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総合計画ちゃなんね～？ 

総合計画とは、「これからの宗像市をどうするか？」というまちづくりの設計

図のようなものです。 

 市民のみなさんの暮らしに関わることですから、市民のみなさんともっとコ

ミュニケーションをとりながら総合計画づくりを進めていきたいと考えていま

す。 

 

 宗像市では、平成 17 年度に 10 年間のまちづくりの指針を示す「第一次宗

像市総合計画」を策定し、現在、『海・山・川に育まれ、教育・文化と歴史がい

きるコミュニティのまち宗像』という都市像の実現のためのまちづくりを進め

ています。この第一次総合計画は、平成 26 年度に計画期間が満了することか

ら、第二次総合計画の策定にとりかかることにしました。 

 

 

宗 像 力
 そうぞうりょく

プロジェクトって？ 

これからの宗像市をみんなで想像し、みんなで創造していく。そのことを「宗

像力プロジェクト」とネーミングし、みなさんと一緒に考え、第二次総合計画

をつくり上げていきたいと考えました。 

宗像力プロジェクトは、市内・市外を問わず、幅広くみなさんの声を集める

アンケートとみなさんの声を深く聞き取るワークショップの二つを柱に展開し

ています。そこで集まったみなさんの声を第二次宗像市総合計画に反映させて

いきたいと考えています。 

 

今回、皆さまからいただいたご意見やご提案をとりまとめ、主な意見募集方

法（アンケート、ワークショップ）ごとに記録集を作成しました。 

 

 あらためまして、さまざまな形でご意見をいただきましたみなさまに、お礼

申し上げます。 

  

  

 

                                 一同 
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１ はじめに 

 今回のワークショップは、「むなかたの未来について」というテーマで今まで

のような会議方式ではなく、ワールドカフェ方式を用いて行われました。 

 ワールドカフェ方式とは、お茶やお菓子を食べながら、リラックスした雰囲

気の中、自由に意見を出し合えるようにする話し合いの手法です。参加者をカ

フェテーブルのような小グループ（4～5 人）にわけ、お互いに否定はせず話し

合いを進めていきます。「いいね！」と思った意見や心に残った言葉は、テーブ

ルに書いていき、意見をまとめていきます。また、たびたびメンバー交換しな

がら、様々な意見や提案をどんどん組み合わせ、考え方の幅を広げていきます。 

現在、企業や大学、まちづくりへの導入が盛んに行われている手法のひとつ

です。 
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２ 職員ワークショップ 

 

１０年後の「むなかた」 

～みんなのために、みんなが描く将来像～ 

 

（１）参加者 

  ・平成 16年 1月 1日から平成 23年 4月 1日までに採用された職員のうち 34人 

  ・第 3回及び第 4回：市職員 34人に加え他自治体職員 36人、関係者 3人の計 73人 

  ・第 5回：市職員 34人に加え関係者及び他自治体等のオブザーバー10名の計 44人 

 

（２）講師 

  ＮＰＯ法人地域交流センター 津屋崎ブランチ     山口 覚  氏 

   

（３）内容 

・第 1回  5月 16日（水）13:00～16:00    

テーマ：まちづくりとは、そもそも何か 

東北大震災から学ぶもの・市役所職員に求められる資質や役割 

 

・第 2回  6月 12日（火）17:30～21:00    

テーマ：宗像市の今について語り合う 

     宗像市はどんなまちだろう・ＯＳＴという手法によるテーマ抽出 

※ＯＳＴとは Open Space Technologyの略。テーマをその場で決めることを言う。 

 

・第 3回  7月 26日（木）17:30～20:30    

テーマ：宗像市の未来について語り合う 

     他自治体職員や関係者からみた宗像市 

 

・第 4回  8月 23日（木）17:30～21:00    

テーマ：地域を活性化するアイディアづくり 

     1～3回目で出たアイディアを元に施策案を作成 

 

・第 5回  9月 11日（火）17:30～20:30    

テーマ：10年後の宗像市の姿と施策アイディアを整理する 

         施策案に優先順位をつける・持っている視点と足りない視点 
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３ 学生ワークショップ 

 

～10年後の「むなかた」にキャッチフレーズをつけてみよう～ 

 

（１）開催日時・場所 

  平成２４年１０月８日（月） ９：００～１５：３０ 

  宗像市役所１０３会議室 

 

