
人口ビジョン

―

国が示した「幅広い市民の意見を集約した計画」にならな
かったことを補うためにも、計画施行後、２年程度（平成29
年半ば）で、「バカモノ・ヨソモノ・ワカモノ」も参加する市民と
行政の公開意見交換会を設けることを提案する。

原案どおり

総合戦略は、市民ワークショップや審議会など、広く関係
者の意見を反映する手法を用いて策定した第2次宗像市
総合計画の中から、「人口減少問題への対応」や「地域経
済縮小の克服」に特に関連するものを抜粋し、策定してい
ます。
したがって、総合戦略は、国が示す「広く関係者の意見が
反映されるようにする」という策定の考え方に合致するも
のであると考えています。

人口ビジョン

―

「生活が維持できる仕事の確保」は分野1で示されている
が、いずれも「1年間で成果が出せる」ものではない。だか
ら、現在の在住者の生活支援で、近隣自治体との差別化さ
れた実行性の高い施策が必要になる。

原案どおり

ご意見のとおり、地域経済対策や雇用に関する施策の成
果が現れるには一定期間を要しますが、中長期的な視点
からは必要な施策であると考えています。
在住者の生活支援については、子育て世帯など若い世代
の定住化を推進するために、市の強みと言える文化、教
育、子育て環境の更なる充実など、居住環境の充実に努
めていかなければならないと考えております。

人口ビジョン

―

質の高い教育と文化の環境の中で、ワーク・ライフ・バラン
スが保障される地域こそが、人口ビジョン達成のカギにな
ると考える。しかし、宗像市の「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」での教育・文化の比重が高くないのが気にかかって
いる。

原案どおり

ご意見のとおり、本市の教育環境や文化は宗像ならでは
の強みであり、定住を推進する重要な要素のひとつであ
ると考えています。
教育、文化の施策については、総合戦略に基づく取組み
のほか、第2次宗像市総合計画に掲げる施策も一体的に
推進していきます。

総合戦略
(基本的事項)

３（３）②産学官
民等の連携

宗像市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」におけるすべて
の分野の事業において、「イノベーション」を議論から外す
ことはできない。産学官民等との連携に際して、イノベー
ションの視点を失わないようにしていただきたい。

原案どおり

ご意見のとおり、産学官民等との連携事業については、
従来の手法にとらわれることなく、新たなチャレンジを行っ
ていきます。

総合戦略
(基本的事項)

４（２）ＰＤＣＡサイ
クルによる進捗
管理

6頁で「ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理」が謳われ、検証単
位は「1年ごと」という設定が提案されている。しかし、客観
性を前提とする、1年ごとの検証作業とそれにもとづく改善
作業は容易ではないと思われる。「作業の丸投げ」にならな
い「担保」が求められる。この視点から、以下の2点を提案
する。
（1）外部有識者等の検証作業は4つの政策分野ごとに組織
し、宗像市の関係部署担当者を固定する。職員の人事異
動に際しては引き継ぎを徹底する。また、行政のタテ割り
が、施策の障害にならないよう、適切なコミュニケーションを
行う。
（2）「市民アンケート」による検証は時間的な制約があるこ
とから、市民アンケートは総合戦略の改訂の際に行うパブ
リックコメントで行うこととし、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管
理（効果の検証）は12コミュニティが意見を具申する協働シ
ステムを設ける。

原案どおり

幅広い視点から将来を見据えたまちづくりを行うため、総
合戦略は総合計画と一体的に推進することとしています。
また、外部有識者や住民代表からなる「宗像市総合計画
等進行管理委員会（仮）」を設置し、総合戦略と総合計画
の進行管理を一体的に実施することとしています。
PDCAによる進捗管理については、効果的、効率的な手
法となるよう、毎年度検証を行い、必要に応じ、改善を
図っていきます。

総合戦略
(基本的事項)

４（２）ＰＤＣＡサイ
クルによる進捗
管理

第2次宗像市総合戦略の柱のひとつが「協働」である。パブ
リックコメントの内容に関して個別の対応はされないが、パ
ブリックコメントが「住民等の意見を聴いて作成した」という
アリバイにならないよう、「検証作業」での市民参加と情報
の開示を徹底されるよう、重ねて要望する。

