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1．計画策定の趣旨 

総合計画は、まちづくりにおける最上位の計画です。 

筑後市では、昭和 47 年に第一次の総合計画の策定を行い、その後も社会経済情勢の変

化に対応しながら四次にわたる見直しを行い、わたしたちのまち筑後市のまちづくりの長期的な

方向性を定めてきました。 

平成 19 年度から平成 28 年度までを計画期間とする第四次筑後市総合計画では、「緑に

恵まれ、活力と笑顔あふれる協働のまち 筑後市」を将来像として、様々な施策を展開してき

ました。優れた田園環境の中で、農業、工業、商業がバランス良く発展し、また、交通基盤の

整備も進み活気あるまちとして発展してきました。 

しかし、今日、国家レベルにおける少子高齢化の進行や経済の低成長などが影響し本市を

取り巻く社会経済情勢は、大きく変化してきています。また、地方分権の進展により、従来にも

増して自治体の自立と責任も強く求められています。 

今後は、更なる行財政運営の効率化に努めるとともに、また、市民と事業者、行政が地域の

課題に対応し、地域の特色を生かしたまちづくりを行っていく必要があります。 

こうした本市を取り巻く背景を踏まえ、新しい時代を展望し、本市が今後も持続と発展を遂げ

るために、平成 27 年度に策定した「まち・ひと・しごと創生i 筑後市人口ビジョン」（以下、「人口

ビジョン」という。）の将来人口及び「まち・ひと・しごと創生 元気な筑後市創造戦略」（以下、

「創造戦略」という。）の基本目標や基本事業、計画期間を考慮し、これらを包括して総合的か

つ計画的に本市のまちづくりを進める指針として、第五次筑後市総合計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
i まち・ひと・しごと創生とは、次の取り組みを一体的に推進することを指します。ま ち･･･国民一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いのあ

る豊かな生活を安心して営める地域社会の形成 ひ と･･･地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 しごと･･･地域における魅

力ある多様な就業の機会の創出 
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2．計画の構成と期間 

1 計画の構成 

筑後市総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成しています。 

基本構想 

本市のめざす「将来像」とそれを実現するための「政策」を定めて

います。 

基本計画 

「基本構想」に基づき、「施策」ごとに「めざす姿」と「基本事業」（具

体的な施策の内容）を定めています。 

市民にわかりやすい行財政運営を行うための方策として、「行政

評価」を行います。 

実施計画 

「基本計画」で定めた施策をどのように実施するかを具体的に示し

ます。 

2 計画の期間 

本計画の目標年度は「創造戦略」と同じ平成31年度とし、計画期間は「基本構想」「基本計

画」「実施計画」ともに３年間とします。 

 

将来像・政策 

施策 

基本事業 

事務事業 
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3．創造戦略との関係 

「創造戦略」は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）の趣旨に基づき、本市

の人口減少に的確に対応し、地域経済の活性化を実現することで、市民が安心して働き、希

望どおり結婚し、子どもを産み育てる喜びと豊かさを実感できるまちを目指すための方針を定め

た計画です。 

この、創造戦略を、第五次筑後市総合計画において一つの重点プロジェクトとして位置づけ

るとともに、創造戦略の評価指標である「基本目標」や「KPIii（Key Performance Indicator）」を、

「成果指標」として取り込む（※本計画では、★で表示しています。）ことにより、総合計画と創造

戦略の一体的な推進と進捗管理を行います。 

また、本計画の目標年度を「創造戦略」と同じ平成31年度とすることで、次期総合計画にお

いて、総合計画と創造戦略の一体的な策定を目指します。 

総合計画と創造戦略の関係 

 

総合計画と創造戦略の計画期間 

 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

総合 

計画   

 
創造 

戦略  
 

                                      
ii 重要業績指標（Key Performance Indicator）の略です。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標のことを指します。 

第四次 第五次 次 

期 第一次 
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4．計画策定の背景 

1 人口減少、少子高齢社会の到来 

我が国は、平成 20 年をピークに人口減少局面に入っており、少子化、高齢者の増加が今

後も続くと予想されます。 

人口減少、少子高齢化は、労働力の減少による経済活動の低下を招くだけでなく、社会保

障費の増大や地域社会の活力低下など、私たちの生活全般に大きな影響を及ぼします。 

国においては、急速な少子高齢化を伴う人口減少に的確に対応し、将来にわたって活力あ

る日本社会を維持するために、平成 26年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。 

本市においても、平成 22年の 48,512人をピークに人口は減少に転じ、少子高齢化の傾向

にあります。そのため、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき「人口ビジョン」及び「創造戦略」を平

成 27年度に策定して、施策の展開を図っています。 

2 安全・安心なまちづくり 

平成 23年 3月の東日本大震災、平成 28年 4月の熊本地震の発生及び近年の世界的な

気候変動を原因とする台風の大型化や局地的豪雨などにより、自然災害に対する危機意識

が高まっています。 

また、平成 24年 7月の九州北部豪雨による矢部川等の氾濫は、本市にも大きな被害を及

ぼしました。 

これらの状況を踏まえ、本市でも大規模災害に備え、市民一人ひとりの防災意識を高めると

ともに、防災体制の充実・強化を図ることが求められています。 

3 グローバル化iiiの進展 

情報通信網の整備、ＩＣＴivの進展により、ヒト、モノ、カネ、情報が全世界を飛び交う時代とな

り、新たなビジネスの創出やマーケットの拡大など、地域経済の活性化が期待されています。 

また、アジアを中心とした外国人観光客の増加、東京オリンピック・パラリンピックの開催など

によって、九州・福岡県の経済活動等への効果が期待されています。 
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4 広域交通ネットワークの整備と高度情報化社会の進展 

平成 23 年 3 月に九州新幹線が開業し、国道 442 号（バイパス）整備、周辺における有明

海沿岸道路の部分開通など広域交通ネットワークの整備が進んでいます。これにより、人の交

流や物流の改善が図られ、沿道に商業等の都市機能が集積し都市構造に変化が生じていま

す。 

また、ＩＣＴの発達により、時間・場所などの制約のない情報交換が可能となっていることから、

産業構造や働き方、生活行動の変化が生じています。 

これを本市の様々な産業分野における生産性・効率性の向上や防災・防犯、医療、福祉等

でのサービスの向上に活用するとともに、一方では個人情報の保護や電子情報機器等への過

度な依存など、情報通信技術の発達に伴う社会問題への対応も求められています。 

5 地域協働のまちづくり、行財政改革の推進 

地方分権社会では、地方自治体が住民の意見や地域の実情を踏まえ、地域の実情にあっ

たまちづくりが可能となり、それを実現するためには、行政主導のまちづくりから、住民が主体と

なり、地域の課題を自ら考え、行動する、行政との協働のまちづくりをより一層進めていくことが

必要です。そのため、地域コミュニティvの意義を再認識し、地域自治機能を維持・強化していく

ことが重要です。 

また、限られた財源の中で、効率的な財政運営を図るとともに、行政と民間の役割分担のも

と、活気ある地域社会をつくっていくために、公共サービスのあり方や質を問い直していくことも

求められています。 

 