（２）参加者 

  ・福岡教育大学：５人 

  ・福岡大学：２人 

  ・九州工業大学：１人 

  ・宗像高校：１０人 

  ・東海大学第五高校：４人 

  ・筑紫丘高校：１人 

  ・宗像市若手職員：７人 

   計  ３０人（内訳：男性１５人 女性１５人） 

  

（３）講師 

  ＮＰＯ法人地域交流センター 津屋崎ブランチ     山口 覚  氏 

   

（４）内容 

学生が参加者であるため、身近な自分の目標から話し合ってもらいながら、最終的には宗像

市のキャッチフレーズを決めてもらいました。 

 

          ・10年後、自分がどんな大人でありたいか。 

           

          ・そのためには宗像市にどんなものが必要か。 

           

          ・今までの意見を踏まえて宗像市のキャッチフレーズをつけてみよう。 
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４ JYOSHIKAI（女子会） 

 

～肩肘張らずにみんなで話そう！未来の宗像！～ 

 

（１）開催日時・場所 

  平成２４年１０月８日（月） ９：００～１５：３０ 

  宗像市役所１０３会議室 

 

（２）参加者 

  ・20代：７人 

  ・30代：１０人 

  ・40代：４人 

  ・50代：５人 

  ・60代：３人 

  ・70代：１人 

   計  ３０人（内訳：市内２６人 市外４人） 

  

（３）講師 

  FUNKY CREW    荒井 かおり  氏 

   

（４）内容 

  

 ☆まずは良いところ 

 ☆そして悪いところ？ 

 

■宗像のスポットベスト３ 

■独身ならどこに住みたい？家族と一緒なら？ 

■宗像のイベントで印象に残っているものは？ 

■貴方ならどんなイベントを作りますか？ 

■貴方が市長になったとして 1番に考えることは？ 

■１０年後の宗像を想像してキャッチコピーを考えてみよう～ 
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５ ビジョン・キャッチフレーズの集約 

 職員ワークショップ、学生ワークショップ、JYOSHIKAI（女子会）で出され

たフレーズを取り出して、体系ごとにまとめてみました。 

※複数の体系にまたがる場合は、それぞれ記載しています。 

（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

（１）全体（１７フレーズ） 

 

■ムナカタ？宗像！ 

 宗像市になじみのない人は「ムナカタって何？どこ？」と思ってしまう。そうではなく

「あぁ！宗像ね！」と思ってもらえるような街にしたい 

 

 

■白ご飯～何でも合うよ～メインディッシュはアナタしだい 

 宗像市はいわゆる「白ご飯」である。どんなおかずで白ご飯をおいしく食べるのかは、

訪れたあなた次第 

 

 

■眠れる街、宗像 

 よくある「眠らない街、○○」ではおもしろくない。心配することは何もなく、安全で

安心だからよく眠れる街にしたい 

 

 

■そう来る？So Cool！宗像 

 他市の後を追いかけるのではなく、行政ってこんなこともやるの？と言われたい 

 

 

▼シアワセサイクル～世代を超えるまちへ 

いいまちを作ることで宗像市に住んでる人や来る人が幸せになって、また次の世代に宗像

市のよさを伝えていってほしい。子供から大人までみんな楽しく暮らせるまちになってほ

しい。 

 

 

▼殻は破るためにあるドンといけ宗像市 

卵が雛になって、鳥になって未来に羽ばたいていってほしい。現在、グングン成長中！ 
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（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

▼未来を創造する街～みんなの宗像 share heart～ 

 みんなが好きな宗像市を世界に発信してみんなで共有し、どんどん発展していくまちに

なってほしい。 

 

 

★福岡・北九州のへその町、宗像 

 

 

★昔も今も仲間が集う 川も海も山もある食物豊富 田んぼもネオンに見える輝く宗像 

 

 

★宗像よかとこ 元気な宗像 宗像で癒され 明日へつなごう宗像愛 

 

 

★「MMM」みんな みかただ むなかた  

   ～かえるも鳴いてるむなかた～  

   ～シカも元気だむなかた～  

   ～たぬきも飼えるむなかた～   人間も動物も全部みかただ！！ 

 

 

★年齢なんて関係ないよ みんなで作ろう THE 宗像 

 

 

★キラキラ笑顔が輝く街 あったか♡宗像 

 

 

★つながる街・宗像 ～人・自然・あたたかな未来～ 

 

 

