
基本目標４

安全で安心なまちで、
住みよさを実感しています



▲うきは市吉井町眺望

第１章｜バランスのとれた土地利用が進んでいます(土地利用)

現況と課題
１．土地利用の状況
本市は、東西 13km、南北 11.8km、面積は 117.46km２です。地目別にみると、耕地.

28.90km２、宅地 8.05km２、森林 59.23km２となっており、約 75％を森林・耕地が占めて

います。

また、本市は、筑後川の南に広がる平坦部、平坦部と山間部との間にある山麓部、耳納連山に

属する山間部に区分されます。平坦部は肥沃な水田地帯が広がり、山麓部には果樹地帯が形成さ

れ、山間部は棚田などを含む森林となっています。

基本方針
限りある土地を有効に活用するため、各種法規制の見直し等を踏まえた土地利用を目指します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　土地利用の適切な誘導 ●耳納連山に抱かれた筑後川流域の豊かな自然環境や歴史ある美しい
町並みなど、郷土の魅力をより一層高めていくため、自然環境保全
を基本とした多様な方策を推進します。

●利便性の高い住民生活や機能的な生活環境を確保するため、公共施
設の配置に留意し、幹線道路や公共交通の整備による地域相互の連
携が保たれた地域構造を形成します。

●農業的土地利用と都市的土地利用の調和を目指し、総合的かつ秩序
ある合理的な土地利用を推進します。

●市全体の都市環境を形成していくため都市計画制度を導入します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

土地開発行為相談件数
（1,000㎡以上） 26件／年 30件／年

景観条例に基づく相談件数 16件／年 20件／年

98

前期基本計画　基本目標 4　第１章｜バランスのとれた土地利用が進んでいます ( 土地利用 )

第２次うきは市総合計画



第２章｜美しい町並みと利便性の高い市街地が形成されています 
（町並み保存）

現況と課題
１．伝統的建造物の保存整備状況
・..伝統的建造物群保存地区及び街なみ環境整備事業地区が筑後吉井、新川田篭の２地区になり、

地域住民からの要望が増え、修理事業を進めています。

・..対象地区では、毎年町並み無料相談を実施しており、地域住民からの修理修景について助言

を行うとともに、関係課が連携し、空き家情報や活用方法等を協議しています。

・..国・県道・市道は無電柱化工事を一部完了し、継続して整備を進めています。

２．景観対策の現状
・..新川・田篭地区は、伝統的建造物群保存地区の選定を受けており、文化的景観の選定も進め

ています。

・..景観に対する市民の関心を高めるため、広報による啓発活動を進めています。

■平成 26 年度までに実施した家屋の修理・修景件数

事業区分 件数

町並み保存地区保存対策事業 116

伝統的建造物群保存地区保存修理事業 74

基本方針
地域住民の協力を得ながら、伝統的景観を後世に伝えていくための保存、整備に取り組みます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　伝統的建造物の保存整
備

●地域住民の要望に対応する修理事業、買上事業、防災事業等を実施
します。

●無電柱化した町並みの整備に継続して取り組みます。

２　景観対策の推進 ●地域住民と協議を踏まえ文化的景観の選定に向けた作業等を進めま
す。

●景観を守り続けるための産業振興や生活基盤整備の協議に取り組
み、整備を進めます。

●景観に対する市民の関心を高めるため、啓発活動の充実を図ります。
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▲伝統的建造物群保存地区.吉井の白壁の町並み

▲伝統的建造物群保存地区.新川田篭地区

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

伝統的建造物群保存修理事業整備率
（整備件数 /特定物件の内の家屋数）

22.8％
（74/325）

29.2％
（95/325）
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第３章｜身近な道路が安全に利用できています(道路整備)

