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第１回宗像市総合計画審議会（調和のとれたまちづくり）議事要旨 

 

日 時 平成２５年１２月１７日（火） １９時００分～２１時００分 

場 所 市役所第２委員会室 

出 席 者 

【委 員】天野宏欣 今西良一 齋藤 豊  

永野芳宣 牧 敦司 宗像 優   

 

【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 中村 赤田 吉武 

     大隈課長 的野課長 早川課長 長谷川課長 古川課長 

村上参事 吉田係長 

報  告 

１）第５回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

２）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

３）総合計画と行政評価について 

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 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５回宗像市総合計画審議会の議事要旨について 

   修正なし 

 

（２）まちづくり計画と総合計画の関係等について 

   事務局説明 

 

（部会長） 

1 冊の読み物という理解でいいのか？それとも分冊か？スケジュールはどのような感じ

になるのか。 

 

（事務局） 

現在まちづくり計画の中で、地区の目指す将来像、目指していく方向、特色、課題につ

いて、今年中の取りまとめをお願いしている。 

連動を図るためにまちづくり計画を見直している地域、新規に策定している地域につい

ては、遅くともパブリックコメントの前に策定していただくスケジュールで進めている。 
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（部会長） 

まちづくり計画のゴールも、ほぼ同じくらいと理解していいか。 

 

（事務局） 

既にまちづくり計画がある地域についても、そのスケジュールで進めている。 

 

（委員） 

前回の議論では、基本計画とまちづくり計画の上下関係というか、何を根拠にするのか

が議論になっていたのではなかったか。例えば、赤間に必要な機能を基本計画で担わなけ

ればいけないと思うが、それを受けたうえでのまちづくり計画を策定することができるス

ケジュールとなっているのか。違いがあるような気がして、このイメージ図ではよくわか

らない。 

基本計画の下なのか、オーバーラップするのかを図示できれば、もう少し納得できるよ

うな気がする。この図では、別物を 1個の枠におさめたという印象しか持てない。 

 

（事務局） 

今回の総合計画では、まちづくり計画と総合計画を共同作業で一緒につくり込むまでの

域に達しておらず、そういう取組みの方向ではない。 

3次総合計画以降においては、市民とともにつくり上げていくことを目指しているが、今

回の総合計画では、目標や情報を行政と市民が共有化することが最大の目的であり、ひと

つの冊子の中で、お互いの目標や情報を共有することが最大の目標になっている。今回は、

別のものをひとつの冊子にまとめるにとどめるということで御理解いただければと思う。 

 

（部会長） 

内容的に不整合とまでは言わないが、少しトーンが違うものも出てくる可能性はあるが、

合本をするということか。 

 

（事務局） 

地域には特色があるため、その特色を活かした内容になると推察される。異なる内容の

場合は、協議をすることもあると思うが、今のところ大きな相違なく進んでいるのではな

いかと理解している。 

 

（副部会長） 

実施する側と策定する側の立場によって、それぞれ意見があると思う。地域の特性を考

え、まちづくり計画策定に着手しているため、概ねこの考え方でいいのではないかと思う。 
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（部会長） 

質問だが、当然まちづくり計画の中にも一定の予算は入るのか？地域で運用できる活動

費だけか？例えば、この部会はハード整備の予算が伴う部会であるため、少しニュアンス

を聞いていた方がいいかと思う。 

 

（事務局） 

各地区への補助金を合体させ、コミュニティの裁量により、ある程度自由に使うことが

できるまちづくり交付金という制度があり、活動資金となっている。地区の面積や人口に

より一定の算出方法を定め、毎年公布している。少ない地区で 700 万円程度、多い地区で

は 1500万円程度。その他のコミュニティセンターの管理運営経費も合わせ、全体的なコミ

ュニティ活動、老人会及び子ども会などの構成団体の活動を行っている。 

まちづくり計画をコミュニティの行動計画と認識していただき、検討していただければ

と思う。 

 

（部会長） 

使い道に自由度を持たせるということだが、ハード整備にも使えるのか？何か制約があ

るのか？ 

 

（事務局） 

地域でハード整備を行う必要がある場合は、使用可能である。実際に、地域の行動活性

化のために、軽自動車を購入している地区もある。その際は、経費の中から捻出している。 

 

