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１．国際的な動向
（１）地球温暖化
地球温暖化は次世代に及ぼす影響の大きさや深刻さからみて、人類の生存に関わる最も
重要な環境問題の一つです。2013 年 9 月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
1
の第 5 次評価報告書によると、世界平均地上気温は 1880 年から 2012 年において 0.85℃上
昇し、1971 年から 2010 年において、海洋表層（0～700ｍ）で水温が上昇していることが
ほぼ確実であるとしています。
また、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、20 世紀半ば以降に観測された世界平
均気温の上昇のほとんどは、私たち人類の活動に伴う温室効果ガスの増加によってもたら
された可能性が極めて高いとしています。
1992 年 5 月に気候変動枠組条約2が採択され、1997 年 12 月に京都で開催された気候変動
枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）で、京都議定書が採択されました（2005 年 2 月に発効）。
京都議定書は、先進国全体の 2008 年から 2012 年までの温室効果ガス排出量を 1990 年に比
べて尐なくとも 5％削減することを目指して、各国の数値目標（日本は 6％削減）を定めま
した。各国はこの京都議定書に定めた数値目標を達成するべく、取り組みを進めてきまし
た。
2011 年 12 月に開催された同条約第 17 回締約国会議（COP17）で、2013 年以降の約束期
間の設定に向けた合意が採択され、2012 年 12 月に開催された同条約第 18 回締約国会議
（COP18）では、第二約束期間を 8 年とし、2014 年までに各国の約束の引き上げに関する
検討の機会を設けることなどが決定されました。日本はこの第二約束期間には参加せず、
独自に温室効果ガスの削減に向けた取り組みを進めています。
2013 年 11 月に開催された同条約第 19 回締約国会議（COP19）では、「各国が自主的な
削減目標や行動を 2015 年に提出する」ことが採択され、日本では 2015 年 7 月 17 日に、地
球温暖化対策推進本部において「日本の約束草案」を決定し、温室効果ガスの排出量を 2030
年度に 2013 年度比 26.0%削減することを気候変動枠組条約事務局に提出しました。
2015 年 12 月に開催された同条約第 21 回締約国会議（COP21）では、「パリ協定」が採
択され、すべての国が 2020 年以降の温室効果ガスの削減目標を申告し、目標値を 5 年ごと
に削減量を増やす方向で見直すこと、今世紀後半に地球の気温上昇を産業革命前比で 1.5℃
未満に抑える（現在は同 0.9～1℃）ことなどが決定されました。
1【気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
】人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術

的、社会経済的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、昭和 63（1988）年に世界気象機関（WMO）と
国連環境計画（UNEP）によって設立された政府間組織です。
2
【気候変動枠組条約】温暖化ガスの増加に伴う地球温暖化など、気候変動を防止するための枠組みを定めた国際条約で
す。平成 4（1992）年 5 月に国連総会で採択され、同年 6 月にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境
開発会議（地球サミット）では 155 か国が同条約に署名、平成 6（1994）年に発効しました。大気中の温暖化濃度
の安定化を「究極の目標」とする一方、当面の対応する枠組みを定め、先進工業国が資金面、技術面などで発展途
上国を支援することを義務づけています。
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■地球温暖化に関する国際的な取り組み
年
1992（H 4）年
1994（H 6）年
1997（H 9）年
2005（H17）年
2007（H19）年
2008（H20）年
2009（H21）年
2010（H22）年
2011（H23）年
2012（H24）年
2013（H25）年

