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１ 基本的な考え方 

（１）国の総合戦略との関係 

筑紫野市では、「まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）」に基づき、平成 26 年
12 月 27 ⽇に国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「国の第 1 期総合戦略」と
いう。）」の基本的な考え方や政策 5 原則等を基として、本市における人口減少と地域経済縮小の
克服を図り、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確⽴を目指して、平成 27（2015）年度から令
和元（2019）年度までの 5 年間の政策目標や施策の基本的方向、取り組むべき具体的な施策をま
とめた「筑紫野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「第 1 期市総合戦略」という。）」を策定
しました。第 1 期市総合戦略では、「まちに活⼒をもたらす産業の振興と雇⽤の創出」、「まちの魅
⼒の向上と新たな人の流れを促す情報発信」、「誰もが子どもを生み育てやすいと感じるまちづく
り」、「安全安心なくらしを守る、時代にあった地域づくり」を 4 つの政策（基本目標）として、そ
の取り組みを進めてきました。 

国においては、国の第 1 期総合戦略での取り組みについて、地方の若者の就業率、訪⽇外国人旅
⾏者数、農林⽔産物・⾷品の輸出額は一貫して増加傾向にあるなど、しごとの創生に関しては一定
の成果が⾒られる一方で、東京圏への転入超過は平成 30（2018）年は 13.6 万人となっており、
景気回復が続く中、バブル崩壊後のピークの 15.5 万人（平成 19（2007）年）より下回ってはい
るものの、国の第 1 期総合戦略の取り組みが始まった平成 26（2014）年からは一貫して増加して
おり、更なる取り組みが求められている状況となっています。 

そのため、国は、国の第 1 期総合戦略の成果と課題等を踏まえて必要な⾒直しを⾏った「第 2 期
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「国の第 2 期総合戦略」という。）」を令和元年 12 月
20 ⽇に策定し、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地方とのつながりを
築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集
う、安心して暮らすことができる魅⼒的な地域をつくる」を 4 つの基本目標としたうえで、「多様
な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを⼒にする」という 2 つの横断的な目標を追加す
ることで、将来にわたって「活⼒ある地域社会」の実現と「東京圏への一極集中」の是正を共に目
指すこととしています。 

このことから、本市においても第 1 期市総合戦略の成果と課題を検証するとともに、本市にお
ける直近の人口動態や、国の第 2 期総合戦略における地方創生の目指すべき将来や新たな基本目
標の考え方等を踏まえた⾒直しを⾏い、「第 2 期筑紫野市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下
「第 2 期市総合戦略」という。）」を策定するものです。 
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■国「第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」における地方創生の目指すべき将来と政策 5 原則（抜粋）  

１．地方創⽣の目指すべき将来 

（１）将来にわたって「活⼒ある地域社会」の実現 

①人口減少を和らげる 

人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の充実を図るととも
に、⽂化や歴史、街並み等を活かした「暮らしやすさ」を追求し、地方の魅⼒を育み、ひとが
集う地域を構築する。 

②地域の外から稼ぐ⼒を⾼めるとともに、地域内経済循環を実現する 

世界も視野に入れて、競い合いながら、観光、農業、製造業など、地域ごとの特性を活かし
て域外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資⾦を地域発のイノベーションや地域企業への投
資につなげる等、地域の隅々まで循環させることにより、地域経済を強くする。 

③人口減少に適応した地域をつくる 

人口減少は、その⻭⽌めに時間を要し、⻭⽌めをかけたとしても一定の人口減少が進⾏して
いくと⾒込まれることから、生活・経済圏の維持・確保や、生産性の向上などに取り組み、人
口減少に適応した地域をつくる。 

（２）「東京圏への一極集中」の是正 

東京圏について、人口の一極集中やそれに伴う弊害を是正しつつも、集積のメリットや、それ
によるイノベーションの創出機会を最大限に活かせるような環境づくりを進め、グローバル競
争におけるプレゼンスを高める。 

２．まち・ひと・しごとの創⽣に向けた政策 5 原則 

第 2 期における施策の方向性等を踏まえ、第 1 期に掲げた政策 5 原則を次のとおりに⾒直す。 

①⾃⽴性 

地方公共団体・⺠間事業者・個人等の⾃⽴につながるような施策に取り組む。 

②将来性 

施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極的に取り組む。 

③地域性 

地域の強みや魅⼒を活かし、その地域の実態に合った施策を、⾃主的かつ主体的に取り組む。 
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④総合性 

施策の効果をより高めるため、多様な主体との連携や、他の地域、施策との連携を進めるな
ど、総合的な施策に取り組む。その上で、限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるた
め、直接的に支援する施策に取り組む。 

⑤結果重視 

施策の結果を重視するため、明確な PDCA メカニズムの下に、客観的データに基づく現状分
析や将来予測等により短期・中期の具体的な数値目標を設定した上で施策に取り組む。その後、
政策効果を客観的な指標により評価し、必要な改善を⾏う。 

 

■国の第 2 期総合戦略の全体像 
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（２）第六次筑紫野市総合計画との関係 

令和 2 年度を始期とする第六次筑紫野市総合計画（以下「第六次総合計画」という。）は、市が
目指す姿を市⺠と共有し、まちづくりに向けた様々な取り組みをバランス良く効率的に進めてい
くための基本的な指針となるもので、市政全般における政策や施策等を体系化したものです。 

第六次総合計画では、基本構想に掲げる将来都市像の実現手段として、体系化された計画（Plan）
に基づいて予算が配分され、事務事業を実⾏（Do）し、その成果がどうであったか、施策と基本
事業の目標達成に効果を及ぼしているかを成果指標で評価（See）することによって改善を繰り返
す PDS サイクルによる⾏政評価を⾏うこととしており、第 2 期市総合戦略とその取り組みの趣旨
や目的の多くが重なっていることから、両計画の整合性を図って一元的に推進することが可能で
す。 

このことから、第 1 期市総合戦略に引き続き、原則として、第六次総合計画に掲げる施策、基本
事業のうち、まち・ひと・しごとの創生に資すると⾒込まれるものを第 2 期市総合戦略の政策（基
本目標）単位で再構成し、第六次総合計画の施策と基本事業に設定した成果指標を第 2 期市総合
戦略の重要業績評価指標（KPI︓Key Performance Indicator）として可能な限り活⽤することで、
2 つの計画の一元的な進捗管理を⾏うこととします。 

ただし、まち・ひと・しごとの創生を実現するためには、関係人口の創出・拡大のように、分野
横断的な取り組みが求められる施策もあることから、第 2 期市総合戦略においてもこれらをチャ
レンジ施策として位置づけ、総合的な推進を図ることとします。 

（３）第２期市総合戦略の計画期間 

第六次総合計画との整合性を図り一元的に推進するため、令和2（2020）年度から令和5（2023）
年度までの 4 年間を第 2 期市総合戦略の計画期間とします。 
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（４）政策目標設定と政策検証の枠組み 

第 1 期市総合戦略では、国の第 1 期総合戦略や市の特性を勘案したうえで、国が示す 4 つの基
本目標に沿った政策（基本目標）とその成果指標（数値目標）を設定し、その政策分野ごとに講ず
べき施策の基本的方向と具体的な施策を示すとともに、各施策の成果を客観的に評価するための
重要業績評価指標を設定しました。 

国の第 2 期総合戦略においては、国の第 1 期総合戦略の成果と課題を踏まえ、4 つの基本目標
に対する新たな観点の追加や、横断的な目標の追加などの⾒直しが⾏われています。第 2 期市総
合戦略においても、4 つの政策（基本目標）に、国の第 2 期総合戦略や本市の特性を勘案した、ま
ち・ひと・しごとの創生と好循環の確⽴を図るために必要な政策（基本目標）の成果指標（数値目
標）及び講ずべき施策の基本的方向と具体的な施策、重要業績評価指標を設定することとします。
なお、これらの成果指標については、前述のとおり、原則として、第六次総合計画に掲げる施策、
基本事業の成果指標及び目標値を可能な限り活⽤することとします。 

設定した成果指標については、⾏政評価を活⽤し、第六次総合計画と併せて一体的な進捗管理を
⾏うとともに、産・官・学・⾦・労・⾔等の代表により構成される有識者会議において、施策の達
成状況を評価し、必要に応じて第 2 期市総合戦略の⾒直しについて検討することとします。 

