
■ふるさと大使（50音順）
     漫画家　             落語家　　          書道家                   タレント   
うえやまとちさん　 笑福亭風喬さん　   大力翠雲さん           タモリさん

                            元宮城学院                                            タレント
  ジャーナリスト       女子大学学長            ラジオDJ            元タカラジェンヌ
鳥越俊太郎さん   　平川新さん        　BUTCHさん          穂高ゆうさん

■シンボル
市のキャラクター　 　   市の木                  市の鳥                    市の花
      うきぴー                   柿　　　　　  かわせみ                 彼岸花

■市の歌
　ルリ色のふるさと

■日本の百選
    名水百選　　   水源の森百選          棚田百選　　　    疎水百選　　
    清水湧水      調音の滝公園一帯　  つづら棚田             大石用水

　フ　ル　ー　ツ　王　国　う　き　は

　うきは市概要
     〒839-1393　福岡県うきは市吉井町新治316番地
     ℡0943-75-3111　http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/

平成17年3月20日、吉井町と浮羽町が合併し「うきは市」が誕生。
■位置   
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、
東は大分県日田市と隣接。福岡市から高速道路の利用で約１時間。
■地形
北に筑後川が流れ、南に耳納連山を有する豊かな自然と肥沃な農業地
帯。山麓部に果樹地帯が広がる。水に恵まれたまちで４つの日本の百選
に選定。
■気象
平坦部における年平均気温は16℃前後、年間降水量は1860㎜程度で

  比較的温暖な環境。
■面積（県内14位）

■人口・世帯数（国勢調査）

■人口・世帯数（住民基本台帳）

■有権者数
24,033人（令和4.6.1現在）
■議会
議員定数：14　任期：令和8.4.30　議長：江藤芳光
■地域指定
準都市計画、過疎（一部）、辺地、振興山村（一部）、農村地域、
農業振興、農山村（一部）、国定公園、県立自然公園
■友好都市
北海道枝幸郡枝幸町（平成21.10.31調印）

吉井の白壁土蔵の町並み浮羽稲荷神社

総面積 耕地 宅地 森林

117.46㎢ 26.30㎢ 8.21㎢ 59.26㎢

区分 平成22.10.1 平成27.10.1 令和2.10.1

人口 31,640人 29,509人 27,981人

世帯数 10,219世帯 9,940世帯 10,128世帯

高齢化率 27.7％ 31.9％ 36.0％

区分 令和2.1.1 令和3.1.1 令和4.1.1

人口 29,339人 28,916人 28,564人

世帯数 11,128世帯 11,207世帯 11,253世帯



■農業   
市平坦部には水田地帯が広がり、米・麦のほか、トマトやカーネーション、バ
ラなど花きの生産地帯。山麓部は果樹園が広がり、ぶどう、桃、梨、柿、
いちごなど１年を通じて栽培される。山間部では稲作や果樹栽培のほか、
お茶の栽培も盛ん。
■産業   
製材所などの木材関連産業や、江戸時代の用水路開削により製麺、酒、
しょうゆなどの製造が伝統的地場産業。特に麺は九州三大麺どころの一
つ。棕櫚箒は福岡県伝統工芸品。製造業の割合が高く、工業団地に工
作機械や自動車部品等の工場が進出し、操業中。
■生産・所得（令和元年度）

■総生産額（令和元年度）

■就業人口（令和2.10.1現在）

■農業・工業・商業 

■公共交通
JR久大本線（筑後吉井駅、うきは駅、筑後大石駅）、西鉄バス久留米
～吉井線（吉井営業所ほか）、高速バスひた号（朝倉IC、杷木IC)  

■温泉・観光地   
九州北部の観光地として、令和元年の年間観光入込客数は154万人。
旅行情報誌の九州・山口の道の駅人気ランキングで6年連続総合1位
となった道の駅うきはは豊富なフルーツや眺望が人気。環境省の国民保
養温泉地である筑後川温泉と吉井温泉は9つの入浴施設がある。白
壁土蔵の町並みや浮羽稲荷神社、調音の滝などが人気スポット。
■文化財
国の重要伝統的建造物群保存地区である吉井の白壁土蔵の町並み
や新川田篭地区の山村集落のほか、全国の国指定の装飾古墳73基
の1割にあたる7基がうきは市にあり一部は内部の見学可能。