2014（H26）年

2015（H27）年

主な取り組み
・気候変動枠組条約採択
・地球サミット（環境と開発に関する国連会議）で日本が気候変動枠組条約に署名
・気候変動に関する国際連合枠組条約発効
・気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）で京都議定書採択
・京都議定書発効
・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4 次評価報告書公表
・京都議定書第一約束期間開始（～2012 年）
・G8 北海道洞爺湖サミット開催
・気候変動枠組条約第 15 回締約国会議（COP15）で京都議定書の第一約束期間以降のことを議論
・気候変動枠組条約第 16 回締約国会議（COP16）で 2050 年までの世界規模の大幅排出削減と早期の
ピークアウトを共有のビジョンとする「カンクン合意」採択
・気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17）で京都議定書延長ならびに緑の気候基金設立を盛り
込んだ「ダーバン合意」採択
・気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）で京都議定書第二約束期間の長さを 8 年とし、2014
年までに各国の約束の引き上げに関する検討の機会を設けることなどを決定
・気候変動枠組条約第 19 回締約国会議（COP19）で各国が自主的な削減目標や行動を 2015 年に提出
することを採択
・気候変動枠組条約第 20 回締約国会議（COP20）で「気候行動のためのリマ声明」が採択。約束草案
について、適応の要素を含めるよう検討すること、各国の提出し約束素案を事務局がウェブサイト
に掲載するとともに、2015 年 11 月 1 日までに総計した効果についての統合報告書を作成すること
などを決定
・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書統合報告書公表
・気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で 2020 年以降の地球温暖化防止の新たな枠組みと
なる「パリ協定」が採択
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（２）廃棄物
「世界の廃棄物発生量の推計と将来予測 2011 改訂版」によると、2050 年における世界
全体の廃棄物の量は、経済成長と人口増加に伴い、2000 年の 2 倍以上になる見通しです。
国連環境計画（UNEP）3が設立した持続可能な資源管理に関する国際パネル（IRP）4では、
世界規模で資源消費が急増していることから、資源利用の削減と、これに伴う環境影響の
低減が必要であるとしています。
また、UNEP は、アジア・太平洋地域が世界全体の資源消費量の過半数を占めており、他
の地域とは逆に資源利用の効率が 1990 年以降低下しているとのレポートを出しています。
発展途上国では、廃棄物の種類が多様化する中、有害物質を含む電気電子機器廃棄物やプ
ラスチックごみなどが不適正に処分され、環境汚染を引き起こす事例が発生しています。
また、国境を越えた廃棄物の移動が増加していることから、地球規模で環境負荷の低減と
適正な資源循環を確保する必要性が高まっています。
2011 年 5 月に開催された第 19 回国連持続可能な開発委員会5会合においては、地方自治
体の廃棄物管理サービスを拡大するための国際パートナーシップの設立について合意され
ました。
2013 年 3 月に開催されたアジア太平洋 3R 推進フォーラム第 4 回会合では、リオ＋20（第
20 回国連持続可能な開発委員会会合、2012 年 6 月開催）の成果文書「私たちが望む未来」
を踏まえた今後の 3R の取り組みをテーマに議論が行われました。その結果、3R 推進のた
めの今後 10 年間の政策目標と各目標の達成状況をモニターするための指標をまとめた「ハ
ノイ 3R 宣言（2013-2023）」が採択されました。2014 年 2 月に開催された同フォーラム第
5 回会合では「ハノイ 3R 宣言」に掲げられた目標を達成するための様々な連携のあり方、
可能性などについて補完するものとして「スラバヤ 3R 宣言」が採択されました。
■廃棄物に関する国際的な取り組み
年

主な取り組み

2004（H16）年
2008（H20）年
2009（H21）年
2010（H22）年

・G8 シーアイランドサミットで日本が 3R イニシアティブを提案し、各国首脳が 3R 行動計画に合意
・G8 北海道洞爺湖サミットで、G8 首脳が神戸 3R 行動計画を支持
・アジア太平洋 3R 推進フォーラム設立
・第 18 回国連持続可能な開発委員会会合で廃棄物管理をテーマの一つとして協議
・第 19 回国連持続可能な開発委員会会合で地方自治体の廃棄物管理サービスを拡大するための国際
パートナーシップの設立に合意
・アジア太平洋 3R 推進フォーラム第 4 回会合で今後 10 年間の政策目標と各目標の達成状況をモニタ
ーするための指標をまとめた「ハノイ 3R 宣言」が採択
・アジア太平洋 3R 推進フォーラム第 5 回会合で「ハノイ 3R 宣言」を補完する「スラバヤ 3R 宣言」
が採択

