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第３章 宗像市の歴史文化の特徴 

宗像市の多様な歴史文化遺産を多面的な視点で捉え、価値や魅力を高め、効果的な

保存と活用の取組みを考える上では、個々の歴史文化遺産のつながりを理解し、宗像

市の歴史文化※の特徴を踏まえることが重要です。 

ここでは、第２章において、「ばしょ・もの・こと・ひと」の視点で整理した宗像

の歴史文化遺産について、互いの関係性を見出し、宗像市の歴史文化の特徴を導き出

しました。宗像の歴史文化は、宗像市の「個性」とも言える存在です。 

 

※歴史文化…互いに関係性のある「ばしょ」「もの」「こと」「ひと」の歴史文化遺産と様々な要素が一

体となったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ばしょ（自然・地理環境） 

ばしょ（生活空間・信仰空間） 

もの 

（有形） 

こと 

（無形） 

ひと 

（人・技術・記憶） 

歴史文化 

図 宗像市の歴史文化の概念 

 

※歴史文化は宗像市の維持向上すべき歴史的風致（第 4章 4参照）を含む 
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図 宗像市における歴史文化遺産の関係と歴史文化の特徴 
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歴史文化の特徴１：豊かな自然と連綿と続く人の営み 

九州本土と離島からなる宗像市には、玄界灘の澄んだ海、緑豊かで季節の移ろいを

感じさせる四塚連山などの山々、命の源である釣川とその支流などの豊かな自然があ

ります。長い歴史の中で、宗像の人々は自然に適合し、恩恵を受け、利用しながら連

綿と生活を営んできました。遺跡や考古資料、歴史資料などの歴史文化遺産の中には、

過去の生活の様子を物語るものがあります。 

また、現在まで続く漁業や農業、醸造業などの伝統的な生業や産業も豊かな自然の

恩恵を受けて続けられているものです。今日では、豊かな自然を次世代に継承するた

め、保全や維持管理の活動にも取り組んでいます。 

 

歴史文化の特徴２：海と陸の道 

  宗像市は、沿岸部に位置し大陸との距離が近いこともあり、古来より海を介した往

来が盛んで、時に大陸からの玄関口としての役割を果たし、弥生時代の稲作伝播や古

墳時代から古代におけるヤマト王権の対外交渉、中世の日宋貿易や近世の廻船業など

においてその一翼を担ってきました。また陸では、古代には都と地方行政機関の大宰

府を結ぶ官道が通り、近世には筑前小倉と肥前唐津を結ぶ唐津街道が整備され宿場町

がつくられました。このように、宗像市では海や陸の道を介し多くの「ひと」や「も

の」の往来によって形成された歴史や歴史文化遺産があり、それらが一体となって歴

史文化を形成しています。 

 

歴史文化の特徴３：受け継がれる信仰 

 宗像市においては、神社や寺院だけでなく、宗像四国霊場や地域の祠をはじめ、漁

村や農村の家々にも神様などを祀る場所があって、市内のあらゆる所で信仰空間を目

にします。また、漁業や農業、醸造業などの生業や産業も信仰と密接に関わっていま

す。これらの場所では、昔の記憶を今に伝えるさまざまな信仰や祭が担い手などの関

わる人々によって受け継がれています。世界遺産の宗像大社にまつわる宗像三女神信

仰は、宗像市にあるさまざまな信仰の象徴で、沖ノ島に宿る神への信仰にはじまり、

約 1,600年間守り伝えられてきた信仰です。 

 

歴史文化の特徴４：郷土の偉人 

  宗像市は、歴史上の人物をはじめ、「宗像のために」と産業や教育など地域の発展

に貢献した数多くの偉人を輩出してきました。その背景には、宗像市では語り継がれ

てきた歴史を知る機会が多様にあって、郷土の歴史を身近に感じ、地域に誇りや愛着

を持つ人々の基盤があったと考えられます。市内各地に数多く残る顕彰碑や現在も続

けられている顕彰活動からは、郷土のために尽くした先人の偉業を讃え、その精神を

受け継ごうとする今に生きる人々の思いが伝わります。 
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第４章 関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域 

１．関連歴史文化遺産群の考え方 

宗像市の多様で数多くの歴史文化遺産の中には、海・山・川などの豊かな自然や地

理、農村・漁村・まち・団地といった生活空間や神社・寺院などの信仰空間の中に共

通のテーマを持ちながら存在するものがあり、歴史文化の特徴を反映した関連歴史文

化遺産群※1は、宗像市のいわゆる「顔」とも言える存在です。 

宗像市の関連歴史文化遺産群は共感でき、親しみやすく分かりやすいストーリーに

することで、活用しやすくし、認知度を高め、興味を持ち理解を深めてもらい、次世

代の確実な継承につなげることを目的に設定しました。また、歴史文化遺産の保存と

活用の取り組みの活性化のためにも、今後も関連歴史文化遺産群の設定に継続・積極

的に取り組み、新たな歴史文化遺産を見出していきます。 

   

関連歴史文化遺産群の設定にあたっては、以下の点に留意しました。 

 

 

※関連歴史文化遺産群…歴史文化の特徴に基づくテーマやストーリーなどに沿って歴史文化遺産を一定の

まとまりとして捉えたもの 

  

□ 宗像市の歴史文化の特徴が反映されたストーリーとする。 

□ 市民が共感できる、親しみやすく分かりやすいテーマやストーリーとなるよ

う心がける。 

□ 構成歴史文化遺産は、国・県・市指定文化財だけでなく、未指定の歴史文化遺

産も含める。 

□ 地域活性化や観光振興につながるような内容とする。 

□ 周遊につながるような内容を意識する。 
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２．宗像市の関連歴史文化遺産群 

宗像市の関連文化財群として、以下のテーマやストーリーを設定しました。 

 

表 歴史文化と関連歴史文化遺産群の関係 

 

 

図 宗像市の関連文化遺産群の空間的広がり（イメージ） 
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表 関連歴史文化遺産群一覧 

 歴史文化の特徴 タイトル 概要 

１ 豊かな自然と連綿
と続く人の営み 

むなかたのシンボル 
「四塚」 
 

市の東部に連なる湯川山、孔大寺

山、金山、城山の４つの山々は「四塚」

と呼ばれ、川とともに市内学校の校

歌によく登場し、波形のように穏や

かな山容は、絵本に描かれる里山の

ようであり、多くの市民に親しまれ

ています。これらの山々は人々の生

活に恵みや産業を与えるとともに、

歴史の舞台ともなりました。 
２ 「釣川」と人々の営み 

 
宗像市を流れる釣川は、飲料水や

田畑を潤す私たちの命の源です。 

私たちは長い歴史のなかで、釣川

と関わり、その恩恵を受け、生活を営

んできました。 
３ 海と陸の道 海の道 

 
さまざま事象に彩られた宗像市の

歴史をひも解くと、先祖がたどった

さまざまな「道」が現れます。 

 宗像市には海や陸の道を介し多く

の「ひと」や「もの」の往来によっ

て形成された歴史やさまざまな歴史

文化遺産があります。 

４ 陸の道 

５ 受け継がれる信仰 宗像一族の栄華 
 

宗像郡（今の宗像市、福津市）は古

くから、宗像一族、のちの宗像大宮司

家がおさめていた地域でした。宗像

市の各地には世界遺産の構成資産だ

けではなく、現在でも宗像一族の繁

栄を垣間見ることのできる歴史文化

遺産があります。 
６ むなかたの信仰と祈り 宗像市には宗像三女神信仰だけで

なく、さまざまな信仰とそれに基づ

く歴史文化遺産があり、生活の中に

息づいています。 
７ 郷土の偉人 むなかた偉人伝 宗像市は、歴史上の人物をはじ

め、「宗像のために」と産業や教育

など地域の発展に貢献した数多くの

偉人を輩出しました。また、現在

は、郷土のために尽くした先人の偉

業を讃え、その精神を受け継ごうと

する今に生きる人々の思いが伝わる

活動があります。 
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関連歴史文化遺産群１ 

むなかたのシンボル「四塚」 

構成要素 

四塚、修験道、金山、金ひき臼、蔦ヶ岳城、平家伝説、孔大寺山の大穴、腰掛

石、砲台跡 など 
ストーリー 

□信仰の山 

四塚の一つ、孔大寺山は飛鳥時代より修験の山として開かれたとされ、かつて

は英彦山や宝満山と並ぶ修験道場でした。 

 

□産業の山 

四塚には金・銀・銅・鉄・鉛・亜鉛を産する金属鉱床が広がっており、金属資

源の山でもあります。江戸時代に発見され、福岡藩による採掘がおこなわれまし

た。明治・大正・昭和の３時代にかけては民間資本が導入され、石炭も産出しま

したが、休山と再開を繰り返し昭和期にすべて閉山しました。今は山中に残る坑

道跡や民家の傍らに埋もれた金ひき臼の残欠に往時の活況をしのぶのみです。 

 

□いくさの山 

城山にあった蔦ヶ岳
つたがたけ

城は宗像氏の本城で、多数の竪掘りや堀切などが築かれ鉄

壁の防御を誇っていました。太平洋戦争時には孔大寺と金山の境を成す垂水峠に

砲台が設置されるなど、下関要塞の一翼を担っていました。 

 
四塚は、信仰の山・産業の山・いくさの山という３つの顔を持ち、この重層的

な歴史を背景に、四塚とその周辺地域に修験道や金山、平家伝説などにまつわる

説話や伝承が生まれ、語り継がれたのでしょう。幸いにも戦後は大規模な開発が

なされなかったため、山城跡や坑道跡、金ひき臼、砲台跡など歴史を物語る遺構

が、今もひっそりと山中に残されています。 

 

写真 四塚 

湯川山 孔大寺山 金山 城山 

写真 蔦ヶ岳城出土遺物 写真 いくさの山 城山 写真 産業の山 金ひき臼 
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関連歴史文化遺産群２ 