 

 

 

 

 

                                      
iii 国や地域の境を超えて世界規模に広がることです。 
iv Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術と訳されます。情報通信技術を利用した情報や知識の共有・

伝達といったコミュニケーションツールの総称を表しています。 
v 日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験をとおしてお互いの連帯感や協働意識と信頼関係を築きながら、自分たちが住

んでいる地域を自主的に住みよくしていく地域社会のことです。 
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5．基本フレーム 

1 人 口 

人口・世帯数 

本市の総人口は、高度経済成長期に減少が加速し、昭和 45 年に 38,688 人まで減少しま

したが、その後増加を続け、平成 22年に 48,512 人のピークに達しました。また、1世帯当たり

人口が減少傾向にあることから核家族化がうかがえます。 

人口動態では、転入が転出を上回り続け社会増の傾向でしたが、近年その差は均衡してお

り、自然増減では、死亡数が出生数を上回る傾向にあります。 
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年齢別構成 

年齢別では、年少人口（0～14 歳）は長期的な減少傾向にあり、老年人口（65 歳以上）の

全体に占める割合が増加し、少子高齢化が進行しています。 

 

2 財 政 

市税と地方交付税 

一般財源（使途が特定されていない財源）の主なものである市税と地方交付税viの合計は、

平成 22 年度に大きく増加しています。これは、リーマンショックviiによる税収減の対応として地

方交付税が増加したことによるものです。 

その後は安定していますが、段階的に平常時の状態へ見直されるため減少する可能性があ

ります。 
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義務的経費 

歳出のうち、義務的経費viii（一般歳出のうち、支出することが制度的に義務付けられている

経費）をみると、年々増加しており、その内、人件費や公債費 ixは現状維持で推移しましたが、

社会福祉・児童福祉などの扶助費xは年々増加しており、今後も増加が見込まれています。 

 

経常収支比率 

経常収支比率xiは、財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられ、この数値が

大きければ経常経費以外に充当できる一般財源が少なく、普通建設事業や新規または臨時

の財政需要に対する柔軟な対応ができなくなります。 

本市では平成 22年度に地方交付税が増加したことにより、85.1％まで改善しましたが、その

後も経常経費が年々増加しているため平成 24年度に 94.2％となりました。平成 25年度以降

は 91.0％前後で推移していますが、今後はさらに経常経費の増加が見込まれています。 

 
                                      
vi国税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合を財源として、全国どの市町村住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、
国が一定基準により市に交付するものです。 
vii 2008年（平成 20年）９月に米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破たんしたことによる世界的な金融危機や不況などを意味する表現で
す。 
viii 義務的性格の強い経費で、具体的には、経常的に支出せざるを得ない人権費、生活扶助をはじめ法令によって支出が義務づけられている扶助
費、負債の償還に充てる公債費のことです。 
ix 市債の元金・利子や一時借入金の利子を支払うための経費です。 
x 生活保護法、児童福祉法などの法令に基づく被扶助者への支給や、市が単独で行う各種扶助のための経費です。 
xi 使い道を制限されない地方税、普通交付税などの収入に対する人件費や扶助費などの義務的経費の割合で、この割合が低いほど財政にゆとりが
あり、柔軟な行政運営ができることを示す指標です。 
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3 産 業 

就業人口 

筑後市の就業人口は、人口増加とともに増加しており、産業別にみると、第 1 次産業、第 2

次産業の構成比が減少し、第 3次産業の構成比が大きく増加しています。 

 

産業別 

農 業 

本市の農業は、水稲・麦・大豆を主要作物として、そのほかに野菜、果樹、茶、花き、畜産

等の生産を行い、市の基幹産業の一つとして発展してきました。 

しかし、都市化の進展や農産物の輸入自由化等の農業を取り巻く情勢の変化から、農業就

業者、農家数、農業生産額は減少しており、農業従事者の高齢化に伴う後継者不足や耕作

放棄地の増加等が懸念されています。 
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工 業 

工業は、八女 IC に近接する交通条件を生かして、機械器具製造、食料品製造などの様々

な製造業が立地していますが、これまで、経済情勢の低迷や企業の海外進出、産業構造の変

化等により、事業所の撤退や本社移転等がみられました。このため、事業所数、従業者数、出

荷額は減少傾向にありましたが、近年回復傾向にあります。 

 

商 業 

商業は、経済情勢の変化や近隣市町の大型商業施設の立地に伴い、平成3年以降、小売

業、卸売業ともに商店数の減少傾向がみられましたが、国道 442 号（バイパス）沿線の開発に

伴う大型店舗の進出により、近年では事業所数、従業員数、販売額ともに増加に転じていま

す。 
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6．筑後市の特性 

1 社会的特性 

本市は、福岡県南部の筑後平野のほぼ中央部に位置し、北は久留米市、東は八女市、

南はみやま市、西は大木町に隣接しています。市域は東西 7.5km、南北 8.2 ㎞、総面積は

41.78ｋ㎡となっています。 

また、本市は、中央部を JR 鹿児島本線及び九州新幹線が南北に縦断しており、在来線

の羽犬塚駅、西牟田駅及び筑後船小屋駅の 3 駅と、九州新幹線筑後船小屋駅の 1 駅を

有しています。 

JR 鹿児島本線、九州新幹線と並行して国道 209 号が走り、市の中央部を東西に走る国

道 442 号（バイパス）と交差し、東部には九州自動車道が南北に走っています。八女市との

境に八女 ICがあり、交通の要衝となっています。また、県営筑後広域公園やHAWKSベース

ボールパーク筑後などがあり、スポーツやレクリエーションなどを目的に多くの人が訪れる憩

いの場となっています。 

2 自然的特性 

地形・地質 

地形は、東部から西部に向かって緩い傾斜を持った標高 5～40ｍの平坦地となっていま

す。市域の南には、一級河川の矢部川が西に流れ有明海に注いでおり、これと並行して花

宗川と山ノ井川が中央部を横断しています。さらに、小規模な河川や水路が市域全体を網

の目状に流れています。 

表層地質は、北東部の台地に「表土＋砂れき＋岩盤」が見られるほか、台地の南側の沖

積層に泥層を主とした地域が広がっていますが、大半は砂層を主とする地域によって構成さ

れています。 

気 候 

本市の気候は、西九州内陸気候区のうち有明海型気候区に属しており、有明海からの南

西風の吹き込みが多く、比較的温暖で穏やかな気候となっています。 

梅雨期の 6月に降水量が多く、夏季は高温多湿の時期が続く場合があります。 

3 歴史的特性 

藩政時代（江戸時代）は、久留米藩に属し、南部は矢部川を境にして立花藩に接していま

した。羽犬塚は薩摩街道（坊津街道）の宿場町として栄え、参勤交代の大名行列等で賑わ

ったと伝えられています。 

近代では、明治 21年の県道（旧国道 442号）開通及び、同年の九州鉄道羽犬塚駅（現

JR羽犬塚駅）開設により、交通の要衝を担ってきました。 

昭和 29年 4月 1日に「町村合併促進法」に基づき、八女郡羽犬塚町、水田村、古川村、

岡山村の一部が合併し筑後市が誕生しました。その後、三潴郡西牟田町、八女郡下広川

村の一部を編入した後、旧西牟田町の一部を三潴郡へ分離して現在に至っています。 
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7．市民の意識 