2011（H23）年
2013（H25）年
2014（H26）年

【国連環境計画（UNEP）
】環境分野を対象に国連活動・国際協力活動を行う機関で、昭和 47（1972）年 6 月に設立さ
れました。取り扱う分野は、オゾン層保護、有害廃棄物、海洋環境保護、水質保全、化学物質管理や貴金属への対
応、土壌の劣化の阻止、生物多様性の保護など多岐にわたっています。
4
【持続可能な資源管理に関する国際パネル（IRP）
】天然資源を利用し環境影響に関する科学的評価の提供や環境影響を
尐なくする方法への理解を深めることを目的につくられた組織です。
5
【国連持続可能な開発委員会】平成 4（1992）年 6 月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関す
る国連会議」
（地球サミット）において設置が決まった組織です。環境と経済の統合のための国際的な政策決定能力
の促進やアジェンダ 21 の実施の進捗状況の審査を行うことを主な目的として、国際連合の経済社会理事会の下に設
置されています。
3
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（３）生物多様性
2010 年 5 月に生物多様性条約6事務局が公表した地球規模生物多様性概況第 3 版では、生
物多様性保全のための取り組みは進んでいるものの、遺伝子、種、生態系という生物多様
性を構成するすべての要素で損失が続いていると評価されました。2014 年 3 月に公表され
た第 4 版では、現在の傾向に基づくと、生物多様性に対する圧力は尐なくとも 2020 年まで
増大が続き、生物多様性の状況は悪化が続くことを推測しています。
また、国際自然保護連合（IUCN）7が公表したレッドリスト 2014 年によると、評価対象
種のうち約 30％に当たる 22,013 種が絶滅の危機にあります。
野生生物の生息・生育地は世界の大部分で減尐と分断化が進み、生物多様性の損失に加
え、人類に必要な食料や水などの損失も続いています。私たち人類の今後 10～20 年間の行
動によっては、極めて大きな損失が生じる可能性が高いと指摘されています。
こうした中、2010 年 10 月に生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）が愛知県名古
屋市で開催されました。COP10 では、生物多様性に関する 2011 年以降の新たな世界目標で
ある「愛知目標」と、遺伝資源や生物多様性に関する保全や持続可能な利用への貢献を目
的とする「名古屋議定書」が採択されました。また、愛知目標達成に向けて各国に対し、
生物多様性国家戦略の改定を要請することも決まりました。
同年 12 月に開催された第 65 回国連総会では、2011 年から 2020 年までの 10 年間を愛知
目標達成のための「国連生物多様性の 10 年」とする国連決議が採択されました。
2014 年 10 月に開催された生物多様性条約第 12 回締約国会議では、愛知目標の中間評価、
資源動員戦略、持続可能な開発、海洋・沿岸の生物多様性などの広範な分野について議論
が行われ、34 の決定事項が採択されました。愛知目標の進捗状況については、目標達成に
向けて進展はあるものの、目標の達成に向けた施策は十分でなく、今後更なる取組が必要
との評価が発表され、目標達成に向けて締約国をはじめ関係者により一層の努力の重要性
が強調されました。
■生物多様性に関する国際的な取り組み
年

主な取り組み

1992（H 4）年
1993（H 5）年

・生物多様性条約採択
・生物多様性条約発効
・生物多様性条約第 6 回締約国会議（COP6）開催。「対話から行動へ」を主題に具体的な行動の基盤
を築く
・生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）開催。愛知目標を採択
・第 65 回国連総会開催。2011 年から 2020 年を「国連生物多様性の 10 年」とする決議を採択
・生物多様性条約第 11 回締約国会議（COP11）開催。愛知目標の達成に向け、関係機関などとも協力
しながら、取り組みを強化していくことで合意
・生物多様性条約第 12 回締約国会議（COP12）開催。愛知目標の達成に向けては、今後更なる取組が
必要とのレビュー結果が発表

