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第二次宗像市総合計画の構成 

 

第二次宗像市総合計画の構成は、市の目指すべき姿である将来像や将来人口、基本方針、まちづ

くりの柱、戦略的取組、施策の展開を示しています。 

将来像とは、市民憲章の理念を踏まえ、平成２７年度から平成３６年度までの１０年間にわたる

本市の目指すべき姿を示しています。 

将来人口とは、コーホート要因法を用いて推計した平成３７年３月末日までの人口や高齢化率、

年齢３区分別人口割合を示しています。 

基本方針とは、将来像を実現するための基本となる方針を表したものです。まちづくりの原点と

いえる「安全・安心なまちづくり」をまちづくりの基盤としています。その基盤を踏まえたうえで

展開する「まちの成長」、「まちの成熟」に対する考え方を示しています。 

まちづくりの柱とは、基本方針を踏まえて実施する政策を、４つの体系に分類したものを示して

います。 

戦略的取組とは、第二次宗像市総合計画に掲げる施策を展開するうえで、常に意識しなければな

らない視点や積極的かつ戦略的に取り組むべき事項として、「協働の推進」と「都市ブランドの推

進」の２つの事項を戦略的取組と位置づけ、施策ごとにその取組み内容を示しています。 

施策の展開とは、４つの体系に分類した政策ごとに、実施すべき施策の概要や取組方針、主な取

組事業を具体的に示したものです。 

また、第二次宗像市総合計画の体系を示すと次のようになります（図１）。 

 

 

 

  

 

 

 

図１ 第二次宗像市総合計画 体系図 

基本構想 基本計画 
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基本構想 

１．将来像 

本市ならではの個性や魅力があふれ、誇れるまちを築くため、次のとおり将来像を定めます。 

 

【将来像】 ときを紡ぎ 躍動するまち 

 

将来像は、次の３つの考え方から構成されます。 

 

『 人・まち・自然が共生するまち 』  

 “人とまちとの共生”とは、人がまちを育み、そしてまちの中で人がいきいきと暮らし、元気

に活躍していることをいいます。 

 “人と自然との共生”とは、人が自然環境を守り、その自然から心和む景観や「山の幸」「海

の幸」といった恵みを与えられていることをいいます。 

“まちと自然との共生”とは、海、川、山、田などの豊かな自然と、住宅地としての都市の機

能が調和していることをいいます。 

宗像市は、まちの魅力をさらに高め、豊かな自然を実感でき、人とまちと自然とが互いに共生

し、調和が保たれているまちを目指します。 

 

『 人がつながり躍動するまち 』 

 人がつながることは、市内・市外にかかわらず、人と人とが、対話することで共感し、協働す

ることで新たな想像や創造を生み出し、まちを成長、成熟させていきます。 

 本市は、アジアを見据えた都市づくりを行っている福岡市、北九州市両政令市の中央に位置し、

ＪＲ鹿児島本線や国道３号という九州の大動脈を通じて多くのヒト、モノ、カネ、情報が行き交

う立地に恵まれた地域条件を活かし、市外の人や他の自治体との交流や広域連携を進めることで、

まちを躍動させます。 

 宗像市は、市内の人（市内の多様な担い手）と共に、市外の人とも連携を進め、存在感があり、

躍動するまちを目指します。 

 

『 歴史文化を継ぎ育むまち 』 

 本市には、二千年にわたる歴史があり、歴史とともに守り引き継がれてきた歴史文化がありま

す。それらの歴史文化は、世代を超えた共有の財産でもあります。何世代もの先人が引き継いで

きた歴史文化を、次世代に引き継いでいきます。 

 さらに、歴史文化を次世代に引き継ぐだけでなく、新たな文化を生み出し、次世代に残してい

きます。 

 宗像市は、貴重な歴史文化を誇りとし、次世代へ引き継ぐとともに、新たな文化を生み出すま

ちを目指します。 
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２．将来人口 

 本市は、昭和３０～４０年代の大型団地開発を背景として順調に人口が増加し、住宅都市として

発展してきました。 

 しかし、平成２４年に行ったコーホート要因法1を用いた将来人口の推計では、平成２４年をピー

クに人口が減少していく結果となりました。将来人口の推計時（平成２４年）と比較すると、第二

次宗像市総合計画の計画期間が終了する平成３６年度末には約３，０００人の人口減少という推計

結果となり、本市においても人口減少に転じると見込まれます。 

 また、高齢化率は上昇の一途をたどり、平成２４年で２３．２％であった高齢化率は、平成３７

年には３０％を超えるという推計結果となっています。 

 平成２２年の国勢調査による人口と平成３７年の推計人口を比較した場合、０～４歳及び２０～

３４歳の減少幅は大きく、逆に７０～７９歳の増加幅は大きくなっており、少子高齢化及び生産年

齢人口の減少が大きく影響していると言えます（表、図２～４）。 

 

 

（単位：人）  

人口 

３月３１日 

総人口 年少者人口 

（０歳～１４歳） 

生産年齢人口 

（１５歳～６４歳） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

平成２４年 

【総人口比】 

９５，９９６ １３，１２０ 

【13.7％】 

６０，５６９ 

【63.1％】 

２２，３０７ 

【23.2％】 

１１，０２５ 

【11.5％】 

平成３７年 

【総人口比】 

（対２４年比） 

９２，９８７ 

 

（▲３，００９） 

１１，６４３ 

【12.5％】 

（▲１，４７７） 

５２，６０９ 

【56.6％】 

（▲７，９６０） 

２８，７３５ 

【30.9％】 

（６，４２８） 

１５，８１５ 

【17.0％】 

（４，７９０） 

 

 

 
 

 

                                                   
1 「コーホート要因法」とは、ある一定の期間に生まれた人々の集団（コーホート）の自然動態（出生と死亡）及び社会

動態（転入と転出）という２つの人口変動要因の将来値を仮定し、それに基づいて将来人口を推計する方法です。 
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図２ 宗像市人口推計（男女構成別） 図３ 高齢化率の推移 
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 将来推計人口どおりに高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少が続いた場合、空き家や空き地が

増加することによる住環境の悪化、地域の住民活動の停滞、集落維持の困難などの問題が予想され

ます。また、高齢者人口の増加による医療費や介護保険の給付の増加及び生産年齢人口の減少によ

る税収減少のため、行政サービスを維持することが困難になることや、地域経済への影響も懸念さ

れます。 

 これらの問題や課題の抑止に努め、住みよいまちづくりを目指すため、この１０年間は、現在の

人口９６，０００人の維持を目指していきます。 

 

 

３．基本方針 

（１）将来像の実現を目指して 

 少子高齢化の進展や市民ニーズの多様化及び高度化など、社会情勢の急激な変化のなかで、本市

のまちづくりは大きな転換期を迎えています。以前のような飛躍的な人口増加が期待できないなか、

第二次宗像市総合計画の計画期間は、将来に向けた新たなまちづくりの礎を築く１０年です。 

 本市が掲げる将来像「ときを紡ぎ 躍動するまち」を実現していくためには、行政活動に加え、

市民や企業などによる活動の拡大、相互連携や協働の拡充が今以上に重要となってきます。そのた

め、市民活動、行政活動、企業活動2の量的増加や質的向上、付加価値の創造に向けた取組みを推進

していきます。 

                                                   
2 「企業活動」の「企業」とは、大企業から中小企業のほか、個人経営の商店やソーシャルビジネス、農業や漁業の第１

次産業及び第６次産業を含む幅広い概念をいいます。 

  

図４ 宗像市人口ピラミッド（推計値） 

男性(人)   平成２２年（２０１０年）   女性(人) 男性(人)   平成３７年（２０２５年）   女性(人) 
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（２）安全で安心なまちを基盤として展開する「まちの成長」と「まちの成熟」 

 市民が安心して日々の生活を送るためには、安全で安心なまちの環境を整備することが何よりも

優先されるべきであり、このことは、まちづくりの原点ともいえます。「安全で安心なまち」とは、

そこに暮らしている市民だけでなく、本市を訪れる人もそう思うことができるまちであり、「安全

で安心なまち」の基盤があって初めてまちづくりを進めることができます。 

 そのため、「安全で安心なまち」をまちづくりの基盤とし、防災、防犯、交通安全に対する取組

みを引き続き進めながら、量的増加を「まちの成長」、質的向上及び付加価値の創造を「まちの成

熟」と位置づけ、今後１０年間のまちづくりを進めていきます。 

また、まちづくりを構成している市民活動、企業活動、行政活動がそれぞれ連携するだけでなく、

市内３大学を介した連携を行っていくことで、「まちの成長」が「まちの成熟」を促し、さらに「ま

ちの成熟」が「まちの成長」を促すことで、それぞれの活動がより活性化されることが期待されま

す。それらが渦を描くように大きくなっていくことで、まちはさらなる発展を遂げていきます。 

 

『 まちの成長とは 』 

まちの成長とは、「量的増加」を目指すものです。 

 まちづくりは、市民活動、企業活動、行政活動で構成されています。それぞれの活動について

は、その量を増加させることで、まちの成長を目指していきます。 

 市民活動において、市内で地域活動を行う市民や団体が増加することは、より自律3したまちへ

とつながっていきます。 

 企業活動において、市内で活動を行う企業及び起業が増加することや、市民活動などから新た

な起業が生み出されることは、活気あふれるまちへとつながっていきます。 

 行政活動において、他自治体などとの広域連携や市民活動及び企業活動に対する支援が拡大す

ることは、暮らしやすいまちへとつながっていきます。 

 また、それぞれの活動において、市内３大学とも連携しながら、自律し、活気があふれ、暮ら

しやすいまちを目指すことで、持続可能な元気なまちづくりへとつながっていきます。 

 

『 まちの成熟とは 』 

 まちの成熟とは、「質的向上」と「付加価値の創造」を目指すものです。 

 市民活動、企業活動、行政活動が、相互に連携することで、新たに付加価値が創造され、まち

全体の質の向上を目指していきます。 

 市民活動において、活動の質が向上することは地域活動が活発化し、自律したまちへとつなが

っていきます。 

 企業活動において、活動の質が向上することは地域産業や地域経済が活性化し、活気あふれる

まちへとつながっていきます。 

 行政活動において、活動の質が向上することは質の高いサービスを引き続き提供することがで

き、暮らしやすいまちへとつながっていきます。 

 また、それぞれの活動において、市内３大学とも連携しながら、自律し、活気があふれ、暮ら

しやすいまちを目指すことで、持続可能な元気なまちづくりへとつながっていきます。 

                                                   
3 第一次宗像市総合計画を踏まえて、「自立」ではなく「自律」としています。 
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４．まちづくりの柱 

 本市には豊かな自然や歴史、文化、住環境、コミュニティ、市内３大学などの大切な資源が多く

あります。この資源は、一度失うと取り戻すことは決して容易ではなく、まちは徐々にその魅力や

活動する力を失い、将来においてまちの衰退にもつながり兼ねません。この大切な資源を失うこと

なく“次世代に引き継ぐ”という意識を持ちながら、４つの柱を実現させていくための政策として

展開していきます。 

 

  政策① 元気を育むまちづくり 

政策② 賑わいのあるまちづくり 

政策③ 調和のとれたまちづくり 

政策④ みんなで取り組むまちづくり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの政策を実施するにあたっては、基本方針に掲げている「まちの成長」と「まちの成熟」を

踏まえた取組みを実施していくことが必要です。この「まちの成長」と「まちの成熟」への取組み

として、交流人口の増加、定住人口の増加、宗像の魅力（まちの魅力や人の魅力）の向上に取り組

んでいきます。 

 

 

５．戦略的取組 

（１）協働の推進 

①「協働」推進の必要性 

本市は、古より交通や文化の要衝として、人と人とのふれあいを大切にしてきたまちであり、

協働の精神が脈々と受け継がれてきました。近年では昭和５０年代ごろから市民活動団体の組

織化がみられ、都市の成長にあわせて活動の活発化と広がりを見せてきました。 

コミュニティ施策に取り組んで１８年が経過しました。その結果、各地区での住民主体によ

る地域自治は、市内全域に浸透し、定着してきています。 

加えて、近年大学や企業でも地域貢献に注力しており、学外や社外へ向けた取組みが進展し

つつあります。 

このような中、本市では、平成１７年に策定した「第一次宗像市総合計画」、平成１８年に

 

図５ 各政策の関係図 
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制定した「市民参画・協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」を基に、各施策に協働

の理念を反映させ、「協働のまちづくり」を進めるとともに、他市町村に先駆けて市民活動団

体やコミュニティ運営協議会などとの連携を図り、協働を推進してきました。 

今後も協働の理念を基本として、さらなる協働によるまちづくりを推進していきます。 

 

②推進の取組み 

市民ニーズの多様化などによって、今後は、行政サービスも拡大し、行政だけでは適切な対

応ができない状況が増加していくことが想定されます。 

そのため、市民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業、行政が対等な関係

で、互いの特性や能力を活かしたまちづくりを進めていく必要があり、第二次宗像市総合計画

においても、これまで築いてきた「協働のまちづくり」を引き継ぎ、進めていきます。 

また、協働の推進については、「都市経営」の視点を市民等と共有しながら、「協働の推進」

に大きな役割を果たしている市民活動団体やコミュニティ運営協議会などとの相互連携を拡

充し、今まで以上に協働への取組みを強化していきます。 

 

（２）都市ブランドの推進 

①「都市ブランド」推進の必要性 

我が国の総人口は平成２２年をピークに減少を続け、平成２５年には４人に１人が６５歳以

上となり、かつてない少子高齢化社会に突入しています。 

そのようななか、本市が選ばれる都市となり、持続可能な都市であり続けるためには、市民

だけではなく、市外の方からも認知されるだけではなく、何らかの好ましいイメージ、ポジテ

ィブなイメージを持ってもらう必要があります。 

本市は子育て世代の定住人口の増加につながるよう、「子育て世代に選ばれる都市イメージ」

の確立を目指し、「子育て世代に選ばれる都市」として、ポジティブなイメージを持ってもら

うために、強い都市ブランドをつくり、推進していきます。 

 

②推進の取組み 

 強い都市ブランドをつくり、推進していくためには、価値や独自性を高めるまちづくりをし

ながら、市内外の人たちと共感をつくりだすことが重要です。このため、市の価値や独自性を

高める取組みや共感をつくり出す情報発信の取組みを強化し、積極的に進めていきます。 
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基本計画 

１．施策の展開 

４つのまちづくりの柱ごとに展開する施策を示すと次のようになります（図６）。 

 

 

 

施　策戦略的
取組

公共施設等公共資産の管理、最適化の実践

《
将
来
像

》
　
と
き
を
紡
ぎ
　
躍
動
す
る
ま
ち

まちづくりの柱

元気を育むまちづくり

賑わいのあるまちづくり

調和のとれたまちづくり

みんなで取り組むまちづくり

公共交通の利便性の向上

地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進

連携によるまちの経営

歴史文化の保存と活用

生涯を通した学習の振興

スポーツの多面活用

自然災害への対応と危機管理体制の強化

防犯・交通安全・消費生活対策の充実による
安全・安心して生活できる環境整備

快適な生活環境の保全

互いに尊重し、協力し合う社会の充実

多彩な交流による観光の活性化

地域産業の活性化

市民活動の推進

資源を活かした島の活性化

情報受発信の充実

子どもの健全育成

子育て環境の充実

教育環境の充実

グローバル人材の育成と国際交流の推進

健康づくりの推進

安心できる医療体制の充実と社会保険制度
の運営

『
協
働
の
推
進

』
　
　
　

『
都
市
ブ
ラ
ン
ド
の
推
進

』

教育活動の充実

計画的かつ効率的な行政経営

自然環境の保全と再生

調和のとれた土地利用と魅力ある景観の形成

住宅施策の推進

都市基盤の整備

情報化の推進・情報の適正化

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり

自立した生活の支援

図６ 施策体系図 

基本構想 基本計画 
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（１）元気を育むまちづくり 

 「元気を育むまちづくり」は、子育てや教育、健康福祉などに関する事項を主な分野としていま

す。 

子どもの健全育成への取組みとしては、さまざまな体験を通して子どもの可能性を伸ばし、心豊

かな成長を促すことで、輝く子どもを育てていきます。 

子育て環境の充実への取組みとしては、安心して子どもを産み、楽しく子育てができる環境や子

どもが心身ともにすこやかに育つ環境をつくることで、子どもとその家庭を市全体で支援していき

ます。 

教育活動の充実への取組みとしては、学校、家庭、地域それぞれが教育に対する役割を発揮でき

る学校づくりに取り組みながら、児童・生徒の知・徳・体をバランスよく育て、「生きる力」を身

に付けることができる学校教育を実践していきます。 

教育環境の充実への取組みとしては、学びの場である学校を整備し、学校運営や学習環境を充実

させることで、児童・生徒が安心して自ら学校に行きたいと思うことができるようにしていきます。 

グローバル人材の育成と国際交流の推進への取組みとしては、自国の文化を学び、異国の文化に

触れる機会を充実させることで、将来さまざまな分野で中核的な役割を果たしていくグローバル人

材を育成していきます。 

健康づくりの推進への取組みとしては、こころと身体の健康づくりを支援することで、市民が元

気で健康な生活を送ることができるようにしていきます。 

安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営への取組みとしては、医療体制の充実と社会保

険制度の健全運営に努めることで、市民がすこやかで安心した生活を送ることができるようにして

いきます。 

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくりへの取組みとしては、さまざまな交流の場を提

供することで、高齢者が明るくいきいきとした生活を送ることができるようにしていきます。 

自立した生活の支援への取組みとしては、身体的、経済的事情などによるさまざまな生活課題を

解消することで、市民が自立した生活を送ることができるようにしていきます。 

互いに尊重し、協力し合う社会の充実への取組みとしては、出生や性別に関係なく、平等に生活、

活躍できる権利を守ることで、市民が互いに支え、協力し合い、誰もが幸せを感じることができる

ようにしていきます。 

 

このように、「元気を育むまちづくり」では、10の施策を展開していきます。 

①子どもの健全育成 

②子育て環境の充実 

③教育活動の充実 

④教育環境の充実 

⑤グローバル人材の育成と国際交流の推進 

⑥健康づくりの推進 

⑦安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営 

⑧高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり 

⑨自立した生活の支援 

⑩互いに尊重し、協力し合う社会の充実 



≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

家庭
や地
域の
教育
力の
向上

　子どものすこやかな成長のために、地域の子どもは地域で守る、育てる考え
が求められています。
　そのため、家庭や地域の教育力の向上に加え、学校、家庭、地域が一体と
なり子どもを育む必要があります。

　家庭や地域の教育力の向上として、コミュニティ・センター等の施設や自然
環境などの地域資源の活用、ノウハウやスキルを持つ地域人材の堀り起こし
や育成、活用、家庭学習の推進に取り組みます。
　また、学校、家庭、地域が一体となり、子どもが安心して生活できる環境づく
りを推進していくとともに、子ども会、PTA、青尐年指導員会等の市民活動団
体が連携し、地域活動の活性化や情報の共有化を図っていきます。

●家庭や地域の教育力の向上
・家庭や地域の教育力向上の推進のための周知や啓発
・学童保育事業への地域力の導入
・家庭教育学級の推進
・子どもの安全安心への取組みの強化

子ども
の体
験と交
流の
充実

　子どもは遊びや体験、交流を行うことで、広い視野、責任感、自尊感情、規
範意識、コミュニケーション能力等が身に付きます。
　しかしながら、子どもを取り巻く環境の変化により、異年齢交流や自然を体
験する機会が減尐してきています。
　そのため、子どもに様々な遊びや体験、交流の場を提供することが必要で
す。

　子どもが広い視野、責任感、自尊感情、規範意識、コミュニケーション能力等
多くのことを身につけ、心豊かでたくましく生きることができるよう、遊び、体験
ができる居場所を地域に展開していきます。
　また、多様な体験の場を提供する過程で、世代間交流の機会を創出しま
す。

●子どもの体験と交流の充実
・子どもの居場所づくり事業の推進

・プレーパーク※事業の地域への展開
・意見表明や参画、交流の場の創出

・キャリア教育※の推進
・異文化交流の機会の充実
・子どもの音楽活動支援事業の充実
・世代間交流支え合い事業の支援

子ども
の権
利を
守る
ため
の支
援

　子ども基本条例※を制定し、子どもに対する虐待、いじめ、不登校などの防
止、改善に向けた取組みを進めており、平成25年度には子ども相談センター
（子どもの権利救済機関）を設置するなど、子どもの権利を守ることに努めて
います。
　今後も引き続き、子どもの権利侵害についての救済、回復、理解に努め、そ
れらを通じて、子どもが安心して生きることができる家庭環境、社会環境を保
障していく必要があります。

　権利侵害を受けている子どもを早期に発見し、救済、回復、理解に向けた効
果的な支援を行うため、子ども相談センター（子どもの権利救済機関）の機能
を強化していきます。
　また、子どもの家庭環境や社会環境の保障として、地域が子どもを守る受け
皿となるよう、家庭、地域、子ども関係機関に対し、子どもの権利をはじめとし
た子ども基本条例の普及、啓発に継続して取り組んでいきます。

●子どもの権利を守るための支援
・子どもの権利救済機関の専門性の強化
・子ども基本条例に関する研修、講演会、啓発の実施

子
ど
も
の
健
全
育
成

　このページは、家庭や地域の教育
力の向上、子どものすこやかな成
長、子どもの権利の保障に向けた取
組みを掲載しています。
　次世代を担う子どもには、学校の
勉強だけでなく、様々な体験や交流
が重要です。
　自分の可能性を伸ばし、心豊かな
成長を促すことで、輝く子どもを育て
ていきます。

※「子ども」とは、18歳未満の者をいう。
※「プレーパーク」とは、「遊びが子どもを育てる」をテーマとした冒険遊び場をいう。
※「キャリア教育」とは、一人ひとりの社会的、職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を促す教育のことをいう。
※「子ども基本条例」とは、平成24年4月1日から施行した宗像市子ども基本条例をいう。