 
■第六次筑紫野市総合計画と第 2 期筑紫野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の政策評価のイメージ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）計画のフォローアップ 

この第 2 期市総合戦略（初版）を基本として、施策の達成状況や社会情勢の変化、「地域経済分
析システム（RESAS）」を活⽤した詳細な経済分析の結果等を踏まえ、必要に応じて内容の⾒直し
を⾏うこととし、施策を推進するにあたっては、地方創生推進交付⾦をはじめとした国の財政措置
や各種規制緩和等の支援制度を積極的に活⽤することとします。  

二次評価 
一次評価を実施した事務事業等を対
象に、所管課以外が⾏う評価 

一次評価 
施策や事務事業等の成果等につい
て、所管課が⾏う評価 

三次評価 
二次評価を実施した事務事業等を対
象に、市⻑が⾏う評価 

施策・基本事業・事務事業の評価 

有識者会議による審議 
施策の達成状況を評価するとともに、必要に応じてまち・ひと・しごと創生総合戦略
の⾒直しについて検討する。 

産・官・学・⾦・労・言 等の代表により構成される有識者会議 
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（６）持続可能な開発目標（SDGs）との関係 

持続可能な開発目標（SDGs︓Sustainable Development Goals）とは、平成 27（2015）年 9
月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された令和
12（2030）年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための「17 の目標」により構成さ
れています。 

SDGs は発展途上国のみならず、先進国⾃身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであるこ
とから、国では SDGs が掲げる「17 の目標」に向けて積極的な取り組みが進められていますが、
その中で、地方⾃治体における取り組みの推進が目標の達成に向けて不可⽋であるとされていま
す。 

SDGs が掲げる「17 の目標」は、その規模や範囲が広範囲ではあるものの、第 2 期市総合戦略
の施策が目指す姿と重なる点も多くあることから、第 2 期市総合戦略の実現と併せて、世界各国
が目指す SDGs の目標に向けた本市の取り組みを積極的に周知・推進していくこととします。 

 
■SDGs が掲げる「17 の目標」 
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２ 本市の現況〜第１期の取り組みと第２期に向けて〜 

（１）人口動態 

①人口の現状と予測 

本市の人口は、平成 27（2015）年 10 月に⾏われた国勢調査では 101,081 人、また、同年 9
月末時点での住⺠基本台帳では 102,404 人となっています。しかし、2000 年代後半からは社会
増（転入－転出）の値が減少傾向となり、2010 年代に入ると出生数の減少と死亡数の増加により、
⾃然増（出生－死亡）の値も減少する傾向がみられるようになっています。 

そのため、国⽴社会保障・人口問題研究所が平成 30 年 3 月に公表した推計や、住⺠基本台帳を
⽤いた市独⾃の推計のいずれにおいても、本市の人口は、令和 2（2020）年〜令和 7（2025）年
頃にピークを迎え、その後減少に転じると予測されています。 

しかし、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）に基づき平成 27 年 10 月に策
定し、令和 2 年 3 月に改訂した筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン（以下、「市人口ビ
ジョン」という。）にて⾏った推計（人口の将来展望）によると、国のまち・ひと・しごと創生⻑
期ビジョン（令和元年改訂版）（以下、「国の⻑期ビジョン」という。）及び第 2 期福岡県人口ビジ
ョン（以下、「県の人口ビジョン」という。）の考え方に従い合計特殊出生率が改善するとともに、
転出の抑制と転入の促進を図り、現在の純移動率を保つと仮定した場合、令和 47（2065）年時点
で約 87,000〜97,000 人の人口を維持できると⾒込まれています。 

※合計特殊出⽣率の仮定条件 
国の⻑期ビジョン及び県の人口ビジョンの考え方を踏まえて、出生率向上の時期ごとに 3 ケー

スでの推計を⾏っています。 

■ケース 1、2、3 の仮定値の概要 

 

 

 

 

 

 

  

ケース 算定の前提条件 

ケース1 
合計特殊出生率が令和12（2030）年に1.8、令和22（2040）年に人口置換⽔準である2.07
を達成すると仮定 

ケース2 
合計特殊出生率が令和17（2035）年に1.8、令和27（2045）年に人口置換⽔準である2.07
を達成すると仮定 

ケース3 合計特殊出生率が令和22（2040）年に1.8を達成し、その後は1.8を維持すると仮定 

※合計特殊出生率 1.8︓若い世代の、結婚・子育ての希望を実現した場合に向上が⾒込まれる出生率です。 
※合計特殊出生率 2.07︓将来的に人口を維持していくために必要とされる出生率（人口置換⽔準）です。 
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■人口の将来展望（社人研パラメータ使⽤時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン 

 

 

■人口の将来展望（市独⾃パラメータ使⽤時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン 

  

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

ケース1 101,081 101,295 101,120 100,595 99,918 99,146 98,206 97,262 96,227 94,936 93,509

ケース2 101,081 101,295 101,017 100,291 99,262 98,111 97,099 96,066 94,933 93,557 91,930

ケース3 101,081 101,295 100,966 100,139 98,960 97,456 95,755 94,009 92,106 89,882 87,384

社人研準拠 101,081 101,294 100,769 99,609 97,966 95,831 93,502 91,117 88,523 85,566 82,244
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2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

ケース1 102,404 104,400 105,600 106,040 105,830 105,060 103,960 102,730 101,240 99,410 97,410

ケース2 102,404 104,350 105,400 105,590 105,050 103,980 102,710 101,360 99,740 97,770 95,590

ケース3 102,404 104,330 105,290 105,340 104,590 103,120 101,250 99,200 96,840 94,050 91,000

市独自推計 102,404 104,240 104,920 104,490 103,080 100,780 98,020 95,050 91,710 87,900 83,750
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②人口の社会増減の現状 

筑紫野市と県内外⾃治体との間の人口移動の状況は、約 4 割が県外⾃治体間での移動、約 6 割
が県内⾃治体間での移動となっています。 

 

■人口移動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン 

 

  

平成26（2014）年 平成27（2015）年 平成28（2016）年 平成29（2017）年 平成30（2018）年

県外への転出 -2055 -2176 -1999 -2005 -2188

県内への転出 -3176 -3130 -2832 -2998 -2932

県外からの転入 2185 1995 2099 2206 2101

県内からの転入 3109 3257 3297 3262 3179

県内での人口移動 -67 127 465 264 247

県外での人口移動 130 -181 100 201 -87
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県内市町村との間では、 
近年は転入超過が続いている 
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県内⾃治体との間の人口移動の詳細を⾒ると、筑紫圏域をはじめとした近隣⾃治体間で転入超
過の傾向が⾒られます。また、その他の県内市町村間での移動についても、転入超過の傾向が⾒ら
れます。 

 

■県内での人口移動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン 
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 平成 26(2014)年 平成 27(2015)年 平成 28(2016)年 平成 29(2017)年 平成 30(2018)年 
■ 田川圏域 12 7 -5 2 6 
■ 飯塚・嘉穂圏域 24 30 9 48 2 
■ 直方・鞍手圏域 -7 8 1 8 2 
■ 有明圏域 22 8 16 9 -5 
■ 久留⽶圏域 -24 -12 71 -48 -26 
■ ⼋⼥・筑後圏域 25 3 8 -2 14 
■ 朝倉圏域 -52 33 46 -62 21 
■ 糸島圏域 1 10 -15 1 13 
■ 宗像・糟屋北部圏域 -36 -49 -30 10 2 
■ 糟屋中南部圏域 -11 51 49 12 32 
■ 筑紫圏域 46 33 221 247 174 
■ 福岡市圏域 -41 -39 70 44 44 
■ 京築圏域 1 18 -8 -5 -2 
■ 遠賀・中間圏域 -8 0 -4 -13 -3 
■ 北九州市圏域 -19 26 36 13 -27 
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③人口の⾃然増減の現状 

筑紫野市の合計特殊出生率（1 人の⼥性が生涯に産むことが⾒込まれる子どもの数）は全国及び
福岡県平均と比較してやや高い状況で推移していますが、将来的に人口を維持していくために必
要とされる 2.07 には届いていません。 