1 筑後市のまちづくりにおける満足度と重要度 

筑後市のまちづくりについて満足度と重要度の関係をみると、重要度が高いにも関わらず、

満足度が低い範囲（エリアⅠ）に該当する項目については、重点的な改善や見直しに取り組

む必要があると考えられます。 

 

算出方法 

各項目に対する回答の選択肢を点数化し、満足度と重要度ぞれぞれの平均値を算出し

ました。 

満足度と重要度の関係について、散布図を作成し、平均値を基準値として 4 つの範囲に

区分する。平均値以上の場合は「満足度・重要度が高い」、平均値以下の場合は「満足度・

重要度が低い」となります。 

評価点数 

満足度 重要度 評価点数 
満足である 力を入れて欲しい 5点 
どちらかというと満足である できれば力を入れて欲しい 4点 
普通 今のままで良い 3点 
どちらかといえば不満である あまり力を入れる必要はない 2点 
不満である 力を入れる必要はない 1点 
無回答 無回答 － 
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2 筑後市の将来像 

 

筑後市の将来像について、「災害、

事故や犯罪が少ない【安全なまち】」

が 57.8％で最も多く望まれています。 

他に、「高齢者や福祉を大切にす

る【福祉のまち】」（40.1％）、「子育て

支援が充実した【子育てのまち】」

（18.9％）、「次代を担う子どもたちを

育む【教育のまち】」（14.9％）などの

福祉や教育面での充実、「水や緑が

豊富な【自然のまち】」（25.0％）、「道

路・公園・下水道が充実した【快適な

生活環境のまち】」（25.0％）といった

生活環境や利便性の充実も多く望ま

れています。 

また、「ホークスファームと連携した

【若鷹のまち】」（25.7％）を期待する

声が多く挙げられている一方で、「恋

ぼたるや船小屋温泉を生かした【温

泉のまち】」（9.1％）、「観光客が訪れ

る【観光のまち】」（8.1％）、「恋の木神

社を生かした【恋のまち】」（4.6％）な

どの観光面では、将来像としての期待

は高いとは言えません。 

3 今後の居住意向について 

 

「いつまでも住み続けたい」と回答した割合が 40.6％と最も高く、「できれば住み続けたい」

（36.0％）を合わせた 76.6％が「住み続けたい」と回答しています。 

 

 

問 将来の筑後市がどのようなまちになっていくべきだと考えですか。 

次の中から３つ以内でお答えください。 

問 これからも筑後市に住んでいたいと思いますか。 
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8．筑後市の課題 

1 都市基盤 

安全な水道水の安定した供給を図っており、普及率も目標近くまで上昇しています 

下水道は整備率の向上が求められています。 

消防・救急体制についての市民の評価は高い反面、初期消火等の対応の改善が求め

られています。 

市北部、中部、南部で地域の核となる都市施設の整備が進んでおり、周辺地域の土地

利用と今後の都市形成に対する期待が高まっています。今後も秩序あるまちづくりを計画

的に進めていく必要があります。 

公共交通については、バス等による地域交通の確保が求められています。 

道路については、大川市と八女市を結ぶ国道 442 号（バイパス）の整備により、東西の

地域間の移動時間が短縮されましたが、国道 209 号など南北方向を結ぶ道路には渋滞

個所が点在しており、交通混雑の緩和が求められています。また、市民生活に密着した生

活道路の改修などが求められています。 

河川・水路については、大雨等による浸水被害への不安を軽減する取組が求められて

います。 

2 自然環境 

地球にやさしいライフスタイルの実践や、みどりの保全・育成に関する市民活動が伸び

悩んでいます。自然環境の保護、環境意識の醸成が求められています。 

家庭から出されるごみの減量化は足踏み状態であり、循環型社会の形成に向けた意

識の向上と仕組み作りが必要です。 

3 産業振興 

近年、農業を取り巻く環境は厳しさを増し、農産物販売額は横ばい状態ですが、将来

的には減少することが懸念されます。一方で認定農業者xiiや新規就農者は一定程度の

確保ができています。今後も、土地利用型農業の推進、遊休農地xiiiの活用、地産地消の

推進、6次産業xiv化による農産物の付加価値化が求められています。 

                                      
xii農業経営基盤強化促進法に基づいて、効率的で安定した農業経営をめざすため作成する「農業経営改善計画（５年後の経営目標）」を市町村に
提出して認定を受けた農業者をいいます。 
xiii農地が現在耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地。また、その農業上の利用の程度がその周辺の農地と比べて、著しく劣って
いる農地のことをいいます。 
xiv生産（第１次産業）だけでなく、高付加価値を図るため、加工（第２次産業）、販売（第３次産業）までを行う経営形態のことを表す言葉です。 
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製造業は企業立地が一定進み、事業所数、製造品出荷額とも増加傾向にありました

が、リーマンショックにより減少し、未だ以前の水準には達しておらず、地場産業の育成、

既存企業の定着支援、創業支援、企業誘致が求められています。 

商業販売額は近年増加し、店舗数も維持していますが、既存商店街の市民の利用割

合は減少しています。商店街を活性化し、にぎわいの創出に取り組む必要があります。 

観光入込客数xvは増加していますが、小売・飲食業等の他の産業との結びつきが少な

い状況にあります。HAWKSベースボールパーク筑後の集客効果を活かし、既存の観光資

源とホークスを連携させた観光プロモーションや、魅力的な観光プランの企画等、総合的

な観光振興が求められています。 

さらに、若い世代を中心として雇用の場を確保することが求められています。 

4 保健・福祉・医療 

子育てしやすい環境が整っていると思う市民の割合は、近年、低下傾向にあります。保

育所の待機児童解消をはじめとする子育て支援策の充実・強化を図る必要があります。 

健康保持・増進のための「がんや生活習慣病」等の予防、早期発見・早期治療の充実

が求められています。 

自立した生活が継続できるように介護予防の取組が求められており、障害者施策の充

実と合せて、地域での支え合いを促進するための意識の醸成、体制づくりが求められてい

ます。 

5 教育・文化 

これからの予測不能な社会に乗り出す子どもたちには、社会を生きぬく力が必要になっ

てきます。学校・家庭・地域が連携し、子どもたちの社会を生きぬく力を育むことが求めら

れています。 

市民が充実した生活を送れるように、市民のニーズや社会の変化に対応した生涯学習

やスポーツができる環境を整えていく必要があります。また、郷土の歴史や伝統・文化の

継承を図る取組が求められています。 

男女が平等であるとの意識は高まっており、女性の積極的な社会参画の推進が求めら

れます。また、人権が守られる平等なまちづくりのために、人権についての学習機会の提

供に努めるとともに、活動への参加を呼びかける必要があります。 

                                      
xv日常生活圏域以外の場所へ訪れ、そこでの滞在が報酬を得ることを目的としない人の数を示します。 
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6 市民生活 

