
 

 

 

宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年10月 

宗像市 

  



目 次 

 

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

第１ 基本的事項  

 

１ 総合戦略の計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

２ 第2次宗像市総合計画と総合戦略の関係 ・・・・・・・・・・・・・  ２ 

３ まち・ひと・しごとの創生における基本的な考え方 

（１）人口減少問題への対応と地域経済縮小の克服 ・・・・・・・・・  ３ 

（２）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 ・・・・・・・・・  ３ 

（３）まち・ひと・しごとの創生における基本的視点 ・・・・・・・・・  ３ 

４ 総合戦略の推進に当たっての基本方針 

（１）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策5原則 ・・・・・・・・・  ５ 

（２）ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 ・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（３）重点分野と重点取組の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（４）財政状況等の勘案 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（５）情報の受発信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

 

第２ 具体的な施策と取組み 

 

【分野１】地域経済対策・しごとづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

施策１ 農業の活性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

施策２ 水産業の活性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

施策３ 観光の活性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

施策４ 雇用の場の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

【分野２】宗像へのひとの流れづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

施策１ 地域資源を活かした移住・定住施策の推進 ・・・・・・・・・ １７ 

【分野３】出産・子育て・教育環境づくり ・・・・・・・・・・・・・ １８ 

施策１ 安心して産み、育てられる環境づくり ・・・・・・・・・ １９ 

施策２ 宗像ならではの教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

【分野４】まちづくりと安心なくらしの提供 ・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

施策１ 宗像版集約型都市構造の形成 ・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

施策２ 地域での安心な暮らしの確保 ・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

施策３ 魅力ある地域づくりとそれを支えるひとづくり ・・・・・ ３０ 

 



1 
 

はじめに 

 

  2015年7月、“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”は2017年の世界文化遺産登録

に推薦する国内候補に選定されました。市民や関係団体等と連携、協力しながら取組み

を進めてきたことが、世界遺産登録推進活動の大きな前進につながったと言えます。 

  今後は、「世界遺産のあるまち」のふさわしい姿を見据え、資産の保存管理活動や来訪

者の受入体制について、市民や関係団体等との更なる協働のもと、取り組んでいく必要

があると言えるでしょう。 

  このようなことを含めて、宗像市では、第 2次宗像市総合計画で描いた将来像である

「ときを紡ぎ躍動するまち」に向け、協働の理念を基本として着実に歩みを進めている

ところです。 

 

  その一方で、我が国が抱える重要な課題のひとつである人口減少や少子高齢化に伴う

諸問題については総合的な対応が求められています。 

  平成 26年 12月に国が示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、我

が国の人口は、2008年をピークとして人口減少の局面に入っており、2100年には 5,000

万人を割り込む水準にまで減少すると推計されています。 

  日本全体での少子化、人口減少は本市においても例外ではなく、「宗像市人口ビジョン」

（以下、「人口ビジョン」という。）でも示しているように、今後の人口は減少すること

が見込まれ、地域経済へ悪影響を与えることが予測されています。 

 

  そのため、本市では、平成 27年 2月 13日に「宗像市まち・ひと・しごと創生本部」

を設置し、地方創生に向けて、「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。）の検討、協議を重ねてまいりました。 

  総合戦略は、本市における人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョンを踏まえ

て、人口減少や少子高齢化が急速に進む社会情勢に的確に対応し、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、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。 

 

本市の総合戦略の推進に当たっては、“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”に代

表される歴史文化、豊かな自然や景観、食文化といった独自の地域資源を最大限活用す

るとともに、これまでの協働の理念を引き継ぎ、市民の皆様はもとより、市内外の事業

者、大学等との連携を強化し、宗像ならではのまち・ひと・しごとの創生に取り組んで

まいります。 

 

  



2 
 

第１ 基本的事項 

 

１ 総合戦略の計画期間 

  平成27年度から平成31年度までの5年間とします。 

 

２ 第2次宗像市総合計画と総合戦略の関係 

本市では、平成27年3月に、平成27年度を始期とする「第2次宗像市総合計画」（以

下、「総合計画」という。）を策定しました。 

総合戦略の目的が、人口減少問題への対応や地域経済縮小の克服であることに対し、

総合計画は、本市の総合的な振興や発展などを目的としたものです。 

また、総合計画の策定に当たっては、計19回開催した市民ワークショップ、小学生か

ら市内外の居住者まで幅広く実施した6種のアンケート調査、有識者や市民代表30人で

丁寧にご議論いただいた「総合計画審議会」など、広く関係者の意見を反映させる手法

を積極的に採用しました。これは、広く関係者の意見を反映させるという、国が示す総

合戦略の策定の考え方と合致するものであると言えます。 

したがって、本市の総合戦略は、総合計画の中から人口減少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、策定しました。 

総合戦略と総合計画は、その目的や含まれる施策の範囲は必ずしも同じではありませ

んが、幅広い視点から将来を見据えたまちづくりを行うため、両者は一体的に推進をし

ていきます。 

 

 

【総合計画と総合戦略の関係】 
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３ まち・ひと・しごとの創生における基本的な考え方 

