
第２次宗像市総合計画（案） 

基本構想 

 

将来像は、市民憲章の念を踏まえ、平成２７年度から平成３６年度までの１０年間にわたる本市

の目指すべき姿を表しています。 

平成３７年３月末日の将来人口は、住みよいまちづくりを目指すため、現在の人口９６，０００

人の維持を目指していきます。 

将来像を実現するための基本方針は、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、その基盤を踏まえたうえで「まちの成長」と「まちの成熟」の２つを基本

方針としています。 

まちづくりの柱は、基本方針を踏まえて実施する政策を４つの体系に分類しています。 

戦略的取組は、第２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であり、「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して位置づけています。 

施策は、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

具体的に表しています。 

第２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 
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基本計画 

 

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２）。 

 

 

 

施　策

公共施設等公共資産の管理、最適化の実践

市民活動の推進

情報受発信の充実

みんなで取り組むまちづくり 連携によるまちの経営

情報化の推進・情報の適正管理

計画的かつ効率的な行政経営

調和のとれたまちづくり

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

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

生涯を通した学習の振興

スポーツの多面活用

防災対策の強化

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

自然環境の保全と再生

安心できる医療体制の充実と社会保険制度
の健全運営

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

互いに尊重し、協力し合う社会の充実
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観光による地域の活性化

地域産業の活性化

資源を活かした島の活性化

賑わいのあるまちづくり

歴史文化の保存と活用

まちづくりの
基本的な柱
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子どもの健全育成

子育て環境の充実
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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

元気を育むまちづくり

健康づくりの推進

図２ 施策体系図 

基本構想 基本計画 

まちづくりの柱 



（１）元気を育むまちづくり

　学校施設の充実

　教育相談体制の充実

　教育環境の充実

【施策概要】
　この施策では、学校運営や学習環境の充実に取り組んでいきます。
　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。

　すこやかな成長や発達を支える事業
　展開

　学校教育の充実

　開かれた学校づくりの推進

　教育活動の充実

【施策概要】
　この施策では、児童・生徒に対する教育活動の充実に取り組んでいきます。
　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。

　学校図書館機能の充実

　よりよい学校給食の推進

　家庭や地域の教育力の向上

　子どもの体験と交流の充実

　子どもの権利を守るための支援

　子どもの健全育成

【施策概要】
　この施策では、子どものすこやかな成長に取り組んでいきます。
　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。

　子育て環境の充実 　連携した相談支援体制の確立

　安定した保育体制と幼児教育の充実

【施策概要】
　この施策では、子育て環境の充実に取り組んでいきます。
　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。



　医療体制の充実
　安心できる医療体制の充実と
　社会保険制度の健全運営

　社会保険制度の健全運営

　地域で取り組む健康づくり

　健康づくりの推進 　毎日続ける健康づくり

　こころと身体の健（検）診による健康
　づくり

　グローバル人材の育成
　グローバル人材の育成と国際交流の
　推進

　国際交流の推進と体制の整備

【施策概要】
　この施策では、グローバル人材の育成と国際交流の推進に取り組んでいきます。
　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。

　高齢者の生きがいづくり

　高齢者の社会参画

　高齢者の健康づくりと介護予防

【施策概要】
　この施策では、高齢者の充実した生活に取り組んでいきます。
　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。

　高齢者の健康づくり、生きがいづくり、
　場づくり

【施策概要】
　この施策では、医療、介護、年金の充実に取り組んでいきます。
　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。

【施策概要】
　この施策では、市民の健康づくりに取り組んでいきます。
　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。



（２）賑わいのあるまちづくり

　日常生活の自立支援

　自立した生活の支援

　経済的な自立支援

　人権の尊重

　互いに尊重し、協力し合う社会の充実

　男女共同参画の推進

　地域産業の活性化 　農産物、水産物の消費拡大

　商工業の経営安定と企業誘致や起業の
　推進

【施策概要】
　この施策では、地域産業の活性化に取り組んでいきます。
　農業、水産業については、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、後継者の育成、農産物や水産物の認知度向上、消費拡大を図るなど、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。
　商工業、企業誘致については、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。

　広域観光ネットワークの構築と活用

【施策概要】
　この施策では、観光による地域の活性化に取り組んでいきます。
　市内には歴史、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。
　これら観光資源を活かしたて、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、道の駅むなかた、東部観光拠点施設（仮称）の周辺に賑わいを創出し、観光資源をつなぎ
ながら、市内回遊性の向上や地域の活性化を図っていきます。
　また、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、まちの賑わいに
つなげていきます。

　農業、水産業の基盤強化

　宗像版観光プラットフォームの推進

　観光により地域の活性化 　観光拠点施設周辺の活性化

【施策概要】
　この施策では、市民の自立した生活に取り組んでいきます。
　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。

【施策概要】
　この施策では、市民の人権の尊重に取り組んでいきます。
　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、誰もが幸せを感じることができる環
境を整備していきます。



　世界遺産登録推進及び保存

　歴史文化の保存

　歴史文化の保存と活用

　伝統文化の継承

　特色を活かした島づくり

　島の産業の強化

　資源を活かした島の活性化

　島での就業機会確保と移住の促進

　島独自の人材育成

　市民に身近な図書館づくり

【施策概要】
　この施策では、生涯学習活動、文化芸術活動の推進に取り組んでいきます。
　生涯学習活動や文化芸術活動を通して、様々な分野を学んだり、鑑賞できる機会を創出するととも
に、学んだ成果を広くまちづくりに活かす仕組みの構築や市民図書館を誰もが身近に感じることができ
るよう、充実を図り、市民一人ひとりの生きがいにつなげていきます。