「釣川」と人々の営み 

構成要素 

釣川、入海、水稲耕作、治水工事、大森善左衛門、富永軍次郎、水源、清掃活

動、河川整備 など 
ストーリー 

□原始の釣川 

約 4,700年前の縄文時代中期、釣川流域は市内中央部まで入海となっていまし

た。やがて気候が寒冷化し海岸線が徐々に後退し始めます。海岸線の後退で陸化

した釣川下流域には沖積平野が形成されていきました。稲作の伝わった弥生時代

以降は釣川支流域で水稲耕作が始まり、田熊
た ぐ ま

石畑
いしはたけ

遺跡のように求心的な有力集落

が成立、人口は大きく増加しました。人口増加にともない集落や耕作地は低平地

へと広がり、それとともに洪水が問題となりました。 

 

□近世の治水工事 

釣川河口は現在ではまっすぐ玄界灘に注いでいますが、かつては大きく北東へ

屈曲し雨が降ると洪水をしばしば起こしていました。そのため大規模な治水工事

が必要となり、延享
えんきょう

２（1745）年、宗像郡代大森
おおもり

善
ぜん

左
ざ

衛門
え も ん

は釣川の川筋をまっす

ぐにし、寛政
かんせい

３（1791）年には、宗像郡奉行富永軍
とみながぐん

次郎
じ ろ う

が川底を浚え、川幅を広

げて流れを良くするなどの川普請を行ったことで洪水被害は減少しました。この

ようにして米づくりが安定し、米作中心の経済が進むと米の輸送のため川が交通

や運輸の役割を担うようになり、生活の基盤としての重要度を増していきまし

た。 

 

□これからの釣川 

明治期になると鉄道の普及により河川舟運は多くの地域で衰退し、人々は川を

意識せずとも暮らせるようになりました。釣川も例外ではなく、流域に暮らす

人々との関係は希薄になりましたが、それでも釣川は宗像市の水源であり大切に

利用されています。近年、川と人との関わりを復活させるため、清掃活動などが

行われるとともに親水や景観、生物に配慮した河川整備が進んでいます。 

写真 
清掃活動 
釣川 

図 
江戸時代の釣川 

写真 
現在の釣川河口 
釣川 
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関連歴史文化遺産３ 

海の道 

構成要素 

玄界灘、宗像海人、土笛、日本海文化圏、海北道中、沖ノ島祭祀、鐘崎海女 など 
ストーリー 

玄界灘は多くの人やモノが行きかう重要な海路でしたが、造船技術の未発達だ

った古代においては魔の海でもあり、海域に熟練したパイロット（水先案内人）

が必要でした。古来より海を生業とした宗像海人は、海路の重要性が高まるとと

もに海北道中を支配する海の豪族として成長します。江戸時代には、鐘崎の海女

が「アマアルキ」を行い、日本海側の各地に海女の技術を伝えました。 

 

□土笛の道 

  弥生時代の土笛は、北部九州の宗像地域を西限として関門地域や出雲地域、丹

後半島までの日本海沿岸部にだけ分布する特異な遺物です。この土笛にはどのよ

うな意味があるのでしょうか。どうやら単なる楽器ではなく、日本海沿岸部の有

力地域との連携を示す象徴的な遺物のようです。宗像地域は、金印で知られる福

岡市周辺の奴国文化圏とは墓制でも異なる点が多く、対馬暖流で結ばれた日本海

文化圏の一員であったと考えられます。 

 

□海北道中とヤマト王権 

北部九州から朝鮮半島への海域を『日本書紀』では「海北道中
かいほくどうちゅう

」と記し、宗像

三神が守護することとされています。日本神話に宗像三神が組み込まれた背景に

は、４世紀からヤマト王権が乗り出した朝鮮半島など海外への交渉政策がありま

した。困難な海北道中を渡り切るには宗像氏の協力が必要とされ、宗像氏の信仰

する宗像三神は国家神へと昇格していきます。沖ノ島での祭祀は、ヤマト王権が

主催し宗像氏の協力のもと航海安全と対外交渉成就を願って執り行われたので

す。 

 

□海女の歩いた道 

 優れた航海技術を持った鐘崎の海女は良い漁場を求めて広範囲に「アマアル

キ」と呼ばれる出稼ぎを行いました。江戸時代には、中国への輸出品として干し

アワビの需要が高まると、盛んに「アマアルキ」を行い、やがて移住して「枝

村」をつくり、海女の技術を広めました。鐘崎の海女が移住した村は日本海側の

各地に見られ、鐘崎は「日本海沿岸の海女発祥の地」とも言われています。 

写真 土笛（光岡長尾遺跡） 写真 玄界灘 写真 鐘崎の海女 
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関連歴史文化遺産群４ 

陸の道 

構成要素 

官道、武丸大上げ遺跡、宗像市の仏像群、唐津街道、赤間宿、早川勇、五卿西遷

の碑 など 
ストーリー 

  弥生時代の道は自然発生の踏み分け道だったようで、中国の史書『魏
ぎ

志
し

倭人
わ じ ん

伝
でん

』によるとブッシュで前を歩く人の姿が見えなくなるとあります。海路に比べ

支障の多い陸路ですが、自然災害に強く、領国の隅々まで安定的な輸送や移動が

見込めるという利点もあり、土木技術の進歩により整備されました。 

 

□古代官道を探る 

  律令時代には、地方と中央とを緊密に連絡し、有事の際は軍隊の移動が可能と

なる道路網（官道）が整備されました。北部九州には大宰府へ向かうための西海

道が走り、30里（約 16㎞）ごとに馬を乗り継ぐ駅が設置されていました。宗像

には津日駅と大同２年（807）以後に廃止された名称不明の駅があり、瓦葺建物の

あった武
たけ

丸大
まるおお

上
あ

げ遺跡がその廃止された駅の可能性があります。周辺には平安時

代の仏像が多く残されており、官道を通じてもたらされた都文化の名残かもしれ

ません。 

 

□唐津街道と赤間宿 

  江戸時代、福岡藩領内には６本の街道があり、宗像にはそのうちの一つ、唐津

街道が通っていました。赤間宿は芦屋
あ し や

と木屋瀬
こ や の せ

へ通じる街道の分岐点でもあり、

交通と文化の要衝として栄えていました。 

日本が大きく揺れていた幕末期、この宿場に各地の勤王の志士が集結する大き

な出来事がありました。文久３年（1863）8月 18日の政変により、攘夷
じょうい

派の急先

鋒だった三条
さんじょう

実
さね

美
とみ

公たちは、身の危険を察し、京都を脱出して長州へ落ち延び、

慶応
けいおう

元年（1865）1月 4日、そのうちの５人が長州から筑前入りし、大宰府へと

向かいます。このとき、吉留村の福岡藩医早川
はやかわ

勇
いさむ

らが随行を命ぜられ、途中、赤

間宿の御茶屋
お ち ゃ や

（本陣）に約 1ヶ月間滞在しまた。この間、西郷
さいごう

隆盛
たかもり

など各地の勤

皇の志士たちが集い、まるで維新の中心地のようでした。宿場の人々は日本を動

かしていた人物の滞在に驚き、随行や長州藩の護衛などの宿泊や食事の対応で大

変だったようです。 

図 武丸大上げ遺跡（想像図） 写真 五卿西遷之碑 
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関連歴史文化遺産群５ 

宗像一族の栄華 

構成要素 

宗像海人、朝鮮半島との交流、宗像氏、尼子娘、神郡、大宮司職、日宋貿易、宗

像氏貞 など 
ストーリー 

□宗像海人の誕生 

  海に生活の糧を求めた宗像海人は、約 6,000年前の縄文時代前期には沖ノ島ま

でニホンアシカを追って漁をしていたことが知られています。弥生時代になると

強大な奴国地域の勢力をけん制しつつ、伝統的な日本海沿岸地域との絆を深め、

朝鮮半島との交流を行っていました。 

 

□ヤマト王権と沖ノ島祭祀 

古墳時代前期になると、畿内に成立したヤマト王権の対外政策により、弥生時

代の旧勢力であった奴国と一線を画していた宗像氏が注目されます。飛鳥時代に

は宗像
むなかたの

君
きみ

徳
とく

善
ぜん

の女、尼子娘は後に天武天皇となる大海人皇子
おおあまのおうじ

に嫁ぐなど皇室と姻

戚関係を築くまでになります。また、律令時代には九州唯一の神郡に設定され、

宗像神社は様々な特権を受けることができました。 

 

□日宋貿易と宗像大宮司
だいぐうじ

 

  神郡としての特権は９世紀頃から次第に失われ、絶頂期は終焉を迎えました。

ところが、10世紀末には藤原氏の宗像信仰を受けて大宮司職の設置を認められる

など復権します。日宋貿易が盛んになると宗像大宮司も盛んに貿易を行い、中国

宋商人の娘を夫人に迎えるなどしていました。 

 

□最後の大宮司宗像氏貞 

室町時代に入ると筑前国の有力領主であった宗像氏は周防の大内氏と主従関係

を結び、約 150年にわたって仕えました。天文
てんぶん

20年（1551）、大内氏が家臣

陶晴賢
すえのはるかた

によって滅ぼされ、その陶氏も毛利氏によって滅ぼされます。九州では大

友氏の支配が強まるなか、宗像氏もその争乱に巻き込まれます。この時期、宗像

大宮司を継いだ宗像
むなかた

氏
うじ

貞
さだ

は、領地を守って良く戦い、一族の存続と所領の確保に

努めました。豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

の九州征伐前の天
てん

正
しょう

14年（1586）41才で亡くなります

が、嫡子がおらず長き伝統を誇る宗像氏はここで幕を下ろすことになりました。 
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関連歴史文化遺産群６ 

