
宗像市人口ビジョン、宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略 概要版

宗像市人口ビジョン（2060年までの長期的将来展望）

○国、県、市の施策の効果が発揮されると、
2025年に96,000人を維持（総合計画と整合）
○国、県、市の施策の効果が発揮されると、
2025年に96,000人を維持（総合計画と整合）

現状分析 人口の将来展望

政策分野

【分野１】地域経済対策、しごとづくり
（漁業・農業・観光業の活性化、

雇用の場の確保）

【分野２】宗像へのひとの流れづくり
（地域資源を活かした移住・定住促進）

【分野３】出産・子育て環境づくり
（安心して産み育てられる環境づくり、
宗像ならではの教育の推進）

【分野４】まちづくりと安心な暮らしの提供
（宗像版集約型都市構造※の形成、
地域での安心な暮らしの確保、
魅力ある地域づくりとひとづくり）

目的

人口減少
問題への
対応

地域経済
縮小の克服

総合戦略 体系

宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27からH31までの5年間の中期的計画）

総合戦略では、4つの政策分野を
設定し、施策を展開していきます。
また、以下の基本的な考え方を踏
まえ、施策を推進していきます。

 基本的視点
①地域資源の活用
・ないものではなく、今あるもの
を活かした創生の実践
②産学官民等の連携
・「福岡地域戦略推進協議会※」
と連携し産学官民等連携促進

 総合計画と一体的に推進
 重点分野と重点取組を設定
 財政状況等を勘案して推進
 情報の受発信を充実
・施策の方向性や成果を市内外
へ幅広くプロモーション※

○人口分析
・子育て世代は転入超過の状況が継続
・20代前半は福岡地域、東京圏へ流出

○経済・産業分析（日本経済研究所）
・成長産業は漁業、農業、観光業
・市の立地状況を勘案すると、企業誘致、
店舗誘導施策は合理的

○人口分析
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・20代前半は福岡地域、東京圏へ流出

○経済・産業分析（日本経済研究所）
・成長産業は漁業、農業、観光業
・市の立地状況を勘案すると、企業誘致、
店舗誘導施策は合理的

96,588 

94,839 95,503 
92,362 

68,357 
60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

将来展望人口 社人研推計準拠

将来の方向性

①若い世代が暮らしたいまちの実現
・転入促進、転出抑制、UIJターン※推進
・子育て・教育環境充実、郷土愛の醸成

②地域特性を活かした地域づくりの実現
・地域資源を活かした産業振興
・人口減少を見据えた都市構造の構築
・市民協働、安心安全なまちづくり

①若い世代が暮らしたいまちの実現
・転入促進、転出抑制、UIJターン※推進
・子育て・教育環境充実、郷土愛の醸成

②地域特性を活かした地域づくりの実現
・地域資源を活かした産業振興
・人口減少を見据えた都市構造の構築
・市民協働、安心安全なまちづくり

【社人研推計人口と将来展望人口の比較】(人)

≪将来展望人口の考え方≫
 合計特殊出生率は国の目標と同水準と仮定
 子育て世代の転入超過状況が維持されると仮定

本格的な人口減少時代を迎える中で、人口減少をめぐる諸問題に対応し、将来にわたって住みよい環境を確保し
て、活力ある宗像市を維持するために、、「宗像市人口ビジョン（以下、「人口ビジョン」という。）」及び「宗像市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」を策定しました。

「人口ビジョン」は、人口の現状を分析し、将来の方向性や人口の長期的な展望を示し、人口減少をめぐる諸問題に
ついて市民との認識の共有を目指すものです。
「総合戦略」は、「人口ビジョン」を踏まえて、中期的な施策の方向性と具体的な取組みをまとめたものです。

(年)
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※については語句解説を参照してください。



基本目標

 地域経済の活性化と安定した雇用を創出する
【数値目標①】 市内事業所従業者数 ： 23,203人（H24） ⇒ 23,200人
【数値目標②】 市内総生産 ： 2,200億円（H24） ⇒ 2,250億円

具体的な施策と取組み

基本的方向

歴史、自然、文化、芸術、スポーツ、多様な観光資源などの豊富な地域資源を活かした産業基盤の強化や、6次産業
化※、商品ブランド化などの推進を行うことで、地域経済の活性化を図ります。
産業基盤の強化に取り組むことで、ひとの流れと賑いを創出し、更に域内での消費を喚起することで、店舗誘導や起
業の促進、雇用の創出を図ります。
加えて、地域産業の担い手に対して育成や支援を行う仕組みを構築し、地域産業を支える人材の確保を図ります。

