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序章  

１．計画策定の背景・目的 

宗
むな

像
かた

市は、福岡県の北部、福岡市と北九州市の両政令指定都

市の中間に位置する交通至便な住宅都市である。市域は九州本

土側の内陸部と、離島である大島
おおしま

・地
じの

島
しま

・勝島
かつしま

・沖ノ島
おきのしま

の４島

からなり、内陸部は北を玄界灘に面し、他の三方向を山々に囲

まれており、風光明媚な風土に悠久の歴史が息づいている。 

古墳時代には、日本と大陸の対外交流を進めるヤマト王権と

のつながりをきっかけに躍進した宗像氏は、優れた航海技術を

持つ宗像海人
かいじん

族を束ね、ヤマト王権のもと、４世紀後半に始ま

る沖ノ島での国家的祭祀に関わり勢力を築いていった。宗像氏

は、宗像大社（沖津宮
おきつみや

・中津宮
なかつみや

・辺津宮
へ つ み や

）の成立にも関係し、中世には宗像一円を支配するとともに多

数の祭礼を執り行い、動乱の戦国期においても領地・領民をよく守った。その後宗像氏の直系は途絶え

るが、宗像大社の祭礼は形を変えつつ受け継がれ、現在は漁村集落や農村集落の暮らしとともにある行

事として息づいている。 

このような歴史的背景を受け、本市は、歴史・観光に関する

情報発信や市民活動の支援などを推進してきた。平成 27年

（2015）に策定した第２次宗像市総合計画では、将来像を「と

きを紡ぎ躍動するまち」とし、将来像の考え方の１つとして「歴

史文化を継ぎ育むまち」を掲げている。 

このようななか、平成29年（2017）７月に「『神宿る島』宗

像・沖ノ島と関連遺産群」の世界文化遺産登録が決定したが、

市内各所において、歴史的な建造物が失われて空地になったり、

歴史的なまちなみとは不釣り合いな建築物等が建築されたり、高齢化等により祭礼行事が維持できなく

なるなど、歴史的風致が失われている例も見られている。今後、このような状況が放置され続けたなら

ば、世界遺産のあるまち宗像が誇る固有の伝統的文化の喪失、郷土意識や地域の活力の低下といった、

取り返しのつかない重大な損失を被るおそれがある。 

そのため、文化財保護部局とまちづくり部局の緊密かつ横断的な連携の下、文化財の保存及び活用、

歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業の実施、その他の措置を講ずることにより、総合的かつ一

体的な計画に基づき地域の伝統や文化を活かしたまちづくりを進め、地域における歴史的風致の維持及

び向上を図ることが重要である。そこで、本市が有する歴史文化資産を活かしたまちづくりの積極的な

推進を図るため、宗像市歴史的風致維持向上計画を策定し、歴史的風致の維持及び向上に必要な取組を

推進する。 

２．計画期間 

本計画の期間は、平成30年（2018）度～平成39年（2027）度とする。 

沖ノ島 

御嶽山展望台からの眺望（地島方面） 
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第１章 宗像市の歴史的風致形成の背景 

１．自然的環境 

本市は、福岡県の北部に位置し、沖合には大島、地島、勝島、

沖ノ島などの離島がある。市域面積は 11,991haであり、うち離

島面積は 1,001haである。北は玄界灘に開け、その他は標高 200

～400m前後の山々や丘陵に囲まれた盆地の形成を成し、市中央を

釣川が貫流している。離島は、沿岸部からすぐに険しい斜面が続

き、平地に乏しい地形である。 

植生の分布は、海岸は自然裸地の砂浜であり、その背後はクロ

マツ植林(さつき松原)となっている。釣川とその支流沿いはほぼ

田園が占めている。 

２．社会的環境 

明治 22年（1889）の市町村制施行により、当地方は 12

村に再編成され、大正14年（1925）までに３町８村となっ

た。その後、昭和29年（1954）に内陸部に位置する２町４

村の合併により宗像町が、同30年（1955）に沿岸部の１町

３村の合併により玄海町
げんかいまち

が誕生した。昭和56年（1981）に

は宗像町が旧宗像市となり、平成15年（2003）に旧宗像市

と玄海町が合併し、現市域の骨格となる宗像市が誕生した。

さらに、平成 17年（2005）に大島村
おおしまむら

が宗像市に編入され、

現在に至っている。 

人口は 96,516人であり、就業人口は、43,407人（分類

不能の産業2,059人を含む）となっている。（平成27年（2015）時点） 

農業では、釣川流域に広がる田園地帯における稲作をはじめ、麦・大豆を中心にした土地利用型農業

や、これに野菜や果樹等を組み合わせた複合型農業、イチゴやトマトなどの施設園芸等が盛んであり、

多様な農産物が生産されている。 

漁業では、沿岸部は、古くから漁業が盛んな地域で、神湊、鐘崎、大島、地島と福津市の福
ふく

間
ま

、津
つ

屋
や

崎
ざき

、

勝
かつ

浦
うら

の７漁村は「宗像七浦」と総称されている。主要な海産物にはブランド化されているトラフグやア

ジをはじめ、ワカメやメカブ、アカモク等の海藻類もある。 

観光面をみると、宗像大社、鎮
ちん

国
こく

寺
じ

、宗
そう

生
しょう

寺
じ

などの社寺や、旧唐津街道沿いの赤間宿、原町
はるまち

のまちな

みなど貴重な歴史文化資産を有しており、特に宗像大社は、本市の歴史・文化のシンボルであるととも

に、重要な観光資源でもある。平成 29年(2017)に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」として日

本で21番目の世界遺産に登録され、構成資産となっている宗像大社及びその周辺を保全する取り組みを

進めている。 

  

東郷町

赤間町

宗像町 宗像市

宗像市

神湊町

玄海町
宗像市

東郷村

赤間村

吉武村

河東村

宮田村

神湊村

田島村

池野村

岬村

大島村

神興村（ 一部）

南郷村

野坂村

明治22年（ 1889） 大正14年（ 1925）

昭和29年（ 1954）

昭和30年（ 1955）

昭和56年（ 1981）

平成15年（ 2003）

平成17年（ 2005）

明治31年（ 1898）

明治44年（ 1911）

明治39年（ 1906）

図 本市の位置 

図 市の沿革（資料：『日本歴史地名大系第四一巻 
福岡県の地名』（平凡社，2004）） 
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３．歴史的環境 

