
活力あるふるさとうきはの創造的再生に向け、合併10周年を機にうきは市民の歌を制作しました

うきは市民の歌「ルリ色のふるさと」
作詞：保岡直樹　作曲：大島ミチル

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

秋は柿の実　ひがん花
のどかな景色　つづく道
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

ねがい

第２次うきは市総合計画の発刊にあたって

うきは市長　　髙　木　典　雄

　うきは市は、平成27年３月20日で合併10周年の節目となり、この間、第１次総
合計画（平成18～27年度）に基づき、市民の皆様とともに、国・県等のご協力を
いただきながら、市の基盤づくりに懸命に取り組んできたところです。平成28年
度より今後10年間のまちづくりの指針「第２次総合計画」を策定にするにあた
り、「住みよさを実感できるうきは市」の実現に向けて、多くの方々から貴重な
ご意見、ご提言をいただき、ここに新しい計画がスタートすることとなりまし
た。
　今日の行政課題は、人口減少と少子高齢化の進行、地域経済とグローバル化の影響、安全・安心なま
ちづくりへの要請、生活スタイルの多様化、良好な環境の保全、人権尊重社会の進展、地方分権の進展
と効率的な行財政運営等と実にさまざまです。
　こうした情勢を踏まえ、私は、今後のまちづくりの方向について次の３点を示し、新たな一歩を踏み
出したいと思っております。
（１）うきはブランドづくりとシティプロモーション
　　　　人・もの・情報・しくみなど今ある地域資源を最大限に生かし、市のブランド力を高めること
（２）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
　　　　自治協議会等によるコミュニティづくりと将来を担う人材育成を図ること
（３）連携による地域づくり
　　　　生活サービス機能を充実させるために、地域間連携、交流活発化を推進することです。
　この３つの方針を推進することにより、将来像である「うきはブランドを絆で結ぶ　しあわせ彩る　
うきは市」を築くと信じております。これまで以上に、市民皆様の積極的なまちづくりへの参画、つま
り、市民と行政の協働をお願い申し上げますとともに、基本構想の実現に向けて着実に施策を推進して
まいりたいと存じます。
　最後に、本総合計画の策定に際し、熱心にご審議いただきました総合計画審議会委員の皆様をはじ
め、住民意識調査やまちづくりカフェ、パブリックコメント等で幅広く貴重なご意見、ご提言をいただ
きました市民の皆様に心より御礼を申し上げます。
　今後とも、本市のまちづくりの推進にご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

　平成28年３月
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第１章｜計画の概要

１．計画の目的と役割

（１）.計画策定の背景と目的
本市では、市町村合併によるうきは市誕生とともに、平成 17 年度に「第１次うきは市総合計

画」を策定し、目指すべき将来像を『郷土の魅力、未来へつなぐ心のふるさと－誇り・交流・夢－』

と定め、豊かな自然を基礎としてこれまで先達が築き上げてきた魅力ある郷土を守り続け、さら

に魅力あるものにしながら後世に受け継いでいく責務を基本として、快適な住みやすいまちづく

りに向けて、各種事業に取り組んできました。

しかし、本市を取り巻く環境は、この 10 年間、リーマン・ショック１を契機とした世界同時

不況をはじめ、我が国に大きな社会的影響を与えた東日本大震災や、本市に多大なダメージをも

たらした平成 24 年７月の九州北部豪雨により大きく変化しました。また、人口減少社会の進展

に伴い、国内市場の縮小や労働力人口の減少に伴う経済活動への影響、税収の減少などによる国

や地方公共団体の財政悪化、少子高齢化に伴う社会保障費の増大などが一層深刻化しており、併

せて、地域社会における人間関係が希薄化する中、超高齢社会や地震・大雨などの自然災害に対

応できる地域力の向上が求められる等さまざまな課題が残されています。

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）.計画の性格と役割
◆　総合的かつ計画的な行政運営の指針
本計画は、本市におけるまちづくりの長期ビジョンであり、本市において最上位の計画として

位置づけます。市の将来像の実現に向けて各分野の施策を体系化し、各部門相互の連携を図った

総合的な計画です。

◆　市民と行政のまちづくりの指針
本計画は、市民と行政が市の将来像に対する目標を共有し、協働で取り組むべきまちづくりの

指針を明らかにするものです。

◆　政策評価の基準
本計画は、行政政策の基本であり、今後の施策や事務事業の実施において、市民・行政双方か

らその進捗度を判断する基準となるものです。

１リーマン・ショック：国際的な金融危機の引き金となったリーマン・ブラザーズの経営破綻とその後の株価暴落
などを指す。
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２．計画の構成と期間

本計画は、「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。

（１）.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。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。

（２）.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。

基本計画の計画期間は、10年間を前期と後期に分け、前期基本計画は平成32年（2020年）

を目標年度とする５年間とします。

基本計画の期間は、前期５年、後期５年の 10 年間としますが、急激な社会情勢・経済情勢の

変化により計画を見直すことがあります。

（３）.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。

（注）表記について
本計画においては、「障害」の文字については、固有名詞以外は、「障がい」と表記しています。
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第２章｜時代の潮流とうきは市の状況

第１次総合計画中（平成 17 年度～ 27 年度）、我が国を取り巻く社会経済状況は大きく変化

してきました。国内外で大きく変化する社会経済状況を踏まえて、次期第２次総合計画に係る時

代の潮流と本市の状況を整理すると以下の通りです。

１．人口減少と少子高齢化の進行

国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計によると、本市の総人口は、平成 22 年の

31,640 人が平成 52 年には 23,225 人まで減少が進むと推計されています。年齢別人口構造

の推移をみると、平成 22 年の年少人口比率 13.5％、高齢化率 27.7％が、平成 52 年にはそ

れぞれ11.1％、37.4％と急激に、少子高齢化が進行していくことが予想されます。

少子化については、結婚から子育てまでの切れ目のない支援を行うことにより、少子化に歯止

めをかけるとともに、定住化の促進に努める必要があります。

高齢化については、平成37年までの中長期的な視点に立ち、高齢者が住み慣れた自宅や地域で、

安心して暮らし続けるための総合的なまちづくりとともに、元気な高齢者がいつまでも生きがい

を持って活躍できる環境づくりが求められています。

【時代の潮流】
○我が国の人口は、平成20年をピークに減少に転じる。

○未婚化、晩婚化等による出生数の減少、平均寿命の延伸による高齢者の増加により、世界

でも類を見ない速さで少子高齢化が進行している。

○平成25年の出生数は102万 9,816人、約50年後には現在の半分となる。

○平成26年の高齢化率は25.9％、約.50年後には、39.9％となる。

２．地域経済とグローバル化の影響

本市の基幹産業である農業については、日本の農産物のもつ「おいしい」「安全安心」「環境に

やさしい」という優位性を踏まえ、国が進める６次産業化１.に対する取組を進め、持続可能な力

強い農業をつくる必要があります。

また、昨今の外国人旅行者の受け入れ環境の整備など観光分野での取組は、本市においても地

域の活性化への大きな課題であり、本市の優れた自然環境、歴史・文化を観光資源として再度見

直し、集客人口を増やしていくことが必要です。

１６次産業化：農林漁業者（１次産業従事者）がこれまでの原材料供給者としてだけではなく、自ら連携して加工（２
次産業）・流通や販売（３次産業）に取り組む経営の多角化を進めること。6は各数字の合計等を示
したもの。
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▲防災訓練（自治協議会・消防署・警察・行政連携） ▲市総合防災訓練

【時代の潮流】
○世界経済は平成 20 年以降で、平成 20 年のリーマン・ショックと平成 23 年の欧州債務

危機という２度の深刻な経済危機を経験した。

○中国、ＡＳＥＡＮ等東アジアやインド等が大きく経済発展を継続している。

○市場として成長が期待できるアジア諸国、特に東南アジア等との経済連携等のため、平成

25 年に環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加を表明し、本格的な交渉が

続けられている。

○ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）やインド等の新興国の経済成長に伴い、観光客（イン

バウンド）も増えている。

○九州においては農業における６次産業化の素地ができつつある。

○製造業においては、アジアと日本との新たな物流結節点として博多港や北九州港を活用す

る動きが相次いでいるほか、アジアに近い九州への工場を新設する動きが見られる。

３．安全・安心なまちづくりへの要請

東日本大震災以降、全国各地で記録的豪雨が発生する等、今までの想定を超える自然災害も発

生しています。特に、平成 24 年７月の九州北部豪雨は、熊本・大分・福岡・佐賀県域を中心に

甚大な河川災害を九州北部にもたらし、本市も多大な被害を受けました。

今後、このような大規模災害時にも対応できるように自分自身の命や身の安全を守るとともに

（自助）、隣近所で協力して救出活動を行ったり、子どもや要配慮者の避難誘導を行う等地域コミュ

ニティでの相互の助け合い（共助）が重要になってきます。

また、災害への対策については、あらかじめ被害の発生を想定した上で、その被害を低減させ

ていこうとする「減災」という考え方が重要です。

さらに、地域コミュニティの相互の助け合い（共助）は、災害時だけでなく、地域での高齢者

や子どもたちへの日頃からの見守りや犯罪発生を防止するための大きな役割を担っています。
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【時代の潮流】
○平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、我が国に広域かつ甚大な被害をもたら

し、今なお復興に向けた取組が進められている。

○大規模災害が発生した直後には、自助、共助が大きな役割を担ったが、東日本大震災にお

いては、行政自体の機能が麻痺する等「公助の限界」が明らかとなり、大規模災害時にも

対応可能な防災拠点機能の確保等が求められている。

○災害への対策については、これまで、「被害を出さない」という観点に力点がおかれてい

たが、阪神・淡路大震災や東日本大震災、さらには九州北部豪雨の教訓から、災害への対

応のあり方として、「減災」という考え方が重要視されるようになってきた。

４．生活スタイルの多様化

衣食住に限らず、技術発展により仕事環境が大きく変わりつつあり、仕事への価値観ややり方

も変化し、若い世代の価値観は多様化するとともに、核家族化が進行し高齢者のみの世帯が増加

しているのが現状です。

また、ライフスタイルの変化や人生の生涯可処分時間の増加等を背景に、多様なニーズに対応

し、さまざまな選択が可能な社会づくりが重要になります。特に、多様な居住のあり方として、

二地域居住が具体的になりつつあります。

本市においては、交流人口や定住人口の増加へつなげる一つの要素として、週末は本市で生活

するというスタイルを享受する場もまちづくりの一つの方向として考えられます。

【時代の潮流】
○自分らしいライフスタイルを送るには、地域コミュニティ社会が成熟するとともに、適切

な情報をいつでも、どこでも共有し、子育て支援や生涯学習等に生かされることが必要で

ある。

○自らの価値観によって、さまざまなライフスタイルの選択が可能な社会の構築、すなわち

「自律・交流型の多選択社会」の構築がうたわれており、多様な居住のあり方として、二

地域居住があげられている。

○二地域居住（デュアルライフ）については、平成 20 年に国土交通省が「二地域居住等に

関する調査」を実施し、全国平均で、二地域居住等の実践者は 4.4％となっており、平成

25年で９％、同30年で13％になると想定されており、週の内平日は大都市圏で暮らし、

週末は自分の故郷や田舎で生活するというライフスタイルが増加していくことが予想され

る。
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５．良好な環境の保全

本市では、「うきは市環境基本計画」（平成 20 年度～ 29 年度）の目指す環境像「自然豊かな

ふるさと未来へ」の実現に向けて、「快適な環境の創造」「自然の良好な状態の保持」「人と自然

の共生」「環境を基調としたまちづくり」「市民・事業者・行政の協働」の５つを基本方針として

掲げ、さまざまな取組を進めてきました。

今後は、バイオマス１や水力、太陽光など地域資源を活用した再生可能エネルギーの活用を通

して、長期的な視点から地球温暖化対策の推進のための取組を進める必要があります。

また、本市には、耳納連山や筑後川、棚田等豊かな自然が多く残されているものの、今後、地

球温暖化の影響が考えられる自然環境の保全 ･再生等の取組を進める必要があります。

【時代の潮流】
○地球温暖化への対応は、地球温暖化対策におけるＣＯ２削減目標を定めた平成９年の「気

候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の締結から、現在に至るまで重要な課題

となっている。

○政府は、平成 25 年に平成 32 年の温室効果ガス削減目標として、平成 17 年度比 3.8％

の削減を気候変動枠組条約事務局に提出した。

○循環型社会の形成については、国をあげて廃棄物の発生抑制（リデュース）、再利用（リユー

ス）、再生利用（リサイクル）が進められ、平成 25 年の「第三次循環型社会形成推進基

本計画」では、循環の量と質に着目し、リデュース・リユースの取組の強化や、有用金属

の回収、安全・安心の取組強化、３Ｒ国際協力の推進が新たな政策の柱として掲げられて

いる。

６．人権尊重社会の進展

人権については、人が人として尊重される社会を実現していくため、市民一人ひとりがあらゆ

る人権問題に対する理解と認識を深めるとともに、関係機関との連携による人権擁護の推進に努

める必要があります。

男女共同参画については、豊かで活力ある社会を築くために、男女がともに家庭生活と仕事等

を両立しやすい環境整備や政策・方針決定の場における女性の参画拡大など、すべての人が自ら

の意思で多様な生き方を選択でき、自分らしく生きる喜びを実感できる社会の実現が必要です。

併せて、男女ともにすべての人に対して、性別にとらわれない男女共同参画意識の浸透、また、

男女間のあらゆる暴力防止に向けて、より一層の啓発活動に取り組むことが必要です。

１バイオマス：太陽エネルギーによる光合成によって自らを作り出すことのできる植物体であり、集合した一定量
がエネルギーとして利用できるもの。
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【時代の潮流】
○平成 12 年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定、施行され、人権教育

及び人権啓発に関する各種施策を策定・実施することが、国及び地方公共団体の責務であ

るとされた。

○同法の基本理念に基づき、平成14年に国の人権教育・啓発に関する基本計画が策定され、

全国の人権教育・啓発が進められているが、依然として、同和問題をはじめ、女性、子ども、

高齢者、障がい者、外国人等さまざまな人権問題が、それぞれの対象ごとに特有の問題を

有している。

○近年のインターネットの普及により、匿名性を悪用した悪質な差別表現の流布、プライバ

シーの侵害や誹謗中傷等による人権侵害が発生するなど、新たな課題が発生している。

○男女共同参画社会の推進においては、平成11年（1999年）に「男女共同参画社会基本

法」が制定されたが、依然として「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役

割分担意識やそれに基づく社会慣行・慣習などが残っている。

○人口減少や高齢化社会の進展、経済状況の大きな変化、さらには配偶者等からの暴力によ

る被害の深刻化など、多様化・複雑化する社会環境への対応が求められる中、すべての人

が性別にかかわらず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

は重要な課題となっている。

７．地方分権の進展と効率的な行財政運営

人口減少、少子高齢化、個人の価値観や生活スタイルの変化等を背景に、税金等による増収は

容易に見込めない一方、社会保障費の増加が予測される等、市の財政状況はより厳しさを増すこ

とが見込まれます。

今後は、市民との協働、受益者負担の適正化さらには公共施設運営への民間活力の導入や老朽

化等を踏まえた適正な管理運営等多面的な取組が求められています。

地方分権が進む一方、多様な地域のニーズに対応していくためには、一部の大都市を除けば単

独の自治体だけでは限界があり、地域間連携による機能分担による効率化が求められています。

本市においては、久留米市を「連携中枢都市」とする「連携中枢都市圏１」の形成を通して、

圏域の各市町の自主性を尊重しながら、地域間連携の可能性を幅広く探っていく必要があります。

１連携中枢都市圏：連携中枢都市圏構想に基づき連携中枢都市となる圏域の中心市と近隣の市町村が、連携協約（地
方自治法第 252 条の２第１項）を締結することによって形成された圏域。
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▲山間部を代表する景観　棚田百選　つづら棚田

▲歴史を象徴する吉井の白壁の町並み

▲基幹産業の農業を支える五庄屋遺跡　大石堰

【時代の潮流】
○地方分権改革については、これまで、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や地

方に対する規制緩和（義務づけ・枠づけの見直し）等４次にわたる法的措置が施され、改

革が進められてきた。

○新たな局面を迎える地方分権改革においては、地方の発意に根ざした取組が推進されるた

め、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案が広く募集され、それらの提案

の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」が導入されることとなり、今後ますます地域

における自立と創意が求められるようになっている。

○高度成長期に整備した公共施設は、これから大規模な更新の時期に入ることになり、各自

治体では公共施設等総合管理計画の策定を通して、適正な公共施設の維持・管理が求めら

れている。
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第３章｜本市の現状

１．本市の概要

（１）.地勢
本市は、福岡県の南東部に位置し、北は朝倉市、西は久留米市、南は八女市、東は大分県日田

市に接しています。

福岡市から南東へ約 60km、久留米市から東に約 30km の位置にあり、市の東端は大分県に

接しています。

地形的には、南に耳納連山を抱き、北に「筑紫次郎」と称される筑後川が流れる自然に恵まれ

た地域です。耳納連山を源流とする巨瀬川、小塩川、隈上川が市内部を流れ、筑後川に注ぎ込ん

でいます。

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、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。

東西13km、南北11.8km、面積は117.46㎢で、地目別にみると、耕地.28.90㎢、宅地8.05

㎢、森林59.23㎢となっており、約75％が森林・耕地といった自然豊かな地域となっています。

■位　置■

（２）.沿革
本市は平成17年３月20日、浮羽郡の浮羽町と吉井町の合併により誕生しました。

福岡県内26番目の市で、平成の大合併としては県内４番目の合併となります。
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２．人口・世帯動向

（１）.人口・世帯数の推移
本市の人口は年々減少傾向にあり、昭和 60 年国勢調査時点の 36,845 人から平成 26 年時

点の30,441人までの29年間で6,404人、率にして17.3%の減少となっています。

■人口の推移■

36,845 35,910 35,179 34,045 32,902 31,640 31,406 31,072 30,811 30,441
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昭和60年 平成２年 ７年 12年 17年 22年 23年 24年 25年 26年
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出所：平成22年までは国勢調査、平成23年以降は人口移動調査