（３）総合計画と行政評価について 

   事務局説明、特に意見なし 

 

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 

 

（部会長） 

この内容について意見、質問を受けるわけだが、参考資料②による調和のとれたまちづ

くりの 8 本の方針の簡単な説明と関連部との関係を説明していただくと議論がしやすいか

と思う。 

 

（事務局） 

事務局説明 
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（委員） 

戦略的取組に都市ブランドはないのか？また、どの程度の規模の災害を想定しているの

か。 

 

（事務局） 

都市ブランドの記述についてだが、協働についてはすべての施策において、協働の視点

を表記している。都市ブランドは、今後 5 年間に特化して取組む事業について、表記して

いる。前回の審議会では、長い視点による都市ブランドという意見もいただいたが、この

基本計画は 5 年間について表記しているため、すべての施策において戦略的取組に記載す

るということではないということを御理解いただきたいと思う。 

災害の規模に関しては、災害対策基本法に定義がなされており、一般的な自然災害であ

る大雨のほか、津波、高潮、地震、本市には直接関係のない豪雪や噴火に加え、大規模な

火事や大爆発、それ相応の被害者が出るような列車事故といったものを含むものを災害と

して規定されている。 

 

（部会長） 

という御説明だが、よろしいか。 

都市ブランドについては、確かにすべての施策に入ると、何がブランドなのかわからな

くなる。しかし、災害に強く、安全安心を標榜されるのであれば、重要度項目ではないか

と思われる。5年間は、安全安心よりも子育てに重きを置きたいという理解でよろしいか。 

 

（委員） 

関連することだが、前回の審議会において、施策を実施するにあたり目標を掲げていな

いのはなぜかと質問し、一応そこでは理解はしたが、今回の資料 2 ページ目の調和のとれ

たまちづくりの体系概要に、施策の目標が書かれているように思われる。 

例えば、自然災害への対応と危機管理体制強化では、2段落目に記載されていることを行

い、整備を行うことで、3行目の防災意識の向上を図り、市民の安心感の醸成につなげてい

く。これがこの施策の目標になっていく。結局、市民の安心感を醸成し、このまちはすご

い安心安全なまちだという形にもっていくことが施策の目標であれば、それはそれで 1 つ

のブランドであり、宗像の安心安全のブランドをつくっていく作業だと思う。個々にブラ

ンド化をしなくてもいいが、そのような目標を設定する考え方で、この施策を達成すれば

宗像の子育て世代にとっても安心なまちになっていくという考え方があるのではないか。

これはコメントです。 

もう 1 つ、施策の良し悪しや組み立てを考える際に、現状課題の状態を知らないため、

災害の想定もそうだが、これまでに市で起きた災害で何人が亡くなったか、その時の課題

は何だったのかなど、課題や現状の想定があったうえでこのような取組みを行うのであれ
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ば納得感があるが、現状では課題がしっかり理解できていないため、どこに重きを置くべ

きかという判断がしづらい。これもコメントです。 

 

（部会長） 

今の 2 番目の意見と同じ。避難所は箇所数が達成しているという説明だったが、例えば

それが国の水準なのか、県の水準なのか、あるいは周辺の市町村と比較してどうなのか。

最終的に基本計画に記載するかは別だが、ある程度、示していただくと理解しやすい。防

災意識がH23年より H24年が低下した理由として、震災から 1年経過すると意識が低下す

ると思われるという分析があれば、啓発の重要性がわかる。 

他の施策においても、どの取り組みを特に力をいれるかを比較するときには重要と思う。

コメントです。 

 

（委員） 

自然災害の対応等と危機管理体制の強化、非常によくできていると思うが、南海トラフ

想定の広域総合訓練が、今月の 15日に宮崎で行われている。これは宗像市の総合計画であ

るため逸脱しているかと思うが、宗像、古賀、新宮は海に面しているため、合同総合訓練

の予定は考えていないのか？ 

 

（事務局） 

現在のところ、その予定はない。これまでに、各自治体で津波を想定した訓練を実施し

ている。本市でも、既に神湊、大島、地島では 2～3回程度、津波を想定した避難訓練等を

実施している。 

 

（委員） 

取組方針、取組事業に自主防災組織のリーダーとなる防災士の育成を行っていくとある

が、どのような防災士の育成を考えているのか。 

 