施策名 具体的な取組み
主な重要業績評価指標

（H31目標値）

農業の活性化

農業の基盤強化
農地集積割合：50.0％
新規就農者：5年間で15経営体

農産物の高付加価値化の推進 （重点取組）
農業者の売上高：25億円
農産加工品開発件数：5年間で15件

水産業の活性化

水産業の基盤強化
宗像漁協の漁獲高：5,000トン
漁協青壮年部事業数：5年間で10件

水産業の6次産業化※等の推進 （重点取組）
宗像漁協の売上高(加工場)：2億円
宗像漁協組合員漁業所得：2,200千円

観光の活性化

宗像版観光プラットフォーム※による観光の推
進

観光入込客数：7,000千人
観光による市内消費額：50億円

スポーツ観光の推進 （重点取組）
スポーツ観光来訪者：223,000人/年
スポーツ観光宿泊者：103,000人/年

世界遺産来訪者の受入準備 （重点取組）
世界遺産関連施設来館者数：17万人
観光ガイド数：100人

国道495号沿い及び唐津街道赤間宿への店
舗誘導の推進 （重点取組）

新規出店者数(495号沿)：5年間で5件
新規出店者数(赤間宿)：5年間で5件

広域観光の推進 観光PR・イベント等参加者数：1,000人

雇用の場の確保

企業誘致に向けた適地調査と立地促進事業
の充実

新たな企業の立地件数：3社以上

創業支援と経営者の育成 （重点取組） 創業者数：5年間で45人

女性への就労支援の充実 チャレンジ支援講座：5講座

高齢者への就労支援の充実 シルバー人材センター登録者：700人

【分野１】 地域経済対策・しごとづくり （重点分野）

産学官民等との連携事業（実施に向けた検討も含む）

★民間企業ノウハウの農業分野への活用 ★ICT※農業の研究 ★植物工場の設置 ★規格外農水産物の活用
★資金調達の多様化の検討 ★国内外への販路開拓 ★加工による水産物の高付加価値化 ★インバウンド※
商業施設の整備 ★海外への観光PR ★観光プラットフォーム※のMICE※機能の強化 ★ラグビーワールドカップ、
オリンピック・パラリンピックキャンプ地誘致 ★商工会、金融機関と連携した経営者育成事業の実施 など
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基本目標

 新しいひとの流れをつくる
【数値目標】 将来展望人口の達成（総人口） ： H31に96,483人（推計値は94,200人）

具体的な施策と取組み

基本的方向

若い世代の定住化に向けた取組みを推進します。
移住希望者に対して相談から移住までの一括支援を行うなど本市へのＵＩＪターン※によるひとの流れを創出します。

施策名 具体的な取組み
主な重要業績評価指標

（H31目標値）

地域資源を活か
した移住・定住施
策の推進

若い世代の定住化の推進 （重点取組）
将来展望人口の達成（15-64歳人口）
：55,228人（推計値は54,133人）

三世代暮らしの推進
新規補助制度を活用して三世代同居
及び近居を始める世帯の数：前年比
10％増加

移住促進に向けた取組み （重点取組）
地域おこし協力隊※など域外からの移
住者数：5年間で10人

産学官民等との連携事業（実施に向けた検討も含む）

★市外転出者を対象とした事業の実施 ★トライアルワーキングステイ事業※の実施

【分野２】 宗像へのひとの流れづくり （重点分野）
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基本目標

 子育て世代の出産・子育ての希望をかなえる
【数値目標①】 将来展望人口の達成（0-14歳人口） ： H31に12,897人（推計値は11,710人）
【数値目標②】 安心して子育てができると感じる市民の割合 ： 53.1％（H26） ⇒ 60.0％

具体的な施策と取組み

基本的方向

子育て世代が、自らの理想の子ども数を実現し、安心して出産、子育てできる環境づくりを推進します。
子育て支援や多子世帯支援、教育支援など出産、子育てに対して切れ目のない、総合的な支援を推進します。
小中一貫教育に代表される宗像ならではの教育の充実や創出を図ります。

