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資料：宗像市農業振興課 

第２章 分野別計画 

１．農業分野編 

（１）現況データ 

○農地集積の割合 

宗像市における農地集積の割合は、平成 22

年の 29.6％から平成 23 年に 32.1％と高くな

り、ここ数年は 31％台を推移している。 

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）

など我が国の農業を取り巻く環境が大きく

変化しつつある中、将来に渡って安定した農

業経営を維持していくため、さらなる経営規

模の拡大や農地の集約化により、スケールメ

リットを発揮することが求められている。 

 

 

○農業者の売上高 

宗像農協の農産物取扱高は、平成 22 年か

ら平成25年にかけて19億円台を推移してい

たが、平成 26 年は 20 億円を越えている。 

一方で、農産物価格の低迷が続く中、厳し

い経営環境のため後継者が育たず、担い手が

減尐している。また、担い手の減尐は、荒廃

農地の増加にもつながり、水源涵養や景観保

全など農地がもつ多面的な機能が低下する

ことも懸念されている。 

 

 

（２）数値目標 

指標 目標 基準値 目標値 

農地集積割合 6 年間で 18.7%増加 31.3％（H26） 50.0％（H32） 

新規就農者 6 年間で 15 経営体 ―（Ｈ26） 15 経営体（H32） 

農業者の売上高＊ 6 年間で 10%増加 20 億円（H26） 22 億円（H32） 

 

＊数値は宗像農協全体の販売高であるため、宗像農協を通じて取引されていない農産物の販売高は含ま

れていない。また、福津市の農業者が生産した農産物の売上高を一部含んでいる。  

宗像市における農地集積割合の推移 

宗像農業協同組合の農産物取扱高の推移 

資料：宗像農業協同組合 

 

 

29.6

32.1

31.2

31.6
31.3

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

H22 H23 H24 H25 H26

（％）

19.5

19.2

19.4 19.4

20.3

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

H22 H23 H24 H25 H26

（億円）



10 

 

（３）施策の区分 

１―１ 経営規模の拡大と効率化の推進 

◇施策の方向 

地域農業の中心的な担い手（認定農業者や集落営農組織など）を主な対象として、経営規模の

拡大とほ場＊の集約化を促すとともに、経営規模拡大のために必要となる高性能な農業機械や施

設の導入を支援することで、農業経営の改善と安定化を目指す。また、「道の駅むなかた」や「か

のこの里」など独自の農産物流通経路を提供するとともに、農協などによる共同販売を支援する

ことで、売上高の拡大を目指す。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

経営規模の拡大とほ場の集

約化に対する支援 

国や県の事業を活用して、農地の貸し借りを通じた経営規模

の拡大やほ場の集約化を促す。 

高性能な農業機械や施設の

導入に対する支援 

国や県の補助事業を活用して、より高性能な農業機械や施設

の導入を支援する。 

農産物販売の拡大に対する

支援 

農産物直売所を通じた販売先を確保するとともに、農協など

による共同販売の拡充を支援する。 

 

実施主体・主な役割 

市  経営規模の拡大に向けた各種事業の周知、具体的な農地の貸し借りに係る

調整や計画づくり 

効率化・省力化のための農業機械や施設の導入に対する補助金の交付 

 認定農業者及び集落営農組織に対するヒアリングや経営指導 

農協  共同販売の拡充 

北筑前普及指導センターとの連携による農業技術指導 

農作業負担軽減の仕組みづくり（農作業ヘルパー、集出荷施設など） 

道の駅  地元農産物や農産加工品の販売 

その他団体  具体的な農地の貸し借りの調整、認定農業者や集落営農組織に対する研修

会等の実施（むなかた地域農業活性化機構）  

 新たな農業技術の研究、宗像市に適した品目や品種の研究、農協との連携

による農業技術指導（北筑前普及指導センター） 

 

 

 

 

 

＊「ほ場（圃場）」とは、田や畑など農産物を育てる場所のこと。 
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１―２ 新規就農者の確保・育成 

◇施策の方向 

将来の中心的な担い手となる農業者を確保・育成するため、新規就農希望者の掘り起こしや就

農に向けたきめ細かなアドバイスができる体制を維持するとともに、農業開始後は早期に経営を

軌道に乗せることができるよう支援する。また、農業法人の設立や農業分野以外の法人による農

業参入に対しても、スムーズに設立・参入できるよう支援を行う。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