■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓筑紫野市まち・ひと・しごと創生⻑期ビジョン 

 

また、福岡県が平成 30 年 10 月から 11 月にかけて実施した子育て等に関する県⺠意識調査で
は、県⺠が持ちたいと考える理想の子どもの数及び実際に持つつもりの子どもの数ともに 2 人が
最も多い状況です。しかし、理想の子どもの数をみてみると、3 人を理想と考える人も多い状況が
みられます。 

■理想の子どもの数と実際の子どもの数 

 

 

 

 
資料︓子育て等に関する県⺠意識調査報告書（平成 31 年 3 月 福岡県）  

平成14
(2002)

年

平成15
(2003)

年

平成16
(2004)

年

平成17
(2005)

年

平成18
(2006)

年

平成19
(2007)

年

平成20
(2008)

年

平成21
(2009)

年

平成22
(2010)

年

平成23
(2011)

年

平成24
(2012)

年

平成25
(2013)

年

平成26
(2014)

年

平成27
(2015)

年

平成28
(2016)

年

全国 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44

福岡県 1.29 1.25 1.25 1.26 1.3 1.34 1.37 1.37 1.44 1.42 1.43 1.45 1.46 1.52 1.5

筑紫野市 1.39 1.39 1.4 1.24 1.43 1.43 1.45 1.44 1.55 1.41 1.44 1.52 1.52 1.44 1.57

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

合
計

特
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出
⽣

率

1.57 

1.5 

1.44 

本市の出⽣率は全国や県よりも高いが、 
人口置換水準 2.07 は大きく下回っている 

 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上 
子どもを持つ 
つもりはない 

わからない 無回答 

理想の 
子どもの数 

2.1% 46.2% 36.8% 3.0% 1.1% 2.1% 7.1% 1.5% 

実際に持つつもりの 
子どもの数 

13.9% 39.9% 18.2% 2.9% 1.0% 3.4% 17.4% 3.3% 
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（２）第 1 期の成果と第 2 期に向けた課題 

第 1 期市総合戦略では、4 つの政策（基本目標）ごとに成果指標（数値目標）を掲げ、講ずべき
施策の基本的方向と具体的な施策を示すとともに、施策ごとに重要業績評価指標を設定しました。 

これらの検証による第 1 期市総合戦略の主な成果と課題は次のとおりとなっています。 
 

①政策 1「まちに活⼒をもたらす産業の振興と雇⽤の創出」 

創業セミナーや空き店舗対策補助事業などによる創業支援に取り組んだことに加え、近年の堅
調な人口推移に伴い、大型商業施設の出店が進んでいることなどから、事業所数、従業員数、販売
額は増加傾向となっているものの、農業においては、高齢化と後継者不⾜による農業者の減少が続
き、観光については、観光入込客数及び消費額ともに横ばいの状況となっています。 

このことから、創業・開業の支援や消費の拡大等による新たな雇⽤の創出、新規就農者への支援
と生産性の高い安定的な農業経営の実現、地域資源を活⽤した観光振興に積極的に取り組むこと
で、地域の活⼒や魅⼒を向上させる必要があります。 

・市内事業所数※（H24︓3,239 事業所 → H29︓3,292 事業所） 

・観光入込客数（H26︓1,881 千人/年 → H30︓1,786 千人/年） 

※この数値は 5 年毎に実施される経済センサスにより調査された数値であり、連続した取得が困難なことから、
第 2 期市総合戦略においては法人税の確定申告の状況から算出した数値を使⽤することとします。 

 

②政策 2「まちの魅⼒の向上と新たな人の流れを促す情報発信」 

筑紫野市の魅⼒の積極的な情報発信に加え、宅地開発等を要因とする子育て世代等の転入によ
り、人口の社会増減については、近年は転入が転出を上回る社会増の状態を維持し続けていますが、
その差は徐々に小さくなっており、これまで人口が増加し続けていた本市における人口減少は目
前に迫っています。 

このことから、今後予測される人口の減少を抑制し、誰もが住みたい・住みつづけたいと思える
まちづくりに向けて、本市の魅⼒や観光情報の発信に加え、企業誘致の推進や空家対策の推進など、
総合的な移住促進策の実施により、本市の魅⼒を向上させるまちづくりを進める必要があります。 

・人口の社会増減（H21〜H25 の平均︓112 人/年 → H30︓132 人/年） 
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③政策 3「誰もが子どもを⽣み育てやすいと感じるまちづくり」 

保育士の待遇改善による保育の質の向上、人材の確保に取り組んだほか、子育てに特化した情報
発信などを実施しましたが、⼥性の社会進出や働き方の多様化などにより保育所への入所希望者
が増加し、いまだ待機児童が発生するなど、充実した子育て環境の構築に向けた課題に対する対応
が求められています。 

このことから、結婚・出産・子育ての切れ目のない一体的な支援や、⼥性の活躍推進のための仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組むとともに、地域の特色や独⾃性を
活かし、誰もが安心して子どもを生み育てることができる環境を整備することで、未来を担う子ど
もたちの健やかな成⻑を促す必要があります。 

・合計特殊出生率（H24︓1.44 → H28︓1.57） 

・安心して子どもを生み育てられる環境になっていると思う市⺠の割合 
（H27︓60% → R1︓57.9%） 

 

④政策 4「安全安心なくらしを守る、時代にあった地域づくり」 

高齢化の更なる進⾏が予測されるなか、交通手段を確保し維持するため、地域公共交通網形成計
画に基づく地域公共交通網の⾒直しを⾏い、新たな交通手段であるコミュニティバス「つくし号」
や「御笠⾃治会バス」の運⾏を開始しました。また、「⾃助」「共助」「公助」の役割分担を図った
うえで、地域コミュニティによるまちづくりを推進するため、7 つのコミュニティ全てにおける
「地域まちづくり計画」の策定などの取り組みを⾏ったことで、現在、地域の様々な課題に応じた
活動が活発化しています。 

しかしながら、今後の地域人口の減少、都市化や生活様式の多様化に加え、若者の流出や無関心、
高齢化の進⾏等により、将来にわたる活動の継続に不安を抱えていることや、健康維持や疾病予防
に加え、生涯住み慣れた地域で⾃分らしく⾃⽴した生活を送ることへの関心が高まっており、誰も
がお互いに多様な生き方を認め合える社会の形成が求められています。 

このことから、住宅や商業、公園などのバランスの取れた計画的なまちづくり、歴史・⽂化の継
承と振興、⾃然環境の保全や交通利便性の更なる向上のほか、地域包括ケアシステムの推進や健康
寿命の延伸、⾃主防災組織の充実や河川改修をはじめとした「⾃助」「共助」「公助」による⾃然災
害への対応等、人が集い、本市の魅⼒を活かす、活⼒ある地域のまちづくりを進める必要がありま
す。 

・市⺠と⾏政が互いに協⼒しあってまちづくりをしていると思う市⺠の割合 

（H27︓41.0% → R1︓67.2%） 
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３ 第 2 期筑紫野市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略の体系 

政策分野 具体的な施策 
政策１ まちに活⼒をもたらす 

産業の振興と雇⽤の創出 
①地域資源・産業を活かした地域の競争⼒強化 
 ■中小企業の経営支援 
 ■農業生産基盤の整備・保全 
 ■消費者が求める農産物の供給 
 ■森林の保全 
 ■観光資源の活⽤ 

②専門人材の確保・育成 
 ■創業・開業の支援 
 ■農業を担う人づくり 

③働きやすい魅⼒的な就業環境と担い⼿の確保 
 ■就労の促進 
 ■男⼥平等意識づくりと⼥性活躍推進 
 ■高齢者や障がい者の社会参加の促進 
 ■異⽂化理解の推進 
 ■ICT を活⽤した業務効率化などの働き方改⾰の