社会環境の変化により、地域における様々な課題の解決が求められています。地域の

住民自らが地域の将来の姿を見通し、誰もが安全で安心して暮らせる地域にするため、

自らで考え行動する、住民主導のまちづくりが求められています。 

また、広報ちくご・筑後市公式ホームページなど多様な媒体を活用し、行政に関するわ

かりやすい情報提供を行うことが求められています。 

避難場所を知っている市民や災害時の備えを行っている市民の割合は低いものの、近

年微増を続けています。地域の防災活動の充実、自主防災組織xviの組織力強化が求め

られています。 

生活環境への満足度は順調に向上する一方で、少子高齢化に伴う空き家・老朽危険

家屋問題など新たな問題も顕在化していることから、衛生的で安らげる生活環境づくりを、

地域住民の関わりのもと引き続き推進する必要があります。 

7 定住促進 

人口減少に対応し、筑後市への転入を促進するために、福岡都市圏等の住民に対す

る筑後市の魅力の PR や住まいに関する情報提供、住宅取得支援、子育て支援の充実

等が求められており、一方で、若い世代の転出を抑制するために、就業機会の確保等が

求められています。また、若い世代の結婚につながる出会いやサポートも必要となってい

ます。 

人口減少問題に正面から立ち向かい、筑後市が「住みたいまち」「もっと住み続けたい

まち」として選ばれるために、官民一体、地域一丸となり諸施策を推進していく必要があり

ます。 

8 行財政運営 

経常収支比率は、横ばいで推移しており、今後も、効率的な行財政運営や市民から信

頼される業務遂行が求められます。 

また、本市が所有する公共施設等が老朽化し、これから大量に更新時期を迎えます。

それらの管理のあり方を検討する必要があります。加えて、効率的な行政運営の観点か

ら近隣市町との広域連携の推進が求められています。 

市民サービス向上のためのＩＣＴを利用した行政サービスの推進と、それに伴う情報セキ

ュリティの強化が求められています。 

 

                                      
xvi防災活動に関して、公的機関に頼らず自らの手で取り組んでいこうとする組織・団体のことです。市内では行政区や小学校区の部会や班として組織
化が進んでいます。 
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9．筑後市の将来像 

豊かな緑と都市の活力が共生し、未来に羽ばたくまち 「ちくご」 

私たちのまち「ちくご」は、温暖な気候、豊かな緑に恵まれ、古来より農業を中心として発展し

てきました。また、古くは宿場町として、その後も交通の要衝として栄えてきました。 

近年では、九州新幹線筑後船小屋駅の開業や国道 442 号（バイパス）の開通、県営筑後

広域公園の開園、更には平成 28年 3月の HAWKSベースボールパーク筑後の開業など、自

然と都市基盤がバランスよく整備されてきています。 

これまで本市の人口は、近隣の多くの自治体が減少傾向にある中、僅かに増加してきまし

た。 

しかしながら、全国規模で問題となっている少子高齢化の影響は本市にも及び、平成 27 年

度の国勢調査の結果では人口が僅かに減少に転じ、今後も減少が続くことが予想されていま

す。 

このような中、本市では、本計画の重点プロジェクトに位置付ける「創造戦略」を、本計画に

先駆けて策定し、人口問題に正面から立ち向かい、元気で活力ある新しい筑後市を創り出す

ための施策を展開しています。 

今後は、これらの施策をさらに推進し、本市が「住みたいまち」「もっと住み続けたいまち」とし

て選ばれるため、HAWKS ベースボールパーク筑後から世界へ羽ばたく若鷹のように、未来へ

羽ばたくまちとなるよう、将来像を「豊かな緑と都市の活力が共生し、未来に羽ばたくまち 『ちく

ご』」と定めます。 
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10．将来の人口規模 

1 人口・世帯数 

本市では、これまで「第四次筑後市総合計画後期基本計画」に基づき、平成 28 年の目

標人口50,000人の達成に向けて各種施策に取り組んできました。しかしながら、平成 20年

をピークに全国的に進む人口減少問題が当市に及ぼす影響は大きく、平成 22 年まで人口

増加傾向にあり 48,512人を達成した本市の人口はその後、減少に転じており、国立社会保

障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計では、平成 52 年には、43,281 人ま

で減少するものと推計されています。 

このような背景を踏まえ、平成 27年度に策定した「人口ビジョン」では、国や県の長期ビジ

ョン、本市の人口に関する推計や分析、市民の意識調査などを考慮した結果、合計特殊出

生率の上昇、転入人口の維持等の条件の下、平成 52年に人口 45,000人から 46,000人

を目指すものとしています。また、本計画の 3か年目である平成 31年には、48,000人を想

定しています。 

世帯数は世帯分離により増加傾向にあり、その傾向は今後も続くと推測されます。 

1 世帯当たり人数は、年々減少していますが、核家族化の進行や高齢者世帯の増加など

の要因により、今後もこの傾向が続くものと推測されます。将来の世帯数は、1 世帯あたり、

2.60人として、18,462世帯と推計します。 

 

 

平成 31年度の総人口 48,000人 
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2 年齢別構成 

本市は、全国的な高齢化傾向と同じく、老年人口の比率が上昇傾向にあり、社人研の推

計では、本市の高齢化率（65 歳以上人口比率）は、平成 52 年には、34.1％まで上昇する

見通しですが、「人口ビジョン」では、合計特殊出生率の上昇と本市への転入の促進により、

30.8％に低減すると見込まれています。 

これを踏まえて、今後 3か年目の平成 31年には、下図のように老年人口を 13,344人、

生産年齢人口を 27,792人、年少人口を 6,864人と推計します。 
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11．土地利用構想 

 