戦略的取組

【協働】

●学校、地域、市民活動団体、大学、企業等と協働し、子どもの居場所や体験と交流を創出します。
●学校、地域、家庭等と協働し、子どもの安全安心を確保します。

【都市ブランド】

●子ども基本条例の理念を基に、多様な体験、活動、発表の場を提供することで、子ども一人ひとりの個性を伸ばします。
●子ども相談センター（子どもの権利救済機関）などの相談体制を強化させることで、子どもの権利を守ります。
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

すこや
かな
成長
や発
達を
支える
事業
展開

　安心して子どもを産み、楽しく子育てをするためには、子どものすこやかな成
長や発達を支援する環境が不可欠です。
　そのため、子育て環境に合わせた母子保健事業や感染症予防のための予
防接種事業の展開が必要です。

　母子保健事業については、子どものすこやかな成長や発達を支援するた
め、保健、医療、福祉、教育と連携した健康診査、訪問指導、健康教育などを
推進していきます。
　予防接種事業については、医師会等と連携し、継続して感染症予防に取り
組んでいきます。

●すこやかな成長や発達を支える事業展開
・各種健康診査の充実
・訪問指導の充実
・健康教育の拡充
・予防接種の充実

連携し
た相
談支
援体
制の
確立

　核家族化やひとり親家庭の増加など子育て家庭を取り巻く環境の変化によ
り、家庭や地域における子育て機能が低下している現状にあります。
　そのため、子どもの成長や発達、子育ての不安や悩み、虐待など、子育て中
の家庭が持つ様々なニーズに応えるため、相談、支援体制の充実や関係機
関との連携が必要です。

　育児不安を軽減し、安心して子育てができることに加え、家庭環境や社会環
境を改善し、子どもが安心して自分らしく生活できるよう、医師会など関係機
関と連携した相談体制の強化に努めていきます。
　また、成長や発達に支援が必要な子どもやその家族に対して、支援体制の
充実に取り組んでいきます。
　さらに、仲間づくりや情報提供等の子育て支援に取り組むため、子育て支援
センターや地域の子育てサロンとの連携を強化していきます。

●連携した相談支援体制の確立
・妊娠期からの相談窓口の充実
・子育て支援センターや子育てサロンとの連携
・家庭児童相談室の専門性の強化
・発達障害に対する相談体制の充実
・子育て支援サイトの充実

安定し
た保
育体
制と幼
児教
育の
充実

　核家族化や共働き家庭の増加など子育て家庭を取り巻く環境の変化によ
り、子育て家庭の保育ニーズが多様化しています。
　そのため、多様な保育ニーズに応え、子育てしやすい環境を提供することが
必要です。
　また、幼児期は、基本的生活習慣や社会性を身につけ、生涯にわたる人間
形成の基礎が培われる時期であるため、幼児教育の充実が必要です。

　子育てしやすい環境として、「子ども・子育て支援新制度」の趣旨に沿い、育
児と仕事が両立できるなど多様な保育ニーズに対応しながら、待機児童ゼロ
を維持します。
　幼児期の教育の充実として、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、発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育から小学校
教育への連携強化、保育所、幼稚園と小学校との協力支援体制の充実に取
り組んでいきます。
　また、小学校入学までに、子どもに身につけてほしいことを共通の目標とし
て、家庭、保育所、幼稚園、小学校が一体となって子どもを育てていくことを推
進していきます。

●安定した保育体制と幼児教育の充実
・安定した保育事業の実施
・幼児教育事業の拡充
・小学校教育への円滑な接続に向けた保幼小連携の充実

子
育
て
環
境
の
充
実

　このページは、子育て環境の充実
に向けた取組みを掲載しています。
　次世代の社会を担う子どもとその
家庭を社会全体で支援することを目
指し、安心して子どもを産み、楽しく
子育てができる環境づくりや、子ども
が心身ともにすこやかに育つための
環境づくりを展開します。

戦略的取組

【協働】

●地域、市民活動団体等と協働し、子育て支援センターや子育てサロンの充実に取り組みます。
●保育所、幼稚園、小学校と協働し、幼児教育から小学校教育への移行に配慮した連携、接続を強化します。

【都市ブランド】

●待機児童ゼロを維持します。
●専門性の高い相談支援体制の充実や医師会等と連携した子どもの成長、発達の支援に取り組みます。

- 10 -



≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

開か
れた
学校
づくり
の推
進

　市内の小中学校では、ゲストティーチャーをはじめ、地元の大学生等の学生
ボランティアなど年間4,000人を超える人が教育活動に参加し、学校現場を支
えています。また、企業や市民活動団体等による授業支援なども行われてい
ます。その一方で、学校も地域の伝統行事や環境保全活動、文化活動に参加
し、開かれた学校づくりを進めています。
　今後も、これらの地域資源を有効活用しながら、児童・生徒の学習活動を充
実させることが必要です。

　義務教育９年間での小中一貫教育を核とした家庭、地域と連携する学校づく
りを進めます。そのために、育てたい子どもの姿を学校、家庭、地域が共有
し、互いに役割を意識しながら、連携して取り組んでいきます。
　また、教育活動に関する情報を共有しながら、地域住民、保護者、有識者等
の参画を図り、信頼され、開かれた学校づくりを推進していきます。
　児童・生徒が幅広い分野を学習することができるよう、学校、家庭、地域、市
民活動団体等が連携して、個々が有する専門知識や経験を活用した教育に
取り組んでいきます。

●開かれた学校づくりの推進
・情報共有の強化
・学校運営評議委員会の充実
・学校の日の充実
・土曜日授業の拡充
・人材活用授業の拡充

学校
教育
の充
実

　児童・生徒に生きる力として、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むこと
が求められています。
　本市では、平成18年度から小中一貫教育を導入しており、児童・生徒の学習
規律、学習態度、学力の向上などの成果が見られるようになってきています。
　その一方で、自立につながる学ぶ力や豊かに他者と関わる力、たくましく生
きるための体力については十分とは言えません。
　そのため、小中一貫教育のさらなる推進が必要です。

　これまでの小中一貫教育を検証し、中学校区ごとに特色ある取組みを一層
促進しながら、小中一貫教育を推進します。
　また、カリキュラム、教員、学校運営の質的な向上を図り、児童・生徒の学力
向上、心の育成、体力向上に向けて計画的、組織的に取り組むとともに、特別
な支援を要する児童・生徒に対する支援体制の強化に取り組んでいきます。
　さらに、大学など専門性の高い機関との連携やＩＣＴの活用により、学習意欲
と知識技能を培う授業や思考力、判断力、表現力を鍛える授業づくりを推進し
ます。

●学校教育の充実
・学力向上総合プロジェクト事業の展開
・ICTを活用した教育の推進
・スポーツ団体等と連携した体力向上の取組み強化
・道徳教育、体験交流活動の充実
・子どもの音楽活動支援事業の充実
・特別支援教育の充実
・英語教育や言語活動の充実
・各種研修事業の実施

戦略的取組

【協働】

●福岡教育大学、福津市と協働し、様々な教育の研究を行う共同プロジェクトに取り組みます。
●地域、家庭と協働し、学力を向上させるための地域での教育や家庭教育に取り組みます。

【都市ブランド】

●小中一貫教育を核として、ICTを活用した教育を推進し、学力を向上させます。
●大学や企業と連携し、専門性の高い教育を提供します。

教
育
活
動
の
充
実

　このページは、児童・生徒に対する
教育活動の充実に向けた取組みを
掲載しています。
　社会が大きく変化するなか、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
学校教育を実践していきます。
　また、学校、家庭、地域がそれぞ
れの教育に対する役割を発揮して、
互いに連携しながら社会全体で児
童・生徒を育てられるよう、開かれた
学校づくりを推進していきます。
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

学校
図書
館機
能の
充実

　児童・生徒の読書活動は、「生きる力」を育む重要な要素として捉えられてい
ますが、学年が上がるに伴い読書離れや図書館離れの増加が進んでいま
す。
　そのため、読書活動について、授業による学校図書館の活用だけではなく、
学校、家庭、地域が連携、協力し合い、児童・生徒が本を楽しみ、自主的に読
書や調べ学習を行うことができる機会の提供や環境整備を行う必要がありま
す。
　また、学校司書と司書教諭のあり方や役割についても検討する必要があり
ます。

　読書活動の機会の提供については、学校、家庭、地域、市民図書館が連携
し、児童・生徒が自ら本の楽しさや大切さを発信、啓発する仕組みを構築する
とともに、教諭と学校司書が連携した授業に取り組みます。
　読書活動の環境整備については、地域の実情を見ながら学校図書館を開
放するなど学校や地域の特徴を活かした児童・生徒の学校図書館利用の推
進を図ります。
　また、児童・生徒が「読む力」と「調べる力」を身に付け、自主的に読書や調
べ学習を行うことができるように、読書センター、学習・情報センターとしての
機能を持った学校図書館を整備していきます。
　学校司書と司書教諭については、学校図書館活動を調査し、あり方や役割
について検討していきます。

●学校図書館機能の充実
・小学生読書リーダーの養成
・読書ボランティアへの支援の充実
・学校図書館を活用した授業の充実
・調べる学習コンクールの充実
・学校図書館の段階的な地域への開放
・学校図書館職員体制の調査研究

よりよ
い学
校給
食の
推進

　学校給食は、学校給食センターを廃止し、自校式に移行して約15年が経過
しており、順次、施設や設備の更新を実施してきました。
　安全性を確保した学校給食を提供するためにも、今後も引き続き、衛生管理
や施設管理を徹底する必要があります。
　また、児童・生徒が学校給食を通じて、食に関する正しい知識と望ましい食
習慣を身に付けることが必要です。

　衛生管理を徹底することで、安全で安心な学校給食を提供していきます。
　また、施設の更新、維持管理を適切に行うことで、学校給食の安定供給に努
めます。
　食に関する知識や望ましい食習慣を身に付けるため、学校における食育を
推進し、各教科と給食をつなげる学習を展開していきます。
　これに加えて、ゲストティーチャーによる体験事業の実施や地域の人と農作
物の栽培や収穫を行うなど、学校、家庭、地域が連携した食育事業に取り組
んでいきます。
　さらに、地域の食材や食文化への理解促進のため、地産地消を推進してい
きます。

●よりよい学校給食の推進
・衛生管理研修の充実
・給食施設や設備の整備
・学校給食を通じた食育の推進
・体験活動を通じた食育の推進
・市内の農産物や水産物を使った給食の提供

学校
施設
の充
実

　児童・生徒が安心した学校生活を送る上では、学校施設や設備の充実が不
可欠であるため、過去に一斉に整備された学校施設の老朽化に伴う改修を実
施してきました。
　今後は、学校規模の適正化を図り教育環境の変化に合わせた学校施設の
整備や、災害時の安全性の確保に取り組む必要があります。

　児童・生徒が安全、安心、快適に学習できるよう学校規模の適正化を図りな
がら、ICT教育の実践など教育環境の変化に合わせた学校施設の改修や改
築に計画的に取り組んでいきます。
　また、災害時の安全性確保のため、つり天井や照明器具等の落下防止な
ど、学校施設を必要に応じ整備していきます。

●学校施設の充実
・学校規模の適正化に関する調査研究
・学習設備の整備
・つり天井や照明器具等の落下防止

教育
相談
体制
の充
実

　児童・生徒の不登校や問題行動は、学力、体力、社会性の低下等につなが
ります。
　そのため、児童・生徒の不登校やいじめ、その他問題行動の未然防止、早
期発見、早期対応のため、関係機関と連携しながら教育相談体制を充実させ
る必要があります。

　教育相談担当教員、養護教諭、スクールカウンセラーなど教育相談員等に
より、学校教育相談機能の向上を図り、安定した学校運営を行います。
　これに加えて、子ども相談センター、児童相談所、警察、医療機関等の関係
機関と連携しながら、いじめや不登校など児童・生徒の抱える問題の解決に
取り組んでいきます。
　また、不登校への対策として、学校適応指導教室を活用した取組みを継続し
て行っていきます。

●教育相談体制の充実
・学校教育相談機能の強化
・学校適応指導教室の運営

【協働】

●生産者、家庭、地域と協働し、地産地消を通じた学校での食育に取り組みます。
●学校、家庭、地域と協働し、児童・生徒の読書活動、調べ学習を推進します。

　このページは、学校運営や学習環
境の充実に向けた取組みを掲載し
ています。
　学校は次世代を担う児童・生徒が
学ぶ場であるため、社会環境の変
化に合わせた適切な運営が求めら
れます。
　児童・生徒が安心して自ら学校に
行きたいと思うことができるよう、学
びの場として充実した環境を整備し
ていきます。

戦略的取組

【都市ブランド】

●地元産物を使った自校式給食の提供と食育の推進により、児童・生徒に食文化、食の歴史の理解を促し、子どもの郷土愛を育みます。
●図書館の活用を推進することで、「読む力」と「調べる力」が身につく環境を提供します。

教
育
環
境
の
充
実
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

グロー
バル
人材
の育
成

　社会のグローバル化が加速するなか、語学力やコミュニケーション力が高
く、積極性、協調性、責任感、異文化に対する理解などを身に付けた日本人
が世界の舞台で活躍しています。
　近年、学校教育においても小学校外国語活動が新設され、積極的にコミュニ
ケーションを図ることを目標とし、将来、外国語をツールとして使えるような人
材育成を目指すようになりました。
　本市においても、世界の舞台で活躍し、信頼され、世界に貢献できるグロー
バル人材を育成するため、子どもから大人までが異文化や語学を学びたいと
思う機会の提供や環境整備などを行っていく必要があります。

　グローバル人材に求められる能力を子どもが身に付けられるように、日本や
宗像の歴史、文化等を学びながら、語学力やコミュニケーション能力の向上、
積極性、協調性、責任感等の育成につながる事業を展開していきます。
　学校教育においては、小中一貫教育を通して、中学校外国語科への円滑な
移行を図ることができるように、小学校の外国語活動を充実させていきます。
　また、異文化や語学を年齢を問わず学ぶことができるように、市内３大学等
の教育資源を生かした取組みや地域と協働した外国語に親しむ場づくりを行
い、「学ぶきっかけ」と「学びたいときに学べる場」を広く市民に提供していきま
す。

●グローバル人材の育成
・異文化交流の機会の充実（再掲）
・海外派遣研修事業経験者への支援と関連事業への参画
推進
・意見表明や参画、交流の場の創出（再掲）
・学校教育等における英語教育の推進
・外国語を使った体験事業の拡充
・地域で外国語教育を推進する人材の発掘と活用
・グローバル人材育成・推進計画（仮）の策定及び進行管理

国際
交流
の推
進と体
制の
整備

　これまで、大韓民国の金海市との姉妹都市交流やパートナーシップ協定に
基づくブルガリア共和国のカザンラック市との交流を深めてきました。
　行政レベルでの交流はもとより、民間レベルでの国際交流は、人と人とのつ
ながりやお互いの文化や習俗等を理解し合う貴重な機会となるため、この交
流をさらに充実させていく取組みが必要です。
　また、グローバル人材の育成と合わせて、それぞれの活動が単発で終わら
ず、相乗効果が期待できるようコーディネートを行う必要があります。

　国際交流については、金海市及びカザンラック市と行政レベルでの交流を継
続していくことで、恒久的な繋がりを築いていくとともに、民間レベルでの交流
が活性化するよう支援体制を構築することで国際交流の充実を図っていきま
す。
　グローバル人材の育成と国際交流を推進するための推進計画を策定し、学
校、市民活動団体、コミュニティ、大学、企業等と連携しながら、関連する事業
の一体的な実施や交流機会の提供などのコーディネートを行うことで、相乗効
果を図っていきます。

●国際交流の推進と体制の整備
・姉妹都市などとの継続的な交流の充実
・国際交流に関する情報交換の場などの環境整備
・国際コンベンションの開催
・ホームステイ、ホームビジット等の交流機会の拡充

戦略的取組

【協働】

●学校、地域、市民活動団体、企業等と協働し、国際化に対応できる人材の育成を進めます。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
と
国
際
交
流
の
推
進

　このページは、グローバル人材の
育成と国際交流の推進に向けた取
組みを掲載しています。
　社会のグローバル化が進展する
中、自治体においても世界に目を向
け、将来様々な分野で中核的な役
割を果たしていくグローバル人材を
育成していくことが必要です。
　語学力やコミュニケーション力を身
につけるだけでなく、自国の文化を
学び、異国の文化に触れる機会の
充実や国際交流の推進を図りなが
ら、市全体でこれからのグローバル
化に対応した取組みを進めていきま
す。

【都市ブランド】

●大学や企業等と連携し、英語教育を推進してグローバル人材の育成を強化します。
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

地域
で取り
組む
健康
づくり

　健康でいきいきとした人を増やすため、地域における健康づくりの意識の向
上が求められています。
　そのため、高齢者だけではなく、子ども、子育て世代、働く世代が、いつで
も、どこでも、誰とでも健康づくりができる環境整備が必要です。
　また、ストレスや悩みを持つ人が増えているため、こころの健康づくりにおい
ては、正しい知識を持ち、対応ができるように、取組みの強化が必要です。

　市民が健康情報にふれる機会を提供し、コミュニティ・センターや公民館など
身近な場所での健康づくり活動を推進していきます。
　また、スポーツ推進委員やヘルス推進員等と連携し、体力テストの実施や健
康づくり活動の効果が確認できる体制を構築するとともに、地域における健康
づくりリーダーの育成を推進していきます。
　こころの健康づくりにおいては、保健所や専門医療機関との連携による地域

でのセーフティネットを構築し、民生委員児童委員などのゲートキーパー※の
協力のもと、自殺予防対策の取組みの強化、推進を図ります。

●地域で取り組む健康づくり
・健康情報の発信
・コミュニティ等が行う健康づくり活動の支援
・体力テストを活用した地域の健康教室の充実

・健康づくりリーダーやゲートキーパー※など地域人材の育
成と活用

毎日
続け
る健
康づく
り

　毎日健康に過ごすためには、運動と食による健康づくりが大切です。
　運動については、運動実施率向上や継続して行うことが重要なため、ライフ
ステージに応じ、気軽に無理なく運動することができる環境整備が必要です。
　食については、ライフスタイルの変化により食生活が多様化しているため、
健康的な食生活や栄養バランス情報の提供、地域でとれる新鮮な農産物や
水産物を使用した食育に取り組む必要があります。

　市民がすすんで運動に取り組み、楽しみながら身体を動かす機会を得られ
る環境づくりと情報提供を行います。
　また、宗像市食生活改善推進会や農協などの関係機関、団体等との連携に
より、新鮮で安全な農産物や水産物を使用した食育を実践していきます。
　さらに、市民、学校、地域、生産者、企業等との連携を通じて、魚食普及など
地産地消による食を基本としたこころと身体の健康づくりを推進していきます。

●毎日続ける健康づくり
・いつでも、どこでもできる運動の啓発
・玄米ニギニギ体操の拡充
・食と健康に関する講座や教室の充実
・地産地消や魚食普及の推進
・減塩への取組みの推進
・郷土料理の普及

こころ
と身体
の健
（検）
診に
よる健
康づく
り

　健康な生活を送るためには、病気の予防が大切です。
　そのため、健（検）診を通じて、疾病やがん、こころの病気の早期発見、早期
治療、重症化予防に取り組む必要があります。
　また、健（検）診の未受診者が見られることから、受診者増への対応も必要
です。

　健（検）診による疾病やがん、こころの病気の早期発見と、健診結果相談会
などその後の相談体制を充実させていくとともに、健康づくりに関する情報誌
や住民健診パンフレット、市公式ホームぺージ等を活用したわかりやすい情
報提供、こころの健康づくりに関する知識の普及や啓発、受診しやすい環境
整備に取り組んでいきます。
　また、乳幼児から成人にいたる切れ目のない健（検）診を継続して実施する
とともに、受診者増につながる情報発信などに努めていきます。

●こころと身体の健（検）診による健康づくり
・住民健診やがん検診の充実
・保健指導の充実
・うつ病予防スクリーニングの実施
・生活習慣病予防教室の実施

健
康
づ
く
り
の
推
進

　このページは、市民の健康づくりに
向けた取組みを掲載しています。
　日々の生活を送るうえで、適度な
運動やバランスの取れた食事は大
切です。
　市民が元気で健康な生活を送るこ
とができるよう、こころと身体の健康
づくりを支援していきます。

【協働】

●地域と協働し、「けんしんを受診しましたか？」をあいさつ言葉として、健（検）診を普及、啓発します。
●学校、地域、市民活動団体、企業と協働し、いつでも、どこでも、誰とでもできる健康づくりに取り組みます。

【都市ブランド】

●運動と食を通した健康づくりを推進します。

戦略的取組

※「ゲートキーパー」とは、自殺をおもいとどまらせる支援者のことをいう。
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

医療
体制
の充
実

　安心した生活を送るためには、救急、急患への対応やかかりつけ医との連
携など、昼夜を問わず、身近な場所で医療サービスを提供できる医療体制が
必要です。
　離島においては、医療機会を確保するため、医療体制や緊急搬送体制の充
実を図る必要があります。
　また、新たな感染症の発生等により、社会的パニック状態にならないよう、正
確で迅速な情報提供と対策が必要です。

　乳幼児から成人までが安心できる医療サービスを提供していくため、医師会
と連携し、休日、夜間における救急医療体制の充実やかかりつけ医の普及、
啓発に取り組んでいきます。
　また、医師会などの関係機関と協力し、医療と介護の連携強化を図っていき
ます。
　離島においては、県、医師会等の関係機関と協議し、医療体制と救急搬送
体制の充実に努めていきます。
　感染症については、予防啓発を中心に、県、医師会、関係機関と連携し、正
しい知識と情報を提供していくとともに、発生時の行動マニュアルの充実を
図っていきます。

●医療体制の充実
・休日、夜間の救急医療体制の充実
・かかりつけ医の普及、啓発の強化
・在宅医療連携事業の推進
・大島での医療機会の確保
・地島での歯科健診と医療相談の確保
・感染症発生時行動マニュアルの充実