（１）人口減少問題への対応と地域経済縮小の克服 

   人口減少は、その過程において高齢化を必然的に伴い、生産年齢人口（15～64歳）

の負担の増加を招き、域内消費や一人当たりの所得を低下させ、総人口の減少による

影響以上に地域経済規模を縮小させるおそれがあります。 
   地域経済規模の縮小がいったん始まると、それが社会生活サービスの低下などを招

き、更なる人口流出を引き起こし、人口減少を加速させる負のスパイラル（悪循環の

連鎖）に陥るリスクが高いと言えます。 
   この構造的な課題の解決には長期間を要するため、仮に短期間で出生率の改善や転

出の抑制、転入の促進が進んだとしても、人口減少傾向に歯止めがかかるまでには、

数十年を要することになります。 
   そのため、人口減少問題に対応し、地域経済縮小を克服するためには、人口ビジョ

ンで述べた「①若い世代が暮らしたいまちの実現」、「②地域特性を活かした地域づく

りの実現」の 2つの将来の方向性から、本市の人口減少、経済、地域社会の課題に対

して、市民とともに問題意識を共有しながら、これまでにない危機感を持って、本市

のまち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の策定及び実践に取り組むこととしま

す。 
 

（２）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

   総合戦略の策定及び実践に当たって最も重要となってくることは、「人口減少⇒消費

活動の縮小⇒地域経済規模の縮小⇒都市機能の低下⇒更なる人口減少」という負のス

パイラル（悪循環の連鎖）に歯止めをかけ、好循環を確立する取組みの早期実践です。 
   好循環を確立させるには、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼

び込む正のスパイラル（好循環の連鎖）を確立することが不可欠であり、正のスパイ

ラル（好循環の連鎖）の確立が、「新たな人の流れを生み出すこと」や「好循環を支え

る「まち」が活力を維持し、人々が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる社

会環境をつくり出すこと」につながっていきます。 
   このため、「まち」、「ひと」、「しごと」の創生に対する取組みは、個々の問題事象へ

の対処療法的なものではなく、それぞれが自立的かつ持続的な好循環につながるよう、

常に多角的な点検、分析を行いながら、同時かつ一体的に取り組む必要があります。 
 
（３）まち・ひと・しごとの創生における基本的視点 

   まち・ひと・しごとの創生に向けた総合戦略の策定及び実践に当たっては、次の 2

点に主眼を置き、取り組むこととします。 
 

① 地域資源の活用 

独自の歴史、文化、自然、食などはもとより、子育て・教育環境、豊富な地域人

材、市民協働の基盤、大都市の中間に位置する立地など、本市の特徴を「宗像なら

ではの強み」、「地域資源」として考え、「地域資源」を活かした創意工夫により、な

いものでなく、今あるものを活かしたまち・ひと・しごとの創生を実践します。 
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② 産学官民等の連携 
市内外の民間企業や大学、他自治体等との連携を促進することで、それぞれの特

性を活かした相乗効果を発揮し、行政だけでは解決が難しい地域課題の解決や、よ

り効果の高い施策の実践を目指します。 
特に本市では、平成27年8月に、福岡都市圏における産学官民等の連携組織であ

る「福岡地域戦略推進協議会1」と連携協定を締結しており、産学官民等の連携の基

盤を強化しています。 

産学官民連携や広域連携による新たなプロジェクトの検討や実践はもとより、事

業スポンサー制度やクラウドファンディング2、ソーシャル・インパクト・ボンド3な

ど、資金調達や財政負担の軽減の視点からも積極的な連携に取り組み、創意工夫と

チャレンジ溢れるまち・ひと・しごとの創生を実践していきます。 
 
  

                                                   
1 「福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka Directive Council）」とは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。 
2 「クラウドファンディング」とは、製品・サービスの開発、アイデアの実現などのある目的のためにイ
ンターネットを通じて不特定多数の支援者から資金の出資や協力を募ることをいう。 
3 「ソーシャル・インパクト・ボンド」とは、投資家から調達する資金をもとに、行政から委託を受けた
民間事業者が行政サービスを提供し、その事業で得られた成果（財政支出の削減など）に応じて、行政が

投資家に成果報酬を支払う仕組みをいう。 
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４ 総合戦略の推進に当たっての基本方針 

（１）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策5原則 

  総合戦略による人口減少問題への対応と地域経済縮小の克服を着実に実現するため、

本市の取組みについても国の総合戦略に定められた「政策 5原則（自立性、将来性、地

域性、直接性、結果重視）」の趣旨を踏まえて、施策を展開することとします。 
 
  ※≪参考≫「まち・ひと・しごと創生総合戦略」政策5原則 

自立性 

 各施策が一過性の対症療法的なものにとどまらず、構造的な問題に対処し、地方公共団体・民間事業

者・個人等の自立につながるようなものであるようにする。また、この観点から、特に地域内外の有用

な人材の積極的な確保・育成を急ぐ。 

 具体的には、施策の効果が特定の地域・地方、あるいはそこに属する企業・個人に直接利するもので

あり、国の支援がなくとも地域・地方の事業が継続する状態を目指し、これに資するような具体的な工

夫がなされていることを要する。 

 また、施策の内容検討や実施において、問題となる事象の発生原因や構造的な背景を抽出し、これま

での施策についての課題を分析した上で、問題となっている事象への対症療法的な対応のみならず、問

題発生の原因に対する取組を含んでいなければならない。 

将来性 

 地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置く。活力あ

る地域産業の維持・創出、中山間地域等において地域の絆の中で心豊かに生活できる環境を実現する仕

組み等も含まれる。 

 なお、地方公共団体の意思にかかわらず、国が最低限提供することが義務付けられているナショナル

ミニマムに係る施策に対する支援は含まれない。 

地域性 

 国による画一的手法や「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合った施策を支援することとす

る。各地域は客観的データに基づき実状分析や将来予測を行い、「都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」及び「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「地方版総合戦略」という。）を策定す

