
基本目標２

活力にあふれ、まち全体が
にぎわっています



第１章｜新しい企業の進出が活発化しています(企業誘致・企業立地)

現況と課題
・..企業誘致は、雇用の創出だけでなく、税収の確保、産業構造の多様化、地場企業の取引拡大

等に寄与することも期待されます。

・..本市の企業誘致活動は、大分自動車道インターチェンジへ近いことによる交通利便性の高さ

や自然豊かな地域であることなどを招致材料として、三春工業団地への誘致を中心に、市一

丸となって取り組んでいます。ただ、経済状況は上向きになりつつあるものの、いまだ厳し

い状況にあること、企業が希望する要件等と合わないなど誘致まで結びつかない状況もあり、

今後の課題となっています。

・..オーダーメイド方式等による企業誘致・企業立地については、法規制の緩和措置等により吉

井町鷹取地区に１件の誘致が行われています。

■工業の推移 （単位：事業所、人、百万円）

区　　分 平成21年 平成23年 平成25年

事業所数 73 68 60

従業者数 1,722 1,994 1,528

製造品出荷額 33,544 44,176 44,624
 資料）工業統計調査

■誘致企業一覧

工業団地名 事業所名 操業年 主要製品名、業務内容

富永工業団地

（株）九州プレシジョン 1983年（昭和58年） 精密機械部品加工

（株）浮羽物産 1985年（昭和60年） 穀類

鷹取鋳造（株） 1985年（昭和60年） 船舶部品

（株）熊谷製麺所 1988年（昭和63年） うどん、そうめん等製造

（有）東部産業 1990年（平成２年） 製材

（株）平野屋物産吉井工場 1990年（平成２年） 食品包装用袋の製造

（株）伊福穀粉工場吉井工場 1997年（平成９年） 食品製造（麦茶外）

平戸金属工業（株） 2009年（平成21年） 鉱山用機器、超硬工具等
製造

西久大運輸倉庫（株） 1998年（平成10年） 倉庫事業・貨物自動車運
送業

耳納名水（株） 1999年（平成11年） 清涼飲料水製造

三春工業団地
（株）九州イノアック浮羽工場 1973年（昭和48年） ポリウレタンフォーム

（株）ＲＯＫＩ福岡 2016年操業開始 エアフィルター等製造

浮羽工業団地 （株）大栄製作所九州工場 1983年（昭和58年） 金属加工

古川工業団地 日本精工九州（株） 1996年（平成８年） ボールネジ
 資料）農村地域工業等導入地区管理基本調査
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▲雇用を創出する誘致企業

右側は誘致企業（三春工業団地）

▲

左側は工業団地

基本方針
大分自動車道インターチェンジへの利便性を生かした企業誘致等を推進し、就労の場を確保す

ることで、雇用の創出と新規学卒者等の地元就職を促進します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　企業誘致活動の推進 ●工業団地のみならず民有地や遊休地へ、企業の要望にそえる用地紹
介が出来るよう、遊休地リストの作成を行う等、引き続き企業誘致
を推進します。

●工業団地への企業誘致については、分割売却も視野に入れながら、
企業への働きかけを含め引き続き誘致活動を進めます。

●久留米市と連携し、鷹取地区へ新産業団地造成を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

誘致企業総数
（工業団地等に誘致した企業数） 14社 16社
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▲創業セミナーの様子

第２章｜地場企業がいきいきとしています(地場企業育成)

現況と課題
・..国は平成25年に「小規模企業活性化法」を、平成26年には「小規模企業振興基本法」を制定し、

小規模事業者の振興に取り組んでいます。さらに、中小企業・小規模事業者の成長を実現し

ていくため「“ちいさな企業”成長本部」において、４つの行動計画（①眠っている地域資源

の有効活用、②中小企業の新陳代謝の活発化、③成長分野への積極的参入、④海外への事業

拡大）を策定し、その実行に向けて施策を展開していくこととしています。

・..本市においては、市内事業者のほとんどが中小企業・小規模事業者であり、国の施策と連動

した取組を進めていくことが重要です。

・..地域資源を活用した伝統的地場産業として、木工業や製麺業等があります。これらの伝統的

な地場産業の振興と併せて、眠っている地域資源を活用した新たな地場産業の創出も必要で

す。

基本方針
地場企業の振興・発展に向けた施策を展開していくとともに、地域資源を活用した新たな地場

産業の創出を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　地場企業の育成 ●創業支援事業計画に基づき、創業支援の相談窓口を設置するととも
に、商工会や地域の金融機関等と連携して創業支援を進めます。