推進 

政策２ まちの魅⼒の向上と 
新たな人の流れを促す情報発信 

①移住の推進 
 ■市の魅⼒の情報発信 
 ■観光情報の発信 
 ■計画的な⼟地利⽤の推進 
 ■空家対策の推進 
 ■地域コミュニティ活動の充実 

②若者の修学・就業の推進 
 ■高校・大学との連携【チャレンジ施策】 
 ■就労の促進（再掲） 
 ■歴史学習の機会提供 
 ■⾃然共生社会の推進 

③関係人口の創出・拡大 
 ■関係人口の創出・拡大【チャレンジ施策】 

④地方への資⾦の流れの創出・拡大 
 ■⾃主財源の確保 
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政策３ 誰もが子どもを⽣み育てやすい 
と感じるまちづくり 

①結婚・出産・子育ての支援 
 ■結婚・出産・子育ての切れ目のない支援【チャレ

ンジ施策】 
 ■子育て不安の軽減 
 ■⺟子保健の推進 
 ■地域における子育て支援 
 ■幼保サービスの充実 

②仕事と子育ての両⽴ 
 ■男⼥平等意識づくりと⼥性活躍推進（再掲） 

③地域の実情に応じた取り組みの推進 
 ■地域コミュニティ活動の充実（再掲） 
 ■学校教育の充実 
 ■地域との協⼒体制 
 ■⻘少年の居場所づくり 

政策４ 安全安心なくらしを守る、 
時代にあった地域づくり 

①質の⾼い暮らしのためのまちの機能の充実 
 ■市内・地元商店街における消費の拡大 
 ■公園の利⽤促進 
 ■空家対策の推進（再掲） 
 ■公有財産管理 
 ■交通手段の充実 
 ■市街地の整備 
 ■Society5.0 の推進【チャレンジ施策】 
 ■地域コミュニティ活動の充実（再掲） 

②地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 
 ■観光推進体制の充実 
 ■⽂化財の整備と活⽤ 
 ■年齢や体⼒に応じたスポーツの振興 
 ■地球温暖化防⽌の推進 
 ■NPO・ボランティア活動の促進 

③安心して暮らすことができるまちづくり 
 ■地域包括ケアシステムの推進 
 ■健康づくりの推進 
 ■浸⽔対策の推進 
 ■防災意識の向上 
 ■消防体制の整備 
 ■交通安全対策の推進 
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政策１ まちに活⼒をもたらす産業の振興と雇⽤の創出 

（１）基本目標                                  

本市における人口減少と地域経済縮小の克服を図るには、地域の稼ぐ⼒を高め、やりがいを感じる
ことのできる魅⼒的な雇⽤機会を⼗分に創出し、誰もが安心して働けるようにすることが重要です。 

本市では、近年の堅調な人口推移に伴い、大型商業施設の出店が進んでいることなどから、事業所
数、従業員数、販売額は増加傾向となっていますが、商店街や中心市街地には空き店舗が存在してい
る状況です。また、農業においては、高齢化と後継者不⾜による農業者の減少が続き、観光について
は、観光入込客数及び消費額ともに近年横ばいの状況となっています。 

このため、地域資源・産業を活かした地域の競争⼒強化や、専門人材の確保・育成に取り組み、本
市の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現を図る必要があります。 

また、様々な人々が安心して働けるようにするためには、地域の稼ぐ⼒を高めるだけではなく、多
様化する価値観やライフスタイル・ワークスタイルも踏まえ、誰もがその⼒を発揮できる就業環境や
⾃分の居場所を⾒出せる環境づくりを通じて、しごとの場であり生活の場である地域全体の魅⼒を
高めることが必要です。 

そのため、働きやすい魅⼒的な就業環境と担い手の確保に取り組み、安心して働ける環境の実現を
図ります。 

成果指標 基準値 目標値 

市内事業所数 2,272 社 2,370 社 

観光入込客数 1,786 千人 1,791 千人 

（２）講ずべき施策に関する基本的方向                       

■地域資源・産業を活かした地域の競争⼒強化 
地域の強みを活かして稼ぐ⼒を高めるため、地域経済の担い手である中小企業や農林業者の生産

性向上と収益⼒強化を図るとともに、地域産業と観光業等の効果的な連携により、地元産品の市外販
路の開拓や観光客の誘客による好循環を創出し、産業の活性化を図ります。 

■専門人材の確保・育成 
筑紫野市の地域特性を活かした事業を⾏う創業・開業の支援や、創業に関する普及啓発、新規就農

者など農業を担う多様な人材の育成を推進することによって、新たな産業の創出と雇⽤の場の拡大
を図ります。 

■働きやすい魅⼒的な就業環境と担い⼿の確保 
若者や⼥性、高齢者、障がい者など、誰もが働くことができる雇⽤の場を拡大し、就労を促進する

ことによって、様々な産業の担い手、後継者の確保と育成を図ります。 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）                   

施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

①地域資源・産業を活
かした地域の競争⼒
強化 

■中小企業の経営支援 

地域経済の担い手である中小企業の支
援を⾏い、生産性向上と収益⼒強化を図り
ます。 

（主な取り組みの例） 
・商工振興対策補助事業 
・中小企業融資預託・保証料補助事業 

商工会の会員数 
1,800 人 

※現状︓1,762 人 

■農業⽣産基盤の整備・保全 

農産物の効率的かつ安定的な生産を支
えるため、農業生産施設や設備、農地・⽔
路・農道などの農業生産基盤づくりの支援
を推進します。 

（主な取り組みの例） 
・⽔田農業担い手機械導入支援事業 
・農村環境整備事業 

農業生産施設・設備等に対
する支援件数（計画期間内
累計） 

8 件 
※現状︓3 件 

■消費者が求める農産物の供給 

農産物直売所をはじめとした地産地消
の取り組みを進めることで、地元農産物の
安全・安心な生産と安定供給を推進しま
す。 

（主な取り組みの例） 
・地産地消推進事業 
・野菜振興対策補助事業 

農産物直売所における販売
高 

412,101 千円 
※現状︓374,638 千円 

■森林の保全 

森林環境譲与税を活⽤した適切な森林
の整備などに取り組むことで、森林の多面
的機能の維持・向上を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・林業振興対策助成事業 
・森林環境譲与税活⽤事業 

適切に管理されている人工
林の割合 

52.1% 
※現状︓49.2% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■観光資源の活⽤ 

地域が持つ魅⼒ある資源の相互連携と
有効活⽤を図ることにより、魅⼒ある観光
地づくりを推進します。 

（主な取り組みの例） 
・二⽇市温泉活性化事業 
・観光施設管理運営事業 

温泉利⽤客数 
339,206 人 

※現状︓339,206 人 

②専門人材の確保・育
成 

■創業・開業の支援 

地域の特性を活かした経済活動の活性
化と雇⽤の創出のため、創業支援事業計画
に基づく創業や事務所開設時に必要な支
援を⾏います。 

（主な取り組みの例） 
・中心市街地活性化推進事業 
・空き店舗対策補助事業 
・創業支援事業計画推進事業 

新規創業者数（計画期間内
累計） 

300 人 
※現状︓78 人 

■農業を担う人づくり 

農地利⽤の最適化の推進による認定農
業者の育成に取り組むとともに、福岡県農
業大学校等の関係機関と連携し、所得の確
保や技術の習得等のための支援を⾏うこ
とで、新規就農の促進を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・まち農スタート事業 
・農業次世代人材投資事業 

新規就農者数（計画期間内
累計） 

6 人 
※現状︓0 人 

③働きやすい魅⼒的な
就業環境と担い⼿の
確保 

■就労の促進 

若年層をはじめとした地元企業への就
労の促進に取り組み、中小企業の将来を担
う人材の確保を支援します。 

（主な取り組みの例） 
・労働⾦庫預託事業 
・雇⽤対策事業 

ふるさとハローワークにお
ける就職率 

72.4% 
※現状︓71.4% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■男⼥平等意識づくりと⼥性活躍推進 

固定的性別役割分担意識の解消に向け
た取り組みの推進や、⼥性リーダーの育
成、企業に対する啓発活動を推進します。 

（主な取り組みの例） 
・男⼥共同参画セミナー等事業 
・⼥性就労支援事業 

家庭内の仕事を夫と妻が共
同して分担していると思う
市⺠の割合 

60.0% 
※現状︓58.0% 

■⾼齢者や障がい者の社会参加の促進 

誰もが活躍できる社会の実現に向けて、
高齢者や障がい者の就労や社会参加の促
進を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・高齢者への就労支援事業 
・障がい者社会参加促進事業 

