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第２次うきは市総合計画概要版

１．計画策定の背景と目的
うきは市を取り巻く現状と課題
❶人口減少と少子高齢化の進行（税収の減少、社会保障費の増大、子育て支援、高齢者の生きがいづくり）
❷地域経済とグローバル化の影響（経済市場の縮小）
❸安全・安心なまちづくりへの要請（豪雨等自然災害への対応、住みよいまちづくり）
❹生活スタイルの多様化（核家族化、仕事のやり方の変化、ワークライフバランス）
❺良好な環境の保全（地球温暖化、自然や景観の保全）
❻人権尊重社会の進展（すべての人の人権を大切にする、男女が互いに認め合う男女共同参画社会）
❼地方分権の進展と効率的な行財政運営（地方分権改革、財政状況の厳しさ、公共施設の老朽化対策、多様
な行政ニーズ）

第２次うきは市総合計画は、これらの行政課題に対して本市の特
性や地域資源を生かしながら、地域のさまざまな主体による住民自
治と協働のまちづくりをさらに推進し、本計画において目指すべき
新しい将来像を描くとともに、その実現を図るための基本的な方策
を明らかにするため策定するものです。

２．計画の構成と計画期間
総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成し、平成37年度(2025年度)を目標年度とし
ます。
【基本構想】
「基本構想」は、長期展望の中で、まちづくりの基本理念と市の将来像を示し、その実現に向けた施策の
基本方針と大綱を定めるものです。

計画期間

平成28年度〜平成37年度

基本構想の計画期間は、平成28年度（2016年）を初年度とし、平成37年度（2025年）までの10年
間とします。
【基本計画】
「基本計画」は、基本構想に示された施策の基本方向に基づいて、取り組むべき施策を具体的に示し、そ
れらを組織的・体系的に推進するために定めるものです。

計画期間

前期基本計画：平成28年度〜平成32年度
後期基本計画：平成33年度〜平成37年度
【実施計画】
「実施計画」は、基本計画に定められた施策を具体的に実施するための３カ年の事業をまとめた計画であ
り、毎年度ローリング（改定）方式により別途策定します。
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1.

今後の３つのまちづくりの方向

2.

うきはブランドづくりと
シティプロモーションの推進

〈

今ある「人・もの・情報」など
地域資源を最大限に生かす

基本構

想

コミュニティの再構築と協働の
まちづくりによる人づくり

〈

〉

今後、未来に託せる新たな本市の形成を図るた

自治協議会等による
コミュニティづくりと人材育成

〉

本市では、少子高齢化が進展する中、地域コ

めに、地域を支えるさまざまな企業・組織、住民

ミュニティの維持が大きな課題となってきてい

グループなど、すべてのうきは市民が関わる中

て、平成26年度に原則小学校区を基本に市内11

で、うきはブランドの強化に努め地域の創造的な

地区の「自治協議会」を設立しました。

再生を図ることが必要であり、「うきは」として

今後は自治協議会が中心となって、地域コミュ

の訴求力を高め、多様な形での情報発信を通じ、

ニティの創造的再生を図り、行政区や世代を越え

うきはブランドを対外的にアピールしていくこと

たコミュニティの交流・連携強化を通じ、子ども

が求められています。

から高齢者までのあらゆる市民が、うきはに住む

本当のブランドは、都市の名前だけでなく、そ

喜びを感じることができる社会を作っていくこと

の都市の地理的位置等が周知されることが大切で

が求められています。

す。つまり、まちづくりの視点からは、「人」

地域コミュニティの再構築と協働のまちづくり

「もの」「情報」「しくみ」等さまざまな地域資

は、これからの行政運営にとっては欠かせないも

源を活用して、はじめて「うきはブランド」が形

のであり、地域力の醸成とともに、これからの本

成されると考えます。

市の人材の育成にとっても欠かせない取組です。

さらに、対外的にアピールするためには、「う
きは市を知ってもら
う」を基本として、
地域の魅力を高める
戦略の構築、いわゆ
るシティプロモー
ションの観点からの
取組も必要です。

3.