原案どおり

ご意見のとおり、市民や関係団体等との情報共有に努め
ながら、産学官民連携のもと、総合戦略を推進していきま
す。

総合戦略
(基本的事項)

４（２）ＰＤＣＡサイ
クルによる進捗
管理

資料①の「宗像市の経済分析・産業分析」はRESUSでの情
報も合わせて、市民を対象にしたコミュニティ単位の説明会
を、年度内を目処に開催して欲しい。 原案どおり

ご意見の内容に限らず、市民や関係団体との情報共有に
向け、さまざまな手法を検討していきます。

総合戦略
(基本的事項)

４（３）重点分野と
重点取組の設定

政策を4つの分野に分けて、「地域経済対策・しごとづくり」
と「宗像へのひとの流れづくり」は、「地域経済対策・しごと
づくり」と他のふたつ、「出産・子育て・教育環境づくり」、「ま
ちづくりと安心な暮らしの確保」の結果として実現できるも
のだと理解する。この立場から6頁の「重点分野と重点取組
の設定」を変更して「地域経済対策・しごとづくり」と「出産・
子育て・教育環境づくり」を重点分野に設定することは考え
られないか。

原案どおり

ご意見のとおり、出産・子育て・教育環境の充実や、安心
な暮らしの確保は、定住につながる重要な要素のひとつ
と考えており、総合戦略及び総合計画に基づき、着実に
施策を推進していくこととしております。
しかし、全国的な地方創生の取組みに伴い、都市間競争
の更なる激化が見込まれる今後5年間は、転入超過の維
持を目標として定住施策を重点的に推進していくため、分
野「宗像へのひとの流れづくり」を重点分野に設定してい
ます。

総合戦略
(基本的事項)

４（４）財政状況
等の勘案

「財政状況等の勘案」が提案されている。具体的なアクショ
ンプランは国の特別交付金が決定された後、宗像市の財
政負担等を勘案して作成されると考えるが、その際、改め
て「自助・共助・公助」の観点も含めた、市民の意見を反映
させる機会が設けられるよう求めたい。

原案どおり

総合戦略は、市民ワークショップや審議会など、広く関係
者の意見を反映する手法を用いて策定した第2次宗像市
総合計画の中から、「人口減少問題への対応」や「地域経
済縮小の克服」に特に関連するものを抜粋し、策定してい
ます。したがって、総合戦略は、広く関係者の意見が反映
されたものであると考えています。
一方、アクションプランは、優先性や財源の視点等を勘案
し、着実に進行管理を行うために策定するものです。した
がって、作成段階で市民意見を反映する予定はありませ
んが、継続的な改善のため、効果検証の場面等で、市民
や有識者等の様々な主体から意見を聴取することとして
います。

宗像市人口ビジョン(案)、宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)に関する市民意見提出手続の意見及びその回答

区分 項目 意見 対応 回答（理由）
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区分 項目 意見 対応 回答（理由）

総合戦略
(基本的事項)

４（５）情報の受
発信

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、27頁で「地域
の歴史・町並み・文化・芸術・スポーツ等による地域活性
化」も特別交付金の対象としている。これらのチャンスを逃
すべきではない。宗像市の人口ビジョンと総合戦略の成否
は、案外、この「情報の受発信」がカギなのかもしれない。
今後のアクションプランでは取組の重要度、優先度で、「情
報の受発信」に係る人材と資金の投下面で、更に引き上げ
るべきだと考えるがどうか。

原案どおり

情報の受発信については、総合戦略及び総合計画にお
いて、交流人口と定住人口の増加につながるよう、発展
的で持続的なプロモーションを実施していくこととしていま
す。
ご意見の趣旨のとおり、取組の重要度や優先度に基づ
き、情報の受発信の充実に努めていきます。

総合戦略
(基本的事項)

４（５）情報の受
発信

宗像市には世界遺産ではなくても、地域に様々な「ふるさと
遺産・文化」がある。宗像市の総合戦略の「基本的視点」の
一つである「ないものでなく、今あるものを活かした創生の
実践」に則って、これらの地域遺産を12コミュニティとの協
働で活かす作業に取り組んだらどうか。

