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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

 

世界文化遺産登録をきっかけとした宗像・大島創生プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 

  宗像市 

 

３ 地域再生計画の区域 

 

  宗像市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 

 本市は、福岡市と北九州市の両政令指定都市の中間に位置しており、両市のベッ

ドタウンとして発展してきた。また、2017年の世界文化遺産登録を目指す『「神宿

る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』をはじめとした歴史遺産、海、山、島といった

自然、全国有数の売上を誇る「道の駅むなかた」といった観光資源を有し、観光の

まちとしても発展を続けている。 

 また、離島である大島島内には、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の構

成資産である「宗像大社中津宮」、「宗像大社沖津宮遙拝所」が存在する。福岡県、

宗像市、福津市、経済団体、地元関係者等で構成される「宗像・沖ノ島と関連遺産

群」世界遺産推進会議が平成 26 年に実施した世界遺産登録に伴う来訪者対策調査

によると、世界文化遺産登録後の構成資産及び関連施設では、類似する世界遺産の

分析事例を踏まえ、３～４倍の来訪者の増加が予測されるため、大島への観光目的

での来島者数は現在の約 140人／日（通常の土日）から３倍の約 420人／日（通常

の土日）に増加することが見込まれる。 

 しかし、地域産業を担う若年層の人口については、10代後半から 20代前半での

都市部への転出超過が続いており、特に大島地区では若年層をはじめとした生産年

齢人口の減少が著しい状況である。これは、大島地区特有の漁業、宿泊業等の地域

産業が雇用の受け皿となっていないことが要因であると推察される。 

 本事業は、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の 2017 年の世界文化遺産

登録を島の活性化、特に産業活性化の好機と捉え、大島の農水産物を活かした特産

品開発・販売を行う『特産品開発販売支援事業』と、その特産品の活用や漁業協同
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組合、地域コミュニティ、その他関係団体と連携して地域産業への経済効果の波及

を図る『島内消費拡大事業』とを一体的なプロジェクトとして実施することで、大

島地区の産業の活性化、雇用機会の創出に繋げることにより、人口減少に歯止めを

かけることを目的とするものである。 

【数値目標】 

事業 島内消費拡大事業 特産品開発販売支援事業 

年月 
KPI 

大島観光消費額 

（島内昼食） 
特産品販売額 

申請時 728千円 0千円 H28.3 

初年度 1,069千円 384千円 H29.3 

２年目 9,555千円 1,152千円 H30.3 

３年目 13,104千円 2,305千円 H31.3 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 

５－１ 全体の概要 

 

 大島島内の昼食提供体制を整えるとともに、多様な利用者ニーズに合わせた情報提

供や快適に巡ることができる観光地づくりを進め、滞在時間の長期化と島内消費の拡

大を図る。 

 また、大島の農水産物を活かした特産品や加工品を開発し、新たな販路で販売する

ことで、島内事業者の収入の増加と雇用の場の拡大を図る。 

 これらの事業と併せ、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の世界遺産大島ガ

イダンス施設（仮称）を整備、運営することで、総合的な事業展開による島全体の活

性化に加え、島の産業の活性化、雇用機会の創出を図る。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する特例（内

閣府）：【Ａ２００７】 

（１） 事業名：世界文化遺産登録をきっかけとした宗像・大島創生プロジェクト 

 

（２） 事業区分：地域産業の振興 

 

（３） 事業の目的・内容 

（目的） 

 本市は、福岡市と北九州市の両政令指定都市の中間に位置しており、両市のベ
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ッドタウンとして発展してきた。また、2017年の世界文化遺産登録を目指す『「神

宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』をはじめとした歴史遺産、海、山、島とい

った自然、全国有数の売上を誇る「道の駅むなかた」といった観光資源を有し、

観光のまちとしても発展を続けている。 

 また、離島である大島島内には、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の

構成資産である「宗像大社中津宮」、「宗像大社沖津宮遙拝所」が存在する。福岡

県、宗像市、福津市、経済団体、地元関係者等で構成される「宗像・沖ノ島と関

連遺産群」世界遺産推進会議が平成 26 年に実施した世界遺産登録に伴う来訪者

対策調査によると、世界文化遺産登録後の構成資産及び関連施設では、類似する

世界遺産の分析事例を踏まえ、３～４倍の来訪者の増加が予測されている。大島

への観光目的での来島者数は現在の約 140人／日（通常の土日）から３倍の約 420

人／日（通常の土日）に増加することが見込まれる。 

 しかし、地域産業を担う若年層の人口については、10 代後半から 20代前半で

の都市部への転出超過が続いており、特に大島地区では若年層をはじめとした生

産年齢人口の減少が著しい状況である。これは、大島地区特有の漁業、宿泊業等

の地域産業が雇用の受け皿となっていないことが要因であると推察される。 

 本事業は、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の 2017 年の世界文化遺

産登録を島の活性化、特に産業活性化の好機と捉え、大島の農水産物を活かした

特産品開発・販売を行う『特産品開発販売支援事業』と、その特産品の活用や漁

業協同組合、地域コミュニティ、その他関係団体と連携して地域産業への経済効

果の波及を図る『島内消費拡大事業』とを一体的なプロジェクトとして実施する

ことで、大島地区の産業の活性化、雇用機会の創出に繋げることにより、人口減

少に歯止めをかけることを目的とするものである。 

 