連携による地域づくり

〈 多様な地域間連携、交流の活発化 〉
生活サービス機能の充実、

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、平成27年度にうきは市ルネッサンス戦略を策定し、４つ

の基本目標（①うきはの資源活用と新たな雇用の創出、②地域コミュニティの再生と都市部からの人の呼び
込み、③結婚から子育てを経て生涯夢を持ち生活することがで
きるうきは市、④時代にあったうきはの地域づくりと広域的な
地域間連携）を掲げ、『人々が地方での生活やライフスタイル
の素晴らしさを実感し、安心して暮らせるような「まち」の集
約・活性化が必要になる』ことに取り組んでいます。多様な居
住形態の実現や、地理的空間を越えた多様な地域間連携などを
通じて、豊かな農村環境の中に存在している本市の立ち位置を
明確にし、本市としての個性ある地域の活性化を図る必要があ
ります。
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基本構

まちづくりの目標
１．将来像

想

うきはブランドを絆で結ぶ「しあわせ彩る」うきは市

若者から高齢者まで一緒になって、本市がこれまで培ってきた、「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」等の地域資源から、「人」「もの」「情報」
「しくみ」等多様な地域資源をも活用した、新しい「うきはブランド」を市民、地域、行政、団体・企業等
と一体となって紡ぎ、培っていきます。
うきはブランドが、絆という温かい人間関係で築き上げられ、各々の世帯・世代、地域、団体などのいろ
いろなしあわせを彩れるよう、協働の精神でまちづくりを進めていきます。

２．基本目標
まちづくりの基本目標は、基本理念に基づき掲げた将来像「うきはブランドを絆で結ぶ
彩る

しあわせ

うきは市」を実現するために達成すべきまちの姿を具体的に示したものです。

社会・経済情勢の変化に柔軟に対応できる行政運営とともに、独自のまちづくりが求められる時代
の潮流を踏まえた上で、次のような４つのまちづくりの基本目標を今後のあるべき姿として設定しま
した。さらに、これらを着実に実行するため「計画の実現」のための取組を設定しました。
※

目標を「〜しています」と表記していますが、これは、10 年後のうきは市の姿をイメージしているものです。

将来像

うきはブランドを絆で結ぶ しあわせ彩る うきは市
〜好きですうきは これまでも そして、
これからも〜

基本目標
基本目標１

将来のうきは市を担う人を育み、
大切にしています
基本目標２

基本目標３

活力にあふれ、
まち全体が
にぎわっています

誰もが生き生きと安心して健康に
暮らしています
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

計画の実現

みんなの力で協働して支えるまちづくりを進めています
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第２次総合計画の将来像

基本構

うきはブランドを絆で結ぶ しあわせ彩る うきは市

想

■施策の体系■
基本目標１

将来のうきは市を担う人を育み、大切にしています

●すべての人の人権が大切にされています
（人権）

●生涯を通した学習が盛んになっています
（生涯学習）

●自治協議会等の活動が活発になっています
（コミュニティ）

●青少年が健全に成長しています
（青少年育成）

●男女が互いに認め合い、尊重する男女共同参画社会を実現し

●市民が文化芸術に親しんでいます
（文化芸術）

ています
（男女共同参画）

●市民が主体的にスポーツ活動に取り組んでいます
（スポーツ）

●安心して子どもを産み育てています
（次世代育成）

●さまざまな交流が活発に展開されています
（交流）

●安全な環境で、生きる力が身についています
（学校教育）

基本目標２

活力にあふれ、まち全体がにぎわっています

●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）

●多くの観光客でにぎわっています
（観光・イベント）
●働く環境が充実しています
（雇用対策）
●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）

