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政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-１ 安全な水道水の安定供給

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

安価で安全な水道水を安定供給することで、多くの市民が利用している。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)

給水人口（上水道を利用してい

る人口）を給水区域内人口で

割って算出した数値です。
80.077.173.5

後期目標値
(平成28年度）

現状値
(平成22年度）

基準値
(平成17年度）

上水道普及率（％)

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果

多くの市民の皆さんが、安価で安全な飲用水を利用で

きるよう、管網整備※１、適切な施設の維持管理などに

取り組みました。管網整備については、平成19年度から

平成22年度までの間に、市内13地区で行い、整備した長

さは全体で約8,700ｍとなりました。

施策の成果指標である「上水道普及率」は、管網整備

や住宅及び集合住宅の新築等による上水道利用者の増加

に伴い、順調に伸びており、平成17年度の73.5％が平成

22年度では77.1％となりました。

◆◆◆ 前期基本計画の施策の成果指標推移 ◆◆◆

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性

すべての水道施設は耐震基準改正前につくられているため、耐震診断及び診断結果による補強工事が必

要となっています。北牟田配水場、久恵浄水場、老朽化した配水管の更新計画を作成し、計画に基づいた

更新事業を実施していきます。そのために必要なコストが増加しますが、できる限り事業の効率化を図り、

受益者負担の増加を抑制します。

管網整備により上水道を利用しやすくすることで、上水道普及率のさらなる向上をめざします。

また、市民の皆さんや事業者が水資源の大切さを理解し、有効に活用してもらえるように啓発活動を推

進していきます。
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基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

１

行政200141新規加入の戸数（戸）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）成果指標

管網の整備（1-1-1）
●ねらい（めざす姿）

管網が整備され、水圧不足の解消や、水量の確保ができている。また新規給水加入戸数が増

えている。

２

150137給水原価（円／㎥）
行政

90.089.6有収率（％）※２

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）成果指標

経営の安定化（1-1-2）
●ねらい（めざす姿）

効率的な経営をすることで、浄水・給水コストの上昇が抑制されている。

３

100100水質基準適合率（％）※３
行政

01浄水・配水施設の維持管理上トラブル数（件）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）成果指標

浄水・配水施設の維持管理（1-1-3）
●ねらい（めざす姿）

施設が適切に維持管理され、故障や事故を防ぎ安定した給水がされている。

４

270279１人１日平均給水量（ℓ）

市民
事業者
行政

⬆

71.6節水活動をしている市民割合（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）成果指標

水資源の有効利用（1-1-4）
●ねらい（めざす姿）

市民や事業所などが水資源の大切さを理解し、有効に水が使われている。

用語解説

※１ 管網整備 水圧・水質の安全確保や断水区域の縮小などのために、行き止まりとなっている配水

管と配水管を接続する工事のことです。

※２ 有収率 給水量全体に占める料金徴収の基礎となる使用水量の割合をいいます。この割合が高い

ほど効率的で望ましい状態といえます。

※３ 水質基準適合率 年間を通じて行った水質検査で、検査項目すべて適合する結果を得た割合です。
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快適で清潔な生活環境、自然環境の改善及び河川等の水

質保全を確保するため、さらに水洗化のスピードアップに

努めます。今後もコストの低減や事業効率の向上に有効な

計画・整備方法を検討し、事業を進めるとともに、下水道接

続率（水洗化率）向上へ向けた様々な取り組みを進めます。

平成21年度には、将来人口予測等を見直し、集合処理（下

水道）・個別処理（合併浄化槽）区域の再検証を行い、下水

道全体計画区域の計画変更を行いました（全体面積1,334ha⇒1,029ha）。現在、全体計画1,029haのうち

424haの事業認可を取得していますが、平成24年度には認可区域の整備が完了予定です。今後の整備を途

切れることなく進捗するため、新たに約79haの区域について認可を取得する予定です。

政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-２ 下排水処理施設などの整備

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

公共用水域の水質が改善され、快適で衛生的な生活環境になっている。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)

2.02.02.410月〜４月

1.21.41.8５月〜９月
山ノ井川

後期目標値
(平成28年度)

現状値
(平成22年度)