（事業の内容） 

・島内消費拡大事業 

 大島島内には約 10 件の民宿が営業しているが、昼食を提供する民宿や飲食

店が少ないため、島外での昼食の選択や弁当等の持ち込みによる来島者が多い。

また、現地での観光情報や飲食店情報等を十分に提供できていなことも加わり、

滞在時間の長時間化に繋がっていない。 

 この対策として、島内の昼食を提供する飲食店、民宿の連携強化などの体制

を一体的に整えるとともに、島の玄関口である神湊ターミナルに観光情報を映

像で提供するデジタルサイネージ（電子看板）を設置し、島内飲食店等の情報

及び島内交通体系を含めた観光地等の観光情報を即時に情報提供することで、

世界文化遺産の構成資産や観光地などに誘導し、滞在時間の長時間化を図りな

がら、島内飲食店等の利用促進を図ることで、昼食利用による島内飲食店等へ
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の消費拡大を図る。 

 また、滞在時間の長期化に繋げる情報提供の仕組みとしては、タッチパネル

式のデジタルサイネージを採用することで、利用者は「見る」「遊ぶ」「食べる」

といったカテゴリ別に欲しい情報を簡易に取得することができ、多様化する利

用者ニーズに合わせた情報提供を行うこととする。 

 さらに、無線 LANスポットの整備、世界遺産を紹介するサイン等の整備を行

うことで、外国人観光客や初めての来島者が、島の時間を楽しめる環境づくり

を行い、滞在時間の長期化を図る。 

 このことにあわせて、島内の公共トイレの改修や観光施設の景観整備などを

行うことで快適性を向上させる取り組みも実施する。 

 この事業により、島内に新たな切り口での産業を産み出すことで、島内の観

光消費額を増加させ、島内経済を活性化させるとともに、雇用の拡大を図る。 

 

・特産品開発販売支援事業 

 これまで、主に一次産品として販売していた大島の農水産物について、高付

加価値化した加工品として販売できるよう、関係者と共同し特産品開発を行う。 

 特産品開発及び販売の主体は農業者や漁業者であり、市は特産品開発に必要

となる真空パック機及びアルコール冷凍機を購入することで開発を支援する。

また、同設備を設置する「海洋体験施設うみんぐ大島」の指定管理者である株

式会社むなかた大島や島の振興に寄与する団体である元気な島づくり事業推

進協議会、漁業協同組合等が特産品開発の技術的支援と販路開拓を担うことと

なるが、販売企業へのマッチングなど販路開拓への支援や商品ブラッシュアッ

プ支援、情報発信への支援については市も積極的に支援することとしている。 

 開発する特産品は、市場のニーズがあることが証明されている刺身の調味料

漬け等の商品、飲食店等の事業者向けの冷凍加工品、農産物加工品等を想定し

ている。 

 販売については、来島者向けの土産物（特産品）としての販売、市外の個人

や飲食店等の事業者をマーケットとした冷凍加工品の販売、年間 2.9億円（平

成 27 年度）の実績がある宗像市ふるさと納税の返礼品としての販路開拓など

を計画している。設備の更新は販売額をもとに漁業者等が行うことを予定して

おり、将来的には事業の自立を目指す。 

 この事業により、島内事業者の収入の増加を図るとともに、島内販売場所で

の雇用の場の拡大を図る。 

 

→各年度の事業の内容 

島内消費拡大事業 
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 初年度）民宿組合と昼食提供体制やＰＲ手法等を検討。島内民宿で一体的な

昼食提供開始。併せて神湊ターミナルにデジタルサイネージ設置、

観光トイレ改修、観光施設の景観整備、観光インフォメーション機

能の強化。 

 ２年目）ＰＲ手法の改善。飲食店や民宿によるご当地メニューの共同開発や

フェア等を検討、実施。Wi-Fi（無線 LAN）スポット整備。世界遺産

紹介サイン看板整備。観光施設の景観整備。観光インフォメーショ

ン機能の強化。 

 ３年目）利用者の声やこれまでの実績を踏まえ、提供体制、ＰＲ内容を改良。

世界遺産紹介サイン看板整備。観光施設の景観整備。観光インフォ

メーション機能の強化。 

 

特産品開発販売支援事業 

 