現況と課題
１．国道、県道の整備状況
・..市内の国道、県道については、国及び県と協力し整備を進めています。今後は整備に伴い新

たな投資・成長を呼び込むストック効果に目を向けることが重要です。

・..県道甘木朝倉田主丸線、県道久留米浮羽線の２路線のアクセス向上に向け整備を進めていま

す。

・..国道 210 号の歩道設置、同国道と県道との接合部分や交差点付近の拡幅等については、用

地買収や道路形状等の課題はあるものの、整備に向けた取組を進めています。

２．市道、林道、農道のネットワーク化
・..中山間地を結ぶ広域基幹林道や「西南部軸」については、関係農林事務所の事業により整備

を進めるとともに、接続する県道についても、県出先機関で整備を進め、新たな道路網とし

て促進しています。

・..林道・農道整備に関係する市道整備を進めています。

３．バリアフリーの推進等
・..高齢者の増加、また障がい者及び子どもの安全・安心確保のため、歩道の段差の解消や点字

誘導ブロック、公共施設付近を中心としたバリアフリー化等、地元要望に基づいて、整備を

進めています。

・..サインや案内板などの整備については、自然環境に調和したデザイン等を考慮し、利用者の

利便性の向上を進めています。

■市道整備状況 （単位：m）

実延長

種別 改良

道路延長
橋梁

改良済み延長 未改良延長
個数 延長

平成22年度 697,896 693,587 610 4,279 412,202 285,694

平成23年度 698,204 693,888 611 4,285 413,542 284,662

平成24年度 701,598 697,277 612 4,291 417,498 284,100

平成25年度 701,796 697,480 610 4,285 419,523 282,273

平成26年度 702,763 698,393 610 4,339 421,095 281,667

路面別
歩道延長 道路面積

（k㎡） 路線数（本）
砂利道 舗装道 舗装率（％）

平成22年度 212,330 485,567 69.6 14,992 3.654 2,043

平成23年度 207,271 490,933 70.3 15,190 3.662 2,045

平成24年度 207,151 494,446 70.5 15,295 3.683 2,055

平成25年度 206,346 495,450 70.6 15,466 3.688 2,057

平成26年度 205,524 497,238 70.8 15,466 3.696 2,061
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▲県道吉井妹川線開通記念式典 ▲寿橋.開通式▲うきはアリーナ前の市道

基本方針
平野部の道路整備の進捗と山間部とのネットワークを高めるための道路網の整備を進め、住民

生活の利便性向上と産業の発展を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　国道、県道の整備と利
便性の向上

●久留米市田主丸町板町北交差点から国道 210 号接合までの供用を
今後も、久留米市と一般国道 210 号改良促進期成会で継続して国
に働きかけを行います。

●国道 210 号の歩道設置、同国道と県道との接合部分や交差点付近
の拡幅等については、引き続き整備に向けた取組を進めます。

●関連県道の用地買収や事業促進等を関連自治体と連携して、県に要
望していきます。

２　市道、林道、農道のネッ
トワークと整備

●市道の改良・舗装など計画的な整備を図ります。
●中山間地を結ぶ広域基幹林道や「西南部軸」については、引き続き
整備促進を図ります。

●地元要望をもとに林道・農道整備に関係する市道の計画的な整備を
進めます。

３　バリアフリーの推進と
サイン案内板の設置

●地元とも協議を行い、自然環境との調和と利便性の向上を図ったバ
リアフリー化やサイン案内板の設置を進めます。

●高齢者、障がい者、妊婦・子育て中の親子に配慮したまちづくりを
進め、市民だけでなく観光客にもやさしいまちづくりに努めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

辺地対策事業市道改良率
（改良延長 /計画延長）

70.1%
（10,443/14,900m） 80%

一般市道改良率
（改良延長 /計画延長）

79.4%
（421,095/530,200m） 90%

一般市道舗装率
（舗装延長 /計画延長）

93.8%
（497,239/530,200m） 95%

市道新設改良率
（新設改良 /計画延長）

0.0%
（０/1,200m） 85%
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第４章｜バスや鉄道が便利にできています(公共交通)

現況と課題
１．ＪＲ久大本線の活用
・..ＪＲの活用については、生活交通の確保だけでなく、観光による交通確保を通して、さらな

る利用者の増加を図るため、新駅設置や列車利用者の利便性の確保を進めています。

・..九州新幹線全線開通やクルーズトレインななつ星効果により、うきは市と連結する久留米駅

利用者が多くなり、ＪＲ久大本線も観光面で改善が図られています。

２．バス路線等公共交通機関の現状
・..山間地域の生活を支える公共交通は、少子高齢化や九州北部豪雨の影響を受けて、利用者が

減っていますが、主要路線を確保するため、地域公共交通会議においてさまざまな視点から

見直しを図っています。

・..コミュニティバスについては、利用状況の把握やバス運行受託者からの意見収集等を通して、

高齢者や障がい者も安心して利用できる、よりよい体制づくりを検討しています。

・..路線バスが廃止となった地区の代替策として予約制乗合タクシーを運行しています。

・..広報やホームページ、啓発グッズの配布等を通じて、環境にやさしい公共交通機関の利用増進、

啓発を進めています。

■ＪＲ久大本線各駅利用状況の推移：１日当たりの利用人員 （単位：人）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
筑後吉井駅 　980 　930 　950 1,020 1,050
うきは駅 　520 　500 　520 　530 　500
筑後大石駅 　330 　310 　310 　330 　300

計 1,830 1,740 1,780 1,880 1,850
 資料）ＪＲ九州

基本方針
ＪＲやバス等公共交通機関の利便性向上のための要請や、市民ニーズに合った公共交通の整備

を進めます。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　ＪＲ久大本線の活性化 ●利用者の増加を図るため、新駅設置や列車利用者の利便性の確保に
引き続き取り組みます。

●沿線の観光活性化に努め、生活交通だけでなく、観光面の交通確保
を図ります。

２　バス路線の維持やコ
ミュニティバス等地域
公共交通の整備

●公共交通は、利用者が安心して利用できるよう、公共交通会議など
での検討を踏まえ、民間事業者の活用を図り、今後も地域にあった
公共交通体制を整えます。

●安全性と利便性に配慮し、よりよい予約制乗合タクシー運行を図り
ます。

●いろいろな機会を通じて、公共交通機関利用増進のための啓発を図
るとともに、利便性向上のための要請等を進めます。
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▲ JR久大本線