むなかたの祈りと信仰 

構成要素 

宗像三女神信仰、宗像大社みあれ祭、大師信仰、団体参拝、恵比寿信仰、恵比寿

祭、赤間ゑびす座 など 

ストーリー 

  宗像市には市内のあらゆる所に信仰の場があります。そこでは、清掃活動や信

仰対象に花や水を手向けるなど、祈りの姿が具体的な形となって表れています。 

 

□宗像三女神信仰 

  「田心姫神
たごりひめのかみ

」「湍津姫神
たぎつひめのかみ

」「市杵島姫神
いちきしまひめのかみ

」の三女神を祀る宗像大社は、沖ノ島の

沖津宮、大島の中津宮、九州本土の辺津宮の三宮の総称で、全国に約 6,400社あ

る宗像三女神を祀る神社の総本社です。古来より、航海安全やあらゆる道を司る

神を祀る神社として崇敬を集めてきました。特に漁民の崇拝は篤く、宗像の浦々

の船には今でも宗像大社の御札が必ず祀られ、「神宿る島」としての沖ノ島に対す

る禁忌や、沖ノ島周辺で漁をした時の献魚の習慣があります。また、宗像大社秋

季大祭初日、毎年 10月 1日に行われる「みあれ祭」での 100隻以上の船団が勇壮

かつ壮大に大漁旗をなびかせながら進む海上神幸の姿は圧巻です。 

  

□大師信仰 

宗像市内にある堂の多くは、宗像四国霊場の札所になっています。幕末の頃、

弘法大師ゆかりの四国八十八霊場を手本に、供養や修行のための巡礼が身近な場

所でもできるようにと各地に広まった地方霊場のひとつです。宗像市の霊場は数

の増加などから、釣川を境に東西に分けられるなど、再編を繰り返し今日に至っ

ています。明治から昭和にかけての最盛期には、弘法大師の分身である金剛杖を

持ち、白衣と菅笠をまとったお遍路さんが、御詠歌を唱えながら霊場を巡る姿が

春と秋の風物詩でした。現在も東部霊場では、春に団体参拝が行われています。 

  

□恵比須信仰 

  宗像の浦々には、海の石を御神体とする小さな祠が点在しています。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う人々の信仰

の対象です。浦々の各地では毎年 12月 3日前後になると恵比寿祭が行われます。

また、恵比寿神は商売繁盛の神様でもあり、赤間宿のあった赤間地区では、商売

繁盛を祈願して 12月の第 1日曜日に須賀神社で赤間ゑびす座が行われ、当日は、

地区のあちらこちらで縁起物を片手に笑顔で家路につく人の姿があります。 

写真 船に祀られた宗像大社の御札 写真 弘法大師像 写真 恵比寿様 
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関連歴史文化遺産群７ 

むなかた偉人伝 

構成要素 

色定法師、早川勇、出光佐三、沖ツ海 など 

ストーリー 

ここで言う偉人は、むなかたをより良くしようとする心を持ち、産業や教育･文

化･道徳･スポーツなどの郷土の発展に貢献した先人たちです。先人たちの貢献を

知り地域の良さに気付き、これに誇りを持つことができれば宗像人合格です。 

 

□驚異の継続力 色定法師 

宗像大社の社僧であった色定法師（1158～1242）は、文治３年（1187）29歳の

ときに父母の菩提を弔うべく、一筆（一人で）で約５千巻の一切経（すべての経

典・大蔵経）の写経を始めました。42年後の安貞２年（1228）70歳で経巻を写し

終え、宗像大社に献納しました。平均すると３日で長さ 10ｍほどの経巻１巻を書

写する必要があり、まさに驚異です。 

 

□維新の志士 早川勇 

福岡藩医早川勇（1832～1899）は、薩長同盟の基礎づくりをした明治維新の貢

献者です。明治政府では奈良府判事や元老院大書記官を務め、上京した宗像出身

者や旧黒田藩士の学費を支援し、また、早川邸に集まっていた宗像出身者が結成

した宗像郷土会（宗像会）の精神的支柱としても尊敬されました。晩年、宗像出

身者への育英事業に尽力したことは、維新への貢献に劣らない重要な業績です。 

 

□郷土への愛情 出光佐三 

赤間出身の出光興産の創始者出光佐三（1885～1981）は、宗像大社復興や福岡

教育大学誘致など戦後の教育や文化の向上に多大な功績を残しました。昭和 17年

（1942）からは宗像神社復興期成会会長として、境内整備や沖ノ島学術調査等に

尽力、昭和 53年（1978）には旧宗像町名誉町民第１号の称号が贈られました。 

 

□夢に終わった横綱 沖ツ海 

本名北城戸福松（1910～1933）は、昭和初期にかけて活躍した関取です。最高

位は関脇で昭和７年（1932）には幕内優勝を成し遂げていました。残念ながら、

大関昇進を目前とした昭和８年（1933）に 23歳の若さで亡くなりました。大関、

横綱となる器だったと言われ、もし生きていれば双葉山の 69連勝もなかったので

はと惜しまれています。 

写真 色定法師 写真 沖ツ海 
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３．歴史文化遺産保存活用区域の考え方 

  地域計画では、歴史的風致維持向上計画で選定した歴史的風致の区域を歴史文化遺

産保存活用区域※として設定します。地域計画では、４つの歴史的風致の区域のうち

「宗像大社ゆかりの歴史的風致」と「宗像の浦々にみる歴史的風致」が重なるた

め、これらを一体の区域とし、３つの区域として設定します。 

  宗像市の歴史文化遺産保存活用区域は、「ばしょ」「もの」「こと」「ひと」の

歴史文化遺産が集中して存在し、「受け継がれる信仰」をはじめとする歴史文化が

顕著に現れ、今も身近に感じることができる場所であることから、これらが失われ

ることがないよう、域内の歴史文化遺産の保存と景観の保全に関する取り組みを積

極的に行い、これらを核として活用しながら魅力的な空間を創出することを目的に

選定するものです。また、これらの区域は主にソフト事業である地域計画の取り組

みと、歴史的風致維持向上計画に記載されたハード事業とを組み合わせて実施する

区域でもあり、取り組みで得られた効果や成果を今後、全市的に広げるためのモデ

ル地区としての一翼も担っています。 

   

※歴史文化遺産保存活用区域…歴史文化遺産が特定の場所に集中している場合、その周辺環境を含め歴史

文化遺産を核として文化的な空間を創出するための計画区域 

 

４．宗像市の維持向上すべき歴史的風致 

宗像市は、平成 28年（2016）に認定を受けた「歴史的風致維持向上計画」におい

て、４つの維持向上すべき歴史的風致を選定し、国の認定を受けました。 

 

「歴史的風致」とは、歴史まちづくり法第１条において、「地域におけるその固有

の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われている歴史上価値の高

い建造物及びその周辺の市街地が、一体となって形成してきた良好な市街地の環

境」と定義されています。すなわち、下記の①～③の条件をすべて備えていること

が、歴史的風致の前提条件といえます。 

 

① ：地域に固有の歴史や伝統を反映した活動が行われていること 

② ：①の活動が、歴史上価値の高い建造物とその周辺で行われていること 

③ ：①の活動と②の建造物が、一体となって良好な市街地環境を形成して 

いること 
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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り、すべて

の道の守護神として全国的に広く信仰を集め

ている神社です。 

  現在、宗像大社では年間約 40もの祭事が行

われ、特に宗像大社辺津宮で 10月１日から 10

月３日にかけて行われる秋季大祭と 12月の古

式祭、大島の中津宮で８月７日に行われる七夕

祭りは、氏子や崇敬者たちに支えられながら千

数百年間続けられてきたものです。また、浦々

の日々の暮らしに根付いている宗像三女神信仰

には、宗像大社の神様に対する感謝と畏敬の念

がよく表れています。 

 

（２）宗像の浦々にみる歴史的風致 

  宗像市の北側玄界灘沿岸部に位置する鐘崎地

区と神湊地区、離島の大島、地島では現在も多

くの人々が漁業を生業としています。これらの

海と共に暮らす人々の信仰や祭事には常に死や

危険と隣り合わせであることから、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

が込められており、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、今もその信仰や風習が息づいています。 

 

（３）八所宮の御神幸祭にみる歴史的風致 

  市南東部の最も内陸の場所に位置する八所神

社は、地元で八所宮と呼ばれ、地域の神社とし

て親しまれ崇敬されてきました。毎年 10月に

は、神様と地域の人々が一体となって里の恵み

に感謝し五穀豊穣を祈る御神幸祭が行われてい

ます。また、その周辺には田園風景と農村集落

が広がり、江戸時代には、赤間宿と木屋瀬
こ や の せ

宿と

写真 みあれ祭の海上神幸 

写真 宗像大社沖津宮の社殿 

写真 沿岸部や離島の浦々に所在する 
恵比寿神社（写真は鐘崎地区中町区） 

写真 御神幸行列の中の大名行列（白羽熊） 
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を結ぶ赤間街道が通っていました。旧街道沿い

には現在も近世の町屋が立ち並ぶ風景をみるこ

とができます。 

 

（４）唐津街道赤間宿にみる歴史的風致 

  江戸時代、唐津街道は筑前小倉（北九州市）

から肥前唐津（佐賀県唐津市）を結ぶ北部九州

の交通と物流の大動脈として整備されました。 

  市の東部に位置する赤間地区には唐津街道の

宿場町として赤間宿が整備され、人や物資の集

積地として大きく賑わいました。現在も赤間宿

の唐津街道沿いには、ウナギの寝床と言われる

街道に面する間口が狭く、奥に長い町屋の区画

が残され、古い建物が立ち並んでいます。ま

た、宿場町として栄えた時代から続けられてき

た酒造をはじめとする生業や賑やかだった時代

から守り伝えられてきた赤間祇園祭などの人々

の伝統行事が受け継がれています。 

図 歴史的風致の位置と範囲 

  