原案どおり

ご意見のとおり、市の歴史文化は豊かであり、総合計画
において、地域の歴史文化、芸能、伝統文化の継承活動
に対する支援を行うこととしています。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

分野1全般 市役所内部での情報交換を密にして、宗像市産業振興推
進計画との整合性に留意していただきたい。

原案どおり

宗像市産業振興計画の策定に当たっては、庁内の連携
を密にしながら、策定を進めていきます。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

分野1全般 ＴＰＰは、10年後には、宗像市民の日常生活の「原風景を
変える」可能性があると考える。政府が公表した文書をもと
に、宗像市の情勢分析と対策を「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の付属文書として作成し、総合戦略見直しや宗像市
産業振興計画議論の場で活かしていただきたい。

原案どおり

人口及び産業の現状分析については、人口ビジョンの中
で行っていますが、施策の立案に必要な分析は今後も実
施し、総合戦略の見直しや産業振興計画の策定等にも活
用していきます。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

【施策1】農業の
活性化 及び 【施
策2】 水産業の
活性化

「農業の活性化」と「水産業の活性化」については、内閣府
の「次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーション創
出）」研究開発計画（2015年5月21日）も参考にしつつ、関連
諸団体の意見も聴き、アクションプランを作成いただきた
い。

原案どおり

ご意見のとおり、アクションプランの作成に際しては、関連
する国の計画なども参考にしつつ、必要に応じて関連諸
団体の意見を聴取するなどして、作成します。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

1-3-③世界遺産
来訪者の受入準
備

世界遺産来訪者の受入準備の「周辺景観づくり」で、個人
や団体等が自らの資産への影響を受ける場合は、適切な
補償を行う方針を明確に打ち出していただきたい。 原案どおり

来訪者の受入準備としての、周辺景観づくりにおける個
人や団体等の資産に対する補償は考えておりません。今
後は、個人や団体等に対し、建て替えや改修の際に、景
観基準に沿った建て替えや改修をお願いしていきます。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

1-3-⑤広域観光
の推進

広域観光の推進については、コミュニティ運営協議会から
の提案を求め、九州オルレをさらに増やす方向で検討して
いただきたい。

原案どおり

九州オルレコースは、市町村からの申請に基づき、九州
観光推進機構が認定するものです。
過去の申請状況から、認定要件や九州管内でのバランス
等を考えると、宗像市内で大島コース以外の九州オルレ
コースを設定することは困難な状態です。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

1-4-①企業誘致
に向けた適地調
査と立地促進事
業の充実

企業誘致に向けた適地調査と立地促進事業については、
平成26年度の日本立地センター「新規事業所立地計画に
関する動向調査」の「今後傾注していく取組分野」で農業関
連（植物工場・農業参入等）が今後の誘致対象事業として
唯一10％以上伸びていることなども参考にしながら、関係
業界との意思疎通を図っていただきたい。

原案どおり

産業適地優位性調査や立地促進事業におきましては、ご
指摘のありました日本立地センターの各種調査報告等を
参考にし、誘致対象業種の絞り込み等を行うとともに誘致
活動を進めていきたいと考えております。
また、今後の企業誘致対象の重点産業分野として伸び率
の大きい農業関連分野につきましては、企業から求めら
れる用地と本市産業適地の特性等を比較しながら、誘致
の方向性を検討していきたいと考えております。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

1-4-②創業支援
と経営者の育成

雇用の場の確保については、創業支援と経営者の育成で
中小企業庁の「平成27年度版中小企業施策利用ハンド
ブック」も活用（送料は自治体が負担）して、経営支援、創
業支援のアクションプランを作成していただきたい。 原案どおり

アクションプランの作成に際しては、平成27年5月に策定
した創業支援事業計画を中心としながら、、商工会等と連
携、協議しながら作成します。

総合戦略
(分野１ 地域経
済対策・しごとづ
くり)