国勢調査による5年ごとの人口 人口移動調査による毎年の人口

平成 26 年時点の世帯数は 10,407 世帯であり、昭和 60 年の 9,009 世帯に比べ 1,398 世

帯、率にして15.5%増加しています。

ただ、１世帯当たり平均人数は、人口減の関係から年々減少しており、昭和60年時点で4.09

人であったものが、平成26年時点では2.93人と３人を切っています。

■世帯数・世帯規模の推移■
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出所：平成22年までは国勢調査、平成23年以降は人口移動調査

国勢調査による5年ごとの世帯数 人口移動調査による毎年の世帯数
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（２）.人口構成比の推移
総人口は減少傾向にあるものの、高齢化率（65 歳以上人口が総人口に占める割合）は年々上

昇しており、平成26年時点で31.0％と３割を超えています。

年少人口比率（15 歳未満人口が総人口に占める割合）は平成 12 年ごろから微減で推移して

います。

■年齢別人口構成比の推移■
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31,640

32,902

31,406

31,072

30,811

30,441

５
年
ご
と
の
比
率

毎
年
の
比
率

12

はじめに　第３章｜本市の現状

第２次うきは市総合計画



高齢化率を全国、福岡県、本市で比較してみると、全国と福岡県がほぼ同水準であるのに対して、

本市は全国、福岡県を大きく上回る水準で高齢化が進行しており、平成 17 年から平成 22 年に

かけての高齢化率は約２ポイントの上昇であるのに対し、それ以降平成 26 年までの上昇率はす

でに３ポイントを超えており、高齢化率の進行は早くなっています。

■高齢化率の推移（全国・福岡県・うきは市）■

10.3 

12.1 

14.6 

17.4 

20.2 

23.0 23.3 
24.2 

25.1 
26.0 

10.6 

12.5 

14.8 

17.4 
19.9 

22.3 
22.5 

23.3 
24.1 

25.1 

14.4 

16.5 

20.0 

23.0 

25.5 

27.7 27.9 
28.8 

29.8 
31.0 

5

10

15

20

25

30

35

昭和60年 平成２年 ７年 12年 １７年 22年 23年 24年 25年 26年

(%)
全国 福岡県 うきは市

出所：平成22年までは国勢調査、平成23年以降は人口移動調査

※うきは市、福岡県の構成比は年齢不詳人口を除く人口に対する構成比。

国勢調査による5年ごとの比率 人口移動調査による毎年の比率

年齢・性別にみた人口ピラミッドの変化をみると、平成 12 年の人口ピラミッドは 10 代に膨

らみのある「ひょうたん型」の形態となっていますが、平成 22 年では年少人口の減少と高齢化

が進み、特に女性の高齢者の増加が顕著となっています。

性別にみると、男女構成比は平成12年、平成22年とも「男：女＝１：1.14」で、平成22

年では男性よりも女性が2,094人多くなっています。

平成 12 年から平成 22 年の男女別年齢別人口をみると、85 歳以上の高齢女性が大幅に増加

しています。
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■国勢調査による５歳区分年齢・性別人口構成（平成 12 年）■
年 齢 人 口 構 成 （平 成 １２年 ）
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■国勢調査による５歳区分年齢・性別人口構成（平成 17 年）■
年 齢 人 口 構 成 （平 成 １７年 ）
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■国勢調査による５歳区分年齢・性別人口構成（平成 22 年）■
年 齢 人 口 構 成 （平 成 ２２年 ）
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（３）.人口動態
住民基本台帳人口による人口動態をみると、本市の出生・死亡数は、出生が死亡を下回る“自

然減”の状況にあり、この10年程度は100～ 150人の間で自然減による減少が続いています。

社会増減数は平成 19 年に転出数が倍増した後、同水準で推移していましたが、近年は沈静化し

ており、平成25年は97人の転出増となっています。

自然増加率は平均 -0.40％、社会増加率は平均 -0.38％で、本市では“自然減”と“社会減”

がほぼ同程度で進行しているといえます。

■自然増減・社会増減■

年
自然動態 社会動態 純

増減数

自然
増加率
（％）

社会
増加率
（％）出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数

平成 1７ 年 236 366 -130 1,01７ 1,092 -75 -205 -0.38 -0.15

平成 18 年 2７6 385 -109 8７9 9７７ -98 -207 -0.32 -0.25

平成 19 年 258 398 -140 882 1,0７5 -193 -333 -0.41 -0.55

平成 20 年 263 399 -136 90７ 1,113 -206 -342 -0.40 -0.55

平成 21 年 2７2 411 -139 810 1,014 -204 -343 -0.42 -0.60

平成 22 年 242 384 -142 825 1,001 -176 -318 -0.43 -0.51

平成 23 年 256 360 -104 830 1,005 -175 -279 -0.32 -0.51

平成 24 年 246 3７７ -131 843 996 -153 -284 -0.40 -0.42

平成 25 年 228 3７７ -149 830 92７ -97 -246 -0.46 0.34

平成 25 年
（ 外国人 ） 1 1 0 4７ 23 24 24 0.00 6.40

平 均 255.1 386.4 -131.3 850.8 1,013.5 -162.8 -294.0 -0.40 -0.38

 出所：住民基本台帳人口要覧
　自然増加率：自然増加数（出生者数 - 死亡者数）÷前年末日の人口× 100

　社会増加率：社会増加数（（転入+その他記載数）-（転出 +その他削除数））÷前年末日の人口× 100

■人口動態■
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（４）.就業人口の推移
本市の平成22年の就業人口は15,182人で、就業人口は年々減少傾向にあります。

産業別就業者の構成比の推移をみると、第３次産業就業者比率は、昭和 60 年の 42.3％から

平成22年では57.7％まで上昇し、緩やかにではありますが産業構造の３次化も進んでいます。

第２次産業就業者比率は一貫して低下傾向にあり、平成12年までは３割を超えていましたが、

平成17年に３割を割り込み、平成22年の第２次産業別就業者比率は26.5％となっています。

■産業別就業者構成比の推移■

24.5

20.9

18.5

17.6

17.6

15.8

33.2

33.9

33.7

31.1

28.5

26.5

42.3

45.2

47.8

51.3

53.9

57.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和60年

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

総数（人）

17,815

17,770

17,768

17,051

出所：国勢調査
注）総数には分類不能を含む。

15,182

16,371
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（５）民営事業所従業者数
平成24年の経済センサス‐活動調査による民営事業所従業者数をみると、「製造業」（24.3％）

と「卸売・小売業」（21.5％）が比較的多く、以下、「医療・福祉」（15.2％）、「宿泊業・飲食サー

ビス業」（9.0％）、「建設業」（8.3％）などが続いています。

■産業別従業者数（民営事業所）■

平成24年民営事業
従業者数（人）

平成24年
構成比（%）

合計 9,604 100.0
農林漁業 179 1.9
鉱業・採石業・砂利採取業 4 0.0
建設業 793 8.3
製造業 2,338 24.3
電気・ガス・熱供給業等 0 0.0
情報通信業 24 0.2
運輸業・郵便業 420 4.4
卸売・小売業 2,061 21.5
金融・保険業 226 2.4
不動産業・物品賃貸業 126 1.3
学術研究・専門・技術サービス業 83 0.9
宿泊業・飲食サービス業 868 9.0
生活関連サービス業・娯楽業 401 4.2
教育・学習支援業 53 0.6
医療・福祉 1,462 15.2
複合サービス事業 188 2.0
サービス業 378 3.9

　　　　　注）構成比は、端数処理により、各項目の合計が 100.0％にはなっていない。
　　　　　出所：平成 24 年経済センサス‐活動調査

■産業別従業者数・構成比（民営事業所）■
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第４章｜まちづくりの主要課題と今後の方向

市民アンケート調査、まちづくりカフェ等の住民ニーズからみたまちづくりの課題を、第１次

総合計画で示された４つの基本目標の評価を通して整理するとともに、それらを踏まえた今後の

まちづくりの方向を以下に示します。

１．第１次総合計画基本目標の評価

（１）「豊かな自然と歴史・文化の融合したまちづくり」の評価
豊かな自然と歴史・文化の融合したまちづくりは、本市の地域性を特徴づけるまちづくりの基

本です。

耳納連山と筑後川の大きなランドマーク１は、本市のシンボルであるとともに、本市の地理的

な位置を示す重要な役割を担っています。

本市の歴史・文化もこれらのランドマークと一体となって形成されてきたものが多く、今に引

き継がれています。歴史・文化の継承は、わが郷土への愛着や郷土愛を育む上で欠かせないもの

であり、結果的に自然環境や生活環境と相まって、市民の暮らしやすさ、ひいては定住意向の意

識に結びつくものです。

４年前に実施した後期基本計画策定時の市民アンケート調査結果と比較すると「愛着度」「暮

らしやすさ」「定住意向」いずれも、大きな違いはない状況です。

今回調査での項目別の「満足度」「重視度」をみると、自然環境関連では、「河川の整備」は「今

後もっとも重要な項目（重視度は高く、満足度が低い）」にあげられているほか、「環境保全対策

（自然環境の保護・公害対策）」は、今度とも「維持が望まれる項目（重視度、満足度ともに高い）」

に位置づけられており、今後とも引き続き重点的な取組が望まれています。

歴史・文化関連では、「文化財の保護・活用」「文化・芸術活動」ともに「見直しを含めて維持

が望まれる項目（重視度が低く、満足度が高い）」に位置づけられており、「質の高い音楽・美術・

演芸等の鑑賞の機会の充実」「歴史的遺産・文化財の保存や伝統文化の後継者の育成」等が重点

的な取組として挙げられています。

「まちづくりカフェ」においても、本市の「いいところ」の一つに各グループ共通して「自然環境・

景観」「四季折々の行事」「伝統的建築物の保存」「文化遺産」が異口同音にあげられているほか、

「10 年後のうきは市」でも「自然」「おいしい水」「美しい四季と景観」といったキーワードが出

されています。

このように、市民の意識には、この基本目標（１）の考え方は、これまでもこれからも変わる

ことなく必要なこととして位置づけられており、今後も、自然が歴史・文化と融合するための具

体的なイメージを一層明確にした上で、この目標の考え方を継承する必要があります。

１ランドマーク：都市景観や田園風景において目印や象徴となる対象物。
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（２）「農林業や地場産業の活性化を進めるまちづくり」の評価
まちづくりキーワードである「元気と幸せを !　つながろう　うきは」の「元気」のもとにな

るのは、この農林業や地場産業の活性化です。

今回の市民アンケート調査結果における「今後のまちづくりの姿」では、「地域産業づくり」

が前回と同様に第１位となっていますが、今回、新たに「ブランドの形成」を項目として設けて

おり、それへの支持が 10％を占めていることから、これを含めると地域産業への期待度は前回

に比べかなり大きなものになります。

ただ、産業について項目別の「満足度」「重視度」でみると、「農業」は「今後もっとも重要な項目（重

視度は高く、満足度が低い）」にあげられているものの、今回新しく設けた「うきはブランド１の

形成」は「見直しを含めて維持が望まれる項目（重視度が低く、満足度が高い）」に位置づけら

れているほか、「商業やサービス業の振興」「工業の振興」「情報・ソフト産業の振興」はいずれ

も「推移をみながら見直しが望まれる項目（重視度、満足度ともに低い）」に位置づけられている等、

「農業」以外は積極的な取組への期待感はあまり高くありません。

一方、「まちづくりカフェ」では、「フルーツを中心とした野菜・農産物等の食材の豊富さ」「農

業体験」等が「いいところ」のキーワードとしてあげられているほか、「もし市長になったら」

取り組みたいこととして「観光や食と結びついた農業のブランド化、６次産業化」等もキーワー

ドとしてあげられています。さらには、「10年後のうきは市」でも「フルーツ王国」「食べ物」「安

全安心な食べ物」「うきは市の地域資源を最大に生かした農業、環境保全型農業」というキーワー

ドが示されています。

このように、今後とも「農業」は本市の基幹産業と位置づけた上で、第２次総合計画においては、

「おいしい」「安全安心」な農産物の６次産業化とともに、ほかの産業との連携等を通して新しい

農産物ブランドの構築を進め、「まちづくりカフェ」においても提案された観光と結びついたシ

ティプロモーション２の展開や産業振興の「見える化」の取組等を積極的に推進する必要があり

ます。

また、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、地方における地方創生を積極的に支援していく

ことにしています。

本市においても、地方版総合戦略の策定を通して地方創生の取組を進めていますが、「人口減

少克服・地方創生」という課題解決の大きな視点の一つは「安心して働ける雇用の場の確保」です。

地域に根ざした産業の育成が求められます。そのためにも、引き続き企業誘致活動を推進すると

ともに、起業・創業を支援する体制を整え、地域企業の振興・活性化が求められています。特に、

地域企業の活力を引き出すことが日本経済の成長に不可欠です。このため、国では平成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。

本市においては平成 27 年に国から「創業支援事業計画」の認定を受けました。新たなビジネ

スや雇用を創造する「創業」支援に積極的に取り組む必要があります。

１ブランド：ほかと区別できる特徴を持ち価値の高い製品やサービスのこと。
２シティプロモーション：地域の売り込みや自治体名の知名度の向上等のこと。
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（３）「地域の資源を活かした交流・連携のまちづくり」の評価
本市は、優れた景観をもつ山や川などの自然資源、白壁の町並み等豊かな観光資源のほか、フ

ルーツをはじめとした農産物に恵まれています。

一方、今回の市民アンケート調査結果において、「地域間交流、国際交流の推進」は「推移を

みながら見直しが望まれる項目（重視度、満足度ともに低い）」に位置づけられている等、交流

に関する期待度は相対的に低くなっています。

今後、「地域の資源を活かした交流・連携のまちづくり」を進めていくためには、市民に対する、

中でも地域間交流の必要性等について周知を図るとともに、特に要望の高い「特産物等を生かし

た幅広い国内地域との交流」を積極的に推進する必要があります。併せて、交流や観光で訪れる

来訪者が快適に市内を移動し、回遊できるように道路整備や町並み・景観の整備を推進する必要

があります。

特に、道路整備については、市民アンケート調査結果の項目別の「満足度」「重視度」で、今後もっ

とも重要な項目（重視度は高く、満足度が低い）」にあげられているほか、「まちづくりカフェ」でも、

「もし市長になったら」取り組みたいこととして「交通の充実」があげられており、重点的な整

備が求められます。

さらに、本市が一体となって交流・連携のまちづくりを進めていくためには、市内の地域のそ

れぞれの特徴を生かして、小規模集落でも持続可能なまちづくりを併せて推進していくことが重

要です。

（４）「笑顔が美しい、いきいきしたひとを育むまちづくり」の評価
市民アンケート調査結果における「今後のまちづくりの姿」では「福祉社会づくり」「人づくり」

については、「地域産業づくり」についで、上位を占めています。

「医療・保健・福祉」分野では、『医療全般、健康・介護保険関連、子育て関連施策』が、「教育・

文化」「人づくり」の分野では、『高等学校』が、それぞれ「今後もっとも重要な項目（重視度は高く、

満足度が低い）」にあげられているほか、「医療・保健・福祉」の分野では、『健康づくり、高齢

者福祉、障がい者福祉』、「教育・文化」「人づくり」の分野では、『義務教育・幼児期教育、文化

施設等』が、今後とも「維持が望まれる項目（重視度、満足度ともに高い）」に位置づけられて

います。

「まちづくりカフェ」では、「医療・保健・福祉」分野では、『お年寄りが元気でいる。子育て

支援センターや子育てサークルの充実』が良いところとしてあげられている一方、『高齢者の楽

しむ場所がない。総合病院がない。時間外診療ができる病院が少ない、遠い。保育サービスが不

十分』等が悪いところとしてあげられています。

「人づくり」では、『人と人とのつながりがある。近所同士の仲が良い。子どもたちがあいさつ

をする。ボランティア意識が高い。』等が良いところとしてあげられている一方、『集落間の交流

が少ない。近所付き合いが減ってきた。』等が悪いところとしてあげられています。

「人づくり」に欠かせない地域力の向上については、本市では、まちづくり推進のための拠点

施設の設置と協働のまちづくりを推進するために必要なことを定めた「うきは市自治組織条例」

を平成 25 年 12 月に制定し、平成 26 年４月より、地区公民館を継承発展させた自治協議会が

新しい自治組織としてスタートしました。
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▲うきは市.浮羽町.眺望

その拠点施設としての地区公民館をコミュニティセンターとして設置しました。

自治協議会は、協働のまちづくりを推進するため、すべての自治協議会で「地域計画」を策定し、

以下の事業を行っています。

①防犯・防災　　②生涯学習活動　　③環境景観保全　　④人権教育啓発

⑤福祉健康増進　⑥高齢者等のいきがいづくり　⑦青少年健全育成

⑧男女共同参画社会の推進　⑨地域文化継承創出　⑩コミュニティビジネス等地域経営　⑪地

域課題の解決、地域振興、住民交流　⑫その他の各自治協議会が認めたもの

また、協働のまちづくりについては、「うきは市協働のまちづくり基本条例」を定め、市民一

人ひとりがまちづくりの主役となり、自らの地域は自らが築いていく地域社会の実現を目指し、

世代間交流や地域活性化等の市民ニーズにあった協働の取組を進めています。国が進める「まち・

ひと・しごと地方創生」の個別施策・事業に取り組んでいく上でも、「医療・保健・福祉」「教育・

文化」そしてそれらの基本となる「人づくり」は、いずれも重要な分野であり、この基本目標（４）

に掲げた「笑顔が美しい、いきいきした人を育むまちづくり」は、今後とも進めていく必要があ

ります。特に、「人づくり」については、これからの本市を支え、多方面でも活躍できる人材の

育成の視点と地域社会を担う人材の育成の視点が考えられ、学校教育における社会に出ても生き

る力が発揮できるキャリア教育１の充実や元気な高齢者を活用する 70 歳現役社会の実現等が重

要です。

１キャリア教育 :は、キャリア（経験）を生かして、現在や将来を見据えることなどを主眼として行われる教育のこと。
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２．今後のまちづくりの方向