2002（H14）年
2010（H22）年
2012（H24）年
2014（H26）年

4）年にケニアのナイロビで開催された合意テキス
ト採択会議で採択され、1993（平成 5）年 12 月に発効しました。日本は 1993（平成 5）年 5 月に締結しました。この条約は、①
生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的と
しています。
7【国際自然保護連合（IUCN）
】1948（昭和 23）年に設立された国家、政府機関、非政府機関で構成された国際的な自然保護機関です。
日本は、1978（昭和 53）年に環境庁（当時）が日本の政府機関として初めて加盟し、1995（平成 7）年に国家会員（外務省が窓
口）として加盟しました。6 つのボランティアネットワークによる専門委員会を有し、保護地域を 6 つのカテゴリーに分類して自
然保護活動を行っています。
6【生物多様性条約】正式名称を「生物の多様性に関する条約」といい、1992（平成
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２．上位・関連計画
（１）国の上位・関連計画
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、日本観測史上最大の地震と津波により、
広範囲で尊い命や生活基盤を奪いました。
また、これと同時に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故によって放出された
放射性物質8による汚染の影響は甚大であり、除染や放射性廃棄物の処理などの長期的な課
題を背負うとともに、これからのエネルギー政策のあり方や自然との関係について、改め
て考え直す必要に迫られています。

①第四次環境基本計画（平成 24 年 4 月）
・計画期間 これまで 6 年ごとに策定
・計画概要 「安全」を基盤に低炭素社会9・循環型社会10・自然共生社会11を統合的に
達成するため、9 つの重点分野を掲げ環境行政を推進することが定めら
れています。
・主要施策 【第四次環境基本計画の重点分野】
① 経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーション の推進
② 国際情勢に的確に対応した戦略的取組の推進
③ 持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

備の推進
地球温暖化に関する取組
生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組
物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組
水環境保全に関する取組
大気環境保全に関する取組
包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組
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【放射性物質】ほとんどの元素は、安定な状態で原子や分子として存在しています。わずかに存在する不安定な原子は、
粒子（原子よりも小さな粒）や 電磁波（電子レンジのマイクロ波のようなもの）を放出して、徐々に安定な原子に
変わっていきます。このときに放出する粒子や電磁波が「放射線」です。放射線を出す物質を「放射性物質」とい
います。
9
【低炭素社会】気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中の温室効果ガス濃度を安定化させると同時に、生活の豊かさを
実感できる社会のことです。
10
【循環型社会】資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物などの発生抑制や循
環資源の利用などの取組により、新たに採取する資源をできるだけ尐なくした、環境への負荷をできる限り尐なく
する社会のことです。
11
【自然共生社会】生物多様性が適切に保たれ、自然の循環に沿う形で農林水産業を含む社会経済活動を自然に調和した
ものとし、また様々な自然とのふれあいの場や機会を確保することにより、自然の恵みを将来にわたって享受でき
る社会のことです。
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②第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月）
・計画期間 概ね 5 年ごとに見直し
・計画概要 循環型社会の構築に向けた取り組みとして策定された計画で、国内にお
ける 8 つの取り組みが掲げられています。
・主要施策 【第三次循環型社会形成推進基本計画の国内における取組】
① 「質」にも着目した循環型社会の形成
② 低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組
③ 地域循環圏の高度化
④ 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用
⑤ 循環産業の育成
⑥ 廃棄物の適正な処理
⑦ 各個別法の対応
⑧ 環境教育等の推進と的確な情報共有・普及啓発