るとともに、同戦略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。国は、支援の受け手側の視点に立っ

て人的側面を含めた支援を行う。 

 したがって、全国的なネットワークの整備など、主に日本全体の観点から行う施策は含まれない。施

策の内容・手法を地方が選択・変更できるものであり、客観的なデータによる各地域の実状や将来性の

分析、支援対象事業の持続性の検証の結果が反映されるプロセスが盛り込まれていなければならず、ま

た必要に応じて広域連携が可能なものである必要がある。 

直接性 

 限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、ひとの移転・しごとの創出やまちづくりを

直接的に支援する施策を集中的に実施する。地方公共団体に限らず、住民代表に加え、産業界・大学・

金融機関・労働団体（産官学金労）の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工夫を行う。 

 この観点から、必要に応じて施策の実施において民間を含めた連携体制の整備が図られている必要が

ある。 

結果 

重視 

 効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、明確な PDCAメカニズムの下に、短期・

中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

 すなわち、目指すべき成果が具体的かつ適切な数値で示されており、その成果が事後的に検証できる

ようになっていなければならない。また、成果の検証結果により取組内容の変更や中止の検討が行われ

るプロセスが組み込まれており、その検証や継続的な取組改善が容易に可能である必要がある。 
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（２）ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 

   総合戦略は、単年限りの取組みではなく、今後 5年間の中期的な取組みを定めたも

のです。5年間の取組みを通じて、より高い効果を発揮していくため、ＰＤＣＡサイク

ルによる事業の進捗管理を行います。 

進捗管理に当たっては、Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）

の4つの視点から、具体的な効果を示す数値目標の設定、毎年度の客観的な効果検証、

取組内容の見直しを実施し、継続的な改善を推進します。 

 

・Plan  ：客観的な指標である重要業績評価指標（KPI4）を設定した総合戦略を策定 

・Do    ：総合戦略に基づく具体的な取組みを実施 

・Check ：重要業績評価指標（KPI）を通じて、取組みの効果の客観的な検証を実施 

・Action：検証を通じて取組内容を見直すとともに、必要に応じて総合戦略を改訂 

 

また、効果の検証においては、客観性を担保するため、市民アンケート等で市民意

見を集約するとともに、外部有識者等の意見を反映させ、改善の推進に努めます。 

 

（３）重点分野と重点取組の設定 

   本市の総合戦略は、国の総合戦略を勘案し、4つの政策分野における施策の方向性や

具体的な取組みをまとめたものです。 

しかし、人口ビジョンや本市の実情を踏まえ、効果の高い施策を集中的に実施して

いくという観点から、政策分野については「重点分野」を、また、政策分野の具体的

な取組みについては「重点取組」を設定し、優先順位を明確にして、総合戦略を推進

していくこととします。 

   なお、政策分野における 5年間の重点分野は、全国的な地方創生の取組みに伴う都

市間競争の更なる激化が見込まれる中、地域資源を活かした地域経済対策に重点的か

つ早期に取り組む必要があること、また、長年続いている転入超過の状況を維持して

いく必要があることから、「地域経済対策・しごとづくり」、「宗像へのひとの流れづく

り」とします。 

 

（４）財政状況等の勘案 

   総合戦略の推進に当たっては、効果の高い施策を優先的に実施していくこととして

いますが、将来に過度な負担を残さないために、優先順位の判断に加え、市の財政状

況や国からの交付金の状況などを総合的に勘案する必要があります。 

   そのために、5年間の具体的な実行計画であるアクションプランを策定し、優先性と

財源の視点から、取組みの最適な実施時期を判断し調整するなど、計画期間内に着実

に成果を上げるための進行管理に努めます。 

   また、効果が向上しない取組みの廃止や、当初想定した効果が見込めない取組みの

廃止など、財政状況等を勘案した柔軟な判断により、真に必要な施策への集中的な投

資を行っていきます。 

                                                   
4 「KPI」とは、Key Performance Indicatorの略称。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標

をいう。 
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（５）情報の受発信 

   本市では、総合計画に掲げるように、魅力ある資源を広く発信、共有していくこと

で、選ばれるまちを目指しています。 

宗像市に来てもらえるよう、宗像ならではの歴史や観光、祭りやイベントなど交流

人口増につながる情報の発信を行うとともに、住んでもらえるよう、暮らしや子育て

環境など定住人口増につながる情報の発信を行っています。 

また、魅力ある資源を組み合わせた効果的な情報発信や、市民、企業、大学など宗

像に関連するさまざまな人々が担い手となった情報発信など、発展的で持続的なプロ

モーション5を実施していくこととしています。 

総合戦略による取組みについても、施策の方向性やその成果を市内外へ広く発信、

共有することにより、本市のまち・ひと・しごとのさらなる創生につなげていきます。 

  

                                                   
5 「プロモーション」とは、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。 
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第２ 具体的な施策と取組み 

 