社会
保険
制度
の健
全運
営

　安心した生活を送るため、社会保険制度の健全運営が求められています。
　そのため、医療と介護における費用やサービスの適正化により、国民健康
保険制度と介護保険制度の健全化や財政の安定化を図ることが必要です。
　また、離島においては、高齢化率が本土と比べ高い水準で推移していること
や介護サービスに本土との地域間格差があることなどから、今後も介護サー
ビスの充実が求められます。
　年金においては、無年金による生活困窮を防止するため、年金制度の正し
い理解を求める必要があります。

　国民健康保険制度と介護保険制度においては、適正な賦課徴収と被保険
者間の負担の公平性を確保していきます。
　国民健康保険制度においては、医療費の伸びを抑制し、国民健康保険財政
の健全性を維持するため、医療費の適正化に取り組んでいきます。
　介護保険制度においては、公平公正な介護認定と給付の適正化、介護サー
ビスの充実に取り組んでいきます。また、離島においても、本土と変わらない
介護サービスが受けられるよう、引き続き、介護サービスの充実に取り組んで
いきます。
　年金制度においては、無年金者をなくす取組みとして、制度の啓発を行いま
す。

●社会保険制度の健全運営
・国民健康保険税率と介護保険料の見直し
・重点対応疾病事業の推進
・医療費と介護給付の適正化
・離島における介護サービスの充実
・国民年金制度の啓発の充実

【協働】

●医療・救急にかかる関係機関と協働し、休日や夜間、小児や離島などの医療・救急体制の充実に取り組みます。

【都市ブランド】

●子どもに関わる医療体制の充実に取り組みます。

安
心
で
き
る
医
療
体
制
の
充
実
と
社
会
保
険
制
度
の
運
営

　このページは、医療、介護、年金の
充実に向けた取組みを掲載していま
す。
　けがや病気のときの医療体制、社
会保険制度としての介護保険や年
金制度は、日々の生活を送るうえで
大切なものです。
　今以上に暮らしやすいまちをつくる
ためにも、市民がすこやかで安心し
た生活を送ることができるよう事業
に取り組んでいきます。

戦略的取組
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

高齢
者の
生き
がい
づくり

　学校や地域では、ゲストティーチャーや子どもの居場所づくりなど高齢者の
知恵や技を生かした取組みが行われ、多くの高齢者が元気に活躍していま
す。
　一方で、世帯の単身化、家族や地域との関わりの希薄化などにより、高齢者
が自らの生きがいを見出す機会を失っている場合もあります。
　そのため、文化芸術、スポーツ活動、まちづくり、ボランティア活動等の様々
な活動に参加しやすい環境づくりを整備する必要があります。

　高齢者が個人、グループ、地域でも生きがいを持って生活できるよう、文化
芸術やスポーツなどの余暇活動をはじめ、まちづくりやボランティア活動等の
さまざまな情報を一元化して発信し、楽しさややりがいを伝えていくことで、余
暇活動やまちづくり、ボランティア活動等に参加しやすい環境づくりを進めてい
きます。

●高齢者の生きがいづくり
・多世代間の交流による高齢者の活躍の促進
・元気な高齢者生きがい情報発信事業
・地域によるシルバー農園の運営支援
・老人クラブの活動に対する支援
・市内の公共交通ネットワークの充実

高齢
者の
社会
参画

　高齢化が進む一方で、年齢を重ねても社会参加に意欲的な高齢者が増えて
います。
　そのため、この参加意欲に応え、地域社会の活力を維持していくためには、
高齢者が経験を活かし、活躍できる社会づくりが必要です。

　高齢者が生涯現役で、長年培った経験、知識、技能を活かし、社会の担い
手、支え手として意欲的に参加できるよう、地域活動や就業など社会、経済活
動も含め、高齢者の多様なニーズに応えることができる機会を創出していきま
す。

●高齢者の社会参画
・社会活動や経済活動の周知や支援
・シルバー人材センターの運営支援

高齢
者の
健康
づくり
と介護

予防※

　いつまでも健康でいきいきと暮らしていくために、生活習慣病をはじめとする
疾病、生活機能低下や認知症の予防対策が不可欠です。
　そのため、多くの高齢者が参加しやすく、切れ目のない健康づくりと介護予
防事業を提供する必要があります。

　疾病や認知症などを予防するため、地域住民や保健福祉団体等が自主的
に連携、協力して行う介護予防や健康づくりに関する取り組みを支援する体
制を、地域や世代の特性に応じて構築していきます。
　また、地域福祉会が行う「いきいきふれあいサロン」や通所型・訪問型介護
予防事業の充実を図るとともに、個人でも気軽に健康づくりと介護予防ができ
るよう、情報提供や環境整備を行っていきます。

●高齢者の健康づくりと介護予防
・程度や段階に応じた介護予防事業の一体的な展開
・いきいきふれあいサロンの充実
・介護予防教室の充実

【協働】

●地域、市民活動団体、企業等と協働し、生きがいづくりや社会参画に対して積極的に支援します。
●地域と協働し、助けを必要とする高齢者を支える体制を、元気な高齢者の力を活用しながら整備します。

※「介護予防」とは、要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すことをいう。

戦略的取組

高
齢
者
の
健
康
づ
く
り

、
生
き
が
い
づ
く
り

、
場
づ
く
り

  このページは、高齢者が充実した
日常を送るための取組みを掲載して
います。
　高齢化の進展により、一人暮らし
の高齢者や高齢者のみの世帯が増
加しています。
　高齢者が明るくいきいきとした生活
を送ることができるよう、趣味や興味
を通じた自己表現や自己実現がで
きる体制づくりや様々な交流の場の
提供などの事業を展開していきま
す。
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

日常
生活
の自
立支
援

　超高齢社会を迎え、高齢者だけの世帯や認知症発症者が増加しており、今
後はさらに相談や見守りなど高齢者への支援が重要となってきます。障害者
福祉においても、サービス利用者が増加傾向にあり、今後は多様化するニー
ズに対応した支援体制を構築することが必要です。
　また、高齢者や障がい者が安心して生活できるように、多種多様な相談に対
応できる体制や地域での支援体制が必要です。

　高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介
護サービスや高齢者福祉サービス、障害者福祉サービスをわかりやすく説
明、周知していきます。
　また、社会福祉協議会や障害者自立支援協議会などの関係機関と連携しな
がら、相談体制の強化や各種サービスの充実などに取り組んでいきます。
　加えて、ノーマライゼーションの理念のもと、市民に 認知症高齢者や障がい
者などへの理解を拡げるとともに、地域の支援体制を整備していきます。

●日常生活の自立支援
・成年後見制度をはじめ、各種サービスの周知や効果的な
利用支援
・障がい者の運動、スポーツ活動の調査研究と事業の推進
・認知症サポーター養成講座
・福祉教育などによる地域で支え合う意識の醸成
・避難行動要支援者の支援

経済
的な
自立
支援

　社会に参加し自立して生活することを望みながら、病気、障がい、失業、離
婚、配偶者の死亡などの理由により、それが難しい状態になることは誰にもあ
りえることです。
　そのため、様々な理由で生活に困窮している人に対し、経済的な支援や就
労支援に継続して取り組む必要があります。

　生活困窮者※や就労支援の必要な人に対する相談体制の整備を行い、生
活保障としての経済的支援や就労支援を実施していくとともに、居住の場であ
る市営住宅の適切な供給や老朽化した市営住宅の計画的な整備にも努めて
いきます。
　また、ひとり親家庭が安定した生活を送るため、経済的支援や就労支援を
実施していきます。
　障がい者の経済的自立のため、関係機関と連携しながら、雇用機会の拡大
や障害者就労施設等への支援を実施していきます。

●経済的な自立支援
・生活困窮者自立支援法による相談体制の充実、強化
・市営住宅の供給、整備
・扶助費や手当等の支給
・経済的自立に向けた就労支援の充実

※「生活困窮者」とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

戦略的取組

【協働】

●地域、市民活動団体、ボランティアと協働し、高齢者や障がい者の見守りや福祉ボランティアの育成など、地域での支え合いの
体制を整備します。
●市民活動団体と協働し、成年後見制度などの権利擁護を推進します。

　このページは、市民が自立した生
活を送るための取組みを掲載してい
ます。
　身体的、経済的事情などにより、
様々な生活課題を抱えた市民が自
立して生活していくことができるよう
に、生活課題の解消に取り組んでい
きます。

自
立
し
た
生
活
の
支
援
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≪ 元気を育むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

人権
の尊
重

　人権に関する知的理解と人権感覚を養うため、学校や地域に対して、長きに
わたり時間をかけて教育活動を行っています。
　しかしながら、高齢者、障がい者、女性、児童・生徒に対する差別や暴力な
ど、人権侵害は様々な分野において発生しており、これまで以上に人権意識
の高揚が求められています。
　そのため、人権侵害を解消することや自分の大切さとともに、他の人の大切
さを認めることができるように、人権教育や人権啓発を積極的に推進する必
要があります。

　人権教育については、教職員の人権教育と同和教育に対する指導力の向
上を図ることで、児童・生徒の人権意識を高めていきます。また、地域では研
修会や講演会などを実施し、市民に対する教育活動に取り組んでいきます。
　人権啓発については、人権週間や人権・同和問題啓発強調月間を中心に、
街頭啓発や講演会の実施、人権文集の発刊などを通して、様々な人権問題
に取り組んでいきます。
　また、人権問題や男女間のあらゆる暴力に対して、関係機関と連携、協力
し、相談活動を実施していきます。

●人権の尊重
・人権教育と同和教育の実施
・街頭啓発の実施
・子ども基本条例に関する研修、講演会、啓発の実施（再
掲）
・相談体制の充実

男女
共同
参画
の推
進

　男女の役割を性別によって固定的にとらえる考え方が、未だに残っている現
状があります。
　そのため、市民の男女共同参画意識を確立する必要があります。
　また、依然として意思決定に参画する女性の割合が低いため、女性の参画
を推進する必要があります。

　男女共同参画推進センターを拠点として講座等を実施し、男女共同参画の
意識啓発を推進していきます。
　また、政策や方針などの意思決定の際に女性の意見が反映されるように、
附属機関等委員や地域の役職に女性の登用を図ることで、女性の参画を推
進します。

●男女共同参画の推進
・啓発講座の開催
・事業所への啓発活動の実施
・女性参画の推進

戦略的取組

【協働】

●地域、家庭、市民活動団体と協働し、人権啓発活動、研修会、実践交流会を実施します。
●市民活動団体と協働し、男女共同参画の視点に立った講演会や講座の開催、男女共同参画に関する情報収集と情報提供に取
り組みます。

互
い
に
尊
重
し

、
協
力
し
合
う
社
会
の
充
実

　このページは、市民の人権の尊重
に向けた取組みを掲載しています。
　市民には、出生や性別に関係な
く、平等に生活、活躍できる権利が
あります。
　その権利を守りながら、市民がお
互いに支え、協力し合うことで、誰も
が幸せを感じられる環境を整備して
いきます。

※「人権教育」とは、基本的人権尊重の精神が正しく身に付くよう、学校教育及び社会教育において行われる教育活動のことをいう。
※「人権啓発」とは、広く市民の間に、人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的として行われる研修・広報活動等で、人権教育を除いたものをいう。
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（２）賑わいのあるまちづくり 

 「賑わいのあるまちづくり」は、産業振興、歴史文化、生涯学習などに関する事項を主な分野と

しています。 

多彩な交流による観光の活性化への取組みとしては、歴史、食、自然、スポーツ、お祭りなどの

市の観光資源を活かした宗像版観光プラットフォームを推進することで、まちが賑わい、地域が潤

う仕組みを構築していきます。 

地域産業の活性化への取組みとしては、農産物、水産物の認知度向上や消費拡大、新たな雇用を

生み出す企業誘致や起業支援などに取り組むことで、事業者が安心して事業を行うことができるよ

うにしていきます。 

資源を活かした島の活性化への取組みとしては、島の産業強化や貴重な島の資源を活かした交流

の促進により、島の産業を支える担い手や島の生活を支える人材を確保し、島の活性化につなげる

ことで、島民が島で元気に安心して生活を送ることができるようにしていきます。 

歴史文化の保存と活用への取組みとしては、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録を推

進するとともに、歴史文化を大切に保存、活用していくことで、市民がまちの歴史文化に愛着や誇

りを持つことができるようにしていきます。 

生涯を通した学習の振興への取組みとしては、さまざまな分野で自発的に学習できる機会の創出

や学んだ成果を広くまちづくりに活かすことができる場の提供を行うことで、市民の生涯学習を支

援していきます。 

スポーツの多面活用への取組みとしては、スポーツイベント等を通して交流人口の増加を図ると

ともに、スポーツを通して市民の健康づくり、生きがいづくりや地域のコミュニティ活動などを支

援していきます。 

 

このように、「賑わいのあるまちづくり」では、６の施策を展開していきます。 

①多彩な交流による観光の活性化 

②地域産業の活性化 

③資源を活かした島の活性化 

④歴史文化の保存と活用 

⑤生涯を通した学習の振興 

⑥スポーツの多面活用 



≪ 賑わいのあるまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

宗像
版観
光プ
ラット
フォー
ムの
推進

　本市には、歴史、食、自然、スポーツ、お祭りなど他市にはない観光資源が
多くあり、観光地として十分に魅力ある地域です。
　しかし、観光情報受発信の一元化、観光客や地域の目線に立ったプランの
提供、受入体制、外貨を獲得できる仕組みなどができていない現状にありま
す。
　そのため、観光による交流人口の増加や地域経済の活性化を図るための
宗像版の観光プラットフォームを推進して行く必要があります。

　本市の観光資源である歴史、食、自然、スポーツ、お祭りなどを活かした観
光施策の展開が、地域をうるおし、地域の経済を活性化させるような取組みに
つなげるため、地域と一体となった体制づくりと組織強化、宗像独自の着地型

旅行商品※の開発促進、観光情報受発信の一元化、各地区にある観光ガイド
団体のネットワーク化によるおもてなしなどの事業を推進する宗像版の観光プ
ラットフォームを構築、推進していきます。

●宗像版観光プラットフォームの推進
・観光ビジョンの検討共有による地域と一体となった体制づ
くりと組織強化
・観光業を担う人材の発掘、育成、支援
・様々な人や団体が参加できる仕組みづくり
・宗像独自の着地型旅行商品の開発促進
・道の駅むなかた等の観光情報発信機能の強化
・観光ポータルサイトの制作
・事業者向けのおもてなしセミナー等の開催
・観光ガイドの育成、充実と団体間ネットワークの構築

観光
資源
の魅
力向
上と観
光事
業の
展開

　市内北部の観光スポットを回遊する仕組みはできつつありますが、北部以
外の回遊性は低い現状にあります。
　また、歴史、食、自然、スポーツ、お祭りなどといった幅広い観光資源で観光
客が見込めますが、重点エリアやターゲットを絞った事業の実施が不十分な
現状にあります。
　そのため、市内の回遊性を高めながら、地域ごとに特色のある観光事業を
展開していく必要があります。
　さらに、世界に誇れる「宗像・沖ノ島と関連遺産群」、その他の歴史、文化遺
産や豊かな自然、日本風景街道のルート指定を受けている唐津街道を大切
に保存、活用していく必要があります。

　観光拠点である道の駅むなかたと東部観光拠点施設が連携を図りながら、
市内の回遊性を高める取組み、何を誰に提供するのかといったターゲットの
明確化、むなかたといえばこれといったテーマの絞込み、重点エリアを定めた
事業や観光資源を組み合せた事業の展開、観光客が市内で時間を過ごせる
仕組みづくりや体験の場づくりなどを行っていきます。
　また、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」や大島、さつき松原などの自然、唐津街
道の街なみなどを大切に保存、活用しながら、国内はもとよりアジアを中心と
した海外からの観光客増加につなげ、地域のうるおいやまちの賑わいを創出
していきます。

●観光資源の魅力向上と観光事業の展開
・大学連携による東部観光拠点の運営と市内回遊性の向上
・観光拠点や観光ルートの組合せによる各種お祭りやイベ
ントの実施
・食などテーマごとの季節を活かした観光プランの実施
・歴史、自然、食などの観光資源を組み合せた観光プランの
開発、実施
・ターゲットを絞ったいつきても楽しめる地域観光プランの実
施
・子ども向け体験型観光メニューの整備、実施
・旅行会社や広告代理店との連携による地域の魅力ある体
験ツアー商品等の開発
・海外観光者を意識したウォーキング・トレッキングコースの
整備や「宗像・沖ノ島と関連遺産群」などの活用
・唐津街道活性化の推進
・外国人観光客に配慮した観光サインの整備

広域
観光
ネット
ワーク
の構
築と活
用

　近隣自治体と連携し、広域観光マップの作成、旅行会社招聘事業等を行っ
ていますが、なかなかツアー造成につながらないのが現状です。
　そのため、地域と一緒に宗像独自の着地型旅行商品を育てるとともに、福
岡市、北九州市、周辺の知名度の高い観光地を有する市町村などと連携し、
広域の観光圏として情報を受発信することで、民間事業者による旅行商品の
開発を進め、観光客の増加につなげていく必要があります。

  近隣自治体と引き続き連携していくとともに、国内外の玄関口でもある福岡
市、北九州市や周辺の知名度の高い観光地を有する市町村などの観光資源
と宗像独自の着地型旅行商品や観光資源とをつなぎ、相互に広く情報を受発
信していくことで、民間事業者による旅行商品の開発につなげるとともに、観
光客の増加を図り、まちの賑わいを創出していきます。

●広域観光ネットワークの構築と活用
・広域連携による観光情報の受発信
・新たな広域観光マップ、観光ルートの随時見直し
・広域での旅行会社の招聘
・民間事業者による旅行商品の開発、タイアップモデルツ
アーの促進

多
彩
な
交
流
に
よ
る
観
光
の
活
性
化

　このページは、市内観光の活性化
に向けた取組みを掲載しています。
　市内には、宗像大社、道の駅むな
かた、グローバルアリーナ、正助ふ
るさと村、唐津街道などの観光名所
や施設に加え、歴史、食、自然、ス
ポーツ、お祭りといった観光資源が
多くあります。
　これら歴史、食、自然、スポーツ、
お祭りなどの観光資源を活かして、
まちが賑わい、地域が潤う仕組みづ
くりとなる宗像版の観光プラット

フォーム※を推進するとともに、地域
と一体となった観光事業の展開や広
域での観光ネットワークを推進する
ことで、国内外からの観光客増加を
図り、まちの賑わいや地域の活性化
を推進します。

※「宗像版観光プラットフォーム」とは、地域の各主体（市、観光協会、事業者、地域コミュニティ）が連携し、ワンストップ窓口としての機能を担う観光プラットフォームの体制づくりをいう。
※「宗像独自の着地型旅行商品」とは、地域が主体となり、各種体験や遊び、地元産品など地域独自の観光資源を活用して造成された旅行商品 をいう。

戦略的取組

【協働】

●観光協会や観光業者と協働で観光情報の収集、共有や旅行会社、広告代理店、出版社などへの働きかけを行います。
●地域と協働で、市内の回遊性を高めるための地域観光ルートの設定、イベント、情報発信などを行います。

【都市ブランド】

●若い世代や子育て家族にとって魅力的な観光スポットの創出やサービスの提供を行います。
●観光資源等の情報発信による市の認知度向上を図ります。
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≪ 賑わいのあるまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

産業
の基
盤強
化

  農業においては、食料自給率の低下、長引く農産物価格の低迷等により所
得水準が伸び悩み、農業就業者の減尐と高齢化が進行しています。また、耕
作条件が不利な農地を中心に耕作放棄地が増加するとともに、有害鳥獣によ
る農作物への被害などが拡大する傾向にあります。
　水産業においては、魚価の低迷、燃油の高騰に加え、漁獲量の減尐などか
ら所得が伸び悩んでいます。
  商工業においては、事業所数の減尐によって、市内の経済活動が縮小傾向
にあります。
　そのため、安心して経営できる環境を整え、経営の安定を支援していく必要
があります。

　農業においては、むなかた地域農業活性化機構※、農協などと連携を図りな

がら、次世代を担う新たな農業者の育成、確保をはじめ、認定農業者※等へ
の農地集積や機械、施設の導入など生産条件の整備を進めることで、経営の
安定化を図ります。また、耕作放棄地化を防止し、その解消に取り組むととも
に、猟友会と連携しながら、有害鳥獣を捕獲し、農業被害を減らしていきま
す。
　水産業においては、漁協と連携を図りながら、加工、販売などの6次産業化
の推進、漁場の再生、資源回復、付加価値の高い水産物の養殖や蓄養の実
施に向けた調査・研究などを行い、生産性を高め、未来に向けて魅力ある水
産業づくりに取り組みます。
　商工業においては、商工会との連携を図りながら、地域の商工事業者に対
して経営を安定化させる助成制度を活用するとともに、販路拡大への取組み
や仕組みを構築し、商工事業者の経済活動を支援していきます。
　企業誘致においては、市内外の企業や近隣市町の動向をみながら、誘導対
象業種の絞込みや新たな産業用地の開拓、起業の推進に取組みます。

●産業の基盤強化
・農業、水産業の6次産業化の推進
・漁場再生事業の充実
・漁業者の若手リーダー育成支援
・後継者、新規就農者の確保・育成
・グリーンツーリズム、ブルーツーリズムの推進
・認定農業者等への経営改善支援、農地集積の推進
・中山間地域等への農業支援
・耕作放棄地対策の実施
・有害鳥獣の捕獲の推進
・中心商業地等活性化の推進
・中小企業融資助成事業の充実
・販路拡大事業の推進
・起業育成事業の推進
・起業に対する支援、援助の実施
・企業立地促進補助金事業の充実

農産
物、水
産物
の消
費拡
大

　市内の農産物、水産物の品質は、非常に高いものがありますが、まだまだ
市外での認知度は十分ではありません。
　そのため、農産物、水産物のブランド化を進め、知名度を向上させ、国内外
での消費を拡大させていく必要があります。
　また、地域産業の活性化のため、域内での消費拡大や市内の農産物、水産
物を活用した起業を推進していく必要があります。