③生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24 年 10 月）
・計画期間 平成 24（2012）年～平成 32（2020）年度
・計画概要 自然共生社会の実現に向けた取り組みとして策定されました。戦略には、
5 つの基本戦略が掲げられ、愛知目標の達成に向けた行動計画が示され
ています。
・主要施策 【生物多様性国家戦略 2012-2020 の基本戦略】
①
②
③
④
⑤

生物多様性を社会に浸透させる
地域における人と自然の関係を見直し、再構築する
森・里・川・海のつながりを確保する
地球規模の視野を持って行動する
科学的基盤を強化し、政策に結びつける
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（２）福岡県の上位・関連計画
①第三次福岡県環境総合基本計画（平成 25 年 3 月）
・計画期間 平成 25（2013）年度～平成 29（2017）年度
・計画概要 環境に関する施策の基本的な方向性を示した計画で、この計画を基本に
環境行政が総合的・計画的に推進されています。計画は、7 つの柱のも
と、21 のテーマに沿って取り組みが進められています。
・主要施策 【第三次福岡県環境総合基本計画の 7 つの柱】
① 低炭素社会の構築
② 循環型社会の構築
③ 自然共生社会の構築
④ 健康で快適に暮らせる生活環境の確保
⑤ 国際環境協力の推進
⑥ よりよい環境を実現するための地域づくり・人づくり
⑦ 環境負荷を低減する技術・産業の振興
②福岡県生物多様性戦略（平成 25 年 3 月）
・計画期間 平成 25（2013）年度～平成 29（2017）年度
・計画概要 自然共生社会の実現に向けた生物多様性の保全と持続可能な利用に関す
る基本計画で、4 つの行動目標を掲げ、地域の生物多様性保全活動の推
進や普及啓発事業などが進められています。
・主要施策 【福岡県生物多様性戦略の行動目標】
① 私たちの暮らしのなかで生物多様性を育みます
② 生物多様性の保全と再生を図ります
③ 生物多様性の持続可能な利用を図ります
④ 生物多様性を支える基盤とネットワークを構築します
③福岡県廃棄物処理計画（平成 24 年 3 月）
・計画期間 平成 23（2011）年度～平成 27（2015）年度
・計画概要 循環型社会の実現に向けて 6 つの基本方針に基づいた廃棄物行政が進め
られています。
・主要施策 【福岡県廃棄物処理計画の 6 つの基本方針】
① 一般廃棄物の 3R の推進
② 一般廃棄物処理施設の整備
③ 一般廃棄物の適正処理
④ 産業廃棄物の 3R の推進
⑤ 産業廃棄物の適正処理
⑥ 不法投棄の防止
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④福岡県地球温暖化対策推進計画（平成 18 年 3 月）
・計画期間 平成 17（2005）年度～平成 24（2012）年度
（次期計画策定まで期間を延長することとします）
・計画概要 低炭素社会の実現に向けて策定された計画で、家庭部門と業務部門、運
輸部門（自動車）から排出される二酸化炭素を重点的に削減することを
目指して 7 つの柱が掲げられ、環境県民会議12、地球温暖化防止活動推
進センター13、地球温暖化防止活動推進員14などと連携しながら取り組み
が進められています。
・主要施策 【福岡県地球温暖化対策推進計画の 7 つの柱】
① 省エネルギー対策の推進
② 新エネルギー対策の推進
③ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出削減の推進
④ 温暖化防止に向けた自主的取組の促進
⑤ 森林の適正管理
⑥ まちの緑の創造
⑦ 二酸化炭素固定化のための県産材の長期的利用