新規就農希望者に対する総

合的な相談・支援体制の構築 

むなかた地域農業活性化機構を中心に、各関係機関や団体と

連携して一体的な相談体制を構築し、就農希望者がスムーズ

に農業を開始できるよう支援する。 

新規就農希望者の確保と育

成 

将来の地域農業の中心的な担い手となりうる農業者を、独自

の研修事業などを通じて育成する。 

農業法人の設立や農業参入

に対する支援 

農業法人の設立を希望する集落などに対して、研修会の開催

や経営計画案作成などの支援を行う。また、農業参入を希望

する企業などに対して、農地の紹介などの支援を行う。 

新規就農者の農業経営の早

期安定化に向けた支援 

各関係機関や団体と連携して、新規就農者の農業経営が早期

に安定するよう給付金の支給や経営アドバイスなどを行う。 

 

実施主体・主な役割 

市  新規就農者の農業経営の早期安定化に向けた支援事業や経営アドバイス 

農業法人の設立や農業参入に係る相談対応、農地の紹介 

農協  北筑前普及指導センターとの連携による農業技術指導 

道の駅  新規就農者の出品支援、経営安定化に係る道の駅独自の支援 

その他団体  新規就農希望者に対する総合的な相談対応、農業技術研修事業の実施、農

地の紹介（むなかた地域農業活性化機構） 

 農協との連携による農業技術指導（北筑前普及指導センター） 
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１―３ 農地の保全活動に対する支援 

◇施策の方向 

農業集落などの共同活動によって支えられている農地の多面的機能（国土保全、水源涵養、地

球温暖化抑制、景観維持などの機能）を将来にわたって適切に維持していくため、水路や農道な

ど農業資源の保全活動を支援する。また、中山間地域など生産条件が丌利な地域の耕作者などに

対して、農業生産活動の維持に向けた取り組みを支援する。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

多面的機能直接支払交付金

の活用 

国の「多面的機能直接支払交付金」を活用して、地域の農業

者などが組織的に取り組む水路や農道の保全活動などを支援

する。 

中山間地域等直接支払交付

金の活用 

国の「中山間地域等直接支払交付金」を活用して、生産条件

が丌利な中山間地域などに対して、耕作放棄地の発生防止や

機械・農作業の共同化など、生産活動を将来に渡って維持す

るための活動を支援する。 

経営規模の拡大が困難な小

規模農業者に対する支援 

関係団体等による６次産業化＊補助金の交付、農作業受託、

農業機械レンタルなどの取り組みを支援する。 

 

実施主体・主な役割 

市  多面的機能直接支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付金事業の実施 

農協  農作業の受託事業の拡充 

農業機械レンタル事業の拡充 

道の駅  地元農産物や農産加工品の販売 

その他団体  遊休農地の適正な利用に向けた所有者への働きかけ（市農業委員会） 

 農地に関する情報の収集・整理、分析、農業者への提供（市農業委員会） 

６次産業化の取り組みに対する支援（むなかた地域農業活性化機構） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「６次産業化」とは、地域の第１次産業とこれに関連する第２次、第３次産業（加工・販売等）に係

る事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取り組みのこと。 
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資料：宗像漁協業務報告書 

資料：宗像漁協業務報告書 

 

２．水産業分野編 

（１）現況データ 

○漁獲量の推移 

宗像市の漁獲量（水揚げ量）は、海水温の

上昇など世界的な気候変動や、乱獲なども影

響してか、平成 20 年をピークに減尐傾向に

あったが、平成24年以降は増加傾向にある。 

また、宗像漁協支所別の内訳は、鐘崎が最

も多く、全体の約 7 割を占めており、次いで

大島、地島、神湊の順になっている。 

 

 

 

 

 

 

○水産物販売額の推移 

漁獲量（水揚げ量）の減尐に伴い、水産物

販売額も平成18年をピークに減尐している。

平成 24 年以降は増加傾向にあるものの、漁

業者の収入の減尐は、後継者問題にも影響を

不えている。 

なお、漁獲量（水揚げ量）の大幅な回復が

見込めない中、漁場環境の再生や高付加価値

の商品開発、さらには新たな漁法の研究など

の取り組みが必要になっている。 

 