●地場産業がいきいきとしています
（地場企業育成）
●農林業の担い手が増えています
（農業・林業）
●まちが活気にあふれています
（商業・サービス業）

基本目標3

誰もが生き生きと安心して健康に暮らしています

●地域の見守り、気づきが浸透し、支え合う地域ができています

●ひとり親家庭・生活困窮者が安心して暮らしています
（ひとり親

（地域福祉）

対策・生活困窮者対策）

●高齢者が地域で生き生きと暮らしています
（高齢者対策）

●市民自ら健康で、生きがいをもって暮らしています
（健康づく

●障がいのある人が地域で安心して暮らしています
（障がい者福

り：地域医療以外の健康及び保健）

祉）

基本目標4

●安全・安心な保障が充実しています
（社会保障）

安全で安心なまちで、住みよさを実感しています

●バランスのとれた土地利用が進んでいます
（土地利用）

●清潔で安全な日常生活が送れています
（環境衛生）

●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

●ごみの減量やリサイクルが進んでいます
（廃棄物）

並み保存）

●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

●身近な道路が安全に利用できています
（道路整備）

（地域医療）

●バスや鉄道が便利にできています
（公共交通）

●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

●街なかで快適な暮らしができています
（住宅・住環境）

災）

●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・

●犯罪が減少しています
（防犯）

緑地）

●交通事故が減少しています
（交通安全）

●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

●消費者トラブルによる被害が減少しています
（消費生活）

います
（上下水道）
●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）
計画の実現

みんなの力で協働して支える
まちづくりを進めています

●市政に参画する市民が増えています
（協働のまちづくり）
●健全な行財政運営が行われています
（行財政）
●市民だれもが市政情報等を活用しています
（情報化）
●周辺市町村とのネットワークが図られています
（広域行政）
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主要事業の取組内容

基本計

画

基本目標１．将来のうきは市を担う人を育み、大切にしています
第１章

すべての人の人権が大切にされています（人権）

すべての人が共存できる社会の実現のため、同和問題をはじめとするすべての人権問題を解決する教育や啓発を推進し、さま
ざまな分野で、差別や偏見をなくすための取組を進めます。
【主な取組】
・あらゆる場における人権・同和教育・啓発の充実
・自治協議会等地域におけるリーダーの育成
【主要指標】
同和問題啓発強調月間講演会の参加人数
〈現状 338 人 → 平成 32 年度 450 人〉

第２章

自治協議会等の活動が活発になっています（コミュニティ）

「協働のまちづくり」を推進するため、地域おこしと絆づくりに取り組むまちづくり活動団体に対し、支援育成に取り組みます。
また、行政区を基盤とした地区自治協議会が、各コミュニティセンターを拠点にして住民自治によるまちづくりを推進するため、
総合的な人的支援・物的支援・財政的支援を行っていきます。
【主な取組】
・まちづくり活動団体への活動支援
・地域住民の活動拠点となっているコミュニティセンターの整備促進
【主要指標】
コミュニティセンター利用者数
〈現状 41,564 人 → 平成 32 年度 52,000 人〉

第３章

男
 女が互いに認めあい、尊重する男女共同参画社会を実現しています（男女共同参画）

男女が互いに認め合い、人権が尊重され、性別にかかわらず、すべての人が社会に参画し、それぞれの個性と能力を十分に発
揮することができる男女共同参画社会づくりを目指します。
【主な取組】
・男女共同参画についての正しい理解を促進するための広報・啓発、学習、教育の推進
・DV（暴力）を防止するための意識啓発等
【主要指標】
審議会等女性委員登用率
〈現状 28.8％ → 平成 32 年度 30.0％〉

第４章

安心して子どもを産み育てています（次世代育成）

家族の絆が大切にされ、安心とゆとりをもって、子どもがすくすく育つ家庭環境と、ボランティアを含めた子育て支援のさま
ざまな活動を通じて、地域のふれあいの中で、子どもがのびのびと健やかに育つまちを目指します。
【主な取組】
・各種相談体制や子育て支援情報の充実と地域、ボランティア、行政が一体となった子育て
支援ネットワークの推進
・乳幼児健康診査、予防接種、小児救急医療体制等の充実
・食育体験事業による幼児期からの食に対する関心の高揚
・ひとり親家庭の自立支援の推進
【主要指標】
子育て支援センター年間延べ利用者数
〈現状 9,996 人 → 平成 32 年度 10,500 人〉

第５章

安全な環境で、生きる力が身についています（学校教育）

「生きる力」を育む教育を推進し、未来を担う人づくりを進めるため、家庭や地域と連携しながら学校教育の充実を図るとと
もに、開かれた学校づくりを進めます。
【主な取組】
・「学力向上プラン」など各学校の創意工夫を生かした特色ある教育活動の促進
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・食育推進と安全・安心な学校給食の推進
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置
【主要指標】
児童生徒 1,000 人当たりの不登校児童・生徒数
〈現状 小学校７人 中学校 59 人
→ 平成 32 年度 小・中学校全国平均以下 小学校３人、中学校 25 人〉