（１）原始 

宗像地域における人の生活の起源は、発掘された遺跡などから約３万年前から１万年前の後期旧石器

時代と考えられており、市内の遺跡等でナイフ形石器や台形石器が発見されている。 

縄文時代に入ると、氷河期の終焉とともに海面が上昇したため、海が釣川沿いに内陸部まで入り込ん

だとされ、縄文時代前期（4700年前）の海岸線が推定されている。また、入海周辺の平野部が居住地と

して活用されていたとされており、釣川中流域では縄文時代の遺構は発見されていない。 

縄文時代後期の遺跡としては、鐘崎貝塚が挙げられる。昭和８年（1933）頃から貝塚として認識され、

海水産・淡水産の貝類、魚骨、獣骨などが出土し、海や山に生きる縄文人の暮らしぶりをうかがい知る

ことができる。 

弥生時代には、気候の変化とともに海岸線が後退し、内陸部に平野が形成された。また、同時期に稲

作技術が伝来し、釣川中流の丘陵や河成段丘上に集落が形成されている。 

前期初頭の東郷登リ立
とうごうのぼりたて

遺跡では、環濠集落の成立がみられる。また、田
た

久
く

松
まつ

ケ
が

浦
うら

遺跡では、朝鮮半島

に起源を有する石槨
せっかく

墓
ぼ

も確認され、朝鮮半島との密接な交流が推察される。 

 

図 縄文時代の宗像の地勢（資料：宗像市史） 
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古墳時代は、宗像氏がヤマト王権と結びつき、大きく成長した

時期である。４世紀後半から沖ノ島で航海の安全を願い国家的祭

祀が始まったとされ、優れた航海技術を持つ宗像海人族を束ねて

いた宗像氏がヤマト王権の国家的祭祀に深く関わっていった。 
沖ノ島での国家的祭祀を担った人々の墓は、釣川流域に多数存

在し、これまで前方後円墳22基、円墳約2,000基、横穴墓約200

基が確認されている。また、宗像地域に見られる古墳の石室構造

は、極端に深い墓坑と天井の高い玄室、石材を平積みにする玄門

に特徴があり、宗像型石室と呼ばれ知られている。 

 
（２）古代 

一地方豪族から発生した宗像氏は、古

墳時代のヤマト王権とつながりをもっ

たことをきっかけに、中央政権との関係

を強固なものにしていく。 
中央政権の律令制下において、宗像郡

内でも条里制が施行され、郡内には十四

郷があったとされ、うち七郷が現在の市

内にあったと推定されている。 

宗像氏が支配した宗像郡は６世紀中

頃あたりから、「神郡」に認められるよ

うになる。宗像郡は宗像大社の神域とさ

れ、九州唯一の神郡として様々な特権が

与えられた。宗像氏は、郡司とともに宗像大社の神主を兼務し、宗像郡の行政権と宗像大社の祭祀権を

一手に握り、強力な地域支配を行っていく。 

 
（３）中世 

宗像大宮司家による支配は、天延２年（974）に大宮司職が設置された後、鎌倉時代、室町時代、戦国

時代を経て、天正14年（1586）に宗像氏
うじ

貞
さだ

が没するまで続くこととなる。 

大宮司家による海の支配は、浦や島に沙汰人を置く直轄管理で行われていた。日宋貿易の拠点は小呂

島の他、「唐防」の地名が残り多量の輸入陶磁器が出土した西ノ後遺跡のある津屋崎漁港周辺と考えられ

ている。 

南北朝の動乱期、大宮司家においても内紛が続いた。その一方、宗像の地では、宗像大社辺津宮や浜

殿を中心に、盛大な祭礼が行われていた。史料には、正平23年（1368）、一年間の宗像宮年中行事が5,921

度とある。一年間の宗像大社関係の祭礼は、膨大な数であったことがうかがえる。 

戦国時代に入り、九州は大友、島津、竜造寺三氏が互いに対立する状態になるが、次第に島津氏の勢

力が圧倒的な強さを持つようになる。このような状況の中で、宗像氏貞は城を築き領地の守りを固める

とともに、領内神社の創建や修理にも努め、天正６年（1578）には宗像大社の辺津宮本殿を再建した。 

古代祭祀が行われた沖ノ島 

奈良時代の神郡 
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天正15年（1587）に九州平定を成し遂げた秀吉は、宗像氏に対して、一定規模の社領を認めただけで、

大宮司家の家臣団組織や領地の支配を認めなかったことにより、宗像氏の領主支配は終焉を迎えた。 

（４）近世（江戸時代） 

九州平定後、秀吉の命により小
こ

早
ばや

川
かわ

隆
たか

景
かげ

が筑前に入国、文
ぶん

禄
ろく

４年（1595）に跡を継いだ養嗣子の小早

川秀
ひで

秋
あき

が名島城に入城すると、宗像郡は隆景の隠居領となった。隆景は、天正 18 年（1590）に宗像大

社辺津宮の拝殿を寄進している。 

関ヶ原の合戦後は、慶
けい

長
ちょう

５年（1600）の黒田
く ろ だ

長政
ながまさ

筑前入国以降、宗像郡は福岡藩の体制下に組み込ま

れ、長政の父、黒田如
じょ

水
すい

が宗像郡に隠居領を持ち、その後は近代に至るまで、農村・漁村としての性格

が強まっていく。 

漁村部では、福岡藩が城下町以外を郡方・浦方に区分し、

浦奉行が支配する浦方では、漁業や海運業、またはそれらに

伴う商業が生業として営まれた。神湊、鐘崎、大島、地島、

津屋崎等の各浦は「宗像七浦」に数えられた。鐘崎は日本海

沿岸における海女発祥の地とも伝えられている。農村や漁村

に対して、商いとしての賑わいを見せたのが唐津街道沿いの

赤間宿である。赤間宿は唐津街道と赤間往還（木屋瀬で長崎

街道に接続するもの）の分岐点に位置する。 

（５）近・現代（明治時代以降） 

昭和 36年（1961）に国鉄鹿児島本線が電化されたのと時

を同じくし、当時の宗像町は、福岡・北九州両市への通勤圏

として注目された。県の協力のもとまとめられた都市計画案

は、誘致が進んでいた森林都市団地（現自由ヶ丘地区）、住

宅公団団地（現日の里地区）、福岡学芸大学統合地の３つの

大規模事業を中心にまちづくり構想を練ったものであった。 

福岡・北九州両市との位置関係からベッドタウンとして発

展する一方で、東海大学福岡校（現東海大学福岡短期大学）

の開校、福岡教育大学の転入、日本赤十字国際看護大学など

の開校にともない、学園都市としての基盤も整っていった。 

近年では、宗像市・福津市・福岡県の三者連携により、沖ノ島をはじめとする国史跡「宗像神社境内」

や福津市の国史跡「新原
しんばる

・奴山
ぬ や ま

古墳群」を核とした世界遺産登録に向けた取り組みを進めるため、平成

18年（2006）に「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録に向けた担当部署を設置した。その後平

成29年（2017）に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」として世界遺産の登録に至っている。 