1-4-③女性への
就労支援

「女性への就労支援の充実」では、産学官民連携事業から
は外されているが、特に、母子家庭へのスキルアップ支援
は原則として費用の個人負担を免除する制度を設けること
と子どもの教育支援の政策パッケージをつくり、貧困の連
鎖を止める施策を行っていただきたい。

原案どおり

ひとり親家庭の就労支援については、今後も、国の制度
に基づいた給付支援（自立支援教育訓練給付金、高等職
業訓練促進給付金）を実施していきます。
また、教育については、児童・生徒が「生きる力」を身につ
けるために、知・徳・体をバランスよく育てる教育を実践し
ていきます。

総合戦略
(分野2  宗像へ
のひとの流れづ
くり)

分野2全般 福岡・北九州で就労する宗像市在住のサラリーマンが「子
育て」「介護」と通勤時間負担の関係をどのように実感して
いるのか、調査・分析する。
「子育て」「介護」の負担が軽減されることで、居住環境が
改善されるという結果が出れば、地域コミュニティごとに、
負担を軽減する支援組織を立ち上げる作業を始める。

原案どおり

「子育て」や「介護」の負担が軽減されることは、福岡市や
北九州市で就労する宗像市在住のサラリーマンの皆様に
とっての居住環境の向上に繋がるものと認識しておりま
す。また、通勤時間の長さに関わらず、本市が子育て世
帯など若い世代の定住化を推進するためには、文化、教
育、子育て環境の充実など、居住環境の充実に努めてい
かなければならないと考えております。
なお、「子育て」や「介護」の負担を軽減する支援は、必ず
しも地域コミュニティごとに支援組織を立ち上げて進める
ものばかりではないと考えております。
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区分 項目 意見 対応 回答（理由）

総合戦略
(分野2  宗像へ
のひとの流れづ
くり)

分野2全般 アットホームという不動産情報会社が首都圏で調査した結
果によれば、「通勤時間は平均58分、理想は35分、限界は
86分。通勤時間が長いほど睡眠時間が短くなり、共働きの
割合が低い」という結果になっている（2014年7月15日記者
会見資料）。「宗像らしさ」をアピールするのであれば、近隣
自治体と同じような金銭的支援に加えて、サラリーマン世
帯の子育てと介護への地域社会の支援という点で、「協働
都市宗像」の強みを活かすことを考えたらどうか。
　リクルートが発行する女性の転職雑誌「とらばーゆ」の調
査（2012年9月）では、ワーキングママは、通勤時間が短く
てすむ会社、職場に近い住居に引っ越ししという対応をして
いるということである。彼女たちが希望する通勤時間は30
分以内が60％、60分以内を加えると91％に達する。
　職場選択で最も重視したこと（複数回答）では、勤務日
数・勤務時間（47.2％）、土日休み（44.1％）に続いて急な休
みなど育児との両立（40.4％）、通勤時間が短い（32.3％）と
されている。

原案どおり

ご指摘いただきました「サラリーマン世帯の子育てへの支
援」という観点は、本市が若い世代の定住化を進めるに
あたって、子育て環境の充実をまちの魅力の一つとして
高付加価値化しようとする考え方に合致するものでござい
ます。家庭、地域、保育所、幼稚園が連携した総合的な
幼児教育の推進など、協働を進める本市の強みを活かし
た子育て世帯への支援を行っていきたいと考えておりま
す。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

分野3全般 アクションプランの検討の際に、「出産・子育て・教育環境づ
くり」における地域コミュニティの支援体制について12コミュ
ニティ運営協議会からの提案を要請する。ただし、地域住
民からの支援は有償とし、その費用は行政が負担していた
だきたい。

原案どおり

子育て世代が安心して出産、子育てできる環境をつくるに
は、行政、家庭、地域、学校等が一体となって、出産・子
育て・教育環境の充実に取り組んでいく必要があると考え
ています。
出産・子育て・教育の各分野の実情や地域の特性にあわ
せて、必要に応じて地域コミュニティとの連携を図りながら
出産・子育て・教育環境の充実に努めていきたいと考えて
おります。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

3-1-③子ども・
若者支援セン
ター(仮称)の開
設

子ども・若者支援センターは12コミュニティの青少年育成部
会との協働で取り組むことをアクションプランの検討議題と
する。なお、業務を業者に「丸投げ」することのないようにし
ていただきたい。 原案どおり

