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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防災対策の強化 

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

【用語解説】
※「防災マップ」とは、地震や大雤等の自然災害が発生した場合に、土砂崩れや浸水等が発生するおそれがある危険箇所や避難所及び市民が災害から身を守るために必要な情報を記載した地図のことをいう。
※「指定避難所」とは、災害発生後、災害の危険性があり、避難した市民等を災害の危険性がなくなるまでの必要な期間、または災害により家に戻れなくなった市民等が一定期間、避難生活をおくる施設として市長が指定するものをいう。
※「自主防災組織」とは、地域住民が主体となって防災活動に取り組む組織のことをいう。平常時は防災意識の普及啓発、防災訓練の実施、防災用資機材の整備等を行い、災害時には情報の収集伝達、初期消火、負傷者の救出援護、避難誘導などの活動を行う。
※「防災士」とは、社会の様々な場で、減災と地域の防災力向上のため活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、NPO法人日本防災士機構から認証された人のことをいう。
※「総合防災訓練」とは、市、自主防災組織、消防団や宗像地区消防本部等の防災関係機関等が一体となった訓練のことをいう。
※「災害対策本部」とは、災害時や災害が発生するおそれがある場合に、臨時に設置される機関のことをいう。
※「資機材」とは、災害時に必要な食糧や飲料水、生活用品、小型発電機、仮設トイレ等の資材及び機材のことをいう
※「避難行動要支援者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児など、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもののことをいう。
※「社会福祉施設」とは、社会福祉各法に規定されている施設や社会福祉事業法による事業を実施している施設の総称をいう。
※「福祉避難所開設・運営に関する協定」とは、避難者のうち、高齢や身体等の障がいにより、指定避難所等で生活することが困難な避難者を特別養護老人ホーム、障がい者福祉施設等で一時的に受け入れるために、福祉施設を運営する法人と締結する協定のことを
いう。平成25年3月現在、15法人（18施設）と協定を締結している。
※「二次災害」とは、災害起こった際に、それがもとになって起こる別の災害のことをいう。

被害の防止と復旧対策の実
施

　市民等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。

・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

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等の活動を実施していきま
す。

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、市民や関係団体等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※などの育成を行っていきます。

・市民や関係団体、行政等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　【拡充】

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指定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※などの指定避難所での生活が困難な人を

緊急に受入れるために、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。

・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　【拡充】
・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等の整備　【新規】

・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　【拡充】

防災対策の強化
　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、台風や集中豪雤等の被害の防止と復旧事業を迅速に実施していきます。

施策区分 現状・課題 取組方針 主な取組事業
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策
施策
概要

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。

【用語解説】
※「刑法犯認知件数」とは、警察が被害届を受理して、犯罪の発生を把握した件数をいう。
※「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。管理が不十分で、防犯や火災予防、環境などに問題がある空き家について、所有者に対して適切な管理を求める助言、指導、勧告、命令、緊
急安全措置、行政代執行を市として実施することを規定している。。
※「緊急安全措置」とは、空き家等の管理が不十分で、周辺住民の生命・身体、財産に危険な状態が急迫した場合で、指導、助言、勧告、命令、行政代執行等の措置を取る暇がない場合に、危険な状態を回避するために実施する必要最小限度の措置のことをいう。
※「行政代執行」とは、空き家等の所有者が命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合に、市が所有者に代わって必要な行為を実施し、その費用を
本人に請求することをいう。
※「区画線」とは、道路管理者が設置する道路の路面に描かれた線のことをいう。

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。

　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。

　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。
　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
対する支援など通学路の安全確保に努めていきます。

・交通ルールやマナーに対する市民啓発の実施　【拡充】
・関係機関との連携による交通安全教育の実施　【拡充】
・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
【拡充】
・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

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、家庭と連携し、子どもに対する消費者教育を促進していきます。

・専門相談員による相談窓口の強化　【拡充】
・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　【拡充】

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、適正に管理されておらず、防災、防火及び防犯上問題がある空き家につ
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
発事業の促進や防犯パトロールなどの活動支援を行っていきます。
　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。
　適正に管理されておらず、防災、防火及び防犯上問題がある空き家について、所有者
に適正管理を促し、特に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、必要に応じて緊急安全措置※

や行政代執行※を行っていきます。

・市民活動団体との協働による啓発事業の促進　【拡充】
・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　【拡充】
・空き家における緊急安全措置や行政代執行の実施