1 都市的土地利用xviiを行う地域 

都市計画用途地域xviiiを含む都市計画用途ゾーンや市域軸上の地域は都市的な土地利

用を図ります。 

都市計画用途ゾーン以外の地域であっても筑後市の置かれている地理的な特性などを

生かす視点に立ち、九州新幹線筑後船小屋駅周辺地域、国道 209 号、旧国道 442 号、

国道 442号（バイパス）沿線地域あるいは周辺市町との連絡道である主要地方道及び一般

県道の沿線地域については都市的な土地利用を視野に入れ、効果的で適切な土地利用

を図ります。 

2 農業的土地利用を行う地域 

農業振興地域内農用地やその周辺地域は、都市的土地利用を行う地域を除き、田園ゾ

ーンとして、農業的な土地利用を図ります。 

食料生産の場、水や緑や土とのふれあいの場、自然や農業を介した人々の交流の場とし

て、特に営農環境の整備・改善を進める視点に立った土地利用を図ります。 

一方、集落内では、水や緑に囲まれた各地区の特性を多彩に生かし、生活の場としての

快適性、利便性などを高め、集落機能の維持向上に努めることにより、多世代にわたって定

住できる環境を整えていきます。 

 

 

                                      
xvii住宅用地、商業用地、工業用地、道路用地、公園用地などに使用するための土地利用のことを指します。 
xviii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。 

土地利用の方針 

筑後市の持つ地勢的特性、交通の要衝としての地理的な特性を十分ふまえ、無秩序

な開発や用途の混在化を防ぎ、生活環境の豊かさを保つよう、また、地域の活力が維

持・向上するように計画的な土地利用を図ります。 
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xix 
                                      
xix市民の生活を支える住居・商業・業務などの都市的機能の集積地区や、それらをつなぐ道路・交通の有機的なつながりのこと。 

xix 
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12．施策の大綱 

政策 1 安全で快適な生活を支えるまちづくり 

施 策 

1 安全な水道水の安定供給 2 下排水処理施設などの整備 

3 消防・救急体制の整備 4 秩序ある市域の整備 

5 公共交通の確保と駅の利便性向上 6 道路整備による利便性の向上 

7 河川・水路などの維持管理  

道路、下水道等の都市基盤の整備を計画的に進め、快適な環境の整備を推進します。 

農業と都市的土地利用が調和し、秩序あるまちづくりを進めます。 

日常生活における移動手段の確保に努めるとともに、幹線道路の整備、生活道路の改善

を推進します。 

河川・水路などの整備推進や維持管理により、豪雨時における市民の安全性を確保し、

浸水被害への不安軽減を図ります。 

政策 2 資源・環境にやさしいまちづくり 

施 策 

1 自然環境の保護と環境意識の醸成 2 循環型社会の形成 

本市の優れた水辺環境等を保全し、自然環境を損なわない環境保護活動・意識啓発を推

進します。 

家庭や事業所でのごみの減量化、再利用を促進し、市民と事業所、行政が協働し循環型

社会の形成を推進します。 

政策 3 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり 

施 策 

1 農業の振興 2 商工業の振興 

3 観光の振興 4 勤労者福祉の向上 

農業の担い手育成を図るとともに、6 次産業化など農・商・工が連携した産業振興を推進し

ます。 

今後も企業誘致に積極的に取り組むとともに、創業支援・地場産業の支援・育成を行うこと

で雇用の場の拡大を図ります。 

既存の観光資源と HAWKSベースボールパーク筑後などの新たな観光スポットを活かしてネ

ットワーク化を図るとともに、観光地としての本市のブランド化を推進します。 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施 策 

1 少子化対策・子育て支援の充実 2 健康づくりの推進 

3 高齢者福祉の充実 4 障害児・者福祉の充実 

5 低所得者福祉の充実 6 地域福祉体制の整備 

市民が出会い・結婚にいたるために必要な支援を行うとともに、待機児童の解消など子育て

支援の充実を図ります。 

ライフステージに応じた健康づくり、高齢期になっても自立した生活が維持できるよう支援の

充実を図ります。 

低所得者への支援とともに、福祉を必要とする市民を行政、地域住民が見守り、支え合って

いく地域福祉の推進を図ります。 

政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施 策 

1 学校教育の充実 2 青少年の健全育成 

3 生涯学習・スポーツの推進 4 伝統文化・郷土文化の継承 

5 男女共同参画社会の推進 6 人権・同和教育及び啓発の推進 

伝統や風土、人の和の中で育った、かけがえのない子どもたちを、その育った郷土を愛し、

そして、発展させる人材へと育てる「教育のまち・ちっご」を目指します。 

子どもたちの社会を生きぬく力を育むために、学校教育の充実を図るとともに地域の教育力

を活かした青少年健全育成を推進します。 

市民誰もが、健康で生きがいを感じることができるような生涯学習・スポーツの推進を図りま

す。また、郷土の歴史や伝統・文化を愛する市民の育成を図るとともに、HAWKS ベースボー

ルパーク筑後を活かしたスポーツ振興による魅力的なまちづくりを目指します。 

男女共同参画社会形成の推進を図るとともに、差別のない明るい住みよいまちを作るため、

人権教育・人権啓発を推進します。 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施 策 

1 市民協働の推進 2 積極的な広報・広聴の展開 

3 市民との協働による防災体制の充実 4 市民との協働による安全・安心なまちづくり 

5 衛生的で安らげる生活環境づくり  

地域における課題について、地域住民や市民活動団体、ボランティア等の各種団体が連

携・協働し、校区コミュニティを軸として課題に取り組む体制を整備するとともに、校区コミュニ

ティが自らの地域づくりを進めるための計画づくりを支援します。 

行政から市民への積極的な情報提供を行い、市民との協働による防災体制の整備や防犯

活動、交通安全活動等を推進します。 

また、地域住民の協力により衛生的で安らげる生活環境づくりを進めます。 

政策 7 ひとを呼ぶまちづくり 

施 策 

1 転入の促進と転出の抑制   

本市に転入する人の流れをつくるために、移住、定住を支援する施策を展開するとともに、

それら施策や本市の魅力の PRなど、移住に関する情報提供を行います。 

さらに、筑後市在住の若い世代の就職時における定着を進めるために、市内企業との就職

に関するマッチングの促進などにより、市内での就業機会の増加を図ります。 

政策 8 持続と発展を可能とする市政運営のために 

施 策 

1 情報化社会の推進と管理 2 安定的な財政運営と効果的な施策の推進 

3 市民から信頼される職員・組織づくり  

情報化社会の進展に対応し、個人情報の保護とともにＩＣＴを利用した行政サービスの充実

を図ります。 

効果的な施策の推進のために、行政評価に基づき、PDCA サイクルによる改善活動に努め、

効率的な行財政運用や組織運営を推進します。公共施設等の老朽化に関しては、その全体

像を把握したうえで、長期的な視点をもって統廃合なども含め、公共施設等の最適な配置を

検討します。 

また、市民の生活圏域を踏まえ、近隣市町と連携した効率的な行政サービスの推進を図り

ます。 

加えて、行政課題に迅速かつ適切に対応できる職員の育成や組織づくりを進めます。 
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基本 

