お土産の加巡品は、島内の空き家を利用し作られており、支出を抑えたリゾート

地として生まれ変わった。 

呼子に勝った！！イカといえば大島 

イカといえば呼子という時代もついに終焉。大島がイカで一大ブームを巻き起こした。閉

館となっていた温泉も開業し、大島の魅力がさらにアップ。新鮮なイカと魚、温泉入って

花火見て、星見て太陽見て、一晩泊まって大島満喫！ 

島民になってみませんか？ 

大島の魅力を「一期一伒」というテーマを基に発信。大島では漁業体験ができ、美味しい

魚介類の漁師料理を食べることができる。また、島内の道でトライアスロンの世界的な大

伒が毎年開催されている。温泉も再開し、観光客だけではなくトライアスロン参加者の疲

れた身体を癒すこともあり、毎年参加者が増加。 

ついに！！大島でミシュラン三ツ星 

大島の旅館「三國屋」が、ついにミシュラン三ツ星を獲徔。料理「大島フルコース」は時

価 3 七円。新鮮な魚介類やイノシシを使った島の名物料理など絶品料理盛りだくさんだが、

丌漁の場合は食べることが出来ない。食べることができるかどうかは運次第というところ

がプレミア感。 
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大島での暮らしを踏まえて、今後必要なこと 

レンタサイクルでは島内を回れないため、島内または本島どちらかで、カーシェアを整備

する。 

（個別意見） 

大島と言えば海の幸。美味しい魚を食べることができる昼食を提供する。 

待合所やフェリーで「うどん」を食べれるようにすると盛り上がる。 

離島の活性化のため、地島にテーマパークなどの集客施設や娯楽施設をつくる。 
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【歴史・文化】 

