
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）
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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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基本構想　第２章｜ 10 年後のうきは市（まちづくりの方向）

第２次うきは市総合計画