生きがいを持っている高齢
者の割合 

82.3% 
※現状︓81.3% 

⾃⽴支援給付（訓練等給付）
の利⽤者数 

464 人 
※現状︓374 人 

■異⽂化理解の推進 

外国人と接することが生活の中で⽇常
的になっていることから、多様な⽂化への
理解を深める取り組みを推進することで、
市内で暮らす外国人労働者を支援します。 

（主な取り組みの例） 
・にほんご教室事業 
・アジア太平洋子ども会議招聘事業 

国際交流が推進されている
と思う市⺠の割合 

26.7% 
※現状︓22.7% 

■ICT を活⽤した業務効率化などの働き
方改革の推進 

効果的な ICT の利活⽤について市が率
先して取り組むことで、働きやすい職場環
境づくりを推進します。 

（主な取り組みの例） 
・グループウェア運営管理事業 
・ICT 活⽤・業務改善推進事業 

ICT を活⽤した業務改善件
数（計画期間内累計） 

12 件 
※現状︓0 件 
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政策２ まちの魅⼒の向上と新たな人の流れを促す情報発信 

（１）基本目標                                  

本市の人口は昭和 47 年 4 月の市制施⾏時の約 4 万人から 2.6 倍の約 10 万 4 千人まで増加して
いますが、市人口ビジョンにおける人口動態の分析結果によれば、これまで転入者が転出者を上回る
社会増の状態（転入超過）が続いていた本市の人口の社会増減の成⻑が鈍化しており、転入者を転出
者が上回る社会減の状態（転出超過）による人口減少が目前に迫っている状況であることが明らかに
なっています。また、社会増減の状況は、県内の移動が全体の 6 割を占め、そのうちの多くが近隣⾃
治体間のものであるという結果が出ています。 

このことから、企業誘致やシティプロモーションなど、これまで取り組んできた移住施策を引き続
き推進するとともに、若者世代を中心に地域の産業や⽂化等への理解を深め、「ふるさとちくしの」
への親しみや愛着を醸成するための施策を推進するなど、近隣⾃治体に負けない魅⼒ある筑紫野市
を市内外に積極的に発信することで、移住・定住の促進による人口の社会増の維持を図ります。 

さらに、移住・定住を促進するためには、移住を直接促進する施策を引き続き展開するだけでなく、
将来的な移住にもつながるよう、特定の地域への関心や関わりづくりをきっかけとした新しいひと
の流れをつくることが重要です。 

そのため、筑紫野市に継続的に多様な形で関わる関係人口の創出・拡大などに取り組み、個人や企
業とのつながりの構築を図ります。 

成果指標 基準値 目標値 

人口の社会増減 177 人/年 177 人/年 

（２）講ずべき施策に関する基本的方向                       

■移住の推進 
筑紫野市内への企業誘致を推進することにより、新たな雇⽤の場の創出と就労者等の移住の促進

を図るとともに、必要としている人に対して適切な情報を発信するシティプロモーション戦略等を
展開することによって、筑紫野市のブランドイメージを向上させ、移住者と定住する市⺠の増加を図
ります。また、空家対策の推進により、空家の予防・解消等を促進し、既存ストックの有効活⽤を図
ります。 

■若者の修学・就業の推進 
高校や大学との連携により、地域における若者の雇⽤機会の創出を促進する取り組みを進めると

ともに、地域の産業や⽂化等への理解を深める「ふるさと教育」や子どもの⾃然環境学習等、筑紫野
市への郷⼟愛を醸成するための施策を推進することで、若者世代の UIJ ターンや地元定着の促進を
図ります。 
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■関係人口の創出・拡大 
特定の地域への関心や関わりを深める中で築いた地域との縁（関係）が移住を決めるきっかけとな

ることが多いことから、移住の裾野拡大に向けて、筑紫野市に継続的に多様な形で関わる関係人口の
創出・拡大を図ります。 

■地方への資⾦の流れの創出・拡大 
ふるさと納税の取り組みを積極的に推進し、市内への資⾦の流れの創出・拡大や返礼品を出品する

地場企業等の育成による地域の稼ぐ⼒の向上を図るとともに、寄附者個人や企業とのつながりの増
加を図ります。 

（３）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）                   

施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

①移住の促進 ■市の魅⼒の情報発信 

効果的なテーマやターゲット、媒体を選
定したうえで、筑紫野市のブランドイメー
ジ向上のための情報を発信し、本市への移
住を促進します。 

（主な取り組みの例） 
・ホームページ運営事業 
・筑紫野市魅⼒発信事業 

市の魅⼒を PR するために
作成・発信したコンテンツ
数（計画期間内累計） 

590 件 
※現状︓103 件 

■観光情報の発信 

観光情報の積極的な発信による来訪者
の増加を図り、地域経済を活性化すること
で、筑紫野市の魅⼒を高めます。 

（主な取り組みの例） 
・観光振興対策補助事業 
・観光情報発信事業 

報道機関への観光情報発信
件数 

20 件 
※現状︓2 件 

■計画的な⼟地利⽤の推進 

市内への企業誘致を推進することによ
って、地域における雇⽤の場の創出と就労
者等の移住の促進を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・企業誘致推進事業 
・線引き⾒直し事業 

大規模業務⽤地整備面積
（計画期間内累計） 

20,800 ㎡ 
※現状︓0 ㎡ 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■空家対策の推進 

空家の管理等に関する相談や情報の充
実に取り組むことで、空家の予防・解消を
促進します。 

（主な取り組みの例） 
・空家等対策事業 
・空家総合相談事業 

空家総合相談窓口利⽤件数
（計画期間内累計） 

50 件 
※現状︓0 件 

■地域コミュニティ活動の充実 

地域住⺠が主体となり、地域課題の解決
や地域の魅⼒を活かしたまちづくりを進
めるための基盤となるコミュニティ組織
の充実を図り、多様な人材が活躍する魅⼒
あふれる筑紫野市づくりに取り組みます。 

（主な取り組みの例） 
・コミュニティ運営協議会補助事業 
・コミュニティ推進事業 

地域の活動（コミュニティ・
⾏政区等）に参加している
市⺠の割合 

70.0% 
※現状︓67.3% 

②若者の修学・就業の
推進 

■⾼校・大学との連携【チャレンジ施策】 

⽂化・産業、教育・人材育成、まちづく
り、健康・福祉など、幅広い分野において
地域の高校や大学と相互に連携・協⼒した
取り組みを展開することで、地域への課題
意識や貢献意識を持つまちづくりの担い
手づくりや、本市の魅⼒を知り、関係を持
ち続ける人材の育成を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・域学連携推進事業 

連携した取り組みを⾏って
いる高校・大学の数 

2 校 
※現状︓1 校 

■就労の促進（再掲） 

若年層をはじめとした地元企業への就
労の促進に取り組み、UIJ ターンや地元定
着の促進を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・労働⾦庫預託事業（再掲） 
・雇⽤対策事業（再掲） 

ふるさとハローワークにお
ける就職率（再掲） 

72.4% 
※現状︓71.4% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■歴史学習の機会提供 

地域の歴史や⽂化を学ぶ場と機会の充
実を図り、地域の⽂化等への理解を深め、
地域の将来を支える人材づくりに取り組
みます。 

（主な取り組みの例） 
・ちくしの歴史・⽂化発信事業 
・五郎⼭古墳館運営管理事業 

歴史・⽂化に関する体験学
習等に参加した児童・生徒
の数 

2,677 人 
※現状︓2,677 人 

■⾃然共⽣社会の推進 

⾃然環境学習等の啓発活動の充実に取
り組むことで、筑紫野市の豊かな⾃然環境
への親しみを醸成し、定住する市⺠の増加
を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・⾃然環境学習事業 
・環境問題啓発事業 

⾃然環境学習の参加者数 
328 人 

※現状︓297 人 

③関係人口の創出・拡
大 

■関係人口の創出・拡大【チャレンジ施策】 

筑紫野市への継続的な関心と交流を通
じ、様々な形で本市を応援する「関係人口」
を創出・拡大する取り組みを推進し、潜在
的移住・定住者の増加を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・まち農スタート事業（再掲） 
・成人式事業 
・市祭等イベント開催事業 