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。

施策区分 現状・課題 取組方針 主な取組事業
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策
施策
概要

【用語解説】
※「生活公害」とは、自動車の騒音やごみの不法投棄など、日常の生活に伴って発生する公害のことをいう。
※「3R」とは、Reduce（リデュース：ごみの発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再生利用）の3つの頭文字をとった言葉をいう。
※「バイオマス」とは、もともと生物（bio）の量（mass）のことであるが、再生可能な生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）をいうことが多い。基本的には、草食動物の排泄物を含め、1年から数十年で再生産できる植物体を起源とするものを指す。
※「典形7公害」とは、人の健康や生活環境に悪影響を生じさせる公害のうち、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭の7種類の公害のことをいう。
※「光化学オキシダント」とは、工場や自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素などが太陽光線を受けて化学反応を起こし、生成されるオゾンなどの総称であり、光化学スモッグの原因となる。強力な酸化作用を持ち、健康被害を引き起こすおそれがある。
※「PM2.5」とは、大気中に浮遊している直径が2.5μ m（1μ m＝1000分の1mm）以下の小さな粒子をいう。呼吸器への影響に加え、循環器系への影響が心配されている。
※「環境汚染物質」とは、大気、水、土壌の中に、人間の存在に直接および間接的に悪影響を与える濃度で存在している物質をいう。
※「宗像地区事務組合」とは、宗像市と福津市が行う事務の一部を共同処理することを目的に、宗像地区の一部事務組合である宗像地区水道企業団、宗像地区消防本部、宗像自治振興組合及び宗像清掃組合を統合した組織のことをいう。
※「玄界環境組合」とは、宗像市、福津市、古賀市及び新宮町により、ごみを共同処理することを目的に設立された組織のことをいう。

生活基盤施設の管理運営

　上下水道施設やごみ処理施設などの生活環境を保全するために必要な生活基
盤施設は、引き続き適切な維持管理や更新が必要です。
　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。

・長寿命化計画の実施（再掲）　【拡充】
・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

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。

ごみの減量と適正処理

　排出されるごみの総量は、平成22年までは減尐傾向にありましたが、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
とも必要です。

　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。
　不法投棄については、市民活動団体やコミュニティ運営協議会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。
　ごみの資源化や不法投棄の防止を推進していくには、子どもの頃からの環境教育が重
要なため、学校と連携した啓発活動を継続して推進していきます。
　高齢者や障がい者に対しては、ごみの搬出に対する負担軽減を図るための取組みを
行っていきます。

・生ごみの減量対策

・バイオマス※の活用　【新規】
・事業所に対するごみの減量と適正処理の指導の強化　【拡充】
・市民との協働による不法投棄防止活動の推進
・高齢者や障がい者に対するごみ回収体制の構築　【新規】

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や環境

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運営協議会、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。

・生活環境面でのモラルやマナー向上の啓発活動の推進　【拡充】
・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

施策区分 現状・課題 取組方針 主な取組事業

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。
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策
施策
概要

戦略的取組

【協働】

●市民活動団体やコミュニティ運営協議会などと協働し、自然環境を保全するため、清掃や啓発などの環境美化活動
を行います。

【都市ブランド】

●さつき松原や釣川、四塚連山など宗像ならでは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。

【用語解説】
※「再生可能エネルギー」とは、永続的に利用することができるエネルギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称をいう。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源として利用することを指す。
※「荒廃森林再生事業」とは、長期間手入れがされずに荒廃したスギやヒノキの森林を健全な森林に再生する事業のことをいう。
※「温室効果ガス」とは、地球の外に向かう赤外線を吸収して地球に戻す性質のある二酸化炭素やフロンなどのガスのことをいう。
※「省エネ」とは、省エネルギーの略語で、エネルギーを効率的に使用することで、より尐ないエネルギーで大きな効果を上げることをいう。
※この施策における「太陽光発電システム」とは、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方法のことで、住宅などの屋根に設置する発電システムを指す。
※「LED」とは、Light Emitting Diodeの頭文字をとったもので、電流を流すと発光する半導体の一種である。LEDは電気を直接光に変換するためエネルギー変換効率が高く、省エネにつながる。ここでは、この半導体を利用した照明のことをいう。
※「終末処理場」とは、下水を処理し、釣川に放流するために設けられた施設のことをいう。
※「メタンガス」とは、可燃性ガスの一種で、有機物の腐敗や発酵などにより発生するガスのことをいう。用途としては、燃料として利用されている。