 

 

 

（２）数値目標 

 

指標 目標 基準値 目標値 

宗像漁協の売上高 

（活魚センター・加工場） 

6 年間で 

1 億 1,400 万円増加 
8,600 万円（H26） 2 億円（H32） 

宗像漁協組合員の 

漁業所得 

7 年間で 

337 千円増加 
1,946 千円（H25） 2,283 千円（H32） 

 

  

 

宗像市における水産物販売額の推移 
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宗像市における漁獲量の推移 

〈グラフ注〉漁獲量Ｈ20 は、過去 10 年間（Ｈ17

～Ｈ26）で一番高い数値とした。 

〈グラフ注〉販売額Ｈ18 は、過去 10 年間（Ｈ17

～Ｈ26）で一番高い数値とした。 
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（３）施策の区分 

２―１ 水産物のもうかる仕組みづくりの構築 

◇施策の方向 

漁獲量の大幅な回復が見込めない中、水産物の付加価値を高め、販路を拡大する取り組みが必

要である。商品の生産から販売先の確保までの一連の流れを構築し、ブランド化、加工品開発、

販促活動を一体的に取り組む。 

また、天候や資源の変動に影響されない養殖漁業の取り組みを支援し、漁家所得の向上、安定

を図る。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

漁協経営基盤の強化 漁業者の協同組織として、また、水産振興の中核組織として

機能するために漁協経営の改善等の取り組みを支援する。 

水産物の販路拡大事業 「鐘崎天然とらふく」を中心に東京等都市圏への販促活動を

行い、ブランド化を推進することにより、宗像の水産物全体

の付加価値向上を図る。海外輸出の調査研究を行い、海外輸

出の取り組みを支援する。 

水産加工品開発事業 漁協の加工品開発を支援し、６次産業化を進めるとともに安

定収入を確保する。 

養殖漁業の事業化の支援 漁協が取り組んでいるカキ、あさり、アワビなどの試験養殖

を支援するとともに事業化に向けた取り組みを支援し、漁家

所得の安定を図る。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  漁協経営の改善と強化の支援 

水産物の販路拡大事業の実施 

 水産加工品開発事業の支援 

漁協 漁協経営の改善と強化 

飲食店等への販促活動の実施 

加工場の運営体制の構築による水産加工品開発事業の実施 

養殖事業の研究と事業化 

商工会  商品ブラッシュアップ支援、水産加工品開発の支援 

観光協会  観光プロモーション事業と連携した水産物ＰＲ 

道の駅  水産加工品開発事業の支援 
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２―２ 漁港・漁業施設等の計画的な整備 

◇施策の方向 

水産業の生産基礎である漁港・漁業施設等を計画的に整備し、利便性や安全性を向上させるこ

とで、効率的な漁業活動を推進するとともに水産物の安定供給を図る。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

水産流通基盤整備事業（鐘崎

漁港）の実施 

長期計画に基づき、衛生管理の強化など付加価値向上を目的

とした鐘崎漁港の施設整備を行う。 

水産物供給基盤機能保全事

業の実施 

機能保全計画に基づき、離島及び本土の漁港施設の整備を行

う。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  水産流通基盤整備事業（鐘崎漁港）・水産物供給基盤機能保全事業の実施 

漁協  当該事業に係る対応、組合員への連絡・調整 
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２―３ 漁場再生事業の推進 

◇施策の方向 

近年の海水温の上昇など自然環境の変化により、磯焼けをはじめ漁場を取り巻く環境は大きく

変化し、漁獲量が伸び悩む原因の一つとなっている。資源の減尐や枯渇を防ぐために、科学的な

検証を行いながら効果的な漁場の整備を図る。 

また、価値の高い魚種の資源回復を図るための取り組みを支援する。 

 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

藻場造成（投石等）事業・海

底岩盤清掃等の実施 

モニタリング・検証結果に基づき藻場の造成、海底岩盤清掃

等を行う。 

漁場のモニタリングの実施 モニタリングを継続し、事業の検証を行う。 

種苗放流事業の支援 資源維持、回復を目的に漁業者が実施する稚魚、稚貝の放流

事業を支援する。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  当該事業の補助事業等の実施及び事業全般のオブザーブ 