●商工会等と連携して、うきは市の地域資源を活用した新商品開発や、
販路拡大を支援します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

創業支援相談件数 ５件／年 30件／年
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第３章｜農林業の担い手が増えています（農業・林業）

現況と課題
１．..農業生産基盤の整備
・..優良農地の確保・保全については、農業振興計画に基づき進めているほか、環境保全や農村

景観との調和などにも配慮した農業生産基盤の整備を推進しています。

２．担い手の育成
・..水田農業経営を支援するため、国の経営所得安定対策等を積極的に活用するとともに、認定

農業者等への規模拡大、集落営農の法人化を推進しています。

・..農業の担い手については、高齢化が進む中、国の青年就農給付金制度及びうきは市新規就農

促進事業等を活用し、新規就農者の育成と認定農業者の支援を進めています。

・..個別農業者の法人化を推進し、生産・加工・販売を総合的に行う６次産業化事業への取組を

推進し、企業的経営を志向する農家・農業生産団体の育成・支援を進めています。

・..高齢化が進む中で、地域農業の重要な役割を果たしている高齢者や女性農業者については、市・

県の事業等を活用しながら支援を進めています。

・..うきは市の基幹産業である農業を維持・発展させ、持続可能な担い手創出システムを構築し、

農産物の安定供給と雇用の場を確保していくため、農地所有適格法人うきはレインボーファー

ムが実施する活動の支援を行っています。

３．農地の流動化等の動向
・..農地情報の縦覧可能な台帳を整理し、新規就農者や規模拡大意向農家への農地の利用集積を

推進しています。

・..中山間地域等直接支払交付金制度については、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間

で第３期対策が終了しました。この間農地の荒廃地解消並びに多面的機能の維持を進めてき

ましたが、平成 27 年度からの第４期対策については、継続して農地を確保することは難し

い状況となっています。

４．食育の取組
・..食育に関しては、平成 21 年度に普及会を立ち上げ、毎年継続して会員の土壌診断を実施し、

会員の栽培したミネラル栽培農産物を市内の直売所で販売しています。

・..学校給食においては、地場産食材の積極的な利用や、ふれあい給食の実施で食育を推進して、

地元で生産される果物等への再認識を図るとともに、いちごやキクラゲ等の提供を行い、地

元農産物への理解促進と消費拡大を進めています。

５．指導推進体制
・..農業振興における農協・普及指導センター等関係団体との連携した取組は重要であり、営農

指導体制の強化を進めています。

・..農業経営の安定化のため、農業制度資金や農業関係補助事業の活用を推進しています。

６．森林管理の現状
・..本市では造林事業や森林整備地域活動支援事業等を活用し、効率的な森林整備のために作業

道の整備を進めています。

・..森林の管理については、ＧＰＳやＧＩＳシステム等を活用した長期施業を実施して、放置森
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林の発生の防止と森林整備を進めています。

７．森林生産基盤と担い手の現状
・..うきは産材のブランド化については、地域木材利用促進事業を通した啓発や公共事業におけ

る活用等を進めていますが、うきは産材の魅力が広範囲において周知されるほどの有効利用

はまだ図れていない状況です。

・..担い手については、林研クラブや林産事業組合の活動支援を行いながら後継者の育成を進め

ていますが、木材価格の低迷等により林業の担い手確保が厳しい状況です。

■農業の状況：各年２月１日

年

専業及び兼業農家（戸数） 耕地面積（ha）

総農家数
内　　訳 総耕地

面積
内　　訳

専業 第１種兼業 第２種兼業 田 畑 樹園地

平成２年 3,444 532 452 2,460 2,902 1,688 126 1,088

平成７年 3,119 501 479 2,139 2,676 1,499 134 1,043

平成12年 2,205 404 371 1,430 2,526 1,392 130 1,004

平成1７年 1,880 436 343 1,101 2,218 1,216 101 901

平成22年 1,625 472 243 910 2,134 1,197 93 844

平成2７年 1,377 484 215 678 2,039 1,187 162 689
注）平成 12 年度以降は販売農家のみの値、平成 27 年は速報値 資料）農林業センサス