★「未来へ輝く！！宗像」～明るく、楽しく、自然豊か郷～      

 

 

★ファンキーむなかた 

 

 

★「宗像」なんて読むの？むなかただよ！ 
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（２）いのちを育むまちづくり（4 フレーズ） 

（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

■まなぶあそぶまわるあじわう宗像 

 宗像市は良くもなく悪くもないというイメージである。宗像市で学び、宗像市で遊び、

宗像市を回って観光し、宗像市の食を味わってほしい 

 

 

▼Make new MUNAKATA ～人を育てつながるまち～ 

人を育てて、世界とつながる人をこのまちから出してほしい。 

 

 

★優しさと希望の街、むなかた 

 

 

★自然と人のあたたかさがここにある 宗像 
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（３）賑わいのあるまちづくり（6 フレーズ） 

（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

■まなぶあそぶまわるあじわう宗像 

 宗像市は良くもなく悪くもないというイメージである。宗像市で学び、宗像市で遊び、

宗像市を回って観光し、宗像市の食を味わってほしい 

 

 

■白ご飯～何でも合うよ～メインディッシュはアナタしだい 

 宗像市はいわゆる「白ご飯」である。どんなおかずで白ご飯をおいしく食べるのかは、

訪れたあなた次第 

 

 

▼自然、伝統、郷土愛～未来へつなぐ宗像の橋 

 蛍や自然、名産品を生かして宗像を愛する郷土愛の気持ちを忘れずに宗像市が未来をつ

なぐ橋のようになってほしい。 

 

 

★Continue むなむな 宗像 (意味は「中断後再び始める」続けていこう！) 

 

 

★昔ながらの名残はあるけど・・・活気と希望のある街を 立ち上げよう！みんなで！ 

 

 

★おーい！宗像においでよ！ 
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（４）共生のまちづくり（5 フレーズ） 

（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

■フラワータウンムナカタ 

 尐ない予算で中途半端な事業をいくつか行うよりも、市内全土に「花」をたくさん植え、

宗像といったら花の街と言われるくらいにしたい 

 

 

■眠れる街、宗像 

 よくある「眠らない街、○○」ではおもしろくない。心配することは何もなく、安全で

安心だからよく眠れる街にしたい 

 

 

▼シアワセサイクル～世代を超えるまちへ 

 いいまちを作ることで宗像市に住んでる人や来る人が幸せになって、また次の世代に宗

像市のよさを伝えていってほしい。子供から大人までみんな楽しく暮らせるまちになっ

てほしい。 

 

 

▼ツナグムナカタ～帰ってきたくなるまち 

 宗像の人だけでなく、市のいろんな魅力を通して、他のまちの人とたくさんつながって

ほしい。宗像市に求めるものは、市街化することではなく、住みやすく心地いいまちに

なることで市外に出た人が宗像市に戻りたいと思えるようなまちになってほしい。 

 

 

▼なんだかいつもほっとする～つながる・あふれる共育のまち～ 

まちの自然を残しながら、いろいろな人と交流し、人とまちが共に育っていってほしい。 
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（５）みんなで取り組むまちづくり（4 フレーズ） 

（■：職員ワークショップ ▼学生ワークショップ ★JYOSHIKAI（女子会）） 

 

▼なんだかいつもほっとする～つながる・あふれる共育のまち～ 

 まちの自然を残しながら、いろいろな人と交流し、人とまちが共に育っていってほしい。 

 

 

★THE 無限の可能性を仲間と共に肩寄せ合って楽しみ語る街 

 

 

★無限に広がる 仲間たち 活気づく 楽しい街 

 

 

★みんなで一緒にまちづくり 
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６ むなかた未来カフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）参加者 

  ・138人（市内：97人 市外：41人） 
 

（２）講師 

  ＮＰＯ法人地域交流センター   津屋崎ブランチ       山口  覚  氏 

  特定非営利活動法人ローカルアントレプレナースクール  田坂 逸朗  氏 
   

（３）内容 

・第 1回  11月 3日（土）10:00～12:00 IN 大島三国屋旅館 

テーマ：大島でどんな暮らしをしていますか？どんな所ですか？ 

10年後の新聞に大島の記事が！！未来新聞を作ってみよう！ 

 

・第 2回  11月 7日（水）13:30～15:30 IN グローバルアリーナ（グリーングラス）   

テーマ：ここで暮らしていて思うこと、感じること 

むなかたの未来をつくる～くらしをつくる～ 

    