この 1 年間で友人・知人に
筑紫野市の良さを伝えたこ
とがある市⺠の割合 

43.2% 
※現状︓39.9% 

④地方への資⾦の流れ
の創出・拡大 

■⾃主財源の確保 

ふるさと応援寄附⾦収入額の増加に向
けた取り組みを推進し、本市の⾏財政運営
に必要な⾃主財源の確保はもとより、市内
への資⾦の流れの創出・拡大や返礼品を出
品する地場企業等の育成による地域の稼
ぐ⼒の向上を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・ふるさと応援寄附⾦納付促進事業 
・物産振興補助事業 

ふるさと応援寄附⾦収入額
（計画期間内累計） 

630,000 千円 
※現状︓112,316 千円 
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政策３ 誰もが子どもを⽣み育てやすいと感じるまちづくり 

（１）基本目標                                  

市人口ビジョンによる分析の結果、本市においては、特に出生率の上昇につながる施策に取り組む
ことが、人口減少度合いを抑える上で効果的であるとされています。本市の直近（平成 28 年）の合
計特殊出生率は 1.57 であり、全国や福岡県の値は上回っているものの、国の⻑期ビジョンによって
示された人口規模を⻑期的に維持する⽔準である人口置換⽔準 2.07 を下回っています。 

また、⼥性の社会進出や働き方の多様化などにより保育所への入所希望者が増加し、いまだ待機児
童が発生するなど、充実した子育て環境の構築に向けた課題に対する対応が求められています。加え
て、結婚・出産・子育てに対する経済的負担感や子育てと仕事の両⽴のしにくさなど、子育て支援に
対するニーズの多様化に対応するため、きめ細やかな子育て支援策の推進や多様な主体の参画によ
る、地域ぐるみの子育て支援の充実に取り組む必要があります。 

これらを踏まえ、誰もが安心して子どもを生み育てることができるよう子育て家庭への生活支援
や待機児童の解消をはじめとした、結婚・出産・子育ての切れ目のない一体的な支援に取り組むとと
もに、男⼥の働き方や地域ぐるみの子育てのサポート体制など、本市の実情に応じた市⺠の暮らしに
密着するきめ細やかな施策の展開を図ります。 

成果指標 基準値 目標値 

合計特殊出生率 1.57 1.64 

この地域で子育てをしたいと感じる乳幼児の保
護者の割合 

96.2% 96.2% 

（２）講ずべき施策に関する基本的方向                       

■結婚・出産・子育ての支援 
結婚・出産・子育ての切れ目のない一体的な支援を⾏うことで、子育てに関する不安や負担を軽減

し、親子が心身ともに健やかに暮らすことができるよう、各段階において必要な施策を推進します。 

■仕事と子育ての両⽴ 
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現や、⼥性が働きながら安心して子育てを⾏

うことができる環境の実現を図るため、男⼥の固定的な家事・育児の役割分担意識等の解消や仕事と
家庭が両⽴できる働き方改⾰の推進、⼥性の活躍推進に向けた取り組みを進めます。 

■地域の実情に応じた取り組みの推進 
結婚・出産・子育ての希望をかなえ、誰もが子どもを生み育てやすいと感じるまちづくりにつなが

るよう、地域全体で子どもたちを守り育む体制づくりや学校教育の充実、⻘少年の居場所づくりなど、
筑紫野市の実情を踏まえた少子化対策を推進します。 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）                   

施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

①結婚・出産・子育て
の支援 

■結婚・出産・子育ての切れ目のない支援
【チャレンジ施策】 

子育て中の家庭が必要とする様々な情
報を発信するとともに、悩みの解消や子育
て支援サービスを効果的に利⽤するため
の相談支援を⾏います。 

（主な取り組みの例） 
・子育て世代包括支援センター運営事業 
・利⽤者支援事業 

子育てが楽しいと思う保護
者の割合 

96.0% 
※現状︓96.0% 

■子育て不安の軽減 

結婚・出産・子育ての希望をかなえるた
め、家庭状況や経済状況にかかわらず子育
てができる環境や、子どもの発達・成⻑に
関する不安を相談しやすい体制づくりを
進めます。 

（主な取り組みの例） 
・⺟子家庭⾃⽴支援事業 
・子どもの発達支援事業 

子育てに関する経済的不安
がある保護者の割合 

65.0% 
※現状︓71.3% 

■⺟子保健の推進 

親子が心身ともに健やかに暮らすこと
ができるよう、保健指導や健康診査などの
取り組みを着実に推進します。 

（主な取り組みの例） 
・乳児家庭育児支援事業 
・乳幼児健診事業 

乳幼児健診の未受診率 
【4 ヶ月】 0.0% 

※現状︓0% 
【1 歳 6 ヶ月】 3.0% 

※現状︓3.5% 
【3 歳】 0.9% 

※現状︓0.9% 

■地域における子育て支援 

保護者の孤⽴を解消し、地域ぐるみで子
育てを応援するための仕組みづくりを進
め、子育てに関する不安の軽減を図りま
す。 

（主な取り組みの例） 
・ファミリーサポートセンター事業 
・地域子育て支援センター事業 

他の親子と交流している乳
幼児をもつ保護者の割合 

80.9% 
※現状︓79.6% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■幼保サービスの充実 

安心して保育所等に子どもを預けて働
いたり、幼児教育を受けたりすることがで
きるよう、保育士の確保や受入増加の取り
組みを推進し、待機児童の解消を図りま
す。 

（主な取り組みの例） 
・保育人材確保対策事業 
・一時的保育事業 

待機児童数（保育所） 
0 人 

※現状︓181 人 

②仕事と子育ての両⽴ ■男⼥平等意識づくりと⼥性活躍推進（再
掲） 

男性が育児に参加しやすい環境や、子育
て世代の⼥性が働きながら安心して妊娠・
出産・子育てができる環境の実現を図るた
め、固定的性別役割分担意識の解消に向け
た取り組みの推進や、⼥性リーダーの育
成、企業に対する啓発活動を推進します。 

（主な取り組みの例） 
・男⼥共同参画セミナー等事業（再掲） 
・⼥性就労支援事業（再掲） 

家庭内の仕事を夫と妻が共
同して分担していると思う
市⺠の割合（再掲） 

60.0% 
※現状︓58.0% 

③地域の実情に応じた
取り組みの推進 

■地域コミュニティ活動の充実（再掲） 

地域の魅⼒を活かしたまちづくりを進
めるためのコミュニティ組織の充実を図
り、子育て世代の安心感や多世代にとって
暮らしやすい環境づくりを図ります。 

（主な取り組みの例） 
・コミュニティ運営協議会補助事業（再掲） 
・コミュニティ推進事業（再掲） 

地域の活動（コミュニティ・
⾏政区等）に参加している
市⺠の割合（再掲） 

70.0% 
※現状︓67.3% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■学校教育の充実 

学校教育の充実のための施策を推進す
ることにより、楽しく充実した学校生活の
中で、子どもたちの社会を生き抜く⼒の養
成を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・少人数指導推進事業 
・生徒指導総合推進事業 
・中学校⽂化・体育奨励事業 

学習意欲の向上がみられる
児童・生徒の割合 

【児童】 65.0% 
※現状︓61.1% 

【生徒】 60.0% 
※現状︓57.4% 

不登校児童・生徒のうち、解
消・復帰等の改善がみられ
た児童・生徒の割合 

【児童】 60.8% 
※現状︓55.8 

【生徒】 70.6% 
※現状︓65.6% 

運動意欲の向上がみられる
児童・生徒の割合 

【児童】 90.5% 
※現状︓90.5% 

【生徒】 84.2% 
※現状︓84.2% 

■地域との協⼒体制 

学校・家庭・地域が協働し、社会全体で
子どもたちを守り育む体制づくりを図る
ことで、安心して子どもを育てることがで
きる魅⼒あるまちづくりを推進します。 

（主な取り組みの例） 
・コミュニティ・スクール推進事業 
・地域連携教育活動事業 

開かれた学校づくりができ
ていると思う市⺠の割合 

80.3% 
※現状︓76.3% 

■⻘少年の居場所づくり 

地域コミュニティによる支えあいや地
域の潜在的な人材の活躍など、地域・学校・
家庭の連携により、子どもたちが安心して
集い、交流できる居場所づくりのための取
り組みを推進します。 