  

日本海沿岸の海女発祥の地「鐘崎」 

開発中の日の里団地（昭和46年頃） 
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４．文化財等の分布状況 

本市には、平成29年（2017）９月末現在68件の国指定、県指定、市指定の文化財がある。国宝に指

定された沖ノ島の祭祀品を筆頭として、宗像大社や各地域に点在する古墳群など、歴史や風土に深く根

ざした貴重な遺物や遺跡が多く存在しており、後世にも伝え続けるべき価値のある文化遺産として注目

されている。また、天然記念物としては、沖の島原始林及びカンムリウミスズメ生息地として同島のほ

ぼ全域が国天然記念物に指定されているほか、神社境内の単木や社寺林など、全部で14件が指定されて

おり、その内訳は国指定２件、県指定８件、市指定４件となっている。特に、平成29年（2017）に「『神

宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が世界遺産に登録され、沖ノ島をはじめとする国史跡宗像神社境

内等が構成資産となっており、この中には重要文化財である宗像神社辺津宮本殿、宗像神社辺津宮拝殿

のほか、県指定文化財である宗像神社中津宮本殿が含まれている。 

 
表 指定文化財件数 

部門 種別 国指定 県指定 市指定 合計 

有形文化財 

建造物 2 1 4 7 
絵画  1 1 2 
彫刻 3 4 8 15 
工芸品 1 2  3 
書跡 1  2 3 
古文書 1   1 
考古資料 4 3 1 8 
歴史資料   1 1 

民俗文化財 
有形民俗文化財  1  1 
無形民俗文化財  1 3 4 

史跡名勝天然記念物 
史跡 3  6 9 
天然記念物 2 8 4 14 

合計 17 21 30 68 
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第２章 宗像市の維持向上すべき歴史的風致 

 

神湊地区・鐘崎地区など沿岸部や離島の浦々、山里に位置する赤間地区・吉武地区には、交流の歴史

を背景に互いに影響しあいながら形成され発達していったまちなみや集落が良好に残されている。これ

らの地域には地域の歴史を反映した建造物が存在し、その周辺では、今日でも各地域の歴史や伝統を反

映した活動が続けられており、本計画では４つの歴史的風致を取り上げる。 

       
 

 

図 宗像市の維持向上すべき歴史的風致 
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１．宗像大社ゆかりの歴史的風致 

 

 

宗像大社は沖ノ島に位置する沖津宮と大島に位置する中津宮、九

州本土に位置する辺津宮の三宮の総称で、全国で約 6,400社ある宗

像三女神を祀る神社の総本社である。三宮それぞれの社殿には宗像

三女神が鎮座し、沖津宮には田心姫神
たごりひめのかみ

、中津宮には湍津
た ぎ つ

姫
ひめの

神
かみ

、辺津

宮には市
い

杵
ちき

島
しま

姫
ひめの

神
かみ

が祀られている。 

現在、宗像大社の祭事は年間を通じ約 40ある。辺津宮で 10月１

日から10月３日にかけて行われる秋季大祭、12月の古式祭、大島の

中津宮で８月７日行われる七夕祭などは、氏子や崇敬者に支えられ

今日まで受け継がれてきた祭事である。 

なかでも、秋季大祭は、地元に古くから親しまれ宗像大社の年間祭

事の中で最も賑わう祭事となっており、中津宮と沖津宮の神様が大島

の中津宮から九州本土の辺津宮まで御神幸される「みあれ祭」で幕を

開ける。みあれ祭は地元住民の協力により昭和37年（1962）に中世

の神事を参考に始まったもので、大島と九州本土の間の海上には、100

隻以上の船団が大漁旗をなびかせ大きな弧を描きながら進む勇壮か

つ壮大な光景が広がる。 

宗像の浦々には、いにしえからの宗像三女神信仰が今もなお色濃く

根付いている。浦々の家や船には宗像大社の御札が大切に祀られてお

り、神様に対する感謝と畏敬の念がよく表れている。また、沖ノ島は、

豊漁をもたらしてくれる存在であると共に、漁民の命や生活を守る

「神宿る島」として信仰を集めてきた。大島に位置する沖津宮遙拝所

は御神体である沖ノ島を直接拝むために建てられたもので、そこには

普段渡島することができない沖ノ島を人々が遥拝する伝統がある。 

 

 

 

  

宗像三女神を祀る宗像大社三宮とその周辺には、神様の存在を身近に感じることのできる市街地

環境と、そこに暮らす人々の息遣いが聞こえる活動とが一体となった歴史的風致が形成されている。 

みあれ祭の海上神幸 

みあれ祭の陸上神幸 

古式祭 七夕祭 

宗像大社辺津宮の本殿・拝殿 
（重要文化財（建造物）） 

宗像大社沖津宮遙拝所 
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２．宗像の浦々にみる歴史的風致 

 

 

宗像地域の近海は古来より漁業資源に恵まれ、人々は豊かな生活

を送ってきた。鐘崎地区は日本海沿岸の海女発祥の地のひとつとも

言われ、もともと海女漁が盛んだった。本市の北側玄界灘沿岸部に

位置する鐘崎
かねざき

、神
こうの

湊
みなと

、離島の大島
おおしま

、地
じの

島
しま

の浦々で現在も多くの人々

が漁業を生業としている。海と共に暮らす人々は常に死や危険と隣

り合わせだったため、その信仰や祭事には海に暮らす人々の海から

の恵みに対する感謝と自然や万物に対する畏敬の念が込められてい

る。宗像の浦々では日々の暮らしの中で豊漁と航海安全を祈り、感

謝を捧げる様々な神様がいて、その信仰や風習が今も息づいている。 

 宗像の浦々には海の石を御神体とし恵比寿様を祀る小さな祠が点

在している。恵比寿神は漁民の間では漁業神としての性格があり、

豊漁や漁の安全を願い信仰の対象としてきた。これらの祠では日常

的にお参りや草取りなどの清掃活動、水替えや賽銭箱の管理、晴れ

の日にはお供えを行うなどしている。鐘崎地区の織幡宮の入口に位

置する京泊区の恵比寿神社では、願い事をする時に参詣者は賽銭箱

の上にある棒で箱をたたく慣習がある。また、現在、鐘崎地区や大

島、地島では、毎年 12月３日前後になると、大漁満足、海上安全、

家内安全、商売繁盛などを祈り恵比寿祭を行っている。海の幸を使

った漁師町らしい食事の振る舞いがあり、参道沿いには、春季大祭

のために奉納にされた大漁旗や船の名前と奉納者の名前が書かれた

幟がずらりと立ち並んだ光景が広がる。 

 
  

