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宗像市歴史的風致維持向上計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答[案] 

箇所 意    見 対応 回     答 

47頁 
第 2 章 
宗像市
の維持
向上す
べき歴
史的風
致 

維持向上すべき歴史的風致として 4
つのエリアを選定している。一方
で、計画の策定目的を本市が有する
歴史文化資産を活かしたまちづく
りの積極的な推進を図ることとし
ているが、歴史文化資産は対象 4カ
所エリアにだけ存在しているもの
ではないことを考えると、この 2つ
の関係性が分からない。 

原案どおり 本計画の策定にあたっては、市全域の建
造物や活動について調査・検証を行いま
したが、歴史まちづくり法の定義に基づ
き、最終的に現在の 4つのエリアを選定
しました。 
本計画では、この 4つの歴史的風致を維
持向上させることにより市全域にその
効果が波及し、まち全体で歴史文化資産
を活かしたまちづくりが推進されるこ
とを目指しています。 
以上のことから原案どおりとします。 

88頁 
第 2 章 
宗像市
の維持
向上す
べき歴
史的風
致 

赤間勝屋酒造横の家について、計画
に解体前の建物の紹介があること
に違和感がある。 

原案どおり ここでは建物の紹介ではなく赤間宿ま
つりの賑わいを感じとってもらうため
に掲載をしていることから、原案どおり
とします。 

97頁 
２．上位
関連計
画の状
況と関
連性 

世界遺産グランドデザインは、連
携・調和の対象となっている他の計
画の中に入れるべきではないか。 

一部修正 本計画は世界遺産グランドデザインと
連携する関係になりますので、図「歴史
的風致維持向上計画と上位関連計画の
関係」の「宗像市サイン整備基本計画」
の下に「世界遺産グランドデザイン（仮
称・策定予定）」を追記します。 

113頁 
第 4 章 
重点区
域の位
置及び
区域 

歴史まちづくり法の対象となり、国
から直接支援を受けることができ
るのは「宗像大社ゆかり」の地区だ
けだが、第 2章や第 6章の記述だと
4 つの風致全てが支援の対象である
と誤解される。記述を改めるよう検
討してはどうか。 

原案どおり 本計画策定の目的は、歴史まちづくり法
の制度を活用して本市が有する歴史文
化資産を活かしたまちづくりを積極的
に推進することであり、国の支援の有無
にかかわらず取り組んでいくという市
の姿勢を示したものであるため、あえて
支援対象を明記する必要はないとの考
えから原案どおりとします。 
なお、国から認定を得た計画に基づき重
点区域内で実施する事業については国
からの支援を受けられる仕組みとなっ
ています。 

135頁 
オ歴史
文化資
産を活
かした
地域活
性化や
観光振
興に関
する事
業 

計画案で重点区域として設定して
いる沖ノ島地区、大島地区、玄海地
区は世界遺産構成資産が存在して
いることを踏まえ、「世界遺産構成
資産の活用」を一文追加してはどう
か。 

原案どおり 本計画に掲載している「歴史文化資産」
の定義には世界遺産構成資産も含んで
いますので、原案どおりとします。 
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139頁 
③歴史
的風致
等景観
整備事
業 

無電柱化やガードレールの修景（グ
レーや茶系）をする必要はない。バ
ッファゾーンの景観に力を入れる
意味はないのではないか。 

原案どおり 無電柱化やガードレールの修景などは
良好な景観形成の手段の一つであり、歴
史文化資産の価値を高めるためにも必
要であることから、原案どおりとしま
す。 

141頁 
⑤まち
なみ環
境整備
事業 
 

事業説明のページに赤間宿の写真
を掲載しているが、ハード整備を連
想させるので適切ではない。再検討
してほしい。 

一部修正 掲載している事業計画に関しては、重点
区域である神湊のまちなみの写真がよ
り相応しいとの考えから、写真を差し替
えます。 

赤間宿通りの交通抑制のため、バイ
パス道路を作ってはどうか。 

原案どおり 本計画は歴史まちづくりに関する総合
的な計画であり、今後 10 年間の長期的
な視点で本市が有する歴史文化資産を
活かしたまちづくりの積極的な推進を
図るものです。 
134 頁以降には歴史的風致を維持向上す
るための取組みに関する方針や方向性
を事業として示しています。以上のこと
から原案どおりとします。 
なお、事業等の詳細な内容については個
別計画の中で定めることになりますの
で、今後、ご提案いただいた意見を参考
にしたいと考えています。 

143頁 
⑦歴史
文化資
産継承
支援事
業 

民俗文化財の継承のための聞き取
り調査の際には、炭田や金鉱につい
ても聞き取りを行ってはどうか。 
観光資源や学習教材として活用で
きる可能性があるのではないか。 

145頁 
⑨歴史
文化資
源ガイ
ダンス
拠点整
備事業 

海の道むなかた館について、今後の
具体的な整備案の検討にあたって
は過大な投資にならないよう進め
てほしい。 

  

148頁 
⑫観光
受入環
境整備
事業 
 

市内の周遊ルートとして、釣川左岸
に歩行者・自転車用の道路整備が行
われていますが、鍵橋から東郷橋ま
での左岸にも歩行者・自転車用の道
路整備をしてはどうか。 
また、既存の辻田橋から鍵橋までの
区間において、車道との交差がネッ
クとなっていることから、赤間大
橋、鍵橋の橋下に歩道を通してはど
うか。 