▲「ななつ星」をうきは駅で歓迎

▲予約制乗合タクシーを運行 ▲市営うきはバス（大石線・山春線）

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

JR久大本線の市内駅を利用する
年間延べ人員 66万人 70万人
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第５章｜街なかで快適な暮らしができています(住宅・住環境)

現況と課題
１．市営住宅の維持・管理
・..平成 22 年度に「公営住宅等長寿命化計画」を策定し、計画に基づき建替を進めており、今

後とも計画に従った見直しを進める必要があります。

・..建替にあたっては、入居者の安全な利用に配慮するとともに、バリアフリー化を推進してい

ます。

・..既存の山間地の市営住宅においては入居希望者が少ないことが課題となっています。

２．住環境の整備
・..子どもから高齢者まで、また、障がい者や子育て世帯など、あらゆる人々が安心で快適に暮

らせる住環境を整備することが必要です。

・..老朽化し、危険な状態で放置されている老朽危険空き家の除却等、適正な管理が行われるよ

う進めています。

・..高齢者や障がい者、不特定かつ多数の方が利用する建築物においては、バリアフリー化を進

めています。

■所有関係別住宅数の推移 （単位：世帯、％）

年次 住宅に住む
一般世帯 持　家 公的借家 民営借家 給与住宅 間借り

平成７年 9,241 100.0 ７,７00 83.3 624 6.７ ７36 8.0 139 1.5 42 0.5

平成12年 9,53７ 100.0 ７,７62 81.4 ７26 ７.6 901 9.4 104 1.1 44 0.5

平成17年 9,７94 100.0 ７,７82 ７9.4 ７42 ７.6 1,129 11.5 86 0.9 55 0.6

平成22年 9,99７ 100.0 ７,７11 ７７.1 691 6.9 1,492 14.9 103 1.0 ７9 0.8
 資料）国勢調査

■公的借家団地リスト（平成 26 年現在）

種別 団地名 小学
校区 建設年度 戸

数

市営住宅 上御所 御幸 平成22-23年 20

兎渡島 大石 昭和40年 12

屋形町 千年 昭和40-41年 28

高　見 大石 昭和41-44年 50

西隈上 御幸 昭和41-46年 112

新　治 江南 昭和42-46年 53

一の瀬 御幸 昭和4７-52年 54

福　益 福富 昭和49-52年 42

西福益 福富 平成10-11年 52

川　前 吉井 平成25年 24

種別 団地名 小学
校区 建設年度 戸

数

市営住宅 巨瀬の里 妹川 平成11年 4

ほたるの里 小塩 平成12年 5

かわせみの里 姫治 平成13年 3

せせらぎの里 姫治 平成13年 3

花水木 吉井 平成13年 8

拝　折 吉井 平成19年 22

県営住宅 一の瀬 御幸 平成21-22年 88

浮　羽 御幸 平成9年 88

蓮　町 吉井 平成12年 50

雇用促進住宅 サンコーポラス 吉井 平成2年 60
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▲木造３階建ての新治団地

基本方針
老朽化した市営住宅の建替を進めるとともに、快適で良質な住環境の整備を推進します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　市営住宅の維持・管理 ●老朽化した市営住宅建替事業を進めます。整備にあたっては、安全
面に配慮し、引き続きバリアフリー化を進めます。

２　空き家対策等住環境の
整備

●個人による購入、賃貸等による空き家活用を検討します。
●引き続き、空き家についての利活用を踏まえた相談・支援事業に取
り組みます。

●不特定多数の方が利用する建築物について、誰もが円滑に利用でき
る施設整備を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

市営住宅戸数 492戸 458戸
※..空き家を考慮した建替時における管理戸数の減少、小規模団地や隣接団地の一体的集約等によ

る適切管理により目標が減少しています。
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▲キャンプ場を備えた小塩ホタル
公園

▲藤波ダム公園の草刈り ▲調音の滝公園の湧水を使った.
そうめん流し

▲調音の滝公園

第６章｜生活に潤いをもたらす公園や緑地が整備されています 
(公園・緑地)

現況と課題
１．公園・緑地の維持・管理
・..公園・緑地（市立公園 12 箇所）は、市民の憩いの場になるほか、地域コミュニティの形成

や健康増進・レクリエーションの場であり、避難場所としての防災機能も有していることから、

安全で快適な公園整備を進める必要があります。

・..藤波ダム周辺の公園については、各種団体及び市職員、市議会による草刈りボランティア活

動を実施し、維持管理を進めています。

・..既存公園において、草刈り、樹木剪定、施設管理を実施しています。

基本方針
レクリエーションや防災など、さまざまな機能を有する公園や緑

地の整備を計画的に推進します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　公園・緑地の維持・管
理

●市民の憩いの場としての公園施設については、公共性が高いことか
ら今後もその維持管理を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