写真 赤間祇園祭 

神興による家々への打ち込み 

写真 赤間ゑびす祭 
神社関係者や代表者による祭典 
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５．宗像市の歴史文化遺産保存活用区域 

 

図 歴史文化遺産保存活用区域の位置と範囲  

□ 区域１ 宗像大社・鎮国寺周辺と沿岸部の漁村 

□ 区域２ 八所宮と周辺の農村 

□ 区域３ 旧唐津街道赤間宿のまち 
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（１）宗像大社・鎮国寺と周辺地区 

本市のシンボルといえる宗像大社を中心とし、宗像大社（沖津宮・中津宮・辺津

宮）や宗像大社にゆかりの鎮国寺のほか、沿岸部や離島の浦々を含めた範囲です。 

宗像大社や鎮国寺やその周辺と沿岸部の漁村には、神社や社寺などの歴史的建造

物や、沖ノ島を起源とする宗像三女神信仰などのさまざまな信仰や祭事が今も色濃

く残り、「宗像大社ゆかりの歴史的風致」や「宗像の浦々にみる歴史的風致」を含

め、宗像市の歴史文化「豊かな自然と連綿と続く人の営み」や「信仰の継承」を感

じることのできる、指定文化財をはじめとする数多くの歴史文化遺産があります。 

 

（２）八所宮と周辺の農村 

   吉留地区の八所宮と、毎年 10月の秋季大祭に行われ、300年以上続く、市指定

文化財の御神幸祭の経路を含む範囲です。 

   八所宮の境内には、市指定文化財の本殿・拝殿、土塀や石垣などの歴史的建造物

があり、八所宮や御神幸祭の経路周辺には、田園風景が広がり、歴史を感じさせる

農業住宅や酒蔵の伊豆本店の建物があるなど、そこには、「八所宮の御神幸祭にみ

る歴史的風致」を含め、宗像市の歴史文化「豊かな自然と連綿と続く人の営み」や

「信仰の継承」を感じることのできる、数多くの歴史文化遺産があります。 

 

 

□主な構成歴史文化遺産 

「ばしょ」 

■自然・地理環境／玄界灘 

■生活・信仰空間／漁村・史跡宗像神社境内（沖津宮・中津宮・辺津宮・沖津宮遙

拝所）・鎮国寺・浦々の恵比寿神社・織幡神社 ■遺跡 沖ノ島祭祀遺跡 

「もの」 

■建造物／漁業住宅・宗像大社沖津宮社殿・宗像大社中津宮本殿・辺津宮本殿･拝

殿・辺津宮神門・沖津宮遙拝所・鎮国寺本堂 

■構造物／信仰に関する石造物 ■美術工芸品／宗像五社本地仏・三十六歌仙扁額 

■歴史資料／『古事記』・『日本書紀』・「宗像大社文書」・『宗像大菩薩縁起』・『筑前

国続風土記附録』・『筑前名所図会』■道具／神輿などの祭礼具 ■考古資料/宗像

大社沖津宮祭祀遺跡出土品 

「こと」 

■衣食住／のうさば ■生業／漁業 ■信仰 宗像三女神信仰・恵比寿信仰 

■年中行事／宗像大社秋季大祭（みあれ祭）・古式祭・七夕祭り・恵比寿祭・織幡

神社春季大祭 

「ひと」 ■保存と活用に関わる人々／祭事を支える人々 

□主な構成歴史文化遺産 

「ばしょ」 ■自然・地理環境／扇状地・釣川 ■生活・信仰空間／農村・八所宮 

「もの」 ■建造物／八所宮本殿･拝殿・赤間街道沿線の町屋・伊豆本店 

■構造物／八所宮の信仰に関する石造物 ■美術工芸品／八所宮に奉納された

絵馬 ■歴史資料／『筑前国続風土記拾遺』・『大日本名所図録』・『筑前国続風

土記附録』■道具 神輿・大名行列などの祭礼具・醸造具（酒造り） 

「こと」 ■衣食住／鶏すき・テンプラ ■生業／農業・酒造り ■信仰／氏神信仰 ■

年中行事／御神幸祭（大名行列） 

「ひと」 ■保存と活用に関わる人々／祭事を支える人々 ■技術／注連縄づくり 
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（３）旧唐津街道赤間宿のまち 

   江戸時代に、筑前小倉から玄界灘沿岸を通り、肥前唐津を結ぶ唐津街道沿いに

宿場町として整備された赤間地区の赤間宿と、そこで毎年 7月に行われる赤間祇

園祭の経路を含めた範囲です。 

唐津街道沿線には、辻井戸が点在し、間口が狭く奥に長い敷地に趣のある町屋

が立ち並び、そこでは酒造りなどの伝統的生業があって、地域では、400年以上

の歴史を持ち、暴れ神輿で街道沿いの家々に突っ込む赤間祇園祭や、須賀神社で

は赤間ゑびす座が 100年以上続けられるなど、そこには、「唐津街道赤間宿にみ

る歴史的風致」を含め、宗像市の歴史文化「海と陸の道」を反映した歴史文化遺

産があります。 

 

□主な構成歴史文化遺産 

「ばしょ」 ■自然・地理環境／台地 交通の要衝 ■生活・信仰空間／赤間宿・須賀神社

今井神社・猿田彦神社 ■遺跡／赤間宿跡・陵厳寺茶屋辻遺跡 

「もの」 ■建造物／出光佐三生家・勝屋酒造 

■構造物／信仰に関する石造物・唐津街道・五卿西遷の碑・辻井戸 ■歴史資

料／『筑前名所図会』『福岡県地理全誌』『福岡県神社誌』『蛭子座準備帳』■

道具 神輿などの祭礼具・醸造具（酒造り） 

「こと」 ■生業／酒造り ■信仰／氏神信仰・ゑびす信仰 ■年中行事／赤間祇園祭・

赤間ゑびす座 

「ひと」 ■保存と活用に関わる人々／祭事を支える人々 
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第５章 歴史文化遺産の保存と活用の将来像と考え方 

１．目指す将来像 

歴史文化遺産の保存と活用の取り組みを通じて、総合計画の掲げる将来像「とき

を紡ぎ躍動するまち」を実現するため、考え方のひとつ「歴史文化を継ぎ育むま

ち」に則し、以下の歴史文化遺産の保存と活用の目指す将来像を設定します。 

 

２． 将来像実現に向けての視点 

（１）人がつながる 

さまざまな人がつながり関わり合い、それぞれの立場を活かし、役割を明確にし

ながら、持続的に歴史文化遺産の保存と活用に取り組む姿を目指します。 

 

（２）価値や魅力の再発見 

先人たちが残し伝えてきた多様で貴重な歴史文化遺産を風化させないためにも、価

値や魅力を再発見する取り組みを行い、歴史文化遺産の保存と活用につなげます。 

 

（３）過去と現在をつなぐ 

今に生きる私たちは、歴史文化遺産を過去から未来へつなぐ架け橋であることを意

識しながら、歴史文化遺産を共有し、理解を深め、継承のための取り組みを行います。 

 

（４）未来へつなぐ 

歴史文化遺産の価値を損ねることがないよう適切な取り組みを行い、確実に次世

代へ継承します。 

 

図 宗像市の目指すべき将来像と考え方 

 

 

 

 

 

「歴史文化遺産を過去から未来へとつなぎ 

歴史文化を継ぎ育む調和のとれたまち」 

 

「歴史文化遺産を過去から未来へとつなぎ 

歴史文化を継ぎ育む 調和のとれたまち」 

価値や魅力の再発見 過去と現在をつなぐ 未来へつなぐ 人がつながる 

将来像 

考え方 
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第６章 将来像の実現に向けた課題 

本章では、将来像を実現するための市内全体に関わる課題について、５章の考え方

を踏まえ整理します。 

１．「人がつながる」に関する課題 

 

宗像市では、市役所において、文化財部局のほか、序章の関連計画にあるように、

関連部局が歴史文化遺産の保存と活用に関する事業を行い、地域では法人などの団体

やコミュニティ運営協議会※1、市民活動団体※2 などがさまざまな視点を持って活動

を行っています。また、所有者や市民は歴史文化遺産に最も近い存在です。現在、こ

れらの関わる人々との情報共有や連携が不足していると言えます。今後、関わる人々

と一体となってそれぞれの立場を活かし役割を明確にしながら、歴史文化遺産の保存

と活用に取り組むための体制づくりをどのように行うかも課題です。 

 

※１ コミュニティ運営協議会 

自治会より広い単位でまちづくりを行うため、市立小学校の通学区域を単位とした 12の組織 

※２ 市民活動団体 

「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」（平成 17年条令第 63号）第

２条第 10号に規定する市民公益活動団体。いわゆるボランティア活動や市民活動を行う団体 

 

２．「価値や魅力の再発見」に関する課題 

 

価値や魅力の再発見には、調査研究などの手法があります。宗像市では合併前の旧

大島村を除く旧宗像市と旧玄海町の文化財専門職員配置以降、主に開発に伴う埋蔵文

化財の発掘調査を中心に行ってきました。このような経緯から、その他の分野の知識

や経験が不足し、これらの調査研究が十分に進んでいないことが課題です。 

また、過去には行政だけでなく、大学などの研究機関、郷土史家やボランティアに

よって数多くの調査研究が行われてきましたが、これらの把握・整理が不足しており、

十分に活用するまでには至っていないことも課題です。 

宗像市には、多様な歴史文化遺産があり、まだまだ未把握ものが数多く存在します。

これらの価値や魅力の再発見を文化財部局のみが実施することについても限りがあ

（１） 

（２） 

関連部局や地域などの関わる人々との情報共有や連携不足 

保存と活用の体制づくり 

（１） 

（２） 

調査研究が不十分な分野がある 

過去の調査研究の把握・整理が不十分 
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り、「人がつながる」に関する課題にもあるように、今後、調査研究の手法や体制を