神湊、鐘崎、大島、地島の浦々には、漁村集落の街並みと信仰に関わる祠や神社、信仰による活

動とが一体となった歴史的風致が形成されている。 

鐘崎の海女 
 

鐘崎地区 京泊区の恵比寿神社 

鐘崎地区 京泊区の恵比寿神社の賽銭箱の

上に置かれた棒 

鐘崎地区の恵比寿祭 鐘崎地区の恵比寿祭で授与される縁起
物と竹笹、料理の振る舞い 

織幡神社春季大祭の日に参道に立てられた幟 
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３．八所宮
はっしょぐう

の御神幸祭にみる歴史的風致 

 

 

吉武地区にある八所神社は、地元で八所宮と呼ばれ、崇敬され親

しまれてきた神社である。この神社で毎年10月２日間に渡って行わ

れる秋季大祭は、この地域が一年で最も活気にあふれる祭事である。

中でも１日目の夜から２日目の深夜にかけて行われる御神幸祭は、

300年以上の伝統を持つ。御神幸祭は八所宮の神様が神輿にお乗りに

なって、行列と共に里にお下りになり人々の暮らしをご覧になる祭

で、行列は総勢 200名余りの氏子で構成され、役割は伝統的に地区

ごとに決められている。 

御神幸祭の準備は地区ごとに約２カ月前から進められる。御神幸

は午後10時から始まり、集落を通り約1㎞離れた里の釣川にかかっ

た朱塗りの御幸橋のたもとの御仮所まで行列する。御仮所での神事

の後、深夜０時を過ぎると八所宮の神様を乗せた御神輿は八所宮へ

お戻りになり、本殿に行列が戻るころには深夜２時を過ぎている。 

吉武地区では稲作を中心とした農業が盛んで、農家住宅が多い。

集落の後背には自然豊かな山々と前面には水田地帯が広がり、そこ

には昔ながらの農村集落の姿がある。また、地区を横断する赤間街

道沿いには、時代を感じさせる近代の町家がまとまって立ち並んで

いる。また、八所宮の御神幸行列沿いには、享保２年(1717年)創業

と伝えられている酒蔵、伊豆本店があり、母屋や酒蔵、煙突などの

時代を感じさせる建物等が立ち並んでいる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

田園風景と農村集落、赤間街道沿の街道の面影を残すまちなみが広がる吉武地区には300年以上続く

八所宮の御神幸祭があり、八所宮や周辺の建物と祭に取り組む人々の活動が一体となった歴史的風致が

形成されている。 

宮ノ尾地区の獅子楽練習 

八所宮本殿 

注連縄づくりの様子 

御神幸行列の経路沿いに立てられる幟 
御神幸行列 大名行列 
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４．唐津街道赤間宿にみる歴史的風致 

 

 

市の東部に位置し、唐津街道が縦断する赤間地区は江戸時代に宿

場町として整備された。この地域は唐津街道を人や物資、情報が幾

度となく往来することで大きく発展した。現在、赤間宿周辺の市街

地は、江戸時代に宿場町として栄えた頃の歴史が基盤となっている。    

現在も街道沿いには、街道に面する間口が狭いウナギの寝床と言

われる奥に長い町家の区画が残され、古いまちなみが形成されてい

る。街道沿いの軒を低くし、２階の窓を小さくした漆喰の白壁に瓦

屋根の家々は、その外観から「兜造り」と呼ばれている。 

赤間宿は城山の麓にあり、良質な水に恵まれた場所に立地してい

る。宿場内には、共同の井戸である７つの辻井戸が掘られていた。

赤間宿の中心付近に位置する勝屋酒造は良質な水を利用した蔵元で、

寛政２年（1790）に操業したと伝えられる。勝屋酒造の「楢の露」

の銘柄は、宗像大社辺津宮境内に植えられた御神木「楢ノ木」を由

来とするもので、毎年２月の第４日曜日には蔵開きがあり、一帯は

多くの人々で賑わう。 

赤間祇園祭は須賀神社の神様が赤間宿の中を行幸される祭事で、

約 400年の歴史を持ち地域の人々が「疫病退散・家内安全」を祈る

大切な伝統行事である。町内ごとに役割が決められ、毎年持ち回り

で役を担っている。赤間祇園祭には、神輿が街道沿いの家々に打ち

込むこの地域特有の姿がある。 

赤間ゑびす座は、商売繁盛を祈願して12月の第1日曜日に須賀神

社拝殿で行われるお座で、早朝5時30分から一番座が始まる。この

日は地区のあちこちで縁起物を片手に笑顔で家路につく人々の姿が

ある。 

 
 
 
 
 

  

江戸時代に赤間宿が整備された一帯には、商家や町家、人々の信仰や活動の拠点となった社寺と

江戸時代から続く生業、祭事などの伝統や活動が一体となった歴史的風致が形成されている。 

 

赤間宿 

赤間宿のまちなみ 

赤間祇園祭 

勝屋酒造 

赤間ゑびす座 
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第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

１．歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

（１）歴史的建造物の保存・活用に関する課題 

・民間所有の歴史的建造物については、老朽化による破損や耐震上の問題により修理が必要なものが多

数存在するにもかかわらず、所有者の高齢化や相続等の問題により十分な管理・活用がなされないま

まになっているものが見られる。 

・歴史的建造物の多くは木造であり、火災や地震等の災害に脆弱である。 

・ユニバーサルデザイン化への対応等の課題を抱え、充分な公開活用ができていないものもある。 

 
（２）歴史的建造物を取り巻く環境の保全・再生に関する課題 

・屋外広告物や電柱電線類、道路の附属施設などによる景観の阻害や、社叢の荒廃などが歴史的風致の

魅力を減退させる要因になっている。 

・周囲に連続して建ち並ぶ建造物の空き家化による景観阻害や跡地が中高層建築物や駐車場へ転用され

る事例も見られること。 

 
（３）歴史や伝統を反映した活動の支援・継承に関する課題 

・地域に根付いている伝統行事等の多くは、高齢化による担い手の減少をはじめ、経済事情やコミュニ

ティの希薄化など様々な要因によって、その保存・継承・伝承が困難になりつつある。 

・これら伝統行事の継承に取り組む各種団体等の活動を活性化するような効果的な支援の仕組みが十分

でないことも大きな課題となっている。 

（４）歴史文化資産の調査研究と普及啓発に関する課題 

・祭りや年中行事等の風俗慣習、地域において伝承されてきた民俗芸能や民俗技術等は、身近な歴史文

化資産であるにもかかわらず、学術的な調査や検証が不十分な面もあり、その価値や魅力に多くの人

が気づいていないものも多い。 

・総括的な調査や研究が不十分であるがゆえに、歴史文化資産の全体像が把握できておらず、これらの

資産を掘り起こすことが課題である。 

・個々の歴史文化資産の背景にある宗像の歴史文化のストーリーを発信する場や機会も不十分なことが

大きな課題となっている。 

 
（５）歴史文化資産を活かした地域活性化や観光振興に関する課題 

・宗像の魅力を「面」としてわかりやすく体験して感じられるような環境づくりなど来訪者の受入環境

の整備が不足している。 

・唐津街道赤間宿は、空き店舗や空き家の増加により、賑わいが衰退し地域の活力向上を妨げている。 

・新たな時代を先導する地域リーダーの確保とそれを引き継ぐ広範な人材育成が課題となっている。 
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２．歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