施策名 具体的な取組み
主な重要業績評価指標

（H31目標値）

安心して産み、育
てられる環境づく
り

保幼小連携※による幼児教育※の推進
（重点取組）

保幼小連携事業の参加人数：300人

保育・教育関係職員に対する研修の充実 研修会参加者数：450人

子ども・若者支援センター（仮称）※の開設
（重点取組）

子ども・若者支援センター（仮称）：開
設

多子世帯支援の充実
将来展望人口の達成（0-14歳人口）
：H31に12,897人（推計値は11,710人）

宗像ならではの
教育の推進

家庭・地域と協働する小中一貫教育の推進
（重点取組）

学校支援ボランティア年間活動人数：
5,000人

学力向上総合プロジェクト
全国学力学習状況調査における平均
正答率（全国比）：105.0％

ICT※でわかる授業づくり、ICTを使いこなせる
子どもの育成

ICTの活用により子どもの集中力があ
がったと感じる教員の割合：90％

異文化交流によるグローバル人材※の育成
（重点取組）

異文化交流事業件数：16件

「英語が使える宗像の子」の育成
福岡県学力実態調査（英語）の平均
正答率（福岡県比）：110％

豊かな心育成総合プロジェクト
自分にはよいところがあると感じてい
る子どもの割合：80％

スポーツ団体等と連携した体力向上の取組強
化

全国体力・運動能力・運動習慣等調
査における小5、中2の体力合計点平
均値：100（全国平均を100とした場合）

産学官民等との連携事業（実施に向けた検討も含む）

★地域コミュニティ、ＰＴＡ、市民活動団体、民間企業、大学等が教育活動に参加できる仕組みづくり ★福岡教育大
学及び福津市と連携した共同研究、職員研修の実施 ★民間企業等と連携した学力向上の取組みの研究
★民間企業等と連携したICT機器活用の研究 ★宗像国際育成プログラム※の実施 ★学生海外派遣研修の実施
★スポーツ関係団体と連携した小学校への体力向上支援

【分野３】 出産・子育て・教育環境づくり
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基本目標

 地域特性を活かした地域づくり、地域づくりを支えるひとづくり、安心な暮らしを守るまちづくりを進める
【数値目標①】 人口集中地区※内の１haあたりの人口 ： 57.2人（H22） ⇒ 57.7人
【数値目標②】 宗像市は暮らしやすいと思う市民の割合 ： 80.0％（H26） ⇒ 90.0％

具体的な施策と取組み

基本的方向

本市の地域特性を踏まえ、まちの活性化に向けた都市の再生や宗像版集約型都市構造※の実現を図ります。
市民が安心して暮らせる安全なまちづくりを推進します。
地域特性を活かしたコミュニティづくりや魅力ある地域づくりと、それを支えるひとづくりを推進します。

施策名 具体的な取組み
主な重要業績評価指標

（H31目標値）

宗像版集約型都
市構造の形成

立地適正化計画※の策定と推進 （重点取組） 人口集中地区内人口：57.7人/ha

区域区分※の見直しの調査研究 区域区分の見直し検討面積：27ha

公共交通網形成計画※の作成及び計画の実施 公共交通網形成計画：策定

既存住宅団地の再生を目指した取組み
（重点取組）

戸建て住宅空き家数：日の里地区102
戸、自由ヶ丘地区141戸

空き家空き地の流通促進 中古住宅取引件数：5年間で1,200件

共同住宅の利活用促進 共同住宅の空家率：13.0％

民間ノウハウの活用による公共施設・公共イ
ンフラの戦略的管理

公共施設アセットマネジメント推進計
画※での大規模改修実施率：100％

中心商業地等の活性化
JR赤間駅前新規出店数：5年で5店舗
JR東郷駅前新規出店数：5年で5店舗

地域での安心な
暮らしの確保

地域単位での買い物支援 買い物支援事業数：5年間で5件

日常生活圏域における地域包括支援セン
ター※の設置

地域包括支援センター設置数：6箇所

地域住民主体の健康づくり支援 特定健診受診率：60％

地域防災活動への支援 自主防災組織訓練等支援回数：50回

魅力ある地域づく
りとそれを支える
ひとづくり

市民が輝く事業の実施
住民参加による地域イベント数：5年
間で180件

市の魅力となる文化芸術の創出 （重点取組）
文化芸術イベント市民参画者数：300
人/年

地域の人材の発掘と活躍の仕組みづくり 連携、協働事業実施数：5年間で15件

大学との協働の推進 大学との連携事業数：5年間で12件

地域創造ビジネス※への支援 （重点取組） 地域創造ビジネス件数：10件

まちづくり計画※実践への支援 懇談による事業数：5年間で10事業

産学官民等との連携事業（実施に向けた検討も含む）

★民間企業等と連携した団地再生事業 ★UR日の里団地の福祉機能の強化 ★公共施設運営へのPPP※手法の
活用 ★子育て世代を対象とした文化サロンの実施 ★市内外の大学との連携、協働事業の実施 など