12【環境県民会議】県民、事業者及び行政が一体となって、福岡県の望ましい環境を創出し、地域における環境への取組

を通じて地球環境の保全に貢献するため、平成 8（1996 年）年 1 月に設置された組織です。日常生活や事業活動か
ら排出される二酸化炭素の削減を目指して環境家計簿の作成・普及を図るなど、県民・事業者・行政が一体となっ
た取組を進めています。
13【地球温暖化防止活動推進センター】地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与す
る活動の促進を図ることを目的とする組織です。全国に 1 つ、都道府県又は指定都市等（指定都市、中核市、特例
市）に 1 つ設置することができます。
14【地球温暖化防止活動推進員】地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖
化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する人の中から、都道府県知事及び指定都市等の長が委嘱
した人のことです。
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（３）宗像市の上位・関連計画
①第 2 次宗像市総合計画（平成 27 年 3 月）
・計画期間 平成 27（2015）年度～平成 36（2024）年度
・計画概要 目指す将来像を「ときを紡ぎ 躍動するまち」とし、宗像市が進むべき
10 年間の方向性を示した「基本構想」と、基本構想の達成に向けた 5 年
間の具体的な取り組みを示した「基本計画」を定めています。基本構想
は、「将来像」、「基本方針」、「まちづくりの柱」、「戦略的取組」
で構成し、基本計画は、31 の施策で構成しています。
・主要施策 【基本方針】
① まちの成長
② まちの成熟
【まちづくりの柱と関連施策】
① 元気を育むまちづくり
② 賑わいのあるまちづくり
→歴史文化の保存と活用（世界遺産登録推進及び保存・歴史文化
の保存、伝統文化の継承）
③ 調和のとれたまちづくり
→快適な生活環境の保全（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）、自然環境の保全と再生（環境
保全に対する取組みの推進・温暖化防止対策の推進）、調和の
とれた土地利用と魅力ある景観の形成（調和のとれた土地利用
の推進・魅力ある景観の形成）
④ みんなで取り組むまちづくり
→地域の特色を活かしたコミュニティ活動の推進（コミュニティ
の基盤強化、コミュニティ間の連携の強化、地域創造ビジネス
の推進）、市民活動の推進（市民活動の活性化、市民でつくる
まちの推進）
【戦略的取組】
① 協働の推進
② 都市ブランドの推進
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②第 2 次宗像市国土利用計画（平成 27 年 5 月）
・計画期間 基準年次：平成 22（2010）年、目標年次：平成 37（2025）年
・計画概要 市土の利用に関する基本構想と、市土の利用目的に応じた区分ごとの規
模の目標などを定め、適正な土地利用を推進しています。
・基本方針 【市土の利用の基本方針】
① 自然環境、生産環境の総合的な保全・活用
→市域を囲む山や島々の森林、海岸及び沿岸地域、釣川水系の水
辺と、農用地を一連の自然的環境として維持・保全する。
② 地域特性が見える拠点等の整備
→機能強化と利便性の向上を図ることにより、市街地の拡大を抑
制し、環境負荷の尐ない集約型の都市構造を形成する。
③ 拠点等の機能強化と連携した産業用地の確保
④ 安心して住み続けられる住宅地の保全・再生
→良好な自然環境と共存しつつ、生活利便性を維持・向上する。
⑤ 地域資源の活用と維持・管理活動の促進
→地域資源の保全・活用を通じて自然環境と都市活動の共生を図
り、良好な景観を守り育てる。

■宗像市土地利用構想図

11

③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

＜宗像市人口ビジョン（平成 27 年 10 月）＞
・計画期間 対象期間：45 年後の平成 72（2060）年
・計画概要 「第 2 次宗像市総合計画」に掲げる「躍動するまち」を今後も持続し
ていくために、人口の現状を分析して、目指すべき方向と将来の展望を
示し、人口減尐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。
【人口動向の分析】
〇人口分析
・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
〇経済・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
【人口の将来展望】
・国、県、市の施策15の効果が発揮されると、2025 年に 96,000 人を維
持（「第 2 次宗像市総合計画」と整合）
・主要施策 【目指すべき将来の方向】
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16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
・人口減尐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