時代の大きな流れや基本目標の検証等についてみてきましたが、急激に変化する時代の潮流の

中、４つの基本目標で示された自然と歴史・文化の融合、農業を中心とした産業の活性化、地域

資源を生かした交流・連携、さらにはいきいきとした人づくりは、第２次総合計画においても重

要な視点であり、継続した取組が望まれます。

なお、地域コミュニティの活性化や協働のまちづくり等、地域や市民と一体となったまちづく

りが主流となっていく新たな行政需要への対応を勘案すると、次の基本的方向に留意し、第２次

総合計画を検討していく必要があります。

（１）うきはブランドづくりとシティプロモーションの推進
本市は平成 17 年３月 20 日に、旧吉井町と浮羽町が合併して誕生し、平成 27 年で市制 10

周年を迎え、この間、地域の活性化に向けたさまざまな活動が行われており、地域一丸となった

体制が形成されてきました。しかし、「うきは」としての存在力・ブランド力は必ずしも大きく

はなく、地域としての情報発信力についても弱い状態にあります。

今後、未来に託せる新たな本市の形成を図るために、地域を支えるさまざまな企業・組織、住

民グループなど、すべてのうきは市民が関わる中で、うきはブランドの強化に努め地域の創造的

な再生を図ることが必要であり、「うきは」としての訴求力を高め、多様な形での情報発信を通じ、

うきはブランドを対外的にアピールしていくことが求められています。

一方、市民アンケート調査結果においては、「うきはブランドの形成」は「重視度が低く、満

足度が高い」いわゆる見直しを含めて維持が望まれる項目に位置づけられています。背景として、

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既に形成されており、「これ以上のものは必要ではない」という市民意識の

表れと考えられます。しかし、本当のブランドは、都市の名前だけでなく、その都市の地理的位

置等が周知されることが大切です。つまり、まちづくりの視点からは、「人」「もの」「情報」「し

くみ」等さまざまな地域資源を活用して、はじめて「うきはブランド」が形成されると考えます。

本市固有のさまざまな地域資源がブランド化されることによって、交流が生まれ、うきはに住

むことの誇りとともに、「二地域居住」の新しい居住形態を含む定住化が促進されるという地域

活性化の流れをつくることが必要です。

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開発を通した地域の特産品のブランド化を積極的

に推進する必要があります。

まちづくりカフェにおいても、「観光や食と結びついた農業のブランド化、６次産業化」「環境

保全型農業」「安全安心な食べ物」等が今後のまちづくりに必要なキーワードとしてあげられて

います。

「人」「しくみ」については、後述する「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、一つのブランド化の

あり方と考えます。
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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、ツーリ

ズム等の観光キャンペーンの実施、各種イベントの実施や特産品の総合的なデザイン等、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。併せて、

このシティプロモーションを進める上で必要なさまざまなツールの確立とそれらを「見える化」

することが、「情報」という資源を活用した、新たな「うきはブランド」となることも念頭に置

くことが重要と考えます。

（２）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
本市では、少子高齢化が進展する中、地域コミュニティの維持が大きな課題となってきました。

これまでは、各行政区が地域コミュニティの基礎単位として、地域住民が主体となる独自の活動

が行われてきましたが、とりわけ山間部等、人口減少が進んだ地域においては、行政区の中で地

域コミュニティを維持することが困難な状況になってきています。このようなことから、本市で

は平成26年度に原則小学校区を基本に市内11地区の「自治協議会」を設立しました。

新しい自治組織としての自治協議会は、コミュニティセンターを拠点として生涯学習活動、福

祉健康増進、高齢者等のいきがいづくり、地域文化継承等さまざまな分野での取組を進めていま

す。

今後は自治協議会が中心となって、地域コミュニティの創造的再生を図り、行政区や世代を越

えたコミュニティの交流・連携強化を通じ、子どもから高齢者までのあらゆる市民が、うきはに

住む喜びを感じることができる社会を作っていくことが求められています。

併せて、協働のまちづくりについては、「うきは市協働のまちづくり基本条例」に基づき取組

を進めていますが、市民アンケート調査結果では、この自治組織への認知度は約 43％、協働の

まちづくり基本条例の認知度は、約25％にそれぞれ留まっています。

地域コミュニティの再構築と協働のまちづくりは、これからの行政運営にとっては欠かせない

ものであり、地域力の醸成とともに、これからの本市の人材の育成にとっても欠かせない取組で

す。今後とも、市民に対する組織や条例に対する周知や取組内容の充実に努め、積極的に推進す

ることが重要です。

（３）連携による地域づくり
「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。

社会環境の変化の中で価値観の多様性が求められる中、本市の地域づくりにおいても、今後の

社会のあり方を見据え対応を図っていくことが重要となっています。

このために、デュアルライフ（二地域居住）をはじめとした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。

中でも、隣接市町との地域間連携は重要です。市民の多様なニーズに対応していくためには本
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▲森林セラピー

▲うきはウォーキング

市だけの資源やサービス機能だけでは限界があります。このため、いくつかの自治体との連携に

より、それらの圏域全体として必要な都市機能を充実させていくことが必要です。

地域間連携により、「人」「もの」「情報」の交流・出会いが活発化し、高密度な交流が実現す

ることにより、新たな価値創造につながる可能性があります。

都市間競争の激化の中で、圏域に対する高次のサービス機能の確保と新たな価値創造は、各々

の地域が多様性を再構築し、自らの資源に磨きをかけることによって可能になるものと考えます。
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基本構想



第１章｜まちづくりの目標

１．将来像

第１次うきは市総合計画は『郷土の魅力、未来へつなぐ心のふるさと－誇り・交流・夢－』を

将来像として、「豊かな自然と歴史・文化の融合したまちづくり」「農林業や地場産業の活性化を

進めるまちづくり」「地域の資源を活かした交流・連携のまちづくり」「笑顔が美しい、いきいき

したひとを育むまちづくり」の４つの基本目標を掲げています。

以上みてきた課題や今後の方向に示す通り、今後も、この４つの基本目標に掲げたまちづくり

の方向は、基本的に踏襲すべき要素が多いことがわかりました。

ただ、今回、目指そうとする将来像は、長期展望にたつ本市の将来の姿を示すことが必要であ

ること、市民との協働のまちづくりのもと市民にとってもわかりやすく、達成目標を明確にした

計画づくりが求められていること等を踏まえ、

●..何を目指しているのかがよくわかるように、抽象的な概念ではなく、シンプルで明瞭な表現

を用いること。

●..市民の郷土への愛着を育むとともに、市外の方にとっても魅力的に見える表現とすること。

といった考え方も踏まえ、以下のような将来像を設定しました。

　※　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。

うきはブランドを絆で結ぶ
しあわせ彩る　うきは市
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▲流川の桜並木

●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。

また、これまで、市民と行政がそれぞれの特性を生かして、適切な役割分担のもと連携・協力

する「協働」によって、地域課題の解決や魅力づくりに取り組んできました。今後も、「新しい公共」

の考え方に基づく、こうした市民と行政の「協働」をまちづくりの基本的な取り組み方とし、地

域コミュニティの形成を進めながら、地域におけるつながりや連帯感を深めつつ、子育て支援を

含めた福祉・医療や防災、防犯などの取組の充実を図ることで、安全で安心なまちづくりを進め、

「住みよさ」をはじめ、思いやり、やさしさなど人の「温かさ」が伝わるまちづくりを進めてい

きます。

このうきはブランドが、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。

●好きですうきは　これまでも　これからも
市民から「うきはが好き」と思われる状態は、市民が本市に住んでいてよかったと思われてい

ることであり、市民が本市で幸せを感じていることを示しています。

そして、これまでのうきはも好きだけれども、新しく生まれ変わる本市もきっと好きになれる

という思いを込めています。

この思いを通して、市民一人ひとりが、ふるさとに対する誇りを持ち、地域や人のつながりを

大切に、豊かな自然を次世代に継承し、生きがいや夢を持つことで「しあわせ」を感じることが

できるまちづくりを進めます。

さらに、これには、市民だけではなく市外の人へのアピールの意味も込めています。

すなわち、市外の人にも好かれるようなまち、「訪れたいまち」ひいては「住んでみたいまち」

になりたいという願いを込めています。
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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　しあ

わせ彩る　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。

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

これからのまちづくりの要は「人」です。そして、まちづくりを担う「人」には日々刻々と変

化する時代の流れに対応できる力が必要です。

そのためには、本市の魅力を高め、対外的に情報発信を行うことにより、市民はもちろん、Ｕ

ＪＩターン等、都市部からの人の呼び込みを図り、多様な価値観を持つ市民の連携を高めること

により、地域の活性化を図る必要があります。

そのためには、子どもを安心して産み育てやすい環境づくり等本市の資源を空間的、時間的な

切り口で捉え活用を図るとともに、人々が世代をこえて末永く定住できるように努めます。

併せて、地域教育力を結集して、教育内容の充実や人材育成を推進し、相手を尊重できる心と

人を育むとともに、生涯を通して、いつでも、どこでも、誰でも学ぶことができ「学習の成果を

まちづくりに生かすことのできる」仕組みづくり、スポーツや文化の振興などを通して「人と人

が触れ合うことができるまちづくり」、人権啓発、男女共同参画などを通した「人を大切にする

まちづくり」を目指します。

基本目標２ 活力にあふれ、まち全体がにぎわっています

まちが活気づき、人が交流することを通してにぎわいが戻ることによって、新たな雇用が生ま

れ、安心して住むことができる環境づくりが期待されます。

本市は農業依存が高く産業基盤が総体的に弱く、それが若い世代の社会流出にもつながってい

ます。しかし、これまで、本市では農業資源や林業資源をはじめとした地域の資源を活用した産

業立地が進み、人的・経済的な集積を形成してきました。これが、社会環境の変化の中で、基幹

産業であった産業の衰退、さらには地域経済の衰退を招くに至っています。

このような状況の中で、うきは市に存在する、人、もの、環境など多様な地域資源を現在さら

には将来の価値観に基づき再評価し、活用することによって新たな産業の創出を図っていくこと

が重要です。そして、このような動きを通じて、地域の産業を創造的に再生していくことが求め

られます。

そのため、農・林・商・工・観光各分野における、うきはの地域資源を生かした経済活動を支

援するとともに、観光が充実した「にぎわいのあるまち」を目指します。

特に、本市の基幹産業である農業における各農業主体においては、法人化による６次産業化へ

の取組に対する支援やほかの産業との連携等を通して、新しい農産物ブランドの構築を進めます。
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▲吉井の白壁の町並み

また、地域企業の振興・活性化に努めるとともに、高校卒業後の地元就職、大学卒業後の地元回

帰等のための雇用の受け皿としての企業誘致活動や、創業支援の取組を進めます。

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

人口減少、少子高齢社会にある今、高齢者夫婦世帯や一人暮らし世帯等の増加、核家族化など

家族形態の多様化や役割等が大きく変化するとともに、価値観の多様化やライフスタイルの変化

等を背景に、地域社会での人々の結びつきは弱体化しています。このような中、市民ニーズの多

様化や時代の変化に対応し、市民がお互いに認め合い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ

るような仕組みづくりが必要です。そのために、自助、互助、共助、公助の視点による地域が主

体となって支え合う地域福祉のまちづくり、高齢者や障がいをもつ人たちにやさしいまちづくり、

各年代に応じた健康づくりや生きがいづくり等への取組を進め、いきいきと暮らせるまちを目指

します。

特に、高齢者対策については、在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、生活支援サービスの

体制整備など「介護」「医療」「予防」「住まい」「生活支援・福祉サービス」の相互連携による「地

域包括ケアシステム」の構築を図ります。

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

本市は、耳納連山や筑後川さらには棚田等の自然景観に恵まれたまちであるとともに、福岡

都市圏や久留米市からも近接するなどの利便性に加え、都市住民にも愛される地域資源を豊富に

持っています。

そのため、これらの地域資源を踏まえ、魅力ある住環境、道路などの交通環境、公園・緑地な

どの憩いの場、安全で良質な水の安定供給等を通して、快適で利便性の高い生活環境の整備に努

めます。

併せて、大規模災害を前提とした防災体制の確保、特に自然災害が発生した際に被害を最小限

に食い止め、被害を減らすための備えを確保する「減災」への取組を推進するとともに、交通安

全対策や防犯体制、地域医療体制等の充実を通した「安全で安心なまち」を目指します。
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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

少子化や高齢化が進展する中、介護や子育て支援など、多様化、高度化する市民ニーズには、

行政だけでは対応出来ない場合があり、さまざまな主体による協働のまちづくりが必要になって

います。

そのため、自治協議会活動の浸透を通して市民参画やコミュニティの活性化を図るとともに、

パートナーシップによる市民と行政が「協働」でつくるまちをさらに進めます。

さらに、今後も地方分権や規制改革の進展等によって、それぞれの地域の特性を生かしながら

地方自ら決定し、その責任を負う主体性と自立が求められています。

そのため、行政改革を推進し、効率的で効果的な行財政運営を図るとともに、情報化や行政の

広域化に対応できる体制を目指します。

■　基本目標別対象施策一覧　■

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）
●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）
●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ています（男女共同参画）
●安心して子どもを産み育てています（次世代育成）
●安全な環境で、生きる力が身についています（学校教育）
●生涯を通した学習が盛んになっています（生涯学習）
●青少年が健全に成長しています（青少年育成）
●市民が文化芸術に親しんでいます（文化芸術）
●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）
●さまざまな交流が活発に展開されています（交流）

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）
●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）
●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）

30

基本構想　第１章｜まちづくりの目標

第２次うきは市総合計画



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（地域福祉）
●高齢者が地域で生き生きと暮らしています（高齢者対策）
●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）
●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）
●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）
●安全・安心な保障が充実しています（社会保障）

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

●バランスのとれた土地利用が進んでいます（土地利用）
●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）
●身近な道路が安全に利用できています（道路整備）
●バスや鉄道が便利にできています（公共交通）
●街なかで快適な暮らしができています（住宅・住環境）
●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）
●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）
●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）
●清潔で安全な日常生活が送れています（環境衛生）
●ごみの減量やリサイクルが進んでいます（廃棄物）
●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）
●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）
●犯罪が減少しています（防犯）
●交通事故が減少しています（交通安全）
●消費者トラブルによる被害が減少しています（消費生活）

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）
●周辺市町とのネットワークが図られています（広域行政）
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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

将来像

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

基本目標２

活力にあふれ、まち全体が
にぎわっています

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

■　総合計画の体系　■
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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

将来像

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

基本目標２

活力にあふれ、まち全体が
にぎわっています

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

３．人口の見通し

本市の人口見通しについては、平成27年度に策定した「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「う

きは市人口ビジョン」策定時に推計した目標人口に準拠しました。

推計結果によれば、総人口は、平成２年の 35,910 人から目標年度の平成 37 年度には、約

20％減の28,973人になることが予想されます。

年齢３区分別の構成比では、年少人口比率（０歳～14歳）は、平成２年時点の20.1％に対し、

平成37年には、15.6％と約22％の減少が見込まれます。

生産年齢人口比率（15 歳～ 64 歳）は同 63.4％から 50.5％と約 20％の減少が見込まれる

とともに、老年人口比率（65 歳～）は同16.5％から33.9％と約２倍に増加するなど、その間

の少子高齢化の進行は一層加速していくことが見込まれます。

なお、その後はいずれの年齢階層もほぼ横ばいで推移することが見込まれます。

■うきは市における将来人口推計（独自推計）■
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域の将来推計人口」
注）2010 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2015 年以降はうきは市独自の係数に基づく推計値
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第２章｜10年後のうきは市（まちづくりの方向）

１．施策の大綱（基本目標別基本方針）

（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）
同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の総合的な解決を目指し、全庁的な取組を進めるととも

に、関係諸団体と連携し、人権教育・啓発活動を推進します。

また、市民に対しては、偏見・差別撤廃に向けた人権意識の向上を図るための啓発活動を行う

とともに、事業者に対しては、労働関係法令の遵守のもと、公正採用がなされるように、また、

人権が尊重される、働きやすい職場づくり等を要請します。

●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）
まちづくり活動を推進する団体による各種活動により組織内の絆が生まれ、地域が発展してき

ており、自治協議会や関連する団体が積極的に地域おこし活動に参画できるよう、助成事業を続

けていくとともに、市民や団体のニーズの多様化にあわせた事業創出を図ります。

●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ています（男女共同参画）
家庭や職場、地域活動等において、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、男女

が互いに認め合い尊重しながら、ともに活躍できる環境づくりを充実します。また、ドメスティッ

ク・バイオレンスなど、男女間のあらゆる暴力をなくすための取組を推進します。

●安心して子どもを産み育てています（次世代育成）
「うきは市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、ニーズに対応した教育・保育施設の充実

とともに、結婚、出産、子育てまで安心してできるための環境づくりや地域力の活用を図り、切

れ目のない支援を推進します。

●安全な環境で、生きる力が身についています（学校教育）
目まぐるしく変化する現代社会を生きるために、学校のほか、家庭や地域が連携して教育力を

高め、子どもの知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育てます。また、将来に対する目

的意識を持って主体的に進路を選択することができるようキャリア教育の充実に努めます。

●生涯を通した学習が盛んになっています（生涯学習）
市民一人ひとりが生涯にわたって主体的に楽しく学習することができるよう、市民のニーズを

把握し、学習の計画・実施を行います。また、そのための施設の有効活用や指導者・ボランティ

アの養成に取り組みます。

●青少年が健全に成長しています（青少年育成）
うきは市の次代を担う青少年が郷土を愛し、心豊かでたくましく生きる力を持った子どもに育
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つよう、家庭・学校・地域がともにその教育力を生かしながら、相互に連携して取り組んでいき

ます。

●市民が文化芸術に親しんでいます（文化芸術）
インターネットや広報紙など、さまざまな情報発信ツールを活用し、幅広い世代に文化芸術情

報が届く環境づくりや質の高い文化芸術に触れる機会を増やす取組を推進するとともに、文化芸

術活動を行う市民団体への支援と団体相互の連携を促進し、参加機会の拡充を図ります。

装飾古墳などの史跡の保存に努め、生涯学習、学校教育、まちづくり、健康増進等へ活用する

とともに、歴史観光資産としての活用も見すえます。また、民俗芸能や民俗行事の保存継承を推

進します。

●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）
体育協会・スポーツ推進委員会・うきはアリーナ指定管理者等と連携し、誰もが気軽にスポー