　農協、漁協などと連携して、市内でとれた農産物や水産物のブランド化を推
進し、市外へ発信していくことで、市外への販路拡大や消費拡大を図っていき
ます。
　特に農産物においては「あまおう（苺）」、「姫の神（みかん）」などを、水産物
においては生産量日本一の「鐘崎天然とらふく」を中心に、都市部の店舗や海
外への販売に営業活動を行い、商品ブランドの浸透を図ります。
　また、民間企業、大学、県等と連携し、農産物、水産物の品質、加工、保存
技術の向上に向けた調査、研究を行い、商品に付加価値をつける取組みを
行っていきます。
　さらに、市内の直売所、店舗、宿泊施設などへの農産物、水産物の流通を
促進し、域内消費を拡大させるとともに、意欲のある人や地元産食材を使った
市内飲食店、加工会社への支援を行い、起業の推進を図り、地域産業を活性
化させていきます。

●農産物、水産物の消費拡大
・農業、水産業の6次産業化の推進（再掲）
・特化した農産物（苺、みかん）、水産物（とらふく）等のブラ
ンド化の推進
・商品ブランドの浸透による国内外への販路拡大、消費拡
大の推進
・民間事業者、大学、県等との連携による商品に付加価値
をつける調査、研究
・情報通信技術を活用した販路拡大の促進
・域内消費拡大のための情報発信、営業活動の強化
・起業に対する支援、援助の実施（再掲）
・起業育成事業の推進（再掲）

観光
関連
産業
の活
性化

　年間600万人を超える人が本市を訪れていますが、買い物や寺社参拝が多
い現状にあります。
　また、本市には、食、自然、スポーツ、お祭りなどの観光資源があり、この観
光資源を活かした観光関連産業の活性化を図り、地域が潤う仕組みづくりが
必要です。
　そのため、北部の観光拠点である道の駅むなかた、東部の観光拠点である
東部観光拠点施設（仮称）の周辺に賑わいを創出し、特色ある地域の観光事
業とをつなげ、観光による地域産業の活性化を図っていく必要があります。

　道の駅むなかたで観光情報の集約を行うとともに、道の駅むなかたや東部
観光拠点施設（仮称）を中心として、その周辺の賑わいを創出するため、国道
495号沿道や唐津街道に観光、商業のための店舗誘導を行っていきます。
　また、市内の観光資源を活かした地域ごとの魅力ある観光メニューを提供
し、観光による地域産業の活性化を図っていきます。

●観光関連産業の活性化
・道の駅むなかた等の観光情報発信機能の強化（再掲）
・地域共同イベントの実施
・国道495号沿道での観光関連施設用地の確保
・国道495号沿道や唐津街道への店舗誘導と支援策の調査
研究
・観光関連事業者の育成支援
・体験型観光を活用した交流事業の推進
・食などテーマごとの季節を活かした観光プランの実施（再
掲）

地
域
産
業
の
活
性
化

　このページは、地域産業（農業・水
産業など）の活性化に向けた取組み
を掲載しています。
　農業・水産業においては、本市の
豊かな自然に育まれた安全で安心
な農産物、水産物を持続的かつ安
定的に供給するため、農業者や漁
業者などが安心して生産、漁獲でき
る取組みを展開していきます。
　また、観光拠点である道の駅むな
かたを通して、観光による農産物、
水産物の認知度向上や消費の拡大
を図っていきます。
　商工業、企業誘致においては、市
内の商工業発展へ向けた助成制度
の充実や新たな雇用を生み出す企
業誘致や起業支援への取組みを展
開していきます。

※「むなかた地域農業活性化機構」とは、市民生活と調和した地域農業の確立を目指して、平成２２年に宗像市、福津市、宗像農業協同組合の三者の出資により設立した一般財団法人。
　 当財団では、農地の面的集積事業をはじめ、担い手経営改善支援事業、新たな担い手育成事業、地域農産物の消費拡大事業に取り組んでいる。
※「認定農業者」とは、自らの農業経営を改善しようとする農業者が、経営改善のための計画を作成し、農業経営基盤強化促進法第１２条の規定に基づいて市長の認定を受ける制度により、計画の認定を受けた農業者のことをいう。
　 認定農業者は、低利融資制度や農業用機械等導入支援事業などの支援が受けられる。

戦略的取組

【協働】

●生産者、食品加工事業者、漁協、農協等と協働で、産業の活性化を図るための農業、水産業の6次産業化を推進します。

【都市ブランド】

●宗像産の新鮮で安全安心な農水産物をどこでも提供します。
●既存産業の活性化や新事業展開の促進に取り組み、まちの賑わいづくりを推進します。
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≪ 賑わいのあるまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

特色
を活
かした
島づく
り

　尐子高齢化や急激な人口減尐により島の賑わいが衰退しつつあります。
　そのため、島の施設を活用しながら、自然や歴史、観光スポットなど恵まれ
た島特有の資源を市外に情報発信し、交流人口の増加により島の賑わいを
創出していく必要があります。

　大島においてはうみんぐ大島を、地島においては離島体験交流施設を、島
の拠点として、地域資源を活かした産業の活性化、交流人口増加につながる
漁業、農業体験、島生活体験などの島体験プログラムを開発し、実施していき
ます。
　また、大島では世界遺産登録を推進している「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の
構成資産である中津宮、沖津宮遙拝所や砲台跡、御嶽山展望台、九州オル
レ等を活用した島の観光推進や海外観光客誘致も視野に入れた島内整備を
行っていきます。
　地島についても、自然を活かしたつばきロードなどを活用した島の賑わいづ
くりに取り組みます。

●特色を活かした島づくり
・島体験プログラム事業の充実
・空き家活用による田舎暮らし体験事業
・漁村民泊による体験・交流事業
・遊休地利活用事業の推進
・特産品開発の取組
・島内循環バスなど島の交通体系の整備
・つばきロード、九州オルレ、構成資産を活用したウォーキ
ング・バスハイク事業の推進
・観光案内ボランティア養成事業の充実

島の
産業
の強
化

　農業においては、農業の担い手が尐なくなり、耕作放棄地が拡大する傾向
にあります。
水産業においては、魚価の低迷、燃油の高騰に加え、漁獲量の減尐などから
所得が伸び悩んでいます。（再掲）
　そのため、農地の有効利用、資源の回復、島ならではの農産物、水産物に
付加価値をつけるなど、島の主要産業である農業、水産業を強化していく必
要があります。

　水産業においては、漁協と連携を図りながら、6次産業化の推進、漁場の再
生、資源回復、付加価値の高い水産物の養殖に向けた調査・研究などを行っ
ていきます。（再掲）
　農業においては、農地の保全と有効活用を図るため、地域の特性を活かし
た付加価値の高い農産物栽培の奨励、体験農園等の観光への活用、花苗等
の景観作物の植栽等の取り組みを支援します。

●島の産業の強化
・農産物、水産業の6次産業化の推進（再掲）
・漁場再生事業の推進（再掲）
・特化した農産物、水産物のブランド化の取組（再掲）
・中山間地域等の農業支援（再掲）
・耕作放棄地対策（再掲）
・体験農園、景観作物栽培事業の推進

島で
の就
業機
会確
保と移
住の
促進

　島の主要産業である農業、水産業の低迷により島を離れる島民が増加し、
島内の人口減尐や高齢化が進んでいます。
　そのため、今後は主要産業である農水産業の強化に加えて、おもてなしを
意識した観光業やサービス業などの新たな産業を興し、島内の新たな就業機
会の確保や島への移住者を増加させる環境整備を行っていく必要がありま
す。

　観光客のニーズに対応した民宿、旅館でのサービス、ターミナルでのイン
フォメーション機能、土産品などの充実など、島の新たな産業となる観光業や
サービス業を興すことで、島内の雇用確保や定住化を図り、島の魅力を向上
させていきます。
　また、その新たな魅力を島外へ発信することで、移住の促進を図るとともに、
島民と移住者がともに集える場の提供を行っていきます。
　加えて、観光客、島民が一緒に楽しめ、語れるイベントやお祭りなどを開催
し、参加者を通して島の良さを島外へ発信していきます。

●島での就業機会確保と移住の促進
・空き家活用による滞在型就労支援
・島内宿泊施設改修利子補給制度の創設
・農産物、水産物を活用した新たな観光産業の開発
・民宿、旅館のおもてなし研修の充実
・ターミナルでのインフォメーション機能の充実
・ガイド事業の充実
・特産品の開発による土産品の充実
・観光客、島民参加型イベント等の実施

島独
自の
人材
育成

　島においては、コミュニティ、島づくり団体を中心に地域づくりを進めています
が、尐子高齢化や人口の減尐によって、島民による自主的活動、自立的活動
の担い手が不足する恐れがあります。
　そのため、後継者の育成、外部人材の受入れによる人材の確保、活用が必
要となってきます。

　島での様々な課題を解決するため、島外の人とともに、 島内と島外を結ぶ

中間支援組織※を育成します。島外からの人材の確保は、大学、企業からの
短期人材派遣の受入れを行っていきます。
　また、島の魅力や誇りを実感できる授業を行うことにより、後継者となりうる
人材の育成を目指します。
　加えて、漁村留学により校区外の児童の受入れ、教育活動の充実を図りま
す。

●島独自の人材育成
・島の伝統行事や空き家活用事業等における島内外交流
事業の推進
・中間支援組織の確立
・離島体験交流事業や人材育成事業の実施
・島独自の人材育成プログラムの実践

資
源
を
活
か
し
た
島
の
活
性
化

　このページは、島の振興に向けた
取組みを掲載しています。
  大島には、観光拠点であるうみん
ぐ大島のほか、砲台跡、風車展望
所、沖ノ島を望む沖津宮遥拝所など
の観光名所が多数あります。
  地島には、離島体験交流施設、皇
室に献上されるわかめや島内約
6,000本ともいわれる自生のヤブ椿
の群落があります。
　貴重な島の資源を活かした交流の
促進、島の産業強化により、島の担
い手や外部人材を確保し、産業の活
性化につなげ、島民が島で元気に
安心して生活できる環境の整備を
行っていきます。

※この施策における「中間支援組織」とは、離島振興に関する各種の事業を実施する上で不足している人材を島内及び島外から確保するための組織をいう。
　 確保した人材を活用し、中間支援組織が主体となり様々な事業を展開していくこととなる。大島：元気な島づくり事業推進協議会　地島：元気な地島づくり協議会

戦略的取組

【協働】

●市民活動団体、コミュニティ、企業、大学等と協働し、島の活性化につながる体験交流プログラム等のメニューの開発を行いま
す。
●市民活動団体、コミュニティ、企業、大学等と協働し、島の担い手を確保するための人材の交流、育成を行います。

【都市ブランド】

●若い世代や子育て家族が訪れたくなるような島ならではの体験プログラムとおいしい食事の提供に力をいれます。
●若い世代や子育て家族にとって島の暮らしの魅力を高めるような高付加価値の農産物の栽培や観光客をもてなすサービスなど新しい産
業を育てます。
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≪ 賑わいのあるまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

世界
遺産
登録
推進
及び
保存、
活用

　 世界遺産登録の推進は、その活動を通して郷土にある貴重な遺産の価値
を多くの人に知ってもらい、市民が遺産のあるまちを誇りに思いながら、みん
なで大切に守り継いでいくことを目的としています。
　「宗像・沖ノ島と関連遺産群」は、平成21年1月ユネスコの世界遺産暫定リス
トに記載され、世界遺産登録を目指して関係団体が連携、協力しながら、価値
の証明、資産の保存管理のための調査、研究等を行っていますが、国内外と
も認知度が低い状況にあります。
　そのため、登録活動に加え、多くの人たちにその価値を知ってもらうための
啓発活動を行っていく必要があります。
　また、その価値が失われないように保存、活用していく必要があります。

　世界遺産登録に向けて、世界遺産のガイダンス機能を持った「海の道むな
かた館」を拠点として、情報の受発信を行い、多様な媒体を活用して広く国内
外に情報を発信し、多くの人たちに認知されるように周知、啓発活動を行いま
す。
　また、市民が郷土の歴史文化や自然に誇りをもち、住んでいて良かったと思
えるよう市民と協働で啓発活動を行います。
　加えて、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界的な価値を失うことのないよう
に構成資産の保存、管理や経過観察を行い、あわせて沖ノ島を除いた構成資
産周辺施設の適切な活用及び観光誘導に努めていきます。
　また、資産周辺の緩衝地帯について、ワークショップ等を活用して市民意見
を取り入れ、世界遺産のあるまちにふさわしいあり方を検討し、建造物の修
景、観光客の受入体制の整備、市民が積極的に参加できる保存管理活動な
どを行っていきます。

●世界遺産登録推進及び保存、活用
・宗像・沖ノ島世界遺産市民の会や市民と一体となった啓発
や保存管理活動の実施
・構成資産や緩衝地帯の保存、管理、経過観察の実施
・他自治体との連携による世界遺産センター（仮称）の整備

・景観グランドデザイン（仮）※にそった沿道景観等の整備
（再掲）
・国内外にむけての啓発イベントの開催、情報発信の充実

歴史
文化
の保
存

　市内には国指定史跡田熊石畑遺跡、桜京古墳をはじめ多くの文化財が点
在しています。それら貴重な宗像遺産も「宗像・沖ノ島と関連遺産群」と同様に
大切に保存していく必要があります。

　国指定史跡田熊石畑遺跡、桜京古墳や宗像大社、鎮国寺、八所宮などの寺
社、さらに未指定の文化遺産についても、市民と協働で、調査、研究、整理を

行い、維持管理を含めた宗像遺産整備活用計画※を策定し、貴重な歴史文化
遺産を適切に保存していきます。

●歴史文化の保存
・田熊石畑遺跡の保存、活用
・桜京古墳整備事業の推進
・宗像遺産整備活用計画の策定

歴史
文化
の継
承

　市の歴史文化は豊かであり、芸能、伝統文化は、市の成り立ちを知るうえで
大変貴重なものといえます。
　しかし、各地域に根付いてきた芸能、伝統文化は、担い手不足などが原因で
継承が困難なものもあります。
　そのため、市の歴史文化を再確認し、地域を中心とした芸能、伝統文化への
理解を深めていくことも必要です。

　海の道むなかた館を通して、市民が郷土の歴史文化や伝統文化に触れ、学
べる場を提供し、歴史文化、芸能、伝統文化の継承活動に対する支援を通じ
て、担い手づくりを進めていきます。
　また、すでに合併前の市町村でそれぞれ編さんしている旧宗像市史、玄海
町誌、大島村史、これまでの市内外の諸研究を参考に、最新の成果を加えた
市史を編さんし、次世代に宗像市の歴史文化を引き継いでいきます。

●歴史文化の継承
・地域の歴史文化、芸能、伝統文化の継承活動に対する支
援
・歴史体験学習やイベントの実施
・地域学芸員の養成や支援の拡充
・市史の編さん

歴史
文化
の発
信と学
びへ
の活
用

　市には貴重な歴史文化、伝統文化が数多くありますが、あまり認知されてお
らず、資源としても活用されていない状況です。
　そのため、それらの歴史文化を市内外に発信し、認知度を高めていくため
に、海の道むなかた館を核にして、歴史文化のネットワークを構築する必要が
あります。

　市にある「宗像・沖ノ島と関連遺産群」、国指定史跡田熊石畑遺跡、桜京古
墳などや無形の歴史文化、伝統文化を市民の生涯学習、子どもたちの学校
教育などで活用していきます。
　また、海の道むなかた館では、親子を中心に楽しく学べる体験学習などを行
います。
　さらに、地域学芸員や市民ボランティアの育成に努め、市内外に情報を発信
し、海の道むなかた館を核にした歴史文化のネットワークを構築することで、
観光とともに地域経済や産業の活性化につなげていきます。

●歴史文化の発信と学びへの活用
・歴史文化遺産の学校教育での活用
・市民団体や教育機関等と連携した学びの場を提供
・海の道むなかた館での体験学習の充実
・歴史、観光ボランティアの育成や支援の拡充
・文化財の展示やイベントの実施
・市民協働による国指定史跡田熊石畑遺跡や桜京古墳の
整備と活用
・電子博物館などICTを活用した情報の発信

戦略的取組

※「景観グランドデザイン」とは、世界遺産のあるまちに相応しい景観の在り方を示す全体構想のことをいう。
※「宗像遺産整備活用計画」とは、宗像市内に存在する歴史文化遺産（史跡、有形文化財等）の保存、整備、活用に関する全体計画のことをいう。

【協働】

●「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の価値を共有するため、市民や他自治体と協働で講演会やイベントなどの啓発活動を実施します。
●貴重な歴史文化遺産、芸能、伝統文化を保存、継承するため、市民活動団体、コミュニティ運営協議会等と協働で調査、管理な
どを行います。

【都市ブランド】

●すばらしい郷土の歴史文化、芸能、伝統文化、自然環境などを次世代の子どもたちに伝え、住みたい、住み続けたいと思えるまちにしま
す。
●「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の価値を証明し、世界遺産登録を推進することで、ブランド力を高め、世界に誇れる宗像市を目指します。

歴
史
文
化
の
保
存
と
活
用

　このページは、世界遺産登録を目
指している「宗像・沖ノ島と関連遺産
群」やその他の歴史・文化遺産、伝
統文化の保存、継承、活用に向けた
取組みを掲載しています。
　「宗像・沖ノ島と関連遺産群」は世
界遺産登録後も、その価値が失わ
れないように保存していきます。
　また、海の道むなかた館を通して、
市民がこれら貴重な遺産や文化に
対する理解を深め、まちに愛着や誇
りを持つような取組みを行っていき
ます。
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施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

学び
や活
動が
できる
場の
提供

　市内には、市民学習ネットワークによる学習講座、市内3大学の公開講座、
市主催のルックルック講座、各種養成講座など数多くの学習機会が提供され
ています。
　また、地域や市民活動団体の催し、活動を通して、日常生活の中に宗像の
良さや伝統を学ぶ機会も提供されています。
　しかし、各種団体との連携や情報の受発信がうまく機能していないため、
様々なことを学びたい、体験したいと思っても、どこで行っているかわからな
い、せっかく学んでもどこに活動できる場があるのかわからない、活動の場が
尐ないのという現状にあります。
　そのため、意欲ある市民への情報の受発信と学びの成果を発揮できる場の
提供が必要となります。

　福祉、子育て、環境、文化芸術、歴史などを市民が自発的に学び、参加する
機会を拡充するため、多様な媒体活用による情報受発信の強化や生涯学習
の充実を図っていきます。
　また、さまざまな活動の中で自ら気づき、学ぶ機会を促していきます。
　さらに、市民学習ネットワーク、市民活動団体、地域、大学等と連携して、学
べる場の提供や学んだ成果を広くまちづくりに活かす活動の場を増やしていく

とともに、学んだ市民と各種団体をつなぐ中間支援機能※の強化を図っていき
ます。

●体験や活動ができる場の提供
・情報の集約、定期的な情報発信、生涯学習の充実
・市民学習ネットワーク、市民活動団体、地域、大学等との
連携による学べる場や活動の場の提供
・地域と市民活動団体の連携強化による協働事業の推進
・地域活動への参画促進

文化
芸術
活動
の充
実

　市内で文化芸術活動を鑑賞できたり、学べたりする場所は、その拠点である
宗像ユリックス、一部の学校やコミュニティ・センターに限られている現状にあ
ります。
　また、若手芸術家やプロを目指そうとする芸術家が市内で活動せず、福岡
市などの大都市へその舞台を求めている状況もみられます。
　そのため、宗像ユリックスだけでなく、広く市内で文化芸術活動を鑑賞できる
場の拡大、芸術家などが市内で活躍できる場の拡大や文化芸術を異分野で
活用していく必要があります。

　「音楽があふれるまち」を基本として、宗像ユリックスを中心とする文化芸術
活動の情報発信や収集、プロやアマチュアの若手音楽家に活動の場を提供し
ながら、市民が音楽に触れる仕組みづくりを整備していきます。
　また、市民による文化芸術活動を積極的に支援していきながら、医療、福祉
や観光など異分野で波及させるための取組みを行っていきます。

●文化芸術活動の充実
・文化芸術活動の情報発信と収集の充実
・文化芸術活動団体、若手芸術家の活動支援
・音楽鑑賞出前事業の充実
・子どもの音楽活動支援事業の充実（再掲）
・文化芸術活動のコーディネーター養成
・文化芸術異分野活用のネットワーク化

市民
に身
近な
図書
館づく
り

　市民図書館は、赤ちゃんから高齢者まで、すべての市民の「読むこと」「調べ
ること」に対応し、支援しています。しかし、市民のニーズが多様化し、さまざま
な支援が求められています。
　そのため、市民図書館では、市民の疑問や課題を解決するための資料や情
報の提供、運営方法を検討していく必要があります。

　多様化する市民のニーズを把握しながら、赤ちゃんから高齢者まで、市民の
一生を本で支援するため、親子で本に親しめる絵本の充実、コミュニティセン
ターでの本の貸出拡大など市民図書館サービスの充実を図ります。
　また、市民図書館が生涯学習、読書支援、生活情報入手の拠点施設とし
て、幅広く資料を収集することで、多様な読書ニーズにも対応していきます。
　さらに、市内3大学と連携し、学生ボランティアによる図書館事業への参画や
各種講座などを実施していきます。
　加えて、図書行政の本質を見極め、図書館運営のあり方を調査、検討し、効
果的な運営に取り組みます。

●市民に身近な図書館づくり
・読み聞かせによるコミュニケーションの促進
・家庭・地域・学校等における子どもの読書活動の推進
・高齢者や障がい者が利用しやすい環境の整備
・大島、地島での読書活動の推進
・公共施設での本の貸出、返却サービスの拡大
・読書ボランティアの育成、活動の場の提供
・大学との連携によるイベントや読み聞かせ講座の開催
・図書館運営の調査研究

戦略的取組

【協働】

●市民活動団体、コミュニティ、宗像ユリックス等と協働し、文化芸術活動の場づくりや学習機会の充実を図ります。
●ボランティア、市民活動団体、コミュニティと協働で、小さなころから本に親しむ機会を創出します。

【都市ブランド】

●将来を担う子どもたちに宗像ユリックスやコミュニティ・センターなど身近な場所で音楽など本物の文化芸術にふれられる機会を提供しま
す。
●子育て世代が何度も行きたくなるような図書館サービスを提供します。