■中山間地域等直接支払制度集落協定の状況 （単位：戸、ha、千円）

地区名 平成21年度 平成26年度

協定数 農家戸数 協定面積 交付金額 協定数 農家戸数 協定面積 交付金額

妹　　川 ４ 127 71 9,237 ５ 135 69 9,850

新川・田篭 10 249 123 15,486 10 218 114 13,940

小　　塩 10 339 187 23,762 11 320 192 23,594

山　　春 ５ 149 86 8,536 ５ 134 81 8,144

御　　幸 ２ 163 92 10,574 ２ 136 86 9,888

吉　　井 １ 114 70 8,028 １ 80 50 5,797

個　　別 ４ ４ ８ 542 ４ ４ ８ 512

計 36 1,145 637 76,165 38 1,027 600 71,725
 資料）農林振興課
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▲堆肥で循環型農業に挑戦 ▲新規農業者を応援する就農相談会

■多面的機能支払交付金制度協定状況 （単位 :ha、千円）

地区名
平成21年度 平成26年度

協定数 対象面積 交付金額 協定数 対象面積 交付金額

吉井地区 28. 769.0. 29,042. 22. 620.7. 25,133.

江南 11. 250.0. 10,518. ６. 159.8. 7,547.

福富 ８. 322.7. 10,272. ８. 305.5. 10,561.

吉井 １. 8.8. 381. １. 6.0. 260.

千年 ８. 187.5. 7,871. ７. 149.4. 6,765.

浮羽地区 ７. 383.4. 14,905. 15. 548.9. 16,955.

妹川 ０. 0.0. 　　０. ２. 26.3. 875.

新川・田篭 ０. 0.0. 　　０. ４. 28.6. 864.

小塩 ０. 0.0. 　　０. １. 34.5. 1,029.

山春 ４. 301.2. 12,171. ３. 261.6. 11,379.

御幸 ３. 82.2. 2,734. ５. 197.9. 2,808.

合計 35. 1,152.4. 43,947. 37. 1,169.6. 42,088.
 資料）農林振興課

■経営形態別森林面積 （単位：ha）

年度 総数 国有林 公有林 私有林

平成22年度 5.886 ０ 548 5.338

平成23年度 5.886 ０ 548 5.338

平成24年度 5.886 ０ 548 5.338

平成25年度 5.886 ０ 548 5.338

平成26年度 6.056 ０ 551 5.505
 資料）農林振興課
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基本方針
地域農業の担い手を確保しつつ農業経営の多角化と高度化を推進するとともに、消費者ニーズ

に対応した高付加価値化、効率化、ブランド化を通した「安全・安心」、「高品質」、「安定生産」

に取り組み、持続性の高い力強い農業を目指します。

林道等の整備や森林組合等への支援、森林整備事業の推進などにより、林業の活性化を図りま

す。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　農業生産基盤の整備 ●優良農地の確保・保全、生産基盤整備を継続して取り組みます。

２　多様な担い手の育成・
活用

●安定的な水田農業経営を確立するため、規模拡大・法人化等を推進
します。

●国の青年就農給付金制度及びうきは市新規就農促進事業等を活用し
て、市内外からの新たな農業従事者の育成を進めます。また、農業
従事者の確保を目指す農地所有適格法人（うきはレインボーファー
ム）の支援を進めます。

●継続して産地としての競争力を強化するため、企業的経営を志向す
る農家・農業生産団体の育成・支援を進めます。

●地域農業の重要な担い手である高齢者や女性農業者の支援を進めま
す。

●林産物の活用・付加価値化を推進して林業関連業務の拡大・収益性
向上を図るなど、林業担い手確保の活動を支援します。

３　農地の流動化と荒廃地
の解消

●耕作放棄地等の解消のため、農地情報の提供に努め、規模拡大意向
農家への農地の利用集積を推進します。

●荒廃地対策として担い手の育成に重点を置くとともに、国の耕作放
棄地緊急対策事業や有害鳥獣対策等を推進します。鳥獣害対策の人
材の高齢化を踏まえ、地域で農地を守るという共助のもと、緩衝地
帯・電気柵の設置や狩猟免許取得等を支援します。