15【人口の将来展望の考え方】合計特殊出生率は国の目標と同水準、子育て世代の転入超過状況が維持されると仮定。

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。

16【UIJ
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＜宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年 10 月）＞
・計画期間 平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度
・計画概要 「宗像市人口ビジョン」を踏まえて、まち・ひと・しごとの創生の実現
に向けて、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。
「第 2 次宗像市総合計画」の中から人口減尐問題への対応や地域経済縮
小の克服に関するものを抜粋し、さらに、実行性の高い戦略とするため
に、市民や行政とともにまちづくりを担う民間企業等との協働・連携を
重視しています。
・主要施策 【基本的視点】
① 地域資源の活用
② 産学官民等の連携
【施策分野と施策】
① 【分野１】地域経済対策・しごとづくり
・農業の活性化、水産業の活性化、観光の活性化、雇用の場の確
保
② 【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・定住施策の推進
③ 【分野３】出産・子育て・教育環境づくり
・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
④ 【分野４】まちづくりと安心な暮らしの確保
・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それを支えるひとづくり
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④第 2 次宗像市都市計画マスタープラン（平成 27 年 5 月）
・計画期間 目標年次：平成 37（2025）年
・計画概要 宗像市にふさわしいコンパクトで中味の充実した良質で暮らしやすい都
市づくりを目指して、都市づくりの基本理念「宗像版集約型都市構造の
形成」をもとに、「コンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活
交流都市」と将来都市像を定めています。その実現に向けて、3 つの将
来都市構造で構成する形成方針、部門別方針（土地利用の方針・都市施
設の方針・都市環境形成の方針）、重点施策を推進しています。
・都市づく 今後、本市の都市づくりは、次の３つの視点を重視して進めます。
りの理念

■都市づくりの理念

このため、都市づくりの理念を「宗像版集約型都市構造の形成」として、
現在まで本市で築かれた既存ストックを有効に活用し、宗像市にふさわ
しいコンパクトで中身の充実した良質で暮らしやすい都市づくりを市
民・事業者・行政の協働で進めます。
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■土地利用方針
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⑤宗像市景観まちづくりプラン（平成 26 年 7 月）
・計画期間 平成 26（2014）年度～平成 36（2024）年度
・計画概要 景観まちづくりにおいて目指すべき姿やそれに向けての目標及び方針を
総合的に定めるため、景観まちづくりのあり方の骨格を示すものです。
目指す姿を「海・山・川と歴史がつながる『むなかたの景観』を市民全
員で守り育てる」とし、市の景観課題に対応するための基本方針などを
定めています。

本市景観を形づくる背景として 8 つのエリア、重要な景観要素として 3 つの景観ポイン
ト、景観形成上特に重要な区域として景観重点区域を定め、3 つの景観軸により各エリア
や景観ポイントをつなげ、全域で一体感のある景観まちづくりの実践に取り組んでいます。
■景観形成方針図
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⑥宗像市景観計画（平成 26 年 7 月）
・計画概要 「宗像市景観まちづくりプラン」を踏まえ、景観計画区域における景観
形成の方針や、建築・建設行為、開発行為等を行う際の景観形成のルー
ルを景観法に基づいて定めた計画です。
・景観計画 ・景観計画区域：市全域
区域
・類型別の区域：「宗像市景観まちづくりプラン」で位置づけた 8 つの
エリアと 3 つの景観軸
・景観重点区域：歴史・文化資源に恵まれ、国定公園や漁村・農村集落
など本市の中でも特徴的な景観を有する、玄海地域の
大半と大島地域を景観重点区域として設定していま
す。この景観重点区域は、「宗像・沖ノ島と関連遺産
群」各構成資産周辺の景観保全・形成、大島御獄山や
海上からの眺望範囲の観点から、景観重点区域Ⅰ～Ⅲ
に区分し、景観法に基づき景観形成方針及び景観形成
基準を定めています。景観重点区域以外の区域は景観
形成一般区域としています。
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景観重点区域は、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産である沖津宮、中津宮、辺
津宮の三宮を結ぶ軸線を基軸として、大島御嶽山展望台から本土側を眺望した際に、構成
資産と一帯となった海岸及び背景となる山稜を含んだ眺望を確保するべく設定していま
す。
この景観重点区域を、Ⅰ～Ⅲに区分し、それぞれの特性に即した景観形成方針を定めま
す。景観形成方針の設定にあたっては、同一の区域内でも自然条件や社会条件、地域の成
り立ちが異なるため、区域内を本土側、島しょ部の 2 つ、さらにはそれぞれの景観特性を
踏まえた小区域（参考表 1）に分け、目指すべき景観形成の方向性を明確にしています。
このうち、大島については、法的な土地利用規制が一部に限られており、構成資産周辺
や既存集落を含む大島全体の景観保全のため、景観法に基づく準景観地区を指定します。
また、景観重点区域内に、5 ケ所の視点場（参考表 2）を指定しています。
■景観重点区域の区域区分と視点場の位置
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＜参考表 1＞小区域の説明及び景観重点地域との関係