ツを親しめる場の提供や指導者の育成に努め、生涯スポーツの推進による『健康づくり』に取り

組んでいきます。

●さまざまな交流が活発に展開されています（交流）
地域間、各種団体間、農商工観光各産業間さらには都市間交流、教育現場を通した国際交流等

「人」の交流等さまざまな交流の場づくりや環境づくりを通して、本市の活力を継続させるとと

もに、自治体間の広域連携についても積極的に推進します。

（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）
工業団地への誘致を継続するとともに、遊休地のリスト作成や企業のニーズにあった区画提供

等企業誘致や企業立地に欠かせない条件整備を進めることによって、まちの活性化と雇用の確保

に努めます。

●地場産業がいきいきとしています（地場企業育成）
農商工観光連携による地域資源を活用した特産品開発等を支援し、地場企業の育成を図ります。

また、商工会や地元金融機関等と連携し、創業支援を行います。

●農林業の担い手が増えています（農業・林業）
就農者の生活安定と新規農業者の参入を進めることによって安全で安心な農産物の生産を継続

し、収益性の高い農業を推進します。

また、優良材の確保と森林の持つ公益的機能の強化のため、適正な森林の維持・保全を継続し

て実施するとともに、林業に携わる労働環境への支援・啓発を推進します。

●まちが活気にあふれています（商業・サービス業）
商店街や商工会との連携を強化し、新規開業の支援や空き店舗対策を進め、快適で魅力ある商

業空間の形成に努めます。
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●多くの観光客でにぎわっています（観光・イベント）
森林セラピーツアー等うきはらしい取組の充実、強化に努めるとともに、関係団体との連携に

よるイベントや観光キャンペーンの充実に努めます。併せて、既存観光施設の維持管理を推進し

ます。

●働く環境が充実しています（雇用対策）
企業誘致や企業立地を促進して雇用の受け皿づくりに努めるとともに、ハローワーク等との連

携を通して雇用の確保に努めます。

●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）
地域イメージ、歴史性・自然環境、住みよさ等地域の魅力を高める戦略を構築し、シティプロモー

ションを進める上で必要な情報の受発信力・地域資源の活用を強化させて、うきはブランドの「見

える化」を推進します。

（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（地域福祉）
「うきは市地域福祉計画」に基づき、すべての市民がともに生き、つながり、支え合う地域（福

祉コミュニティ）づくりを目指します。

●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自宅や地域で、安心して暮らし続けるためのまちづくりを進めることに

よって、生きがいづくりや、社会参加への促進を含め高齢者が健康で安心して暮らせる地域社会

を形成します。そして、高齢者が認知症等要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けら

れるよう、「介護」「医療」「予防」「住まい」「生活支援サービス・福祉サービス」の相互連携に

よる地域包括ケアシステムの構築を図ります。

●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）
うきは市障害者計画に基づき、障がいの有無にかかわらず市民が相互に尊重しあい、安心して

働き暮らすことのできる社会の実現を目指すとともに、障がい児については児童の状態やニーズ

に対応した支援体制の充実に努めます。

●ひとり親家庭・生活困窮者が安心して暮らしています（ひとり親対策・生活困窮者対策）
ひとり親世帯については、日常生活での負担を軽減するため、相談・指導体制の充実に努めま

す。また、生活困窮者対策については、生活困窮状態から早期に脱却できるよう、連携体制の強化、

伴走型の相談体制と就労訓練、家計相談、子どもの学習支援等の支援体制の充実に努めます。

●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）
少子高齢化の進行と疾病構造の変化を受けて、医療や健診による早期発見に留まることなく、

健康を増進し、疾病を予防することに重点を置いた乳幼児から高齢者までの健康づくりへの支援
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のため、住民組織と一体となった保健活動を総合的、効果的に進めます。また、家庭・地域・学校・

保育所が連携し、食に関する教育活動「食育」を進めます。

●安全・安心な保障が充実しています（社会保障）
国民健康保険については、財源の確保とともに、市民の健康づくりの推進による医療費適正化

の総合的な推進を図ります。

介護保険については、正しい知識の普及を図るため制度の周知徹底を図り、介護保険給付の円

滑な実施に努めます。

（４）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）
人と自然が互いに調和し、美しいまちを保つため、国や県の土地利用の基本方針との整合性を

図り、住環境、生産機能及び保全機能のバランスを保った秩序ある計画的な土地利用を推進しま

す。

●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）
美しい町並みや景観を守り、後世に伝え続けるため、地域の協力のもとさまざまな対策を推進

するとともに、高齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすいまちを目指して、さまざまな都市

機能がコンパクトに集積し、アクセスしやすい「歩いて暮らせるまちづくり」を、まちの個性や

歴史を生かしながら推進します。

●身近な道路が安全に利用できています（道路整備）
主要国道や主要地方道等の幹線道路の整備を通して平野部と山間部との連携を推進するととも

に、幹線道路に連絡する生活道路のネットワーク化を通して、地域の生活利便性の向上や産業振

興に努めます。また、橋梁等の老朽化に対し、インフラ長寿命化への対応を進めます。

●バスや鉄道が便利にできています（公共交通）
バス路線維持とともに廃止路線における代替交通の確保を図ります。併せて、生活利便性の確

保だけでなく観光振興の観点からＪＲの利便性の一層の向上を要請する等、市民ニーズに合った

公共交通の整備を進めます。

●街なかで快適な暮らしができています（住宅・住環境）
「公営住宅等長寿命化計画」に基づき老朽化した公営住宅の建替えを推進するとともに、快適

な住環境の整備に努めます。

●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）
市民がだれでも安心して遊べ、憩える空間として整備を図るとともに、市民と行政が協働した

維持管理体制づくりを推進します。
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●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）
安全で良質な水の安定供給を図るため、上水道の計画的な整備を進めます。

環境保全や環境衛生上必要な都市施設である下水道については、公共下水道の整備促進と接続

率の向上を図るとともに、合併処理浄化槽の整備促進に努めます。また、既存設備等の維持管理

を進めます。

●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）
河川や緑地等自然環境や自然景観の保全については、市民、団体、事業者、行政の協働による

環境美化運動の継続、強化を図るとともに、環境教育を通した意識啓発や環境に対するモラルの

向上を通して自然と共生するまちづくりを推進します。

●清潔で安全な日常生活が送れています（環境衛生）
食の安全・安心のため、市民や食品関係事業者に対し自主衛生管理意識の向上を図るとともに、

監視、検査体制の強化や資質向上に努めます。

また、動物愛護と適正飼養の普及・啓発に努めます。さらに、空き缶やたばこのポイ捨て等不

法投棄によるごみの散乱を防止する環境美化に対する市民意識の向上に努めます。

●ごみの減量やリサイクルが進んでいます（廃棄物）
地球規模での環境保全への対応や快適で清潔な生活環境づくりのため、ごみ分別収集の徹底、

生ごみ処理容器の普及促進などごみ発生の抑制や減量化を図り、自然環境に負荷を与えない「循

環型社会」の形成に努めます。

●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）
いつでも、どこでも、安心して必要な保健・医療サービスを受けることができる地域保健医療

の健全な発展に寄与するため、かかりつけ医の確保をはじめ、休日における適切な診療体制の整

備、さらには、高度・救急医療を担う医療体制の充実を図ります。

●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）
市民の生命・財産を災害等から守るため、地域防災計画に基づく防災意識の高揚、自主防災組

織の形成等を通して、減災を含む地域での防災体制の強化に努めます。

●犯罪が減少しています（防犯）
地域住民へ安全・安心に関する意識啓発を行うとともに、警察との連携等を通して地域におけ

る自主的な防犯活動等を推進します。

●交通事故が減少しています（交通安全）
警察や関係機関、団体と連携しながら、正しい交通ルールとマナーの実践による交通安全運動

を展開するとともに、年齢、対象者に応じた交通安全教室を開催し、安全意識、モラル、マナー

の向上のための啓発に努めます。また、歩道設置等を進めて、交通事故の減少を図ります。
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●消費者トラブルによる被害が減少しています（消費生活）
消費生活センターなどの関係機関と連携しながら、消費者に正しい知識や情報の提供など市民

の相談窓口の充実や消費意識の向上を図るとともに、警察等関係機関との連携強化による消費者

トラブルへの未然防止のための啓発活動や被害の早期発見・解決などに努めます。

（５）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）
協働のまちづくりは、市民と行政とがお互いの役割を分担しながら、連携・協力して行ってい

くものであり、市民の意見や地域の実情に応じた行政運営が進められるよう、市民一人ひとりが

市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加し、計画等へ市民意見が反映できる仕組みづくり

を推進します。

●健全な行財政運営が行われています（行財政）
行政サービスの充実にあたっては、柔軟な行政組織の整備を通した行政事務の効率化に努める

とともに、職員の資質向上に努め、行政能力向上に全庁あげて取り組みます。

また、行政改革及び公共施設の総合的見直しを通して、経費の節減や行政組織のスリム化など

行財政運営の効率化を推進します。

●市民だれもが市政情報等を活用しています（情報化）
市民の情報リテラシー（情報化社会の中で膨大になる情報や機器を的確に理解、判断、応用し

ていく能力）を高めていく機会や場を増やすとともに、情報セキュリティの確保に努めます。

●周辺市町とのネットワークが図られています（広域行政）
久留米市を「地方中枢拠点都市」とする「連携中枢都市圏」の形成を通して、圏域の各市町の

自主性を尊重しながら、地域間連携の可能性を検討します。

２．計画の推進

この計画に掲げた将来像を実現するため、取り組む際の基盤となる方策を次の通りまとめまし

た。

（１）. 市民と行政の協働
市民に開かれた行政を推進するため、情報公開制度により説明責任を果たし、また、市政への

市民参画を計画段階から積極的に促進させるとともに、市民の声を市政へ反映させる体制を強化

します。併せて、広報紙やホームページ等による正確で迅速な情報提供を行い、情報の共有化を

図るとともに、本市の魅力を市内外へ広く伝える情報発信に取り組みます。

また、市民や民間団体、事業所等の多様な主体が参画し、行政と対等な関係における適切な役

割分担のもと、「新しい公共」の考え方に基づき、協働による住民自治をさらに推進します。

まちづくりの担い手となる市民の人材育成や人材活用について、積極的に推進します。
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▲うきは木材チップをフルーツロードに活用

（２）効率的な行政運営
自主財源による安定的な歳入確保に努めるとともに、中長期的な視点に立った行政運営を行い

ます。

行政改革を推進し、経費節減とサービスの向上を目指し、持続可能な財政構造の確立に努める

とともに、総合計画の進行管理や行政資源の効率的な配分など、行政経営の強化充実に努めます。

また、行政課題に柔軟に対応できるよう、研修の充実や計画的な人事異動により、職員の能力

向上や意識改革を積極的に進め、従来の業務分担では対応できない課題の解決を図るため、弾力

的な行政組織の運用を図ります。

情報通信については、高度情報化社会への対応を見すえ、すべての市民が利便性や快適さの恩

恵を実感できるように、情報通信技術の利活用による市民サービスの向上に努めます。

地方分権や、人口減少・少子高齢化などの進展、多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、

さらなるサービスの向上と、より低コストにつながる市域を越えた広域的な連携を推進します。
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前期基本計画

前期基本計画の策定にあたって



第１章｜前期基本計画について

本市では、「第２次うきは市総合計画基本構想」で示した「将来像」に沿って、「施策の大綱（政

策分野）」の実現に向けさまざまな取組を展開していきますが、前期基本計画では、その計画期

間（平成28年度から平成32年度までの５年間）の中で取り組む施策の内容を示します。

なお、本計画にあたっては、平成27年度に策定した「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「う

きは市ルネッサンス戦略」を踏まえたものとなっています。

施策内容は、「政策分野別」に分け、成果を向上させ目標を達成するための具体的な取組内容

を示します。

第２章｜政策分野別のまとめ方

政策分野別では、施策ごとの「現況と課題」、「基本方針」、「施策の内容」、「主要指標」などを

明確にし、取り組んだ後の結果を評価し、次期諸計画や事業の改革・改善に生かしていきます。

以下にそれぞれの項目の内容について示します。

（１）現況と課題
基本施策について、本市の特徴や現在の状況を分析し、基本計画期間を見据え、どのような課

題があるのか、また、その課題を解決する手段や方法について示します。

（２）基本方針
上記の現況と課題を認識し、基本計画期間内の基本的な取組方針を示します。

（３）施策の内容
基本方針に基づく具体的な施策について、その取組内容を具体的に示します。

（４）主要指標.
具体的な施策での取組の達成度合いを「主要指標」として、平成 32 年度の目標値を示してい

ます。
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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２章｜政策分野別のまとめ方



第１章｜すべての人の人権が大切にされています(人権)

現況と課題
１．人権・同和対策の取組
・..同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等さまざまな人権問題は、そ

れぞれに特有の歴史と課題を有しています。また近年のインターネットの普及により、匿名

性を悪用した悪質な差別表現の流布、プライバシーの侵害や誹謗中傷等による人権侵害が発

生するなど、新たな課題も発生しています。

・..本市でも「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「うきは市あらゆる差別の撤廃と

人権擁護に関する条例」に基づきさまざまな施策を進めています。

２．啓発活動や相談機能の状況
・..本市では、市民一人ひとりがあらゆる人権問題に対する理解と認識を深めるとともに、人権

問題を自らの課題として捉えることができるよう、また差別の現実を知ってもらえるよう、

同和問題啓発強調月間講演会や人権セミナーにおいて当事者の話を聞く機会を設け、また人

権フェスティバルでは多くの市民が参加しやすいようなイベントを開催するなどの取組を

行っています。また、学校や各種団体、地域、グループなどにおいて出前講座を開催しながら、

多くの市民に対する啓発を行っています。

・..市民意識調査の結果から同和問題解決のために積極的に努力したいという人の割合が減少し、

自分は差別しないようにしたいという傍観者的立場の人の割合が増加した結果等を踏まえ、

今後は自治協議会等地域のリーダー育成・活用が必要です。

・..市民意識調査の結果から人権が侵害された場合の相談について公的機関への相談が少ないと

いう結果等を踏まえ、今後は、相談窓口の周知に努める必要があります。

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　人権・同和対策の推進 ●「法律」や「条例」に基づき総合的に施策を進めます。
●市民一人ひとりの参加を促進するため、今後もあらゆる場における
人権・同和教育及び啓発の充実を図ります。

２　啓発活動や相談体制の
充実

●啓発は継続することで効果を発揮するものであり、定期的な講演会、
学習会の開催等を推進します。併せて、内容の工夫等を通して、多
くの市民の参加と新規参加者の参加促進を図ります。

●自治協議会等地域におけるリーダーの育成を進めます。
●法務局、人権擁護委員など関係団体との連携を継続して行うととも
に、市民認知度の低い相談事業についての市民周知を図ります。
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▲うきは市人権セミナー

▲うきは市人権フェスティバル

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

①同和問題啓発強調月間講演会の
　参加人数 338人 450人

②人権セミナーの参加人数 636人 800人
③出前講座の開催回数 24回 35回
④人権フェスティバルの参加人数 677名 850人
上記①②④への新規参加者割合
（アンケート回答者数ベース） 12.4％ 17％
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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)

現況と課題
１．まちづくり活動団体の取組
・..本市では地区自治協議会や行政区での取組をはじめ、まちづくり活動を推進する団体によっ

て地域おこしのための各種活動も行われており、市民間の絆が生まれ地域が発展しています。

市では、これらのまちづくり活動の支援を進めています。

２．自治協議会の活動の実態
・..本市では、11の小学校区（地区）を単位とした、総合的なまちづくり組織「自治協議会」がコミュ

ニティセンターを拠点施設として、さまざまな地域課題を解決し、住みよいまちづくりを推

進しています。

・..地区自治協議会は、各地区において多くの市民や各種団体等の参画と協働により、市民自ら

の自主的・主体的なまちづくりを実現していくため、地域の「共助」の体制づくりに取り組

んでいます。

・..地区自治協議会は、その地域で活躍する各種団体により構成され、行政区をはじめとするさ

まざまな組織や団体、ＮＰＯ、ボランティア等が集まり、地域のまちづくり目標に向かって

連携して活動しています。

・..協議会間の横の連携や情報共有などを図るため、「自治協議会連絡会」の定期開催や、協議会

ごとのまちづくりの目標を地域住民で共有する「地域計画」に取り組んでいます。

基本方針
「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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　まちづくり活動団体の
育成

●地域おこしと絆づくりに取り組む団体が、積極的に各種活動に参画
できるよう、活動支援等を行います。

●多様化している市民や団体のニーズに対応した事業を支援します。

２　地区自治協議会の支援
の充実

●市管理職を本部員とする地域コミュニティ支援本部を設置するとと
もに、協働のまちづくりに関する地域の窓口機能を「市民協働推進
課」に位置づけ、日常的に各地区の自治協議会との連携強化を図り
ます。

●定期的に会議や研修などが開催され、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を進めます。

●自治協議会の各種事業を発展させるため、自治組織運営支援交付金
による支援に取り組みます。
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▲寺子屋「絵画教室」

▲親子たこあげ大会

▲まちおこしと交流を兼ねたイベント

▲自治協議会の交流イベント

▲寺子屋塾活動

▲地域愛着を目指す鯉のぼりの飾り付けイベント

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

コミュニティセンター利用者数 41,564人 52,000人
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第３章｜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ています(男女共同参画)