計画 
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1．施策体系 

基本構想 基本計画 

将来像 政 策 施 策 

豊
か
な
緑
と
都
市
の
活
力
が
共
生
し
、
未
来
に
羽
ば
た
く
ま
ち 

「
ち
く
ご
」 

1 安全で快適な生活を 

支えるまちづくり 

1 安全な水道水の安定供給 

2 下排水処理施設などの整備 

3 消防・救急体制の整備 

4 秩序ある市域の整備 

5 公共交通の確保と駅の利便性向上 

6 道路整備による利便性の向上 

7 河川・水路などの維持管理 

2 資源・環境にやさしい 

まちづくり 

1 自然環境の保護と環境意識の醸成 

2 循環型社会の形成 

3 豊かな暮らしを支え 

活力を生み出す 

まちづくり 

1 農業の振興 

2 商工業の振興 

3 観光の振興 

4 勤労者福祉の向上 

4 いきいきと健康な 

まちづくり 

1 少子化対策・子育て支援の充実 

2 健康づくりの推進 

3 高齢者福祉の充実 

4 障害児・者福祉の充実 

5 低所得者福祉の充実 

6 地域福祉体制の整備 

5 創造性と豊かな心を 

育むまちづくり 

1 学校教育の充実 

2 青少年の健全育成 

3 生涯学習・スポーツの推進 

4 伝統文化・郷土文化の継承 

5 男女共同参画社会の推進 

6 人権・同和教育及び啓発の推進 

6 協働によるまちづくり 1 市民協働の推進 

2 積極的な広報・広聴の展開 

3 市民との協働による防災体制の充実 

4 市民との協働による安全・安心なまちづくり 

5 衛生的で安らげる生活環境づくり 

7 ひとを呼ぶまちづくり 1 転入の促進と転出の抑制 

8 持続と発展を可能とする 

市政運営のために 

1 情報化の推進と管理 

2 安定的な財政運営と効果的な施策の推進 

3 市民から信頼される職員・組織づくり 
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2．行政評価システムの活用 

筑後市では、市民満足度の高いまちづくりをめざして、様々な事業やサービスに取り組んで

います。しかし、事業やサービスを行うためのヒト・モノ・カネといった行政資源は限られています。

そこで、これらの行政資源を有効に活用するとともに、総合計画の進捗状況を市民にわかりや

すく示すための方法として「行政評価システム」を導入しています。 

行政評価システムでは、健康・教育・福祉・環境などの各分野で筑後市が目指す姿を定め、

その達成度を測るものさしの役割をする「成果指標」を設定しています。成果指標には目標数

値を定め、目標達成の手段として様々な事業やサービスを計画します（Plan）。事業やサービス

を実行し（Do）、その結果を成果指標の現状数値として把握し、目標に向かって順調に成果が

上がっているのかを評価します（Check）。そして、評価の結果から、より目標に近づくための改

善に取り組みます（Action）。この Plan、Do、Check、Action の活動を繰り返していくこと（PDCA

サイクルと言います）で行政活動を改善し、市民満足度の向上を目指します。目標や結果をで

きる限り数値を使って表すことで、計画の進捗状況のわかりやすさと行政活動の成果を重視し

た市政運営を推進します。 
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施策体系と成果指標の例 

施策や基本事業、事務事業には、それぞれの「ねらい（めざす姿）」と、その達成度合いを測

る基準となる「成果指標」を設定しています。成果指標の現状値を定期的に調査・把握し、事

業内容の改善や実施方法の効率化などに役立てていきます。 
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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 1-2 下排水処理施設などの整備 

施策 1-3 消防・救急体制の整備 

施策 1-4 秩序ある市域の整備 

施策 1-5 公共交通の確保と駅の利便性向上 

施策 1-6 道路整備による利便性の向上 

施策 1-7 河川・水路などの維持管理 

 

政 策 

１ 
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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 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

上水道普及率（％） 78.1 80.0 
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。 

第四次総合計画の取組結果 

上水道普及率は、平成 24 年度を除き、順調に推

移しています。 

平成 24 年度の落ち込みは、管網整備事業xxの縮

小によるものです。 

耐震診断により配水拠点施設の耐震化が必要と

なり、また、築造後 40 年以上が経過している主要配

水管の更新が必要であったため、計画的に、施設耐

震化・老朽管更新事業を優先実施しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

安全な水道水の安定供給のためには、施設の耐

震化や老朽管更新事業を引き続き行っていく必要があります。一方、今後人口減少が懸念される

中、引き続き、水道水を安価で供給するためには、管網整備事業により水道未普及地を解消し、新

規需要者を増やすことで有収水量xxiを増加または維持していく必要があります。 

今後は、受益者負担増の抑制を図りながら、施設耐震化・老朽管更新事業と管網整備事業を

適切に実施します。 

また、市民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。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-1-1 管網の整備 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

新規加入の戸数（戸） 262 230 以上 行 政 

基本事業 1-1-2 経営の安定化 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

有収率xxii
（％） 89.9 90.0 

行 政 
給水原価（円/m3） 130.1 135.0以下 

基本事業 1-1-3 浄水・配水施設の維持管理 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

浄水・配水施設の維持管理上トラブル数（件） 0 0 
行 政 

水質基準適合率xxiii
（％） 100.0 100.0 

基本事業 1-1-4 水資源の有効利用 

ねらい（めざす姿） 市民や事業所等が水資源の大切さを理解し、有効に水が使われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

節水活動をしている市民割合（％） 73.5 75.0 市 民 
事 業 者 
行 政 一人 1日平均給水量（Ｌ） 297.0 270.0 

 

関連計画  

                                      
xx 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。 
xxi 給水量全体に占める料金徴収の基礎となる使用水量。 
xxii 有収水量の割合。この割合が高いほど効率的で望ましい状態。 
xxiii 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。 
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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 1-2 下排水処理施設などの整備 

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。 

成果指標 現状値 
（H25-27） 

目標値 
（H29-31） 説 明 

河川水
質の環
境基準
適合度
（㎎/L） 

山ノ井川 
5～9月 2.2 1.2 水系別での過去3年間の平均BOD値

です。 
ちなみに、BOD 値xxivが 5.0 ㎎/L 以下

は魚がすめる水質、10.0 ㎎/L 以下は一
部魚がすめる水質、10.0 ㎎/L 超は魚が
すめない水質と言われています。 

10～4月 2.1 2.0 

花宗川 
5～9月 1.7 1.0 

10～4月 1.5 1.1 

倉目川 
5～9月 5.7 2.0 

10～4月 5.5 2.0 

第四次総合計画の取組結果 

河川水質は、下水道整備による家庭雑排水の流

入減少により、平成 23 年度まで徐々に改善されまし

たが、平成 24 年度以降は徐々に悪化しています。こ

れは、平成 24 年度に発生した北部九州豪雨により、

河川上流部の環境が一変し、河川の自然自浄能力

の低下及び復旧工事により発生する濁水の流入など

が影響していると考えられます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

公共用水域の水質改善のためには下水道を普及

促進させる必要がありますが、下水道への接続工事

が負担となり、接続率（水洗化率）はあまり伸びていま

せん。そのため、補助制度の周知徹底やその他の負

担軽減策を検討します。 

また、下水道の整備には多額の費用を要するため、

効率的な事業運営に努めます。 

加えて、将来的な下水道設備の更新対策や人口

減少に伴う使用料収入の減少等の課題に対し、経営

状況の正確な把握による今後の事業の健全な経営を目指し、平成 31 年度から地方公営企業会

計へ移行します。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-2-1 公共下水道整備推進 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