・第 3回  11月 12日（月）13:30～15:30 IN 玄海ロイヤルホテル  

テーマ：むなかたでのこれまでの暮らし 

むなかたの未来の暮らし 

 

・第 4回  11月 15日（木）19:00～21:00 IN 宗像ユリックス（アンダンテ）   

テーマ：宗像の暮らしで感じること 

未来の暮らしで実現していること 
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７ むなかた未来新聞の集約 

 むなかた未来カフェで出されたむなかたの未来を取り出して、体系ごとにま

とめてみました。 

（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

※複数の体系にまたがる場合は、それぞれ記載しています。 

東郷地区のアンダンテについては、動画もどうぞ！（You Tubeで「むなかた未来」で検索） 

 

（１）全体（１企画） 

 

▼住人の 90％が「宗像に住んで満足」とアンケートに解答！！ 

 

 ・内部にいる人が内部の魅力に気付く「○○ ○○○」。 

 ・土日の過ごし方に満足がいく宗像＋働きやすい宗像 

  

 

 宗像に住んでいる人自身が宗像を愛して、その愛を周りに伝えていく！（宗像愛発信型） 
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（２）いのちを育むまちづくり（３企画） 

（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

▼未来新聞 ～宗像人口急増～ 

・育児支援策が人気！ 

 ・福教大生を巻き込み、お年寄りが大活躍！ 

 ・農漁業全国品評会で全国１位！加工品も充実 

 ・沖ノ島と関連遺産郡がついに世界遺産に！記念ウォーク！！ 

 ・若者の就業先 NO.1 

 

 

★宗像ルール発足から５年後 

・宗像市民憲章に「魚さばき」が加わった 

 ・暮らし満足度日本一！住民票登録１年待ち 

 ・「子どもみあれ祭」実現。午前の部は大人、午後の部は子ども 

 

 

★宗像未来新聞 

 ・宗像が舞台の映画がアカデミー賞受賞！ 

 ・宗像っ子がオリンピックで金メダル獲得！ 

・美味しいご飯と豊かな自然によって進化した宗像っ子 

 ・スポーツや芸術で才能開花 
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（３）賑わいのあるまちづくり（10 企画） 

（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

■楽しませる大島計画 大当たり！ 

  大島の特産品を作る加工場ができ、獲るだけ漁業から食べさせる漁業への転換。閉館

となった温泉もオープン。「うみんぐ大島」「温泉」「加工場」が連携し「ワークシェアリ

ング」が成立！！うみんぐ大島でタイが釣れなかったら、罰金 1,000 円を徴収し、その

1,000円は「ぼうずファンド」に寄付され温泉の維持費などに使われるなど、大島に遊び

に来た人も一緒になって大島を盛り上げていく仕組みが完成。 

 

 

■大島アイランドパーク 5千万人突破！！ 

  大島～神湊に橋が架かって 5 年が経過。トヨタ自動車九州の高級車「レクサス」のＣ

Ｍに使われ、注目が集まっている。そしてついに、大島アイランドパークの来場者数が 5

千万人を突破した。また、大島のいけすと特産品工場が過去最大収益を記録し、再生可

能エネルギーの自給自足モデル地区となっている。神秘的でもある大島はスピリチュア

ルスポットとしても人気を集め、あの江原さんが移住することとなった。 

 

 

■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、星見て花火見て太陽見て。一晩泊まって大島満喫！ 

 

 

■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得した。予約 3 ヶ月待ちの料

理「大島フルコース」は時価 3 万円。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のこのコースは、時価のため値段は変動し、不漁の場合は食べ

ることが出来ない。もちろん、その保障もしない。食べることができるかどうかは運次

第というところにプレミア感が生まれ、人気を獲得した。 

 

 

■島民になってみませんか？ 

  大島には魅力がいっぱい！その魅力を「一期一会」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

はアップダウンが激しいこともあり、トライアスロンの世界的な大会が毎年開催されて

いる。温泉も開業し、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

ともあって、毎年参加者が増加している。 
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（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

■民宿「大島」 ＯＰＥＮ ～支出の少ないリゾートへ～ 

  温泉復活を踏まえ、民宿「大島」がオープンした。島全体が民宿という形であり、従

業員は島民全員。島のお父さんが魚の釣り方教室を、島のお母さんが島の名物料理を作

る料理教室を行ってくれ、大島を満喫できる民宿となっている。お土産の加工品は、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。  