（事務局） 

防災士の育成は、25 年度から 27 年度までの 3 年間において力を入れていく。1 年度約

50 人の防災士を育成。今年度は自主防災組織や学校の教職員を対象に募集をかけたが、36

名の応募であった。36名全員が防災士の試験に合格し、防災士として認定されている。 

来年、再来年については、目標である 50名の育成を達成していきたいと考えている。 

 

（副部会長） 

このほかに加えるべきことは特にないが、何かあれば、時期を逸してでもお願いする場

合もある。大体これでよいのではないかと理解している。 
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（部会長） 

主な取組事業だが、語尾が「支援」「実施」というのはわかる。「強化」とは今以上に強

化するという取り扱いになると思うが、少し補足して説明していただくと助かる。 

 

（委員） 

戦略的取組に関して、協働については記載されているが、都市ブランドは記載がない。 

その理由はあったが、防災関係を強化することも 1 つの都市ブランドになるのではない

かというコメントがあったと思うが、それに対する見解やコメントを頂きたい。 

もう 1 点として、災害の内容は法律的に定められているということで、すべての災害を

想定していると思うが、地域的特性、災害によっては発生頻度や想定の度合いが異なると

思う。過去にどのような災害で宗像市が苦しめられてきたか、過去を検証した結果、現在

どのような課題があるのかを説明していただくと助かる。 

 

（事務局） 

都市ブランドに関しては、若干個人的かもしれないが、特に安心安全の災害への対応に

ついては、まちづくりの 1 番のベースとなる部分であるため、都市ブランドの前に大前提

として整備する必要がある。都市ブランドはより伸ばすものに特化し、戦略的取組として

位置づけている。 

過去の災害は、最近では幸いに人的被害が出るような災害が発生していない。昭和 20年

代か 30年代ぐらいに宗像大社付近の釣川堤防が決壊し、東郷付近まで水没したという話を

聞いている。そのときは漁船が航行し、避難者を救助したという話を聞いている。 

地震については、江戸時代頃に大きな地震があり、死者が出という記述があるが、具体

的にはわからない。 

台風等についても、特段被害はない。 

本市の災害特性としては、海岸線があるため津波や高潮、福津市との境に西山断層が走

っているため地震、それと水害が特に注意すべき災害であると認識している。 

 

（部会長） 

1点お願いだが、委員より市民の安心感の醸成というのが、文書として繋がりができてい

るという意見があったが、特に市民アンケート調査等で安心感の評価がどのように変わっ

ているか、災害後の準備を怠ってはいけないという結果が出ているようであるため、その

背景となる主要な項目については、宗像は安心であるということが相対的に評価されてい

るようなものがあれば、よりベーシックな所は押さえているということでまとまるかと思

うため、そのような資料等を準備していただきたい。 

このようなことも含め、この内容でよいと思う。 

では、防犯、交通安全の充実と安全安心して生活できる環境整備の説明をお願いしたい。 
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（事務局） 

事務局説明 

 

（部会長） 

まず、感想、意見、質問ありましたら、どなたからでもどうぞ。 

 

（副部会長） 

全部ではないが、空き家、空き家率でまちが評価される。 

今の宗像市の空き家率がその他の市町村と比べ、どのような位置にあるのか。国によっ

て決められた空き家率でいうと、宗像はどのくらいあるのか。 

 

（事務局） 

手元に詳細な資料がない。定住化を推進するうえで、以前調査をしている。具体的な数

字までは覚えていないが、宗像の空き家率は県下でもかなり低い方であった。 

比較的、空き家が流通されている状況にあるのではなかろうかと分析されている。 

 

（副部会長） 

大型の自由ヶ丘や日の里では、高齢化が進行していくため空き家になる可能性が大きく

なる。それをいかに少なくするか、これからのまちづくりには相当なエネルギーが必要だ

と思う。 

 

（事務局） 

防犯交通安全対策の充実に空き家対策が記載されているが、この先の住宅施策の推進に

団地再生がある。 

 