 初年度）関係者と特産品開発と販売戦略について検討。市で真空パック機及

びアルコール冷凍機を購入し、特産品開発に着手。並行して販路開

拓を開始。 

 ２年目）販売戦略に基づき開拓した新たな販路で出荷開始。島内の販売所整

備の検討、企業マッチング、品評会の開催支援の検討。 

 ３年目）販路の開拓。利用者の声やこれまでの実績を踏まえ、実施体制等を

改善。 

 

（４） 地方版総合戦略における位置付け 

 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。）では、

「地域経済対策・しごとづくり」分野において地域資源を活かした産業の活性化

に取り組むこととしており、本プロジェクトは総合戦略の「観光の活性化」及び

「水産業の活性化」に一体的に取り組むものである。また、総合戦略の基本目標

として、「市内事業所従業者数」（現状 23,203人の維持）、「市内総生産」（現状：

2,200億円→H31：2,250億円）を、ＫＰＩとして「観光による市内消費」（現状：

44億円→H31：50億円）を定めており、大島地区の産業化を直接的に活性化させ

る本プロジェクトは、まさにこの目標の達成に直接寄与するものである。 

 

（５） 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（KPI）） 

事業 島内消費拡大事業 特産品開発販売支援事業 

年月 
KPI 

大島観光消費額 

（島内昼食） 
特産品販売額 
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申請時 728千円 0千円 H28.3 

初年度 1,069千円 384千円 H29.3 

２年目 9,555千円 1,152千円 H30.3 

３年目 13,104千円 2,305千円 H31.3 

 

（６） 事業費 

                                （単位：千円） 

島内消費 

拡大事業 

年度 H28 H29 H30 

事業費計 34,250 32,500 11,500 

区分 
委託料 14,250 5,500 3,500 

工事請負費 20,000 27,000 8,000 

 

特産品開発 

販売支援事業 

年度 H28 H29 H30 

事業費計 5,616 2,500 2,500 

区分 
委託料 0 2,500 2,500 

備品購入費 5,616 0 0 

 

（７） 寄附の見込額 

                                （単位：千円） 

島内消費 

拡大事業 

年度 H28 H29 H30 

事業費計 34,250 32,500 11,500 

寄附額計 500 500 500 

寄附法人 不動産業 500 500 500 

 

特産品開発 

販売支援事業 

年度 H28 H29 H30 

事業費計 5,616 2,500 2,500 

寄附額計 500 500 500 

寄附法人 不動産業 500 500 500 

 

（８） 事業の評価の方法（PDCAサイクル） 

（評価の手法） 

 事業の KPI である観光入込客数及び特産品開発数について、実績値を公表

する。また、当市の「宗像市総合計画等推進委員会」（有識者、市民代表で構

成）において、事業の結果を検証し、改善点を踏まえて次年度の事業手法を

改良することとする。 



7 

 

（評価の時期・内容） 

 事業実施の翌年度７月に「宗像市総合計画等推進委員会」による効果検証

を行い、翌年度以降の取組方針を決定する予定である。 

（公表の方法） 

 目標の達成状況については、検証後速やかに宗像市公式ＷＥＢサイト上で

公表する。 

 

（９） 事業期間   平成２８年９月 ～ 平成３１年３月 

 

５－３ その他の事業 

 

地域再生法による特別の措置を活用するほか、「世界文化遺産登録をきっかけとし

た宗像・大島創生プロジェクト」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に

行うものとする。 

 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該当無し 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）世界遺産大島ガイダンス施設（仮称）整備・運営事業 

事業概要  本事業は、『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の 2017 年

の世界文化遺産登録後の来島者対策として世界遺産大島ガイダン

ス施設（仮称）の整備を行う。また、整備後の運営についても、「島

内消費活動事業」「特産品開発販売支援事業」と連携し、総合的に

事業展開を行うことで、大島の活性化に取り組む。 

更に、施設の目的である世界遺産大島ガイダンスを達成するため

には、施設運営に対して沖ノ島をはじめとする構成資産を有する大

島ならではの付加価値をつける必要があることから、大島地区に運

営面のサポートをお願いするなどし、結果として地元雇用の促進を

図る。 

実施主体 宗像市 

実施期間 平成２８年度～ 

 

６ 計画期間 

 

地域再生計画認定の日から平成３１年３月３１日まで 
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７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

 事業の KPIである観光入込客数及び特産品開発数について、実績値を公表する。ま

た、当市の「宗像市総合計画等推進委員会」（有識者、市民代表で構成）において、

事業の結果を検証し、改善点を踏まえて次年度の事業手法を改良することとする。 

 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 事業実施の翌年度７月に「宗像市総合計画等推進委員会」による効果検証を行い、

翌年度以降の取組方針を決定する予定である。 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

 目標の達成状況については、検証後速やかに宗像市公式ＷＥＢサイト上で公表する。 