現況と課題
１．男女共同参画社会への意識づくり
・..我が国においては、平成11年（1999年）施行の「男女共同参画社会基本法」に基づく「男

女共同参画基本計画」が策定され、さまざまな施策が実施されてきました。しかし、私たち

のまわりには、依然として性別による固定的な役割分担意識や、女性や男性の生き方の自由

な選択に影響を及ぼす慣行・慣習などが残っている状況にあります。

・..人口減少や高齢化の進展、社会のグローバル化、経済状況の大きな変化など、複雑化する社

会環境への対応が求められる中、男女が等しく家庭、地域、学校、職場など社会の責任を担い、

すべての人が自らの意思で多様な生き方を実感できる男女共同参画社会の推進は重要な課題

として位置づけられます。

・..本市においても、男女共同参画社会や男女間の暴力を許さない意識の高揚のため、講演会、

研修会、セミナーの開催、また、図書館において「男女共同参画コーナー」を設けるなど、

啓発を進めています。

・..「男女共同参画週間」や「女性に対する暴力をなくす運動」期間中は、ホームページや広報う

きは、防災行政無線等により周知を行い、男女共同参画への意識改革を推進しています。

２．家庭・地域・学校・職場等による男女共同参画の推進
・..家庭における男女共同参画の意識づくりのため、父親の視点から子育てを考える講演会や上

映会、男性の料理教室等の両立支援講座を実施して、育児や介護を分かち合う環境づくりを

進めています。

・..地域においては、全戸に対するセクシュアルハラスメントのチラシ配布や、各コミュニティセ

ンターに対するポスターを配布し、意識啓発に取り組んでいます。また、学校においては男女

共同参画井戸端会議を実施し、子どもの時から男女共同参画の意識づくりを進めています。

・..市内の事業所に対しては、事業所を訪問して男女共同参画に関するチラシやパンフレットを

配布し、啓発を進めています。

■女性議員・委員比率：平成 27 年４月１日現在

区分
議員・委員数（人） 女性比率（％）
男 女 合計 うきは市 県内全市町村平均

議会議員 13 ２ 15 13.3 －
社会教育委員 ５ ５ 10 50.0 －
地方自治法180条の５に基づく委員会 34 ９ 43

20.9 14.3

　教育委員会 ３ ２ ５
　選挙管理委員会 ３ １ ４
　人事又は公平委員会 １ ２ ３
　監査委員会 ２ ０ ２
　農業委員会 23 ２ 25
　固定資産評価審査委員会 ２ ２ ４

合　　計 52 16 68 23.5 －
 資料）男女共同参画推進室資料
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▲うきはの魅力を引き出すロール
パネルディスカッション

▲男女共同参画講演会

■女性審議会委員比率 : 平成 27 年４月１日現在

区分 審議
会数

委員数（人） 女性比率（％）
男 女 合計 うきは市 県内全市町村平均

地方自治法第 202 条の３に基
づく法律・条例等による審議会 35 284 115 399 28.8 29.2

（平成26年４月１日現在）
 資料）男女共同参画推進室資料

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　人権を尊重し男女共同
参画社会を進める意識
づくり

●男女共同参画社会の実現に向けて、基盤となる人権を尊重する意識
の高揚を図るとともに、固定的性別役割分担意識の解消をはじめ、
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、教育を推進します。

２　家庭における男女共同
参画の促進

●家庭において男女がお互い家族としての責任を果たし、育児や介護
をともに担っていくという意識の醸成を図ります。また、福祉の充
実や健康づくりに取り組み、誰もが安心して暮らせる環境づくりを
進めます。

３　誰もが参画できる男女
共同参画による地域社
会づくり

●身近な地域活動において男女共同参画の取組を推進するとともに、
さまざまな視点や発想を取り入れることができるよう、あらゆる分
野での政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進めます。

４　男女がともに活躍でき
る就労環境の実現

●就労の場における各種法制度の周知・啓発を行うとともに、誰もが
働きやすい環境づくりに向けた啓発を行います。また、農業におい
ては農業技術や経営管理能力の向上を図るための支援を行い、男女
ともに起業・創業するための支援・育成等を行います。

５　男女間の暴力を許さな
い対策の充実

●ＤＶを防止するための意識啓発をはじめ、被害者に対して適切な支
援を行えるよう、相談体制の充実、被害者に対する支援、関係機関
との連携体制の構築を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成27年度）

目標
（平成32年度）

審議会等女性委員登用率 28.8％ 30.0％
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第４章｜安心して子どもを産み育てています(次世代育成)

現況と課題
１．子どもを取り巻く環境の変化
・..国内では、急速な少子化の進展や都市部及びその周辺地域での待機児童の増加、親の働く状

況の違いによる幼児期の教育・保育の提供体制の違い、家庭や地域における子育て環境の変

化等、子育て環境をめぐる課題が指摘されています。

・..このような子どもと子育てをめぐる社会的背景のもと、平成24年（2012年）８月に「子ども・

子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法が成立し、本市でも、平成 27 年度

からは、子ども・子育て支援法に基づく「うきは市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、

子ども・子育て支援施策に取り組んでいます。

２．保育所の整備とニーズに合った保育内容の取組
・..保育所については、廃園や新設を通して市民ニーズに合った施設整備を進めていますが、保

育士の不足等への対応が求められるとともに、保育士の資質向上のための各種研修会等への

積極的な参加等が求められています。

３．家庭や地域における子育て支援の状況
・..子育て世帯を取り巻く環境は、核家族化、少子化等により大きく変動しており、共働き世帯

の増加や就労形態の多様化が進む中、保育サービスをはじめとした地域における子育て支援

の充実が望まれています。本市では、久留米広域定住自立圏（連携中枢都市圏）協定により、

参加団体相互の保育所の一時保育や子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター

くるめの利用が可能となっており、子育て家庭からの相談があった場合、利用を提案してい

ます。

・..放課後児童健全育成事業（学童保育）や、保育所の休日保育等、子どもの居場所づくりを進

めており、図書館・ぬくもり広場の利用も行われています。

・..家庭環境に何らかの問題があるとみられる家庭については、家庭児童相談員が介入し、環境

改善に向けて働きかけています。

・..本市が子育てしやすいまちになるためには、「うきは市子ども・子育て支援事業計画」に基づ

く事業の着実な実施を図るとともに、「経済的負担軽減」や「子どもに対する医療制度の充実」

等の子育て世帯のニーズが高い取組を充実させることが必要です。

４．支援を要する児童への対応
・..支援を要する子どもや子育て家庭への対応としては、大きく「児童虐待防止対策」「ひとり親

家庭への支援」「障がい児への支援」の３つの視点があげられています。

・..「児童虐待」については、現在、児童相談所や教育委員会等関係機関との連携により相談・支

援に取り組んでいますが、ケースの多様化、複雑化が進んでいます。

・..「ひとり親家庭等への支援」では、自立に向けた各種支援等に取り組むとともに、「障がい児

への支援」については、各種サービスの充実を図るとともに、関係機関と連携して、発育・

発達の確認や健康の障がいとなる要因の早期発見を継続して実施していく必要があります。
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５．食育の推進
・..学校、保育所等において、子どもの健全な食生活の実現と健全な心身の成長を図るため、農

業体験や調理実習などさまざまな体験活動を実践し、魅力ある食の教育を推進しています。

■保育所の状況：各年４月１日 （単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年

入所児数 入所児数 入所児数

３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計 ３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計 ３歳
未満 ３歳 ４歳

以上 計

230 192 436 858 217 203 455 875 245 172 436 853

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　家庭・地域における子
育ての支援

●子育て支援センターでの親子のコミュニケーションの充実を図ると
ともに、各種相談体制や子育て支援情報の充実、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を図ります。

●通常保育のほか、一時預かり、延長保育、休日保育、病児・病後児
保育等多様な保育サービスの充実を図るとともに、認定こども園の
充実を図ります。併せて幼稚園における預かり保育の充実も図りま
す。

●学童保育所の整備、体制づくりをはじめ、放課後子ども総合プラン
の推進等子どもの放課後の居場所づくりの充実を図ります。

●乳幼児医療費助成等子育て世帯への経済的支援を進めます。

２　妊産婦や子どもの健康
の確保

●母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、乳児家庭全戸訪問等の継続的
な取組をはじめ、不妊治療への支援、各種子育て相談等を通して、
妊娠・出産・育児に対する不安の解消を図ります。

●乳幼児健康診査、予防接種、小児救急医療体制等の充実を通して、
母子の健康増進を推進します。

３　子どもが健やかに成長
する教育環境の整備

●生徒の個性や能力を伸ばす教育内容の充実に努めるとともに、豊か
な心を育む教育や地域に開かれた学校づくり、さらには、いじめ防
止や不登校児童生徒への対応等に努め、信頼される学校づくりを推
進します。

●子ども会活動、地域への愛着を高める活動等を通して子どもの生き
る力の育成とともに、思春期保健対策の充実を図ります。

４　安全で安心な子育ての
まちづくり

●市営住宅や公園の整備等を通して良好な住環境の整備を進めます。
●「子ども 110 番の家」の登録推進等防犯対策全般にわたる取組の
強化を進め、子どもを犯罪等の被害から守る活動の推進を図ります。

●安全な通学路や道路環境の整備を通して、子どもの交通安全を確保
するための活動を推進します。
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▲園児の野菜収穫体験

▲みんなでいただきます

▲収穫した野菜をみんなで料理

▲乳幼児健康診査

主要事業 取組内容

５　家庭と仕事との両立支
援

●ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発、男女共同参画意識の啓発、
さらには父親の家事・育児への参加等を通して、「仕事と生活の調和」
の実現を図ります。

６　援助を必要とする子ど
もや家庭への支援

●家庭児童相談員の活動や養育支援訪問等を通して児童虐待防止対策
の充実を図ります。

●児童扶養手当、日常生活支援、就労支援、医療費助成等を通して、
ひとり親家庭の自立支援の推進を図ります。

７　次世代育成における食
育の推進

●保育園児を対象とした、農業収穫体験・減塩味噌づくり体験・調理
実習等の食育体験事業を行い、幼児期からの食に対する関心の高揚
を図ります。

●親子食育体験教室を通じ、保護者や子どもの食に対する関心と理解
を深め健全な食習慣の確立を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

子育て支援センター年間延べ利用者数 9,996人 10,500人
保育所入所待機児童数 ０人 ０人
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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)

現況と課題
1..確かな学力を育み、個性や能力を伸ばす学校教育
・..国においては、平成 25 年６月に、文部科学省がこれまでの取組の成果と課題を整理し、第

２期教育振興基本計画を策定しました。その中では、社会情勢や教育の状況を鑑み、４つの

方向性（ビジョン）、８つの成果目標（ミッション）、30 の基本施策（アクション）が示さ

れており、その根底には、「生きる力」の育成を目指す、学習指導要領の理念が示されています。

・..本市においては、確かな学力を育むための教育を充実し、「学力向上プラン」など各小中学校

の創意工夫を生かした教育活動の展開を推進しています。また、主体的に進路の選択ができ

るよう、小中学校でのキャリア教育の推進を図り、職場体験等の充実を進めています。

・..優れた知識・技術を有する社会人の積極的な活用を進めており、併せて各種の教育研究を行い、

教職員の資質の向上を図っています。

２．豊かな心と健やかな体を育む教育の取組
・..各学校では、人権・同和教育推進計画に基づいた教育活動を展開し、「自他の人権を尊重し、

差別をなくしていく意志と実践力をもった子どもの育成」を進めています。

・..宿泊研修などの体験活動を生かした道徳教育・福祉教育の推進や、健康で安全な生活を送る

ことができるよう健康教育の充実を推進しています。

・..「健やかな体の育成」については、各学校の課題に応じた「体力向上プラン」を作成し、児童・

生徒の実態に応じた具体的取組を実践しています。

・..家庭教育学級・講演会等を開催し、情報提供とともに、家庭・地域の教育力を高めるための

支援体制の充実を進めています。

・..児童・生徒の心身の健全な発達を目指すため、「食育」を推進するとともに、食材の地産地消

を図り、安全安心な学校給食を進めています。

・..中学校への外国語指導助手の配置を継続し、小学校の英語教育への支援を行うとともに、外

国の人々との交流等を通じ、国際理解教育を推進しています。

・..地域の人材を活用した教育活動を進めており、家庭や地域との連携協力のもと自主・自立的

な学校運営を推進しています。

３．特別な支援を必要とする教育
・..国においては、発達障がい等の障がいのある児童・生徒を適切に支援を行いながら、障がい

の多様化に対応するとしています。

・..特別な支援を要する児童・生徒に対し、個々に応じた支援の充実と個別指導計画の作成を推

進しています。

・..障がい者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システム（障がいの有無に関係な

く誰でも地域の学校で学べるような教育システムのこと）の理念による、個別の教育的ニー

ズに対応する多様で柔軟な仕組みの整備が求められているとともに、実現に向けては、多く

の課題があります。

・..いじめ・不登校については、「うきは市いじめ防止基本方針」を策定するとともに、各学校で

も「いじめ防止基本方針」を示し、予防・解消に向けての体制の整備を行っています。併せ
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▲小学校での土曜授業 ▲中学校での食育推進

て児童・生徒、保護者のさまざまな悩みに対応する教育相談体制の充実を進めています。

４．教育施設・設備
・..情報機器については、機器の更新と併せて充実を図っており、教職員の情報活用能力を高め、

ＩＣＴを活用した情報教育の充実を進めています。

・..学校内及び通学路の安全確保対策のための調査を行い、施設整備計画に基づき改善・改修工

事を実施しています。

・..現在、小学校５校・中学校２校で自校方式の給食調理業務委託を行っています。

５．適正規模・適正配置等の取組
・..児童・生徒数の減少に伴い、小中学校の適正な配置やあり方などについて検討していくこと

が課題となっています。

６．幼児教育の充実
・..幼稚園教育の振興及び私立幼稚園在園児の保護者の教育負担額軽減を図るため、私立幼稚園

就園奨励費を給付しています。

・..就学指導委員会を開催し、幼稚園・保育所と連携し、特別支援教育の充実を進めています。

■児童・生徒数の現状：各年５月１日現在 （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 平成27年度

小学校 1,780 1,723 1,689 1,655 1,603 1,617

中学校 942 936 938 888 898 843

合　計 2,722 2,659 2,627 2,543 2,501 2,460
 資料）学校基本調査

■児童・生徒数の将来推計 （単位：人）　　　　　　　

　 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

小学校 1,577 1,595 1,565 1,549 1,541

中学校 845 795 812 788 788

合　計 2,422 2,390 2,377 2,337 2,329
 資料）学校教育課（平成 27 年５月推計）　　　　　　　
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基本方針
「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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　確かな学力を育み、個
性や能力を伸ばす学校
教育の充実

●確かな学力の育成を図るとともに、一人ひとりの個性や能力を伸ば
す教育内容の充実や「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を進めます。

●一人ひとりが目的意識をもって主体的に進路の選択ができるよう、
キャリア教育の充実を図ります。

●教職員の資質を向上するため、市教育センターの研修内容等の充実
を図るとともに、優れた知識・技術を有する社会人の積極的な活用
を図ります。

●中学校への外国語指導助手の配置を継続し、小学校の英語教育への
支援を行っていくとともに、外国の人々との交流等を通じ国際理解
教育の推進を図ります。

●地域の人材を活用した教育活動を進めるとともに、家庭や地域との
連携協力による自主・自立的な学校運営を進めます。

●地域の農林業者や事業所、ＰＴＡと連携し、職場体験等を行い、キャ
リア教育の充実を図ります。

●教職員の情報活用能力を高め、ＩＣＴを活用した情報教育のさらな
る充実を図ります。

２　豊かな心と健やかな体
を育む教育の推進

●人権・同和教育推進計画に基づいた教育活動の充実を図ります。
●体験活動等を生かした道徳教育・福祉教育さらには、健康教育の充
実を図ります。

●学校図書館の機能の充実を図るとともに、読書に親しむ態度の育成
を進めます。

●家庭教育学級・講演会の開催、情報提供とともに、家庭・地域の教
育力を高める支援体制の充実を図ります。

●体力テストを通して、明らかになった各学校の課題に応じた「体力
向上プラン」に基づき、体力づくりを進めます。

●児童・生徒の心身の健全な発達を目指すため、食育を進めるととも
に、食材の地産地消を進め、安全安心な学校給食を推進します。

３　特別な支援を必要とす
る教育の推進

●特別な支援を要する児童・生徒に対し、個々に応じた支援の充実と
個別指導計画の作成を推進します。

●いじめ・不登校などの問題を抱える児童・生徒への対応を充実する
とともに、児童・生徒、保護者のさまざまな悩みに対応する教育相
談体制を充実するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャ
ルワーカーの配置を進めます。

４　教育施設・設備の充実 ●学校施設を避難場所として利用することに対応した計画的な施設・
設備の整備について検討します。

●学校内及び通学路等の安全確保対策の改善を進めます。
●自校方式の給食調理業務委託を進めます。
●情報機器については、機器の更新と併せて充実を図ります。

５　適正規模・適正配置等
の取組

●児童・生徒数の減少を踏まえた学校活性化を図るとともに、文部科
学省による「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する
手引」に基づき地域とともにある学校づくりを視点に、総合的な検
討を進めます。
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▲五庄屋の精神を学ぶ会による川下り体験

▲山春小校内で茶摘み

主要事業 取組内容

６　幼児教育の充実 ●私立幼稚園就園奨励費の給付を継続していきます。
●就学指導委員会を開催し、幼稚園・保育所と連携し、適切な就学指
導に基づく特別支援教育の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

児童生徒1,000人当たりの
不登校児童・生徒数

小学校７人（実際12人）
中学校59人（実際53人）

小・中学校全国平均以下
小学校３人、
中学校25人

市内小・中学校いじめ解消率 小・中学校
100％

小・中学校
100％
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▲市民ミュージカル公演.
「お茶会がはじまるよ」

▲市民大学.発表会

▲うきは市民大学.未来学部の子ども議会

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)

現況と課題
１．生涯学習の取組
・..平成 18 年の教育基本法の改正において「国民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人