公衆トイレバリアフリー化率
（整備済みトイレ /屋外公衆トイレ数）

58.3％
（21／36箇所）

66.6％
（24／36箇所）

107



第７章｜安心で安定した処理等が可能な上下水道の整備に 
取り組んでいます(上下水道)

現況と課題
１．水源、水質の保全
・良質な水を今後も確保する観点から、地下水保全活動を継続する必要があります。

・..公共下水道の管渠工事や市町村設置型の浄化槽整備により、河川などの水質改善を進めてい

ます。

２．総合的水利用計画の取組
・..小石原川ダムを水源とした上水道整備について、市民の理解を得ながら事業促進を進めてい

ます。

３．簡易水道や専用水道及び簡易給水施設の整備状況
・..適正な維持管理及び修繕等を迅速に行い、利用者等との調整を図り、安定した水の供給を目

指しています。

４．公共下水道の整備状況
・..接続率 100％を目指して整備を進めていますが、さらに着実な整備進行に努める必要があり

ます。

５．合併処理浄化槽の整備状況
・..山間部や飛び地の汚水処理について、合併処理浄化槽を設置し、自然環境の保全と公衆衛生

の改善を進めています。

６．水洗化の取組
・..「下水道の日」や児童の浄化センター見学などを通し、速やかな接続の呼びかけやパンフレッ

トの作成、窓口での案内を通した融資あっせん制度の活用を促しています。

基本方針
地域の状況を踏まえ、いつでも安全で良質な水が飲めるよう水道施設整備等を計画的に進め、

水の安定供給と経営の健全化を図ります。

市民の理解と協力を得ながら、下水道・合併処理浄化槽の整備を進めていくとともに、水洗化

の促進や維持管理面の充実を図ります。

108

前期基本計画　基本目標 4　第７章｜安心で安定した処理等が可能な上下水道の整備に 取り組んでいます ( 上下水道 )

第２次うきは市総合計画



▲吉井浄化センター

施策の内容
主要事業 取組内容

１　水源、水質の保全 ●今後も水源涵養を図るために、水質検査等による監視を継続し、水
の保全を図ります。

２　上水道事業の整備 ●平成27年度に実施した全世帯アンケート調査を踏まえて、市民の
理解を深める取組を進めていきます。

●福岡県南広域水道事業団加入及び上水道事業の認可取得の時期につ
いて、検討を重ねていきます。

●簡易給水施設については、今後も山間地域の水の安定確保を図りま
す。

３　公共下水道の整備促進 ●他事業との調整をしながら、早急な下水道管渠工事完成を目指しま
す。

４　合併処理浄化槽の整備
促進

●下水道事業に適さない地域・家屋を対象に合併処理浄化槽の整備を
進めます。

５　水洗化の促進と維持管
理の充実

●下水道等接続普及推進員を設置し、水洗化を促進します。
●制度の利用が難しい点を洗い出し、利用しやすい仕組みの再構築を
目指します。

●処理施設・下水道管の機能を維持するため、定期的な検査と適切な
対応を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

下水道普及率
（供用開始済み人口 /計画区域人口） 94.2% 100%

下水道水洗化率
（接続済み人口 /供用開始済み人口） 71.9% 90%

浄化槽普及率
（整備人口 /浄化槽整備区域人口） 61.6% 75%

注）計画区域人口：総人口から合併処理浄化槽整備区域（山間部）の人口を除いた下水道整備区域の人口
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▲小塩のホタル

第８章｜山や川の自然環境が良好に保たれています 
(環境保全・河川整備)

現況と課題
１．自然景観に配慮した事業の取組
・事業については、景観や生態系など自然環境との調和がとれるよう進めています。

・..森林においては、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全を行っています。し

かし、平成 24 年の九州北部豪雨災害により、ホタルの数が激減しているため、地域の人た

ちと一緒に再生に努める必要があります。

２．治山・治水・砂防事業の取組
・..県土整備事務所と連携し、砂防工事の事業を進めています。

・..市管理の河川については、改修計画を策定して治水対策を進めています。

３．監視体制の状況
・..企業の周辺部より苦情（騒音・振動・汚水等）があった場合は、県の保健福祉環境事務所と

ともに企業を訪問し、指導を行いながら環境公害の発生を抑制しています。

・..県や近隣市町村と協力しながら不法投棄防止についての協議を進め、監視体制を強化してい

ます。また、地域住民に対しては、不法投棄箇所への看板の貸出を行い、不法投棄の抑制に

つながっており、今後も継続して行う必要があります。

４．森林管理体制の確立
・..県営林道事業により森林基幹道姫治線の全線開通を進めるとともに、その他の林道の舗装を

行い、管理向上を図っています。

５．環境保全活動団体の育成
・..市のホームページや広報誌を活用して情報の提供を行い、出前講座の開催等により環境教育

学習の充実を図るとともに、毎年、５月最終日曜日の「ゴミゼロ運動」等で、各種団体によ

る清掃活動を実施しています。

・..公共的な場所に花が飾られ、市民のやすらぎや景観向上への意欲が増しています。

基本方針
良好な自然環境と良質かつ豊富な地下水源の保全を図ります。
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▲美津留川ボランティア清掃