第６章

生涯を通した学習が盛んになっています（生涯学習）

市民の生涯にわたる学習活動を支援するため、社会教育施設間の連携を図るとともに多様な
分野の学習プログラムの構築を目指します。
【主な取組】
・うきは市民大学の充実、活動支援
・老朽化した生涯学習センターの建替等の検討
【主要指標】
図書館利用者数
〈現状 128,083 人 → 平成 32 年度 150,000 人〉

第７章

青少年が健全に成長しています（青少年育成）

家庭・地域・学校・各種団体などが連携し、情報交換や相談体制の充実を図り、子どもの健
全な育成を目指すとともに、指導者の育成に努め地域における支援体制を充実します。
【主な取組】
・うきは市民大学子ども未来学部でのさまざまな体験事業等のプログラム推進
・
「うきは市子育て９カ条」に基づいた取組と「早寝、早起き、朝ごはん」を中心とした基本

的生活習慣の確立
【主要指標】
うきは市子育て９カ条啓発リーフレット配布数
〈現状 2,184 枚／年 → 平成 32 年度 2,200 枚／年（継続）〉

第８章

市民が文化芸術に親しんでいます（文化芸術）

うきはの歴史への理解を深める文化財の保存・活用に努め、伝承文化の継承及び芸術・文化の振興を進めるとともに、文化施
設の整備・充実を図り、うきは文化の継承を推進します。
【主な取組】
・白壁ホール等文化施設の利用者のさらなるニーズに対応
・史跡屋形古墳群等の整備促進
【主要指標】
白壁ホール等文化施設合計利用者数
〈現状 94,989 人 → 平成 32 年度 95,000 人（継続）〉

第９章

市民が主体的にスポーツ活動に取り組んでいます（スポーツ）

多くの市民がスポーツやレクリエーションに参加できるよう、スポーツ行事の充実や各種スポーツ団体の育成、体育施設の整
備、専門職員の配置などスポーツ環境の整備を行います。
【主な取組】
・市民のニーズに対応する充実した自主事業プログラムの提供
・体育協会の活動充実
【主要指標】
うきはアリーナ利用者数
〈現状 150,749 人 → 平成 32 年度 180,000 人〉

第10章

さまざまな交流が活発に展開されています（交流）

広域連携による多様な市民ニーズへの対応を図るとともに、地域間連携・交流を進め、個性
的で魅力ある地域づくりを推進します。また、国際感覚を身につけた人材を育成するための取
組や外国人にとっても親しみやすい環境整備を進めます。
【主な取組】
・都市と農村の交流のため、観光案内所の情報発信強化
・草の根の市民レベルの国際交流の支援
【主要指標】
広域的連携事業数
〈現状 14 件 → 平成 32 年度 18 件〉
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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）

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。
【主な取組】
・工業団地、民有地、遊休地への企業誘致促進
・新産業団地造成の促進
【主要指標】
誘致企業総数（工業団地等に誘致した企業数）
〈現状

第２章

14 社

→

平成 32 年度

16 社〉

地場企業がいきいきとしています（地場企業育成）

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。
【主な取組】
・創業支援の相談窓口の設置
・うきは市の地域資源を活用した新商品開発、販路拡大の支援
【主要指標】
創業支援相談件数
〈現状

第３章

５件／年

→

平成 32 年度

30 件／年〉

農林業の担い手が増えています（農業・林業）

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。
【主な取組】
・優良農地の確保・保全、生産基盤の整備
・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
・企業的経営を志向する農家・農業生産団体の育成・支援
・うきは産木材活用の推進
【主要指標】
新規就農者数（平成 22 年度以降の新たな就農者）
〈現状

102 人

→

平成 32 年度

150 人〉
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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）

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。
【主な取組】
・空き店舗を活用した地域商業の活性化
・賑わいのある商店街づくりのため、地域商業者による活性化事業の支援
【主要指標】
創業者数
〈現状

第５章

０件

→

平成 32 年度

15 件〉

多くの観光客でにぎわっています（観光・イベント）

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。
【主な取組】
・自然環境、温泉等の優れた地域資源を活用した滞在型観光の推進
・うきは市の特徴をＰＲできる魅力的なイベント等の実施
【主要指標】
観光入込客数
〈現状