（部会長） 

この施策に空き家を記載することについて、個人的にどうかと思う。防犯対策の充実の

項の中に空き家が入っている。適正に管理されてない空き家が犯罪に使われ、防犯上危険

であればこの施策だが、倒壊などによる危険性という表現になっている。仕分けを再考し

ていただきたい。 

空き家の問題は、次々回でかなり議論になると思うため、他都市や全国との比較、自治

区ごとの相違といった審議に必要なベーシックな情報がある方が、議論しやすいと思われ

るため、次々回では準備していただきたい。 
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（事務局） 

空き家対策については、老朽した空き家の対策が建築基準法では限界があるということ

で、各自治体で空き家条例が制定されている。 

建築基準法で規定されている以上のことを各自治体で実施するためには、倒壊というこ

とでは難しい。そのため、防犯や防災という趣旨でこの条例を制定し、行政代執行等につ

なげており、この施策に記載している。 

文章表現を修正する必要があると思うが、条例の趣旨ではこの施策として記載している。 

 

（部会長） 

今の説明は、よくわかる。空き家の適正化に関する条例は、先進的だと思う。どの大都

市もなかなか取り組めない。福岡県下では最初か？これはすごいこと。あまり自慢するこ

とではないだろうが、全県に先駆けたという部分をどこかに記載するか、あるいはアピー

ルしていけないのかと思う。 

 

（委員） 

交通安全対策では、非常に飲酒運転が取り上げられている。都市ブランドで子どもたち

が安心して過ごすことができるとするのであれば、飲酒運転対策の取組みに関するＰＲを

入れてはどうか。飲酒運転対策をＰＲし、子どもたちが安心して過ごすことができると繋

げてはどうか。 

 

（事務局） 

飲酒運転対策の権限が警察であるため、行政としては広報啓発しかない。本市では、安

全安心宣言の店という取組みを実施している。広報等で周知しているが、認知は低いと思

う。これは、飲酒運転をさせない、健全な経営状況、暴力団関係者を立ち入らせないとい

う 3 項目を約束していただける店舗に、ステッカーと認定証を警察署と合同で配布をして

いる。 

一昨年前から始めているが、市内商工会の加入業者に対するダイレクトメールの送付や

広報等でＰＲし、募集しているが、まだ 50件程度しか登録されていない。これからの展開

をどのようにしていくか、検討している。 

飲酒運転に対する啓発では、市独自のほか、他の体系ではあるが広域連携で実施してい

る事業がある。飲酒運転の撲滅を糸島市から福岡、糟屋、宗像の 17市町で構成している福

岡都市圏での共通課題とし、一体となった飲酒運転撲滅キャンペーンを博多駅で毎年実施

している。それにあわせ、啓発チラシの配布等を 17市町が連携して取り組んでいる。 

これについては交通安全ではなく、広域連携による共通課題解決として、みんなで取り

組むまちづくりの施策において、連携事業という内容で記載している。 
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（副部会長） 

福岡都市圏での約 10万人規模の自治体のうち、全体面積に対する宅地分譲面積が最も少

ないのは宗像ではないかと思う。住宅地が点在しているため、車を使う頻度が非常に多い。 

例えば、大野城市は 70％ぐらいが住宅地だが、宗像市は 40％程度ではないか。宗像市は

車を使う頻度が非常に多いため、交通ではそれを頭に入れていただきたいと思う。 

 

（部会長） 

交通で意見が出ているため、できれば取組方針で記載のある交通安全教室、あるいは交

通ルールやマナーで、広域での取組みや県警との連携、市民啓発を追記してはどうか？ 

近郊の都市の中では、車の利用が多いと思う。自動車使用の頻度でいえば、発生件数が

増加してもおかしくないが、逆にいうとマナーがいいのかもしれない。統計的な資料があ

れば、この論調を整理していただければと思う。 

ほかに消費生活問題もあるが、それに限らず、この項目について意見を。 

 

（委員） 

体系の概要に消費生活上のトラブルに関する記載がないため、追記した方がいいと思う。 

この施策には、都市ブランドという戦略的な取組みがある。子どもたちが安心して過ご

すことができるようなブランドをこの施策でつくらなければいけないと思うが、主な取組

事業には、宗像が子どものためを考えた施策を実施しているという印象を全く受けない。

事業レベルでいいと思うが、子どもたちに対する事業や啓発を行うことを示すことにより、

宗像は子どもに対する教育がしっかりしていると、子育て世代に対して植えつけることが

必要なのではないかと思う。 

 