施策の内容
主要事業 取組内容

１　自然景観に配慮した事
業の推進

●より一層の景観や自然環境との調和が求められており、自然景観に
配慮した事業を継続して推進します。

●ホタルの保護などを通した自然環境の回復と保全活動を推進しま
す。

２　治山・治水・砂防事業
の推進

●事業促進への要望や改修計画に基づく計画的な整備を通して、国・
県とともに事業促進を図ります。

３　監視体制の強化 ●企業に対して、施設整備に関する不備があれば、県の保健福祉環境
事務所とともに改善指導や事業所の立入検査を行う等、環境公害発
生源の監視体制を整えます。

●不法投棄箇所の多発地点には、不法投棄防止に向けた監視体制を強
化していきます。

４　森林管理体制の確立 ●森林管理体制の強化に努め、森林の財産としての価値が高まるよう
に進めていきます。

５　環境保全活動団体の育
成

●市のホームページや広報誌を積極的に活用して情報を提供し、より
一層の環境教育学習の充実を図ります。

●花と緑のまちづくりについては、自治協議会活動と連携し、まちお
こしにつながる全市的な取組として拡充を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

河川の水質（BOD）に係る環境基準達成率
（基準達成箇所数 /検査箇所数）

100％
（２河川／５箇所）

100％
（２河川／５箇所）

県営予防治山事業整備箇所数 ２箇所 10箇所
県営復旧治山事業整備箇所数 ２箇所 10箇所
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▲大石用水ごみ回収

第９章｜清潔で安全な日常生活が送れています(環境衛生)

現況と課題
１.食品衛生対策の推進
・..食品の安全については、近年の食生活の多様化、食品流通のグローバル化、健康意識の高ま

りを背景として関心が高まっており、食品等の規格基準の策定やそれに基づく監視指導を、国、

県、市町村が一体となって実施しています。

・..市民が健康で豊かな生活を営むためには、食品の衛生の確保が大切です。本市では、施設への立

入検査等による食品検査や情報提供などを通して関係事業者の衛生意識の向上を図っています。

２．環境美化対策の推進
・..本市では、空き地等が問題になっています。人

手が入っていない土地は、雑草等が茂り、防犯

上及び衛生上問題となっています。

・..ごみのポイ捨てについては、環境美化運動等の

機会を利用して、市民意識の啓発を行うととも

に、ごみ持ち帰り等の啓発を行っていますが、

浸透しにくいのが現状です。

基本方針
良好な生活環境の保全に向け、衛生面に配慮した生活基盤の整備を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　食品衛生対策の推進 ●食の安全、安心のため、食品衛生について市民や食品関係事業者に
対し正確かつ適切な情報の提供を行うことで、自主衛生管理意識の
向上を図るとともに、監視、検査体制の強化等を図ります。

２　環境美化対策の推進 ●事業用地、公共用地については計画的に除草を行うとともに、緊急
性のある場所については、適正な管理に努めてもらうよう、所有者
に指導していきます。

●空き地等の所有者、管理者に対して、広報等を通して、適正管理に
ついての周知・啓発を図ります。

●空き缶やたばこのポイ捨て等によるごみの散乱を防止するため、市
民参加型の環境美化運動等の開催等を通して環境美化に対する市民
意識の向上を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

環境美化運動の市民参加人数 200人 300人
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第10章｜ごみの減量やリサイクルが進んでいます(廃棄物)

現況と課題
１．ごみ減量化、再利用化、再資源化の取組
・..本市では３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動に積極的に取り組むよう、市広報

等を通じて啓発しています。

・..電動式生ごみ処理機・コラポン（生ごみ処理と堆肥製造の容器）・ＥＭサポート・段ボールコ

ンポスト等の普及及び促進を行っています。

・..古紙の回収場を設置し、リサイクルを進めています。古着は、吉井町では分別収集、浮羽町

では粗大ごみで回収し、リサイクルを進めています。

２．環境教育・学習の取組
・..耳納クリーンステーションや再生工房では、事前予約で受付を行い、家庭から出た資源ごみ

の流れと再生に至るまでの見学会を実施しています。

・..市の広報を通して、ごみの出し方や水切りの徹底等を啓発しています。

・..出前講座の依頼に応じて、地域に出向き、ごみ問題等について講演を行っています。また、

分別収集についても現地において指導啓発を行っています。

３．環境にやさしい新エネルギーの利用状況
・..うきは市の自然豊かな環境を生かし、県営藤波ダムの河川維持放流水を活用した小水力発電

所建設計画（仮称：うきは藤波小水力発電所）を進めています。平成 27 年度に工事着工し、

平成 28 年度中の竣工・運転開始を計画しています。運転開始後は固定価格買取制度の適用

を受け売電を行う予定です。本施設によって、自然豊かなうきは市をＰＲするとともに、再

生可能エネルギーのシンボルとしてその普及啓発を進めていきます。

・..住宅用太陽光発電（補助制度）、避難所の防災用太陽光発電設備など、再生可能エネルギーの

活用を進めています。住宅用太陽光発電はかなり普及が進み、市民の環境への意識も向上し

ています。町並みにも太陽光発電設備がよく見られ、環境保全啓発にもつながっています。

基本方針
廃棄物の排出抑制の推進、３Ｒ運動など啓発事業を促進し、循環型社会を構築します。

また、地球温暖化対策については、市民や事業者と協働しながら地域一体となった取組を推進

するとともに、再生可能エネルギーの普及及び利活用を支援していきます。
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▲分別リサイクル