第６章

193 万人

→

平成 32 年度

240 万人〉

働く環境が充実しています（雇用対策）

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。
【主な取組】
・高校生を対象とした企業説明会等による市内企業の情報発信促進
・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の検討
【主要指標】
無料職業紹介所等の市内設置箇所数
〈現状 ０箇所 → 平成 32 年度 １箇所〉

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）

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。
【主な取組】
・
「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
・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
【主要指標】
地域資源登録件数
〈現状 30 件 → 平成 32 年度 50 件〉
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第２次うきは市総合計画概要版

基本目標３．誰もが生き生きと安心して健康に暮らしています
第１章

地域の見守り、気づきが浸透し、支え合う地域ができています（地域福祉）

市民誰もが心身ともに健康で、安心して暮らせるよう、保健・福祉・医療の連携を図るとともに、地域による協力体制の構築
を目指します。
【主な取組】
・市民・福祉関係機関・行政の協働による地域福祉の推進
・地域における身近で気軽な相談、安否確認等の見守り、支援体制づくりの推進
【主要指標】
福祉会の設置
〈現状

27 箇所（37 行政区） →

平成 32 年度

33 箇所〉

※福祉会とは、よりあい会実施や見守り体制づくり推進のための組織です。

第２章

高齢者が地域で生き生きと暮らしています（高齢者対策）

高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活できるよう、健康づくりや介護予防に一層取り組みます。
【主な取組】
・訪問・通所型サービス等の体制整備による介護予防推進
・認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チームの体制整備
・ボランティアセンターとの連携による生きがいづくりの充実
【主要指標】
認知症サポーター養成者数（累計）
〈現状

第３章

2,770 人

→

平成 32 年度

4,000 人〉

障がいのある人が地域で安心して暮らしています（障がい者福祉）

障がいのある人が地域で自立して暮らしていけるよう、支援内容の充実とともに社会参加を推進し、ともに支え合う地域社会
の構築を目指します。
【主な取組】
・地域活動支援センター、障がい者相談支援事業の充実・活性化
・保健・医療・福祉・教育各分野の連携強化による一貫した支援体制の構築
・障がい児が将来的に自立し社会参加するための力を培うための各種施策の連携・総合的
推進
【主要指標】
障害者就労支援による就業者数
〈現状

９人（平成 24 ～ 26 年度） →

平成 32 年度

24 人（平成 27 ～ 32 年度）〉
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第４章 ひとり親家庭・生活困窮者が安心して暮らしています（ひとり親対策・生活困窮者対策）
生活の安定に向けて各種相談や生活指導の充実に努め、それぞれの実情に応じた母子・父子福祉、生活保護行政を推進します。
【主な取組】
・家庭児童相談員・ケースワーカー等の資質向上による相談機能の充実
・指導援助体制の整備強化による生活保護相談の充実
・生活困窮状態からの早期脱却を目的とした連携体制の強化、自立支援事業等の充実
【主要指標】
児童扶養手当全額受給者率
〈現状

第５章

47％

→

平成 32 年度

40％〉

市民自ら健康で、生きがいをもって暮らしています
（健康づくり：地域医療以外の健康及び保健）

生活習慣病や心の病気を予防するため、正しい知識の普及と健康診断の受診の促進など市民の健康づくりを支援します。
【主な取組】
・健康管理システムの活用等による健康教育の充実
・福祉事務所との連携による心の相談窓口の充実
・疾病の早期発見、早期治療のための受診率のさらなる向上
・食生活改善推進・生活習慣病の予防促進
【主要指標】
食育体験教室参加者数
〈現状

第６章

686 人

→

平成 32 年度

800 人〉

安全・安心な保障が充実しています（社会保障）

徴収率の向上、市民の健康づくりの推進による医療費の適正化に努めるとともに、適正なサービスが受けられる介護保険制度
の運営を目指します。
【主な取組】
・健康診査などの保健事業の充実による健康づくりの推進
・適正な税率の見直しや保険税の徴収率向上
・要介護認定や介護費用の適正化の推進
【主要指標】
国保特定健診受診率（受診者数 /40 歳～ 74 歳の国保被保険者）
〈現状