　歴史文化、伝統文化の発信と学びへの
　活用

【施策概要】
　この施策では、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、伝
統文化の保存、継承、活用に取り組んでいきます。
　　「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歴史文化、伝統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。

　学びや活動ができる場の提供

　生涯を通した学習の振興 　文化芸術活動の充実

【施策概要】
　この施策では、島の振興に取り組んでいきます。
　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。



（３）調和のとれたまちづくり

　消費生活相談の充実

　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

【施策概要】
　この施策では、防犯や交通安全、消費者保護の充実に取り組んでいきます。
　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。

　被害の防止と復旧対策の実施

【施策概要】
　この施策では、災害への備えや災害発生時の対応に取り組んでいきます。
　市民への被害を最小限にとどめるため、災害に対する啓発や地域での活動の支援などを強化すると
ともに、台風や集中豪雨等の被害の防止と復旧事業を迅速に実施していきます。

　防犯対策の充実

　交通安全対策の充実

　スポーツ観光の推進

【施策概要】
　この施策では、スポーツの魅力や可能性を引き出すことに取り組んでいきます。
　本市ではスポーツ推進計画を策定し、スポーツを通して、市民の健康づくりや地域活動の増進を
図っていきます。
　また、市民がライフステージに応じて、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。
　さらに、スポーツを通した観光事業を実施していきます。

　災害に対する啓発

　防災対策の強化 　災害に備えた活動支援

　スポーツ、運動を通した健康づくり、
　地域活動の増進

　ライフステージに応じたスポーツ活動の
　推進

　スポーツの多面活用

　地域スポーツ環境の整備

　ごみの減量と適正処理

　生活環境の向上

　生活基盤施設の管理運営

　快適な生活環境の保全

【施策概要】
　この施策では、生活環境の保全に取り組んでいきます。
　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。



　調和のとれた土地利用の推進
　調和のとれた土地利用と魅力ある景観
　の形成

　魅力ある景観の形成

【施策概要】
　この施策では、調和のとれた土地利用と景観の創出に取り組んでいきます。
　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。

　環境保全に対する取組みの推進

　自然環境の保全と再生

　温暖化防止対策の推進

【施策概要】
　この施策では、住宅や居住環境の充実に取り組んでいきます。
　安全で安心、そして快適な居住環境の相談体制の充実や整備に加え、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などに対応するための取組みを行っていきます。
　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、住宅開発の誘導や既存住宅
地を再生するための事業を行っていきます。

　効果的な道路整備の推進

　安全で快適な道路の確保

　都市基盤の整備

　安全な公園整備の推進

　安全安心な住生活の推進

　快適な居住環境の充実

　住宅施策の推進

　住宅開発の誘導

　団地の再生

　河川改修及び適正な管理の推進

【施策概要】
　この施策では、道路、公園、河川などの都市基盤の整備に取り組んでいきます。
　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の効率的かつ適正な維持管理に努めていきます。

【施策概要】
　この施策では、自然環境の保全に取り組んでいきます。
　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取組みを進めていきます。
　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ていきます。
　さらに、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。



（４）みんなで取り組むまちづくり

　公共交通体系の整備

【施策概要】
　この施策では、公共交通の利便性向上に取り組んでいきます。
　市民の快適な日常生活の確保に加え、定住や観光事業を推進していくため、公共交通による市内の
利便性と市外への接続の向上を図っていきます。

　コミュニティの基盤強化

　コミュニティ間の連携の強化

　バスでつながるまちづくりの促進

　公共交通の利便性の向上 　船でつながるまちづくりの促進

【施策概要】
　この施策では、市民活動の推進に取り組んでいきます。
　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。

　広報広聴の充実

　情報受発信の充実

　シティプロモーションの充実

　地域創造ビジネスの推進

【施策概要】
　この施策では、コミュニティとの連携、活動の支援に取り組んでいきます。
　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。

　地域の特色を活かしたコミュニティ活動
　の推進

　市民活動の活性化

　市民活動の推進

　市民でつくるまちの推進

【施策概要】
　この施策では、市の情報受発信に取り組んでいきます。
　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。

　広域連携の推進

　連携によるまちの経営

　地域資源の連携の推進

【施策概要】
　この施策では、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
内外の地域資源の連携に取り組んでいきます。
　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。



【施策概要】
　この施策では、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取り組んでいきます。
　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。

　公共施設等の効率的な維持更新の推進
　公共施設等公共資産の管理、最適化の
　実践

　公共施設等の保全と長寿命化の推進

　持続可能な行政経営

　計画的かつ効率的な行政経営 　健全な財政運営

　人材の育成・活用と組織力の強化

【施策概要】
　この施策では、行政経営の継続的な安定に取り組んでいきます。
　質の高い行政サービスの提供や事務事業を実施するために、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。

　情報化の推進

　情報共有化の推進

　情報の適正管理

　情報化の推進・情報の適正管理

【施策概要】
　この施策では、情報化の推進、個人情報の保護などに取り組んでいきます。
　行政や地域の中でICT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、積極的に公開していきます。
　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。