施策の内容
主要取組事業 取組内容

１　ごみ減量化、再利用化、
再資源化の推進

●３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）運動については、衛生
組合長を中心に啓発を行うとともに、市広報や防災無線を通して啓
発を行います。

●電動式生ごみ処理機・コラポン・ＥＭサポート・段ボールコンポス
ト等の堆肥づくり機器の啓発普及を行います。

●分別収集等学習会を開催するとともに、地域より依頼があれば分別
収集についての指導を行います。

●古紙や古着の回収等を行いながら、資源ごみとしてのリサイクルと
可燃ごみの減量化を図ります。

２　環境教育、学習の推進
（生ごみ堆肥化等の活動
含む）

●自治協議会等に対して耳納クリーンステーションや再生工房の視察
研修会の実施を働きかけます。

●出前講座や広報にて啓発活動を行い、市民の意識向上を図ります。

３　環境にやさしい新エネ
ルギーの利用促進

●再生可能エネルギー技術革新に合わせた普及支援策等を、国・県の
動向を把握しながら検討します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

ごみ収集量
（可燃・資源・粗大・直接搬入
ごみの総量）

9,545.t 9,000.t

ごみリサイクル率
（ごみ資源化量 /ごみ発生量）

61.68％
（5,887t./.9,545t）

66.10％
（5,950t./.9,000t）
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▲血圧や骨密度を測定し、健康についてアドバイス

第11章｜かかりつけ医から広域的な高度・救急医療まで 
整っています(地域医療)

現況と課題
１．地域医療体制の充実と連携
・..本市の休日診療対策としては、浮羽医師会において、休日、国民の休日及び年末年始の在宅

当番医による休日急患診療を実施しています。

・..久留米広域圏における二次医療体制（病院群輪番制）による、休日・夜間等の救急患者の診

療を実施しています。

・..久留米広域小児救急センターにおいて、地域の小児科医の協力と、医療機関の連携による準

夜帯の小児科初期救急診察を実施しています。

・..感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防することを目的として、予防接種を実施し

ています。

・..各種感染症の発生及びまん延を予防するため、広報誌等の媒体を利用した啓発を実施してい

ます。

・..自殺対策プロジェクト委員会の中で医療機関、医師会その他関係機関と連携し、うつ病対策、

自殺予防対策に取り組んでいます。

２．救急体制の充実
・..救急需要に対応するため、久留米広域消防本部において 15 台の高規格救急自動車とその運

用に必要な救急救命士の養成を計画的に図っており、救急自動車は浮羽消防署に２台、浮羽

出張所に１台配備されています。また、ドクターヘリとの連携により迅速な救急搬送体制の

整備を進めています。

・..消防団全団員が救急救命の技術を習得できるよう、消防団員を対象とした救急救命講習会を

毎年計画的に実施しています。

基本方針
すべての市民が生涯を通じて心身ともに健康で生活できるよう、いつでも、どこでも、安心し

て必要な医療サービスを受けることができる地域医療体制の整備を図ります。
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▲ドクターヘリ

施策の内容
主要事業 取組内容

１　地域医療体制の充実と
連携（かかりつけ医含
む）.

●地域保健医療の健全な発展に寄与するため、地元医師会及びその構
成医療機関と連携し、協力して休日における適切な診療体制及び平
日時間外の小児急患診療体制の確立を検討します。

●限られた医療資源の効果的な活用を図るため、市民が平素からかか
りつけ医を持ち、急病の際の救急措置や日常の健康管理についての
知識の習得と意識の向上ができるよう支援します。

２　救急体制強化の促進 ●浮羽医師会による在宅当番医制、久留米連携中枢都市圏（久留米医
療圏）における救急医療体制を維持し、長期的な地域住民の安全・
安心の医療環境を確保します。

●安定した財源に裏づけされた長期的かつ安定的な久留米広域小児救
急センターの維持・継続を図ることで、次世代を担う子どもたちを
安心して生み育てることができる環境を整備します。

●感染症の発生及びまん延を予防するため、予防接種法に定める予防
接種を実施するほか、任意の予防接種に対する市独自の助成につい
てもその効果を検討し、実施を図ります。

●各種感染症について、さまざまな媒体を通じた情報提供を適宜行う
ことにより、その発生及びまん延を予防していきます。

●久留米広域消防運営協議会を通し、救急体制の整備について協議し
ていきます。

●市内事業所を対象とした救急救命講習会を毎年実施しており、今後
も継続した講習会を実施していきます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