40.7％

→

平成 32 年度

60.0％〉

11

第２次うきは市総合計画概要版

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
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）

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。
【主な取組】
・農業的土地利用と都市的土地利用の調和による総合的土地利用推進
・市全体の都市環境を形成するための都市計画制度の導入
【主要指標】
土地開発行為相談件数（1,000㎡以上）
〈現状 26 件／年 → 平成 32 年度 30 件／年〉

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）

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。
【主な取組】
・修理事業、買上事業、防災事業等の実施
・文化的景観の選定に向けた作業の実施
【主要指標】
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）
〈現状 22.8％（74/325） → 平成 32 年度 29.2％（95/325）〉

第３章

身近な道路が安全に利用できています（道路整備）

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。
【主な取組】
・国道 210 号の歩道設置、県道との接合部分や交差点付近の拡幅等の整備・要望の実施
・市道の改良・舗装などの計画的な整備
・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
【主要指標】
一般市道改良率（改良延長 / 計画延長）
〈現状 79.4% → 平成 32 年度 90%〉

第４章

バスや鉄道が便利にできています（公共交通）

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。
【主な取組】
・利用者増加のための新駅設置や列車利用者の利便性の確保への取組
・安全性と利便性に配慮したよりよい予約制乗合タクシーの運行
【主要指標】
JR 久大本線の市内駅を利用する年間延べ人員
〈現状 66 万人 → 平成 32 年度 70 万人〉

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）

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。
【主な取組】
・老朽化した市営住宅建替事業の推進
・個人による購入、賃貸等による空き家活用の検討
【主要指標】
市営住宅戸数
〈現状 492 戸 → 平成 32 年度 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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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）

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。
【主な取組】
・市民の憩いの場としての公園・緑地の維持管理
【主要指標】
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）
〈現状 58.3％（21 ／ 36 箇所） → 平成 32 年度 66.6％（24 ／ 36 箇所）〉

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）

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。
【主な取組】
・市民の理解を深める上水道事業の促進
・公共下水道の整備促進と接続率の向上
・合併処理浄化槽の整備推進
【主要指標】
下水道普及率（供用開始済み人口 / 計画区域人口）
〈現状 94.2% → 平成 32 年度 100%〉
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

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）

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。
【主な取組】
・自然環境の回復と保全活動の推進
・治山・治水・砂防事業の推進
【主要指標】
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）
〈現状 100％（２河川／５箇所） → 平成 32 年度 100％（２河川／５箇所）〉

第９章

清潔で安全な日常生活が送れています（環境衛生）

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。
【主な取組】
・自主衛生管理意識の向上と監視、検査体制の強化
・事業用地・公共用地・空き地等の適正管理の推進
・市民参加型の環境美化運動等の開催による環境美化に対する市民意識の向上
【主要指標】
環境美化運動の市民参加人数
〈現状 200 人 → 平成 32 年度 300 人〉

第10章

ごみの減量やリサイクルが進んでいます（廃棄物）

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。
【主な取組】
・堆肥づくり機器の啓発普及
・資源ごみとしてのリサイクルと可燃ごみの減量化
・市民の意識向上のため出前講座や広報にて啓発活動の実施
【主要指標】
ごみリサイクル率（ごみ資源化量 / ごみ発生量）
〈現状 61.68％（5,887t/9,545t） → 平成 32 年度 66.10％（5,950t/9,000t）〉
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第２次うきは市総合計画概要版

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）

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。
【主な取組】
・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促進
・感染症の発生及びまん延を予防するための予防接種等の実施
【主要指標】
在宅当番医（休日急患診療）実施日数
〈現状 72 日／年 → 平成 32 年度 72 日／年（継続）〉

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）

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。
【主な取組】
・地域防災計画による防災体制強化
・総合防災訓練、自治協議会や自主防災組織単位での訓練や防災の取組支援
・新規転入世帯等への戸別受信機の設置
・消防団を支援する体制整備のためのうきは市消防団協力事業所表示制度の推進
【主要指標】
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）
〈現状 50％ → 平成 32 年度 80％〉

第13章

犯罪が減少しています（防犯）

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。
【主な取組】
・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
・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の推進
【主要指標】
防犯灯設置補助数
〈現状 232 基／年 → 平成 32 年度 232 基／年（継続）〉