人口ビジョン及び先に述べた基本的な考えを踏まえ、総合戦略では、4つの政策分野と

政策分野ごとの基本目標を設定し、基本目標の達成に向けた施策を展開していきます。 

  なお、総合戦略と一体的に推進することとしている総合計画との関連は次のとおりで

す。 

【総合戦略と関連する総合計画の施策】 

総合戦略の政策分野 関連する総合計画の主な施策 

【分野１】 

地域経済対策・しごとづくり 

【元気を育むまちづくり】 

  ・自立した生活の支援 

【賑わいのあるまちづくり】 

  ・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 

  ・歴史文化の保存と活用 

  ・スポーツの多面活用 

【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 

【分野２】 

宗像へのひとの流れづくり 

【調和のとれたまちづくり】 

  ・住宅施策の推進 

【分野３】 

出産・子育て・教育環境づくり 

【元気を育むまちづくり】 

  ・子どもの健やかな成長 

  ・子育て環境の充実 

  ・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 

【分野４】 

まちづくりと安心な暮らしの確保 

【元気を育むまちづくり】 

  ・健康づくりの推進 

  ・自立した生活の支援 

【調和のとれたまちづくり】 

  ・防災対策の強化 

  ・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 

【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 

  ・市民活動の推進 

  ・公共施設等公共資産の管理、最適化の実践 
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（１）基本目標 

地域経済の活性化と安定した雇用を創出する 

 

（２）数値目標 

指 標 基準値 目標値(H31) 

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 

 

（３）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6、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。 
 

  

                                                   
6 「6次産業化」とは、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。 

 【分野１】地域経済対策・しごとづくり（重点分野） 
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（４）具体的な施策と取組み 

【施策1】 農業の活性化  

農業所得水準の伸び悩み、農業者の減少と高齢化、耕作放棄地の増加、有害鳥獣

被害の拡大に対応するため、新規就農者の育成、農地集積、農作業の効率化・省力

化等の経営改善、生産条件の整備、有害鳥獣の捕獲などを推進します。 
 また、都市圏等への販路拡大、消費拡大を図るため、農産物の高付加価値化を進

めます。 
 

1-1-① 農業の基盤強化 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★民間企業ノウハウの農業分野への活用の検討・実施 

★ICT7を活用した農業の研究        ★植物工場の設置の検討・実施 

○農地の集積               ○高性能農業機械等の導入支援 

○有害鳥獣駆除活動の推進と防除柵設置支援 

○新規就農希望者向けの相談会、研修会等  ○農作業ヘルパーの拡充 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

農地集積割合 31.3％(H26) 50.0％ 

 新規就農者 ― 5年間で15経営体 

 
1-1-② 農産物の高付加価値化の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★規格外農産物の活用        ★資金調達の多様化の検討 

○農産加工品開発・製造・販売の支援 ○ブランド農産物の作付拡大 

○商品開発、商品力向上の支援    ○都市圏への販路拡大、拡大 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

農業者の売上高8 20億円(H26) 25億円 

 農産加工品開発件数 ― 5年間で15件 

 
 
  

                                                   
7 「ICT」とは、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。 
8 数値は宗像農業協同組合の販売高であるため、宗像農業協同組合を通じて取引されていない農産物の販
売高は含まれていない。また、福津市の農業者が生産した農産物の売上高を一部含んでいる。 



11 
 

【施策2】 水産業の活性化  

 漁獲量の減少や漁価の低迷などによる所得の伸び悩みに対応するため、漁場の再

生、資源回復、養殖や蓄養の調査研究などを推進します。 
 また、国内外での販路拡大、消費拡大を図るため、6次産業化やブランド化を進め

ます。 
 これに加え、市内の直売所などへの地元食材の流通促進や水産物を活かした特産

品の開発等により、地域産業の活性化に取り組みます。 
 

1-2-① 水産業の基盤強化 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○藻場再生に向けた漁場整備      ○稚魚、稚貝等の放流 

○漁協青壮年部への活動支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

宗像漁協の漁獲高  3,898トン（H25） 5,000トン 

漁協青壮年部による自主事業の数 ― 5年間で10件 

 
1-2-② 水産業の6次産業化等の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★国内外への販路の開拓       ★加工による水産物の高付加価値化 

★規格外水産物の活用        ★資金調達の多様化の検討 

○水産加工場設備の充実       ○ブランド化の推進 

○地産地消の推進          ○市場価値の低い未利用水産資源の商品化 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

宗像漁協の売上高（加工場） 8,600万円(H26) 2億円 

ブランド化に取り組む鐘崎天然とらふくの

価格（市場の出荷価格） 

4,371円/キロ

（H25） 
4,500円/キロ 

宗像漁協組合員の漁業所得 1,946千円(H26) 2,200千円 
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【施策3】 観光の活性化  

 歴史、食、自然、スポーツ、お祭りなどの資源を活かした観光の活性化のため、

宗像版観光プラットフォーム9の体制整備や、世界遺産に関する来訪者の受入準備を

進めます。 
 また、道の駅むなかたや街道の駅赤馬館周辺への店舗誘導や回遊性を向上させる

仕組みの構築、他自治体の観光資源との広域連携等を行っていきます。 
 

1-3-① 宗像版観光プラットフォームによる観光の推進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★インバウンド10商業施設整備の検討・実施 

★観光プログラムの企画や、ICTを活用した観光プロジェクトの実施 

★河川、海辺などの水辺空間整備検討・実施 

★海外への観光ＰＲ         ★観光プラットフォームのMICE11機能の強化 

○観光プラットフォーム確立への支援 ○観光資源のブラッシュアップ12 

○観光キャンペーンの企画・実施   ○周遊事業の実施 

○旅行商品の企画・開発 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

観光入込客数 6,472千人(H26) 7,000千人 

観光による市内消費額 44億円(H26) 50億円 

周遊イベントの参加者数 0人(H26) 500人 

 
1-3-② スポーツ観光の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★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の誘致 