（１）基本理念 

宗像における人々の生活の起源は、古くは旧石器時代にはじまり、平成の時代へと続いている。そう

した時の流れの中にいる私たちには、過去から受け継いだ貴重な歴史文化資産を、後世に伝え残してい

く責務がある。 

このため、本市の歴史まちづくりは、市民それぞれが自らまちづくりに関わり、誇りと愛着を持って

宗像の歴史を語り合い、皆で糸を撚るかのように過去から未来に歴史をつむいでいくものとし、以下の

基本理念を設定する。 

 
 
 
 
（２）歴史まちづくりの視点 

大切な地域の自然や歴史文化資産を保存、保全するだけでなく、様々な視点から新たに発見しようと

すること、喪失したものについては、その再生を図ること、さらにはそれらを継承し生活や生産活動、

観光などに活用すること、そしてこうした発見・調査・評価・保存・再生・維持・継承・活用といった

サイクルをモニタリングする仕組みを構築する。 

 
（３）歴史的風致の維持向上に関する方針 

歴史的風致の維持向上に関する課題と、上位計画や関連計画との整合や連携を踏まえ、将来にわたっ

て、本市固有の歴史的風致の維持向上を図るため、歴史上価値の高い建造物、その建造物周辺にある風

情・情緒・たたずまいといった環境、そこで繰り広げられる地域における固有の歴史及び伝統を反映し

た人々の活動、それらを維持向上させるための視点から、以下のとおり５つの基本方針を定める。 
 
①歴史的建造物の保存・活用に関する方針 

・地域で支え、守り活かしていく仕組みや環境づくりを進め、慎重かつ確実に保全し、柔軟な活用に取

り組む。 

・未指定の歴史的建造物については、実態を把握するための調査を推進し、必要に応じて、文化財、景

観重要建造物、歴史的風致形成建造物、市条例に基づく指定等を検討するなど新たな評価を行い、そ

の保存・活用を図る。 

・市が所有する歴史的建造物については、必要に応じて、耐震や防火対策、ユニバーサルデザイン化、

建物用途の変更を進めるとともに、誰もが安心して快適に利用できる施設としての活用を目指す。 

・耐震性や耐火性の向上・防火設備の整備等の対策や、盗難等による滅失を防ぐため歴史的建造物の防

犯設備の設置等の対策を図る。 
 
 
②歴史的建造物を取り巻く環境の保全・再生に関する方針 

・建造物の歴史的文化的な意義や価値を積極的に評価し、その特性を向上させていくような環境整備や

景観形成を行うことによって重要な文化財の環境を保全していく。 

「先人が残した歴史ものがたりを繋ぎ、子や孫が誇りに思うまち」 
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・本市固有の自然・歴史・くらしをつなぎ、美しく風格ある景観を創造する。 

・各種まちづくり施策との連携を図りながら、建造物等の外観修景や除却、集約化、道路の美装化や無

電柱化、等を実施し歴史的風致を損なっている建造物等の景観上の改善を図る事業を推進することで、

歴史的建造物とその周辺地域との一体的な景観形成に規制と事業の両面から取り組む。 

・歴史的建造物の周辺環境の向上のみでなく、その周辺からの眺望や建造物への眺望を確保することも

重要である。景観計画や屋外広告物条例に基づき積極的な眺望景観の保全を行う。 
 
③歴史や伝統を反映した活動の支援・継承に関する方針 

・地域住民や専門家等と連携しながら、状況に応じて、活動の継承のために必要となる実態調査や記録

作成等について支援を行い、担い手となる後継者の育成につなげる。 

・地域の祭礼等の伝統行事については、地域固有の希少性や継承の必要性等を内外に周知し、学校教育

の場や継承に取り組む組織と連携・協力しながら後継者の発掘や育成に努める。 

・日々の生活に溶け込んでいる風俗慣習等に新たな価値付けを行い、その支援・継承を図る。 
 
④歴史文化資産の調査研究と普及啓発に関する方針 

・市民や来訪者に宗像の歴史文化をわかりやすく伝え、より深く理解してもらうために、その価値や魅

力について、ストーリー性を持たせる等、わかりやすく効果的に情報発信を行う。 

・歴史的建造物や伝統行事などの普及啓発に努め、歴史まちづくりに対する市民意識の向上を図る。 

・未指定の文化財については、史料や発掘による学術的調査を順次実施し、歴史的史実の把握、価値付

けに努め、後世に引き継ぐための問題点を明らかにするなど、全容解明に努める。 

・市民一人ひとりが歴史的風致を構成する建造物や活動等への理解を深め、誇りと愛情を持てるよう、

各種情報を入手できる場や機会の創出を進め、多様な伝統文化を総合的な観点からわかりやすく情報

発信する。 

 

⑤歴史文化資産を活かした地域活性化や観光振興に関する方針 

・身の丈に合った個性豊かな観光地域づくりを図り、地域の人々が地域資源を活かして創りあげた日常

の「暮らし」や「生活習慣」を観光吸引力の中心とする。 

・歴史的建造物と伝統的な活動を組み合わせ、テーマ性を持たせた一連の魅力ある観光地として、交通

アクセスも含めたネットワーク化した「観光周遊ルート」の形成に取り組むことで、来訪者の周遊を

促進する。 

・宗像ならではの着地型観光に向けて、これまで観光資源としては気付かれていなかったような地域固

有の資源を新たに活用し、体験型・交流型の要素を取り入れた旅行の形態であるニューツーリズムな

ど地域の特性を活かした多様な施策を検討する。 

・市民が主体となって取組みを推進する仕組みを構築するとともに、文化財の所有者や関係団体との連

携、そして関係団体相互の連携を促し、活動のより一層の推進に取り組む。 

・市民や来訪者が歴史的風致を感じながら安心して快適に散策できる歩行者空間の整備、休憩等の滞留

拠点施設やサイン・案内板の整備や充実も図る。また、公共交通の利用促進や流入する自動車交通の

抑制対策も総合的な検討を進める。 
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３．計画の実施体制 

計画の実施体制を以下に定める。 

 
図 歴史的風致維持向上のための実施体制 
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第４章 重点区域の位置及び区域 