生
涯
を
通
し
た
学
習
の
振
興

　このページは、生涯学習、文化芸
術活動の推進に向けた取組みを掲
載しています。
　市民活動の拠点であるメイトム宗
像や市民図書館を通して、ボラン
ティア団体や関係機関と連携を図り
ながら、市民の生涯学習を支援しま
す。
　また、様々な分野で自発的に学習
できる機会を創出し、市民が学んだ
成果を広くまちづくりに生かすことが
できるよう、活動の場の提供を行っ
ていきます。
　宗像ユリックスを文化芸術の拠点
として整備し、文化芸術の推進を
図っていきます。

※「中間支援機能」とは、様々な分野での市民主体のまちづくりを推進するうえで、市民・市民活動団体・コミュニティ運営協議会・大学・企業・行政が連携して活動していくためのパイプ役として、中立的な立場で各々のつなぎや提案・調整・支援を行う機能をいう。
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施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

ス
ポー
ツ、運
動を
通した
健康
活動、
地域
活動
の増
進

　本市は個人でウォーキングやジョギング、民間のスポーツ施設で運動をして
いる市民の活動実態までは把握できておらず、今後、この実態把握を進め、
すべての市民が健康で楽しい生活を送れるような取組みを行っていく必要が
あります。
　また、市内12地区でコミュニティ運営協議会が、地域特性に応じた様々な住
民間の交流事業を行っていますが、運動、スポーツを通した住民間の交流は
減尐傾向にあります。
　そのため、運動、スポーツを地域に普及させ、地域住民の健康づくりと併せ
て、住民間の交流やコミュニケーションを増進させていく必要があります。

　地域、市内3大学、民間等と連携し、スポーツや運動を市民の自主、自発的
な活動だけでなく、地域で習慣的に楽しく運動、スポーツを行う市民を増やす
ための機会提供やネットワーク化を図り、市民の健康づくりを支援する仕組み
を整えていきます。
　また、地域でスポーツを通した健康づくり、住民間の交流、コミュニケーション
を増進させるため、運動、スポーツ活動を促進するためのサポート体制を整備
していきます。

●スポーツ、運動を通した健康活動、地域活動の増進
・個人運動者へのサポート体制の構築
・スポーツ・サポートセンター（仮称）の設立、運営
・グラウンド・ゴルフ、各種ウォーキング大会の開催
・企業、大学、地域等との連携による市民の健康活動の促
進
・総合型地域スポーツクラブの設立、運営、活動の推進
・地域特性にあったスポーツによる住民交流の促進プログラ
ム企画、運営
・スポーツ指導者供給体制の整備及び地域への派遣

子ども
のス
ポーツ
機会
の充
実、ラ
イフス
テージ
に応じ
たス
ポーツ
活動
の推
進

　本市における児童・生徒の体力は、全国傾向と同じく低下傾向にあり、体力
づくりと将来にわたって運動、スポーツが好きになる取組みを行う必要があり
ます。
　また、市民が生涯にわたり心身ともに健康で豊かな生活を営むためには、そ
れぞれの地域において、ライフステージに応じた運動、スポーツプログラムの
提供や活動支援をするための取組みを行う必要があります。
　加えて、本市の障がい者スポーツ支援は、スポット的な大会開催支援に留
まっており、体系的に活動を支援する取組みを行う必要があります。

　児童・生徒の運動、スポーツ活動の支援については、複数スポーツ活動の
検討や楽しく体を動かす運動遊びなど新たな機会の提供、小学校の体育、ス
ポーツクラブ活動の支援体制を整備するなど、体力向上と将来にわたって運
動、スポーツをすることが好きになる子どもを増やしていく取組みを進めていき
ます。
　また、それぞれの年代に応じたきっかけづくりのスポーツプログラムを提供し
ながら、習慣化へつなげていくサポート体制も整備していきます。
　障がい者スポーツ支援については、障がいの種類や程度に応じて、障がい
者が自主的かつ積極的にスポーツ活動を楽しむ環境整備や取組みについて
調査研究し、必要な措置を講じていきます。
　これらの取組みを推進するため、本市を拠点に活動しているトップスポーツ
のチーム、スポーツ関係団体、学校、大学等が保有する人材、施設、設備、ノ
ウハウ等のスポーツ資産をより有効に活用していきます。

●子どものスポーツ機会の充実、ライフステージに応じたス
ポーツ活動の推進
・トップアスリートとの交流事業の充実
・コオーディネーショントレーニングの導入
・スポーツ指導者の育成、活動支援
・ライフステージに応じたスポーツ・運動プログラムの開発、
実施
・障がい者の運動、スポーツ活動の調査研究と事業の推進
（再掲）
・スポーツ資産の有効活用
・企業、大学等との連携によるスポーツ指導者派遣システム
の構築

地域
ス
ポーツ
環境
の整
備

　市内には、市のスポーツ施設をはじめ、大学、民間のスポーツ施設も多くあ
ります。
　今後のスポーツ人口の増加に対応するため、市の施設については、引き続
き市民に利用しやすい施設を提供していくとともに、大学、民間のスポーツ施
設を有効に活用していく必要があります。
　また、市民ニーズやスポーツ観光にも対応する施設整備を、アセットマネジメ
ントの視点に留意しながら行っていく必要があります。

　今後増加が見込まれるスポーツ人口に対応するために、学校開放施設や市
スポーツ施設の利用拡大開館日の拡大、民間スポーツ施設の活用、都市圏
を除く近隣市町のスポーツ施設の相互利用について検討し、必要なスポーツ
活動の場の確保に努めていきます。
　また、スポーツを多面的に活用するための施設整備を進めていきます。

●地域スポーツ環境の整備
・小、中学校開放施設や市スポーツ施設の利用拡大開館日
の拡大
・民間スポーツ施設の活用
・スポーツ施設の一元管理の導入
・広域によるスポーツ施設の相互利用の実施
・施設の再構築と新たな施設の調査検討
・総合体育館、野球場等のスポーツ施設の整備
・ウォーキング・トレッキングコースの整備

ス
ポーツ
観光
の推
進

　市内の民間スポーツ施設では、国際大会をはじめとする様々なスポーツ大
会が開催され、スポーツ合宿等を含め、多くの人が市に訪れています。
　また、本市には、ホテルや旅館などの宿泊施設が多数あり、近隣市には、野
球場や多目的運動広場など充実したスポーツ施設があります。
　そのため、スポーツを地域経済活動の活性化、市のイメージアップ、新たな
情報発信手段として活用し、交流人口の増加につなげていきます。

　国、九州レベルでのスポーツ大会やプロのスポーツ興行、合宿などの誘致
や市主催の宿泊を伴う広域スポーツ大会やイベント等を開催するため、ス
ポーツコミッション組織を整備し、スポーツによる交流人口の増加を図っていき
ます。
　また、スポーツ観光を推進することで市内外に情報発信を行うことにより、宗
像の魅力の新たな形成やイメージアップにつなげ、本市への来訪者数や地域
経済の活性化、定住人口の増加につなげます。
　加えて、スポーツを「する」だけでなく、「みる」「支える」視点からも捉え、市内
でのトップスポーツ観戦の提供やスポーツ大会やイベントなどの創り手、担い
手として参画する市民ボランティアを育成していきます。増やしていきます。

●スポーツ観光の推進
・国、九州レベルのスポーツ大会、スポーツ興行の誘致、開
催
・宿泊を伴うスポーツ合宿の誘致
・宗像版スポーツコミッション組織の設立、運営
・スポーツ興行の誘致
・グラウンド・ゴルフ、各種ウォーキング大会の開催（再掲）
・トップスポーツ試合の地元観戦機会の提供
・ウォーキング・トレッキングコースの整備
・各種媒体によるスポーツ情報の提供
・スポーツボランティアの育成登録バンク制度の整備

ス
ポ
ー

ツ
の
多
面
活
用

　このページは、スポーツの魅力や
可能性を引き出す取組みを掲載して
います。
　本市ではスポーツ推進計画を策定
し、そのなかにおいて、スポーツを
「する」こと、「みる」こと、「支える」こ
とで、人間性、協調性、社会性を育
成するとともに、スポーツを通して、
市民の健康活動や地域活動の増進
を図り、市民の生きる活力を保持し
ていきます。
　また、子ども、高齢者や障がい者
を含むすべての人が、生涯にわたり
スポーツと親しめるように、機会や場
の提供、施設の整備等スポーツ環
境の充実にも努めます。
　更に、スポーツを通した観光事業
も実施していきます。

※コオーディネーショントレーニングとは、神経系の運動能力を高め、運動神経を鍛えるトレーニングのこと。
※宗像版スポーツコミッションとは、宗像市及び周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資源を最大限活用し、各種競技大会等スポーツイベントの誘致に向け、宿泊、交通の手配など様々な企画、運営の支援を行うとともに、地域スポーツの振興と地域経済の活性
化を図ることを目的に組織された団体のこと。
※スポーツ・サポートセンター（仮称）とは、市内３大学や市体育協会、民間スポーツ施設、本市を本拠地とする企業スポーツ団体等が保有する人材、施設、設備、ノウハウといった多種多彩なスポーツ資産を今まで以上に有効活用するために組織された団体のこと。
※スポーツ推進計画とは、平成27年度から実施する地域特性を考慮した今後のスポーツ推進の基本的な方針を定めた計画のこと。

戦略的取組

【協働】

●地域や大学などと協働で市民のスポーツ参加機会の拡充や体力づくり支援などを行っていきます。
●市民活動団体、地域、企業と協働でスポーツ大会の誘致やイベントの開催を行っていきます。

【都市ブランド】

●地元の大学と連携し学校体育や学童スポーツの支援を拡充し、スポーツ、運動が好きな子どもたちを増やし体力を向上させていきます。
●スポーツ観光の充実により市の認知度向上を図っていきます。
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（３）調和のとれたまちづくり 

 「調和のとれたまちづくり」は、防災や環境、都市基盤に関する事項を主な分野としています。 

自然災害への対応と危機管理体制の強化への取組みとしては、災害発生時の市民生活への被害を

最小限にとどめるために、防災に対する啓発や地域での活動を支援していきます。 

防犯・交通安全・消費生活対策の充実による安全・安心して生活できる環境整備への取組みとし

ては、まちづくりの原点である市民の安全で安心な生活を守るため、犯罪や交通事故、消費生活ト

ラブルから市民を守るための環境を整備していきます。 

快適な自然環境の保全への取組みとしては、市民が快適な生活を送ることができるように、生活

環境の保全に対するさらなる意識の向上を図っていきます。 

自然環境の保全と再生への取組みとしては、自然環境を保全するための取組みを行うことで、市

の美しい自然を身近に感じることのできる機会の創出につなげていきます。 

調和のとれた土地利用と魅力ある景観の形成への取組みとしては、自然と調和した住環境のなか

で、市民が快適に生活することができるような土地利用を進めるとともに、魅力ある景観の保全や

形成に取り組んでいきます。 

住宅施策の推進への取組みとしては、安全で安心かつ快適に生活することができるための居住環

境を作るための取組みを行っていきます。 

都市基盤の整備への取組みとしては、快適に市内を移動することができるための道路網整備や憩

いの場である公園などの都市基盤を効果的に整備し、効率的に維持管理していくことで、市民の安

全性と利便性の向上を図っていきます。 

公共交通の利便性の向上への取組みとしては、市民の日常生活や観光客の移動手段としての公共

交通の利便性向上と、市外との円滑な接続の向上を図っていきます。 

 

このように、「調和のとれたまちづくり」では、８の施策を展開していきます。 

①自然災害への対応と危機管理体制の強化 

②防犯・交通安全・消費生活対策の充実による安全・安心して生活できる環境整備 

③快適な生活環境の保全 

④自然環境の保全と再生 

⑤調和のとれた土地利用と魅力ある景観の形成 

⑥住宅施策の推進 

⑦都市基盤の整備 

⑧公共交通の利便性の向上 



≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

災害
に対
する
啓発

　災害が発生した場合に、被害を最小限に止めるためには、日頃から防災意
識を高めておくことが重要です。
　そのため、防災意識を高めるための意識啓発や地域が行っている防災活動
に対する支援を行うことが必要です。

　日頃から防災意識を高めるために、市民や関係団体などとの合同による防
災訓練、様々な災害に迅速かつ的確に対応できるように災害対策本部の設
置及び運営訓練を行うことで、それぞれの役割に対応した行動や連携の確認
を行っていきます。
　また、市が作成する防災マップを配布することで、市内の指定避難所や危険
地域の情報を周知していきます。
　自治会で組織する自主防災組織については、活動に対する支援や自治会
ごとの防災マップの作成を支援していきます。
　さらに、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きます。

●災害に対する啓発
・市民や関係団体、行政などが一体となった総合防災訓練
の実施
・災害対策本部の設置及び運営の実施
・地域の防災活動に対する支援
・地域に密着した防災マップの作成支援
・自主防災組織リーダー育成支援の強化

災害
に備
えた
活動
支援

　災害発生時には、市民が即時に情報を入手することができ、避難を必要と
する場合には避難所生活での支障を抑制することが重要です。
　そのため、迅速に情報を発信することや避難所に整備した資機材の適宜更
新などが必要です。

　災害に備えた活動として、情報の伝達収集については、その情報を的確に
伝えるために、気象情報や市内の浸水状況などを含めた情報収集に努め、迅
速にかつ様々な手法で情報発信できる体制を整えていきます。
　また、指定避難所に整備した資機材などの適切な管理や更新、避難所運営
に関する整備を行っていきます。
　さらに、災害時における避難行動要支援者の緊急受入れのために、社会福
祉施設を運営している法人との協定締結を推進していきます。

●災害に備えた活動支援
・迅速かつ適切な情報の収集と発信
・浸水状況を把握するための定点測定カメラの設置
・幅広い情報発信手法の調査研究
・関係機関と連携した危機管理体制の充実
・指定避難所に整備された資機材の管理と更新、操作方法
の取得
・避難所運営マニュアルなどの整備
・社会福祉法人等との「福祉避難所開設・運営に関する協
定」の締結推進

被害
の防
止と復
旧対
策の
実施

　市民などの安全を確保するためには、災害の発生や被害の拡大を防ぐこと
が重要です。
　そのため、災害が発生した場合には、被害を最小限に止めるよう、迅速な対
応が必要です。

　災害が発生した場合には、被害を最小限に止めるために市内の被害状況を
把握し、応急対応を指示し、速やかに対応することで、被害の拡大や二次災
害の防止に努めていきます。
　また、被害が生じた場所については、迅速に復旧活動を行っていきます。

●被害の防止と復旧対策の実施
・災害が発生した場合の情報収集
・災害が発生した場合の応急対応や復旧工事の実施

自
然
災
害
へ
の
対
応
と
危
機
管
理
体
制
の
強
化

　このページは、災害への備えや災
害発生時の対応に向けた取組みを
掲載しています。
　市民生活への影響を最小限にとど
めるため、台風や集中豪雤などの自
然災害による被害の防止と復旧事
業のほか、防災に対する啓発や地
域での活動の支援などを強化してい
きます。
　なお、自然災害以外では、関係機
関と連携し、迅速に対応できる体制
を整えていきます。

戦略的取組

【協働】

●地域の防災力強化のために、市民や地域と協働し、地域のニーズにあわせた防災訓練などの活動を実施します。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

防犯
対策
の充
実

　平成22年以降、市内での刑法犯認知件数は1,000件を下回っていますが、
今以上に犯罪件数を減尐させるためには、地域によるきめ細かな防犯活動が
不可欠です。
　そのため、地域、警察と一体となり、安全で安心して生活できる取組みを強
化する必要があります。
　また、適正に管理されていない空き家について、周辺住民から対処を求めら
れることも増えているため、被害をもたらす恐れがある家屋に対処する必要が
あります。

　防犯に対する取組みとして、関係機関や市民活動団体との協働による防犯
に関する啓発事業を促進していきます。
　また、痴漢などの性犯罪件数が多い場所には、警察と連携した防犯カメラの
設置や周辺に民家や店舗などがない集落間の道路に防犯灯を設置すること
で、犯罪の抑止につなげていきます。
　適正に管理されていない空き家については、不特定者の侵入による火災及
び犯罪の誘発につながる可能性や、倒壊などによる他の家屋や周辺住民に

被害をもたらす恐れがある場合は、空き家等の適正管理に関する条例※に基
づき、必要に応じて市による緊急安全措置や行政代執行を行っていきます。

●防犯対策の充実
・市民活動団体との協働による啓発事業の促進
・地域の防犯活動に対する支援
・警察との連携による子どもに対する啓発事業の実施
・防犯カメラの設置
・集落間の防犯灯や街灯の増設
・空き家における緊急安全措置や行政代執行の実施

交通
安全
対策
の充
実

　市内での交通事故の発生件数は、毎年約570件前後を推移しており、依然と
して減尐傾向にはありません。
　そのため、交通ルールや運転マナーの向上に加え、事故が発生しないよう
な道路環境づくりも必要です。
　また、交通安全に対する地域や市民活動団体による取組みについても、継
続した活動が必要です。

　道路区画線の設置やカーブミラーなどの設置により、交通事故が発生しにく
い道路環境を整備していきます。
　また、地域や市民活動団体などが継続して取り組んでいる子どもの登下校
時の見守り活動に対する支援を行っていきます。
　関係機関との連携よる交通安全教室などを開催し、交通ルールやマナーを
啓発していくことで、飲酒運転の撲滅や交通事故ゼロを目指し、子どもをはじ
めとする市民生活の安全性を高めていきます。

●交通安全対策の充実
・安全性の向上に向けた交通安全施設の設置
・子どもの登下校時の見守り活動に対する支援の実施
・関係機関との連携による交通安全教育の実施
・関係機関との連携による子どもに対する交通安全教室の
実施
・交通ルールやマナーに対する市民啓発の実施

消費
生活
相談
の充
実

　消費生活センターへの相談件数は毎年1,000件を超え、悪質かつ巧妙な手
口による詐欺被害やインターネットや携帯電話の普及に伴うトラブルも増えて
います。今後は、高齢者のみならず、子どものインターネットや携帯電話によ
るトラブルの増加も懸念されます。
　そのため、消費者が安心して暮らしていくための取組みが求められていま
す。

　消費生活センターによる相談窓口の強化を図っていきます。
　また、警察などとの連携により、トラブルに関する情報を迅速に収集し、発信
に努めていきます。
　さらに、トラブルの低年齢化を防ぐとともに、将来にわたってトラブルに巻き
込まれることのないように、学校と連携し、子どもに対する消費者教育を促進
していきます。

●消費生活相談の充実
・専門相談員による相談窓口の強化
・多様な媒体を活用した情報発信の検討
・学校との連携による子どもに対する消費者教育の促進

防
犯
・
交
通
安
全
・
消
費
生
活
対
策
の
充
実
に
よ
る
安
全
・
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
整
備

　このページは、防犯や交通安全、
消費者保護の充実に向けた取組み
を掲載しています。
　市民が安全で安心して生活できる
環境を整備することは、まちづくりの
原点ともいえます。
　犯罪や交通事故、消費生活上のト
ラブルなどから市民を守り、支え合う
まちづくりを実現していきます。

※「空き家等の適正管理に関する条例」とは、平成24年1月1日から施行した宗像市空き家等の適正管理に関する条例をいう。

戦略的取組

【協働】

●地域や市民活動団体と協働し、地域の安全性を高めるための防犯活動や交通安全活動に取り組みます。

【都市ブランド】

●子どもたちが安全安心に過ごせるように、犯罪や交通事故、消費者トラブルのないまち宗像を目指します。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

ごみ
の減
量と適
正処
理

　排出されるごみの総量は減尐傾向でしたが、近年は微増傾向にあります。
この要因は、家庭から排出されるごみは減尐傾向であるのに対し、事業所か
ら排出されるごみが近年増加しているためです。
　そのため、事業所に対して、ごみの削減につなげるための取り組みを充実さ
せる必要があります。
　さらにごみの総排出量を削減するために、事業所はもとより、市全体として、
ごみを減らすこと（リデュース）、繰り返し使うこと（リユース）、資源を再利用す
ること（リサイクル）を推進する必要があります。
　また、ごみの不法投棄は、パトロールや防犯カメラの設置の効果により減尐
しているものの、今後も引き続き、取り組む必要があります。
　分別収集を含む家庭から排出されるごみについては、快適な生活環境を守
る視点から、回収場所まで運ぶことが困難な高齢者や障がい者に対する支援
を行うことも必要となってきます。

　更なるごみの減量や再資源化を目的として、生ごみ処理機等の普及やバイ
オマスの活用、3Rの啓発事業を推進していきます。また、引き続き、事業所訪
問等を行い、ごみ排出状況の実態を把握し、ごみの減量及び適正処理の指
導を行います。ごみの資源化や不法投棄を防止するためには、子どもの頃か
ら環境教育が重要であるため、学校と連携した啓発活動を積極的に推進して
いきます。
　不法投棄については、市民活動団体やコミュニティとの協働によるパトロー
ルを推進し、抑止するとともに、不法投棄されたごみについては、迅速に対処
していきます。
　高齢者や障がい者に対しては、ごみ搬出の負担を軽減するための取組みを
行っていきます。

●ごみの減量と適正処理
・生ごみの減量対策
・バイオマスの活用推進
・事業所に対するごみ減量及び適正処理の指導の実施
・市民との協働による不法投棄防止活動の促進
・高齢者や障がい者に対するごみ回収体制の構築

生活
環境
の向
上

　住宅地域やその周辺での野外焼却や空き宅地の雑草繁茂、犬猫の飼い方
のマナーが悪いなど生活環境面の苦情が市に寄せられています。
　そのため、モラルやマナーの向上など、地域と協力した地道な啓発の推進
が必要です。
　また、騒音や振動、悪臭、水質汚染などの典型７公害のほか、光化学オキシ
ダントやPM2.5、農薬、施設を管理するうえで使用する薬品等の化学物質の環
境汚染物質への迅速な対応も求められています。