子ども・若者支援センター（仮称）の開設は、子育て世代
が安心して出産、子育てができるよう、妊娠、出産、子育
ての相談・支援に関して、長期間を通じて、子どもと母親、
家庭を医療、行政、児童福祉が一体となってサポートする
拠点を市が作るものです。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

3-1-④多子世帯
支援の充実

年少人口数を確保するためには、多子世帯支援施策よりも
結婚数減少、晩婚化、第１子出産の高齢化が深刻であり、
施策の優先順序を考慮すべきだと考える。

原案どおり

年少人口確保のための施策については、今後の国、県の
取組みも勘案しながら、市としても考えていきます。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

【施策2】宗像な
らではの教育の
推進

教育は国家百年の計」といわれる。宗像ならではの教育の
推進では、文部科学省が審議している「新しい時代の教育
や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在
り方と今後の推進方策」が今年度中に策定される見通しを
踏まえ、地域住民との意思疎通を図り、「宗像ならでは」の
教育システムをコミュニティとの協働でつくりあげる。また、Ｉ
ＣＴ教育では、ＩＣＴになじめない子どもへの配慮も必要であ
る。

原案どおり

本市では小中一貫教育を家庭・地域と連携して推進して
います。全中学校区に設置された学校運営評議委員会で
は、保護者や地域の方にも参画していただき、学校運営
について意見交換を行い、地域の特色を生かした教育活
動を推進しています。
ＩＣＴ教育では、電子黒板等を活用して授業改善を図るとと
もに、児童生徒に情報活用能力を育成し学力を育んでい
きたいと考えています。現在、福岡教育大学と連携して、
タブレット端末を活用した授業のあり方について研究を
行っています。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

3-2-④異文化交
流によるグロー
バル人材の育成

異文化交流は、ラグビーのワールドカップ、オリンピック・パ
ラリンピックにむけてホームステイ・ホームビジットのすそ野
を広げるために、また、コミュニティとの協働の視点からも
12コミュニティの地域創造ビジネスとして取り組むことを提
案する。このため、純粋なボランティアではない形の異文化
交流を一定の予算枠を設けて、コミュニティ運営協議会か
らのインセンティブ付「プレゼンテーション方式」で募集する
ことを合わせて提案する。

原案どおり

今後のホームステイ及びホームビジットについては、地域
の特性を踏まえたうえで、これらの取組みについて検討を
進めていきます。
ただし、現状でのホームステイ及びホームビジットの実施
にあたっては、来訪者の需要も少ないため、当面は、来宗
外国人団体等とコンタクトを図り、その都度、募集や実施
を検討していきます。

総合戦略
(分野3 出産・子
育て・教育環境
づくり)

3-2-⑥豊かな心
育成総合プロ
ジェクト

豊かな心育成総合プロジェクトについては、道徳心に欠け
る（おとな）社会、カネや権力による強いものだけが評価さ
れる（おとな）社会の改革がないままでは、子どもたちの心
に響く道徳教育は成立しない。大人の教育との両輪で施策
を進める必要がある。この点から、宗像のセンセイや宗像
びとに高い評価を与えた（徳（悳））のちからを表現する都
市ブランドのアピールに「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
の事業として取り組むことを提案する。

原案どおり

豊かな情操や規範意識、公共心など、人格形成の基盤と
なる道徳性を育成するため、道徳教育は年齢を問わず大
切だと考えており、そのような視点を持って取り組んでい
きます。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

分野4全般 宗像版集約型都市構造の形成で謳われる「宗像版」のイ
メージが浮かばない。定義の「見える化」をしていただきた
い。

一部修正

ご意見の趣旨を踏まえ、「宗像版集約型都市構造」を説明
する脚注を追加します。
「「宗像版集約型都市構造」とは、本市が目指す多極連携
の集約型都市構造のことをいう。本市では、市中央を還
流する釣川沿いの農地の後背となる丘陵部を中心に住
宅地開発を行ってきたため、市街地や主要な都市機能が
分散して立地している。そのため、一極集中ではなく、地
域の特性を踏まえた多極連携の集約型都市構造の形成
を目指している。」
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総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