どのように整えていくか課題と言えます。 

 

３．「過去と現在をつなぐ」に関する課題 

（１） 

（２） 

（３） 

多様な歴史文化遺産が持つ魅力や価値を十分に伝えきれていない 

魅力的で効果的な見せ方や伝え方が不十分 

歴史文化遺産を公開するための整備が不十分 

 

宗像市の多様な歴史文化遺産を次世代に確実に継承するためには保存へとつなげ

ることを意識した活用の取り組みも重要です。 

現在、宗像市における歴史文化遺産の活用状況は、施設における展示や「ルックル

ック講座」による地域への出前授業などにあるように、埋蔵文化財や世界遺産が中心

であり、見せ方や伝え方にも課題があります。また、学校教育の現場においては、世

界遺産を中心とした「ふるさと学習」が実施され、副読本が作成されていますが、身

近にある多様な宗像市の歴史文化遺産について学ぶ機会が乏しいと言えます。 

情報発信手段には上記のほか、市広報紙の「時間旅行ムナカタ」への記事掲載やリ

ーフレットなどの紙媒体、ホームページ「むなかた電子博物館」や SNSなどの電子媒

体の活用がありますが、それぞれの媒体ごとに魅力的で効果的な情報発信ができてい

ないことも課題です。 

また、歴史文化遺産の理解を深めるためには、歴史文化遺産に触れることも重要で

す。現地にある歴史文化遺産の中には、「宗像市サイン基本計画」に基づき、誘導サ

インが設置されているものがありますが、現地には駐車場が無いケースや老朽化や汚

損により解説板の視認が難しいものもあります。指定文化財については、美術工芸品

など保存上の理由によるものを除くと、国史跡の桜京古墳や市指定文化財の田野瀬戸

古墳が整備・公開までには至っていない状況です。 

 

４．「未来へつなぐ」に関する課題 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

資金不足や人材不足により適切に保存ができない、または困難なものがある 

価値が十分に検討･評価･認知されないまま失われつつあるものがある 

防火･防犯に対し体制や設備が整っていないところがある 

収蔵施設の老朽化、収蔵空間が限界を迎えつつある 

 

今日の宗像市でも、市街地化や少子高齢化、地域コミュニティの希薄化などにより、

文化財に関わる人々が少なくなり、市内では資金不足や人材不足などを理由に継承す

ることがままならない歴史文化遺産が多く見受けられます。この傾向は特に未指定の
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歴史文化遺産に強く見られ、この状況が長く続くと、未調査のまま価値が十分に検討・

評価・認知されずに失われてしまう可能性があります。 

防犯や防災については、国・県指定文化財等の設備等は比較的整っているものの、

市指定文化財には課題が多く、地震などの自然災害や火災、盗難などに対する危険性

が高くなっていると言えます。また、指定文化財等の中には有事の際の初期対応に対

する体制などが脆弱なところもあります。 

  収蔵施設については、収蔵空間の限界を迎えつつあり、今後の文化財の収集・保管

に影響をきたす可能性があります。また、施設の老朽化も課題です。 

 

５．関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域に関する課題 

関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域において将来像を実現し目的を

達成するための課題について、上記のほか下記に整理します。 

 

（１）関連歴史文化遺産群に関する課題 

 

親しみやすく分かりやすいストーリーとするためには、構成要素となる個々の歴

史文化遺産の価値や魅力だけではなく、歴史文化遺産の相互の関係性についての解

明が不足しています。また、周知不足があり、多くの市民や観光客に認知されるま

でには至っていないことが課題です。そのほか、一部においては、来訪者が円滑か

つ安全に周遊できる環境が整っていないところがあります。 

 

（２）歴史文化遺産保存活用区域に関する課題 

 

歴史文化遺産の保存については、域内の指定等文化財については法や条例に基づ

き保護する仕組みが整っていますが、その他の歴史文化遺産の保存は地域に委ねら

れている現状があり課題です。また、自然や地理環境、人々の活動と一体となった

景観は、「宗像大社・鎮国寺とその周辺地区」においては、「『神宿る島』宗像・

沖ノ島と関連遺産群」の緩衝地帯であり、景観計画の「景観重点区域」であること

から各種法令によって手厚く保護されていますが、「八所宮と周辺の農村」「旧唐

（１） 

（２） 

（３） 

相互の関係性の解明が不足している 

周知不足で価値や魅力を伝え共有するまでには至っていない 

円滑かつ安全に周遊できる環境が整っていないところがある 

（１） 

（２） 

指定等文化財以外の歴史文化遺産を保護する仕組みが整っていない 

「八所宮と周辺の農村」「旧唐津街道赤間宿のまち」の景観の保全 
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津街道赤間宿のまち」においては緩やかな規制や誘導に留まっており、いかに保全

していくかが課題となっています。 
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第７章 歴史文化遺産の保存と活用の基本方針 

歴史文化遺産は人とのつながりが薄れると忘れ去られ、失われていく恐れがあり

ます。歴史文化遺産と人とのつながりは最も重要です。また、それぞれの取り組み

について、関わる人々のつながりを活かすことも大切です。 

宗像市では、この考えに基づき、将来像を実現するための考え方「人がつなが

る」の基本方針として「関わる人々の連携・協働・協力」を設定します。そして、

その上に３つの考え方に沿った基本方針「調査研究の推進」「伝え共有する」「次

世代への確実な継承」を定めることで、これらを推し進める原動力とし、将来像の

実現を目指します。 

 

 

 

図 宗像市の目指すべき将来像と基本方針の関係 

 

 

 

 

  

将来像 

歴史文化遺産を過去から未来へとつなぎ 

歴史文化を継ぎ育む 調和のとれたまち 

伝え共有する 次世代への確実な継承 

過去 未来 

関わる人々の連携・協働・協力 

調査研究の推進 

価値や魅力の再発見 過去と現在をつなぐ 未来へつなぐ 考え方 

基本方針 

人がつながる 考え方 

基本方針 
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１．「人がつながる」に関する基本方針  

 関わる人々の連携・協働・協力 

 

文化財部局だけでなく、関連機関、関連部局や市民、専門家などが交互に関わり合

いながら、それぞれの立場を活かし、役割を明確にしながら歴史文化遺産の保存と活

用に取り組みます。 

 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

文化財専門職のマネジメント能力の向上 

行政内部における関係部局との連携 

地域との協働 

専門家との協力関係 

 

（１）文化財専門職のマネジメント能力の向上 

  文化財専門職員の個々の専門性を高めるだけではなく、さまざまな人と関わりなが

ら、宗像市に所在する多様な歴史文化遺産の調査研究などに対応できるよう、総合的

マネジメント能力の向上を図ります。 

 

（２）行政内部における関係部局との連携 

市役所内では観光分野や都市計画分野、教育分野など、庁内の様々な部局で歴史文

化遺産の保存と活用が進められています。今後、さらに歴史文化遺産の保存と活用を

進めるためには、これら関連部局との連携強化や協力体制の構築が必要です。 

 

（３）地域との協働 

  歴史文化遺産の所有者や地域の住民が歴史文化遺産に一番近い存在であり、これら

を保存する主体となるものです。また、市内に多数存在する市民活動団体や各地域の

コミュニティ運営協議会なども歴史文化遺産の保存と活用に大きな役割を果たして

います。今後は、所有者や地域住民との情報交換の機会の創出などにより、行政と地

域のより身近な関係を構築し、協働による歴史文化遺産の保存と活用を進めるととも

に、地域が主体となって歴史文化遺産を見守る姿を目指します。 

  

（４）専門家との協力 

 歴史文化遺産の保存・活用には、各分野の専門家の協力も欠かせません。文化財保

存活用地域計画協議会や文化財保護審議会委員などの専門家と関係を築き、協力を得

ることでそれぞれの事業をより効果的なものにしていきます。 

  



105 

 

 

図 宗像市における歴史文化遺産の保存と活用の推進体制のイメージ 

 

２．「価値や魅力の再発見」に関する基本方針  

 調査研究の推進 

 

調査研究などによって歴史文化遺産の全体像を把握し、それぞれの魅力や価値を明

らかにすることは、歴史文化遺産の保存と活用の基礎となるものです。 

 

（１） 

（２） 

幅広い分野の調査研究の推進 

調査研究資料の収集・整理 

 

（１）幅広い分野の調査研究の推進 

市内のさまざまな歴史文化遺産について把握状況を踏まえ、その周辺環境も含め、

計画・継続的に幅広く調査研究（悉皆・総合・個別）に取り組みます。 

 

（２）調査研究資料の収集・整理 

  歴史文化遺産に関する調査研究資料は、調査研究を推進する上で基礎となるもので

す。これらの資料の収集を継続的に行い、情報を蓄積していきます。また、整理に際

しては、公開を見据えた作業を実施します。 

 

 

歴史文化遺産 

所有者 

行政 
（国・県・宗像市） 

市民活動団体 

地域・市民 

研究機関 

団体・企業 

連携・協働・協力 
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３．「過去と現在をつなぐ」に関する基本方針 

 

調査研究などによって得た価値や魅力を正しく伝え共有することによって、人々の

歴史文化遺産に対する意識を高め、次世代への確実な継承へとつなげます。 

 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（６） 

（７） 

多様なニーズや個々の理解への配慮 

観光振興や地域活性化など新たな視点による事業の展開 

整備・公開事業の推進 

歴史拠点施設の機能強化と地域とのネットワーク形成 

保存意識醸成や地域課題の解決につながる事業の展開 

戦略的情報発信 

来訪環境の整備 

 

（１）多様なニーズや個々の理解への配慮 

多様なニーズや個々の理解への配慮を行うことは、魅力や価値を伝え共有するすべ

ての取り組みにおいて重要なことです。取り組みに際しては平易な言葉の使い方や魅

力的な写真や動画を使用し、ＶＲ（バーチャルリアリティ）やＡＲ（拡張現実）など

の新しい技術を取り入れるなどし、整備においてはバリヤフリーに配慮します。 

 