 

 

▼吉武(宗像)新聞～不便がいい人、おいで!!～ 

 ・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だが、観光ゾーンは馬車で！ 

 

 

❤お買い物バスが走る街～市民のバスが観光にも！ 

 ・宗像のグルメ「とりすき」が B1グランプリ NO.1に！ 

 ・宗像ワインフェスタの開催 

・道の駅～直売所～大島～古墳群～海の道をオープンな馬車で 

 

 

❤宗像未来新聞 IN 玄海～ 

・釣川で玄海中学校によるイカダ競争が開催 

 ・みあれ祭の花火大会！ 

 ・宗像ブランド(イカ・ふぐ・甘鯛)が地産地消に！ 

 ・千回目のワールドカフェ開催 

 

 

❤むなかた未来新聞～こうなるといいな～ 

 ・今年で５回目！（日本一）海空に輝くみあれ花火 

 ・給食自給自足 100％むなかた産！ 

・沖ノ島がついに！世界遺産に登録 

 ・ベッドタウンからリビングタウンへ宗像市が変身 
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（４）共生のまちづくり（5 企画）  

（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

▼宗像未来新聞～「何もない」から生まれた俺の！住民満足度 100％ 

 「そのままの素材で！！」 

 ・ビール（麦）と枝豆（大豆）がおいしいまち～ 

 ・歴史・文化を踏まえた郷土愛のまち！ 

 ・変わらない自然のあるまち 

 ・自然の中で働けるまち 

・顔の見えるコミュニティーがあるまち！ 

 

 

★Ｕターン人口 10年連続日本一 

・子どもたちのみあれ祭に参加 

 ・犯罪発生率が低い 

・住民幸福度 No.1 

・出生率２．５人 

 

 

❤宗像から発信！ベッドタウンからリビングタウンへ 

 ・安全・安心な街 

 ・自然とのふれあい 

 ・あいさつする地域 

 ・みんなで子供を見守る 

 ・文化・スポーツ選手の育成 

 ・むなかたブランド作り（食品） 

 

 

❤むなかた未来新聞～魅力ある街へ～ 

 ・安全で安心の魅力ある街 

 ・地産地消の街 

 ・防災力のある街 

 ・“あいさつ”のある街 

 ・子どもを大切に！子育ての安心な街 

 ・宗像ブランドイメージ戦略～PR隊発足へ～ 

 ・工場団地の誘致 
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（５）みんなで取り組むまちづくり（５企画） 

（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

▼むなかた未来新聞～誰もが住みたくなるまち～ 

 ・赤間が若者のまち！になった!!大学生がそのまま暮らすまち～ 

 ・若者が自治会リーダーに 

・SOHOの拠点 

 ・自然が魅力!!「四塚と釣川」 

 ・水道代が安くなった！（海の水を使う） 

 

 

★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、10万人が魚をさばけるまちとなった 

 ・魚がさばけない市民には課税する制度を導入 

 ・魚が「さばける男」と「さばけない女」の婚活で、人口が増加。 

 

 

★言っちゃってムナカタ未来新聞 

・魚をさばく市民数日本一！ 

 ・長寿日本一！長生きの秘訣は「人とのつながり」 

 

 

★宗像オンリーワン 

 ・宗像ルールはオール市民で！ 

 ・のびのび教育で生きる力向上～魚さばき・包丁研ぎ・マイ包丁～ 

 ・10月 1日は宗像だけ祝日（企業も役所も学校も） 

・宗像の空き家が残りわずか！住んで都！ 

 

 

❤宗像の自給自足率１００％に！ 

 ・農家の若手後継者育成に成功！ 

 ・地元農産物を手軽に手に取れる場が増えた 

 ・地元の味が大人気～産直レストランが大好評！！～ 

 ・「この街っていいよね♡」住民満足度（幸福度）が糸島を抜く！ 

・高齢者と若者の連携がバッチリ！ 
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（■：大島 ▼：吉武 ❤：玄海 ★：東郷） 

 

▼市民満足度 県内 NO．１ 

 ・元気な企業が盛りだくさん 

 ・自然を活かしたまちづくり 

 ・子どもの元気な声があふれるまち 

・高齢者が安心できるまち 

・市民の活動が活発 

 

 

 

 

 

 