○スポーツコミッション13の設立    ○スポーツ合宿の誘致 

○スポーツ大会の誘致 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

スポーツ観光による本市来訪者 153,000人(H26) 223,000人 

スポーツ観光による本市宿泊者 73,000人(H26) 103,000人 

 
  

                                                   
9 「宗像版観光プラットフォーム」とは、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。 
10 「インバウンド」とは、訪日外国人旅行をいう。 
11 「MICE」とは、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。 
12 「ブラッシュアップ」とは、さらに磨きをかけ、一段と優れたものにすることをいう。 
13 「スポーツコミッション」とは、宗像市及び周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資源を最大限
活用し、各種競技大会等スポーツイベントの誘致に向け、宿泊、交通の手配など様々な企画、運営の支援

を行うとともに、地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図ることを目的に組織された団体のことをい

う。 
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1-3-③ 世界遺産来訪者の受入準備（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★産学官民等による世界遺産来訪者受入準備の推進 

○観光ガイドの育成         ○交通誘導・交通アクセス対策 

○遺産関連の魅力づくり       ○周辺景観づくり 

○世界遺産関連品に関するガイドラインづくり  

○周辺の店舗・旅館の受入体制の整備支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

観光ガイド数 73人(H26) 100人 

世界遺産関連施設（海の道むなかた館）来

館者数 
157,628人（H26） 170,000人 

 

1-3-④ 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） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○空き店舗活用に向けた調整     ○物件化に向けた不動産業者との調整 

○新規出店者への支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

新規出店者数（国道495号沿い） ― 5年間で5件 

新規出店者数（赤間宿） ― 5年間で5件 

 
1-3-⑤ 広域観光の推進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★九州オルレ14をテーマとした県内広域イベントの実施 

○筑前玄海地域内での広域観光の推進 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

観光ＰＲ・イベント等への参加者数 750人(H26) 1,000人 

 
  

                                                   
14 「九州オルレ」とは、韓国・済州オルレの姉妹版のトレッキングコースをいう。自然豊かな済州島で、
トレッキングする人が徐々に増え、「オルレ」はトレッキングコースの総称として呼ばれる。 
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【施策4】 雇用の場の確保  

 市内での新たな雇用の場の確保のため、誘導対象業種の絞込み、宮若インターチ

ェンジ近接地や国道 3 号沿いの産業用地の確保策の検討、空き店舗等の活用など、
企業誘致や創業支援に取り組みます。 
 また、歴史文化遺産等の地域資源を活かした仕事の創出を推進します。 
 さらに、高齢者や子育て世代の女性などの就労ニーズに対応するため、就労支援

の充実や、小さな就労の場の創出に取り組みます。 
 

1-4-① 企業誘致に向けた適地調査と立地促進事業の充実 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○産業適地優位性調査の実施 

○企業立地誘導策の検討と誘致活動の推進 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

新たな企業の立地件数 ― 3社以上 

 
1-4-② 創業支援と経営者の育成（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★商工会、金融機関等と連携した創業講座、相談会の実施 

★支援対象エリア、ターゲットを特定した創業支援の実施 

★商工会と連携した経営者育成事業の実施 

○起業化利子補給制度の周知と活用促進 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

創業支援者数 ― 5年間で200人 

創業者数 ― 5年間で45人 

起業化利子補給制度利用者数 ― 5年間で50人 

 
1-4-③ 女性への就労支援の充実 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★宗像市地域職業相談室と連携した就労支援 

★テレワーク15、農作業ヘルパーなどの多様な働き方への支援 

○資格取得講座、スキルアップ講座の実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

チャレンジ支援講座 5講座(H26) 5講座 

 
  

                                                   
15 「テレワーク」とは、情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働くことができる
勤労形態をいう。 
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1-4-④ 高齢者への就労支援の充実 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○シルバー人材センターにおける就業機会の創出と拡大 

○就業者への技術指導、安全指導   ○女性の業務拡大 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

シルバー人材センターの登録者数 578人(H26) 700人 

シルバー人材センターの売上高 3.1億円(H26) 3.5億円 

シルバー人材センターの女性登録者数 124人(H26) 160人 
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（１）基本目標 

新しいひとの流れをつくる 

 

（２）数値目標 

指 標 基準値 目標値(H31) 

総人口 

※人口ビジョンにおける将来展望人口の達成 

94,200人 

(H31推計値) 
96,483人 

 

（３）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16

によるひとの流れを創出します。 
 

  

                                                   
16 「UIJターン」とは、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。 

 【分野２】宗像へのひとの流れづくり（重点分野） 
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（４）具体的な施策と取組み 

【施策1】地域資源を活かした移住・定住施策の推進  

 移住・定住施策のエリアとターゲットを整理したうえで、若い世代の定住や多世

代での同居の希望などに対応するため、民間事業者と連携した住宅開発の誘導や定

住を促進する制度の検討を行います。 
 また、文化、教育、子育て環境の充実等の宗像市の魅力を定住の要素のひとつと

して高付加価値化し市外に発信するとともに、離島体験や田舎暮らし体験等の機会

を提供することで、移住の促進を図っていきます。 
 

2-1-① 若い世代の定住化の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★市外転出者を対象とした事業の実施 

○定住ＰＲの実施          ○子育て家族向け交流事業の実施 

○住宅取得等補助制度による定住促進 ○住宅開発等の誘導 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

生産年齢人口（15-64歳人口） 

※人口ビジョンにおける将来展望人口の達成 

54,133人 

（H31推計値） 
55,228人 

 