在宅当番医（休日急患診療）実施日数
（継続） 72日／年 72日／年

（継続）
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第12章｜救急・災害時に対する市民の安心度が高まっています 
(消防・防災)

現況と課題
１．地域防災計画の実践
・..福岡県地域防災計画、災害対策基本法の改正及び平成 24 年７月九州北部豪雨の災害対応を

踏まえ、平成26年５月うきは市地域防災計画を改正し、実践しています。

２．防災意識の高揚と防災訓練の実施
・..総合防災訓練を隔年実施し、市民の防災意識の高揚と防災関係機関との連携強化を進めてい

ます。また、防災意識を広げるため、自治協議会ごとの防災講習会の開催や総合防災マップ

の全世帯配付を行っています。

・..平成 27 年９月現在、自主防災組織を設立している行政区は 79 区となっていますが、組織

率の向上を進めています。

・..防火水槽の新設、改良、維持、修繕を対象とした消防施設事業補助金制度の周知を進めると

ともに、自治協議会や自主防災組織等が実施する防災、防火訓練を積極的に支援しています。

・..伝統的建造物群保存地区に整備した５箇所の防火施設（防火水槽）を利用し、消防団による

文化財防火デーに合わせた火災防ぎょ訓練や地域の防災、防火訓練を実施しています。

・..毎年、出水期前に山間部、山麓部の行政区長を対象とした土砂災害対策会議を実施していま

す。また平成 27 年６月、県が新たに指定した土砂災害特別警戒区域を含めた指定区域図及

び筑後川・巨瀬川の氾濫・決壊した場合に想定される浸水の範囲と深さを示したハザードマッ

プを全戸へ配付し、自主的な警戒の周知徹底を推進しています。

・..大規模災害時に備えて、「うきは市災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定」に

基づき、災害ボランティアの受入訓練として、災害ボランティアセンター運営訓練を実施し

ています。

３．防災基盤・体制の充実
・..うきは市防災行政無線、福岡県の防災メールまもるくん、緊急速報メール、うきは市ホーム

ページを活用した迅速な防災情報の伝達を実施しています。また、災害時の避難場所として、

市内 36 箇所の指定避難所に加え、指定避難所での避難生活が困難な避難者が二次的に避難

する福祉避難所について、平成 25 年９月に 12 箇所の介護事業所等と福祉避難所の設置運

営に関する協定を締結しています。

４．消防力の充実
・..消防車両更新計画に基づき、老朽車両の更新を行うとともに、消防団の各分団において管内

の防火水槽及び井戸式消火栓点検を実施しています。

・..消防団員確保の観点から、うきは市消防団協力事業所表示制度を新設し、消防団活動への理

解を求め、入団しやすい環境整備や役職レベルごとの訓練等を実施し、消防力の向上を図っ

ています。

・..浮羽消防署と連携し、小学校において消火実験会を実施するとともに、各分団において隣接

する分団や田主丸消防団、消防署と合同訓練を実施しています。

・..本部に女性消防団を組織し、小学校での消火実験会、心肺蘇生法講習会（ＡＥＤ講習）等へ

の応急手当普及員として参加するなど、積極的に活動しています。
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▲うきは市総合防災マップ ▲市役所での防災訓練

▲消防操技大会 ▲地域ボランティアによる炊き出し訓練

■消防力の現状：平成 27 年４月１日 （単位：人、台）

久留米広域消防本部 うきは市
消防団 合　　計

浮羽消防署 浮羽出張所

職員及び団員数 37 16 513

設備等合計 14 ４ 28

消防ポンプ自動車 ２ １ 10

可搬式小型ポンプ自動車 11

タンク車 ２ ４

ホース積載車 １ １

指令車 １ １

広報車 １

救急自動車 ２ １

救助工作車 ２

梯子車 １

その他 ３ ２
 資料）久留米広域消防本部、うきは市

■火災発生の状況 （単位：件）

年 平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

火　災　件　数 17 16 17 12 13 14 11 ６ 22 19
 資料）浮羽消防署

基本方針
防災基盤や消防体制等を強化するとともに、消防団員の確保と自主防災組織の組織率向上の支

援や防災訓練などを実施し、防災・減災対策に取り組みます。
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▲東高見地区防災訓練▲福富地区防災訓練