■祭り・イベント（新型コロナウイルスの影響により一部中止あり）

　　　　
■特産品   
製麺、ぶどう、桃、梨、柿、キウイ、いちご、いちじく、トマト、しいたけ、きく
らげ、オリーブ、カーネーション、バラ、一の瀬焼、日本酒、茶、棚田米、
チョウザメ、流川レンコン、耳納杉、四方竹、棕櫚帚
■郷土出身者   
菊竹六皷（ジャーナリスト）、河北倫明（美術評論家）、佐藤達夫
（人事院総裁）、安元知之（農民劇団主催者）、村田英雄（歌
手）、倉富純男（九経連会長）、樽美酒研二（アーティスト）

つづら棚田流川の桜並木

耳納連山

市内総生産 就業者1人当たり 市民所得 人口1人当り

836億円 6,015千円 681億円 2,439千円

第1次産業 第2次産業 第3次産業 その他

3,978百万円 26,233百万円 49,425百万円 528百万円

4.8％ 31.3％ 63.3％ 0.6％

第1次産業 第2次産業 第3次産業 その他

2,125人 3,678人 7,767人 306人

15.7％ 27.1％ 57.2％ 2.2％

農業
（令和2.2.1）

農家数 基幹的農業従事者数

1,619人 1,597人

製造業
（令和2.6.1）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

54 2,145人 53,293百万円

卸・小売業
（平成28.6.1）

事業所数 従業者数 年間商品販売額

304 1,674人 32,240百万円

1月 いちご狩り、大石親子凧あげ大会

2月 みゆきマルシェ、うきはの酒蔵開き、筑後吉井おひなさまめぐり

3月 田篭ヤマメの里まつり、柿大将百年公園桜まつり、流川桜まつり

4月 長野水神社春の大祭、浮羽おくんち、持木のたけのこまつり、小
塩つつじ庭園

5月 一の瀬焼春の陶器祭り、筑後吉井の小さな美術館めぐり、お宝
の市、浮羽麺祭り、棚田オーナー田植え祭り

6月 小塩ホタル祭り、

7月 調音の滝滝開き、吉井祇園祭、筑後川温泉花火大会

8月 ぶどう狩り、梨狩り、納涼盆踊り大会

9月 棚田inうきは彼岸花めぐり、うきはYOSAKOI祭り、お宝の市

10月 若宮おくんち、柿狩り

11月 うきは祭り、食と農と健康まつり、一の瀬焼秋の陶器祭り、うきは
市民文化祭、お宝の市、延寿寺曽根ハゼ並木ライトアップ

12月 小塩冬ボタル



■国指定史跡 
日岡古墳、屋形古墳群（珍敷塚古墳・原古墳・鳥船塚古墳・古畑
古墳）、楠名・重定古墳、塚花塚古墳、
■市指定史跡 
安富古墳、正平塔、袋野水道並びに附属遺跡
■国重要文化財 
筑後国浮羽郡月岡古墳出土品、平川家住宅主屋・納屋
■国選定地区
筑後吉井重要伝統的建造物群保存地区、新川田篭重要伝統的
建造物群保存地区
■国指定登録有形文化財
楠森河北家住宅、南久保田家住宅
■県指定有形民俗文化財
油絵「元寇」、小椎尾神社旧神像敷板並びに岩屋堂木彫阿弥陀
如来坐像一体附木彫僧形坐像二体、御粥占い面絵録
■県指定工芸  
浄満寺の梵鐘
■市指定工芸   
若宮八幡宮銅製狛犬・灯籠一体
■市指定彫刻   
溝口観音堂木造観音立像
■県指定書跡   
問注所文書、熊懐家文書
■市指定書跡   
田代家文書一括
■市指定無形民俗文化財 
若宮おくんち毛槍、吉井祇園囃子、山北おくんち振毛槍並びに子ど
も楽、三春天満宮火鑽神事
■県指定天然記念物   
千年の柊、朝田天満宮の楠
■市指定天然記念物   
高御魂神社の榧
■森林セラピー基地   
うきは市は森林セラピー基地に認定され、つづら棚田コースと調音の滝
コースを歩いて楽しめる。