（２）観光振興や地域活性化など新たな視点による取り組み 

 観光分野では、それぞれの歴史文化遺産を繋ぎ、ストーリー性を持たせた「点」か

ら「面」による活用を推進します。また、地域特性を把握するための地域資源調査な

どを通じ、地域力を活かしたまちづくりにつながる各種事業を展開します。 

 

（３）整備・公開事業の推進 

 指定等文化財のうち、整備・公開が可能なものは、所有者の理解を得て事業を行い、

また、建造物については、修理現場の公開、美術工芸品については修復事業後の公開

などにより、理解を深める取り組みを行います。未指定の歴史文化遺産については、

それぞれの歴史文化遺産の特性を考慮しながら地域や所有者と協議を行います。その

ほか、宗像市が収集・整理した歴史文化遺産に関する調査研究資料についても公開に

向けた作業を行います。 

 

（４）歴史拠点施設の機能強化と地域とのネットワーク形成 

  海の道むなかた館では、訪れた市民や観光客が関連施設や歴史文化遺産の所在する

地域を周遊できるよう歴史拠点施設としての機能を強化します。また、海の道むなか

た館と地域のネットワーク形成に努めます。 

 伝え共有する 



107 

 

 

（５）保存意識醸成や地域課題の解決につながる事業の展開 

 歴史文化遺産の活用の取り組みは、宗像市の歴史を理解し、地域への誇りや愛着を

持つ心を養い、歴史文化遺産の保存への意識を高めるだけではなく、その過程で失わ

れかけたコミュニティのつながりを取り戻す効果などをもたらします。これらを福祉

や子供の見守りに活かすことで、さらに歴史文化遺産の保存と活用の取り組みを有意

義なものにします。 

 

（６）戦略的情報発信 

ぞれぞれの媒体の利点を活用しながら、より効果的な情報発信を行っていきます。 

 

（７）来訪環境の整備 

 市民や観光客が円滑に歴史文化遺産を訪れることができるよう、公共交通体制や自

家用車に頼らず周遊できる仕組みを検討すると共に、必要に応じ便益施設やサインを

整備し維持管理を行います。 

 

４．「未来へつなぐ」に関する基本方針 

 

それぞれの事情に配慮しながら、歴史文化遺産の価値を損ねることがないよう、

確実に次世代へ継承する取り組みを行います。 

 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（６） 

（７） 

（８） 

文化財指定等による保護 

指定等文化財の適切な保存 

未指定等歴史文化遺産の保護の検討 

人材育成 

防災・防犯の取り組み強化 

埋蔵文化財の適切な事前協議と発掘調査 

収蔵施設の適切な維持管理 

自然環境、景観の保全による生活・信仰空間の継承 

 

（１）文化財指定等による保護 

調査研究によって価値が明らかになった歴史文化遺産については、必要に応じ指定

や緩やかな保護として国登録等の保護措置を検討します。指定等に際しては、事前に

所有者と十分な協議を行い、文化財保護審議会に意見を聴取します。 

 

 

 次世代への確実な継承 
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（２）指定等文化財の適切な保存 

保存のための事業について、従前の法律や条例に基づく公的財政支援だけでなく、

民間資本の活用を検討します。修理や修復に際しては、調査研究成果に基づき、技術

や材料を検討した上で実施します。また、指定文化財等の円滑な保存を図るため、保

存活用計画の策定を推進します。 

  世界遺産については、顕著な普遍的価値をさまざまな要因から守るために、構成資

産だけでなくバッファゾーンも含め保護・保全していきます。 

 

（３）未指定等歴史文化遺産の保護の検討 

地域が残したいと考える歴史文化遺産については、顕彰制度や緩やかな保護として

の登録制度など、新たな方策を検討し、公的財政支援の検討や民間資本を活用します。

また、失われてしまう可能性が高い歴史文化遺産については、後世へ伝えるために、

映像や写真に残すなど記録による保存を行います。 

 

（４）人材育成 

人材不足により適切に保存ができない、または困難な歴史文化遺産については、こ

れを理由に貴重な歴史文化遺産が失われることがないよう人材育成に取り組みます。 

 

（５）防災・防犯の取り組み強化 

防犯・防災意識の向上を図ります。特に指定等文化財については状況に応じ設備を

整備するとともに、有事の際の初期対応の体制を整備します。これらにより、火災や

盗難等による歴史文化遺産の被害を最小限に抑えます。また、地震や水害などの自然

災害に備えた体制を整備し、万が一発生した場合には、福岡県などの関係機関と連携

し、被災状況を把握し、廃棄・散逸や盗難を防ぐ取り組みを行います。 

 

（６）埋蔵文化財の適切な事前協議と発掘調査 

  開発等について事業者と事前に協議を行うことで、埋蔵文化財が未調査のまま消失

することを未然に防ぎます。また、開発等により埋蔵文化財等が影響を受ける場合に

は発掘調査により記録することで保存を行います。 

 

（７）収蔵施設の適切な維持管理 

利用可能な施設の検討を行い、収蔵空間の確保に努めます。また、効率的に収蔵や

保管を進めるための方策を講じます。 
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（８）自然環境・生活・信仰空間・生業の継承 

自然環境や生活・信仰空間と関連の深い自然や景観は、引き続き清掃活動や条例、

計画による規制や誘導によって保全を図ると共に、無電柱化や道路附属工作物の修景

整備、景観阻害要因の撤去などにより、良好な景観を形成します。また、漁業、農漁

については、資源を守りながら活性化や振興の取り組みを通じて継承に努めます。 

 

５．関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域に関する基本方針 

   関連歴史文化遺産群や歴史文化遺産保存活用区域では、それぞれの取り組みを

より豊かなものにし、高い効果を持たせるため、上記の基本方針に下記の考え方

を加え基本方針とします。 

   

（１）関連歴史文化遺産群に関する基本方針 

 

新たな関連歴史文化遺産群の発見を含め、調査研究成果を親しみやすく分かり

やすいテーマやストーリーとするため、歴史文化遺産の相互関係などについての

調査研究を推進し、今以上に関連歴史文化遺産群としての価値や魅力を磨き高め

ます。そして、歴史文化を反映した宗像市の「顔」として、周遊を意識した観光

振興や地域活性化など新たな視点による取り組みへ活用することによって、市民

や観光客へ周知し、認知度を高め、保存意識を醸成し、次世代の確実な継承へと

つなげます。 

 

（２）歴史文化遺産保存活用区域に関する基本方針 

 

歴史文化遺産保存活用区域は、歴まち計画の歴史的風致の範囲と一致すること

から、歴まち計画に示された方針と整合性を図りながら事業を実施します。域内

には歴史文化遺産が集中し、「受け継がれる信仰」をはじめとする歴史文化が顕

著に現れ、今も身近に感じることができる場所であることから、地域一体となっ

て域内の歴史文化遺産を保存し、景観や周辺環境などの保全に努め、それらを活

かしながら歴史文化遺産を核として魅力的な空間を創出し、次世代へ確実に継承

する姿を目指します。 

 

（１） 
調査研究を推進し、周遊を意識した観光振興や地域活性化などの取り組みへ

活かし、認知度を高め、保存意識を醸成し保存へつなげる 

（１） 
地域一体となって歴史文化遺産を保存し景観などの周辺環境の保全に努め、

活かしながら歴史文化遺産を核として魅力的な空間を創出する 
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第８章 歴史文化遺産の保存と活用の取り組み 

 将来像の実現に向け、４つの基本方針に基づく宗像市における取り組みを、関連歴

史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域も含め以下に示します。関連計画に下記の

取り組み内容が記載されている場合、各計画との整合性を図り、関係部局と連携しな

がら実施します。 

 

１．「関わる人々の連携・協働・協力」に関する取り組み 

関わる人々が情報を共有し、連携しながら歴史文化遺産の保存と活用に資するさま

ざまな取り組みを共に実施できる体制づくりに努めます。 

 

表 「関わる人々の連携・協働・協力」に関する取り組み一覧 

 

  

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

重点的な取り組み 

■地域との協働 

□指定等文化財所有者との協働 

・指定等文化財所有者連絡協議会（仮称）の設

立など 
■(1･2) ■(3) 〇 〇  ■    

□市民活動団体・コミュニティ運営協議会との協働 

・歴史文化遺産保存活用団体連絡協議会（仮

称）の設立など ■(1･2) ■(3) 〇  〇 ■   
 

□地域で歴史文化遺産を見守る体制の整備             

・歴史文化遺産保護指導委員の設置など 

 
■(2) ■(3) 〇  〇  ■  

コミュニティ

部局 
日常的な取り組み  

■文化財専門職員のマネジメント能力の向上 

・専門研修、日常からの関わる人とのコミ

ュニケーション、地域への人材紹介など 

 

■(1) ■(1) 〇  〇 ■    

■行政内部における関係部局との連携 

・連携して取り組む仕組みづくりなど 

 
■(1･2) ■(2) 〇   ■   関連計画部局 
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２．「調査研究の推進」に関する取り組み 

調査研究などを通して、歴史文化遺産の魅力と価値を明らかにする取り組みを行い

ます。 

 

表 「調査研究の推進」に関する取り組み一覧 

 

 

 

 

 

 

  

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

重点的な取り組み 

■幅広い分野の調査研究の推進 

□「ばしょ」「もの」「こと」「ひと」総合調査         ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（1） 方針：■（1） 

・悉皆調査・聞き取り調査など 
■(2) 
■(1) 

■(3･4) 
■(1) 〇 〇 〇 ■   

 

日常的な取り組み 

■幅広い分野の調査研究の推進 

□文化財の指定等に向けた調査研究 

・重要遺跡確認調査、建造物や民俗の専門調

査など 

 