（主な取り組みの例） 
・放課後子ども教室事業 
・地域子ども会活動費補助事業 

放課後に子どもが集える場
が充実していると思う市⺠
の割合 

49.7% 
※現状︓45.7% 
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政策４ 安全安心なくらしを守る、時代にあった地域づくり 

（１）基本目標                                  

今後予測される人口の減少を抑制し、誰もが住みたい・住みつづけたいと思えるまちづくりのため
には、市街地や公園、交通手段などの都市機能や、公共施設や商業施設などの⽇常生活サービス機能
を維持・確保するとともに、急速な高齢化にも対応し、誰もが地域において安心して暮らすことがで
きるよう、地域資源を最大限に活⽤した、本市の魅⼒を活かす計画的なまちづくりを進める必要があ
ります。 

このことから、質の高い暮らしのためのまちの機能の充実や地域資源を活かした個性あふれる地
域の形成に取り組むとともに、住み慣れた地域で⾃⽴した生活を送ることのできる仕組みづくりや
「⾃助」「共助」「公助」による⾃然災害や防犯、交通安全対策などに取り組むなど、人口減少の時代
を⾒据えた総合的なまちづくりを推進します。 

成果指標 基準値 目標値 

地域（コミュニティ・⾏政区等）において、まち
づくりが進められていると思う市⺠の割合 

67.2% 75.2% 

筑紫野市を住み心地が良いと感じる市⺠の割合 86.3% 89.8% 

（２）講ずべき施策に関する基本的方向                       

■質の⾼い暮らしのためのまちの機能の充実 
市街地の整備や公共交通の利便性の向上、公共施設等の既存ストックの有効活⽤などの取り組み

を推進し、誰もが住みやすいまちの形成を図るとともに、公園の満⾜度の向上や中心市街地の活性化
に向けた取り組みなどにより、公園・広場・商店街など、ひとが集まる居心地の良い空間を創出し、
質の高い魅⼒的なまちづくりを推進します。 

■地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 
多様な人々が訪れ、交流する活気あるまちづくりのため、観光資源、⽂化・スポーツ、地域のエネ

ルギー資源、多様な人材など、筑紫野市がもつ地域資源を最大限に活かした個性ある取り組みを推進
することで、まちの魅⼒向上と活性化を図ります。 

■安心して暮らすことができるまちづくり 
誰もが住み慣れた地域で、⾃分らしい暮らしを続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活

支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムを推進するとともに、福岡県と連携した河川や⽔
路の改良等の都市基盤の整備による防災・減災対策のほか、市⺠の防災・交通安全意識の向上や消防
体制の整備など、地域が主体となる⾃主防災組織や消防団の充実のための施策を推進し、市と地域が
一体となって安心して暮らすことのできるまちの形成を図ります。 
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（３）具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）                   

施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

①質の⾼い暮らしのた
めのまちの機能の充
実 

■市内・地元商店街における消費の拡大 

空き店舗の解消や人材の確保・育成な
ど、商店街をはじめとする中心市街地の活
性化に向けた取り組みを推進することで、
消費の拡大やにぎわいの場の創出を図り
ます。 

（主な取り組みの例） 
・中心市街地活性化補助事業 
・空き店舗対策補助事業（再掲） 

⽇⽤品を市内商店街で買っ
ている市⺠の割合 

34.1% 
※現状︓30.1% 

■公園の利⽤促進 

公園に対する満⾜度を高める適切な維
持管理に継続して取り組み、公園が憩いの
場として利⽤されることによって、まちの
にぎわいの創出や地域活性化を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・公園施設改修事業 
・筑紫公園整備事業 

公園に関する満⾜度 
74.9% 

※現状︓71.1% 

■空家対策の推進（再掲） 

空家の管理等に関する相談や情報の充
実に取り組むことで、空家の予防・解消を
促進します。 

（主な取り組みの例） 
・空家等対策事業（再掲） 
・空家総合相談事業（再掲） 

空家総合相談窓口利⽤件数
（計画期間内累計）（再掲） 

50 件 
※現状︓0 件 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■公有財産管理 

既存の公共施設や市営住宅等の公有財
産について、公共施設等総合管理計画に基
づいた計画的かつ効率的な管理を⾏うと
ともに、費⽤対効果の高い活⽤策の検討を
進めます。 

（主な取り組みの例） 
・公共施設等マネジメント事業 
・公共建築物中⻑期予防保全事業 

公共建築物の優先対応箇所
の改修進捗率 

100% 
※現状︓0% 

■交通⼿段の充実 

路線維持や利⽤促進に係る取り組みを
推進することで、持続可能で安全・安心な
移動環境の構築を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・コミュニティバス等運⾏事業 
・生活交通対策事業 

交通手段がなく不便だと思
う市⺠の割合 

18.8% 
※現状︓23.5% 

■市街地の整備 

⼟地区画整理事業や⺠間開発等を活⽤
した良質な居住環境の整備を促進するこ
とによって、誰もが住みやすいまちづくり
を進めます。 

（主な取り組みの例） 
・筑紫駅⻄口⼟地区画整理事業 
・筑紫地区まちづくり整備事業 

市街化区域における開発⾏
為等による整備面積（計画
期間内累計） 

18.8ha 
※現状︓5.3ha 

■Society5.0 の推進【チャレンジ施策】 

情報通信技術（ICT）をはじめとする未
来技術は、地域の利便性の向上や生産性の
向上を通じて地域を豊かにするとともに、
その魅⼒を高めるものであることから、農
林業やサービス産業、教育、生活、医療、
交通、公共・社会基盤など、様々な分野に
おける未来技術の活⽤を推進し、地域課題
の解決を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・グループウェア運営管理事業（再掲） 
・ICT 活⽤・業務改善推進事業（再掲） 

未来技術を活⽤した件数
（計画期間内累計） 

12 件 
※現状︓0 件 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■地域コミュニティ活動の充実（再掲） 

地域住⺠が主体となり、地域課題の解決
や地域の魅⼒を活かしたまちづくりを進
めるための基盤となるコミュニティ組織
の充実を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・コミュニティ運営協議会補助事業（再掲） 
・コミュニティ推進事業（再掲） 

地域の活動（コミュニティ・
⾏政区等）に参加している
市⺠の割合（再掲） 

70.0% 
※現状︓67.3% 

②地域資源を活かした
個性あふれる地域の
形成 

■観光推進体制の充実 

観光協会等の関係団体と連携して、観光
メニューの検討や観光案内の充実など、観
光客への「おもてなし」や魅⼒的な観光サ
ービスの提供を推進することで、観光客の
増加と地域経済の活性化を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・観光振興対策補助事業（再掲） 

観光協会の会員数 
100 人 

※現状︓93 人 

■⽂化財の整備と活⽤ 

筑紫野市に伝わる歴史・⽂化を効果的に
活⽤することによって、まちの魅⼒の向上
と地域活性化を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・⽂化財調査保存事業 

市⺠等が触れることができ
るよう整備活⽤されている
史跡等の数（累計） 

10 箇所 
※現状︓8 箇所 

■年齢や体⼒に応じたスポーツの振興 

身近な場所で気軽にスポーツができる
環境の充実や、地域に存在するスポーツ資
源の活⽤を推進することで、年齢や体⼒に
応じたスポーツをする機会の充実を図り
ます。 

（主な取り組みの例） 
・地域スポーツ推進補助事業 
・生涯スポーツ振興事業 

スポーツをする機会が充分
だと思う市⺠の割合 
【18歳以上65歳未満】 91.0% 

※現状︓90.6% 
【65 歳以上】 92.0% 

※現状︓91.5% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■地球温暖化防止の推進 

分散型エネルギーの開発による地球温
暖化防⽌を推進するため、筑紫野市が誇る
豊かな⾃然を活かした再生可能エネルギ
ーの活⽤と普及を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・新エネルギー設備普及事業 
・環境問題啓発事業（再掲） 