2-1-② 三世代暮らしの推進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○三世代が安心して暮らせる宗像のライフスタイルの情報発信 

○三世代同居及び近居に係る補助制度の検討・実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

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 

 
2-1-③ 移住促進に向けた取組み（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★トライアルワーキングステイ事業17の実施 

○地域おこし協力隊18の募集の検討・実施 ○移住者をモデルに宗像暮らしを紹介 

○移住ポータルサイト19の構築 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

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 

 

                                                   
17 「トライアルワーキングステイ事業」とは、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。 
18 「地域おこし協力隊」とは、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。 
19 「移住ポータルサイト」とは、住宅情報や仕事情報などの移住に関する様々な情報を集約した、利便性
の高いウェブサイトをいう。 
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（１）基本目標 

子育て世代の出産・子育ての希望をかなえる 

 

（２）数値目標 

指 標 基準値 目標値(H31) 

年少人口（0-14歳人口） 

※人口ビジョンにおける将来展望人口の達成 

11,710人 

(H31推計値) 
12,897人 

安心して子育てができると感じる市民の割合 

（市民アンケート） 
53.1％(H26) 60.0％ 

 

（３）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。 
 

  

 【分野３】出産・子育て・教育環境づくり 
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（４）具体的な施策と取組み 

【施策1】 安心して産み、育てられる環境づくり  

 子育て世代が安心して出産、子育てができるよう、各種相談・支援体制の充実と

ワンストップサービス20化により、妊娠期から出産、子育て、就学期まで一貫した、

切れ目のない支援を行っていきます。 
 また、家庭、地域、保育所、幼稚園が連携した総合的な幼児教育21を推進し、小学

校教育への円滑な接続に向けた保幼小連携22を強化していきます。 
 

3-1-① 保幼小連携による幼児教育の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○「幼児教育振興プログラム23」の改定 ○保育参観、統一入学説明会の実施 

○「学びのめやす24」の作成・配布による保育士、教員への周知 

○「家庭向けパンフレット」による家庭への周知 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

保幼小連携事業の参加人数 243人(H26） 300人 

小学校を訪問した保育士・幼稚園教諭の 

年間延べ人数 
今後調査 今後設定 

 
3-1-② 保育・教育関係職員に対する研修の充実 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○保育・教育関係施設への研修費補助 

○市主催研修会の実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

研修会参加者数 420人(H26) 450人 

 
  

                                                   
20 「ワンストップサービス」とは、１箇所で必要とする手続きをすべて済ませることができるサービスを
いう。 
21 「幼児教育」とは、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。 
22 「保幼小連携」とは、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。 
23 「幼児教育振興プログラム」とは、家庭や地域社会を含む、０歳から小学校就学前までの幼児教育に関
わる保育所・幼稚園等のすべての機関を対象とした総合的な幼児教育の指針をいう。 
24 「学びのめやす」とは、保育所、幼稚園における幼児教育の成果を小学校生活に活かせるよう、保幼小
の接続期（年長児～小学1年生）を中心に「宗像の子どもたちをここまで育てよう」という保育士・教員

向けの市の統一のめやすをいう。 
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3-1-③ 子ども・若者支援センター（仮称）25の開設（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○子ども・若者支援センター(仮称)開設の検討・実施 

○子ども・若者支援センター(仮称)開設に向けた相談体制の強化 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

子ども・若者支援センター（仮称） 未開設 開設 

 
3-1-④ 多子世帯支援の充実 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○第3子以降の保育、教育、医療等の負担軽減策の検討 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

年少人口数（0-14歳人口） 
11,710人 

(H31推計値) 
12,897人 

 

  

                                                   
25 「子ども・若者支援センター（仮称）」とは、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。 
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【施策2】 宗像ならではの教育の推進  

 生きる力としての「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の確実な育成に向け

て小中一貫教育をさらに推進します。義務教育 9年間の学びの連続性を保障した教

育活動を全ての小中学校で進めていきます。 
 また、児童生徒の実態や地域の特性を活かし、中学校区ごとの特色化を図りなが

ら、家庭・地域と協働する小中一貫教育を推進していきます。 
 さらに、ICTを活用した授業や“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”などの

歴史資源を活かしたふるさと学習、国際的な視野を持ち活躍できるグローバル人材26

の育成、スポーツ団体と連携した体力づくりなど、宗像ならではの特色ある教育を

推進していきます。 
 

3-2-① 家庭・地域と協働する小中一貫教育の推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★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 

○市内外へ向けたＰＲ活動の展開 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

学校支援ボランティア年間活動人数 3,903人(H26) 5,000人 

学校公開日(学校の日)への年間参加人数 10,184人(H26) 11,000人 

 
3-2-② 学力向上総合プロジェクト 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★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 

○教員の資質向上策の実施 

○保護者や地域による学力向上の取組みの推進 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

全国学力学習状況調査における平均正答率 

(全国比)  
100％(H26) 105.0％ 

家庭学習をしない子どもの割合 

（宗像市学習意識調査） 
8.5％(H26) 0％ 

 
  

                                                   
26 「グローバル人材」とは、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。 
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3-2-③ ICTでわかる授業づくり、ICTを使いこなせる子どもの育成 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★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（再掲） 

★民間企業等と連携したICT機器活用の研究 

○学校現場のICT環境の整備     ○教職員研修の実施 

○外部人材活用の検討 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

授業が楽しいと感じる子どもの割合 

（ICTを活用した授業についての調査） 
70％(H26) 90％ 

授業がわかりやすいと感じる子どもの割合 

（ICTを活用した授業についての調査） 
81％(H26) 90％ 

ICT機器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 

（ICTを活用した授業についての調査） 

81％(H26) 90％ 

 
3-2-④ 異文化交流によるグローバル人材の育成（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★宗像国際育成プログラム27の実施   ★学生海外派遣研修の実施 