基準値
(平成17年度）

河川水質の環境基準適合度
(㎎／ℓ）
※水系別での過去３年間平均
BOD値※１

3.03.03.5５月〜９月
倉目川

1.11.14.110月〜４月

1.01.11.4５月〜９月
花宗川

4.14.114.410月〜４月

魚が
すめない水質

10超過

一部の魚が
すめる水質

５超過
10以下

魚がすめる水質５以下

生物の状況BOD値

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果

公共用水域の水質改善、衛生的で快適な生活環境へ向

けて下水道事業に取り組みました。

施策の成果指標である「河川水質の環境基準適合度」

は、市内主要３河川の水質を指標としました。平成18年

10月から各河川の上流に位置する八女市と本市の下水道

が供用開始され、家庭排水、工場排水が下水道へ接続さ

れたことにより河川等へ放流されないため、各河川とも

平成17年度に比べ順調に水質が改善されてきました。

◆◆◆前期基本計画の施策の成果指標推移◆◆◆

河川水質の環境基準適合度（BOD値)

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性
10月〜３月

４月〜９月
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基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

１

33.027.7下水道普及率（％）
行政

43.035.6下水道整備進捗率（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

公共下水道整備推進（1-2-1）
●ねらい（めざす姿）

下水道施設が整備され、生活雑排水や事業所排水が適切に処理される環境が整っている。

２

基準値8.0以下0.6
矢部川浄化センターの放流水の水質（BOD
値）（㎎／ℓ）

行政

00
下水道施設の維持管理上のトラブル件数
(件）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

汚水処理施設の維持管理（1-2-2）
●ねらい（めざす姿）

下水道施設が適切に管理され、汚水処理機能が維持されている。

３
市民
事業者
行政

72.561.4水洗化率（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

水洗化の普及促進（1-2-3）
●ねらい（めざす姿）

下水道への接続が促進され、家庭や事業所排水の水質が改善し放流されている。

用語解説

※１ BOD値 水の汚濁指標として用いられ、工場排水などの規制項目の一つとして重要なものです。

微生物が水中の有機物を分解するときに消費する酸素量として表され、この値が大きいほど、水の

汚れの度合いがひどいことになります。
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政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-３ 消防・救急体制の整備

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

生命・身体・財産を守り、被害を最小限にする。また、十分な体制づくりによ
り市民が安心感を持っている。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)

市民アンケートで筑後市の消防

や救急体制について「満足」「ど

ちらかといえば満足」「ふつう」

と回答した人の割合です。

⬆

76.573.9
消防・救急体制が
整っていると思う
市民の割合（％）

火災発生件数（件）
火災統計による市内での火災発

生件数です。
―1522

後期目標値
(平成28年度)

現状値
(平成22年度)

基準値
(平成17年度)

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果

筑後市北部に消防団車庫と消防車を配備し、防災体制

の整備・強化を図りました。また、初期消火率の向上や

被害の軽減を図るため住宅用火災警報器の設置を推進し

ました。

施策の成果指標である「火災発生件数」は減少傾向に

あり、平成22年度は15件でした。出火原因としては「コ

ンロ」によるものが最も多くなっています。「消防・救急

体制が整っていると思う市民の割合」は、平成17年度の

73.9％が平成22年度76.5％とほぼ横ばいとなりました。

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性

福岡県消防広域化推進計画に沿って、他消防と連携して広域消防体制を構築するとともに、通信指令業

務の共同運用化を推進し、現場への到着時間の短縮や応援出動体制の充実など消防力の強化を図ります。

また、平成28年５月末が期限である消防救急無線のデジタル化へ対応するための準備を進めます。

平成23年度からの住宅用火災警報器設置の完全義務化に合わせ、一般住宅のさらなる設置率向上のため

啓発活動を行います。また、消防施設計画に基づき、消防水利の充足率向上を目指します。

救急救命業務については、救急救命士※１のさらなる知識・技術の向上に努めるとともに、緊急時には、

現場での速やかで適切な応急処置が救命率向上につながることから、ＡＥＤや心肺蘇生術に関する市民向

けの講習会を積極的に開催します。

◆◆◆ 前期基本計画の施策の成果指標推移 ◆◆◆
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１
市民
事業者
行政