漁協  藻場造成（投石等）事業・海底岩盤清掃等の実施 

漁場のモニタリングの実施 

種苗放流事業の実施と組合員への連絡・調整 
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資料：福岡県調査統計課「市町村民税経済計算報告書」 

３．商工業分野編 

（１）現況データ 

○市内総生産 

 卸売・小売業及びサービス業での市内総

生産は、平成21年度に落ち込んだものの、

その後上昇に転じている。 

 道の駅むなかたの開設などの新たな販

売場所の確保、産品の積極的なＰＲなども、

これに尐なからず貢献しているものと考

えられる。 

 今後も、世界遺産の登録などを控えてお

り、産品の生産増加は見込める。 

 

 

 

 

 

 

（２）数値目標 

 

指標 目標 基準値 目標値 

市内総生産（卸売･ 

小売業、サービス業） 

8 年間で 

2,562 百万円増加 

85,538 百万円 

（H24） 

88,100 百万円 

（H32） 

創業者数 6 年間で 50 人 ―（H26） 50 人（H32） 

中心商業地等の新規

出店数 
6 年間で 12 店舗 ―（H26） 12 店舗（H32） 

 

  

 

市内総生産（卸売･小売業、サービス業）の推移 
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（３）施策の区分 

３－１ 域内消費額の拡大 

◇施策の方向 

流通コスト削減をはじめとした生産者や卸売業者への支援を行うことで、地元産農水産物の域

内流通を活発にさせる。また、一般消貹者へ地域商品券を発行することで、域内での消貹を喚起

していく。この両面を取り組むことで、域内消貹額の拡大を図る。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

地元食材の市内流通促進 地元食材を使ってもらう飲食店、加工販売事業所を増やすた

め、流通促進に取り組む。 

地域商品券の発行 域内消貹の拡大と域外消貹の流出防止を図るため、プレミア

ム付き商品券を発行する。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  地元食材の市内流通促進事業の実施 

 地域商品券の発行に係る支援 

農協  地元食材の市内流通促進事業に係る組合員への周知・連絡・調整 

漁協  地元食材の市内流通促進事業に係る組合員への周知・連絡・調整 

商工会  地元食材の市内流通促進事業の実施 

同事業に係る会員への周知・連絡・調整 

 地域商品券の発行事業の実施 

観光協会  観光ＰＲと併せて、地元食材の市内流通促進事業のＰＲ 

道の駅  地元食材の市内流通促進事業への側面支援 

同事業に係る出品者への周知・連絡・調整 
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３―２ 中小企業の経営安定と創業支援 

◇施策の方向 

市内中小企業の経営の安定と活性化を目的とした助成制度を活用して、持続的な発展が図られ

るようにする。また、地域経済の活性化と雇用拡大を図るため、市内での創業を積極的に支援し、

商工業の活性化を図る。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

中小企業の経営支援 市内中小企業に向けて市独自の融資制度や補助制度を実施し

て、経営の安定化を図る。 

創業支援 創業相談窓口の設置や商工会と連携した創業講座、相談会を

行い、経営者育成に取り組む。 

 

 

実施主体・主な役割 

市 市小口事業資金融資制度（※1）の実施 

市小口事業資金保証料補助制度（※2）の実施 

起業化支援利子補給補助制度（※3）の実施 

創業相談窓口の設置 

商工会 市小口事業資金融資制度の斡旋 

創業支援事業に係る相談会等の実施 

当該関連事業に係る会員への周知・連絡・調整 

 

（※1）市内中小企業者の経営の安定と活性化を図るため、市独自の低利な借入れができる制度 

（※2）市小口事業資金融資制度で借入れる際の保証料を補助する制度 

（※3）起業資金を日本政策金融公庨で借入れた場合、利子分を補助する制度 
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３―３ 中心商業地等の活性化 

◇施策の方向 

中心商業地等であるＪＲ赤間駅及びＪＲ東郷駅周辺の活性化を図るために、にぎわい創出事業

を行う団体を支援していく。また、空き店舗の現状調査から店舗誘導、利活用方法の検討を進め

ていく。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

中心商業地等でのにぎわい

創出支援 

ＪＲ赤間駅と東郷駅周辺の活性化を図るため、にぎわい創出

などの取組経貹を補助する。 

空き店舗などへの店舗誘導 地元関係者と協議しながら、域内の現状調査から、空き店舗

などを活用した誘導策を進める。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  中心商業地等でのにぎわい創出支援関連事業の実施 