生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において

学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければな

らない。」とする生涯学習の理念がうたわれました。

・..中央教育審議会生涯学習分科会では、平成 25 年１月に議論の整理を行い、「今後、社会教育

行政は、社会のあらゆる場で地域住民同士が学びあい、教えあう相互学習等が活発に行われ

るよう環境を醸成する役割を一層果たしていくことが必要」とするとともに、「教育の特性に

ついて配慮する仕組みが必要」としています。

・..本市では、平成 25 年度からうきは市民大学を開設し、運営協議会を設置し、多種多様なプ

ログラムを提供しています。

・..各団体の学習活動支援のため、広報誌を利用していますが、文化協会会員減少と高齢化が課

題となっています。

２．生涯学習施設の活用状況
・..生涯学習センターについては、老朽化が著しく、高齢者・障がい者向けのバリアフリーのた

めの整備や空調設備が十分ではない状況です。

・..図書館については、市内の小中学校の図書室や各地区自治協議会と連携した団体貸出配送サー

ビスを行っていて、新たに市内学童保育所やうきはアリーナへの配送が実現しています。

■図書館利用状況

年次 登録率（％） 貸出冊数 一人当たり貸出冊数 蔵書数

平成26年 33.4 158,597 4.30 103,035
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▲うきは市民図書館 ▲オリジナルえんぴつづくり（図書館）

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　生涯学習の推進 ●市民大学運営協議会で今後さらに充実したプログラムが提供できる
よう、学生（受講生）の意見も聞きながら対応します。

●うきは市民大学の充実を目指し、広報誌に加え、ホームページにも
掲載して学習活動を支援します。

●文化協会会員増加のため、文化協会加盟各団体の努力を前提に、広
報誌、ホームページを活用し、加入を促進します。

２　生涯学習施設の活用促
進

●社会体育施設の体育協会への管理委託を推進し、広報誌、ホームペー
ジを活用して加入を促進します。

●拠点となる生涯学習センターの老朽化した施設の利活用についての
検討を行います。

●市民の図書館利用の公平性を確保するためにも、遠隔地を含めた団
体貸出配送サービスの確立を図ります。

●団体貸出配送サービスについては、利用団体の意向・要望を踏まえ
て充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきは市民大学講座数
（主催講座・自主運営） 81講座 90講座

図書館利用者数 128,083人 150,000人
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第７章｜青少年が健全に成長しています(青少年育成)

現況と課題
１．青少年育成活動の状況
・..次代を担う青少年の健全な育成のためには、家庭、地域、学校がともにその教育力を生かし

ながら、相互に連携して社会全体で取組を進めることが必要です。

・..現代社会は急速にその姿を変えており、青少年はこのような社会で育ち、来るべき新しい社

会を創り、担う存在であり、急激な社会経済的な変化に対応できるよう、多様な能力・資質

を備えることが求められます。特に、個として確立しつつ、激動する社会の一員として、そ

の形成に積極的に参画していくことが必要です。

・..平成 18 年（2006 年）12 月に改正された教育基本法においても、教育の目標として「公

共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」と

新たに規定されています。

・..次代を担う青少年が自立した存在として育つためには、青少年期を大人への準備期間として、

人格の基礎を築き将来の夢や希望を抱いて自己の可能性を伸展させる時期とするとともに、

自らの人生をどう設計していくかについて考える時期とする必要があります。このためには、

家庭、地域、学校のそれぞれが、時代の要請に対応しながら、相互に密接に連携して、いわば「社

会総がかり」で青少年の健全育成に取り組むことが求められます。

・..本市においては、自治協議会の立ち上げに伴い、青少年育成市民会議理事として各自治協議

会長が参加し、協議会ごとに子育てと教育を進める集いを開催しています。また、保護司会

と共催でうきは市青少年弁論大会を開催しています。

・..体育協会と連携し、ジュニアスポーツクラブの育成に取り組んでいます。また、うきは市民

大学子ども未来学部で、地域参加機会創出のためのさまざまな体験プログラムを実施してい

ます。

・..通学合宿は、自立心を養う上で青少年育成に非常に効果的であり、子どもと地域住民との連

帯にも役立っています。

２．青少年育成体制について
・..基本的な生活習慣については、「うきは市子育て９カ条」に基づき、学校、保護者、子どもが

一体となった取組を行っています。「うきは市子育て９カ条」については、各学校や市内すべ

ての社会教育施設にリーフレットを掲示し、啓発を進めているほか、子育てと教育を進める

集い等で子育てに関する内容の講演を開催しています。

・..家庭教育学級の運営に関して年２回会議を開催し指導を行っています。

・..子ども会については、リーダー、ジュニアリーダーの育成のため、講習会を開催しています。

・..青少年補導については、うきは警察署主導で活動しています。
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▲学童水泳大会 ▲弓立神社相撲大会 ▲吉井子供河童相撲大会

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　青少年育成活動の充実 ●うきは市青少年育成市民会議、自治協議会と継続して連携し、地域
が一体となって、子育てと教育を進める集い、青少年弁論大会等を
開催し、青少年の非行防止や健全育成活動に取り組みます。

●郷土を愛し、心豊かでたくましく生きる力を持った青少年の育成の
ため、うきは市民大学子ども未来学部でさまざまな体験事業等のプ
ログラムを推進します。

●体育協会との連携をさらに深め、ジュニアスポーツクラブの育成に
努めるとともに、うきはアリーナの自主事業プログラムについても
指定管理者と調整し充実を図ります。

●青少年育成の見地から、通学合宿等の活動の充実を図ります。

２　青少年育成体制の充実 ●「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を家庭教育学級活動の中
で推進します。併せて、青少年問題協議会、青少年育成市民会議と
連携し、各小学校へのリーフレット配布、講演会の開催等、啓発を
行います。

●各自治協議会青少年育成部門担当者と連携し、講習会開催等、子ど
も会等の活動への支援を行います。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきは市子育て９カ条
啓発リーフレット配布数 2,184枚／年 2,200枚／年

（継続）
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▲うきは市ふるさと大使.笑福亭
風喬さんによる落語

▲筑後吉井の小さな美術館めぐり

▲吉井祇園祭り

▲筑後吉井おひなさまめぐり

第８章｜市民が文化芸術に親しんでいます（文化芸術）

現況と課題
１．芸術・文化活動の取組
・..文化芸術は、人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で不可欠

なものであるとともに、人々を惹き付ける魅力を持ち、創造的な経済活動の源ともなりうる

ものであり、すべての人の豊かな生活の基盤として位置づけることも必要です。

・..白壁ホール等文化施設については、舞台設備操作業務の外部委託によりホール利用者の専門

的なニーズにも対応することができています。また、文化事業実行委員会と連携し、市民のニー

ズを把握して優れた自主事業プログラムを提供しています。

・..文化協会は、北筑後ブロック協議会において情報交換を行い、県文化祭参加についても、協

議会内で実施される地域行事へは積極的に該当部門の参加を要請しています。

２．団体等の育成
・..年１回の文化祭については、継続して実施しており、文化協会を中心によりよい文化祭を目

指して協議を重ねています。

・..文化協会の活動を支援し、文化団体の相互交流及び体系的な組織になるよう育成します。

３．文化財の現状
・..装飾古墳等文化財の見学への対応はできているものの、歴史的観光資源としてのアプローチ

については今後の課題となっています。

・..市内文化財については、適正な保全とともに、史跡屋形古墳群の史跡整備については委員会

を立ち上げ、計画づくりを進めています。

４．伝統的民俗芸能や民俗行事の現状
・..主要民俗行事については、ＤＶＤで映像に収め、資料館で公開しています。

・..文化芸能の伝承については、各地域の保存会が中心となって各地域の伝統的祭り等の継続を

図っています。
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▲伝統行事.山北おくんち

▲国指定文化財.平川家住宅

▲装飾古墳.珍敷塚古墳の壁画

▲伝統行事.若宮おくんち

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　芸術・文化活動の振興 ●白壁ホール等文化施設については、業務委託者と連携し、利用者の
さらなるニーズに対応します。

●文化事業実行委員会と連携し、市民ニーズに対応したプログラムの
提供を図ります。

●今後、周辺市町との芸術鑑賞及び発表の情報の共有化を進めます。

２　団体等の育成 ●関係団体等の要望等を受け止め、意見の調整を図るなど文化祭の発
展を進めます。

●市民活動ネットワーク化の中核となる組織を育成・支援します。

３　文化財の保存・活用 ●貴重な文化財の適正な保存を進めます。
●史跡屋形古墳群の整備を進めるとともに、他の古墳群についても、
順次整備に向けて計画を推進します。

４　伝承文化の継承 ●資料館における民俗行事の上映を継続して行うとともに、必要に応
じ、文化芸能の調査を実施し、伝統文化の継承を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

白壁ホール等文化施設合計利用者数 94,989人 95,000人
（継続）

文化協会登録団体会員数 825人 825人
（現状維持）
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▲市民運動会 ▲市民ソフトバレーボール大会

▲うきはアリーナ.
温水プール

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）

現況と課題
１．スポーツレクリエーション活動の現状
・..スポーツは、身体を動かすという人間の本源的欲求に支えられ、「こころ」と「からだ」の健

全な発達を促すとともに、明るく豊かで、活力に満ちた社会の形成に寄与する人類共通の文

化です。

・..本市では、総合型スポーツクラブに代わるものとして、うきはアリーナ指定管理者と連携し、

市民のニーズを把握して、多彩な自主事業プログラムを提供することができており、今後も

継続して取り組む必要があります。

・..社会体育施設の体育協会への管理委託を進めているほか、スポーツ

指導者講習会、スポーツ講演会等を開催し、自立した体育協会の取

組を進めています。

■うきはアリーナ利用状況

年次 延利用者数（人）

平成26年 150,749

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　スポーツレクリエー
ション活動の充実　

●うきはアリーナ指定管理者と連携し、市民のニーズを把握し、さら
に充実した自主事業プログラムを提供していきます。

●体育協会の活動の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

うきはアリーナ利用者数 150,749人 180,000人
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第10章｜さまざまな交流が活発に展開されています(交流)

現況と課題
１．広域連携の取組
・..地方自治体においては人口減少が続いており、今後財政基盤の弱体化が懸念される一方、地

方分権への対応を求められることから、自治体単独ですべての行政サービスをまかなうこと

が難しくなっています。

・..本市においても、行政区域を越えて広域的な対応については、久留米定住自立圏（久留米広

域連携中枢都市圏）や筑後田園都市推進評議会等を通じて広域行政推進を図っており、広域

的な視点から、地域の発展に取り組んでいます。

２．地域間交流の取組
・..学校間の交流、祭りの交流など、地域の特性をお互いに理解しながら、地域間交流を進めて

います。

・..ボランティア団体や民間団体による連携・交流では、商工会や各種ボランティア団体の交流

事業に対する側面からの支援を行っています。

・..友好都市の北海道枝幸町との物産交流等をはじめとした物的・人的交流を継続して、民間レ

ベルの交流を進めながら、お互いの地域の活性化に取り組んでいます。

３．都市と農村の交流
・..子ども交流プロジェクト事業により、山村地域の民家を活用し、都市部の子どもたち向けに

田舎暮らしの体験メニューを提供していますが、今後の受け入れ家庭の不足が課題となって

います。

・..道の駅うきはの観光インフォメーションに観光協会の職員を配置することによる情報発信や

障がい者団体との連携による情報の発信、観光案内の実施を進めています。

・..森林セラピー事業を推進しており、来訪者は増加しています。

４．国際交流の取組
・..各中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、実践的コミュニケーション能力の育成を図

るともに、教育と市民レベルの国際交流を進めています。

・..うきは市民大学一般教養学部主催講座にて、英会話教室、韓国語教室を開講しており、韓国

語教室長期受講生により中級教室も自主運営開講ができています。

・..国際交流としては、市民レベルの国際交流が進んでおり、市としても民間活力を生かしながら、

側面的支援をしています。

・..外国人観光客が増えていますが、観光案内やガイドブックの多言語化など外国人のニーズに

あった改善を進めています。
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基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　広域連携の推進 ●久留米定住自立圏から、久留米連携中枢都市圏への移行も計画され
ており、国政の動きとマッチした広域行政の推進体制の整備を図り
ます。

２　地域間交流の推進 ●地域の特性をお互いに理解しながら、お互いの地域の発展に向けて
交流を進めます。

●民間活力を側面的に支援しながら、交流・連携が深まるよう進めま
す。

●友好都市との連携を深め、お互いの特色を生かしたまちづくりの交
流を進めるとともに、先進地視察や海外との交流を支援します。

３　都市と農村の交流拡充 ●山村地域以外の受け入れも視野に入れ、都会の人たちに田舎暮らし
の体験メニューの提供を継続していきます。

●観光協会による観光案内所の情報発信の強化を図ります。
●子ども交流プロジェクト事業については、ホストファミリー会員を
増やすことを通してスムーズな事業運営を行い、交流事業を推進し
ます。

●棚田オーナーについては、ほかの集落、地域でも取り組めるよう検
討を進めます。

●森林セラピーはうきは市の重要な観光資源であり、今後も民間団体
や企業等との連携強化を進めます。

４　国際交流の推進 ●国際交流の要となる組織や体制づくりについて検討します。
●外国語指導助手の活用による英語教育の充実、小学校における英語
活動を通して市民レベルでの交流を継続していきます。

●うきは市民大学一般教養学部主催講座を通して英会話教室、韓国語
教室の充実を図ります。

●草の根の市民レベルの国際交流を支援します。
●「ふるさと創生人材育成事業」を活用して、国際的な視野をもって
地域づくりに貢献できる人材を育成していきます。

●国際交流については、人的交流だけでなく、ウェブ上でも世界中と
つながることが可能となり、今後はさらに広がっていくと予想され
ます。そのためには、きちんとした教育が大事であり、小学校への
英語導入等の国策と合わせて国際交流推進体制づくりを進めます。

●道の駅うきはにおいて、外国人観光案内ができるよう、受け入れ体
制を整えます。
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▲棚田オーナー.田植え祭り

▲うきはYOSAKOI よさこい祭り

▲久大線を走る「ななつ星」歓迎の様子 ▲森林セラピー

▲農山村との絆協定締結記念式典

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

広域的連携事業数 14件 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)

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
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▲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

81





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)

現況と課題
１．地域福祉について
・..近年、市民や地域が抱える生活課題は、一層多様化し、高齢者、障がい者、子育て等の個々

の福祉分野では、十分に対応できない状況が生じています。このため、行政だけでなく、地

域のつながりを広げ、相互に支援していく関係が求められています。

・..地域福祉は、公的サービスだけでは対応できないニーズに対し、地域としての全体的なつな

がりを深め、相互に支え合う仕組みを作り上げることを大きな目的としています。

・..国においては、このような地域福祉の必要性を踏まえ、社会福祉法に基づく「地域福祉計画」

を各市町村が策定し計画的に地域福祉の向上に努めるように求めています。

・..本市では、市民の誰もが人として尊厳をもって、家庭や地域の中で、障がいの有無、年齢や

性別等に関係なく社会参加でき、安心して暮らせる地域社会を目指して、その具体的な活動・

行動計画を示す社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」と合わせて「第２期うきは市地域福

祉計画・地域福祉活動計画」を平成 25 年３月に策定しました。その後、地区自治協議会の

発足や生活困窮者自立支援法施行等に伴い、見直しを行いました。

・..本市では、これまで民生委員・児童委員や福祉委員、ボランティア、隣近所による見守り等

が行われていて、こうした活動に「福祉会」を組織して取り組んでいる地域もあります。また、

地区自治協議会ごとの「福祉部」や「ふれあいセンター」が地区の特性や福祉課題に応じた

福祉コミュニティづくりを行っています。

２．地域保健福祉ネットワークづくりの状況
・..本市の取組としては、保健課と連携して、うきは市健康づくり推進協議会において、市民の

健康づくり推進のため、今後の地域・職域連携を視野に入れた協議会構成団体に対する健康

づくりに関する取組状況について、調査を実施しています。

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　住民参画による取組の
推進

●自治協議会による地域コミュニティの再構築や「うきは市協働のま
ちづくり基本条例」に基づく協働のまちづくりの推進を通して、「う
きは市地域福祉計画・地域福祉活動計画」のもと、地域における身
近で気軽な相談ができ、安否確認等を通しての情報収集などができ
る見守り・支援体制づくりを推進します。

２　総合支援体制の確立 ●市民、福祉委員、ボランティア、民生委員・児童委員、福祉関係機
関などの地域を構成している人々と行政が協働し、地域福祉の推進
を図ります。

３　地域ネットワークの充
実

●うきは市健康づくり推進協議会委員に自治協議会代表を加え、自治
組織を活用した健康づくりのための企画、立案に取り組みます。
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▲テレビ電話による高齢者の見守り

▲げんき塾で健康づくり

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

福祉会の設置 27箇所
（37行政区） 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。
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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)

現況と課題
１．高齢者福祉の現状
・..わが国の平均寿命は､ 世界でも最高水準にあり、団塊の世代が、平成 37 年には 75 歳以上

となるなど高齢化は急速に進行するとともに、一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が予

想されています｡

・..第６期を迎えた介護保険制度が定着する一方､ 地域社会や市民意識の変化により、孤立死や

虐待、災害時の対応等の問題が顕著になるなど高齢者のニーズは多様化しており、それらへ

の対応が求められています｡

２．高齢者生きがいづくりの状況
・..市が開催する予防教室等へのボランティア協力員として、ボランティアグループを養成して

おり、予防教室への支援協力はもとより、社会貢献することによる自らの生きがいづくりと、

介護予防につなげています。

・..今後は、ボランティアのスキルアップを目指し、活動の幅を広げ、市民主体の介護予防に携

わる担い手育成を行う必要があります。

・..老人クラブや高齢者自ら活動の陶芸教室等の助成、支援を通して、高齢者相互間の交流や異

世代交流によって社会参加、社会的役割を果たし、生きがいづくりや介護予防につなげてい

ます。

・..うきは市ボランティアセンターを拠点に多くのボランティアが活動しており、団塊の世代や

高齢者の経験や能力を生かす場を設けています。また、ボランティア連絡協議会には多くの

高齢者も参加しており、福祉のまちづくりを通して、生きがいづくりにつながっています。

３．高齢者福祉サービスの状況
・..要介護・要支援になるおそれのある高齢者（二次予防事業対象者）を把握し、勧奨すること

により、適切な介護予防事業につなげ、生活機能の改善維持を推進しています。

・..家族介護者への支援として、介護者家族同士の交流や介護用品（紙おむつ）支給事業を実施し、

家族の経済負担の軽減を進めています。

・..一般高齢者については、健康教室等を通して、健康高齢者の継続育成を行っています。

・..介護施設については、介護保険事業計画に基づき施設整備を進めています。

４．地域ケア体制の整備
・..認知症高齢者への対応としての成年後見制度への取組としては、社会福祉協議会の「法人後

見事業」を援助できる市民後見人の育成を行うとともに、市民への成年後見制度等の周知を

進めています。

・..認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、市民に対して「認知

症サポーター養成講座」を開催し、認知症に対する正しい理解と本人やその家族に対する見

守り、支援の環境づくりを進めています。

・..一人暮らし高齢者等の見守りと異変時の保護のため、配食サービスによる食の提供と安否確

認を行うとともに、「一人暮らし見守り協力員」を中心に、安否確認はもとより、地域との絆

づくり、地域の集いの場への参加等の働きかけも視野に入れた見守り活動を実施しています。
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また、民生委員・児童委員や福祉委員を中心に市内協力事業所（新聞、郵便配達、電力会社、