○外国人団体等との交流事業の実施 

○ホームステイ・ホームビジット28等の実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

異文化交流事業の実施件数 8件(H26) 16件 

国際交流関連ボランティアのマッチング 

件数 
0件(H26) 50件 

 
3-2-⑤ 「英語が使える宗像の子」の育成 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○英語教育実践モデル校での調査研究 

○教職員研修の実施         ○英語が使える場づくり 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

英語が好きな子どもの割合 

（宗像市学習意識調査） 
74％(H26) 80％ 

福岡県学力実態調査（英語）の平均正答率

（福岡県比） 
106％(H26) 110％ 

  

                                                   
27 「宗像国際育成プログラム」とは、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。 
28 「ホームビジット」とは、外国人が一般家庭へ宿泊を伴わずに訪問し、交流することをいう。 
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3-2-⑥ 豊かな心育成総合プロジェクト 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○道徳教育・特別活動の充実     ○読書活動の充実 

○生徒指導・教育相談の充実     ○地域への愛着を深める学習の推進 

○宗像市いじめ防止基本方針に基づく取組みの実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

自分にはよいところがあると感じている子 

どもの割合（宗像市学習意識調査） 
67％(H26) 80％ 

学校に行くのが楽しいと感じている子ども 

の割合（宗像市学習意識調査） 
88％(H26) 90％ 

 
3-2-⑦ スポーツ団体等と連携した体力向上の取組強化 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★スポーツ関係団体と連携した小学校への体力向上支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

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（全国平

均を100とした場合） 

99.7(H26) 100 
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（１）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 

 

（２）数値目標 

指 標 基準値 目標値(H31) 

人口集中地区内29の１haあたりの人口 57.2人(H22) 57.7人 

宗像市は暮らしやすいと思う市民の割合 

（市民アンケート） 
80.0％(H26) 90.0％ 

 

（３）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3031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。 
 

  

                                                   
29 「人口集中地区」とは、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。 
30 「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。 
31 「宗像版集約型都市構造」とは、本市が目指す多極連携の集約型都市構造のことをいう。本市では、市
中央を還流する釣川沿いの農地の後背となる丘陵部を中心に住宅地開発を行ってきたため、市街地や主要

な都市機能が分散して立地している。そのため、一極集中ではなく、地域の特性を踏まえた多極連携の集

約型都市構造の形成を目指している。 

 【分野４】まちづくりと安心な暮らしの確保 
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（４）具体的な施策と取組み 

【施策1】 宗像版集約型都市構造の形成  

 人口減少と高齢化が進む中、持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題

です。 
 将来を見据えた持続可能な都市構造へシフトするため、市の中心拠点の機能強化、

地域の拠点への都市機能や居住の誘導、拠点間を結ぶ公共交通網を充実させること

で、多極ネットワーク型のまちづくりを目指します。 
 

4-1-① 立地適正化計画32の策定と推進（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○立地適正化計画の策定       ○市街化区域33内における街中居住の推進 

○住宅団地34内におけるサービス付高齢者向け住宅の誘導 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

人口集中地区内の１haあたりの人口 

（5年後1％増加） 
57.2人(H22) 57.7人 

 
4-1-② 区域区分35の見直しの調査研究 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○中心拠点の土地利用の検討     ○産業用地の土地利用の検討 

○市街地縁辺部からの住み替えにかかる土地利用の検討 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

区域区分の見直し検討面積 0ha(H26) 27ha 

 
4-1-③ 公共交通網形成計画36の作成及び計画の実施 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○公共交通網形成計画の作成     ○計画項目の実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

公共交通網形成計画 未策定 策定 

 
  

                                                   
32 「立地適正化計画」とは、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。 
33 「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。 
34 「住宅団地」とは、主に高度経済成長期以降に都市再生機構や民間会社などにより計画的に建設された
集団住宅地をいう。 
35 「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。 
36 「公共交通網形成計画」とは、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。 
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4-1-④ 既存住宅団地の再生を目指した取組み（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★民間企業等と連携した団地再生事業の検討・実施 

★UR日の里団地の福祉機能の強化 

○マイホーム借上制度の推進     ○空き家活用実証実験 

○空き店舗利活用の推進       ○街なか居住、住替えの促進 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

日の里地区及び自由ヶ丘地区の戸建て住宅 

の空き家の減少(前年比5％減少) 

日の里132戸 

自由ヶ丘182戸 

(H26) 

日の里102戸 

自由ヶ丘141戸 

 
4-1-⑤ 空き家空き地の流通促進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○空き家対策基本計画の策定     ○住宅セミナーの実施 

○空き家空き地バンクの利用促進   ○住宅性能評価制度等の活用推進 

○シェアハウスなど空き家活用方策の検討・実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

中古住宅取引件数 225件（H22） 5年間で1,200件 

空き家・空き地バンク取引成立件数 10件(H26) 5年間で75件 

 
4-1-⑥ 共同住宅の利活用促進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○共同住宅実態調査の実施 

○共同住宅ストックの利活用方策の検討・実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

共同住宅の空き家率 13.9％（H25） 13.0％ 

 
4-1-⑦ 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 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★公共施設運営へのPPP37手法の活用の検討 