■(2) 
■(1) 

■(4) 
■(1) 〇 〇     

 

□新修宗像市史編さん 

・専門調査・市史の刊行 

 

 

■(2) 
■(1) 

■(3･4) 
■(1) 〇  〇    

 

■調査研究資料の収集・整理 

・資料収集・台帳化・データベース化・アー

カイブ作成など 

 

■(2) 
■(2) 

■(2) 
■(2) 〇 〇     図書部局 
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３．「伝え共有する」に関する取り組み 

調査研究などによって得た価値や魅力を正しく伝え共有し、人々の歴史文化遺産に対

する意識を高め、次世代への確実な継承へつながる取り組みを行います。 

 

表 「伝え共有する」に関する取り組み一覧 

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

重点的な取り組み 

■観光振興や地域活性化など新たな視点による事業の展開    ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

□歴史ものがたり事業 

・プロモーション事業、滞在型事業など 

 

 

■(2) 
■(1･2) 

■(2･3) 
■(1･2) 〇  〇 ■   観光部局 

■整備・公開事業の推進 

□歴史文化遺産関連資料の公開 

・郷土資料室の公開など 

 
 

■(2) 
■(1) 

■(2) 
■(1･3) 〇    ■  図書部局 

日常的な取り組み 

■整備・公開事業の推進 

□歴史文化遺産の整備・公開                 ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

・指定等文化財の整備・公開、建造物の修理

現場公開、美術工芸品の修復事業後の公

開など 

■(2) 
■(1･3) 

■(2･3) 
■(1･3) 〇 〇 〇  ■  

企画部局 

財政部局 

□世界遺産の活用 

・講演会、デジタルアーカイブの公開など 

 

 

■(2) 
■(1) 

■(2･3) 
■(1･3) 〇 〇     世界遺産部局 

■歴史拠点施設の機能強化と地域とのネットワーク形成 

□海の道むなかた館の展示                  ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

・展示リニューアル、展示解説施設の検討な

ど 

 

■(2) 
■(1･2) 

■(2･3) 
■(1･4) 〇  〇 ■   世界遺産部局 

□コミュニティ展示 

・コミュニティセンター展示など 

 

 

■(2) 
■(1･2) 

■(2･3) 
■(1･4) 〇  〇 ■   

コミュニティ 

部局 

■保存意識醸成や地域課題の解決につながる事業の展開 

□市民が歴史文化遺産を知り学ぶ機会の創出          ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

・出前講座など 

  
■(2) 
■(1) 

■(2･3) 
■(1･4) 〇  〇    

コミュニティ 

部局 

□学校教育における歴史文化遺産学習の推進          ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

・ふるさと学習、世界遺産学習など 

 
■(2) 
■(1) 

■(2･3) 
■(1･4) 〇  〇 ■   

教育部局 

世界遺産部局 

□郷土食の普及 

・給食や授業で郷土料理や行事食の普及、イ

ベントや料理教室等で郷土料理や行事食

の紹介・提供など 

■(2) 
■(1) 

■(2･3) 
■(1･4) 〇  〇 ■   健康づくり部局 

■戦略的情報発信                      ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（2） 方針：■（1） 

・広報、SNS、ホームページの活用など 

 

 

■(1･2) ■(1･6) 〇      広報部局 

■来訪環境の整備                          ☑関連歴史文化遺産群 課題：■（3） 方針：■（1） 

・公共交通体系の整備、便益施設整備、サイ

ン整備 

 

■(2) 
■(3) 

■(2) 
■(1･7) 〇      

都市計画部局 

世界遺産部局 
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４．「次世代への確実な継承」に関する取り組み 

それぞれの歴史文化遺産の価値を損ねることがないよう適切な取り組みを行い、確

実に次世代へ継承します。 

 

表 「次世代への確実な継承」に関する事業一覧 

 

 

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

重点的な取り組み 

■未指定等の歴史文化遺産の保護の検討 

□指定等文化財以外の保護                  ☑歴史文化遺産保存活用区域 課題：■（1） 方針：■（1） 

・市登録制度、市民遺産、財政支援の検討な

ど 

 

■（2） 
■(1･2) 

■(2･3･4) 
■(3) 〇 〇 〇 ■   

企画部局 

財政部局 

□「こと」「ひと」の記録保存              ☑歴史文化遺産保存活用区域 課題：■（1） 方針：■（1） 

・映像撮影、聞き取り調査など 

 

 

■(2) 
■(1･2) 

■(2･3･4) 
■(3) 〇 〇 〇 ■    

■防災・防犯の取組み強化 

・広報活動、訓練、設備整備、防災計画策

定など 

 

■(2) 
■(3) 

■(2･3･4) 
■(5) 〇 〇 〇 ■   防災部局 

日常的な取り組み 

■文化財指定等による保護 

・文化財指定、登録など 

 

 

■(2) 
■(1) 

■(2･4) 
■(1) 〇 〇      

■指定等文化財の適切な保存 

□指定等文化財の保存 

・保存活用計画作成、修理、修復、財政支援、

民間資本の活用など 

 

■(2) 
■(1) 

■(2･3･4) 
■(2) 〇 〇     

企画部局 

財政部局 

□世界遺産の保存 

・清掃活動、モニタリング、年次報告書作成

など 

 

■(2) 
■(2) 

■(3) 
■(2) 〇 〇 〇    世界遺産部局 

■人材育成 

・後継者、担い手、語り部の育成など 

 

 

■(2) 
■(1) 

■(3･4) 
■(4) 〇 〇 〇 ■   

コミュニティ 

部局 

■埋蔵文化財の適切な事前協議と発掘調査 

・開発に伴う事前協議、発掘調査など 

 

 

■(2) ■(6) 〇       

■収蔵施設の適切な維持管理 

・修繕、収蔵計画、受け入れ基準の策定、収

蔵施設一元化の検討など 

 

■(2) 
■(4) 

■(2) 
■(7) 〇      

企画部局 

財政部局 

■自然環境・生活・信仰空間・生業の継承       ☑歴史文化遺産保存活用区域 課題：■（2） 方針：■（1） 

・清掃活動、市街地環境・条例や計画による

景観の規制・誘導、無電柱化、道路附属物

の整備、景観阻害要因の撤去、農漁業資源

の保護、農漁業の活性化・振興など 

 

■(2) 
■(1) 

■(2･3) 
■(8) 〇 〇 〇    

環境部局 

農水部局 

都市計画部局 
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５．関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域に関する取り組み 

関連歴史文化遺産群と歴史文化遺産保存活用区域について、上記の１.～４.にお

ける取り組み以外のものを以下に示します。 

表 関連歴史文化遺産群に関する事業一覧 

 

 

 

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

■調査研究の推進に関する取り組み 

□関連歴史文化遺産群の調査研究 

・資料収集、現地調査、関連文化遺産群さが

し 
■(2) 
■(1) 

■(2･3） 
■(1) 〇 〇 〇 ■    

■活かし保存へつなげる取り組み 

□周遊マップ作成 

・食などと組み合わせたウォーキングマッ

プ、サイクリングマップなどの作成 

■(2) 
■(1・2) 
■(1) 

■(2･3） 
■(2･5) 
■(1) 

〇  〇 ■   観光部局 

□ウォーキングイベント 

・「四塚の歴史めぐり」、「宗像氏の足跡をたど

る」など 

■(2) 
■(1・2) 
■(1) 

■(2･3） 
■(2･5) 
■(1) 

〇  〇 ■   健康づくり部局 

□プロモーション事業 

・道の駅、海の道むなかた館、宗像大社神宝

館などの観光･文化施設での周知、市のプ

ロ―モーション事業との連携など 

■(2) 
■(1・2) 
■(1) 

■(2･3） 
■(2･5･6) 
■(1) 

〇  〇 ■   
観光部局 

広報部局 
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歴史文化遺産保存活用区域に関する事業一覧 

内容 
対応 主体 スケジュール 

連携部局 
課題 方針 行政 所有者 地域 

短期 

（３年） 

中期 

（6 年） 

長期 

（10 年） 

宗像大社・鎮国寺と周辺地区 

■保存と活用に関する取り組み 

□宗像氏および宗像大社関連調査研究 

・世界遺産に関する宗像三女神信仰の調査

研究・宗像大社文書の調査研究・祭祀遺跡

の調査研究など 

■(2) 
■(1･2) 
■(1) 

■(2･3） 
■(2) 
■(1) 

〇 〇     世界遺産部局 

□「ばしょ」（国指定史跡宗像神社境内・鎮国寺境内などの神社・寺院）の保存と活用 

・境内整備、解説板設置、ユニークベニュー

など 

 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(2･3) 
■(2) 
■(1) 

〇 〇     
企画部局 

財政部局 

世界遺産部局 

□「もの」（建造物）の保存と活用               

・指定等建造物の修理･修復と防災･防犯設

備整備、神社･寺院建造物などの専門調査、

国文化財登録原簿への登録の提案、歴史的

風致形成建造物の指定、修景、整備、公開

など 

■(2) 
■(1･2) 
■(1) 

■(2･3･4) 
■(1･2･3) 
■(1) 

〇 〇     

企画部局 

財政部局 

世界遺産部局 

都市計画部局 

□「こと」「ひと」の保存と活用 

・宗像大社みあれ祭（市指定）などの映像撮

影、聞き取り調査、担い手・後継者の育成

など 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(3･4） 
■(2) 
■(1) 

〇 〇     

企画部局 

財政部局 

世界遺産部局 

都市計画部局 

■景観などの周辺環境の保全に関する取り組み 

・歴まち計画の重点区域における無電柱化、

道路附属物の修景、便益施設等の整備、景

観阻害要因の除去、修景、道路美装化など 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(2･3) 
■(8) 
■(1) 