追加周遊ルートの提案として、東郷
駅から宗像大社（飛松・片脇地区）
のルートに休憩施設として、トイ
レ、自販機、東屋を備えた小規模公
園を整備してはどうか。また、教育
大前駅から八所宮までについても
同様の小規模公園を整備してはど
うか。 
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「宗像ユリックス～唐津街道原町」
や「ふれあいの森総合公園～横山観
音堂～山田増福院」など今回の整備
対象となっていない他の拠点につ
いても周遊ルートの選択肢として
検討してはどうか。（案内板の設置
や横断歩道の整備など） 

市内の周遊ルートを移動するため
の手段として、パワーアシスト自転
車の利用を促してはどうか。また、
人力車による観光案内についても
ルートを絞って検討してはどうか。 

福津市と共同で宗像大社から新原
奴山古墳群へ抜ける自然歩道を整
備してはどうか。 

白山城、名残城、片脇城、吉田城、
草崎城など、宗像氏の旧城跡を公園
化してはどうか。 

その他 
(事業関
連) 
 

古墳や墓の調査について、数の多さ
が災いして十分な調査ができてい
ないのであるならば、上空からレー
ザーによる計測や赤外線による探
索等の調査の実施や調査に対する
資金補助を検討してはどうか。 

市を囲む山々について、登山道やそ
の麓の駐車場、自然歩道の整備を行
ってはどうか。またそうした整備活
動への助成をしてはどうか。 

東海大学福岡短期大学の建物の一
部を借上げるなどして、歴史文化資
産普及を目的とした展示・教育施設
を整備してはどうか。 

釣川中流域を含む北部九州一帯に
ついて、古代の風景を体験できるよ
う、3Ｄ空間による再現をしてはど
うか。 

134頁 
歴史的
風致維
持向上
施設の
整備・管
理等に
関する
事業 

宗教的建築物や行事に市税を投入
することは問題ではないか。 

原案どおり 本計画に位置付けている各種事業につ
いては、その根拠法令である歴史まちづ
くり法に基づいて実施するものであり、
法制度上、神社仏閣などの宗教的建造物
やこれにゆかりのある地域住民の活動
については、事業の対象となっていま
す。また、特定の宗教団体等を優遇する
ものでもないことから、原案どおりとし
ます。 
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141頁 
⑤まち
なみ環
境整備
事業 

赤間勝屋酒造横の家は市が買い取
って建て替えている。本来、残すべ
きものだったのではないか。今回の
計画と矛盾するのではないか。 

原案どおり 勝屋酒造横の建物については、観光拠点
として、本市の東部エリアの観光振興を
図るため、周囲のまちなみと調和し、歴
史的風致を損なわないように、本計画策
定以前の事業ではありましたが、既存の
建物の外観をイメージして再築してお
り、今回の計画との矛盾はないとの考え
から、原案どおりとします。 

145頁 
⑨歴史
文化資
源ガイ
ダンス
拠点整
備事業 
 

世界遺産ガイダンスセンター新設
は、まだ決定されていない。本計画
に掲載すべきではない。 

原案どおり 本市が有する貴重な歴史文化資産を総
合的に展示・解説し発信するための拠点
施設の整備は、本計画の推進に必要不可
欠な事業であると考えているため原案
どおりとします。 
なお、事業の手法(新設や改修など)等に
ついては別途調査検討を進めて行きま
す。 

ガイダンス施設の整備事業につい
て、事業概要で延べ面積約 6,000㎡
と記述しているが、既存施設の合計
ということを明記した方が良いの
ではないか。 

一部修正  延べ面積約 6,000平方メートルの注釈と
して、「現在の海の道むなかた館、宗像
大社にある収蔵庫、神宝館の延べ面積の
合計を参考に算出」を追記します。 

その他 
(計画の
策定過
程) 

計画策定過程が早急すぎる。補助は
計画策定から 10 年間しか受けられ
ない。市民参画の手続きをしっかり
踏み、十分議論を重ねて策定すべき
であり、急ぐ必要はないのではない
か。 
また、計画策定にあたって、ワーク
ショップ等を開き、多くの市民で議
論すべきものだと思う。シンポジウ
ムでも計画案が示されなかった。市
民参画の手続きが不十分ではない
か。 

原案どおり 

 

本計画の市民参画の手続きについては、
附属機関である「宗像市歴史的風致維持
向上計画策定委員会」や「宗像市歴史的
風致維持向上計画推進協議会」での調
査・審議をはじめ、シンポジウムの開催
やパブリック・コメントの実施など、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適正に
進めており、その中で十分な議論がなさ
れたと考えます。 
また、本計画の期間は平成 30 年度から
平成 39年度までの 10年間ですが、期間
内での計画変更は国の認可を得ること
により認められます。なお、計画期間終
了時点で評価を行い、必要に応じて次年
度以降の計画推進に向けて検討を行い
ますので、現状では必ずしも策定から 10
年間しか補助を受けることができない
というものではありません。 
以上のことから、原案どおりとします。 

 