【分野４】 まちづくりと安心な暮らしの確保
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― 語句解説 ―
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ICT Information and Communication Technologyの略で、コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報通信技
術のことをいう。

インバウンド 訪日外国人旅行をいう。

区域区分 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。

グローバル人材
将来様々な分野で中核的な役割を果たしていく人材のことをいう。「宗像市グローバル人材育成プラン」において、
本市が目指すグローバル人材像は「お互いを尊重し、そうぞう力（想像力、創造力、宗像力）を持って、世界とコミュ
ニケーションができる」人材と設定している。

公共交通網形成計画
地方公共団体と関係者が合意のもと、まちづくり等の地域戦略と一体で持続可能な地域公共交通ネットワークの形
成を目指す、地域公共交通の将来像を定めた計画のことをいう。

公共施設アセットマネジメント
推進計画

国の指針、今後の将来人口や財政見通しなどを考慮して、公共施設・公共インフラの最適配置や更新、維持管理に
ついて定めた計画をいう。

子ども・若者支援センター
(仮称)

母子保健、発達支援、家庭児童相談、教育相談等、子ども・子育て、教育に関して包括的に支援する機関をいう。

集約型都市構造
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
少子高齢社会に対応した環境負荷の少ない持続可能な都市の姿をいう。

人口集中地区 統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものをいう。

地域おこし協力隊
人口減少や高齢化等の振興が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行っても
らい、その定住・定着を図ることを目的とした制度のことをいう。

地域創造ビジネス
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。

地域包括支援センター
介護保健法で定められた、高齢者の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う
機関のことをいう。

トライアルワーキングステイ
事業

福岡県と県内市町村による事業であり、首都圏をはじめとする県外からの移住希望者に、福岡県内で働きながら一
定期間居住し、福岡県の魅力・住み良さ等を体験してもらい、参加者が福岡県の魅力をブログ等で広く情報発信す
ることで、全国から多くの定住者を呼び込むこと、ひいては、参加者が移住することに結び付けることを目的とした事
業をいう。

PPP
Public-Private Partnershipの略で、公共サービスを官と民が役割分担をしながら、社会資本の整備や公共サービス
の充実、向上を図ることを実現する概念、手法の総称をいう。公共サービスの提供主体が市場の中で競争していく
仕組みに転換し、最も効率良く質の高い公共サービスの提供を目指している。

福岡地域戦略推進協議会
（Fukuoka Directive Council）

福岡都市圏において地域の成長戦略の策定から推進までを一貫して担う、地方公共団体、経済団体、域内外の企
業、金融機関、大学等から構成される産官学民の連携組織である。国の「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」にお
いて、国が推進する官民連携の先進事例として紹介されている。

プロモーション

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」を指す。この概念を取り入れ、第2次総合計画では「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」と定義している。

保幼小連携
幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るため、保育所、幼稚園と小学校が相互に協力し、連携することをい
う。

MICE
Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、ConventionまたはConference（国際会議・学術会
議）、Exhibition（展示会）またはEvent（イベント）の頭文字をとった造語であり、ビジネスと関わりがあり多数の人の
移動を伴う行事をいう。

まちづくり計画
各地区のコミュニティ運営協議会が中心となり、多くの地区住民の意見をもとに、地区の課題解決や地区の活性化
を目的として住民が主体的となって策定されたものをいう。

宗像国際育成プログラム
中高生を対象とし、世界の第一線で活躍する講師を迎え、多様な文化や価値観を学び、国際的な視野を持った豊
かな人材の育成を目的としたプロジェクトをいう。有識者・企業・学生が一体となり地球が抱える問題を議論する「宗
像国際環境100人会議」と宗像市が共同で実施している。

宗像版観光プラットフォーム
地域（事業者、関係機関等）と宗像版観光プラットフォームの核となる組織が連携し、観光資源を活かして、様々な
事業を展開することで、地域が潤う仕組みのことをいう。

UIJターン 大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称であり、出身地に戻るUターン、出身地近くに移住するJターン、出
身地以外の地方に移住するIターンをいう。

幼児教育
小学校就学前の子どもに対して行われる保育所や幼稚園等における教育、家庭における教育など、幼児が関わる
すべての場において行われる教育を総称したものをいう。

立地適正化計画
改正都市再生特別措置法にもとづく『コンパクトなまちづくり』を進めるために、都市全体の観点から居住や医療・福
祉・商業、公共交通等の様々な都市の生活を支える機能の立地、公共交通の充実に関する包括的な計画のことを
いう。