40.052.9消防法違反対象物発生率（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

防火対象物などの立入検査指導・違反処理の徹底（1-3-1）
●ねらい（めざす姿）

検査、指導などの徹底により、消防法令に違反している防火対象物が減少している。

基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

２

6,0005,573消火訓練の受講者数（人）

―15,314火災による損害額（千円）

市民
事業者
行政

3.03.2１万人あたりの出火率（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

85.072.7初期消火率（％）

防火意識の高揚（1-3-2）
●ねらい（めざす姿）

啓発などの充実により、火災の発生が低減され、火災発生時は初期消火活動ができる。

３
市民
事業者
行政

00
火災、漏えい事故の発生件数（許可施設）
(件）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

00
火災、漏えい事故の発生件数（許可施設以
外）（件）

危険物施設などの安全確保、自主保安体制の推進（1-3-3）
●ねらい（めざす姿）

事業所などの危険物施設の安全確保などを促すことで、火災、漏えい事故の発生が低減している。

４

87実働救急救命士数（人）

市民
事業者
行政

5049
市民による心肺停止患者への蘇生術の実施
率（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

2,5002,190救急法の受講者数（人）

救急救命体制の充実（1-3-4）
●ねらい（めざす姿）

・市民の救急救命方法習得を促すことで、事故時に適切な応急処置がとれる。

・救急救命士が一定以上配置され、救命士の資質が向上している。
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５
市民
行政

903
(51.0)

895
(50.7)

消防水利数（箇所）※２
(消防水利充足率（％））

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

消防水利の充足（1-3-5）
●ねらい（めざす姿）

消火栓や防火水槽が適正に設置され、迅速な消火活動を行うことができる。

用語解説

※１ 救急救命士 平成３年に「救急救命士法」が制定されました。救急患者に対して医療機関収容前

に現場などで高度救命処置を行う資格を有する救急隊員のことです。

※２ 消防水利 火災時に利用する消火栓・防火水槽・濠水・プール等のことです。（消防水利充足率：

消防施設整備計画の算定基準は市街地または準市街地を半径100ｍの円で埋めて重なる部分を線で

つないで一辺が140ｍのマスをつくり、どれだけ埋まったかで充足率を計ります。）
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政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-４ 秩序ある市域の整備

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

乱開発されず、秩序ある市域が構成され、市全体が調和の取れた発展をして
いる。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)
⬆

51.444.4

市民アンケートで「筑後市は住

宅、商業、農地、工場、公園など

が計画的に開発・配置された土

地利用がされている（乱開発さ

れていない）と思いますか」と

いう質問に「されている」「され

ている部分が多い」と回答した

人の割合です。

後期目標値
(平成28年度)

現状値
(平成22年度)

基準値
(平成17年度)住宅、商業、農地、

工場、公園などが
計画的に開発・配
置されている（乱
開発されていない）
と思う市民の割合
（％）

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果 ◆◆◆ 前期基本計画の施策の成果指標推移 ◆◆◆

平成20年度に策定した筑後市都市計画マスタープラン

に基づく用途地域や都市計画道路の見直し、農業振興地

域整備計画に基づく優良農地※１の保全・確保などによ

り、秩序ある土地利用を推進してきました。

施策の成果指標である「乱開発されていないと思う市

民の割合」は、平成17年度の44.4％から、平成20年度よ

り増加し、平成22年度は51.4％となりました。

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性

平成21年度に農地法、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）が改正され、より厳格な農地保全が

求められているという状況にあるものの、平成23年３月には九州新幹線筑後船小屋駅が開業し、駅周辺地

域の土地利用と新幹線を活かしたまちづくりが強く求められています。

今後も筑後市都市計画マスタープランに基づき、北部、中央、南西部、南東部それぞれの地域の実情に

応じたバランスのとれた市域の整備を図るとともに、新幹線筑後船小屋駅周辺地域の土地利用や、ＪＲ羽

犬塚駅西側地域の民間活力による開発等を推進していきます。
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１