 空き店舗などへの店舗誘導関連事業の実施 

商工会  中心商業地等でのにぎわい創出支援関連事業に係る会員への連絡・調整 
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資料：宗像市商工観光課「観光入込状況調査」 

４．観光分野編 

（１）現況データ 

○観光入込客数の状況 

歴史、自然、食など豊富な観光資源の活用

と、県内外での観光ＰＲ、誘致活動など積極

的な取り組みにより、年々、宗像市における

観光入込客数は増加している。今後も、世界

遺産登録の推進によって宗像市への注目も

高まり、さらに観光入込客数は増加すると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

○観光による市内消費額の状況 

平成 23 年以降、観光による市内消貹額は

増加している。 

近年、市外への観光や食のＰＲ、マスコミ

等での露出などに加え、新たな加工品の製造

や着地型の観光メニューとして「宗像とくと

くチケット」の販売を開始している。その取

り組みにより、市外からのリピーター客も多

く、消貹額の増加につながっていると考えら

れる。 

 

 

（２）数値目標 

 

指標 目標 基準値 目標値 

観光入込客数 6 年間で 628 千人増加 6,472 千人（H26） 7,100 千人（H32） 

観光による市内消貹

額 
6 年間で 7 億円増加 44 億円（H26） 51 億円（H32） 

 

  

 

 

 

観光による市内消貹額の推移 

6,510 

6,634 6,646 

6,361 

6,472 

6,200

6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

H22 H23 H24 H25 H26

（千人）

4,201 

3,608 3,622 

4,216 

4,461 

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

H22 H23 H24 H25 H26

（百万円）

資料：宗像市商工観光課「観光入込客数状況調査」 

宗像市における観光入込客数の推移 

〈グラフ注〉平成 25 年から調査方法が変更。調査

対象が「年間来場者が１万人以上の施設」へと変更

になったため、平成 24 年から平成 25 年にかけて

入込客数が減尐しているが、実際は増加していると

認識している。 
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（３）施策の区分 

４―１ 宗像版観光プラットフォーム確立による消費額拡大 

◇施策の方向 

本市の旅行商品の企画・営業や情報発信、観光客集客に係る事業を一元的に行う「宗像版観光

プラットフォーム＊」を構築することで、交流の拡大に向けた取り組みや、情報発信を強化する

取り組みをさらに推進し、観光消貹額増による地域経済の活性化を実現する。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

旅行商品の企画・開発、情報

発信、営業の実施 

歴史、食、体験、その他観光資源等の情報収集を行い、関係

する事業者、旅行業者、市が連携し、着地型旅行商品を開発

する。さらには、広報媒体を作成し、旅行業者等への営業・

ＰＲとともに、積極的な集客活動を行う。 

着地型観光キャンペーンの

企画・実施 

宗像とくとくチケットなどの着地型観光キャンペーンの実施

とともに、リーフレットの作成や特設サイトの開設などによ

り、市内の消貹額拡大につなげる。 

観光による経済効果調査の

実施 

宗像市への来訪者を対象に、来訪の目的、市の知名度、認知

度、イメージ、期待値、満足度などを調査し、消貹額拡大へ

向けた具体的な取り組みを実施する。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  観光による経済効果調査の実施 

農協  関連各事業への協力、組合員への連絡・調整 

漁協  関連各事業への協力、組合員への連絡・調整 

商工会  関連各事業への協力、会員への連絡・調整 

観光協会  旅行商品の企画・開発、情報発信、営業の実施 

 着地型観光キャンペーンの企画・実施 

 観光資源の整理・開発とブラッシュアップ 

道の駅  観光による経済効果調査の実施に係る協力 

 

 

 

 

 

 

＊「宗像版観光プラットフォーム」⇒ｐ7 参照 
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４―２ 観光拠点施設を核とした市内周遊の強化 