＜参考表 2＞主要な眺望景観の視点場
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⑦釣川グリーンネット基本構想・計画（平成 17 年 3 月）
・計画期間 30 年後（平成 47（2030）年度）に向けた構想・計画
・計画概要 「第 1 次宗像市総合計画基本構造」のまちづくりの 3 つの理念（協働・
共生・自律）の自律に位置付けられる構想・計画です。釣川によって結
び付けられた海、まち、山に囲まれた本市において、流域を単位とした
自律型の生活圏、生態圏を目指し、将来像を「釣川を中心とした自律の
まち」と定めています。将来像は、小さな苗木が 1 本の樹木に大きく育
ち、自律するまでの 30 年という長期的な期間を見据えて構想していま
す。
・主要施策 【将来像の実現に向けてやること、やるべきこと】
① 市民活動の充実（協働事業の実施）
→水循環の再生、水文化の再生、美しい風景の再生
② 活動舞台の位置づけ
→重点地区、活動の拠点
③ 水辺の環境整備
→ネットワークの整備、水辺空間の整備、水質の向上と水量の確
保
④ 推進体制の整備
→第三者機関（NPO など）を視野に入れた組織、釣川グリーンネ
ット推進係（行政）の役割
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⑧宗像市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成 27 年 3 月）
・計画期間 平成 27（2015）年度～平成 36（2024）年度（概ね 5 年ごとに見直し）
・計画概要 循環型社会の確立に向けたより実効性のある計画として策定したもので
す。「さりげなく、宗像人らしさを意識して―循環型のまちづくり―」
を基本理念とし、4 つの基本方針に基づいた施策を推進しています。
・主要施策 【基本方針と関連施策】
① ごみ減量と資源化の推進
→リデュースの促進、リユースの促進、リサイクルの促進
② ごみ処理制度の充実・整備
→ごみの出し方と収集運搬、受益と負担の適正化、高齢者・障が
い者世帯などへの対策、事業系ごみの処分
③ 継続した適正処理の確保
→中間処理施設の効率的な運営と配置、最終処分場の適正な運営、
広域処理の推進、緊急時の相互協力
④ 環境美化対策の推進
→不法投棄防止対策の強化、市民協働推進と市民ボランティア活
動の支援

⑨宗像市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画（平成 27 年 3 月）
・計画期間 平成 27（2015）年度～平成 36（2024）年度（概ね 5 年ごとに見直し）
・計画概要 生活排水の適正処理、し尿及び浄化槽汚泥処理のあり方を示す計画で、2
つの基本施策のもと、生活排水処理の適正化に向けた取組みを推進して
います。
・主要施策 【基本施策】
① し尿及び雑排水の適正処理
→し尿処理事業の適正運営、浄化槽の整備
② 下水道の整備及び適正な管理
→施設整備と維持管理、処理水質の維持
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