１．重点区域の位置と区域 

（１）重点区域の範囲 

本計画では、本市の維持向上すべき歴史的風致の分布を踏まえて重点区域を設定する。なお、重点区

域は、今後、本計画を推進することで、本市の歴史的風致の維持向上に効果的に寄与する範囲が生じた

場合等に随時見直しを行うものとする。 

 

図 重点区域の位置と範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区域名称 区域面積 
沖ノ島地区 約２ha 

大島地区 約28ha 

玄海地区 約230ha 
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①沖ノ島地区 

沖ノ島は、日本列島から朝鮮半島へ至る海域の守り神とされ、島そのものが信仰の対象となっている。

一般人の上陸は禁止されており、宗像大社の神官が1名10日交代で島に常駐し、社殿での神事等を行っ

ている。また、沖ノ島に上陸する際には、海水に浸かり身を清めるための禊を行わなければならない。  

本計画における沖ノ島地区の範囲は、沖ノ島全域のうち、神官が上陸する沖ノ島漁港及び禊を行う禊

場周辺と沖津宮の本殿、拝殿までを含む、信仰のために立ち入る範囲とする。神官による日常的な神事

のほか、みあれ祭の前に行われる沖津宮神迎え神事の際にも同様の範囲で神事を行う。 

②大島地区 

大島には、国史跡「宗像神社境内」のうち、沖津宮遙拝所と中津宮の史跡指定地が存在する。大島の

北岸に建てられた沖津宮遙拝所は遠く離れた沖ノ島を遙拝するための社殿であり、空気の澄みきった日

には、水平線上に沖ノ島を見ることができる。中津宮は御嶽山祭祀遺跡がある御嶽山山頂から、尾根を

通る参道を介し、海に面した麓までの範囲が境内である。 

本計画における大島地区の範囲は、沖津宮遙拝所の史跡指定範囲と中津宮の史跡指定範囲のほか、沖

津宮遙拝所から大島港周辺を結ぶ道路沿道と神迎え神事の際に沖ノ島の神様を中津宮にお迎えするため

の陸上神幸の経路である大島港及びその背後集落から宗像大社中津宮までを含む範囲とする。 

③玄海地区 

玄海地区には、国史跡「宗像神社境内」のうち、辺津宮に指定地が存在する。辺津宮は九州本土に位

置することから、一般人の上陸が禁止されている沖津宮や、大島に位置する中津宮と比較すると参拝者

も多く、宗像大社における神事の中心となっている。 

本計画における玄海地区の範囲は、神湊港から宗像大社辺津宮までの陸上神幸の経路を中心とし、辺

津宮の史跡指定地及び宗像大社の神宮寺であった鎮国寺の周辺を含む範囲とする。 
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第５章 文化財の保存及び活用に関する事項 

１．全市に関する事項 

（１）文化財の保存・活用の現状と今後の方針 

・指定文化財についてはこれまでに引き続き保護の為の措置を講じる。また未指定文化財については、悉

皆調査などの実態を把握する取組みを進め、重要なものについては保護措置を図る。 

（２）文化財の修理・整備に関する方針 

・所有者等による適切な維持管理と日常的な点検を行い、所有者等の意識向上のために適切な指導・助言

を行う。また、指定文化財については、関係機関と連携して修理や整備を実施するとともに所有者等の

財政的負担の軽減を考慮し、各種補助制度を積極的に活用する。 

・歴史的風致形成建造物に指定した建造物等は、公開活用を想定した内部の修理・整備などに対する支援

を実施する。未指定文化財は、必要に応じて所有者と協議しながら保存のための対策を講じる。 

（３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

・世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産について、世界遺産に関する情報発信等

を行うガイダンス機能の充実や、文化財の保存・活用を行うための施設の再編を検討する。 

（４）文化財の周辺環境の保全に関する方針 

・道路美装化、排水路の整備、案内板等のデザインについては、文化財及び周辺環境との調和に配慮する。 

（５）文化財の防災に関する方針 

・火災に対し防災教育・訓練に取組むとともに、必要な防火設備を設置する。また、防災に係る周知啓発

と防災教育に取組む。 

・地震対策として、各種対策を行うことにより、損壊・滅失のリスクの軽減を図る。 

・美術工芸品等の有形文化財について、防犯設備の設置を推奨するとともに所有者の意識改善等を図る。 

・文化財が被災した場合は、被災履歴を記録し、その後の防災対策に役立てる。 

（６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

・市民や来訪者に対して本市の文化財に関する情報や学習・体験機会の提供に努めながら、意識の啓発を

図る。文化財の保存及び活用のための組織・団体の育成に取り組むとともに、民俗芸能や伝統行事など

の担い手の確保・育成に努める。 

（７）埋蔵文化財の取扱いに関する方針 

・文化財保護法第93条第１項に基づく届出を受け、福岡県教育委員会や開発者と充分な協議を行い、埋蔵

文化財への影響を極力避けるよう努める。 

（８）文化財の保存・活用に係る体制に関する方針 

・諮問機関である宗像市文化財保護審議会、宗像市史跡保存整備審議会に意見を伺う。 
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（９）文化財の保存・活用に関わっている住民、NPO など各種団体の状況及び今後の体制  

・文化財の保存・活用に関わる団体と連携して文化財の保存・活用を図るため、団体に対する担い手育成

のための支援や、必要な助言・指導等を継続的に行っていく。 

 

２．重点区域に関する事項 

（１）文化財の保存・活用の現状と今後の具体的な計画 

・重要文化財の宗像神社辺津宮本殿、宗像神社辺津宮拝殿は平成 25年度に策定（平成 29年度改定）した

保存管理計画に基づき、計画的な保護を図る。また、今後策定が予定されている世界遺産グランドデザ

イン（仮称）、世界遺産・国史跡整備計画（仮称）は本計画の整合をとりながら進める。 

（２）文化財の修理・整備に関する具体的な計画 

・指定文化財については、関係法令の定めに従いつつ、新たな調査研究に基づいて修理を行う。未指定文

化財については、所有者等と協議を行い、保護のありかたを検討する。 

（３）文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

・世界遺産に関する情報発信等を行うガイダンス機能の充実と、文化財の保存・活用を行うための施設の

在り方を検討する。 

（４）文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

・本計画における重点区域は、景観計画における景観重点区域内にあるため、各種事業の実施にあたって

は、より景観に配慮した整備を進める。 

（５）文化財の防犯・防災に関する具体的な計画 

・宗像地区消防本部や宗像警察署と連携し、見回りや防災点検、住民への啓発活動を実施する。また、文

化財の所有者や管理者等に対し防犯設備や消防設備の設置を求め広報活動や防火訓練を実施する。 

（６）文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

・市内外に向けた普及啓発イベントを実施するとともに、子ども達に対し、本市の歴史や文化財に関する

副読本を作成し、郷土文化に対する関心や愛着を育むための取組みを推進する。 

（７）埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計画 

・文化財保護法第 93条の規定による届出を徹底し、歴史を理解する上で重要な遺構が発見された場合、  

事業者等と協議の上、保護に努める。 

（８）文化財の保存・活用に関わっている住民、NPOなど各種団体の状況及び今後の体制・整備に関する具体

的な計画 

・文化財の保存・活用に取り組む団体が、文化財の保存・活用に主体的に関わっていけるよう情報提供等

の支援を行うとともに、団体間で交流、情報交換できる機会を提供するなど、文化財の保存・活用に向

けた体制整備を図る。  
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第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に 