　市民活動団体やコミュニティ、学校と連携して、子どもから大人までを対象と
した生活環境に関するモラルやマナー向上のための啓発を行っていきます。
　関係機関と連携して、騒音や振動、悪臭、水質汚染などの典型７公害につい
て、迅速に対応していきます。
　光化学オキシダントやPM2.5などの環境汚染物質については、緊急情報伝
達システムを活用し、その対応方法も含め積極的に情報を発信していきま
す。
　環境汚染物質、化学物質に関する健康被害等については、関係機関と連携
を図りながら、対応方法なども含む注意喚起や状況に関する情報の発信を
行っていきます。

●生活環境の向上
・生活環境面でのモラルやマナー向上の啓発活動の実施
・典型7公害への対応
・環境汚染物質等に対する対応方法などの迅速な情報発信

生活
基盤
施設
の管
理運
営

　生活環境の保全に必要な生活基盤施設である上下水道施設やごみ処理施
設などの適切な維持管理や更新が必要となります。
　特に、上下水道施設については、開始から40年以上が経過し、老朽化など
への対応が急務です。
　市民の快適な生活環境を維持し、市民生活に影響を与えることがないよう、
これらの施設について計画的な整備が求められています。
　また、上水道については、施設の計画的な整備に加えて、今後も、引き続
き、水の安定供給に努めるよう、宗像地区事務組合と連携していくことが必要
です。

　上下水道施設については、施設の劣化状況等を把握したうえで、長寿命化
対策を含む計画的な改築や更新、維持管理を行い、老朽化施設の適正かつ
効率的な管理を行っていきます。ごみ処理施設についても、改修や維持管理
を行っていきます。
　また、老朽化による維持や更新費用の増大が想定されるなか、効率的な事
業の運営と施設の管理を推進するため、民間等を活用した事業運営の検討を
行っていきます。
　上水道による水の安定供給については、宗像地区事務組合が策定した水道
ビジョンに基づき、安定した事業経営に取り組むよう、宗像地区事務組合との
連携を充実させていきます。
　市内で発生したごみについては、引き続き、環境への影響を考慮した処理に
取り組むよう、事業主体である玄界環境組合と連携していきます。

●環境に配慮した施設等の管理運営
・長寿命化計画の実施（再掲）
・計画的な維持管理の実施
・水道ビジョンに基づいた水の安全供給と事業経営の実施
・環境に配慮したごみ処理の実施

快
適
な
生
活
環
境
の
保
全

　このページは、生活環境の保全に
向けた取組みを掲載しています。
　市民が快適な生活を送るため、市
民、事業者、行政等との主体的かつ
協働によるごみの減量や資源として
の有効活用、生活公害の防止に関
する取組みを進めていきます。
　また、環境教育の充実を図ること
で、生活環境の保全に対する、さら
なる意識の向上を目指していきま
す。

戦略的取組

【協働】

●市民、市民活動団体、事業所と協働し、ごみの減量や適正処理に加えて、不法投棄の防止などの日常生活マナーの向上に取り組むことで、
快適な生活環境を維持します。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

環境
保全
に対
する
取組
みの
推進

  本市は、三方を囲む標高300m前後の山々の緑、中央部を貫流する釣川、さ
つき松原に代表される美しい海岸線、大島、地島、勝島、沖ノ島の島々の海、
山、川の豊かな自然環境に恵まれています。しかし、釣川水源地域の森林荒
廃による保水能力の低下、さつき松原の松くい虫被害の拡大、海岸の漂着物
など、優れた自然環境が失われる可能性があるため、自然環境の保全に向
けた取組みが必要です。
　今後も恵まれた自然環境を保全していくためには、行政だけではなく地域や
市民活動団体などとの協働による活動が不可欠であるため、地域における美
化活動などへの支援が必要です。

　本市の豊かな自然環境は、水と緑の”いやし”の空間として大きな働きをして
いるため、市民の憩いの場、レクリエーションの場、自然体験の場のほか、貴
重な地域資源として活用していきます。
　森林荒廃の対策については、荒廃した森林の再生を図るため、間伐や枝落
し、竹の伐採を進めていきます。特に、荒竹林の拡大を防ぐため、竹の伐採を
促進し、竹林を活用する調査研究を行っていきます。
　また、釣川やさつき松原、海岸の保全活動については、市民とともに清掃や
植林活動を促進し、保全につなげていきます。
　さらに、地域で取り組んでいる清掃などの活動を支援することで自然環境を
保全し、身近に自然とふれあうことのできる機会の創出につなげていきます。

●環境保全に対する取組みの推進
・水と緑の“いやし”の空間としての活用
・荒廃森林再生事業の推進
・荒竹林の拡大防止と活用のための調査研究
・市民と一体となった釣川や海岸の保全活動の実施
・さつき松原の保全活動の支援
・市民等による清掃活動の支援

温暖
化防
止対
策の
推進

　市から排出される温室効果ガスの大半を占めるのは二酸化炭素です。市民
の省エネに対する意識の醸成や市民、事業所と協力した取組みが重要です。
　そのため、子どもの頃から省エネに対する意識を生活習慣として学ぶ取組
みや市民、事業所、行政等が協働で温暖化防止対策を促進していくことが必
要です。
　また、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入を推進するこ
とも必要です。

　温暖化防止対策を推進するため、省エネ行動などの啓発活動を積極的に取
り組んでいきます。特に、子どもに対する環境教育を積極的に取り組むこと
で、省エネ行動の生活習慣化を目指していきます。
　また、太陽光発電システムの普及やLEDの啓発活動も積極的に取り組んで
いきます。
　さらに、公共施設への太陽光発電システムの設置や街路灯などのLED化を
推進するなど、率先して二酸化炭素排出量の削減活動に取り組んでいきま
す。
　終末処理場についても、場内で発生するメタンガスを活用した発電を行い、
場内電力として利用することで、二酸化炭素排出量の削減に努めていきま
す。

●温暖化防止対策の推進
・温暖化防止を推進するための啓発活動の実施
・太陽光発電システムやLEDの普及啓発と設置促進
・防犯灯や街路灯へのLED化の推進
・メタンガスを活用した終末処理場発電施設の整備

自
然
環
境
の
保
全
と
再
生

　このページは、自然環境の保全に
向けた取組みを掲載しています。
　市民とともに釣川やさつき松原、森
林の荒廃防止に取り組むことで、美
しい自然を身近に感じ、市民が安ら
ぎを感じることができるような事業を
行っていきます。
　また、再生可能エネルギーを活用
した二酸化炭素の排出量削減によ
る温暖化防止に取り組むことで、地
球環境の保全につなげるための事
業を行っていきます。
　また、子どもの頃から、環境教育
の充実を図ることで、市域のみなら
ず地球環境を守るという意識を持つ
子どもを育てていきます。

戦略的取組

【協働】

●市民活動団体やコミュニティなどと協働し、自然環境を保全するため、清掃活動や啓発事業などの環境美化活動を行います。

【都市ブランド】

●まちのシンボルであるさつき松原や釣川などの美しい自然を守り、自然と共生できる暮らしを提供します。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

調和
のとれ
た土
地利
用の
推進

　本市では、恵まれた自然環境と都市生活及び都市活動※との調和を図るた
め、無秩序な市街化を抑制し、地域特性に応じた土地利用に努めています。
　今後は、高齢化社会の進展に伴い、高齢単身者世帯や高齢夫婦のみの世
帯の増加により、空き地や空き家の増加、地域コミュニティが希薄化する恐れ
があります。
　そのため、一定の世帯集積や地域に多様な世代が居住していることが必要
です。
　また、これに加え、自動車での移動が困難な高齢者の増加が見込まれるた
め、身近な場所で一定水準の生活ができる環境を維持していく必要がありま
す。
　立地条件のよい国道3号沿道等においては、まとまった事業適地が残ってい
ないため、自然環境に配慮した新たな産業用地を確保する必要があります。
　国道495号沿道においては、多様な観光客のニーズに応えるためにふさわし
い土地利用のあり方について、検討する必要があります。

　集約型都市構造を実現するため、駅周辺や交通拠点等への都市機能の集
約化を検討していきます。また、コミュニティでは、その地域特性や自然環境
に配慮しながら、生活利便施設などが配置できるように努め、一定の人口を
集積することで、コミュニティの維持活性化を図っていきます。
　併せて、都市としての自立度をさらに高めるうえで、新たな産業用地を確保

するなど、必要に応じて区域区分※の見直しの検討を行います。
　国道495号沿道では、歴史観光ルートとして賑わいと秩序ある土地利用の方
策を検討していきます。

●調和のとれた土地利用の推進
・区域区分の見直しの調査研究
・コミュニティの活力維持方策の調査研究
・新たな産業用地の確保
・国道495号沿道での観光関連施設用地の確保

魅力
ある
景観
の形
成

　市民が誇りと愛着を持ち、来訪者にとっても魅力的で住み良い都市であり続
けるためには、海、山、川などの自然や宗像大社を始めとする歴史資源を固
有の貴重な景観資源として認識し、このような資源と一体となった景観を維
持、保全、継承していかなければなりません。
　また、市全体でより良好な景観を形成するためには、新たな景観の創出に
取り組むことも必要です。

　自然や歴史を活かした市全体の良好な景観を形成するため、市の景観まち

づくりの基本方針を定めた景観まちづくりプラン※のもと、景観計画※と景観条

例※の適切な運用を推進していきます。特に、世界遺産登録を推進している
「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産の周辺地域については、その資産価
値を維持し、かつ、向上させるため、より積極的な景観形成を図っていきま
す。
　また、国道や県道をはじめ、市内外からの主要なアクセス軸については、利
用者にとって魅力的な沿道となるよう、景観に配慮した整備に取り組んでいき
ます。

●魅力ある景観の形成
・歴史的風土や周辺の景観と調和する建築物、工作物の形
態意匠、高さの誘導
・旧唐津街道を中心とした市全体のつながりを生み出す景
観施策の推進
・市民及び事業者の景観意識の向上や具体的な取組みに
つなげるための啓発事業の推進
・景観グランドデザイン（仮）に沿った沿道景観などの整備
・宗像大社（辺津宮、中津宮、沖津宮遥拝所）へ導く現代版
参道としての魅力的な沿道景観の整備

調
和
の
と
れ
た
土
地
利
用
と
魅
力
あ
る
景
観
の
形
成

　このページは、調和のとれた土地
利用と景観の創出に向けた取組み
を掲載しています。
　市民が豊かな自然を実感でき、自
然と調和した住環境のなかで、快適
に生活することができるような土地
利用を進める必要があります。
　また、景観の保全や魅力ある景観
を創出することで、まちの魅力を高
め、個性ある住みよいまちづくりを実
現していきます。

※「都市生活及び都市活動」とは、市民等の日々の暮らしや地域活動、経済活動といった都市における様々な営みのことをいう。
※「区域区分」とは、都市計画区域内において市街化区域と市街化調整区域とに区分することをいう。
※「景観まちづくりプラン」とは、市民全体で良好な景観を守り育てていくための方針について定めた平成○年○月に策定した宗像市景観まちづくりプランをいう。
※「景観計画」とは、平成○年○月に策定した宗像市景観計画をいう。
※「景観条例」とは、平成○年○月○日に施行した宗像市景観条例をいう。

戦略的取組

【協働】

●市民、市民活動団体、コミュニティ、企業などと協働し、歴史的かつ文化的な景観の保全や創出のための様々な取組みを協議し、その結果を
活動につなげます。

【都市ブランド】

●子育て世代の利便性の向上につながるような土地利用の見直しを行います。
●自然と都市が調和した魅力ある住環境を提供します。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

安全
安心
な住
生活
の推
進

　建築されて長年経過した住宅は、老朽化による改修工事や建替のほか、居
住者の年齢や世帯員数の変化などに対応するため、現在の居住者の生活に
合わせた住宅のリフォームも必要となってきます。また、耐震基準に満たない
住宅については、耐震補強の改修工事の必要も生じています。
　そのため、リフォームや建替、耐震補強の改修工事に関する相談体制を充
実する必要があります。
　また、高齢者を狙った悪質なリフォーム工事などを防止するための相談体制
や住宅への不審者の侵入を防ぐための取組みも必要です。

　老朽化による改修工事や建替のほか、居住者が快適な生活を送るために
行うバリアフリーなどのリフォーム工事、耐震診断の実施やそれに伴う耐震改
修工事には、専門性の高い知識が必要となるため、民間住宅関連の事業者と
協働による相談体制の充実を図っていきます。
　また、高齢者や障がい者を狙った悪質なリフォーム工事などの防止や住宅
の防犯性能を向上するための相談や支援体制を充実していきます。
　なお、住居表示が分りにくいと感じている地域については、より分りやすい表
示に変更していきます。

●安全安心な住生活の推進
・住宅のリフォームに関する情報提供や相談体制の充実
・耐震基準に満たない木造家屋の耐震改修支援
・高齢者や障がい者の住宅改造支援体制の充実
・防犯性能に優れた住宅に関する情報発信
・防犯モデル認証制度に対応する住宅リフォームの普及促
進
・住居表示の推進

快適
な居
住環
境の
充実

　居住者の価値観の多様化によって、ライフスタイルについても多様化してき
ています。
　そのため、居住者の多様化するライフスタイルへの対応に加え、安全で安心
した生活を送るため、様々な住宅需要に対応した居住環境づくりに取り組む
必要があります。
　その中でも、若い世代の定住を誘導するため、子育て世代に最適な居住環
境を整備する必要があります。また、2世代や3世代といった多世代での同居
を求める声も尐なくないため、対応を検討することも必要です。
　さらに、本市の住宅は建築年が古い戸建て住宅の割合が高く、増加傾向に
ある空き家や空き地を有効活用し、防犯上や衛生面で周辺地域に悪影響を
及ぼさないような取り組みが求められています。

　多様化するライフスタイルに対応し、定住化を推進するため、住宅に関する
方針を定めた住生活基本計画※のもと、様々な住宅の建築などが活発に行わ
れるように、民間事業者との情報交換を積極的に進めながら、住まいづくりの
提案を行っていきます。
　若い世代の定住を推進するため、地域一体となった防犯活動の推進や子育
てにやさしい住宅の提案など快適で質の高い居住環境の整備を行っていきま
す。
　多世代での同居の希望についても対応できるよう、定住を進めるための制
度を検討していきます。
　さらに、「空き家・空き地バンク」の充実や市内の事業者との連携を図り、不
動産市場に出ていない空き家や空き地の流通促進を図っていきます。

●快適な居住環境の充実
・ライフスタイルに応じた空き家活用の調査研究
・子育てに適したリフォームなどの相談支援
・コミュニティなどとの協働による防犯に強い居住環境づくり
の促進
・住宅相談体制の拡充
・子どもや高齢者の居場所づくりなど、住宅以外での空き家
活用の調査研究
・多世代が暮らす住宅建設など、定住を推進するための制
度の調査研究
・空き家や空き地の流通促進

住宅
開発
の誘
導

　本市の人口は、昭和40年代以降の相次ぐ住宅団地開発に起因する急増期
を終えて、現在では高齢化率が増加するなか、ほぼ横ばいの状態となってい
ます。
　そのため、新たな賑わいの創出や活性化のためには、一定規模の住宅地開
発の誘導が必要です

　市街化区域の中で、住宅地として適した条件の土地については、各々の特
性に応じた新たな住宅開発を行い、若い世代を中心とした定住を誘導してい
きます。

●住宅開発の誘導
・住宅開発の誘導
・民間事業者と連携したまちづくりの推進

団地
の再
生

　約40年前に住宅開発が開始された大規模な住宅地である日の里や自由ヶ
丘では、他の地域に比べて団地内の高齢化が加速しています。それに伴い、
既存の住宅地の空き家や空き地の増加傾向に、商店の撤退なども重なって、
市街地の賑わいが減尐しつつあります。
　そのため、まちの賑わいを取り戻すなど団地の活性化を図るために、既存団
地を再生する必要があります。

　日の里や自由ヶ丘といった既存の住宅団地の賑わいをとりもどすため、地区
の魅力を高めながら団地の再生に取り組むことで、新たなまちづくりを推進し
ます。
　防犯性の高い住宅や若い世代に好まれる間取りの住宅など、質の高い住宅
の供給に努め、高齢者世帯と若年世帯との住み替えを検討していきます。

●団地の再生
・既存住宅団地の再生
・住替えに関する情報提供と相談事業の充実

※「住生活基本計画」とは、市民が安心して住み続け、人と人とがつながる住まいづくりについて定めた平成25年3月に策定した宗像市住生活基本計画をいう。

戦略的取組

【協働】

●企業や大学などの研究機関と協働し、空き家や空き地の流動化促進をはじめとする住環境の整備を行います。

【都市ブランド】

●開発から40年を経過した団地の再生など、若い世代に好まれるような魅力ある住宅を提供します。

住
宅
施
策
の
推
進

　このページは、住宅や居住環境の
充実に向けた取組みを掲載していま
す。
　安全で安心、そして快適な居住環
境への支援に加え、空き家の増加な
どによる住宅地の賑わいの低下や
防犯上の問題等に対応する必要が
あります。
　また、賑わいの創出と市民が安全
安心して生活することができるよう、
既存住宅地を再生するための事業
を行っていきます。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

効果
的な
道路
整備
の推
進

　市外との自動車交通流動は近年増加傾向にあり、市街地や観光施設へ円
滑に移動するための対応が求められています。
　そのため、市外とのアクセス性を高め、市内の南北方向の都市軸となるよう
な幹線道路を整備し、分散する市街地をつなぐ路線の強化を図ることが必要
です。

　国道3号や九州縦貫自動車道などの広域的道路網から市街地へのアクセス
性の向上につなげるため、市内の南北方向をつなぐ道路を整備していきま
す。

●効果的な道路整備の推進
・都市計画道路の整備
・市街地を効果的につなぐ道路の整備
・都市計画道路の必要性の調査研究
・国や県との連携による道路の整備

安全
で快
適な
道路
の確
保

　自動車の交通量の増加に伴い、混雑している道路が増えています。
　そのため、自動車が安全に走行することができるよう道路、橋梁の適切な維
持管理を行うとともに、円滑に走行することができるための道路整備を行うこ
とが必要です。
　また、児童や高齢者を含むすべての歩行者の安全に配慮し、快適に歩行で
きる歩道を整備することも必要です。

　道路の計画的な補修や更新、橋梁の長寿命化計画に基づく補修など効率
的な維持管理を行い、道路の安全性を確保していきます。
　さらに、　自動車が市内を円滑に走行することができるように、混雑箇所や
区間を解消するための道路整備に取り組みます。
　また、中心市街地、観光施設周辺などの歩行者が比較的に多い場所を中心
に、歩行者と自転車の分離や段差が小さいセミフラット形式の歩道など、安全
性と快適性を確保した道路の整備を行っていきます。
　通学路についても、子どもたちが安全に登下校できるような整備を行ってい
きます。

●安全で快適な道路の確保
・計画的な維持管理の実施
・橋梁の長寿命化計画の実施
・市街地を結ぶ道路の整備
・混雑箇所解消のための道路の整備
・道路のユニバーサルデザインの推進
・歩道整備やカラー塗装などによる安全な通学路の整備
・市民等による清掃活動の支援（再掲）

安全
な公
園整
備の
推進

　子育て世代や高齢者が身近に利用できる公園については、安全性を求める
声が増えています。
　そのため、公園を整備、改修する際には、安全性に配慮することが必要で
す。
　また、遊具や施設の老朽化が進んでいるため、適正に維持管理を行うこと
が必要です。

　公園がないエリアを中心に、公園の整備を推進していきます。公園を整備、
改修する際には、市民の意見を聞きながら、誰もが利用しやすい通路や園
路、遊具など、安全性や利便性に配慮し、地域の実態に合った整備を行って
いきます。
　また、既存の公園について、利用者に安らぎや潤いを与え、安全に利用する
ことができるように、計画的な改修や更新を行うとともに、維持管理費用の削
減に努めていきます。

●安全な公園整備の推進
・必要に応じた公園整備
・公園のユニバーサルデザインの推進
・計画的な施設の維持管理の実施
・市民等による清掃活動の支援（再掲）

河川
改修
及び
適正
な管
理の
推進

　近年は、集中豪雤の発生など気象変化が激しくなってきています。これに
伴って、河川や雤水排水路などの増水や氾濫の危険性が増えてきています。
　そのため、河川や雤水排水路などの計画的な整備や浚渫などの適正な維
持管理が必要です。

　市が管理している河川については、増水や氾濫を予防するため、土砂の堆
積状況を確認し、随時浚渫を行っていきます。
　また、河川法面の補修などの適正な維持管理を行うとともに、河川改修の際
の護岸整備や雤水排水路整備を進めていきます。
　県が管理している河川については、県と連携し、河川改修などを推進してい
きます。

●河川改修及び適正な管理の推進
・浚渫工事の推進
・法面の補修など、計画的な維持管理の実施
・浸水地域の雤水排水路の整備
・県との連携による河川の改修及び浚渫工事
・市民等による清掃活動の支援（再掲）

都
市
基
盤
の
整
備

　このページは、道路、公園、河川な
どの都市基盤の整備に向けた取組
みを掲載しています。
　市民や市外から訪れる人が、快適
に市内を移動することができる道路
網の整備、公園や河川などの良好
な環境を維持するために効率的な
維持管理に努めていきます。

戦略的取組

【協働】

●コミュニティと協働し、地域に密着した道路や公園、河川の美観を守る活動に取り組みます。

【都市ブランド】

●段差の小さい歩道の整備など子育て世代のニーズに即した道路整備や公園整備を行います。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

バス
でつな
がるま
ちづく
りの促
進

　民間バス路線の廃止や変更により、通勤や通学、買い物、通院などの日常
生活の負担を軽減することが求められています。
　今後は、高齢化の進展にも対応するため、公共交通の利便性を向上させる
取組みが必要です。

　市民に対してふれあいバスやコミュニティバスの利用を継続して促進すると
ともに、自家用車を利用しない人や高齢者が、日常生活において移動がしや
すい公共交通体系の構築を目指し、民間バスと連携しながらふれあいバスと
コミュニティバスの路線を適宜見直していきます。
　路線の見直しの際には、利用状況などのデータを収集し、地域の要望を取り
入れながら、路線を決定していきます。
　また、利用料金については、受益者負担の適正化を考慮しながら、見直しを
行っていきます。