●耕作農地の減少を踏まえた中山間地域等直接支払交付金制度の第４
期対策を推進します。

●うきは農業の振興を図るため、米、麦、大豆他野菜等の戦略的作物
の団地化を推進します。

４　農業における食育の推
進

●学校給食等による地産地消の取組を通して、食育に対する知識の普
及を図るとともに、地元農産物への理解促進と消費拡大を図ります。

５　指導推進体制の整備 ●農協・普及指導センター等との連携を強化し、営農指導体制の強化
を図るとともに、農業経営の安定化のため、引き続き農業制度資金
や農業関係補助事業の活用を進めます。

６　森林管理の強化 ●国等の補助事業を活用しながら路網整備及び高性能機械の導入を行
うとともに、ＧＰＳやＧＩＳシステム等を活用した荒廃森林等の防
止を図ります。

７　森林生産基盤の整備と
担い手の育成

●広域基幹林道等林道整備を推進します。
●うきは産材の活用の仕方を明確にし、うきは産材の付加価値を高め
ていきます。

●市民や事業者へのうきは産材活用の啓発等を図ります。
●林業関係者が間伐材を活用した製品を作成する場合、うきは産材の
付加価値を高める取組に対する支援等を検討します。
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▲トマト栽培

▲うきはレインボーファーム

主要指標
【農業】

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

農業生産組織数 13団体 16団体
集落営農組織の法人数 ４法人 ８法人
認定農業者総数 253人 290人
新規就農者数
（平成22年度以降の新たな就農者） 102人 150人

農地流動化面積
（認定農業者による利用権設定での農地利
用集積面積）

418ha 481ha

【林業】

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

林道総延長 65,500ｍ 新規路線の着手
仮路線名（妹川線、小塩線）

人工林年間間伐実施面積 189ha .200ha
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第４章｜まちが活気にあふれています（商業・サービス業）

現況と課題
・..地域の商店街は、経済のグローバル化や近隣の大型ショッピングセンター進出等を背景に、集

客力の低下が進んでいます。本市の商業の推移をみても、全体的に店舗数は減少傾向にあります。
・..このような中、無電柱化事業により筑後吉井伝統的建造物群保存地区内の商店街においては
良好な景観形成が進められています。地域の商業活動の中心として、また交流の場としても、
賑わいのある商店街づくりを進める必要があります。

・..賑わいのある商店街、活気のある商業・サービス業を育成していくためには、商工会等と連
携した支援を実施していくとともに、市内での創業希望者を市内外から呼び込み、魅力ある
商業空間をデザインしていくことも重要です。

■商業の推移 （単位：店、人、百万円）

区　　分 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

総　数
店舗数 497 487 461 404
従業者数 2,198 2,251 2,232 2,114
年間販売額 40,381 36,272 33,106 32,402

卸売業
店舗数 59 54 52 53
従業者数 410 339 336 291
年間販売額 12,876 10,722 9,681 8,059

小売業
店舗数 438 433 409 351
従業者数 1,788 1,912 1,896 1,823
年間販売額 27,505 25,550 23,425 24,343

 資料）商業統計調査

基本方針
商工会や関係団体等と連携を図り、既存事業者や新規創業者への支援を充実させ、快適で魅力

ある商業空間づくりを進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　商業活動の活性化と商
業環境の整備

●創業支援事業計画に基づき、創業支援の相談窓口を設置するととも
に、商工会や地域の金融機関等と連携して創業支援を推進します。

●空き家対策と連動して、空き店舗を活用した地域商業の活性化を図
ります。

●市単独の融資制度（利子補給）の活用と併せ、国・県の融資制度の
活用を推進し、経営安定の支援を進めます。

２　賑わいのある商業空間
の創出

●賑わいのある商店街づくりを推進するため、地域商業者による活性
化事業を支援します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