◇施策の方向 

現状では、道の駅むなかたには年間約 170 万人の来館者があるが、その他の観光施設への周

遊率はそれほど高い状態とは言えない。市内には歴史・文化、自然、食といった魅力ある観光資

源が多いことから、市内での滞在時間を長くし、地域の活性化を実現するためにも、道の駅むな

かたなどの観光拠点を核とした市内全体の周遊に向けて取り組む必要がある。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

交通インフラの整備等（公共

交通機関との連携）の実施 

企業・事業者等と連携した市内周遊チケットを発売する。ま

た、道の駅むなかたを中心に国道 495 号沿いの施設などを結

んだ周遊バスや、大島島内の観光資源を結んだ周遊バスの運

行を検討する。 

東部地区の観光周遊ルート

の作成 

赤馬館を拠点とした東部４地区＊のテーマ別の観光周遊ルー

トを作成。レンタサイクルやウォーキングコースとして活用

するなど、赤馬館の機能アップを図る。 

大島・地島の魅力発信と観光

周遊ルートの作成 

大島海洋体験施設「うみんぐ大島」や島の恵まれた自然を活

かし、大島・地島の魅力を発信していく。また、世界遺産登

録により、大島、さらには地島にはより多くの来訪者が予想

されることから、世界遺産を活かした周遊ルートを作成する。 

市内周遊イベントの実施 市内施設をつなぐスタンプラリーの開催などを検討する。 

 

 

実施主体・主な役割 

市  交通インフラの検討（事例研究、国県補助事業等の検討） 

 周遊バスの運行事業の企画 

農協  観光周遊ルートや市内周遊イベントの組合員への周知 

漁協  観光周遊ルートや市内周遊イベントの組合員への周知 

商工会  観光周遊ルートや市内周遊イベントの会員への周知 

観光協会  周遊バスの運行事業の企画 

 市内周遊イベントの実施 

道の駅  周遊バスの運行事業の支援 

 

 

 

 

＊「東部４地区」とは、市内 12 地区コミュニティのうち、吉武、赤間、赤間西、南郷の４地区を指す。 
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４―３ 広域連携チームによる観光ＰＲと受入体制の強化 

◇施策の方向 

本市は国内有数の歴史・文化遺産をはじめ、豊かな自然を有している。また、道の駅むなかた

をはじめ集客力のある観光地も多いが、集客力のある観光地から他の観光地への周遊が尐なく、

宗像市単体では観光客の満足度を十分に満たしていないのが現状である。 

そのため、観光エリアとして自治体の枠を超えた取り組みとして広域連携チームを強化し、広

域エリア内の観光資源を「点」から「面」へつなぐ魅力的なテーマの設定と、テーマに基づく観

光ルートやプログラムを造成し、情報発信を充実させる。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

観光ガイドブックの製作（モ

デルルートの設定） 

エリアの魅力を具体的に発信する観光ガイドブックを製作す

る。また、エリアの魅力を増幅し、旅行商品化を図るため、

観光資源の洗い出しを行い、各市町の観光資源を活用したモ

デルルートを設定する。 

観光プロモーションの実施 地域外の雑誌社、新聞社、テレビ局などの各種メディアを対

象にした観光素材説明会等を開催する。 

イベントを活用した観光 PR

の実施 

域内や福岡市、北九州市等で開催されるイベントに参加し、

エリアの観光 PR を行う。 

物産館・直売所をつなぐ仕組

みづくり 

エリア内の物産館・直売所をつないだスタンプラリー等を実

施し、観光客の周遊とともに地域の特産品等を購買してもら

う仕掛けを行う。 

 

実施主体・主な役割 

市  観光ガイドブックの製作（モデルルートの設定）を観光協会と連携して実

施 

 物産館・直売所をつなぐ仕組みづくりにおける近隣市町との連携・調整を

広域観光協会等において実施 

農協  物産館・直売所をつなぐ仕組みづくりにおける組合員への連絡・調整 

漁協  物産館・直売所をつなぐ仕組みづくりにおける組合員への連絡・調整 

商工会  物産館・直売所をつなぐ仕組みづくりにおける会員への連絡・調整 

観光協会  観光ガイドブックの製作（モデルルートの設定）を市と連携して実施 

 観光プロモーションの実施 

 イベントを活用した観光ＰＲ 

道の駅  イベントを活用した観光ＰＲについて観光協会への側面支援 

 物産館・直売所をつなぐ仕組みづくりの実施 
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４―４ 世界遺産来訪者の受入対策の実施 