●バスでつながるまちづくりの促進
・利用促進につなげる啓発等の実施
・市内の公共交通ネットワークの充実（再掲）
・利用者ニーズの把握による効果的な路線の改正
・利用者負担の適正な見直し

船で
つな
がるま
ちづく
りの促
進

　大島や地島への離島航路は、島民の移動手段や生活物資の輸送など、離
島における日常生活にとって必要不可欠な公共交通機関として、今後も引き
続き、運航を維持していくことが求められています。
　また、大島や地島では島の特色を活かし、観光や産業の活性化につながる
事業を進めています。そのため、増加する観光客への対応も含め、利便性の
向上を図るための対応策が必要となってきます。

　離島航路の維持や島の活性化に対応していくため、渡船とバスなどの他の
公共交通機関と連携し、島民や島を訪れる観光客の利便性向上を図っていき
ます。
　運航ダイヤなどの運航形態の変更を検討する際には、まず島民の意見を聴
取し、観光客の声も踏まえ、最も効果的な運航形態を整えていきます。
　また、安全かつ快適な運航を確保するため船舶の維持管理、船員の接遇研
修及び安全研修や訓練などを適宜実施していきます。
　さらに、渡船事業については、今後も引き続き経営改善に取り組んでいきま
す。

●船でつながるまちづくりの促進
・安全かつ快適な運航の確保
・他の公共交通機関との連携の推進
・船舶及び附帯施設の適正な維持管理
・船員に対する研修や訓練の実施

公共
交通
の利
便性
向上

　近隣自治体への円滑な交通手段の確保は、定住や観光事業を進めるうえ
で、重要な要素であると言えます。
　そのため、さらなる利便性の向上に取り組む必要があります。

　市内や市外を効率的に移動することができるように、民間の交通事業者に
対する要望を行っていきます。
　また、駅周辺やバス停周辺に駐車場及び駐輪場を整備することで、交通結
節点の機能向上に取り組みます。特に、自由ヶ丘の中心を通っている国道3
号沿線のバス停には、天神行きの路線バスも数多く発着しているため、福岡
都市圏等への交通結節点としての機能強化を図っていきます。

●公共交通の利便性向上
・市内外への公共交通ネットワークの充実
・公共交通機関への各種要望

・交通結節点でのパークアンドライド※の調査研究

公
共
交
通
の
利
便
性
の
向
上

　このページは、公共交通の利便性
向上に向けた取組みを掲載していま
す。
　市民が通勤や通学、買い物、通院
などの日常生活を送るうえで、鉄道
やバス、渡船などは必要な交通手段
の一つです。
　また、市内の交通または移動の利
便性向上に加え、定住や観光事業
を推進するためにも、市外へ円滑に
移動できることも必要です。
　そのため、市内の利便性と市外へ
の接続の向上を図っていきます。

※「パークアンドライド」とは、最寄の駅やバス停まで自動車や自転車等で移動し、近接した駐車場や駐輪場に駐車し、公共交通機関に乗り換えて通勤や通学する方法をいう。

戦略的取組

【協働】

●コミュニティと協働し、ふれあいバスとコミュニティバスの路線及び時刻表の見直しを行い、利用者の利便性の向上に取り組みます。

【都市ブランド】

●民間の交通事業者も含め、公共交通ネットワークの充実を図り、通勤や通学などの公共交通の利便性向上に取り組みます。
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（４）みんなで取り組むまちづくり 

「みんなで取り組むまちづくり」は、コミュニティや市民活動、行政基盤に関する事項を主な分

野としています。 

地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進への取組みとしては、地域の課題解決や特色ある

事業を展開するため、地域の特性を活かした取組みを支援していきます。 

市民活動の推進への取組みとしては、市民活動やボランティア活動、市民参画などを促進し、「市

民力がつくる生きがいのあるまち」を創造していきます。 

情報受発信の充実への取組みとしては、市の魅力ある資源についての情報を広く受発信し、多く

の人と共有していくことで、選ばれるまちを目指していきます。 

連携によるまちの経営への取組みとしては、近隣自治体など市外の組織との広域連携や市民等の

地域資源との相互連携により、都市経営の強化を図っていきます。 

情報化の推進・情報の適正化への取組みとしては、情報通信技術を活用しながら、市民の利便性

向上や行政事務の効率化を図っていきます。 

計画的かつ効率的な行政経営への取組みとしては、質の高い行政サービスや事務事業を提供し続

けるために、職員の能力向上、組織の強化、健全な財政運営に努めることで、市民が納得できる行

政経営を行っていきます。 

公共施設等公共資産の管理、最適化の実践への取組みとしては、公共施設や公共インフラなどの

公共資産のあり方についての検討を行い、公共資産の最適化や将来的な財政負担の縮減を図ってい

きます。 

 

このように、「みんなで取り組むまちづくり」では、７の施策を展開していきます。 

①地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進 

②市民活動の推進 

③情報受発信の充実 

④連携によるまちの経営 

⑤情報化の推進・情報の適正化 

⑥計画的かつ効率的な行政経営 

⑦公共施設等公共資産の管理、最適化の実践 



≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

コミュ
ニティ
の基
盤強
化

　地域住民の自主的な組織であり、地域分権の担い手としての、各地区のコ
ミュニティ運営協議会においては、コミュニティ・センターを拠点として、一定の
体制が構築されました。
　今後は、コミュニティ運営協議会の安定と継続を目指し、組織を強化する必
要があります。
　コミュニティの基盤強化の決め手は人材であるため、各分野において必要な
人材の掘り起こしや育成を行い、その人材を確保していくことが重要となって
きます。
　また、コミュニティの基盤となる自治会への加入を促進し、自治会活動をさら
に活性化する必要があります。

　地区住民の出会い、交流、学びの場としてコミュニティ・センターの維持、活
用を進める一方で、行政とコミュニティ運営協議会の協働のもと、各地区の特
性に応じたコミュニティ運営協議会組織やコミュニティの基盤の強化を支援し、
協働のまちづくりを進めていきます。
　コミュニティ運営協議会の運営に必要な人材の掘り起こしを行うため、人材
登録制度の周知、拡充を支援していくとともに、市民活動団体、大学、企業と
の交流を深め、お互いの情報を共有化できる場を創出していきます。
　さらに、各分野の専門的な研修、セミナー等を充実させることで、人材の育
成を図ります。
　また、コミュニティの基盤となる自治会活動への住民参加に向けた取組みを
支援するとともに、自治会加入のメリットなどを示して、その理解を深めてもら
うことで、自治会加入促進につなげていきます。
　職員が、コミュニティ活動に対して、各部署を超えて協働で関わっていくため
の環境整備を行っていきます。

●コミュニティの基盤強化
・コミュニティ・センター運営と利用の促進
・まちづくり交付金による活動支援
・人材登録制度等を活用した人材の掘り起しや確保の促進
・市民活動団体、大学、企業との連携強化
・目的、役割に応じた研修会の充実
・自治会加入促進に向けた取組みの支援
・職員研修の強化

コミュ
ニティ
間の
連携
の強
化

　コミュニティ活動やイベントなどの事業の実施については、期間や回数を重
ねるごとに地域内に定着し、その活動には、コミュニティの個性や特色が現れ
てきています。
　今後は、この個性や特色を活かした活動を継続、強化することが必要です。
　また、コミュニティ同士の広域的な連携を促進することで、コミュニティ活動の
活性化を図り、互いに補完し合うだけでなく、相乗効果を得るなど、それぞれ
の持つ個性や特色を活かしていく必要があります。

　特色あるコミュニティ活動の支援を行うことに加えて、コミュニティ間が情報
共有や情報交換などを活発に行うことができる場づくりを実施します。
　また、複数のコミュニティが連携し、イベントや交流事業などを開催できるよう
積極的に支援していきます。

●コミュニティ間の連携の強化
・情報交換会の開催
・つながり（校区や釣川、四塚、唐津街道等）を活用した交
流、イベントへの支援
・イベント、講習会、講座の共同開催への支援

地域

創造※

ビジネ
スの
推進

　コミュニティでは、その活動として、祭りなどの地域交流事業や高齢者生活
支援などの課題解決型事業に取り組んでいます。
　しかし、少子高齢化の進展や地域住民の価値観の多様化などによって、コ
ミュニティを取り巻く環境が変化していることに加え、地域課題も増大し、その
対応も求められています。
　そのため、コミュニティを中心に、その地域が抱える課題の解決に取り組ん
でいくことが、今まで以上に重要となってきます。この地域課題解決への取組
みでは、地域の活性化を重要な視点として取り入れ、実践することが必要と
なってきます。

　課題解決に向けた事業を安定的、継続的に行うために、ビジネスの手法を
活用した地域創造ビジネスの実践を支援していきます。
　地域ごとに、その地域が有する課題を抽出し、それぞれの地域の特性に応
じた課題解決に向けて、活用できる地域資源や先進的な取組み、事業として
の実現可能性などをコミュニティと協働で調査研究し、事業化及び継続的経営
資源の確保に向けた環境整備や地域活性化への取り組みを進めていきま
す。

●地域創造ビジネスの推進
・地域創造ビジネスへの支援
・協働によるモデル事業の調査研究、事業化及び継続的経
営資源の確保への環境整備
・先進的な取組みに対する研修会等の実施
・コミュニティと有識者とのコーディネート

地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進

　このページは、コミュニティとの連
携、活動の支援に向けた取組みを
掲載しています。
　市の大切なパートナーであるコミュ
ニティが、多様な地域課題の解決や
特色ある事業展開の実現に向けて、
それぞれの地域の特性を活かしな
がら充実していくための支援を実施
します。

※「地域創造ビジネス」とは、地域住民が中心となって、地域の多様なニーズに応えるために、地域資源を活かして行う事業。地域が抱える課題を解決するとともに、地域の絆や地域住民の生きがい、やりがい、交流、雇用の場を創造していくものをいう。

戦略的取組

【協働】

●コミュニティ運営協議会と協働で、地域課題解決に向けた地域創造ビジネスの調査、研究を行い、その事業化に向けた支援を実
施していきます。

【都市ブランド】

●地域で開催される祭りやイベントのほか、地域間での交流事業など、地域への愛着を育むような事業を支援します。
●子どもの交流や学びの支援など、地域の子どもを地域で育てる取組みを推進します。
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≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

市民
活動
の活
性化

　市民活動は、まちづくりの両輪である市民活動団体やコミュニティ運営協議
会が中心となって進んできました。
　しかしながら、担い手不足、高齢化、活動資金確保といった課題や活動にあ
たっての事故やけが等への不安も抱えています。
　また、市民活動は多岐にわたりますが、その情報の集約、提供が十分にで
きておらず、生涯学習による市民一人ひとりの学びの成果を活かす環境も十
分とは言えないため、円滑に活動ができているとは言えません。
　さらなる市民活動の活性化のためには、そのような課題や不安の解消に向
けた環境整備が必要です。

　市民活動の活性化に向けた環境整備への取組みとして、市民活動に必要な
人材の掘り起こしやネットワーク化などを行い、安心して活動できる支援制度
を充実させます。
　各種団体の活動機会や活動場所の提供、様々な情報の集約、発信に取り
組むとともに、分散された活動分野ごとの情報を集約し、分野を越えた連携を
支援する仕組みづくりを行います。
　また、お互いの特性や能力を活かした新たな活動の展開のため、中間支援
機能の強化を支援し、市民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、
企業の連携を促進します。
　併せて、この連携を活かし、生涯学習による一人ひとりの学びの成果を広く
まちづくりに活かす活動の場の提供や、市民活動団体などへのつなぎを行っ
ていきます。

　これらの取組みを行うことで、宗像市市民活動推進プラン※の実践につなげ
ていきます。

●市民活動の活性化
・人材ネットワークやコーディネート機能等の強化
・各種補助金等による活動支援
・中間支援機能の強化による情報受発信機能や拠点機能
の充実
・各種団体との連携会議等の充実
・生涯学習から市民活動への学びのサイクルの環境整備

市民
でつく
るまち
の推
進

　市民力を活かしたまちづくりを推進するために、市民参画の手続や政策提
案の手続を定めた、「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関

する条例※」を施行するとともに、協働に関する制度を創設し、市民、市民活動
団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業と連携した市民主体のまちづくりを
推進しています。
　市民参画の手続については、附属機関の設置やパブリック・コメントの手続
は多く活用しているものの、手続全体を通じては、まだまだ浸透しておらず、市
内外に向けた周知、啓発が不足している状況です。また、政策提案の手続に
ついても、現在まで提案の実績がない状況です。

　協働に関する制度については、「宗像市市民サービス協働化提案制度※」な
どによって協働の推進に取り組んでいますが、事業の実施までにとどまってお
り、採択事業の検証や制度自体の検証には至っていません。
　このような状況の中、市民主体のまちづくりをさらに進めていくためには、市
民参画の手続や政策提案の手続を定めた条例の行政内外での認識の向上
や協働に関する制度の適宜の検証、見直しが必要です。

　「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」に基づ
き、市が行う意思決定の過程に、より多くの市民の参画を促すため、この条例
の周知、啓発を推進していくことで、行政内外での認識を高めていきます。
　条例の周知、啓発に併せて、複数の市民参画の手続による参画機会の拡
充や意見を提出しやすい環境づくりなど、参画しやすい環境整備についても
推進していきます。
　また、協働に関する制度についても検証、見直しを行い、様々な形態での協
働の推進、市民企画提案型による協働化事業の創出を促進していきます。

●市民でつくるまちの推進
・市民参画や協働に関する制度の周知、啓発
・市民参画促進に向けた環境整備
・協働に関する制度の適宜見直し
・市民企画提案型による協働化事業の創出

戦略的取組

【協働】

●市民や市民活動団体、コミュニティ運営協議会とは、役割を明確にしながら協働でまちづくりを行い、市民活動の活性化に向け
た支援を行います。

【都市ブランド】

●学びや体験、交流等の様々な活動を通じて、子育て世代が安心して子どもを育てることができ、子どもが元気に育つような取組みを市民
活動団体などと協働で推進していきます。

市
民
活
動
の
推
進

　このページは、市民活動の推進に
向けた取組みを掲載しています。
　市民活動やボランティア活動、市
民参画などを促進するための環境を

整備し、市民力※がつくる生きがい
のあるまちを創造していきます。

※「市民力」とは、生涯学習などで培われた知識や経験をもとに、地域課題解決やまちづくりに自立と協働で取り組んでいく市民一人ひとりの力をいう。
※「宗像市市民活動推進プラン」とは、平成25年3月に策定した、市民活動を今以上に効率的・効果的に推進するため、学びや人材の育成など、まちづくりにつながる考え方を体系的にまとめたものをいう。
※「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」とは、平成18年1月1日から施行した宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例をいう。
※「宗像市市民サービス協働化提案制度」とは、市が行っている全ての市民サービスに関する情報を公表し、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、民間事業者がその知識や経験、アイディア等を生かして、これまで市が行っていた事業について、自ら企画立案した上
で提案し、採択された後、市と協働で事業を実施していくものをいう。
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≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

広報
広聴
の充
実

　近年の社会環境の変化は著しく、市民ニーズはますます多様化し、コミュニ
ケーションスタイルの多様化も進んでいます。
　これからのまちづくりを進めていくためには、これまで以上に行政と市民が
様々な情報や市の将来ビジョンを密接に共有する必要があります。

　広報紙発行、市公式ホームページ等の広報媒体については、わかりやすい
表現を心がけ、住んでいるまちに関心を持ってもらえる工夫をしていきます。
　市民の意見をまちづくりに反映させるために、時代に沿ったコミュニケーショ
ンスタイルなどを調査、研究しながら、様々なスタイルで、広く市民の意見等を
聴取していきます。

●広報広聴の充実
・わかりやすい市政情報の発信
・ＳＮＳなどによる情報受発信
・広聴機能の充実

シティ
プロ
モー
ション
※の充
実

　市外の人に宗像市のイメージは確立されておらず、その知名度や認知度は
決して高いとは言えません。市の魅力を創造、発掘して効果的に情報発信し、
市のイメージを確立することが必要です。
　また、観光や定住の候補として選ばれるためには、これまでとは異なる視点
が必要です。このため、情報の受け手の視点を取り入れ、「何を求められてい
るか」「どうやったら伝わるか」を考えながら、プロモーションを展開していきま
す。
　さらに、行政単体での情報発信では、広がりや持続性が乏しいため、宗像市
に関連する様々な人々が連携しながらプロモーションを行っていく必要があり
ます。

　宗像市のイメージを確立するために、イメージ想起につながるようなメッセー
ジとともに情報を発信し、市の魅力を内外に届けていきます。また、認知度を
向上させ、宗像市に来てもらえるよう宗像ならではの歴史や観光、祭りやイベ
ントなど交流人口増につながる情報の発信や住んでもらえるよう暮らしや子育
て環境など定住人口増につながる情報の発信を行います。その際、発信する
内容に応じてターゲットを設定することにより、的を絞ったプロモーションを行
います。
　情報発信にあたっては、魅力ある資源を組み合わせながら発信して魅力同
士の相乗効果を図ったり、宗像での遊び方や暮らし方が描きやすいようストー
リー仕立てで発信することなどにより、プロモーション効果を高めます。さら
に、市民と一体となった情報発信や企業、大学との連携など、産学官民協働
による取組みを行い、より発展的で持続的なプロモーションを実現します。
　なお、市の魅力やターゲットなどを明確にした「シティプロモーション戦略
（仮）」を策定し、同戦略に基づきプロモーションを実施していきます。

●シティプロモーションの充実
・ロゴやキャッチコピーを活用したプロモーションの実施
・都市ブランドや子育て、観光などの個別のサイトを用いた
情報発信の充実
・ターゲットを明確にしたプロモーションの実施
・産学官民の連携強化
・シティプロモーション戦略（仮）の策定

情
報
受
発
信
の
充
実

　このページは、市の情報受発信を
掲載しています。
　市内には、魅力ある資源がたくさ
んあります。これらの情報を広く発
信、共有していくことで、選ばれるま
ちを目指していきます。

※シティプロモーション
「プロモーション」はマーケティング戦術のひとつで、「企業が自社の製品やサービスの認知度を上げたり、他社との違いを知らせることで、顧客の購入を促進する活動」を指します。
この概念を取り入れ、ここでは「シティプロモーション」を「市が、その魅力を創造、発掘し、市内外に効果的に発信することで、市外の人に「行ってみたい」「住んでみたい」と思ってもらい、交流人口増、定住人口増につなげるとともに、市内の人には「住んで良かった」と思っ
てもらい、市に愛着や誇りを持ってもらうこと」と定義します。

戦略的取組

【協働】

●選ばれるまちを目指すため、市民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業など宗像に関連する様々な人々がシ
ティプロモーションの担い手となり、情報受発信に取り組んでいきます。

【都市ブランド】

●山、海、街中など多様な暮らしが選択できる宗像の魅力を受発信して内外で共有し、共感を得ることで、子育て世代に選ばれる都市イ
メージ確立を目指します。
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≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

広域
連携
の推
進

　少子高齢化の進展や市民ニーズの多様化により、市が抱える地域課題も多
様化しています。そのなかには、市単独でなく広域的に解決すべき事項も生じ
てきています。
　また、地方分権改革による権限移譲等の推進によって、住民に最も近い基
礎自治体である市の業務は、量的拡大と質的高度化が求められるようになっ
ています。
　そのため、一層の広域連携を推進し、地域課題の解決や広域的で利便性の
高い行政サービスの提供に取り組む必要があります。

　広域的に解決すべき地域課題への取組みとして、共通の課題への対応を目
的とした幅広い連携を行っていきます。
　また、行政事務の量的拡大や質的高度化に向けた取組みとして、事務の共
同処理や機関の共同設置など広域連携への取組みを進めていきます。
　これらを推進して取り組むことで、広域的で利便性の高い行政サービスの提
供に努めていきます。
　さらに、道州制や大都市制度の研究にも関係自治体と連携して取り組んで
いきます。

●広域連携の推進
・幅広い広域連携の研究
・福岡都市圏、北九州都市圏、宗像地区、路線沿線自治
体、隣接自治体など多様な連携事業の展開

地域
資源
の連
携の
推進

　これからの都市経営は、市内、市外に関わらず、人と人とのつながりや市
民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業などの相互連携が重
要になってきます。
　この場合において、それぞれがまちづくりの担い手となって相互連携に取り
組むことで、市政への参画や合意形成への関与を促進することも必要です。
　都市経営のなかで、このようなつながりや連携を活かしたまちづくりを展開す
ることで、それぞれが有する特性や役割などを活用した地域課題の解決やま
ちの発展、成長につなげていく必要があります。

　市政や都市経営の強化、地域課題の解決、地域活動への参画に向けて、市
民や市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業など市内の多様な担
い手同士の結びつきに加え、これらの担い手が市外の人や専門機関、企業な
どとつながりが持てる仕組みづくりを行います。
　それに加えて、それぞれの持つ専門性、知見、経験を活かした連携ができる
よう、その連携を支援する取組みの強化を進めていきます。

●地域資源の連携の推進
・都市経営への市民等の参画の推進
・大学、企業などとの連携、支援の強化
・相互連携へのコーディネート等の支援

連
携
に
よ
る
ま
ち
の
経
営

　このページは、地域課題の解決や
利便性の高い行政サービスの提供
に向けた広域連携の推進や市内外
の地域資源をつなぐための取組み
を掲載しています。
　近隣自治体など市外の組織との広
域的な連携や市民、市民活動団体、
コミュニティ運営協議会、大学、企
業、行政などの地域資源の相互連
携により都市経営の強化を図ってい
きます。

戦略的取組

【協働】

●まちづくりの主人公であるという意識を持った、市民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業などが、相互連携に取
り組み、都市経営を強化していきます。

【都市ブランド】

●市民活動団体、コミュニティ運営協議会、大学、企業などの多様な主体同士が協働していくことで、子育てや暮らしに対するニーズに対応
した取組みを進めていきます。
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≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

情報
化の
推進

　情報通信技術の急速な発展に伴って、市民サービスの向上に向けた行政事
務の再構築を行うことが求められています。
　そのため、情報通信基盤の整備に合わせた、行政事務の効率化の推進に
取り組む必要があります。
　また、国ではビッグデータ※によって付加価値を創造し、ニーズに即した
サービスの提供、業務運営の効率化などに活用しようとする検討が始まって
います。
　これに伴い、市はもとより社会全体でビッグデータを活用し、社会的課題の
解決や経済活性化の実現につなげることが求められています。