コンビニ等）等で地域での見守り活動を行っています。課題として、緊急事態への対応が求

められています。

■地区別の高齢者数及び世帯数：平成 27 年３月 31 日 （単位：人、世帯、％）

地区名 人口①
65歳以
上の高齢
者数②

比率
② /① 世帯数③

③の内
65歳以
上で構成
される.
世帯数④

比率
④ /③

④の内一
人世帯数
⑤

比率
⑤ /③

妹川地区 496 176 35.5 156 45 28.8 26 16.7

新川地区 314 148 47.1 137 64 46.7 39 28.5

田篭地区 157 61 38.9 59 15 25.4 ６ 10.2

小塩地区 686 301 43.9 271 91 33.6 47 17.3

山春地区 2,807 965 34.4 902 244 27.1 126 14.0

大石地区 2,734 991 36.2 982 306 31.2 195 19.9

御幸地区 7,453 2183 29.3 2,504 580 23.2 318 12.7

千年地区 4,929 1,340 27.2 1,747 426 24.4 255 14.6

吉井地区 4,305 1,259 29.2 1,643 459 27.9 261 15.9

福富地区 4,101 1,146 27.9 1,392 316 22.7 162 11.6

江南地区 3,263 1,029 31.5 1,127 286 25.4 172 15.3

合計 31,245 9,599 30.7 10,920 2,832 25.9 1,607 14.7
注）大石地区：えびね荘（47 世帯 47 人）、千年地区：浮羽老人ホーム（40 世帯 40 名）、江南地区：水月吉井（29

世帯 29 人）、小塩地区：希望ケ丘（８世帯９人）、吉井地区：筑後吉井こころホスピタル（８世帯８人）を含
む

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　高齢者福祉サービスの
充実

●総合事業開始後、市が提供することになる訪問・通所型サービス等
の体制を整え介護予防の推進を図ります。

●家族介護の支援、紙おむつ支給事業等を引き続き行い、在宅で介護
する家族の負担軽減と在宅生活の継続を可能とするサービスの充実
を図ります。

●施設整備等を行い、高齢者の居宅環境を整えます。

２　地域包括ケアシステム
の充実

●社会福祉協議会や関係団体と連携し、自助、互助、共助、公助を組
み合わせながら、高齢者等を包括的に支えていく地域づくりに取り
組みます。

●地域ケア会議から地域の課題を把握し、地域づくり、資源開発を行
います。
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▲グラウンドゴルフ大会

▲民生委員・ケアマネージャー合同研修

▲高齢者徘徊模擬訓練の様子

▲黒砂糖づくり

主要事業 取組内容

●在宅医療と介護を一体的に提供するための事業に取り組みます。
●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を整えま
す。

●認知症サポーターの養成等地域住民への啓発に努め、認知症等要介
護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう
な地域の環境づくりを目指します。

３　高齢者の生きがいづく
り

●老人クラブや高齢者自ら活動の陶芸教室等の助成、支援の充実を通
して、生きがいづくりや介護予防対策の充実を図ります。

●シルバー人材センターを活性化・充実化します。
●これまで培った経験や能力を生かし、社会貢献の受け皿として、ボ
ランティアセンターと連携して生きがいづくりの充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

認知症サポーター養成者数
（累計） 2,770人 4,000人

地域ケア会議開催数 ６回／年 36回／年
シルバー人材センター登録者数 266人 500人
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▲喫茶.あひるの子

第３章｜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)

現況と課題
１．障がい者を取り巻く環境の変化
・..平成 23 年（2011 年）の改正障害者基本法では、「全ての国民が、障がいの有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」

ことを基本理念に掲げ、障がいのある人を“保護の必要な弱者（＝客体）”から“支援を受け

つつ社会の一員として自主的に参加する者（＝主体）”へと社会全体の意識を大きく転換させ

るものとなっています。

・..平成 28 年度より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が

施行されることに伴い、国・地方公共団体等・民間業者は差別的取扱いの禁止が法的義務と

なります。

２．障がい者の自立と社会参加の状況
・..社会福祉協議会、こぐま福祉会、あおぞら、ポルテ等との連携や地域障害者協議会において、

障がい者事業所や医療機関等との連携を通して相談支援体制の充実を進めています。

・..地域活動支援センターの運営並びに市内外の就労支援や日中預かりを行う事業所と連携し、

障がい者が利用しやすい通所事業所の運営支援を行っています。

・..特別支援学校卒業生を対象にした進路面談から就労に向けた訓練までの相談支援を行ってお

り、就労先となる地元企業への啓発として障がい者雇用制度等説明会を実施しています。

・..障がい者の就労相談日を設け、防災行政無線等を通じて呼びかけを行い、相談支援を行って

います。

・障がい者団体との連携を密にして意見を聞き、地域に必要な社会資源の把握を進めています。

３．自立と社会活動参加の促進
・..ほっとスペースを中心としたイベント活動、障害者福祉協会の活動に対するマイクロバスの

利用や人的支援等、イベント運営がスムーズにいくよう進めています。

・..福祉大会や人権フェスティバルにおいて、介護車両の展示や聴覚障がい者の方の講演を行い、

バリアフリーへの理解を深めるための事業を行っています。

４．障がい児教育等の状況
・..地域障害者協議会では児童部会を設け、部会員に保護者、事業所、特別支援学校教諭、教育

関係部局職員を加えて、地域に必要な社会資源の把握を図るとともに、現在ある社会資源の

連携強化及び情報の共有を進めています。

・..幼少期での早期発見、家族や支援者の対応等

への助言を行っており、今後は、進学ととも

に、教育機関とも連携し、切れ目のない支援

体制を構築していく必要があります。
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■身体障がい者（児）の状況：平成 27 年４月１日 （単位：人）

平成22年 平成27年
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身体障がい者合計 1,329 1,715 484 219 266 432 181 133
視覚 80 88 29 21 ８ ８ 16 ６
聴覚・平衡 97 133 ３ 29 15 23 １ 62
音声・言語 12 15 １ ５ ３ ６ ０ ０
肢体不自由 817 1,017 116 163 181 328 164 65
内部障がい 323 462 335 １ 59 67 ０ ０

 資料）うきは市

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　障がい者の自立と社会
参加の支援

●地域活動支援センター、障がい者相談支援事業を充実・活性化する
ことで、障がい者の自立と社会参加を促進します。

●一般企業に対し情報提供を行い、障がい者雇用に対する理解を深めて
いくとともに、関係者間の連携を強化しながら就労支援を進めます。

●公共施設等のバリアフリー化の促進などのハード面、障がい者に関
する正しい情報の提供等による偏見の解消などのソフト面の両面か
らの環境整備を図ります。

２　障がい者への福祉サー
ビスの充実

●身近な地域での障がい者支援を充実させるため、保健、医療、福祉、
教育、それぞれの分野のさらなる連携を強化し、一貫した支援体制
を構築していきます。

●相談支援専門員が障がい者やその家族からの相談に応じ、個々の心
身の状況やサービスの利用意向、家族状況などを踏まえた利用計画
の作成を進めます。

３　障がい児教育の充実 ●障がい児については、教育・保育等に携わるものの専門性の向上、
専門家の協力で、子どもが将来的に自立し社会参加するための力を
培うため、各施策を連携し、総合的に推進します。また、保護者へ
の情報提供を行い、事業利用の円滑化を図ります。

●自閉症、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）
等の発達障がいへの理解促進を図り、さまざまなサービス等を組み
合わせた総合的な生活支援等を実施します。

４　障害者差別解消法への
対応

●対応要領等を作成し、市職員に対する研修、事業者における研修、
地域住民に対する啓発活動を実施します。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

障害者就労支援による就業者数 ９人
（平成24～26年度）

24人
（平成27～32年度）

サービス利用計画の作成数 140人 280人
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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)

現況と課題
１．生活相談、生活指導の状況
・..家庭児童相談員を市役所に２名配置して、資質向上のための研修等に参加し、相談機能の充

実を図るとともに、福祉資金貸付については、現在、父子家庭も貸付可能となっており、ひ

とり親家庭への経済的支援の充実を進めています。

・..日常生活支援事業、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等の自立支援のため

の取組を行っています。

２．経済的自立に向けた就労指導の状況
・..母子家庭・若年者等への自立促進を図るため、民間の職業カウンセリング、ハローワークの

巡回相談等の就労指導が継続して行われています。

・..経済的・社会的な生活困窮者の自立支援体制が図られています。

３．生活保護行政の状況
・..被保護世帯への助言・指導体制の充実を図るため、民生委員・児童委員や関係機関と連携強

化し、被保護者への指導及び助言を行うとともに、研修等を通して、担当する地区担当員（ケー

スワーカー）の資質向上を進めています。

・..生活保護相談の充実を図るため、選任の面接相談員により、きめ細かな指導援助を進めてい

ます。

■うきは市の生活保護者数の推移：３月末日　　　　　　　　　　　（単位：人、世帯）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

世帯 281 280 294 280 293

人数 465 472 489 444 467

基本方針
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。

91



施策の内容
主要事業 取組内容

１　生活相談、生活指導の
充実

●家庭児童相談員のスキルアップのため、各研修に参加し、相談機能
の充実を図ります。

●母子父子寡婦福祉資金貸付制度、日常生活支援事業、自立支援教育
訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等の適切な運用を進めます。

●地区担当員（ケースワーカー）のスキルアップのため、社会福祉主
事の資格取得や、各研修等に参加し、社会福祉に関する専門的知識
を習得し、資質の向上を図ります。

●民生委員・児童委員と研修会等で連携を図るとともに、被保護者に
対する目的達成のため必要な指導や、要保護者からの自立助長を求
める相談に応じて必要な助言を図ります。

●選任の面接相談員を継続して配置することにより、処遇困難なケー
ス等に対する指導援助体制の整備強化を図り、生活保護相談の充実
を図ります。

２　経済的自立に向けた就
労の促進

●民間の職業カウンセリングとハローワークの巡回相談との連携強化
を図り、被保護者への多方面からの就労指導を図ります。

●生活困窮状態から早期に脱却できるよう、連携体制の強化、伴走型
の相談体制と就労訓練、家計相談、子どもの学習支援等生活困窮者
自立支援事業の充実を図ります。

●自立のための就労訓練の場となる中間就労の受け入れ事業所を一般
企業等の協力を得て確保していきます。

３　生活保護行政の確立と
推進

●被保護世帯の状況に応じた的確な実態把握に努め、必要に応じ調査
を実施し、関係機関との連携・協議のもと個々の状況に基づく助言・
指導を図ります。

●必要なケースワーカー数を確保し、関連機関との情報の共有化や研
修等にて連携を図り、保護の適正な運営を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

児童扶養手当全額受給者率 47％ 40％
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第５章｜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)

現況と課題
１．健康づくり事業の取組
・..健康管理システムで管理しているデータを健康教育等で活用し、市民の現在の健康状態や課

題等を理解させることにより、健康管理意識の向上を推進しています。

・..運動ボランティアがリーダーとなり、コミュニティセンター等で市民が自主的に健康づくり

に取り組めるよう支援すると同時に、実施状況を市民に伝え参加を促しています。

・..市内で介護予防や健康づくりのための活動を行っている運動ボランティアグループ（うきう

き会・よかよか会）に対するスキルアップ教室を実施し、その他の団体へも出前講座等で情

報提供を行っています。

２．生活習慣病予防の取組
・..生活習慣病については、ロコモティブシンドローム予防教室や糖尿病教室、ノルディック

ウォーキング教室等でうきはアリーナを活用した事業を実施しており、施設の指定管理者と

も情報の共有を図りながら健康づくりの支援を行っています。

・..広報誌に健康、疾病予防の情報を掲載し、健康に関する相談窓口の周知を行い、相談を実施

しています。

・..集団及び個別医療機関における各種がん検診の実施、未受診者への受診勧奨、要精密検査者

への再検査の受診徹底など、疾病の早期発見、早期治療を推進しています。

３．食育事業の取組
・..食生活改善推進員による各種料理教室のほか、乳幼児からの生活習慣病予防対策として、乳

児健診におけるおやつづくりのアドバイスと試食等の新たな取組を実施するとともに、食生

活改善推進員の知識向上のための研修会を実施しています。

・..特定健診結果から生活習慣病の重症化が疑われる対象者に対し、主治医の指示のもと、栄養

指導を行っています。

・..管理栄養士については、研修会等に積極的に参加し、知識の習得を図るととともに、得た知

識を栄養指導業務に活用しています。

■健康増進事業の実施状況 （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

胃がん検診 1,992 2,040 2,216 2,119 2,237

結核・肺がん検診 3,911 4,044 4,258 4,107 4,017

乳腺がん検診 2,579 2,687 2,830 2,692 2,697

子宮頚部がん検診 2,473 2,503 2,681 2,550 2,555

大腸がん検診 1,749 1,872 2,033 2,055 2,110

前立腺がん検診 1,153 1,280 1,445 1,166 1,223

肝臓がん検診 248 454 892 663 1,013
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■母子保健事業の実施状況 （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

母子手帳交付 285 254 242 258 262

母親学級　　　 ８ 52 77 54 119

子育て相談 313 436 444 481 422

妊婦健康診査 3,167 2,781 2,913 2,827 2,877

託児家庭訪問（件） 242 248 245 243 245

離乳食教室 78 148 128 128 116

４ヶ月児健康診査 230 277 231 236 231

７ヶ月児健康診査 234 242 241 240 220

10ヶ月児健康診査 230 251 236 239 238

12ヶ月児健康診査 237 248 240 240 237

１歳６ヶ月児歯科健康診査 263 232 271 235 248

３歳児健康診査 239 268 264 255 243

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　健康づくりの推進 ●市民自らが自分の健康について考えられるよう、必要な情報を的確
に提供しながら、市民が主体的に取り組めるような環境づくり、組
織づくりを図ります。

●健康管理システムの活用等を通して健康教育の充実を図ります。
●広報誌等を活用し、相談窓口の周知を図るとともに、福祉事務所と
連携し、心の相談窓口の充実を図ります。

●健康ボランティアの活動を支援するとともに、人材の育成を進めま
す。

２　生活習慣病予防の推進
（定期健診・健康相談等）

●生活習慣病やロコモティブシンドロームに対する運動の効果、正し
い運動方法等を伝えながら、うきはアリーナの利活用を推進し、継
続的な健康づくりにつながるような取組を行います。

●受診しやすい環境づくりに努め、受診率のさらなる向上を図ること
により、疾病の早期発見、早期治療を目指します。

３　健康増進における食育
の推進

●食生活改善推進員による指導や料理教室を通して食生活の改善を推
進し、生活習慣病の予防を図ります。

●生活習慣病予防を推進していくため、食生活改善推進員の資質向上
を目標とした研修会の実施・充実を図ります。

●健診後の個別栄養指導の強化と医療機関との連携強化を進めます。
●研修会等に積極的に参加し、管理栄養士などの指導者の資質向上と
活用を図ります。
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▲アリーナのスタジオで体操

▲食育体験の推進

▲食育と健康まつり

▲ロコモ予防教室

▲定期健診の推進

▲食生活改善推進員のみなさん

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

国保特定健診受診率
（受診者数/40歳～74歳の国保被保険者） 40.7％ 60.0％

食育体験教室参加者数 686人 800人
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▲民生委員・児童委員・ケアマネージャー学習会

第６章｜安全・安心な保障が充実しています(社会保障)

現況と課題
１．国民健康保険制度の状況
・..国民健康保険は、加入者の年齢層が高く、所得水準が低い傾向があること、医療機関の受診

が増加し、高度医療化していること等の現状を踏まえ、国民健康保険に対する理解と啓発を

進めていく必要があります。

２．介護保険制度の状況
・..第６期介護保険事業計画に基づき、制度の適正な運営を進めていますが、要支援者の地域支

援事業への移行等制度の改正に伴う介護費用や保険料給付への影響については、今後とも注

意深くその経緯を見守る必要があります。

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　健全な国民健康保険の
運営

●広報活動、医療費通知などにより相互扶助の国民健康保険制度の周
知と被保険者の健康管理意識の高揚を図ります。

●疾病の早期発見、早期治療のための健康診査などの保健事業の充実
による健康づくりを推進します。

●医療給付適正化の推進とともに、財源確保のための適正な税率の見
直しや保険税の収納率向上を図ります。

２　介護保険制度の適正な
運営

●要介護認定や介護費用の適正化とともに、保険料納付の平等性確保
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）

（再掲）
国保特定健診受診率
（受診者数/40歳～74歳の国保被保険者）

40.7％ 60.0％
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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
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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）
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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。
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▲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

111



▲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。

115



▲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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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