（部会長） 

この意見は、恐らく交通安全の軸になるかと思う。防犯や消費生活においても関連する

大変貴重な意見であると思うため、ぜひ取り入れていただきたい。 

 

（委員） 

消費生活相談の充実だが、スマートフォンを所持している子どもがかなり増加しており、

それに起因する子どもたちの不登校やいじめ等の問題が増えている。 

トラブルの低年齢化を防ぐため、学校と連携した消費者教育を促進していくとあるが、

現時点において計画は進んでいるのか。 

 

（事務局） 

学校との連携について、現在も行っている事業である。今後は学校との連携を強化し、

学校での講座数や範囲、回数を増加していきたいと考えている。 
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（部会長） 

消費者教育ではあるが、言葉が固い。子ども向けの表現があるといい。 

 

（委員） 

体系の概要以外に、施策のタイトルにも消費者に関する記述が必要ではないか。施策の

タイトルは防犯交通安全対策となっているが、消費者関係を施策の 3つ目の項目とするか、

防犯交通安全対策に消費者や生活関係が入っているのかという整理が必要。 

施策の概要では防犯、交通安全、消費者保護を示しているため、戦略的取組の協働と都

市ブランドにも、消費者関係の用語入れた方がすっきりすると思う。 

都市ブランドでは、子どもたちというのが強調されているが、子どもを前面に出すので

あれば、主な取組事業として子どもに対する事業を示す必要があると思う。宗像市内では

500件前後、交通事故が発生しているということだが、子どもの被害はどうなのか。 

 

（事務局） 

具体的にはわからないが、高齢者の死亡事故に関しては半分以上である。 

福津市も含む宗像地区管内では、14 歳以下で H20 年 100 件、H21 年 14 件、H22 年 3

件、H23年 95件、H24年 6件となっている。 

 

（委員） 

子どもたちが安全安心できる犯罪や交通事故のないまちというのは、件数をなるべく減

らすことなのか、あるいは今までほとんど発生していないを高い水準を維持するのか、イ

メージはあるのか。 

 

（事務局） 

交通事故に関しては、ゼロを目指していくことになる。 

 

（部会長） 

基本的に個々の項目である防犯、交通安全、消費生活が、安全安心に含まれる重要な施

策であるということは、おおむね認識いただいたと整理できるかと思う。消費生活の件に

ついては、よいキーワードに変えるとさらに趣旨が伝わると思う。 

内容をまとめると、空き家の件については説明のルビを入れるか、県下先駆けて条例を

施行しているため、この防犯に入れる意義を入れた方がいい。次々回では、空き家の審議

があるため、資料等の準備をお願いしたい。 

交通安全では、飲酒運転に関する表現を追加すればいいという意見であったと思う。最

も重要なのは、都市ブランドで子どもたちが安心して住めるまち、安心して子育てできる

ということであったと思うため、交通事故ゼロを目指すということを謳うなり、意思表示
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をした方が明確になるかと思う。 

子どもの消費生活問題も含め、消費生活全体の相談を加えたほうがより充実するという

意見は考慮してほしい。 

本日は 2 施策を審議したが、これは次回までに修正されるのか？あるいは、まとめて、

変更報告があるか？ 

 

（事務局） 

可能であれば、次回には提出したい。庁内の調整等が必要な事項については、次々回で

の提出となる。出来上がり次第、変更点の報告をさせていただきたい。 

 

（部会長） 

では、ステップバイステップで前に進めていきたい。 

次回は、豊かな自然と快適な生活環境、自然環境の保全と再生についての議論になるか

と思う。次回またよろしくお願いしたい。 

このような進め方で、4回続けるということになるがよいか？ 

 

   特になし 

 

それでは、審議事項を終了し、その他に入りたい。事務局からお願いしたい。 

 

４ その他 

（事務局） 

次回開催日の調整をさせていただきたい。 

次回の部会は、自然環境と生活環境の施策が審議事項となる。よければ、1 月 14 日から

24日の間で開催したい。 

3 回目の 2 月の日程についても、よければ決めたいと思う。2 月の部会開催は、2 月 10

日から 21の間で開催したい。 

では 1月 27日、2月 17日ということでお願いしたい。 

 

次回開催日：平成 26年 1月 27日（月）19：00～宗像市役所 