6次産業化
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組みをいう。



宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略 全体像

政策分野 主な重要業績評価指標
（KPI = Key Performance Indicator）

主な具体的取組み
（○印は重点取組）

目的

人
口
減
少
問
題
へ
の
対
応

・

地
域
経
済
縮
小
の
克
服

地域経済対策・しごとづくり
（目標）

地域経済の活性化と安定した雇用を
創出する！
◆市内事業所従業者数

23,203人(H24) ⇒ 23,200人
◆市内総生産

2,200億円(H24)⇒ 2,250億円

宗像へのひとの流れづくり
（目標）
新しいひとの流れをつくる！
◆将来展望人口の達成（総人口）

H31 に96,483人（推計値94,200人）

出産・子育て・教育環境づくり
（目標）
子育て世代の出産・子育ての希望を
かなえる！
◆将来展望人口の達成（0-14歳）

H31 に12,897人（推計値11,710人）
◆安心して子育てができると感じる市
民の割合 53.1％(H26)⇒ 60.0％

まちづくりと安心な暮らしの確保
（目標）
地域特性を活かした地域づくり、地域
づくりを支えるひとづくり、安心な暮ら
しを守るまちづくりを進める！
◆人口集中地区※内の人口

57.2人/ ha(H22) ⇒ 57.7人/ ha
◆宗像市は暮らしやすいと思う市民
の割合 80.0％(H26)⇒ 90.0％

○農産物の高付加価値化
○水産業の6次産業化
○世界遺産来訪者受入準備
○国道495号沿、赤間宿への
店舗誘導
○創業支援と経営者の育成
○スポーツ観光の推進
≪その他の取組み≫

宗像版観光プラットフォーム※の推進、企業
誘致、女性への就労支援、高齢者への就労
支援 など

○若い世代の定住化の推進
○移住促進に向けた取組み
≪その他の取組み≫
三世代暮らしの推進・域外からの移住者数の増加

○保幼小連携※による幼児教育※

○子ども・若者支援センター
（仮称） ※の開設
○家庭・地域と協働する小中一貫
教育の推進
○異文化交流によるグローバル
人材※の育成

≪その他の取組み≫
学力向上総合プロジェクト、スポーツ団体等
と連携した体力向上の取組強化など

○立地適正化計画※の策定と推進
○既存住宅団地の再生
○市の魅力となる文化芸術の創出
○地域創造ビジネス※への支援
≪その他の取組み≫
公共交通網計画※の作成、中心商業地等の
活性化、地域防災活動への支援、地域人材
の発掘、大学との協働の推進 など

・将来展望人口の達成
（15-64歳）

・漁業者の売上高の増加

・観光入込客数の増加

・観光による市内消費額の増加

・農業者の売上高の増加

・地域創造ビジネス件数の増
加

・人口集中地区の1haあたりの
人口の増加

・学校支援ボランティア年間活
動人数の増加

・全国学力学習状況調査にお
ける平均正答率の向上

・保幼小連携事業の参加人数
の増加

重点分野

重点分野

5年間で特に重点的に取り組む分野、取組みを
「重点分野」「重点取組」として位置づけ

・唐津街道赤間宿、国道495号
沿への新規出店数の増加

・立地適正化計画の策定

主な産学官民等連携事業
（実施に向けた検討も含む）

★ＩＣＴ※農業研究、植物工場設置
★規格外農産物、水産物の活用
★資金調達の多様化の検討
★インバウンド※商業施設の整備

★観光プラットフォームのＭＩＣＥ※
機能の強化
★海外への観光ＰＲ
★ラグビーワールドカップ、オリンピ
ック・パラリンピックキャンプ地誘致

★金融機関等と連携した創業支援

★大学等と連携した共同研究、
職員研修の実施
★民間企業等と連携した学力向
上の研究
★スポーツ団体と連携した体力向
上支援

★宗像国際育成プログラム※

★学生海外派遣研修の実施

★UR日の里団地の福祉機能強化
★公共施設運営へのPPP※手法の
活用
★子育て世代対象の文化サロン
の実施
★市内外の大学との連携・協働事
業の実施

情報
受発信

★市外転出者を対象とした事業
の実施
★トライアルワーキングステイ事
業※の実施

市
内
外
へ
向
け
た
戦
略
的
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン※

・
市
民
と
の
情
報
共
有

「福
岡
地
域
戦
略
推
進
協
議
会※

」と
の
連
携
等
に
よ
る
産
学
官
民
連
携
の
促
進

※については語句解説を参照してください。