下水道整備進捗率xxv
（％） 42.6 45.0 

行 政 
下水道普及率xxvi

（％） 33.4 37.0 

基本事業 1-2-2 汚水処理施設の維持管理 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

下水道施設の維持管理上のトラブル件数（件） 0 0 
行 政 

矢部川浄化センターの放流の水質[BOD値]（㎎/L） 0.6 8.0以下 

基本事業 1-2-3 水洗化の普及促進 

ねらい（めざす姿） 下水道への接続が進み、家庭や事業所排水の水質が改善されると同時に、使用料
の収入増により下水道事業経営の安定化が図られる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

水洗化率xxvii（供用開始区域内の下水道接続率）
（％） 66.0 72.5 

市 民 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画  

                                      
xxiv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。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る。 
xxv 整備済累計面積÷全体計画区域面積で求めた年度事業による整備面積累計。 
xxvi その地区に住んでいる人のうち、どれくらいの人が下水道を利用できる環境になっているかを示すもの。 
xxvii 下水道を利用できる地区に住んでいる人のうち、どれくらいの人が実際に下水道に接続し、水洗化しているかを示すもの。 
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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 

ねらい（めざす姿） あらゆる災害から生命・身体・財産を守り、被害を最小限
にする。また、体制を強化することにより市民が安心感を
持って暮らせる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

火災発生件数（件） 17  
火災統計による市内での火災発生件

数です。 

消防・救急体制が整っている
と思う市民割合（％） 94.5 95.0 

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。 

第四次総合計画の取組結果 

「火災発生件数」は、平成26年度まで順調に減少

しましたが、平成 27年度は放火により増加に転じまし

た。 

筑後地域消防指令センターxxviiiを久留米市に設置

し、県南 8消防本部の 119番通報受信・指令業務を

統一し、災害対応力及び応援出動体制の強化を実

現しました。 

また、新たに水槽付きポンプ車を導入し、複雑多

様化する火災への初動強化を行いました。 

さらに、消防水利xxix整備事業の強化を図り、初期

消火率の向上に努めました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

災害の多様化、大規模化、さらに少子高齢社会に応じた救急等に関する住民ニーズの変化に対

応するため、広域化など今後の消防体制のあり方を検討するとともに、筑後地域消防指令センター

の活用による更なる災害対応体制の充実強化を図ります。 

また、引き続き、市民と事業者が行う消防訓練を推進し、初期消火率の向上を図ります。 

救急救命業務については、救急救命士xxx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。 

                                      
xxviii 筑後地域 10市 4町 1村の 119番通報を受信し、消防車・救急車の出動指令などを行う。 
xxix 火災時に利用する消火栓・防火水槽・濠水・プール等のこと。（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

る。） 
xxx 平成 3年に「救急救命士法」が制定された。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。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-3-1 防火対象物等の立入検査 指導・違反処理の徹底 

ねらい（めざす姿） 検査、指導等の徹底により、消防法令に違反している防火対象物が減少している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

消防法違反の発生率（％） 28.3  
市 民 
事 業 者 
行 政 

基本事業 1-3-2 防火意識の高揚 

ねらい（めざす姿） 啓発等の充実により、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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

1万人あたりの出火率（件） 3.5  市 民 
事 業 者 
行 政 

初期消火率（％） 46.0 80.0 
消火訓練の受講者数（人） 9,193 10,000 

基本事業 1-3-3 危険物施設などの安全確保、自主保安体制の推進 

ねらい（めざす姿） 事業所等の危険物施設の安全確保等を促すことで、火災、漏えい事故が発生しない。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

火災、漏えい事故の発
生件数（件） 

許可施設 1 0 市 民 
事 業 者 
行 政 許可施設以外 1 0 

基本事業 1-3-4 救急救命体制の充実 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民による心肺停止患者への蘇生術の実施率（％） 56.0 60.0 市 民 
事 業 者 
行 政 救急法の受講者数（人） 2,939 3,000 

実働救急救命士数（人） 5 8 行 政 

基本事業 1-3-5 消防水利の充足 

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える。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

消防水利充足率（％） 58.5 60.0 
市 民 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画  
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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 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 

説 明 

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(％) 

62.2 64.0 

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。 

第四次総合計画の取組結果 

市南部では、九州新幹線筑後船小屋駅近くの大

規模未利用地に、福岡ソフトバンクホークスファーム

本拠地が建設されました。中部では、八女 IC近くの国

道 442号（バイパス）沿線に、民間活力による土地利

用の転換が進んでいます。北部では、鹿児島本線西

牟田駅近くの国立療養所筑後病院跡の大規模未利

用地に、筑後市北部地区防災拠点等整備を進めて

います。このように土地利用については、各地域の実

情に応じてバランスのとれた市域の整備を進めていま

す。 

施策の指標である「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％から増加し、

62.2％になりました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

引き続き、筑後市都市計画マスタープラン等に基づく土地利用の誘導や、農業振興地域整備計

画に基づく優良農地xxxiの保全・確保などにより、秩序ある土地利用を推進します。 

特に、九州新幹線筑後船小屋駅や八女 ICに近接した地域については、交通利便性が高くなった

ことから沿線の土地利用の転換が求められています。当該地域周辺の効率的かつ効果的な土地

利用の推進を図るため、周辺農地や自然環境との調整を図りつつ、必要に応じて都市計画をはじ

め、各種計画の立案や見直し等を行います。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-4-1  計画的な土地利用と市街地整備の推進 

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、優良農地が保全されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

全建築申請中に占める都市計画用途地域内の申
請割合xxxii

（％） 39.1 41.0 市 民 
事 業 者 
行 政 

都市計画用途地域xxxiii内農地率（％） 18.5 18.0 
優良農地率（％） 80.7 80.7 

基本事業 1-4-2 公園の整備・維持管理 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民 1人あたり公園面積（㎡/人） 12.9 13.5 
市 民 
行 政 公園の量・施設に満足している市民の割合（％） 80.2 80.0 

市民協働で管理されている公園数（箇所） 10 12 

基本事業 1-4-3 バリアフリーxxxivの推進 

ねらい（めざす姿） 公共施設等のバリアフリー化に努め、高齢者や身体障害者等にとって生活しやすい
まちになっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

歩道の点字ブロック設置総延長（㎞） 6.3 6.5 
市 民 
事 業 者 
行 政 

公共施設バリアフリー化率（％） 73.3 75.0 行 政 

 