再生可能エネルギーを使⽤
している市⺠の割合 

12.0% 
※現状︓10.5% 

■NPO・ボランティア活動の促進 

地域住⺠や域内外の NPO などの多様な
人材が公益性の高い活動を積極的に⾏い、
⽇常的課題や社会的課題を主体的に解決
できるまちづくりを推進するため、NPO・
ボランティア活動の促進を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・市⺠活動保険運営事業 
・生涯学習ボランティア事業 

NPO 又はボランティア活動
をしている市⺠の割合 

14.8% 
※現状︓10.8% 

③安心して暮らすこと
ができるまちづくり 

■地域包括ケアシステムの推進 

高齢者が生きがいをもって住み慣れた
地域で安心して暮らし続けることができ
るよう、地域包括ケアシステムを推進しま
す。 

（主な取り組みの例） 
・介護予防普及啓発事業 
・高齢者在宅福祉事業 
・認知症初期集中支援推進事業 
・包括的・継続的ケアマネジメント支援事

業 

介護保険利⽤者で在宅生活
している高齢者の割合 

87.4% 
※現状︓84.9% 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■健康づくりの推進 

市⺠がいつまでも健康でこころ豊かに
暮らすことができるよう、疾病の予防と健
康管理や、生活習慣の改善とこころの健康
づくり、健康を支える環境の整備、健全な
⾷生活の推進など、健康寿命の延伸に向け
た取り組みを総合的に推進します。 

（主な取り組みの例） 
・特定健康診査事業 
・健康づくり推進事業 
・健康づくり人材育成事業 
・⾷育推進事業 

健康だと思う市⺠の割合 
83.0% 

※現状︓79.5% 

■浸水対策の推進 

河川の氾濫に伴う浸⽔被害から市⺠の
生命と財産を守るため、浸⽔対策に取り組
みます。 

（主な取り組みの例） 
・河川改修事業 
・河川維持管理事業 

浸⽔対策整備に関する満⾜
度 

80.1% 
※現状︓75.3% 

■防災意識の向上 

市⺠の防災意識の向上や⾃主防災組織
の活動の充実、地域コミュニティや近隣⾃
治体と連携した災害への備えの充実を図
ることによって、災害に強い地域づくりを
推進します。 

（主な取り組みの例） 
・防災事務事業 
・防災訓練事業 

防災訓練及び学習会を実施
した⾃主防災組織の割合 

91.5% 
※現状︓85.4% 

■消防体制の整備 

地域で発生する火災や災害に対して迅
速かつ的確に対応し、被害を最小限に抑え
ることができるよう、地域防災⼒の中核と
なる消防体制の充実を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・消防団活動費補助事業 
・消防施設整備事業 

消防団員数 
341 人 

※現状︓317 人 
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施策 基本事業 重要業績評価指標（KPI） 

 ■交通安全対策の推進 

地域と連携した啓発活動や交通安全指
導を推進し、安心な暮らしができるまちの
形成を図ります。 

（主な取り組みの例） 
・交通安全推進事業 
・筑紫交通安全協会筑紫野支部補助事業 

交通ルールやマナーをまも
っている市⺠の割合 

70.0% 
※現状︓64.9% 
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（参考）第 2 期市総合戦略と第六次総合計画との関係 

筑紫野市では、第六次総合計画と第 2 期市総合戦略を一体的に推進することとしています。まち・
ひと・しごとの創生に係る施策や事業のうち、主なものについては、この市総合戦略に記載していま
すが、その他にもまち・ひと・しごとの創生に資する施策や事業を多数実施しています。 

そのため、次のとおり、第 2 期市総合戦略における位置付けを整理した上で、各種施策、事業の推
進に取り組むこととします。 

なお、第六次総合計画では SDGs との関係性を次ページのとおり整理し、目標に向けた本市の取
り組みを周知・推進していくこととしていることから、第 2 期市総合戦略における各施策と SDGs
との関係性についてもこの考え方を踏襲し、目標に向けた取り組みを周知・推進することとします。 

■第六次総合計画との関係性（施策の再構成イメージ） 

市の総合戦略  第六次総合計画 
基本目標  施策番号 施策名称 

①まちに活⼒をもたらす 
産業の振興と雇⽤の創出 

 4 地域に活⼒をもたらす産業・雇⽤の創出 
 5 農林業の振興 
 6 観光の振興 

②まちの魅⼒の向上と新たな 
人の流れを促す情報発信 

 16 開かれた市政の推進 
 28 市街地の形成 

③誰もが子どもを⽣み育て 
やすいと感じるまちづくり 

 17 子育て支援の推進 
 18 学校教育の充実 
 19 ⻘少年の健全育成 

④安全安心なくらしを守る、 
時代にあった地域づくり 

 1 計画⾏政と効率経営の推進 
 2 人材育成と組織の整備 
 3 公正・公平な事務執⾏ 
 7 防災・減災対策の推進 
 8 くらしの安全対策の推進 
 9 健康づくりの推進 
 10 高齢者福祉の充実 〜地域包括ケアシステムの推進〜 
 11 障がい者福祉の充実 
 12 セーフティネットの推進 
 13 人権尊重のまちづくり 
 14 地域コミュニティによるまちづくり 
 15 地域福祉の推進 
 20 生涯学習・社会教育の推進 
 21 歴史・⽂化の継承と振興 
 22 スポーツ・レクリエーションの推進 
 23 循環型・低炭素・⾃然共生社会の推進 
 24 快適な生活環境の促進 
 25 安全で安心な⽔道⽔の供給 
 26 衛生的で快適な下⽔道の促進 
 27 交通環境の総合的な整備と充実 

 
 

①第六次総合計画の
全 28 施策を市の
総合戦略の基本目
標に合わせ再構成 

 
②第六次総合計画の

成果指標を市の総
合戦略の KPI（重要
業績評価指標）として
可能な限り活⽤ 

 
③第六次総合計画の 
 目標実現に向けた

PDS サイクル（成果
指標を活⽤した評価・分析・
改善）により、総合戦
略の基本目標の達
成も同時に実現 

【両計画の一元的推進⼿法】 



 

■（参考）SDGs との関係性 

 

市の総合戦略 第六次総合計画 持続可能な開発目標（SDGs）との関係性 

基本目標 施策 
番号 施策名称 

                 

①まちに活⼒をもたらす 
産業の振興と雇⽤の創出 

4 地域に活⼒をもたらす産業・雇⽤の創出    ●    ● ● ●  ●     ● 
5 農林業の振興  ●    ●         ●  ● 
6 観光の振興        ●          

②まちの魅⼒の向上と新たな 
人の流れを促す情報発信 

16 開かれた市政の推進                ●  
28 市街地の形成         ●  ●       

③誰もが子どもを⽣み育て 
やすいと感じるまちづくり 

17 子育て支援の推進  ● ● ● ●     ●      ●  
18 学校教育の充実  ●  ●              
19 ⻘少年の健全育成    ●              

④安全安心なくらしを守る、 
時代にあった地域づくり 

1 計画⾏政と効率経営の推進                ● ● 
2 人材育成と組織の整備                ● ● 
3 公正・公平な事務執⾏          ●      ● ● 
7 防災・減災対策の推進  ●         ●  ●     
8 くらしの安全対策の推進   ●        ●     ●  
9 健康づくりの推進  ● ●               

10 高齢者福祉の充実 〜地域包括ケアシステムの推進〜  ● ●  ●   ●  ●      ●  
11 障がい者福祉の充実   ● ● ●   ●  ●      ●  
12 セーフティネットの推進 ● ● ●       ●        
13 人権尊重のまちづくり ● ● ● ● ●     ●      ●  
14 地域コミュニティによるまちづくり   ●   ●     ●  ●    ● 
15 地域福祉の推進 ● ● ●              ● 
20 生涯学習・社会教育の推進    ● ●             
21 歴史・⽂化の継承と振興    ●    ●   ●       
22 スポーツ・レクリエーションの推進    ●              
23 循環型・低炭素・⾃然共生社会の推進      ● ●    ● ● ●  ●   
24 快適な生活環境の促進   ●   ●     ●       
25 安全で安心な⽔道⽔の供給      ●            
26 衛生的で快適な下⽔道の促進      ●      ●  ●    
27 交通環境の総合的な整備と充実         ●  ●       
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