分野4全般 　分野4は国のコンパクトシティ施策を宗像市の実情を踏ま
えて作成されていると理解するが、国は「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」46頁以降で中山間地域等における施策とし
て掲げられている「小さな拠点（多世代交流・多機能型）づく
り」（アクションプランでは65頁以降に記載）がどこにもな
い。これでは、宗像市は中山間地域の住民生活のサポート
を放棄している、と言われても仕方ないのではないか。
　平成26年12月27日の「都道府県まち・ひと・しごと創生総
合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定
について」（通知）においても、「小さな拠点」づくりやコンパ
クトシティの推進など、地域の実情に応じたまちづくりを推
進する」としている（頁7）。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
の決定稿では、「小さな拠点（多世代交流・多機能型）」につ
いて取り組むことを表明するよう、強く要望する。

原案どおり

「小さな拠点」とは、様々な生活サービスや地域活動の場
などを一定のエリア内に集約し、周辺集落と交通ネット
ワークでつなぎ、地域に住み続けられることを目指す取組
みだと認識しています。
これは、現在市が進めているコミュニティを基盤としたまち
づくりの方向性と大きくは違わないものだと考えていま
す。
総合戦略の中でも、「地域での安心な暮らしの確保」とい
う施策に取り組むこととしており、表現の違いはあるとして
も、ご意見のような「小さな拠点」の内容は含まれているも
のと考えています。

　国の「アクションプラン（個別施策工程表）では、「必要な
対応」として、「当面、現在の法人制度を前提とし、各事業
主体が連携・役割分担しながら事業を進めていく上で必要
な支援・制度改善を実施する。中長期的には、これらの
サービスを一体として実施する地域住民等による法人の在
り方を整理する」と明記している（65頁）。この方針を受け
て、経済産業省が来年の通常国会への上程を予定してい
る「ローカル・マネジメント法人」に向けての★印のついた調
査研究項目（施策3、魅力ある地域づくりとそれを支えるひ
とづくりの項目）に入れ、「宗像市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」27頁の地域創造ビジネスを含めた地域協働の政策
パッケージとして作成することを強く求めたい。

国土交通省「立地適正化計画の作成に関するＱ＆Ａ（改訂
版）」は、地方創生の施策（例えば「小さな拠点」の形成）と
の関係性について、「市町村マスタープラン等を活用してこ
れらの拠点の考え方を整理し、これを踏まえて立地適正化
計画の策定や小さな拠点の形成に取り組むことが望まし
い」という考え方を示している。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

4-1-①立地適正
化計画の策定と
推進

立地適正化計画における「住宅団地」の定義が不明確。宗
像市では日の里、自由ヶ丘の開発開始後4年程度で続々と
団地が開発されている。「サービス付高齢者向け住宅の誘
導」が謳われているがこれは全市的に展開するのかどう
か、明確にしていただきたい。

一部修正

「住宅団地」の定義としましては、『主に高度経済成長期
以降に都市再生機構や民間会社などにより計画的に建
設された集団住宅地』と定義し、注釈に加えさせていただ
きます。
ご指摘のとおり、本市では日の里、自由ヶ丘に代表される
住宅団地が続々と開発されてきましたが、本総合戦略に
おけるサービス付高齢者向け住宅の誘導は、高齢化が
進んだ住宅団地を主な対象として取り組んでいきたいと
考えております。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

【施策2】地域で
の安心な暮らし
の確保

安心な暮らしの要素として、26頁に4-2-⑤を付加、「防犯＝
犯罪防止と対策への支援」を項目として設けることを提案
する。

原案どおり

総合戦略は、第2次宗像市総合計画から、「人口減少問
題への対応」、「地域経済縮小の克服」に特に関連の深い
ものを抜粋して策定しています。
防犯対策の充実については、総合計画に基づき推進して
いきます。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