関する事項 

１．歴史的風致維持向上施設の整備・管理等に関する方針 

本市の歴史的風致の維持向上にあたっては、「歴史的建造物の保存・活用」、「歴史的建造物を取り巻く

環境の保全・再生」、「歴史や伝統を反映した活動の支援・継承」、「歴史文化資産の調査研究と普及啓発」、

「歴史文化資産を活かした地域活性化や観光振興」の５つの方針に基づき、歴史的風致の維持向上のた

めの取組み及び本市固有の維持向上すべき歴史的風致の魅力に、一層の磨きをかけていくための取組み

の拡充を図る。特に、重点区域内において、歴史的風致維持向上施設の整備と管理に関する各種事業を

優先的に展開し、その効果を市全域に波及させていくこととする。 

歴史的風致維持向上施設の整備と管理に関する各種事業については、歴史的風致を構成し、かつその

維持向上に寄与するものとし、地域住民の活動状況等を十分に把握した上で、周囲の歴史的、文化的景

観との調和を図りながら進める。特に、史跡や文化財に指定されている場合には、関係法令を遵守しつ

つ、必要に応じて「宗像市文化財保護審議会」の意見を聴いて行うものとし、市民や来訪者が本市の歴

史的風致をより身近に感じられるよう整備を行うことで歴史的風致の維持向上を図る。 

また、整備を行った歴史的風致維持向上施設は、施設の魅力と価値を発信させることにより、本市の

歴史的風致を地域住民や来訪者が身近に感じることで、歴史的風致の維持向上を図るものとする。 

管理にあたっては、国、県及び市の関係部局が相互に連携し、適切な役割分担のもとで、今後も適切

に維持管理を行うとともに、文化財保護法のほか、景観法、市条例等に基づいた維持管理を確実に進め

る。 

さらに、歴史的風致維持向上施設については、施設の管理者や関係課、行政機関等と十分な協議や調

整の上、市民や市民団体等の協力のもと、官民一体となった維持管理体制を構築し、今後も適切に管理

するとともに、これらの施設の特性を活かした積極的な活用を進める。 

なお、今後も発掘調査や史料調査等を継続的に行い、価値が明らかになったものについては、関係機

関との協議の上、復原や整備等を推進し、歴史的風致の維持向上を図っていく。 

このような基本的な考え方に基づき、歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事業を推進する。 

  

※歴史的風致維持向上施設とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設である。（法第３条）具体的には、

道路、駐車場、公園、水路、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに防水又は防砂の施設といった公共施設（法第２条第

１項、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第１条）のほか、交流施設、体験学習施設、集会所等の公用施

設、旧宅などの歴史的な建造物を復原した施設、看板、案内板といった案内施設などであって、歴史的風致の維持及び向上に寄与

するものであり、道路、河川その他の土木施設等のほか、地域の伝統を反映した人々の活動が行われる場となるものなども幅広く

含まれうる。 
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２．歴史的風致維持向上施設の整備・管理等に関する事業 

歴史的風致維持向上施設の整備・管理等に関する方針に基づき、計画期間内に実施する事業は以下の

とおりである。 

ア 歴史的建造物の保存・活用に関する事業 

風情、情緒、たたずまいといったまちなみの特徴を表す歴史的建造物の修理・修景や復原を行うほか、

一般公開にも努め、観光等の拠点としての活用など、その保存と活用を図る。 

また、指定されていない文化財等においても歴史的価値の高い建造物等は新たな価値付けを行った上

で、保存と活用を進める。 

① 史跡宗像神社整備事業（平成30年度～平成39年度） 

② 歴史的風致形成建造物等整備事業（平成30年度～平成39年度） 
 

イ 歴史的建造物を取り巻く環境の保全・再生に関する事業 

まちなみ景観を構成する建造物等の修理・修景に対する助成や道路の美装化、無電柱化、景観阻害要

因の除去や修景など歴史的風致における良好な環境と調和した整備を行うことにより、歴史的建造物の

周辺等におけるまちなみの良好な景観形成を図る。 

③ 歴史的風致等景観整備事業（平成30年度～平成39年度） 

④ 道路美装化事業（平成30年度～平成39年度） 

⑤ まちなみ環境整備事業（平成30年度～平成39年度） 
 

ウ 歴史や伝統を反映した活動の支援・継承に関する事業 

本市の歴史的風致を形成し、長い年月をかけて培われてきた地域の歴史文化資産でもある祭礼や伝統

行事等の活動について、その特徴や重要性等を地域住民や来訪者に発信するとともに、後世に継承・伝

承していくために、担い手育成を目的とした支援を行う。 

また、日々の生活に溶け込んでいる風俗慣習等においては適切な調査の上、その支援・継承を図る。 

⑥ 無形民俗文化財等調査支援等事業（平成30年度～平成39年度） 

⑦ 歴史文化資産継承支援事業（平成30年度～平成39年度） 
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エ 歴史文化資産の調査研究と普及啓発に関する事業 

本市固有の歴史文化資産の調査研究や、市民が歴史的風致を構成する建造物や活動等への理解を深め、

誇りと愛着を持つための普及啓発を図る。 

このため、市民や来訪者が各種情報を入手できる場や機会の創出を進め、歴史文化資産について、わ

かりやすく解説しながら情報発信する。 

⑧ 歴史文化基本構想策定事業（平成30年度～平成35年度） 

⑨ 歴史文化資源ガイダンス拠点整備事業（平成30年度～平成39年度） 

⑩ 歴史文化資産普及啓発事業（平成30年度～平成39年度） 

 