■公共施設状況（令和3年度）

■教育・医療・福祉　　　　　　　　　　　　（　）うち市立以外 

■生活保護率（令和3年度）   
1.47％
■文化施設   
るり色ふるさと館、文化会館「白壁ホール」、市民ホール「かわせみホール」、
市立図書館、観光会館「土蔵」、吉井歴史民俗資料館、浮羽歴史民
俗資料館
■スポーツ施設   
市立総合体育館「うきはアリーナ」（体育館・温水プール・ジム・武道場）、
スポーツアイランド（テニスコート・ソフトボール場・野球場・多目的グラウン
ド）、浮羽体育センター（野球場・テニスコート・相撲場）、吉井体育セ
ンター（体育館・グラウンド・テニスコート）、大春トリムセンター（武道場・
野球場・グラウンド）、船越運動公園（グラウンド）
■その他の施設   
総合福祉センター、デイサービスセンター、ふれあい荘、社会教育集会所、
コミュニティセンター（御幸・山春・大石・小塩・新川・田篭・妹川・千年・
吉井・福富・江南）、居蔵の館、鏡田屋敷、菊竹六皷記念館、金子文
夫資料展示館、町並み交流館「商家」
■公園 
保木公園、城ケ鼻公園、調音の滝公園、合所ダム公園、藤波ダム公園、
古川水辺公園、長岩公園、ホタルの里広場、清水湧水ふれあい広場、
吉井百年公園、美津留川河川公園、白壁交流広場、児童遊園

道路実延長 708,650ｍ ごみ総収集量 8,798ｔ

道路面積 1,844,509㎡ 水道給水人口 635人

し尿処理人口 3,954人 下水道等処理区域内人口 28,753人

し尿総収集量 3,074㎘ 公営住宅等 509戸

ごみ処理人口 28,359人 体育館 2箇所

幼稚園 認定こども園 小学校 中学校

1（1） 1（1） 7（0） 2（0）

病院数 病床数 診療所 歯科

3（3） 350（350） 29（29） 15（15）

保育所 特養老人ホーム 養護老人ホーム 介護老人保健施設

7（2） 3（3） 1（1） 1（1）

九州三大麺どころフルーツ王国うきは開国式

道の駅うきはの眺望 筑後川温泉



■主要指標（令和3年度）

■財源及び支出の状況（構成比）

■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
■基本構想
平成28～令和7年度
■基本計画
前期：平成28～令和2年度、　後期：令和3～7年度

■財政（普通会計）

■主な歳入歳出 

水田から眺める柿畑と耳納連山

区分 令和元決算 令和2決算 令和3決算

歳入 16,813百万円 19,428百万円 18,721百万円

歳出 16,425百万円 18,613百万円 17,694百万円

形式収支 388百万円 814百万円 1,028百万円

実質収支 314百万円 690百万円 890百万円

単年度収支 139百万円 376百万円 199百万円

実質単年度収支 514百万円 569百万円 467百万円

積立金現在高 11,451百万円 11,960百万円 12,977百万円

地方債現在高 12,663百万円 12,501百万円 12,206百万円

１万人当たりのスイーツ店舗数4.7店うきはの柿

身延桜（法華原の大しだれ桜）

区分 令和元決算 令和2決算 令和3決算

地方税 2,893百万円 2,879百万円 2,917百万円

地方交付税 5,196百万円 5,340百万円 5,747百万円

国県支出金 3,762百万円 6,965百万円 5,095百万円

地方債 1,683百万円 1,129百万円 1,081百万円

歳入計 16,813百万円 19,428百万円 18,721百万円

義
務
的
経
費

人件費 1,809百万円 2,248百万円 2,312百万円

扶助費 3,093百万円 3,047百万円 3,652百万円

公債費 1,589百万円 1,343百万円 1,417百万円

小計 6,491百万円 6,638百万円 7,381百万円

物件費 2,168百万円 2,137百万円 2,113百万円

普通建設
事業費

補助 972百万円 430百万円 860百万円

単独 1,510百万円 928百万円 691百万円

失業対策事業費 0百万円 0百万円 0百万円

歳出計 16,425百万円 18,613百万円 17,694百万円

区分 指数等

標準財政規模（臨財債発行可能額含む） 9,154百万円

経常収支比率 79.3％

財政力指数（令和元-令和3） 0.39

健全化判断比率

実質赤字比率 -％

連結実質赤字比率 -％

実質公債費比率（令和元-3） 7.0％

将来負担比率 -％

税の徴収率（現年分） 99.0％

積立金現在高

財政調整基金 5,806百万円

減債基金 1,107百万円

特定目的基金 6,064百万円

地方債現在高 12,206百万円

土地開発公社土地保有高 146百万円

ラスパイレス指数（令和3.4.1） 98.1

区分 令和2決算 令和2県平均 令和2類似団体

一般財源 46.9％ 47.9％ 45.3％

自主財源 26.2％ 34.8％ 28.9％

義務的経費 35.7％ 45.4％ 35.4％

投資的経費 10.2％ 12.6％ 13.2％