○公共施設アセットマネジメント推進計画の実践 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

公共施設アセットマネジメント推進計画38

における大規模改修の実施率 
― 100％ 

 
                                                   
37 「PPP」とは、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。 
38 「公共施設アセットマネジメント推進計画」とは、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。 
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4-1-⑧ 中心商業地等の活性化 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○空き店舗の現状調査と店舗誘導策の検討 

○地元関係団体との協議し、誘導策を検討 ○活性化に取り組むイベントへの補助 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

JR赤間駅前新規出店数 ― 5年間で5店舗 

JR東郷駅前新規出店数 ― 5年間で5店舗 

活性化事業件数  ― 5年間で20件 
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【施策2】 地域での安心な暮らしの確保  

 地域の日常生活を支えるため、地域包括ケアシステム39の構築に向け、地域拠点単

位での都市機能や生活機能の充実を進めます。 
 また、地域住民による防災の取組みを支援することで、安心な暮らしの充実を図

ります。 
 

4-2-① 地域単位での買い物支援 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○現状調査と店舗誘導策の検討    ○地元関係団体と協議し、誘導策を検討 

○買い物代行や宅配、出張販売などの支援策の研究 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

買い物支援事業数 ― 5年間で5件 

 
4-2-② 日常生活圏域における地域包括支援センター40の設置 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○未設置圏域への設置準備 

○地域包括支援センターの新規設置 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

地域包括支援センターの設置数 1箇所(H26) 6箇所 

 
4-2-③ 地域住民主体の健康づくり支援 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○健康意識に関する普及啓発     ○保健士、栄養士の地域アウトリーチ41事業 

○健康寿命延伸効果の検証 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

特定健診受診率 33.7％(H25) 60％※1 

特定保健指導実施率 29.1％(H25) 60％※1 

地域の健康増進活動への参加者数 13,753人(H26) 増加※2 

 ※1 「特定健康診査等実施計画」のH29目標値。同計画見直し時にH31目標値も見直し。 
※2 「第2次健康むなかた21」（第2次宗像市健康増進計画）における中間評価時目標。 

 
  

                                                   
39 「地域包括ケアシステム」とは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制

のことをいう。 
40 「地域包括支援センター」とは、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。 
41 「アウトリーチ」とは、公共機関が行うサービスを地域や現地で行うことをいう。 
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4-2-④ 地域防災活動への支援 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○緊急情報伝達システムの登録勧奨及び周知 

○自主防災組織の訓練等への指導及び助言 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

緊急情報伝達システムの登録者数 4,202人(H26) 5,000人 

自主防災組織訓練等への支援活動回数  46回(H26) 50回 

居住地区の避難場所を知っている住民の割

合（市民アンケート） 
75％(H26) 100％ 
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【施策3】 魅力ある地域づくりとそれを支えるひとづくり  

 歴史、観光、文化、芸術など、様々な資源を活かした魅力ある地域づくりを進め

ます。また、それを支える地域の人材や市内外の大学など、様々な人材が活躍でき

る仕組みづくりを図ります。 
 コミュニティにおいては、それぞれの地域が主体となって地域計画として策定し

た「まちづくり計画」の実現に向けた取組みの支援や地域活動への支援、地域創造

ビジネス42など新たな手法を活用した地域の活性化を図ります。 
 

4-3-① 市民が輝く事業の実施 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○地域イベントの実施支援      ○市民活動補助制度の充実 

○協働委託の充実          ○市民参画制度の見直し 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

住民参加による地域イベントの実施数 36件(H26) 5年間で180件 

市民活動への補助事業数 25件(H26) 5年間で150件 

市民参画手続に関する件数 20件(H26) 5年間で20件 

 
4-3-② 市の魅力となる文化芸術の創出（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★子育て世代を対象とした文化サロンの実施 

○文化芸術のまちづくり10年ビジョン重点プロジェクトの実践 

○市民音楽祭の充実         ○市民協働の文化芸術イベントの創出 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

文化芸術イベントにおける市民の参画者数 195人(H26) 300人/年 

文化サロン参加者数 ― 100人/年 

 
4-3-③ 地域の人材の発掘と活躍の仕組みづくり 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○人材育成講座の企画・開催     ○連携、協働事業の企画・開催 

○ボランティアネットワークの充実 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

人材育成講座の受講者数 
188人 

（H23～H26） 
5年間で200人 

連携、協働による事業実施数 2件(H26) 5年間で15件 

ボランティアネットワーク登録者数 1,024人(H26) 1,200人 

 
  

                                                   
42 「地域創造ビジネス」とは、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。 
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4-3-④ 大学との協働の推進 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

★市内外の大学との連携、協働事業の実施 

★学生ボランティアを活用した事業の企画・実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

大学との連携事業数 2件(H26) 5年間で12件 

事業に参加した大学生数 ― 5年間で250人 

 
4-3-⑤ 地域創造ビジネスへの支援（重点取組） 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○地域創造ビジネス手法の研究 

○地域創造ビジネス実践の支援 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

地域創造ビジネス件数 ― 5年間で10件 

新規就労者数 ― 5年間で20人 

 
4-3-⑥ まちづくり計画43実践への支援 

          主な内容 （★印は産学官民等との連携） 

○地域との懇談の実施        ○提案事項の事業化 

○提案事業の実施 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値(H31) 

地域との懇談開催数 ― 5年間で20箇所 

地域との懇談による事業数 ― 5年間で10事業 

 
 

                                                   
43 「まちづくり計画」とは、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。 