オ 歴史文化資産を活かした地域活性化や観光振興に関する事業 

世界遺産構成資産の活用や、まちなかに点在する歴史文化資産の周遊ルートの形成により、サインや

案内板、滞留拠点施設の充実を図り、アクセス道路や駐車場を整備して快適に周遊、散策できるよう回

遊性を高めるとともに、着地型観光に向けた受入環境の整備を促進する。 

また、これら歴史文化資産を保存するとともに、再編集し物語化するなどの更なる価値付けや魅力づ

くりを通じて、これらに磨きをかけ、地域活性化を図る。 

⑪ 観光拠点施設整備事業（平成29年度～平成39年度） 

⑫ 観光受入環境整備事業（平成30年度～平成39年度） 

⑬ 地域活性化支援事業（平成27年度～平成39年度） 
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図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（全体） 
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図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（拡大図ア） 

 

 

図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（拡大図イ）       図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（拡大図ウ） 
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図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（拡大図エ） 

 

 

図 歴史的風致維持向上施設に係る事業位置（拡大図オ）   
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第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

１．基本的な考え方 

本市は、これまで市内に点在する歴史的な建造物について、それぞれの価値に応じて、文化財保護法

に基づく指定や登録、福岡県文化財保護条例や宗像市文化財保護条例に基づく指定を行い、その保存・

活用に取り組んできた。 

一方、市内には上記の指定・登録文化財以外にも歴史的な建造物が数多く存在しており、これらにつ

いても適切な保存・活用が求められている。 

このようなことから、本市の維持向上すべき歴史的風致を形成する建造物のうち、重点区域において

歴史的風致の維持向上を図る上で必要かつ重要と認められる建造物等を歴史まちづくり法第 12条第１

項に基づく「歴史的風致形成建造物」に指定することとする。 

指定を受けた建造物については、所有者等の適切な管理義務のほか，増築や改築、移転又は除却の届

出が必要となるが、修理・修景に係る補助制度の活用が可能になる。要件を満たす建造物を積極的に指

定することで、指定・登録文化財の保存・活用とともに、指定・登録以外の建造物の保存・活用を推進

する。 

2．歴史的風致形成建造物の指定要件 

歴史的風致形成建造物の指定は、所有者の同意を前提とし、次に示す「指定対象の要件」及び「指定

基準」を満たす建造物に対して行う。 

（１）指定の対象 

次表の要件に合致した建造物を対象に指定することとする。 

表 歴史的風致形成建造物の指定対象の要件 

指定対象の要件 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）第 57条第 1項に基づく登録文化財、同法第 132条第 1項に基づく登録記念物 
②福岡県文化財保護条例（昭和 30年条例第 25号）第 4条第 1項に基づく県指定有形文化財、第 37条第 1項に基づく県指定
史跡名勝天然記念物 

③宗像市文化財保護条例（平成 15年条例第 77号）第 4条第 1項に基づく市指定有形文化財、第 35条第 1項に基づく市指定
史跡名勝天然記念物 

④その他、宗像市の歴史的風致の維持向上を図る上で重要な建造物で、市長が認めたもの 
 

（２）指定基準 

次表の指定基準のいずれかに合致した建造物を指定することとする。また、公共施設以外の建造物に

あっては、将来にわたって所有者が適切な維持管理をする意向をもっていることを確認して指定を行う

こととする。 

表 歴史的風致形成建造物の指定基準 

指定基準 

①概ね築 50年を経過し、建造物の形態又は技術上の工夫が優れている建造物 
②地域の歴史を把握する上で重要な建造物 
③まちなみの構成要素として重要な建造物 
④地域の歴史的景観に寄与する重要な建造物 
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３．歴史的風致形成建造物の指定候補 

歴史的風致形成建造物の指定候補は、以下のとおりとする。 

表 歴史的風致形成建造物指定候補一覧 

 名称 写真 所在地 所有者 その他 

１ 
宗像大社 
中津宮本殿 

 
福岡県宗像市 
大島1811-1番地 

宗像大社 
県指定 
有形文化財 

２ 鎮国寺本堂 

 

福岡県宗像市 
吉田966番地 

鎮国寺 
市指定 
有形文化財 

３ 
宗像大社 
辺津宮神門 

 

福岡県宗像市 
田島2331番地 

宗像大社 未指定文化財 

 

図 歴史的風致形成建造物指定候補位置図（左：玄海地区、右：大島地区） 

  

宗像大社中津宮本殿 
宗像大社辺津宮神門 

鎮国寺本堂 
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第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

１．歴史的風致形成建造物の維持・管理の基本的な考え方 

歴史的風致形成建造物について、所有者等による維持・管理を基本とし、その保全に支障を来たさな

いよう、適切に管理する必要がある。 

歴史的風致形成建造物のうち、福岡県文化財保護条例や宗像市文化財保護条例に基づいて指定されて

いる建造物は、当該条例に基づき維持・管理を行い、それ以外の建造物は、周囲の景観への影響や建築

物の特性や価値をみて維持・管理を行う。修理が必要な場合は、建築様式や改変履歴等の調査を確認し

た上で、往時の姿に修復・復原することを基本とする。また、歴史的風致形成建造物の積極的な公開・

活用を図ることとし、公開にあたっては、所有者の生活に支障を与えないよう配慮し、十分な協議を行

った上で外部から望見できる措置を講じるとともに、可能な限り内部の公開に努める。 

２．個別の事項 

（１）文化財保護法に基づき登録される建造物（登録有形文化財） 

有形文化財に登録される建造物の維持・管理にあたっては、文化財としての価値を損ねないような修

理を基本とする。 

民間所有の建造物については、補助制度等を活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連す

る審議会や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて、修理等を実施する。なお、登録記念物

として庭園や旧宅の登録が発生した場合は、登録有形文化財を参考に建造物の適切な維持・管理に努め

るものとする。 

（２）福岡県文化財保護条例や宗像市文化財保護条例に指定される建造物 

福岡県文化財保護条例や宗像市文化財保護条例に基づいて指定されている建造物は、現状変更の許可

申請、修理の届出をはじめとする各種手続きを行った上で適切に保存を図る。これらの建造物の維持・

管理は、建造物の外観および内部を対象に、歴史資料、小写真、痕跡等の調査に基づく修復・復原を基

本とする。防災上の措置を講じる場合は、文化財の保存・活用に支障を与えない範囲で行う。民間所有

の建造物は、補助制度等を活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連する審議会や専門の有

識者等による必要な技術的指導を踏まえて、修理等を実施する。 

（３）歴史的風致の維持向上を図る上で重要な建造物で、市長が必要と認めたもの 

歴史的風致形成建造物のうち、指定文化財以外で市長が認めた建造物については、内部の保全に努め

つつ、外観を主な対象として、現状の維持及び修理を基本とする。 

民間所有の建造物については、補助制度等を活用して所有者等の負担軽減に努めるとともに、関連す

る審議会や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて、修理等を実施する。なお、計画期間後

も建造物の保存を図るため、登録有形文化財や市指定文化財等に登録、指定するよう努め、景観法に基

づく景観重要建造物としての指定を検討する。 