〇 〇 〇    

企画部局 

財政部局 

世界遺産部局 

都市計画部局 

八所宮と周辺の農村 

■保存と活用に関する取り組み 

□「ばしょ」（八所宮境内整備）の保存と活用 

・八所宮の社叢（県指定）の整備、維持管理、

ユニークベニューなど 

 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(2･3) 
■(2) 
■(1) 

〇 〇     
企画部局 

財政部局 

□「もの」（建造物）の保存と活用 

・八所宮本殿・拝殿修理・修復と防災･防犯

設備整備、農家住宅などの専門調査、国文

化財登録原簿への登録の提案、空き家の活

用など 

■(2) 
■(1･2) 
■(1) 

■(2･3･4) 
■(1･2･3) 
■(1) 

〇 〇    ■   
企画部局 

財政部局 

□「こと」「ひと」（八所宮御神幸祭）の保存と活用 

・八所宮神幸行事（市指定）などの映像撮影、

聞き取り調査、担い手・後継者の育成など 

 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(3･4) 
■(2) 
■(1) 

〇 〇    ■    

■景観などの周辺環境の保全に関する取り組み 

・八所宮の御神幸祭経路の景観に関するワ

ークショップなどによる啓発、建造物・工

作物の修景など 

■(2) 
■(1) 
■(2) 

■(2･3) 
■(8) 
■(1) 

〇 〇 〇   ■   都市計画課 

旧唐津街道赤間宿のまち 

■保存と活用に関する取り組み 

□「もの」（建造物）の保存と活用 

・町屋の専門調査、国文化財登録原簿への

登録の提案、空き家･空き店舗の活用な

ど 

■(2) 
■(1･2) 
■(1) 

■(2･3･4) 
■(1･2･3) 
■(1) 

〇 〇    ■   商工部局 

□「こと」「ひと」（赤間祇園祭）の保存 

・映像撮影、聞き取り調査、担い手・後継

者の育成など 

 

■(2) 
■(1) 
■(1) 

■(3･4) 
■(3) 
■(1) 

〇 〇    ■    

■景観などの周辺環境の保全に関する取り組み 

・赤間宿の景観に関するワークショップな

どによる啓発、建造物・工作物の修景な

ど 

■(2) 
■(1) 
■(2) 

■(2･3) 
■(8) 
■(1) 

〇 〇 〇   ■   都市計画課 
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第９章 歴史文化遺産の次世代への確実な継承に向けて 

１．進捗管理と評価の方法 

地域計画の進捗管理と評価にあたっては、計画や各事業について計画（Plan）実施

(Do)評価(Check)改善(Act)からなる PDCA サイクルによる継続的改善を図り、本計画

に掲げる将来像の実現に努めます。 

 

図 事業実施サイクル 

 

（１）計画 

  地域計画に基づく事業の実施のうち、市の予算を投じる必要があるものについては、

事業実施の前年度までに、実施計画を策定し事業実施の可否を仰ぎます。実施計画の

策定においては、事業の目的、手段などを明確にし、その年々の経営方針や財政状況、

行財政改革を考慮します。事業評価に用いる指数については、事業実施前に明らかに

しておく必要があり、これについては、「政策評価の実施に関するガイドライン（平

成 17 年 12 月 16 日政策評価各府省連絡会議了承）」等を参考に設定します。また、

市の予算を投じる必要がない事業についても、上記と同様の取り組みを行い、事前に

関わる人々と十分な協議を行います。 

 

 

事業実施計画の策定 

計画 実施 

改善 評価 

事業の実施 

事業の改善・見直し 

計画の変更・修正 

 

自己評価（進捗管理シート） 

↓報告 

附属機関による外部評価 
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（２）実施 

  調査研究・保存・活用・推進体制の各事業の実施については、文化財部局だけでな

く、庁内関連課や市民、専門家などが交互に関わり合いながら、それぞれの立場や役

割を活かし、連携・協働・協力により事業を推進します。また、文化財部局は事業実

施当該年度において必要に応じ事業実施過程などの報告を求め、事業の進捗管理を行

います。 

 

（３）評価 

実施事業については、実施後に事業を行った機関や団体及び組織に事業の直接的な

評価に関わる参加者数等の数値や事業の結果生じた成果などの報告を求め、文化財部

局が取りまとめて、毎年、成果や課題点を明らかにした進捗管理シートを作成するな

どし、自己評価や本計画全体の進捗管理を行い、関わる人々と共有します。報告を受

けた数値や成果などは、総合計画の掲げる施策「歴史文化の保存と活用」の点検・評

価や決算報告書や教育委員会事業報告書に反映させます。 

地域計画に関わる事業や地域計画の進捗については、単年度ごとに附属機関である

「宗像市文化財保存活用地域計画協議会」と「宗像市文化財保護審議会」に報告を行

い、それぞれに意見を求めます。 

計画に基づき実施する事業については、単年度だけでは評価できない事業もあるた

め、中長期的視点による評価も取り入れます。計画期間の５年が経過した時点で、計

画の進捗などの中間評価を行い、後期の事業実施に向けより効果が得られるように努

めます。さらに、計画期間の終了時には、10年間の総括評価を行い、次期計画立案等

の参考にします。 

 

（４）改善 

  自己評価や外部評価により、問題や課題が明らかになった事業については、適宜、

関わる人々と十分な協議によって、より効果が得られるよう改善や見直しを行います。 

  また、歴史文化遺産を取り巻く社会環境が大きく変化し、また想定外の災害の発生

などの自然環境の変化により、保存・活用について問題が生じた場合や、地域計画の

進捗に変化が生じた場合には、柔軟に地域計画の変更や修正を行います。計画の変更

や修正が生じた場合には、その理由や内容などについて「宗像市文化財保存活用地域

計画協議会」に諮った上で、必要な措置を講じます。 
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２．推進体制 

  歴史文化遺産を次世代へ確実に継承に継承するため、基本方針に沿って関わる

人々と連携・協働・協力しながら、歴史文化遺産の継承に向けたそれぞれの取り組み

を実践します。 

 

表 歴史文化遺産の保存・活用に関わる体制・組織一覧 

宗像市役所 
部 課 事務分掌 

総務部 
防災企画課 防災・防犯に関すること 

秘書政策課 市政情報の提供及び啓発・市 PRの全体調整・広報の編集発行に関すること 

経営企画部 経営企画課 総合計画に関すること 

市民協働環境部 

コミュニティ協働推進課 市民参画・協働・生涯学習・市民活動・ボランティア活動に関すること 

文化財課 歴史文化遺産の調査研究・保存・活用に関すること 

世界遺産課 世界遺産の調査研究・保存・活用に関すること 

環境課 河川及び海浜の環境及び景観の向上に関すること 

健康福祉部 健康課 食育推進に関すること 

都市建設部 都市計画課 都市計画・都市景観に関すること 

産業振興部 

商工観光課 商工業・観光の振興に関すること 

農業振興課 農業・農村の活性化に関すること 

水産振興課 水産業の振興に関すること 

教育子ども部 
教育政策課 小中学校の教育に関すること 

図書課 市民図書館・学校図書に関すること 

附属機関 
名称 担任事務 
宗像市文化財保護審議会 文化財の保存及び活用についての重要事項に関すること 

宗像市史跡保存整備審議会 史跡についての保存整備等に関すること 

宗像市文化財保存活用地域計画協議会 歴史文化遺産保存活用地域計画の作成･変更･実施に係る連絡調整に関すること 

宗像市史編さん審議会 市史編さんの基本方針に関すること 

宗像市世界遺産保存活用検討委員会 世界遺産の保存及び活用に関すること 

宗像市歴史的風致維持向上計画推進協議会 歴史的風致維持向上計画の作成・変更・実施に係る連絡調整に関すること 

 

地域 
団体 
宗像農業協同組合 宗像青年会議所 

宗像漁業協同組合 道の駅むなかた 

宗像市商工会 コミュニティ運営協議会（12地区） 

宗像観光協会 など 

市民活動団体 
海の道むなかた館地域学芸員の会 白山城址を守る会 

宗像歴史観光ボランティアの会 池野地区コミュニティ運営協議会まちづくり計画「池野探索」活動委員会地元学班 

宗像市世界遺産市民の会 むなかた古道プロジェクト 

唐津街道むなかた推進協議会 鐘崎盆踊り振興会 

八所宮奉斎会 陸上神幸実行委員会 

宗像大社海洋神事奉賛会 赤間塾 

夢燈籠まつり実行委員会 田熊石畑遺跡村づくりの会 

むなかた歴史を学ぼう会 など 

高校・大学等 
福岡教育大学 宗像高校（歴史研究会）                 

東海大付属福岡高校 など 
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３．関連法令の活用 

地域計画の実施にあたっては、国や県の指導・助言を受けつつ、文化財保護法の関

連法令や認定によって受けられる特例等を有効に活用し、円滑かつ確実に進めていき

ます。 

 

（１）国の文化財登録原簿への登録の提案 

指定よりも緩やかな保護制度である登録文化財の制度を活用し、未指定の歴史文化

遺産所有者の創意による保存・活用へとつなげ、次世代への継承を図ります。特例に

より、市文化財保護審議会の意見を聴取した上で、市から国へ文化財登録原簿への登

録の提案を行うことができます。 

 

（２）一部事務の権限移譲 

特例により、国の許可が必要であった現状変更等の許可の一部を市で行うことがで

きるため、計画の円滑な実施を促進することができます。 

 

（３）文化財保存活用支援団体の指定 

地域ぐるみによる歴史文化遺産の保存・活用や文化財所有者のサポートを進めるた

めに、市による文化財保存活用支援団体の育成及び指定を目指します。支援団体は、

市から指定を受けることで、保存・活用に関する取組みを積極的に推進することがで

きるとともに、歴史文化遺産の所有者の依頼に応じ、管理や修理など保存・活用に関

する委託を受けることができます。 
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