第１章｜市政に参画する市民が増えています（協働のまちづくり）

現況と課題
１．住民参画の状況
・..審議会など附属機関への住民公募委員の登用を進めており、より多くの市民の意見等を反映

しています。

・..政策形成過程において市民の意見を聞き、さまざまな実行委員会を形成しながら、市民の意

向を十分に反映できる仕組みづくりを進めています。

・..平成 26年度より、市内11の各校区及び地区において、自治協議会が一斉に発足しています。

協議会運営には、地域住民や各種協力団体が参加し、地域の課題解決に向けた組織づくりが

進んでおり、今後も継続して取り組む必要があります。

２．市民活動の状況
・..ボランティア活動については、平成 25 年度より、社会福祉協議会と連携し、うきは市生涯

学習人材バンクを開設して人材情報の共有化・データベース化を進め、学校・地域の学習ニー

ズに対応した人材を提供して、市民の学習活動を支援しています。

・..まちづくり出前講座については、市民のニーズに対応した出前講座メニューを提供し、メ

ニューの内容については、年度当初広報誌にて周知を進めています。

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　住民参画の推進 ●審議会などの附属機関への住民公募委員の登用を進めます。
●政策形成過程における市民参加を進め、市民の意向が市政に十分に
反映できる仕組みづくりを図ります。

●市民憲章の具現化のため、まちづくりに対する市民の参加意欲の向
上を図ります。

●各地区自治協議会を中心とした住民参画のまちづくりに積極的に取
り組み、地域計画の実践を支援します。

２　市民活動の育成・支援 ●市民大学まちづくり学部主催講座でボランティア育成講座を、自主
運営講座で地域支援ボランティア講座を開講し、うきは市生涯学習
人材バンクの充実を図ります。

●市民のニーズに対応したまちづくり出前講座のメニューの充実を図
ります。
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▲大石地区自治協議会の地域計画づくりの様子

▲まちづくりカフェ (一般対象 )

▲まちづくりカフェ (高校生対象 )

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

（再掲載）
コミュニティセンター利用者数 41,564人 52,000人

まちづくり出前講座年間実施回数 30回 50回
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第２章｜健全な行財政運営が行われています（行財政）

現況と課題
１．行財政運営の取組
・..災害復旧復興支援プロジェクトをはじめ、コミュニティ推進やブランド推進等の課題解決に

向けて、関係各課が連携する体制づくりを進めています。

・..新たな行政課題に的確に対応するため、必要に応じた組織機構を見直し、効率的な行政運営

を進めています。

・..計画的な職員採用などによる定員管理及び人員配置の適正化を進めています。

２．職員の資質向上
・..福岡県市町村職員研修所を中心に職員研修を実施するとともに、組織内での人権やハラスメ

ント等の研修に取り組んでいます。

・..市長が自ら職員に対し、まちづくりの提案をするよう積極的に働きかけるとともに、いろい

ろな計画づくりの中で市民の声を聞きながら、市政に反映できるよう啓発を行っていますが、

今後は、制度としての展開を図る必要があります。

３．電子自治体の取組
・..電算システム導入により業務の効率化及び市民サービスの向上に努めるとともに、セキュリ

ティ対策の強化を進めています。

４．財政の安定的確保
・..消費税増税により施設使用料等の改訂は行っていますが、実質的な自主財源確保につながる

ような取組が必要です。

・..事務改善委員会を開催し、組織機構や事務事業の改善を進めています。

・..行政改革推進委員会に対し、公共施設の有効活用について諮問し、答申を受けています。

・..行政改革推進委員会の答申を受けて、政策との調整を図りながら、必要度や効果を重視した

補助金制度の見直しを進めています。

・..民間や市民活動団体に対し、遊休施設の貸付を行っています。

・..うきはアリーナ等の公共施設に指定管理者制度を導入しています。

５．事務事業評価システムの検討
・..事務事業の成果を客観的に評価するシステム導入については、費用面等を含めた課題の整理

等が必要です。
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■主要項目別歳入・歳出額（普通会計） （単位：千円）

主要項目 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

歳
　
入

市税 2,590,682 2,７49,７34 2,699,859 2,69７,544 2,958,098

地方交付税 5,７54,360 5,964,483 6,059,506 6,009,553 5,829,７3７

使用料及び手数料 429,685 446,７1７ 416,9７9 498,653 445,326

国庫支出金 1,７７0,993 1,6７７,640 1,659,402 3,195,053 2,346,463

県支出金 934,７89 892,７58 1,048,933 1,4７6,595 1,452,221

その他の歳入 3,123,864 3,61７,658 4,095,004 3,816,1７７ 4,52７,069

計 14,604,3７3 15,348,990 15,9７9,683 1７,693,5７5 1７,558,914

歳
　
出

人件費 2,151,349 2,102,639 2,03７,615 1,899,529 1,896,9７9

物件費 1,７08,650 1,７11,412 1,７25,423 1,681,443 1,913,922

扶助費 2,391,139 2,423,622 2,533,6７9 2,514,830 2,6７3,582

公債費 1,495,481 1,635,331 1,932,63７ 1,650,893 1,７30,492

建設事業費 1,７40,638 1,７4７,602 2,161,3７5 3,７７７,031 3,84７,７90

その他の歳出 4,1７5,263 4,838,061 4,404,912 5,296,304 4,７７8,805

計 13,662,520 14,458,66７ 14,７95,641 16,820,030 16,841,5７0
注）普通会計：一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び自動車学校特別会計の合計

基本方針
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。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　適切な行政経営 ●行政機構については、コミュニティ推進体制やうきはブランド推進
体制等でも、関係各課の連携に努めるとともに、新たな行政課題に
的確に対応するため、必要に応じ組織機構を見直し、効率的な行政
運営を進めます。

●今後も計画的な職員採用などによる定員管理及び人員配置の適正化
を図ります。

●効率的な行政運営を進めるとともに、市民によりわかりやすい情報
を提供するため、「バランスシート」等の活用を図ります。

２　職員の資質の向上 ●職員研修については、福岡県市町村職員研修所での研修を中心とし
ながら、福岡県建設情報技術センター等での専門研修、市役所内で
の階層別研修等を推進するとともに、ほかの自治体との人事交流等
を活用して人材育成に取り組んでいきます。

●職員からの提案については、制度化のため関係課と協議、検討して
いきます。

３　電子自治体の推進 ●今後も職員の情報処理能力の向上に努め、市民サービスの向上を図
ります。

●ｅ - ＴＡＸを利用した電子申告等が増えるよう周知を図ります。
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▲うきは市立図書館・うきは市民センター

▲うきは市役所

主要事業 取組内容

４　財政の安定的運営（民
間委託等含む）

●健全財政を維持するため、自主財源の確保と依存財源の効率的運用
を図ります。

●行政改革推進委員会の答申に基づき、公共施設の有効活用を図ると
ともに、活用状況等を踏まえた上で、施設の統廃合を進めます。ま
た、公共施設等総合管理計画を策定し、長期的な視点からマネジメ
ントを行います。

●今後も、必要度や効果を重視した補助金制度の見直しを図ります。
●企業、市民活動団体等の民間活力の活用を検討します。
●各施設の指定管理者の更新を行い、効率的な運営を図ります。

５　行政評価システムの導
入検討

●効率的な業務運用を図った上で、システム導入については、関係課

と協議しながら検討していきます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

市税徴収率の向上 94.7％ 95.3％

128

前期基本計画　計画の実現　第２章｜健全な行財政運営が行われています（行財政）
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第３章｜市民だれもが市政情報等を活用しています(情報化)

現況と課題
１．地域情報化の取組
・..ＬＧＷＡＮを利用した全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、緊急情報を市民へ

瞬時に伝達することが可能となっています。

・..税務課で所有しているＧＩＳ（地図情報）システムをクライアントサーバー型からＷｅｂ版

に更新し、各職員の端末からも閲覧できるよう情報の共有化を図っています。

２．学校、地域における情報処理学習の取組
・情報機器、視聴覚機器等の整備を進めています。

・..市役所内の情報プラザパソコン研修室において、ＯＡ研修を行っています。また、学校にお

いてもパソコンを使った授業を行うなど、情報活用能力向上を進めています。

３．情報公開と個人情報保護対策の取組
・..第１次うきは市総合計画後期基本計画期間（平成 27 年度除く）において、年平均 17 件の

情報公開請求を受理し、適正に対処しています。

・毎年、情報公開請求を受理しており、制度として定着しています。

・..自治体クラウドの導入を機に、職員に対し文書管理の考え方とシステム操作の説明を行い、

適正化を進めています。

・..年２回個人情報保護審議会を開催し、条例の適正な運用を推進しています。

・..セキュリティ研修の受講や新規職員を対象としたセキュリティ研修の開催、また最新セキュ

リティプログラムを常に更新するなど、セキュリティ対策を進めています。

４．広報制度
・..市広報紙「広報うきは」（毎月２回発行）、市ホームページを適時更新、防災行政無線（毎日

定時２回）を通して行政情報をわかりやすく伝えるよう進めています。

５．広聴制度
・..広報うきはに「市長への声」の募集を掲載するとともに、市ホームページの「ご意見箱」等

により、広聴活動の充実と周知を進めています。

基本方針
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。
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▲市民だれもが市政情報.広報誌

施策の内容
主要事業 取組内容

１　地域情報化の推進 ●ＬＧＷＡＮ、地域イントラネットを利用し、情報化を推進します。
●自治体クラウドによるシステムの共同利用を図り、経費節減を図り
ます。

●地図情報システムの共有化と業務連携により、事務の効率化並びに
防災に活用できるよう検討します。

２　学校、地域における情
報処理学習の実施

●ＩＴを活用した情報教育の充実を図ります。
●パソコン研修を実施して、市民の情報活用能力の向上を図ります。

３　情報公開の充実と個人
情報保護対策の強化

●市民に対する情報公開制度の周知を図るとともに、情報公開制度を
適正に運営するため、文書管理を徹底します。

●個人情報保護審議会を定期的に開催します。
●個人情報保護制度、情報公開制度に関する全職員を対象とした研修
会等を開催します。

●情報の管理を徹底し、内部からも外部からも情報もれ等が起きない
ようセキュリティ対策を進めます。

４　広報制度の充実 ●行政情報をわかりやすく総合的に伝えるため、市民の立場に立って、
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
報提供を図ります。

５　広聴制度の充実導入 ●「市長への声」の募集や市ホームページの「ご意見箱」等を通して
市民が参加しやすい広聴活動の充実を図ります。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

市ホームページ年間アクセス数 1,054,487 1,266,000
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▲うきは祭り.友好都市.枝幸町との交流▲みどりの里・耳納風景街道.会議の様子

第４章｜周辺市町とのネットワークが図られています（広域行政）

現況と課題
１．広域連携の取組
・..地方自治体においては人口減少が続いており、今後財政基盤の弱体化が懸念される一方、地

方分権への対応を求められることから、自治体単独ですべての行政サービスをまかなうこと

が難しくなっています。

・..本市においても、行政区域を越えて広域的な対応については、久留米連携中枢都市圏構想や

筑後田園都市推進評議会等を通じて、広域行政推進を図っており、広域的な視点から、地域

の発展に取り組んでいます。

基本方針
広域連携による多様な市民ニーズへの対応を図ります。

施策の内容
主要事業 取組内容

１　広域連携の推進 ●久留米連携中枢都市圏への移行とともに、国政の動きとマッチした
広域行政の推進体制の整備を進めます。

主要指標

指標名 現状
（平成26年度）

目標
（平成32年度）

（再掲）
広域的連携事業数 14件 18件
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第２次うきは市総合計画基本構想・前期基本計画

資　料

資料１.―.第２次うきは市総合計画の答申について

資料２.―.第２次うきは市総合計画審議会委員名簿

資料３.―..第２次うきは市総合計画策定委員会委員名簿

資料４.―.第２次うきは市総合計画基本構想・ 

 前期基本計画策定の経過
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平成 27 年 11 月 25 日

うきは市長　髙木典雄　様

うきは市総合計画審議会
会長　　髙　倉　繁　生

第２次うきは市総合計画の答申について

　平成 27 年７月６日付、27 う企調第 83 号をもって、当審議会に諮問された第２次うきは市総合
計画について、慎重に審議を重ねた結果、下記の意見を付して答申します。

記

１. 本計画の趣旨と内容をわかりやすく、広く市民に周知し、市民の理解と協力を得て、市民
との協働により本計画を推進すること。また、その執行に当たっては PDCA手法を採用し、
効率的かつ着実に行うこと。

２. 国立社会保障・人口問題研究所によると、本市においても今後少子高齢化が進展すると予想
されている。このような状況下でも、本市が持つ個性を活かし、市民が住み続けたいと思う
誇りを持てるまちづくりを推進すること。特に若者の定住化、子育て支援、介護・福祉の充
実を図り、「住みよさを実感できるうきは市」の実現に向けて最善を尽くすこと。

３. 平成 27 年９月策定の「うきは市ルネッサンス戦略」の基本方針である「新たな雇用の創出」、
「地域コミュニティの再生」、「子育て支援」、「地域間連携」の各分野で、本計画との協調を
図るとともに、その執行に当たっては全力で取り組むこと。

４. 本市が持つ地域資源と特性を活かした農林業並びに商工業への支援を通じて、市内産物の付
加価値を高める「うきはブランド」の形成に向けて全力で取り組むこと。

５. 本計画の推進に当たっては、行政と市民との更なるパートナーシップの形成が重要と思わ
れる。平成 26 年度より開始した地区自治協議会との連携は特に重要であり、情報の共有化、
信頼感の醸成を図り、市民協働の理念で執行すること。

第２次うきは市総合計画第２次うきは市総合計画
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第２次うきは市総合計画
審議会委員名簿

No. 団体名等 氏　名 備　考

１ う き は 市 教 育 委 員 会 重　岡　喜久子

２ う き は 市 農 業 委 員 会 佐々木　芳　幸

３ う き は 市 自 治 協 議 会 加　藤　一　昭

４ うきは市社会福祉協議会 宮　﨑　高　義

５ う き は 市 商 工 会 半　田　元　博

６ う き は 市 観 光 協 会 稲　田　晴　海

７ に じ 農 業 協 同 組 合 川　原　文　次

８ 浮 羽 森 林 組 合 樋　口　哲　也

９ 浮 羽 青 年 会 議 所 大　塚　貴久子

10 学 識 経 験 者 片　岡　靖　子 審議会副会長

11 学 識 経 験 者 高　倉　繁　生 審議会会長

12 公 募 委 員 包　行　　　均

13 公 募 委 員 松門寺　貴　規

14 公 募 委 員 吉　井　　　稔

第２次うきは市総合計画第２次うきは市総合計画
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第２次うきは市総合計画策定委員会委員名簿

NO 所　属 氏　名 備　考

1 副 市 長 吉　岡　慎　一 委員長

2 教 育 長 麻　生　秀　喜 副委員長

3 市 長 公 室 長 髙　木　勲　美

4 総 務 課 江　藤　良　隆

5 企 画 財 政 課 瀧　内　教　道

6 徴 収 対 策 室 木　下　英　樹

7 市 民 生 活 課 寺　嶋　克　史

8 農 林 振 興 課 石　井　　　太

9 住 環 境 建 設 課 高　瀬　　　智

10 保 健 課 権　藤　精　二

11 福 祉 事 務 所 秦　　　克　之

12 生 涯 学 習 課 江　島　尚　子

13 学 校 教 育 課 園　田　隆　彦

14 人 権 ･ 同 和 対 策 室 白　石　孝　博

15 う き はブランド推進課 田　篭　正　規

16 市 民 協 働 推 進 課 出利葉　隆　之

17 男 女 共 同 参 画 推 進 室 井　上　理　恵

18 水 資 源 対 策 室 手　島　直　樹

19 企 画 財 政 課 金　子　好　治 事務局長

＊ 企 画 財 政 課 樋　口　秀　吉 事務局

＊ 企 画 財 政 課 中　野　広　将 事務局

第２次うきは市総合計画第２次うきは市総合計画
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第２次うきは市総合計画基本構想・前期基本計画策定の経過

平成26年
□５月13日 第１回総合計画策定委員会（策定日程、総合計画策定支援業務委託等の

協議）
□６月６日 総合計画策定業務委託のプロポーザル審査会
□７月23日 第２回総合計画策定委員会（市民アンケート、総合計画策定関連資料の

収集等の協議）
□８月21日 基本構想に向けた市長へのトップインタビュー
□９月３日　 第３回総合計画策定委員会（市民アンケート内容等の協議）
□９月下旬～10月20日 総合計画策定のための市民意識調査
□11月より　 後期基本計画調査シート作成作業（総合計画の進捗状況）
□12月12日～12月25日 市民意見交換会「まちづくりカフェ」５箇所

平成27年
□１月10日～１月26日 市民意見交換会「まちづくりカフェ」11箇所（合計16箇所）
□３月31日　 総合計画策定業務平成26年度成果物納品（うきは市の現状、市民意見交

換会まちづくりカフェ、市民意識調査結果骨子）
□４月22日 第４回総合計画策定委員会（うきは市の現状、市民意見交換会まちづく

りカフェ、市民アンケート調査結果等の協議）
□５月１日～５月20日 第２次総合計画審議会委員公募（広報うきは・ホームページ・防災行政

無線等）
□５月15日～５月25日 総合計画後期基本計画進捗状況ヒアリング
□６月24日　 第５回総合計画策定委員会（基本構想骨子等の協議）
□７月６日　 第１回総合計画審議会・総合計画の諮問（うきは市の現状分析結果、市

民アンケート調査結果、市民意見交換会まちづくりカフェ結果、基本構
想骨子提案等の協議）

□８月６日　 第６回総合計画策定委員会（前期基本計画施策体系、基本目標１・２の
協議等）

□８月18日　 第２回総合計画審議会（基本構想審議、前期基本計画施策体系・基本目
標１と２提案等）

□９月25日～10月24日 パブリックコメント実施（ホームページ・防災行政無線等）
□９月28日 第７回総合計画策定委員会（基本目標３・４、計画の実現の協議等）
□９月30日 第３回総合計画審議会（基本構想・前期基本計画施策体系・基本目標１

と２審議、基本目標３と４・計画の実現提案等）
□10月28日 第４回総合計画審議会（基本目標１・２・３・４と計画の実現審議、パ

ブリックコメント状況報告等）
□11月16日 第５回総合計画審議会（基本目標３・４と計画の実現審議、全体の最終

意見調整、基本構想・前期基本計画案承認、答申案の協議等）
□11月25日 総合計画審議会よりうきは市長へ答申書提出

第２次うきは市総合計画第２次うきは市総合計画
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第２次うきは市総合計画
基本構想／前期基本計画
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