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、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。
　また、自然環境を保全することの必要性を育むことにつなげるため、この恵まれ
た自然に親しみ、触れることができる環境を整備することも必要です。
　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連携による活動がが必要です。

　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。

・水と緑の“いやし”の空間としての活用　【拡充】

・荒廃森林再生事業※の推進　【拡充】
・荒竹林の拡大防止と活用のための調査研究　【拡充】
・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、事業所と協力した省エネ行動の取組みが
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、行政等が連携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　【拡充】
・防犯灯や街灯へのLED化の推進　【拡充】
・メタンガスを活用した終末処理場発電施設の整備　【新規】

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。

施策区分 現状・課題 取組方針 主な取組事業
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≪ 調和のとれたまちづくり ≫

施策
施策
概要

【用語解説】
※「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。
※「集約型都市構造」とは、道路や公共交通の整備状況、都市機能の集積状況など、まちの特性に応じて集約拠点を位置づけ、都市機能を集約し、徒歩圏において都市サービスを提供したり、集約拠点への交通利便性を高めたりすることによって構成される尐子高齢
社会に対応した環境負荷の尐ない持続可能な都市の姿ををいう。
※「交通拠点」とは、バスターミナルなどの交通結節点をいう。電車、バス、自動車、自転車などの乗り換えや乗り継ぎが行われる場所のうち、特に重要な地点を指す。
※「生活利便施設」とは、日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗等や地域に居住している人の利用に必要な公共施設をいう。
※「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。
※「構成資産」とは、いくつかの資産が集まって世界遺産の価値を有するもので、シリアル・プロパティともいう。（再掲）
※「景観形成」とは、自然や街なみ等、地域の特性に応じた良好な景観の保全及び維持または創造を行うことをいう。
※「形態意匠」とは、建築物や工作物の形状、色彩、模様等の外観のデザインのことをいう。
※「景観ガイドライン（仮）」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。（再掲）

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、地域特性を活かした景観
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。

●魅力ある景観の創出
・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　【新規】
・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につなげるための啓発事業
の実施　【拡充】

・景観ガイドライン（仮）※に沿った沿道景観などの整備（再掲）
【新規】
・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　【新規】

戦略的取組

【協働】

●市民、市民活動団体、コミュニティ運営協議会、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
さまざまな活動に取り組みます。

【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景観を形成し、魅力ある住環境を提供します。

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、身近な場所で一定水準の生活ができる環境の維持に加え、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。
　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　【新規】
・コミュニティの維持活性化方策の調査研究　【新規】
・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

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。
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施策
施策
概要

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居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。

【用語解説】
※「住居表示」とは、住所を分りやすく表示するために、「住居表示に関する法律」に基づき、一定の基準により建物に順序良く番号をつけることをいう。
※この施策における「住宅改造支援」とは、高齢者や障がい者が自宅で自立した生活を送るためまたは介護を行う人の負担を軽減することを目的に住宅を改造するために行う支援のことをいう。
※「防犯モデル認証制度」とは、一定の防犯性能を有する住宅について認定する制度のことをいう。書類審査と現地点検を経て、一定の基準を満たした場合に、「防犯モデル認証」を交付する。
※「ライフスタイル」とは、生活の様式や営み方に加え、人生観や価値観、習慣などを含めた個人の生き方や考え方のことをいう。
※「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。
※「空き家・空き地バンク」とは、市の窓口やインターネットを通じて、売却や賃貸を希望する人の空き家・空き地の不動産情報を、購入や賃貸を希望する人に提供する制度のことをいう。
※「市街化区域」とは、すでに市街化を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。

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、高齢化率が上昇するなか、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　【新規】
・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団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上昇しています。それに伴い、空き家
や空き地が増加傾向にあることに加え、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ためには、既存の住宅団地を再生すること
が必要です。

　日の里や自由ヶ丘といった既存の住宅団地の賑わいを取り戻すため、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、高齢者世帯と若い世代との住み替えを検討していきます。

・既存住宅団地の再生　【新規】
・住替えに関する情報提供と相談事業の実施　【新規】

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の連携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、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。

・住宅のリフォームに関する情報提供や相談体制の充実　【拡充】
・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　【新規】