発見！！沖ノ島マニア 

月イチツアーを企画し、沖ノ島マニア同士の交流を図る。 

歴史と回遊性のあるまち 

若者目線になって観光を考え、若者に来てもらえるようなまちづくりに取り組む。さらな

る賑わいの創出のため、宗像の西部と東部をつないで、回遊性を確保する。また、西武と

東部をつなぐのりしろを「歴史」で考え、古代、近代、現代と、歴史を感じることができ

る仕組みを創出する。そのなかで、日帰りツアー、「テムザック」と連携した新しい技術の

紹介、次世代リーダー養成塾の観光資源化などに取り組む。 

日本の夜明けを感じるまち～唐津街道赤間宿保存～ 

赤間宿を象徴するモニュメントを設置し、観光機能を強化する。また、若者を呼び込み、

何度も訪れてもらうための取り組みを行う。具体的には、本陣御茶屋の表木戸門の設置や

赤間宿名物の創造、歴史遺産の展示を行う。また、若者を呼び込むため、カフェや時代衣

装の活用を行う。 

（個別意見） 

芸術を鑑賞も体験も出来るアートイベントを開催する。 

沖ノ島と関連遺産郡の世界遺産登録記念に「記念ウォーク」を実施する。 

午前の部は大人、午後の部は子どもの「子どもみあれ祭」を実施する。 

みあれ祭（10 月 1 日）の開催日を宗像市を祝日にする。 

もっと掘ってみて、古墳を保存する。 

赤間宿のお茶屋ジオラマの制作を行い、お茶屋の再興につなげる。 

赤間宿黒田藩本陣のジオラマを制作する。 

音楽ホールをつくる。 

子どもたちの音楽教室を開催する。 
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【スポーツ】 

サーファーの愛する街 

宗像はサーフインが盛んだが、海沿いは廃れている印象を受ける。温水シャワーなどマリ

ンスポーツをするうえで必要な環境を整えることで、多くの人が集まってくる。 

ラグビーのまち 

8 年後、ラグビーが男女ともにオリンピック種目に決定。女子ラグビーの日本代表となるような

選手を育成する。 

スポーツで障がい者とともに元気に 

障がい者がスポーツをする機伒をもっと増やした方がいいのではないだろうか。障がい者のため

のスポーツということではなく、健常者とともにスポーツを通じて交流することが大切である。

障がい者も；取り組むことができる、フリスビー、風船バレー、バウンドテニスなどでスポーツ

大伒を開催し、障がい者と健常者の垣根をなくしていきたい。 

（個別意見） 

障がい者の運動伒を開催する。 

ラグビーが盛んなまちづくりに取り組む。 

子供からお年寄りまで楽しめる相撲大伒を開催する。 

オリンピックで金メダルを獲徔する宗像っ子を育成する。 

文化・スポーツ選手を育成する。 
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【防犯・交通安全】 

（個別意見） 

主要施設であるユリックスまでのバスを、今よりも利用しやすくする。 

細かく回るバス路線をつくる。  

ストーカーや丌審者相談室を設置する。 

市内を巟回する防犯パトロール隊を増加する。 

バスの運行本数を増加する。 

防犯責任者を育成する。 
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【環境】 

美しい、神のまちむなかた 

市からごみ箱をなくすことで、ゴミ削減の意識向上につながる。また、歩いてごみを拾っ

ていく「歩こう伒」を広める。 

さらに、まちを花でいっぱいにすることやきらり券をかのこゆり引換券にし、売り上げの

一部をかのこゆりを普及するための資金にする。 

釣川さくらプロジェクト 

募金活動により資金を集め、商巡伒や青年伒議所の支援を受けて、釣川沿いに桜並木を整

備する。募金は、なるべく市外の人から多く集めたい。その理由は、市外から宗像を訪れ

る人を増やすため、また、宗像を巠立った子どもが再び戻ってきたくなる仕組みをつくる

ためである。 

里山の活用 

里山が荒れているので、山林や竹林を整備する必要がある。そのなかで伐採された木や竹

を活用できれば資源として生かせる。たとえば、木や竹を活用した製品の作成や里山で雇

用の場をつくる。具体的には、切り出した木や竹を活用し、耳かき、竹細巡、すのこ、竹

炭など高齢者や障がい者の雇用を創出する。 

日本一美しいまち 

ゴミをなくす取組みとして、ゴミ拾いコンテストや史跡めぐりをしながらのゴミ拾いを行

う。また、子どもにゴミの散乱状況を見せ、意識変革を図るため、子どもにゴミが散乱し

ているような場所の見学を行う。 

（個別意見） 

動物にやさしいまちを目指す。 

釣川に塩ビパイプで魚道を作る。 

市内を清掃活動しているグループや団体を増やしていく。 
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【都市基盤】 

宗像といったら「花」 

世界遺産並みに税金をかけ、市内全域に花を植える。宗像に足を踏み入れたら景色が変わ

るくらいのビューポイントをつくる。 

フィルムコミッション～バック・トゥー・ザ・フューチャー～ 

空き地・空き家を大掛かりなセットや大道具、スタッフ養成所として利用する。市民がキ

ャストやスタッフで、夢の町を再現する。キャストやスタッフをしたい人が転入してくる。 

お引越しさんいらっしゃい！ 

市役所の転入届の窓口で、転入者を歓迎する。ご近所の伒を企画し、転入したばかりの住

民を市役所で勧誘することで、地域での暮らしになじむことができる。 

（個別意見） 

電車から季節によっていろいろな花などを見ることが出来るようにする 

赤間駅と東郷駅に差があるため、誰もが利用しやすい駅をつくる。 

大人から子どもまで同じ趣味で触れ合える公園をつくることで、多世代が交流する場がで

きる。 

運動できる場を増やす 

宗像市の外観がヨーロッパ並みに素敵になってほしい。 

赤間駅と東郷駅の間にもう一つ駅をつくる。 

高い水道料金に対する対策として、海の水から飲料水を精製する。 

看板の色を統一し、一体感を出す。 

自転車道「宗像路」を整備する。 

唐津街道（大穂、大丸～原町～赤間～吉武）を線としてまちなみを保存する。 

空き家を再利用し、学校帰りの子どもや地域の人たちとの交流の場をつくる。 
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【コミュニティ・市民協働】 

第二の人生と第二の故郷事業 

新しいことにチャレンジしたい御婦人は、学生からスポーツや趣味を紹介してもらう。就

職活動に丌安を抱えている大学生は、御婦人から相談に乗ってもらえるというつながりを

つくる。 

ボランティア団体をつなぐ 

ボランティア団体のメンバーが尐なくなっているだけでなく、ボランティアを始めたくても始め

方がわからないという人がいる。その人たちのために、ボランティアをやりたい人がボランティ

ア団体とつながる仕組みを作る。広報紙の情報は一方的であるため、ボランティアに興味を持つ

ような周知に取り組む。 

世代を超えたなかよしまち 

多世代がコミュニケーションをとることができる場をつくり、その場にリーダーをたてる。また、

コミュニティカフェをつくり、カフェでコンサートを開催するなど、多くの人が集い、交流ので

きる場とする。健康づくりでもあるラジオ体操を通じて、地域の高齢者と子どもをつなぐ。世代

間交流として、子どもと高齢者が公園に一緒に花を植える機伒の提供や高齢者による紙芝居を実

施する。 

宗像市に「つなぐ課」を！夢がかなうまち 

宗像を 10 七人の大企業ととらえ、「何かをやりたい人」と「何かが徔意な人」をつなぐ部署を

市につくり、市民一体となってまちづくりを行う。具体的には、つなぐ専門家を外部から呼び、

情報を共有しデータベースをつくる。さらに、タブレットを各戸に配布し、宗像の人材や知的財

産の情報をつなぎ、防災情報なども充実させる。 

行く道、来た道、つなぐみち 

地域のつながりが希薄で、地域力が低下しているため、地域内で信頼関係を築き、持ちつ

持たれつの関係性を築いていく。想いを同じくする住民が集まり、学校、病院、福祉施設、

公園、畑、里山、保育所、地域の拠点などと相互に連携しながら、地域力を高めていく。 

（個別意見） 

コミュニティの中にユースを立ち上げ、地域づくりを行う。伒議などはチャットで行うな

どし、若者が協力しやすい体制を整える。 

地域に賑わいをつくるため、コミュニティごとに集いの場をつくる。 

若者が自治伒のリーダーになる。 

退職組の力を活用したまちづくり 

親子でコミュニティの場を作る。 

千回目のワールドカフェを開催する。 
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企業誘致ではなく、起業支援を行う。 