20.521.4都市計画用途地域※３内農地率（％）

78.980.2優良農地率（％）

市民
事業者
行政

35.033.8
全建築申請中に占める都市計画用途地域内
の申請割合（％）※２

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

計画的な土地利用と市街地整備の推進（1-4-1）
●ねらい（めざす姿）

・土地用途を環境変化にあわせ変更し、用途にあった開発がされている。

・農業振興地域内の無秩序な宅地開発を規制し、優良農地※１が保全されている。

基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

２

⬆

79.6
公園の量・設備に満足している市民の割合
(％）

88市民協働で管理されている公園数（箇所）

市民
行政

11.07.4市民１人あたり公園面積（㎡／人）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

公園の整備・維持管理（1-4-2）
●ねらい（めざす姿）

・筑後広域公園などの効果的整備により、市民が安らげる公園施設が充足している。

・市民協働での維持管理が充実することで、公園が安全に利用できる。

３

70.068.3公共施設バリアフリー化率（％） 行政

市民
事業者
行政

65歩道の点字ブロック設置総延長（㎞）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

バリアフリーの推進（1-4-3）
●ねらい（めざす姿）

公共施設などのバリアフリー※４化に努め、高齢者や身体障害者などにとって生活しやすい

まちになっている。

用語解説

※１ 優良農地 農業水利施設が整備されるなど生産性が高く良好な営農条件を備えており、保全が必

要とされる農地です。

※２ 全建築申請中に占める都市計画用途地域内の申請割合 建物を建てる際に必要な建築確認申請の

件数に占める、用途地域内の申請件数割合です。この割合が高いほど都市計画に基づいた建設が

進んでいることになります。

※３ 都市計画用途地域 住居、商業、工業などの建築物を機能的に配置し、建築物の用途や高さなどを

規制・誘導し、秩序あるまちづくりを行うための区分です。

※４ バリアフリー もともとは建築用語として登場し、建物内の段差の解消など物理的障壁の除去と

いう意味合いが強いものの、より広く、障害のある人や高齢者などの社会参加を困難にしている社

会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられています。
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政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-５ 公共交通の確保と駅の利便性向上

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

鉄道会社、バス会社などによる公共交通が確保され、市民の利便性が高まっ
ている。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)
⬆

65.669.0

公共交通（バス）
について満足して
いる市民の割合
（％）

公共交通（鉄道）
について満足して
いる市民の割合
（％）

市民アンケートで公共交通（鉄

道、バス）について「満足してい

る」「どちらかといえば満足して

いる」「ふつう」と回答した人の

割合です。

⬆

82.885.0

後期目標値
(平成28年度)

現状値
(平成22年度)

基準値
(平成17年度)

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果 ◆◆◆ 前期基本計画の施策の成果指標推移 ◆◆◆

新幹線筑後船小屋駅周辺の関連整備事業を進め、平成

23年３月の九州新幹線全線開通を迎えました。また、Ｊ

Ｒ羽犬塚駅も駅舎の改修に合わせて駐輪場の整備や歩行

者用通路への屋根の設置などを行ったことで、鉄道の満

足度と駅の利便性の満足度は平成22年度で80％を超えま

した。

路線バスについては、運営費用の一部を助成しながら

維持してきた４路線に加え、筑後船小屋駅への乗り入れ

として１路線の新規運行と１路線の延長を行いましたが、

バスへの満足度は平成22年度で65.6％にとどまりました。

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性

広域的な視点での新幹線の利用促進策を推進します。また、新幹線やＪＲ在来線と連携した路線バスの

利用を促進するとともに、路線バスの利便性が低い地域にはコミュニティ自動車※１の運行への支援等を

行うなど、筑後市の公共交通体系におけるそれぞれの役割に応じた施策を推進します。

また、高齢者などの交通弱者の移動手段の確保や環境問題への配慮などの観点からも、公共交通手段の

確保・利用促進に取り組んでいきます。
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１

42
コミュニティ自動車を運行している地域数
(箇所）

事業者
行政

⬆

71.5
市内のバス路線数（コミュニティバス含む）
について満足している市民の割合（％）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

バスによる地域交通の確保（1-5-1）
●ねらい（めざす姿）

バスによる市民の移動手段が確保されている。

基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

２ 170221
市内ＪＲ駅の普通列車１日停車本数（平日）
(本）

⬆

81.5
駅の利便性について満足している市民の割
合（％）

市民
事業者
行政

140150
市内ＪＲ駅の快速・特急列車１日停車本数
（平日）（本）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