　市民サービスの向上に向けて、新たな情報システム、情報通信技術の導入
の検討や電子申請の範囲の拡大を行っていきます。既存の情報システムにつ
いては、更新時において、業務上の安定性、正確性、効率性、経済性などか
ら導入の検討や評価、見直しを行っていきます。
　　また、国が検討を進めているビッグデータの活用に関し、情報を収集をしな
がら、安全安心のまちづくりや地域振興を図るため、企業や大学等とも連携
し、それらが保有する情報の活用や技術協力等について検討します。
　それらの検討にあたっては、情報資産の管理や情報技術の活用、情報分析
など、広範で専門性の高い分野について企業や大学等との連携を図っていき
ます。

●情報化の推進
・電子申請を行えるサービスの拡充
・新たな情報システム、情報通信技術の導入の検討
・既存システム更新時の適切な見直し
・行政事務の効率化、省資源化
・「社会保障・税番号制度」に向けたシステムの構築
・ビッグデータ等の活用に関する検討

情報
共有
化の
推進

　市民の知る権利を尊重することや、市民に対して説明責任を果たすために
は、今まで以上に市民ニーズに応じた情報の公開や情報の提供を行っていく
必要があります。

　市民などからの情報公開請求に対しては、個人情報の保護に配慮しつつ、
法令に基づいて公開していきます。
　また、市の現状を正確に捉えるため、統計調査等を実施し、調査結果につい
ては様々な媒体を通じて幅広く提供するとともに、市の保有するデータの活用
しやすい形での提供を調査、検討していきます。

●情報共有化の推進
・法令に基づく情報開示
・ニーズに応じた情報提供
・統計データの公表と他市町村との比較データの公表
・オープンデータ化の調査検討

情報
の適
正管
理

　市は、市民の様々な個人情報を日常的に取り扱っています。
　そのため情報セキュリティについての適正な運用が求められています。

　市民の個人情報については、適正な保護と管理に努めるとともに、そのデー
タついても、情報セキュリティポリシーを適正に運用することによって、管理、
保護していきます。
　また、新たな情報システム、情報通信技術の導入や、既存の情報システム
の更新時においても、これらの情報管理について必要なセキュリティの強化を
進めていきます。
　「社会保障・税番号制度」に関連する個人情報の取り扱いについて、市民に
情報提供を行っていきます。

●情報の適正管理
・個人情報保護、管理体制の強化
・情報セキュリティポリシーの適切な見直し
・新たな情報通信技術へのセキュリティ対策
・市民に向けた個人情報保護の啓発

※「ビッグデータ」とは、情報通信技術の進展等に伴い、ネットワーク上で生成、流通、蓄積されている多種多様なデジタルデータ。
※「オープンデータ」とは、行政が保有するデータを、誰もが二次利用できる形式で公開し、社会が効果的に活用することをいう。

戦略的取組

【協働】

●市民ニーズの調査、新たな情報技術の導入効果やビッグデータの活用等の検討について、市民、企業、大学等と協働して取り
組みます。

情
報
化
の
推
進
・
情
報
の
適
正
管
理

　このページは、情報化の推進、個
人情報の保護などに関する取組み
を掲載しています。
　行政や地域の中で情報通信技術
を活用し、行政事務の効率化、市民
の利便性の向上を図っていきます。
　また、市が保有している情報は、
開かれた行政経営のために法令に
基づき公開していきます。
　一方で、市民の個人情報について
は、漏えい防止や保護に努めていき
ます。

- 40 -



≪ みんなで取り組むまちづくり ≫

施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

持続
可能
な行
政経
営

　市ではこれまで経営資源となる「ヒト」、「モノ」、「カネ」を一体的に捉え、「将
来にわたり安定し、充実した行政経営を支える改革」を行ってきました。
　今後は、社会環境の変化や地方分権改革の進展に伴い、地方自治体その
ものに、行政経営能力がより一層求めらるようになります。
　そのため、これまでの改革に加えて、異なる視点での取組みや政策の選択
と決定を行っていく必要があります。
　また、行政のスリム化を図る中で、民間にできることは民間に委ねるなど、官
民の役割分担を明確にすることも重要です。

　市民生活を向上させ、魅力あるまちづくりを持続させるため、効率の良い行
政経営に向けた改革を、継続して推進します。
　予算や人員など限られた経営資源の中、選択と集中の視点から、今まで以
上に行政サービスや事務事業の取捨選択を行うとともに、これらに対する負
担のあり方についても、ゼロベースからの見直しに着手します。
　また、行政サービスや事務事業の選択にあたっては、財政規律の堅持はも
とより、官民の役割や受益の範囲、重要度、優先度などの多くの基準を設定
し、総合的な観点から評価し、選択を行います。
　さらに、意思決定の迅速化や部内での機動的な職員配置など、スピーディで
戦略的な体制を構築するため、部の機能、役割強化に取り組みます。
　その一方で、重要な施策や事業の実施にあたっては、市民に対して十分な
説明責任を果たし、将来への投資として実施していきます。

●持続可能な行政経営
・事務事業評価、施策評価の仕組みの見直し
・施策から見た事業の取捨選択
・主要事業の進捗管理の仕組みの再構築
・市民との協働による総合計画進捗確認の充実

健全
な財
政運
営

　今後は、生産年齢人口の減少による税収の減少に加え、少子高齢化による
社会保障経費の増大など、地方財政はさらに厳しくなることが予想されます。
　このような状況の中で、健全な財政を維持していくためには、財政の中長期
的な見通しを踏まえた財政運営に努めていく必要があります。
　また、交流人口の増加による域内消費の拡大や若い世代の定住人口の増
加による税収の確保のほか、市が保有する財産の有効活用等による収入の
確保、支出の削減がこれまで以上に求められます。

　財政需要の変化を確実にとらえた財政安定化プランの見直しを行い、プラン
に沿った予算編成、予算執行を行うとともに、財政規律を堅持し、将来世代に
過度な負担を残さない財政運営を行っていきます。
　観光施策や定住施策などの実施とともに、市税の適正課税や収納率の向上
などに努め、財源の確保を図っていきます。
　さらに、遊休地等の売却や貸付、基金の効果的な運用など、市が保有する
財産を有効活用していくとともに、ふるさと納税などの収入の確保にも努めて
いきます。
　また、事務事業の見直し、補助金の見直しなど支出の削減を図っていきま
す。

●健全な財政運営
・予算編成制度の見直し
・財政運営指針の随時見直し
・税収など収入の確保
・事業等の見直しによる支出の削減

人材
の育
成・活
用と
組織
力の
強化

　地方分権改革や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化、高度化などによ
り、地方自治体の業務量はますます増大しています。
　このような社会環境の変化に対応していくためには、職員個々の能力向上
はもとより、市民への対応力や協働の意識をより一層高めていく必要がありま
す。
　また、専門的人材を含む多様な人材の活用、総合計画を実践するための組
織体制の整備など、これまで以上に業務能率を向上させる取組みが必要と
なってきます。

　職員の市民への対応力や協働の意識をより一層高めるために、職員研修
や職員間の連携強化に努めていきます。
　さらに、的確な目標管理や管理監督職員のマネジメントを通じて、職員の能
力を引き出すとともに、職員の意欲の醸成や自己啓発の推進に向けた取組み
を強化していきます。
　また、効率的な行政サービスを継続して実施するため、任用制度を含め、民
間企業からの派遣など、多様な勤務形態を活用していきます。
　将来を見据えた行政経営の推進や総合計画の実践に向け、機能的かつ戦
略的な組織体制の整備や部の機能、役割の強化に取り組み、組織力の強化
を行います。

●人材の育成・活用と組織力の強化
・各種職員研修の実施
・人事考課など能力向上に向けた人事制度の強化
・職員の自己啓発への支援の強化
・多様な人材の活用
・戦略的な組織改編、人事異動
・主管課制度の再編、強化

戦略的取組

【協働】

●市民や関係団体と協働して施策や事業の評価を行います。

計
画
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
経
営

　このページは、行政経営の継続的
な安定に向けた取組みを掲載してい
ます。
　質の高い行政サービスや事務事
業を提供するために、職員の能力開
発や意欲の向上、組織の強化、健
全な財政運営に努め、市民が納得
できる行政経営を行っていきます。
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施策 施策概要
施策
区分

現状・課題 取組方針 主な取組事業

公共
施設
等の
効率
的な
維持
更新
の推
進

　市の資産である公共施設の多くは更新時期を迎え、早急な老朽化対策や改
修、更新などが求められています。
　また、公共インフラについても、将来の更新費用などの投資的経費を軽減し
ていくことも求められています。
　しかし、今後の少子高齢化の進展、社会保障経費の増大などの理由から、
公共施設や公共インフラの老朽化対策や改修、更新などに対する財源確保も
厳しくなる状況が予想されます。
　そのため、公共施設や公共インフラの効率的な運営を進めるうえでは、将来
予測を通じた長期的な視点で、中長期の財政見通しや最適規模の見極め、管
理運営の在り方についての方向性を示す必要があります。

　公共施設や公共インフラの最適規模の見極めや、効果的かつ効率的な管
理運営の在り方について、将来世代に過度の負担を残すことがないよう、適
切な管理運営手法を検討していきます。
　公共施設については、その設置目的や利用状況、地域の将来人口、需要予
測、将来的な必要性など総合的な視点から、施設規模の適正化や最適配置
に加え、統廃合や機能転換、広域的相互利用などを含めた総量の圧縮などを
検討し、その実践に向けた取組みを進めていきます。
　また、公共インフラについては、負担の平準化や新たなニーズへの対応等
についての方針を示して、段階的に取り組んでいきます。
　これらを進めるにあたっては、受益者である市民に対して、適宜必要な情報
を提供し、市民との情報共有に努めていきます。

●公共施設等の効率的な維持更新の推進
・公共施設の適正規模や最適配置の検討
・公共施設の統廃合や機能転換など最適配置による総量圧
縮の検討
・民間活用による公共施設の更新、管理運営の在り方の検
討
・広域による公共施設の相互利用の推進
・公共インフラへの対応方針の実施
・市民との情報共有の促進

公共
施設
等の
保全と
長寿
命化
の推
進

　公共施設や公共インフラの老朽化に伴い、改修が必要となるものも数多くな
り、その維持管理費用も高額となります。
　大規模で高額な改修が必要となる前に、軽微な改修を行い、維持管理費用
を削減する長寿命化へ取り組む必要があります。

　公共施設や公共インフラの規模や損傷の状況を常に把握し、これらの効率
的な維持管理を行っていきます。
　また、計画的な保全、長寿命化に努めるとともに、保全後のランニングコスト
の削減に努め、将来的な財政負担の縮減を図っていきます。

●公共施設の保全と長寿命化の推進
・長寿命化に向けた民間技術の活用
・将来負担の平準化
・長寿命化計画の実施
・公共インフラへの対応方針の実施（再掲）

戦略的取組

【協働】

●公共施設の利活用の検討について、企業、コミュニティ、公共施設に関係ある団体と協働して取り組みます。

公
共
施
設
等
公
共
資
産
の
管
理

、
最
適
化
の
実
践

　このページは、市の資産である公
共施設や公共インフラの維持管理
や更新に向けた取組みを掲載して
います。
　公共施設や公共インフラのあり方
についての検討を行い、老朽化対策
や長寿命化対策を計画的に行うこと
により、将来的な財政負担の縮減を
図っていきます。
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議
会
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２．今後の推進体制 

 今回の第二次宗像市総合計画は、「ときを紡ぎ、躍動するまち」を将来像に掲げ、平成２７年度

から１０年間のまちづくりの設計図となります。 

 第二次宗像市総合計画の体系は、最上位に基本構想（１０年）、基本計画（５年）、実施計画（３

年）から構成されており、基本計画には３１の施策が予定され、４００を超える事務事業を毎年度

実施していきます（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合計画の推進にあたっては、基本計画（５年間）の体系に沿って各施策の目指すべき方向性や

目標、成果指標などを設定するとともに、関係事業の実施による施策の進捗状況を客観的に評価し

ていきます。また、毎年度、重点施策の展開や予算編成などに反映することにより、総合計画の着

実な推進を図っていきます（図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図７ 総合計画の構成 

図８ 総合計画の推進 
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資料編 

１．宗像市総合計画審議会委員構成 
 

氏 名 部 会 審議会

職務 
所 属 団 体 等 

天野 宏欣 調和のとれたまちづくり 副会長 公益財団法人福岡アジア都市研究所 

池淵 惠 元気を育むまちづくり  宗像市民生委員児童委員協議会 

今西 良一 調和のとれたまちづくり 副部会長 宗像市環境団体連絡協議会 

大方 優子 賑わいのあるまちづくり  九州産業大学 

岡田 祐一 みんなで取り組むまちづくり  宗像市コミュニティ運営協議会（H25.5 まで） 

岡村 純 元気を育むまちづくり 部会長 日本赤十字九州国際看護大学 

梶栗 みき みんなで取り組むまちづくり  むなかた市民フォーラム 

萱沼 美香 元気を育むまちづくり  九州産業大学 

木村 秀子 みんなで取り組むまちづくり  むなかた市民フォーラム 

桑野 俊一郎 元気を育むまちづくり  宗像市社会福祉協議会 

古賀 禎文 賑わいのあるまちづくり  株式会社西広 

小林 正勝 賑わいのあるまちづくり 部会長 宗像観光協会 

齋藤 豊 調和のとれたまちづくり  市民公募 

田中 一郎 元気を育むまちづくり  玄海東小学校 

辻 洋子 賑わいのあるまちづくり  むなかた歴史を学ぼう会 

十時 裕 みんなで取り組むまちづくり  株式会社アーバンデザインコンサルタント 

中里 留美子 元気を育むまちづくり 副部会長 宗像子育てネットワークこねっと 

仲西 浩一 賑わいのあるまちづくり  市民公募 

永野 芳宣 調和のとれたまちづくり  赤間地区青尐年指導員会 

花田 省蔵 賑わいのあるまちづくり  宗像市商工会 

久本 貴志 元気を育むまちづくり  福岡教育大学 

藤本 幸男 賑わいのあるまちづくり 副部会長 東海大学福岡短期大学 

前田 誠 みんなで取り組むまちづくり 副部会長 宗像市コミュニティ運営協議会（H25.6 から） 

牧 敦司 調和のとれたまちづくり 部会長 株式会社醇建築まちづくり研究所 

松田 美幸 みんなで取り組むまちづくり  福岡地域戦略推進協議会 

松永 年生 みんなで取り組むまちづくり 部会長 公益財団法人宗像ユリックス 

南 博 みんなで取り組むまちづくり 会長 北九州市立大学都市政策研究所 

牟田 貴美子 元気を育むまちづくり  市民公募 

宗像 優 調和のとれたまちづくり  九州産業大学 

山下 永子 みんなで取り組むまちづくり  ソーシャル・プランニング・アンド・リサーチ 

養父 信夫 賑わいのあるまちづくり  株式会社マインドシェア 

（ 順不同、敬称略 ） 
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２．宗像市総合計画審議会審議経過 

（１）全体会 

 開催日 報告確認及び審議事項 

第１回 平成 24年 

10月 29日 

委嘱状交付 

会長・副会長の選出 

第二次宗像市総合計画策定の諮問 

報告 

第二次宗像市総合計画の策定 

今後の審議内容及び策定スケジュール 

審議 

 将来人口推計、目標人口、基本構想の体系、部会の構成 

第２回 平成 24年 

12月 17日 

報告 

 各ワークショップ及びアンケート等の実施状況報告 

審議 

 目標人口、第二次宗像市総合計画の構成案と骨子案、将来像、 

 都市ブランド 

第３回 平成 25年 

2月 12日 

審議 

 総合計画（基本構想）の考え方 

第４回 平成 25年 

4月 15日 

審議 

 総合計画（基本構想）の考え方、将来像 

書面決議 平成 25年 

5月 27日 

までに確認 

確認 

 総合計画（基本構想）の考え方 

第５回 平成 25年 

11月 6日 

報告・確認 

 第４回宗像市総合計画審議会までの決定事項、現在までの取組状況 

審議 

 各部会における今後の進め方 

第６回 平成 26年 

4月 30日 

報告 

 各部会における審議結果の報告 

審議 

 体系の概要 

 



- 46 - 

（２）元気を育むまちづくり部会 

 開催日 確認（修正案）・審議事項 

第 1回 12月 18日 審議：子どもの健全育成、子育て環境の充実 

第 2回 1月 20日 
審議：教育活動の充実、教育環境の充実、 

グローバル人材の育成と国際交流の推進 

第 3回 2月 4日 

確認：子どもの健全育成、子育て環境の充実 

審議：健康づくりの推進、 

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり 

第 4回 3月 5日 

確認：教育活動の充実、教育環境の充実、 

グローバル人材の育成と国際交流の推進、健康づくりの推進、 

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、場づくり 

審議：安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営、 

自立した生活の支援、互いに尊重し、協力し合う社会の実現 

書面決議 
4月 8日 

までに確認 

確認： 安心できる医療体制の充実と社会保険制度の運営、 

自立した生活の支援、互いに尊重し、協力し合う社会の実現 

 

（３）賑わいのあるまちづくり部会 

 開催日 確認（修正案）・審議事項 

第 1回 1月 15日 審議：多彩な交流による観光の活性化 

第 2回 2月 14日 
確認：多彩な交流による観光の活性化 

審議：地域産業の活性化、資源を活かした島の活性化 

第 3回 3月 4日 
確認：地域産業の活性化、資源を活かした島の活性化 

審議：歴史・文化遺産の保存と活用、生涯を通した学習の振興 

第 4回 3月 24日 
確認：歴史・文化遺産の保存と活用、生涯を通した学習の振興 

審議：スポーツの多面活用施策 

書面決議 
4月 22日 

までに確認 
確認：スポーツの多面活用施策 
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（４）調和のとれたまちづくり部会 

 開催日 確認（修正案）・審議事項 

第 1回 12月 17日 
審議：自然災害への対応と危機管理体制の強化、防犯・交通安全・消費生

活対策の充実による安全・安心して生活できる環境整備 

第 2回 1月 23日 

確認：自然災害への対応と危機管理体制の強化、防犯・交通安全・消費生

活対策の充実による安全・安心して生活できる環境整備 

審議：快適な生活環境の保全、自然環境の保全と再生 

第 3回 2月 3日 
確認：快適な生活環境の保全、自然環境の保全と再生 

審議：調和のとれた土地利用と魅力ある景観の創出、住宅施策の推進 

第 4回 2月 25日 
確認：調和のとれた土地利用と魅力ある景観の創出、住宅施策の推進 

審議：都市基盤の整備、公共交通の利便性の向上 

書面決議 
4月 18日 

までに確認 
確認：都市基盤の整備、公共交通の利便性の向上 

 

（５）みんなで取り組むまちづくり部会 

 開催日 確認（修正案）・審議事項 

第 1回 12月 19日 審議：地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進 

第 2回 1月 23日 審議：地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進、市民活動の推進 

第 3回 2月 3日 
審議：地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進、市民活動の推進、 

情報受発信の充実 

第 4回 2月 25日 
確認：地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進、市民活動の推進 

審議：情報受発信の充実、計画的かつ効率的な行政経営 

第 5回 3月 7日 

確認：市民活動の推進、情報受発信の充実 

審議：計画的かつ効率的な行政経営、公共施設等公共資産の管理、 

最適化の実践 

第 6回 3月 26日 

確認：情報受発信の充実、計画的かつ効率的な行政経営、 

公共施設等公共資産の管理、最適化の実践 

審議：連携によるまちの経営、情報化の推進・情報の適正管理 

第 7回 4月 11日 

確認：情報受発信の充実、計画的かつ効率的な行政経営、 

公共施設等公共資産の管理、最適化の推進、連携によるまちの経営 

審議：情報化の推進・情報の適正管理 

書面決議 
4月 25日 

までに確認 
確認：情報化の推進・情報の適正管理 
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３．アンケート及びワークショップ実施状況 

（１）アンケート 

 開催日 調査概要 

小学生アンケート 
平成 24年 

2月 

市のイメージや市の将来に対する考え 

市内の全小学校６年生を対象（853人） 

中学生アンケート 
平成 24年 

2月 

市のイメージや市の将来に対する考え 

市内の全中学校２年生を対象（808人） 

高校生アンケート 
平成 24年 

2月 

市のイメージや将来に対する考え 

市内の２高等学校２年生を対象（454人、市外在住含む） 

大学生アンケート 
平成 24年 

7月 

市のイメージや市の将来に対する考え 

市内の３大学生を対象（286人） 

イメージアンケー

ト（ﾑﾅｶﾀのﾐｶﾀ） 

平成 24年 

8～12月 

市のイメージ、全 10回実施、インターネット・FAX・郵送によ

る受付、市内公共施設にアンケートを設置 

市民アンケート 
平成 24年 

2月 
市内居住（789人） 

 

（２）ワークショップ 

 開催日 テーマ設定 

職員 

ワークショップ 

平成 24年 

5～9月 

若手職員が描く 10年後の宗像市の姿 

5回実施（延べ参加人数 258人、他自治体職員含む） 

JYOSHIKAI 

（女子会） 

平成 24年 

10月 4日 

20～70代の女性が描く 10年後の宗像市の姿 

2回実施（延べ参加人数 30人） 

学生 

ワークショップ 

平成 24年 

10月 8日 

高校生・大学生と若手職員が描く 10年後の宗像市の姿 

1回実施（参加人数 30人） 

むなかた 

未来カフェ 

平成 24年 

11月 

10年後の宗像市の姿 

4回実施（延べ参加人数 138人） 

むなかた 

未来カフェⅡ 

平成 25年 

2～3月 

10年後の宗像市のありたい姿 

4回実施（延べ参加人数 95人） 

むなかた 

明日カフェ 

平成 25年 

6～8月 

協働及び都市ブランドに関する取組み 

6回実施（延べ参加人数 201人） 

 

 