創業者数 ０件 15件
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▲筑後川温泉花火大会

▲セラピーウォーキング

▲一の瀬焼.陶器まつり

第５章｜多くの観光客でにぎわっています（観光・イベント）

現況と課題
１．観光基盤の整備
・..国においては、平成 25 年６月に、観光立国推進閣僚会議で「観

光立国実現に向けたアクション・プログラム」が決定され、その

内容が成長戦略にも盛り込まれる等「観光」が我が国の経済発展

の柱のひとつとして位置づけられています。

・..このような中、九州・山口を訪れる外国人は、平成 19 年に年間 100 万人を突破してから、

増加傾向にあります。

・..本市においては、観光バス、観光客の入込客数の増加を目指し、観光キャンペーンを実施し

ており、観光フルーツ農園、町並み案内人との連携を進めています。

・..広域連携では、「新幹線活用久大本線活性化協議会」、「筑後川自然公園協議会」等との連携を

進めており、観光客の誘致に向けて滞在型観光を推進する必要があります。

・..森林セラピーツアーの参加者の増加がみられ、今後の需要増に対応した取組が求められます。

・..公衆トイレを含め既存観光施設の適切な維持管理を進めています。

・..温泉地の環境整備については、関係団体との協議を実施しています。

２．観光イベント等の取組
・..白壁土蔵の町並みを生かしたイベントについては、商工会、観光

協会等との連携により各種イベントを実施しています。

・..森林セラピー等のツーリズム事業における交流や取組については、

各種団体、各種企業とのＣＳＲ活動（企業等が社会に対して責任

を果たし、社会とともに発展していくための活動）をはじめとし

た連携協定を締結し、自然環境の保全も含めた山間地域での農業

体験、地域住民とのふれあいの場の創出を推進しており、今後と

も継続した取組が求められます。

３．観光情報の提供等の取組
・..観光協会の機能強化や、観光情報の発信のため、観光ホームペー

ジの充実、観光案内所の観光情報提供機能の強化を進めています。

４．観光案内体制の状況
・..ガイド団体への補助金の交付をしていますが、ガイドの人員確保と高齢化が課題となってい

ます。観光協会の事務所を市役所内へ移転し、機能強化を進めています。

■年間観光入込客数の推移 （単位：千人）

区　分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
総　数 1,905 1,921 1,885 1,907 1,930

日帰り
宿泊別

日帰り 1,865 1,881 1,846 1,866 1,893
宿泊 40 40 39 41 37

県　内
県外別

県外 488 488 488 488 482
県内 1,417 1,433 1,397 1,419 1,448

 資料）福岡県観光入込客推計調査
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流川の桜並木

▲

▲いちご狩り

▲ちくご吉井.お宝の市 ▲棚田百選での彼岸花めぐり ▲筑後吉井おひなさまめぐり

▲なし狩り

基本方針
年間を通した交流人口を増大させるため、本市が有す

る個性的で多様な地域資源に磨きをかけ、新たな地域資

源を発掘し、森林セラピーをはじめとしたツーリズム事

業の推進に努め、観光産業を振興します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　観光基盤の整備 ●増加傾向にある観光入込客のさらなる増大を図るため、広域的な観
光ルートの設定等を協議していきます。

●自然環境、温泉等の優れた地域資源を活用し、外国人観光客等の誘
致を念頭に、滞在型観光を推進していきます。

●観光案内板等については、多言語化を推進し、また、公衆ＷｉＦｉ
環境整備を進めます。

２　観光イベント等の展開 ●うきは市の特徴をＰＲできる魅力的なイベント等の実施を検討します。
●各種団体、各企業とのＣＳＲ活動等連携活動の充実を図り、地域の
活性化を進めます。

３　観光情報の提供と宣伝
活動の強化

●観光協会の充実を図り、観光情報の発信を強化します。

４　観光案内体制の充実 ●ガイド団体の人材育成を含む後継者対策等を支援し、ガイド団体へ
の補助金の交付等の支援を進めます。

主要指標
指標名 現状（平成26年度） 目標（平成32年度）

観光入込客数 193万人 240万人
企業・団体等との包括的協定の締結 ４社 ７社
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第６章｜働く環境が充実しています（雇用対策）

現況と課題
・..昨今の雇用情勢をみると、有効求人倍率等からみた雇用情勢は大きく改善されていますが、

雇用の需給バランスが崩れている状況です。

・..このような状況の中、非正規雇用（パート、アルバイト、契約社員、派遣社員等で、主に正

規雇用と区別するために使われる言葉）比率の高い第３次産業の拡大や、個々の企業におけ

る非正規雇用の活用拡大が進む等、従業員の雇用形態も大きく変化しています。

・..国では、「国民が安心して働き、希望通り結婚し子育てができ、将来に夢や希望を持つことが

できるような、魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流れをつくる。」ことを基本目標と

して、まち・ひと・しごと創生本部を設置し、地方

創生を積極的に支援しています。この支援の中の大

きな視点のひとつは「安心して働ける場の確保」で

あり、地域に根ざした創意工夫が求められています。

・..雇用の創出については、従来の域外からの企業誘致

の手法と、既存企業の拡大または起業による手法が

考えられることから、この両方を推進していくこと

が必要です。

基本方針
就職活動に必要な知識習得のためのセミナー開催や市内企業の情報発信等を行い、雇用機会の

創出の支援を行います。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　情報提供等の充実 ●企業側と連携して、企業ごとの情報を一体的に整備し、需要に対応
できるような取組を検討します。