【施策2】地域で
の安心な暮らし
の確保

地域包括支援センターを6箇所に増やす計画は歓迎する。
同時に、今後の「健康長生き・ピンピンコロリ」の観点と大都
市からの移住者受入の観点から、日本版ＣＣＲＣ（正式に
は「生涯活躍のまち」）構想を★印をつけた事業として宗像
市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に組み込めないか
検討することを要望する。

原案どおり

日本版CCRC構想の主なコンセプトは、東京圏をはじめと
する大都市の高齢者の移住支援であると認識していま
す。
本市の移住・定住の主なターゲットは子育て世代でありま
すが、高齢者の健康づくり、生きがいづくりについては総
合計画に基づき、今後も推進していきます。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

4-3-①市民が輝
く事業の実施

市民が輝く事業の実施で、「市民参画制度の見直し」が掲
げられている。また「コミュニティにおいては」という表現で、
魅力ある地域づくりとそれを支えるひとづくりの主体がコ
ミュニティであることを伺わせている。
しかし、コミュニティが主体でかかる事業を行うには、「協
働」が「（協働委託制度も含めて）単なる低賃金の下請け」
と誤解されることが多い現在の制度では十分ではない。こ
の「制度の見直し」に、地方自治法の地域自治区制度の精
神（「施策提案・協議権」）を取り入れた、コミュニティ制度の
見直しを含めることを提案する。

原案どおり

現在の本市のコミュニティ制度は、地域ごとにその特性を
活かし、各地区のまちづくり計画において一定のルールを
整備し、コミュニティ活動を行っており、その結果、地域特
性を発揮した取組がなされていることで、地域住民主体の
まちづくりが展開できていると考えています。また、ご提案
の施策提案や協議の場としては、現に行っている「まちづ
くり懇談会」がその場に当たると考えています。
このことは、住民自治の強化や住民と行政の連携といっ
たご提案の地域自治区制度新設の地方自治法改正趣旨
に沿ったものと考えています。
そのため、現状のコミュニティ制度について、地域自治区
制度という、法律、条例によって一定のルール整備を行う
ことは考えていません。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

4-3-⑤地域創造
ビジネスへの支
援

産学官民連携事業の対象として、★印をつける。

原案どおり

本市では、他市町村に先駆けて協働のまちづくりにを進
めており、住民主体によるまちづくりが浸透、定着してきて
いると言えます。
総合戦略における★印は、産学官民等との連携事業のう
ち、新たな要素を含む取組みなど、特に推進していくもの
を対象としています。
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総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

4-3-⑤地域創造
ビジネスへの支
援

事業構想の参考例としては、厚生労働省が主管する実践
型地域雇用創造事業の平成26年度第2次募集で採択され
た「愛知県奥三河地域」（人口が約6万の中山間地域。特徴
は、特に大きな地場産業がない。だから若者の雇用の場が
ない。近くの豊橋や名古屋に人口が流出。観光資源はそれ
ええなりにあるが、ほとんど商品化されていないため雇用
創造に結びついていない等）を取り上げ、宗像市の地域創
造ビジネス検討のテキストとして欲しい。

原案どおり

紹介いただいた参考例は、地域資源の活用や人材育成、
雇用創出など様々な方面で参考になるものと考えていま
す。
4-3-⑤地域創造ビジネスへの支援は原案どおりとします
が、具体的に取り組みを進めるうえで参考とさせていただ
きます。

総合戦略
(分野4 まちづく
りと安心な暮らし
の確保)

4-3-⑥まちづくり
計画実践への支
援

「まちづくり計画実践への支援」（27頁）で、まちづくりに関し
て地域との懇談会の回数を5年間で20箇所としている。懇
談会を行うよりも、まちづくり計画の項目ごとに、住民と担
当部署との協議の場を設ける方が実践的と考えるが、どう
か。 原案どおり

地域との懇談会（まちづくり懇談会）の開催については、
まちづくり計画の実践を開催目的の一つとして、実施する
よう見直しを行い、今年度から取り組んでいます。
まちづくり懇談会の開催は、ご意見の趣旨を含んでおり、
今年度開催するまちづくり懇談会からは、懇談会の中で
意見交換を行った結果、さらに今後も協議を要する事項
等について、その後に個別案件毎の協議の場を設けるこ
ととしています。

5 / 5 ページ