第14章

交通事故が減少しています（交通安全）

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。
【主な取組】
・交通事故減少のため、危険箇所に対する道路交通標識等の改良を継続実施
・交通安全活動の充実
【主要指標】
交通安全県民運動の実施
〈現状 ４回／年 → 平成 32 年度 ４回／年（継続）〉

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）

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。
【主な取組】
・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の連携による相談体制の充実
【主要指標】
消費者相談件数
〈現状 153 件／年 → 平成 32 年度 153 件／年（継続）〉
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計画の実現
第１章

みんなの力で協働して支えるまちづくりを進めています

市政に参画する市民が増えています（協働のまちづくり）

市民一人ひとりが、それぞれの責任と役割をもって主体的にまちづくりに参画できる基盤づくりを進めるとともに、市民活動
の育成、支援を通して、さまざまな地域の課題に取り組む「協働のまちづくり」を進めます。
【主な取組】
・審議会などの附属機関への住民公募委員の登用
・自治協議会を中心とした住民参画促進と地域計画実践の支援
・市民大学まちづくり学部、自主運営講座の充実
【主要指標】
まちづくり出前講座年間実施回数
〈現状

第２章

30 回

→

平成 32 年度

50 回〉

健全な行財政運営が行われています（行財政）

政策形成能力や総合調整機能を高め、最小の費用をもって最大の効果を上げることができるように、地域の個性や実情に応じ
た柔軟で効果的な行政運営体制を確立するとともに、事務事業の見直しや経費の節減など行財政運営の効率化を進めます。
【主な取組】
・新たな行政課題に的確に対応するための組織機構の確立の促進
・自主財源の確保と依存財源の効率的運用
【主要指標】
市税徴収率の向上
〈現状

第３章

94.7％

→

平成 32 年度

95.3％〉

市民だれもが市政情報等を活用しています（情報化）

行政サービスに対する市民の声を聴く機会を広く設けるとともに、行政情報を積極的に公開します。
行政活動の透明性を高めることで、地域住民の声を行政の施策に反映させ、市民が暮らしやすいまちづくりを推進します。
【主な取組】
・学校におけるＩＴを活用した情報教育の充実
・ホームページ、広報紙、防災行政無線等を活用した親しみやすい情報提供の実施
【主要指標】
市ホームページ年間アクセス数
〈現状

第４章

1,054,487

→

平成 32 年度

1,266,000〉

周辺市町とのネットワークが図られています（広域行政）

広域連携による多様な市民ニーズへの対応を図ります。
【主な取組】
・久留米広域連携中枢都市圏等の広域行政の推進体制の整備
【主要指標】
広域的連携事業数
〈現状

14 件

→

平成 32 年度

18 件〉
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活力あるふるさと うきは の創造的再生に向けて
合併10周年記念 うきは市民の歌制作
うきは市民の歌「ルリ色のふるさと」
作詞：保岡直樹

水と緑が きらめいて
そよかぜ胸に 澄みわたる
しあわせ彩る うきは市は
ルリ色 ゆめ色 みらい色
あなたに笑顔を 届けたい
遊びにおいで ルリ色の
ふるさとへ

作曲：大島ミチル

秋は柿の実 ひがん花
のどかな景色 つづく道
ねがい
希望羽ばたく うきは市は
ルリ色 ゆめ色 みらい色
思い出いっぱい つくろうよ
もみじの切符 送ります
ふるさとへ

憩う水辺に カワセミも
明るい声で 歌ってる
心ふれあう うきは市は
ルリ色 ゆめ色 みらい色
あなたと肩よせ 歩きたい
あしたが光る ルリ色の
ふるさとよ

うきは市ふるさと大使のみなさんが 全国で活躍していただいております
ジャーナリスト

漫画家

鳥越俊太郎さん

うえやまとちさん

書道家

ラジオＤＪ

大力翠雲さん

DJ BUTCHさん

落語家

タレント 元タカラジェンヌ

笑福亭風喬さん

穂高ゆうさん

発行／福岡県うきは市
平成 28 年 3 月
〒839-1393 福岡県うきは市吉井町新治 316 番地

T E L 0943-75-3111

FAX 0943-75-5509

ホームページ http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/