6,3006,135ＪＲ羽犬塚駅１日乗降客数（人）

1,150921ＪＲ西牟田駅１日乗降客数（人）

750432
ＪＲ筑後船小屋駅１日乗降客数（在来線）
（人）

鉄道（在来線）の利便性向上（1-5-2）
●ねらい（めざす姿）

鉄道の本数や駅・周辺施設が充実することにより、市民がスムーズに移動することができる。

３
市民
事業者
行政

⬆

―
ＪＲ新幹線筑後船小屋駅の１日乗降客数
（人）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

新幹線の利用促進（1-5-3）
●ねらい（めざす姿）

新幹線をより多くの人が利用する。

用語解説

※１ コミュニティ自動車 小学校区などの地域共同体、または、市町村などの自治体が住民の移動手段

を確保するために運行する乗合自動車のことです。筑後市では、市がリースした自動車を無償で貸

与し、小学校区の協議会が運営主体となっている「コミュニティ自動車貸与事業」を実施しています。
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政策１ 〜安全で快適な生活を支えるまちづくり〜

施策１-６ 道路整備による利便性の向上

施策のねらい（めざす姿)施策のねらい（めざす姿)

道路ネットワークの整備と適正な維持管理で、円滑な通行ができている。

施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)施策の成果指標（事業に取り組んだ成果をはかるための指標)

市民アンケートで生活道路の整

備状況について「満足している」

「どちらかといえば満足してい

る」「ふつう」と回答した人の割

合です。

⬆

76.666.8
生活道路について
満足している市民
の割合（％）

幹線道路について
満足している市民
の割合（％）

市民アンケートで久留米、八女、

大川などへの都市間道路につい

て「満足している」「どちらかと

いえば満足している」「ふつう」

と回答した人の割合です。

⬆

85.874.4

後期目標値
(平成28年度)

現状値
(平成22年度)

基準値
(平成17年度)

前期基本計画の取組結果前期基本計画の取組結果 ◆◆◆ 前期基本計画の施策の成果指標推移 ◆◆◆

幹線道路※１については、九州新幹線筑後船小屋駅開業

に伴う県道の整備や交差点改良工事、国道442号バイパス

が国道３号から大川市まで開通したことなどにより都市間

や駅へのアクセス性が向上しました。また、生活道路につ

いては、緊急性や危険度を考慮した補修、拡幅、安全施設

等の整備により、道路利用者の安全で円滑な通行の確保に

努めました。

その結果、成果指標である「幹線道路・生活道路につい

て満足している市民の割合」は向上しました。

後期基本計画の課題と方向性後期基本計画の課題と方向性

九州新幹線筑後船小屋駅の開業に伴うアクセス道路※２の整備や国道442号バイパス整備により、市内の

道路利用状況が変化しています。そのため、市の主要な交通施設を結ぶ九州自動車道八女ＩＣ（インター

チェンジ）へのアクセス道路や羽犬塚駅西側の駅前広場と西部地域とのアクセス道路等の効果的な整備を

進めます。

また、地域防災や交通安全面から、道幅の狭い道路の解消、緊急性・危険性を更に考慮した計画的な道路

舗装等の維持補修を行い、安心安全な道路空間の確保に努めます。



37

１

1519
南北の朝の通勤時間の通過所要時間（船小
屋（船小屋温泉大橋北端）→一条（ヤンマー
農機入口））（分）

⬇256
幹線道路（国道・県道）での交通人身事故
件数（件）

関係団体
行政

1011
東西の朝の通勤時間の通過所要時間（四ヶ
所（界橋）→長浜（八女インター入口交差
点））（分）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

幹線道路の整備促進（1-6-1）
●ねらい（めざす姿）

・道路のネットワーク化などにより渋滞緩和など、幹線道路の利便性が向上している。

・歩道や分離帯の設置など安全整備が充実されることで、幹線道路での交通事故が減少して

いる。

基本事業（施策の成果を上げる手段)基本事業（施策の成果を上げる手段)

２

⬇125
生活道路（私道など）での交通人身事故件
数（件）

85.085.0生活道路機能の苦情・要望への対応率（％）

市民
行政

149.74
生活道路整備（補修、改修）延長（累計）
（㎞）

担い手後期目標値（平成28年度）現状値（平成22年度）

生活道路の整備推進（1-6-2）
●ねらい（めざす姿）

・生活道路の効果的な整備により利便性が向上している。

・歩道の設置などで生活道路での交通事故が減少している。

用語解説

※１ 幹線道路 道路のうちでも都市間や主要な施設間などの通行に主に利用される道路のことです。

災害時の避難路、火災時の延焼遮断などの機能も併せ持っています。

※２ アクセス道路 目的地へ至るまでの道路のことです。


