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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

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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30,000

35,000

40,000

45,000

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

（人）

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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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、
※総人口には年齢不詳含む。構成比は年齢不詳人口を除く人口に対する構成比。
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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■
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出所：国勢調査
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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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