・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
【拡充】
・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。

・ライフスタイルに応じた空き家活用の調査研究　【新規】
・子育てに適したリフォームなどの相談支援
・コミュニティ運営協議会などとの協働による防犯に強い居住環境
づくりの促進　【拡充】
・住宅相談体制の拡充　【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　【新規】
・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　【新規】
・空き家や空き地の流通促進　【拡充】

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。

施策区分 現状・課題 取組方針 主な取組事業
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施策
施策
概要

【用語解説】
※「都市軸」とは、交通網の主軸を形成する幹線道路のことをいう。
※この施策における「長寿命化修繕計画」とは、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えに係る費用の縮減に関する事項を定めた計画のことをいう。
※「セミフラット形式」とは、歩道面と車道面の高低差が小さい構造のことをいう。
※「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性別、身体、言語などの差異、障がいの有無によらず、あらゆる人が利用可能な施設、製品、情報の設計をいう。
※「雤水排水路」とは、雤水を排水するための水路のことをいう。
※「浚渫」とは、港湾、河川、運河などの底面をさらって、土砂などを取り去る土木工事のことをいう。
※「浸水地域」とは、集中豪雤等により、浸水被害が発生する地域のことをいう。

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。

・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）

戦略的取組
【協働】

●コミュニティ運営協議会と協働し、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。

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、自動車が円滑に走行することができるための道路整備や安全に走行
できるための道路、橋梁の適切な維持管理を行うことが必要です。
　また、子ども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、橋梁の長寿命化修繕計画※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、子どもが安全に登下校できるような整備を行っていきます。

・計画的な維持管理の実施
・橋梁の長寿命化修繕計画に基づく修繕や架け替えの実施　【新
規】
・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　【拡充】
・道路のユニバーサルデザインの推進　【拡充】
・歩道整備やカラー塗装などによる安全な通学路の整備　【拡充】
・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

　誰もが身近に利用できる公園については、多くの市民から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
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。公園
がないエリアには、公園の整備を推進していきます。
　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。

・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　【拡充】
・計画的な施設の維持管理の実施　【拡充】
・市民等による清掃活動の支援（再掲）

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

　市外との自動車の交通量は増加傾向にあり、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。

・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　【新規】
・国や県との連携による道路の整備

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の効率的かつ適正な維持管理に努めていきます。
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施策
施策
概要

戦略的取組

【協働】

●コミュニティ運営協議会と協働し、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。

【用語解説】
※「ふれあいバス」とは、市が決めた路線や時刻で西鉄バスが運行し、運行経費の赤字分を市が補てんしているバスで、市内の中心部を走行している36人乗りバスのことをいう。主に、市内の住宅地と中心市街地を走行している。
※「コミュニティバス」とは、市及びコミュニティ運営協議会が決めた路線や時刻でタクシー事業者が運行し、運行経費の赤字分を市が補てんしているバスで、市内の周辺部を走行している10人乗りバスのことをいう。主にコミュニティ範域から中心市街地を走行している。
※「交通結節点」とは、バスとバス、鉄道と鉄道といった同種の交通手段またはバスと鉄道、自転車とバスといった異種の交通手段の接続が行われる場所をいう。
※「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。

船でつながるまちづくりの促
進

　大島及び地島への航路は、島民の移動手段や生活物資の輸送など、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、大島及び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、増加する観光客に対し、利便性の向上を図る必要
があります。

　今後も引き続き、島民の日常生活に必要な移動手段であるため、安全かつ快適な運航
を維持していきます。
　島民や島を訪れる観光客の利便性向上を図るため、渡船とバスなどの他の公共交通
機関と連携し、接続の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。
　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。

・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　【拡充】
・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充実　【拡充】

公共交通体系の整備
　近隣自治体への円滑な交通手段の確保は、定住や観光を活性化させる事業を
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、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。

・民間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　【新規】

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、自家用車を利用しない人や高齢者の日常
生活の負担を軽減することが求められています。また、メイトム宗像や宗像ユリッ
クスなど公共施設への利便性の向上も求められています。
　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。

　高齢化の進展に対応するため、ふれあいバスやコミュニティバスの利便性の向上を図り
ながら、利用を促進していきます。
　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
すなど、利便性の向上に努めていきます。
　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。

・利用促進につなげる啓発等の実施　【拡充】
・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

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。
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