●高校側への企業説明会の実施や、パンフレット等を活用し企業につ
いての情報提供を図ります。

●勤労者や離職者を対象とした相談体制の充実を図ります。

２　高齢社会の活用 ●シルバー人材センター等と連携し、高齢者の技能や経験等を生かし
た就労による生きがいづくりへの取組を検討します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

無料職業紹介所等の市内設置箇所数 ０箇所 １箇所
シルバー人材センター登録者数 266人 500人

79



▲柿畑

第７章｜うきはブランドが浸透しています(シティプロモーション)

現況と課題
１．ブランドの考え方
・..ブランドとは、ほかと区別できる特徴を持ち価値の高い「人」「もの」「情報」「しくみ」等を

指すと理解できます。

・..本市は、フルーツ王国、耳納連山や筑後川、さらには棚田等の自然景観、白壁の町並み等豊

かな観光資源を有しています。中でもフルーツに関しては、知名度が高くいわゆる「うきは

ブランド」としての位置づけがなされています。

・..「うきはブランド」は、「人」「もの」「情報」「しくみ」等さまざまな特有の地域資源が活用され、

市の知名度だけでなく「訪れてみたい」「食べてみたい」等の愛着につながることが大切です。

・..具体的には、「もの」の視点からは、本市の基幹産業である農業における６次産業化やほかの

産業との連携等を通して新しい農産物や新商品を通した地域の特産となるブランド化等を積

極的に推進する必要があります。

・..「人」「しくみ」については、「自治協議会」を中心としたコミュニティの再構築を通した「人」

づくりの「しくみ」を、本市固有のものとして醸成することも、ひとつのブランド化のあり

方と考えます。

２．本市におけるブランド化への取組
・..本市の農業における特産品に対する取組としては、生産者、生産団体、直販所等一体となっ

て各種イベント等へ参加し、うきは市特産品のＰＲ販売を実施しています。重点道の駅に選

定された「道の駅うきは」は、うきはブランドの拠点として位置づけ、併せて地域活性化の

取組を強化します。

・..ブランド化の取組としては、商品開発、研究に係る費用の補助を関係団体に実施しているほか、

その内の数団体は生産部会を立ち上げ、スーパー等での販売を実施しています。

３．シティプロモーションの必要性
・..シティプロモーションとは、地域の特徴と魅力を生かし、まちづくりの担い手である市民と

の協働のもと、地域のイメージを向上させ独自の付加価値をつくり、多くの人や企業を呼び

込む取組のことです。

・..近年、魅力ある地域づくりや都市生活の質の向上を図るため、シティプロモーションを展開

している自治体がみられるようになりました。

・..本市においても、うきはブランド推進課

が新たに設置されたことを契機に、ブ

ランド化の推進とともにシティプロモー

ションについても検討していく必要があ

ります。
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▲うきは産.オリーブオイル
とオリーブ漬け

▲うきはのフルーツを使ってスイーツ
づくり

▲うきは産キャビア

▲うきはスイーツコレクション

▲うきは市特産物 PR

基本方針
本市のもつ「人」「もの」「情報」「しくみ」の中から「うきはブランド」を育てあげ、全国に「う

きは」の知名度が高まり名前だけでさまざまな情報が伝わるシティプロモーションを展開してい

きます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　うきはブランドの推進
体制

●うきはブランド推進課を中心に「人」「もの」「情報」「しくみ」の
中から「うきは」にふさわしい「ブランド」を立ち上げるための官
民協働による推進体制の構築を図ります。

２　うきはブランド化商品
の研究開発と流通拡大

●豊富なフルーツ等を中心とした、地域資源を活用した新商品開発や
研究の支援を進めます。

●現存の商品にもプロモーションを支援し、品質等に磨きをかけ、う
きはブランド化を目指します。

３　シティプロモーション
の展開

●全国に通じるうきはブランドの実現に向けて、プロモーション戦略
を推進します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

地域資源登録件数 30件 50件
商標等出願件数 ０件 ５件
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