施策の内容
主要事業 取組内容

１　地域防災計画の策定と
実践

●防災体制強化のため、うきは市地域防災計画の実践を図ります。

２　防災意識の高揚と防災
訓練の実施

●総合防災訓練の継続実施のほか、自治協議会や自主防災組織単位で
の訓練や防災の取組を支援していきます。

●防火水槽の新設等に係る消防施設事業補助金制度の周知を図るとと
もに、消防署と連携しながら地域の防災、防火訓練の支援を図りま
す。

●総合防災マップを改定し、全世帯に配付しながら警戒区域や避難所
等の周知徹底を図ります。

●災害に備え関係団体と連携し、災害ボランティアセンター設置・運
営訓練を実施します。

３　防災基盤・体制の充実 ●新規転入世帯等への戸別受信機の設置を徹底し、継続して迅速な防
災情報の伝達を図ります。

４　消防力の充実 ●消防車両更新計画に基づき車両の更新に努めるとともに、防火水槽
及び井戸式消火栓の点検結果を踏まえた対応を関係者と協議してい
きます。

●うきは市消防団協力事業所表示制度の推進を図り、消防団を支援す
る体制の整備に努めるとともに、各種訓練を継続しながら消防技術
の向上を図ります。

●消防団員の確保、消防団活動の広報を通して、消防団への理解と協
力を市民へ広く求めていきます。また、自治協議会と連携した訓練
の継続と充実を図ります。

●女性消防団員の活動範囲を広げ、市民の防災意識の高揚を図ります。
女性消防団員は、全員が市役所職員であるため、広く市民へ募集を
呼びかけながら女性団員確保を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

自主防災組織率
（防災のために組織をつくっている行政区
の割合）

50％ 80％
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▲うきは防犯青少年武道大会.剣道 ▲うきは防犯青少年武道大会.柔道

▲交通安全・安心見守りカメラ

第13章｜犯罪が減少しています(防犯)

現況と課題
１．防犯対策の取組
・..防犯灯の新設、ＬＥＤ器具への取替に対応しながら夜間の犯罪防止を推進しています。また、

安全安心見守りカメラを運用し、昼夜の犯罪抑止効果を高めています。

・..うきは防犯協会、うきは警察署と連携し、青少年の健全育成を目的とした、うきは防犯青少

年武道大会（剣道・柔道）を開催しています。

・..老人クラブ連合会、学校ＰＴＡ連合会等と連携しながら、犯罪のないまちづくりを目指し、

うきはの里安全安心まちづくり市民大会を開催しています。

基本方針
犯罪を未然に防止するために、地域が一体となった防犯活動を推進します。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　防犯対策の推進 ●防犯灯設置費補助制度の推進と安全安心見守りカメラの適正な運用
を図ります。

●シルバー保安官や子ども 110 番の家、青色パトロール等住民防犯
活動を推進します。また、子どもへのあいさつ活動や高齢者への声
かけ活動等により、地域防犯力を高めるよう取り組みます。

●「うきはの里安全安心まちづくり」運動の継続した取組を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

防犯灯設置補助数 232基／年 232基／年
（継続）
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▲安全安心まちづくり市民大会

第14章｜交通事故が減少しています(交通安全)

現況と課題
１．交通安全施設の設置状況
・..地域の危険箇所に対する道路交通標識等交通安全施設の整備、改修については、市と警察署

との役割分担のもと実施しており、今後も継続して取り組む必要があります。

２．交通安全活動の取組
・..浮羽地区交通安全協会及びうきは市交通指導員会と連携し、交通安全県民運動に合わせて、

飲酒運転の撲滅、子どもや高齢者の交通事故防止等の街頭キャンペーン活動を実施し、啓発

を行うとともに、広報うきは等を利用し、広く市民への周知を進めています。

■交通事故及び死傷者数の推移 （単位：件、人）

年度 平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

交通事故発生件数 235 195 200 181 169 165 158 164 180 186

死　傷　者　数 285 251 262 242 217 232 225 228 228 249
 資料）うきは警察署

基本方針
交通事故を減らすために、交通安全施設の整備と交通安全意識の高揚を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　交通安全施設の設置 ●危険箇所に対する道路交通標識等の改良を継続し、交通事故の減少
を図ります。

２　交通安全活動の推進 ●浮羽地区交通安全協会及びうきは市交通指導員会と連携しながら、
交通安全活動を充実します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

交通安全県民運動の実施 ４回／年 ４回／年
（継続）
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第15章｜消費者トラブルによる被害が減少しています(消費生活)

現況と課題
１　悪質商法対策・消費生活に関する知識の普及
・..架空請求や特殊詐欺等の悪質商法による消費者被害は後を絶たず、新たな手口によるトラブ

ルも増加しています。中でも、高齢者がトラブルに巻き込まれるケースは多く、トラブルの

未然防止や問題解決に向けた支援は重要なものとなっています。

・..このような状況に対処するため、本市では暮らしのアドバイザー（相談員）を５名配置し、

相談業務や啓発活動等を実施しています。また、平成 25 年度より久留米市・大刀洗町・大

木町・広川町・うきは市で消費生活相談窓口の広域化を実施しており、久留米市消費生活セ

ンターを窓口とした、専門の相談員による相談体制を整備しています。

基本方針
消費者問題に対する相談窓口を強化するとともに、被害に遭わないための啓発活動を推進しま

す。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　消費生活相談の充実と
消費者意識啓発の推進

●福岡県消費生活センター、久留米市消費生活センター等と連携し、
相談体制の充実を図ります。

●悪質商法や消費生活に関する情報の提供を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

消費者相談件数 153件／年 153件／年
（継続）
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