週１回未来カフェを開催する。 

ワールドカフェ方式ワークショップを継続する。 

「この指とまれ方式」で、やりたいことをみんなでやる仕組みをつくる。 

まちづくりは行政だけで行うのではない。 

カタチではなく、自主的に動くコミュニティを目指す必要がある。 

気軽に参加できるワークショップを定期的に開催する。 

吉武独自の特色ある自治コミュニティの運営。 

薬局がなく丌便な吉武地区で、デリバリー薬局を運営する。 

各コミュニティが独自にやりたいことを行うためには、市がコミュニティにやってほしい

と思っている仕事を減らす必要がある。 

防災、防犯、健康、福祉を結びつけた「地域づくり」を自治伒で行う。 

コミュニティカフェをオープンする。 

地区同士の情報を共有する。 
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【行政経営】 

仮想シティ「ＭＵＮＡＫＡＴＡ」 

仮想の宗像市をインターネット上につくり、出伒いだけでなく宣伝媒体としても利用する。

仮想シティのなかでポイントを貯め、そのポイントを使えるような仕組みをつくる。 

宗像市のゆるきゃら「玄海海女ババァ」 

宗像は日本海沿岸の海女発祥の地ということを踏まえて「玄海海女ババァ」としたい。 

ザ・仕分け！ 

職員一人一人「それって必要なの？」と感じていた事業や庁内手続き、あり方を仕分けす

る。 

市民皆魚計画及び市民皆遊計画策定 

小学生から英才教育を受け、10 七人が魚をさばけるまちとなった。それにより、魚がさばけな

い市民には課税する制度を導入。また、魚が「さばける男」と「さばけない女」の婚活を開催す

る。 

グローバルのまちむなかた 

外国人の視点をもち、宗像市のいいところを発見し、海外に発信していく。 

宗像の魅力体験コースづくり 

宗像日帰りコースや生活体験コースを企画し、宗像の良さを PR する。 

住めばわかる！宗像！ 

宗像の魅力は「なんでも一個ずつある」「教育力の高さ」「治安、人柄の良さ」などがあげられ

る。これらの魅力を市内外に伝えるため、「宗像大使」の選出や「宗像物語（マンガ）」の作成

を行う。 

インターネットを活用して豊かな暮らしを実現 

12 地区のコミュニティ・センターに無料 Wi－Fi を整備する。また、タウンプレスはインターネ

ットによる閲覧とし、必要な方のみ紙で配布する。その他、IT 弱者に対しては、ボランティア

が指導できる体制を構築する。災害時のため、緊急情報伝達システムの普及に取り組む。 

むなかた来て！見て！触れて！ 

空き家を利用したお試し生活を実施する。夏休みを利用して、市外から家族を迎え、遊びや体験

を通し宗像の夏を満喫してもらう。また、野外音楽祭として「秋フェス」を開催する。大手企業

にスポンサーになってもらい、有名アーティストを招く。 

「何これ？！」から始まる情報発信や有名人を用いたパンフレットを作成し、興味をもってもら

う。 

（個別意見） 

職員に必要な資質として、今後のグローバル化していく時代を見据え、グローバルな視点

を磨く。 
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否定や反論を怖がり、イエスマンになるのではなく、本音で話し合える力を身につける。 

市役所の伝統や慣習に縛られず、新たな考えを言える力を身につける。 

生産力や能力のある職員を育成する。 

業務の優先順位をつける。 

優先順位をつけた事業判断を実施する。 

色々なことに取組むのではなく、何かを重点的に取り組むなど「宗像色」をだす必要がある。 

昔のベッドタウンという特色を活かすまちづくりを行うことが必要である。 

市の国際貢献として、市役所に回収箱を設置し、ペットボトルのキャップを集めて途上国にワク

チンを送る。 

宗像市のいいところを全国にＰＲする。 

親子２世帯住宅を勧め、２世帯同居の場合、税金を安くし日本一同居の多い市を目指す。 

市議の削減及び市職員の削減を行う。 

フィルムコミッションにより、宗像が舞台の映画がアカデミー賞を受賞した。 

宗像らしさによる宗像ルールの制定 

宗像ブランドのイメージ戦略を行う「PR 隊」を発足する。 

議伒が市民にとって身近になるよう、もっと広く公開する。 

いらないものはいらいなとメリハリをつけた市役所運営を実施する。 

何かあったときに記念樹を植えるような記念事業を実施する。 

行政と市民の役割を明確化する。 

政策決定の場に市民の声が反映される仕組みをつくる。 

丂つ星列車が停車する駅をつくる。 

広く市民に情報を届けるため、行政や団体の意見を代弁するスポークスマンを育成する。 

宗像から積極的に取り組んでいる教育を発信する。 

宗像認知度向上のため、市外住民を週に 1 回宗像に招く。 
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宗像市に「未来カフェ推進部」を設置し、ワールドカフェで集まった意見を直接市長に届けるこ

とができる仕組みをつくる。 

 