◇施策の方向 

“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”の世界遺産登録が実現すれば、国内、さらには海

外からの来訪者が現状の３倍に増えると予想される。 

来訪者が増えるということは、交流人口が増加し、それに応じて、食事や宿泊といった経済の

活性化を生み、地域に富みもたらすチャンスとなる。 

これら来訪者への対応、さらにはおもてなしを含めた受入対策をしっかりと整える必要がある。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

国道 495 号・宗像大社辺津

宮周辺の店舗誘致・誘導 

来訪者が訪れる中心となる、道の駅むなかた周辺の国道 495

号及び宗像大社辺津宮周辺に食事などのサービスを提供する

店舗の誘致・誘導を行う。 

観光ボランティアの養成 世界遺産構成資産の価値を伝えることができる観光ボランテ

ィアの養成を行う。 

ホテル・旅館・食堂等の受入

準備、充実強化 

宿泊に対応できるホテル、旅館、さらには食事の需要に対応

できる食堂などの受入準備を行うなど、その充実強化を図る。 

Wi-Fi、サイン、交通網等の

整備 

外国人観光客への対応として Wi-Fi 環境の整備を行う。さらに

は来訪者が迷うことなく施設にたどり着けるためのサイン看

板の整備や市内の移動、回遊を容易にする交通網の整備など

を行う。 

世界遺産土産品の開発 世界遺産登録に伴う来訪者の土産品の需要に対応するため、

産業団体、生産者の産品を複合的に使用した土産品の開発を

行う。 

大島・地島の来訪者対策の強

化 

世界遺産登録により増加が予想される大島、さらには地島へ

の来訪者対策として、店舗の誘致、観光ボランティアの養成、

旅館、民宿、食堂等の受入、Wi-Fi、サイン、交通網等の整備

等を強化する。 
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実施主体・主な役割 

市  店舗誘致・誘導等の主導的実施 

 観光ボランティアの養成やホテル・旅館・食堂等受入準備における調整 

 Wi-Fi、サイン、交通網等の整備・調整 

 大島・地島の来訪者対策の強化 

農協  世界遺産土産品の開発 

漁協  世界遺産土産品の開発 

商工会  食堂等受入準備における調整 

 世界遺産土産品の開発 

観光協会  ホテル・旅館等受入準備における調整 

観光ボランティアの養成 

 世界遺産土産品の開発 

道の駅  世界遺産土産品の開発 
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４―５ スポーツ観光の推進 

◇施策の方向 

市内にある公共施設や他地域にはない民間スポーツ施設を活用したスポーツ観光を推進する。

併せて、市内での宿泊・飲食や、土産品の販売などにつなげることにより、経済の活性化を図る。 

 

◇取組事業 

取組事業 説明 

スポーツ大会や合宿などの

誘致 

実業団、インターカレッジ、インターハイスクールなど全国、

九州レベルの、特に宿泊を伴うスポーツ大会、さらに、スポ

ーツクラブ等の研修会や合宿、2019 年ラグビーワールドカッ

プ、2020 年東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地

の誘致を行い、宿泊につなげる。 

スポーツ大会の開催 他地域にない民間スポーツ施設（グローバルアリーナ）など

を活用し、宿泊を伴うスポーツ大会・イベント（ウォーキン

グイベントやグラウンド・ゴルフ大会など）を開催する。 

食事の提供や土産品の販売 スポーツ大会の参加者や観戦者、スポーツ合宿などの参加者

に対し、食事の提供や土産品の販売を行う。 

 

実施主体・主な役割 

市  スポーツ大会・スポーツ合宿の誘致 

農協  土産品の開発・販売 

漁協  土産品の開発・販売 

商工会  食堂等受入準備における会員との調整 

 土産品の開発・販売 

観光協会  スポーツ大会・スポーツ合宿の誘致 

 ホテル・旅館・食堂等受入準備における調整 

土産品の開発・販売 

道の駅  土産品の開発・販売 

その他  スポーツ観光推進に係る施設利用促進（グローバルアリーナなど） 

 

 