関連計画 筑後市都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画 
                                      
xxxi 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。 
xxxii 建物を建てる際に必要な建築確認申請の件数に占める、要都市域内の申請件数割合。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る。 
xxxiii 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。 
xxxiv 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る。 
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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 

ねらい（めざす姿） 鉄道会社、バス会社等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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

公共交通（鉄道）について満足
している市民の割合（％） 82.7 85.0 

市民アンケートで公共交通（鉄道）につ
いて「満足している」「どちらかといえば満
足」「ふつう」と回答した人の割合です。 

公共交通（バス）について満足
している市民の割合（％） 67.2 69.0 

市民アンケートで公共交通（バス）につい
て「満足している」「どちらかといえば満足」
「ふつう」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

鉄道については、筑後船小屋駅西側に自動車駐

車場と羽犬塚駅西側広場の整備を行い、パークアン

ドライドxxxvの推進を図りました。また、JR 九州に対する

要望活動や開業記念イベントの開催により利用促進

を図りました。これらの取組により鉄道と駅の利便性の

満足度が 80％を超えるとともに、九州新幹線、在来

線の乗降客も増加しています。 

路線バスについては、利用者の減少により平成 26

年 9 月をもって西鉄バス船小屋柳川線が休止になり

ました。一方でコミュニティ自動車xxxviについては、こ

れまで運行してきた 2地域に加え、1地域が平成 27

年度から新規に運行を開始しました。これらの要因により、バスへの満足度は平成 17 年度の

69.0％に比べ、ほぼ横ばいとなっています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

市内に存在する様々な公共交通機関や交通手段を一つのネットワークとしてとらえ、相互の乗り

継ぎや役割分担などにも配慮した利用環境づくりを進めることが重要です。また、人口減少・少子高

齢化の進展に伴い、誰もが利用しやすい移動手段である公共交通の確保は大きな課題となってい

ます。 

市民生活に不可欠な施設を結ぶ公共交通サービスの確保・維持に努めます。また、地域公共交

通網形成計画の策定を検討します。 

加えて、広域的な移動手段の中心となる新幹線については、利用者の利便性向上や駅周辺の

交通混雑の解消を図るため、必要に応じて駐車場の整備など都市施設の機能強化を図ります。

                                      
xxxv 都市部の交通渋滞の緩和のため、自宅から自動車で最寄りの駅やバス停留所などに設けた駐車場に行って駐車し、そこから

公共交通機関を利用して目的地まで移動する方法。 

xxxvi 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。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-5-1 バス等による地域交通の確保 

ねらい（めざす姿） バス等による市民の移動手段が確保されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市内のバス路線数（コミュニティ自動車含む）につい
て満足している市民の割合（％） 68.7 75.0 事 業 者 

行 政 
コミュニティ自動車を運行している地域数（箇所） 3 4 

基本事業 1-5-2 鉄道（在来線）の利便性向上 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

駅の利便性について満足している市民の割合（％） 82.3 85.0 

市 民 
事 業 者 
行 政 

市内ＪＲ３駅の 1 日停車
本数[平日]（本） 

快速・特急列車 114 120 
普通列車 192 200 

市内ＪＲ３駅の１日乗降
客数（人） 

ＪＲ羽犬塚駅 6,293 6,490 
ＪＲ西牟田駅 878 910 
ＪＲ筑後船小屋駅 
（在来線） 1,142 1,180 

基本事業 1-5-3 新幹線の利用促進 

ねらい（めざす姿） 新幹線をより多くの方が利用する。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市内ＪＲ駅の１日乗降客
数（人） 

ＪＲ筑後船小屋 
（新幹線） 900 930 

市 民 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画  
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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 

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。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

幹線道路xxxviiについて満足
している市民の割合（％） 80.3 83.0 

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。 

生活道路について満足して
いる市民の割合（％） 66.9 71.0 

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。 

第四次総合計画の取組結果 

幹線道路の整備については、国道 442 号（バイパ

ス）が八女市から大川市まで全線開通したことにより

都市間のアクセスが向上しました。また、九州新幹線

筑後船小屋駅周辺道路や八女ＩＣアクセス道路xxxviii

の整備により駅や八女ＩＣへのアクセスが向上しました。

しかし、「幹線道路について満足している市民の割

合」は目標の 85.8％には至りませんでした。 

生活道路の整備については、補修、改良、通学路

対策により道路利用者の安全で円滑な通行の確保

に取り組みました。しかし、「生活道路について満足し

ている市民の割合」は平成 22 年の現状値 76.6％を

大きく下回りました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

幹線道路の整備については、国道 209 号の主要な交差点改良や主要地方道久留米筑後線の

改良工事など効果的な道路ネットワークの整備を進め、都市間のアクセス向上に努めます。また、

国道 209号赤坂地区の歩道整備などにより道路利用者の安全で円滑な通行の確保を行います。 

また、生活道路の整備については、補修、改良、通学路対策により道路利用者の利便性、安全

性の向上に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-6-1 幹線道路の整備促進 

ねらい（めざす姿） 幹線道路を整備することにより渋滞が緩和するとともに、ネットワーク化することで都
市間のアクセスが向上している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

朝の通勤時間
の通過所要時
間 （分） 

東西［四ヶ所（界橋）→長浜（八女イ
ンター入口交差点）］ 11 10 関 係 団 体 

行 政 南北［船小屋（船小屋温泉大橋北
端）→一条（ヤンマー農機入口）］ 20 18 

基本事業 1-6-2 生活道路の整備推進 

ねらい（めざす姿） 生活道路の整備により利用者の利便性、安全性が向上している。 

成果指標 参考値 
（H27） 

目標値 
（H29-31） 担 い 手 

生活道路整備延長（㎞） 
補修 0 10 市 民 

行 政 改良 0 9 

 

関連計画  

                                      
xxxvii 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。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る。 

xxxviii 目的地へ至るまでの道路のこと。 



 

46 

政策 1 安全で快適な生活を支えるまちづくり 

施策 1-7 河川・水路などの維持管理 

ねらい（めざす姿） 河川・水路などが機能し、良好な治水・利水が行われて
いる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

河川・水路の整備状況につ
いて満足な市民の割合（％） 78.7 80.0 

市民アンケートで河川・水路の整備状況
について全回答者のうち「満足」「どちらかと
いえば満足」「普通」と回答した人の割合で
す。 

第四次総合計画の取組結果 

河川や水路は、補助事業や県営事業を活用して

整備推進を図るとともに、修繕や体積土砂の撤去な

どの維持管理により、通水機能を保全し住みよい住

環境の整備に努めました。また、ため池やクリークも県

営事業を活用して、農業用水の安定確保や洪水調

整による周辺住民の安全性向上のために、老朽化し

た堤防や取水施設の整備に努めました。 

「河川・水路の整備状況について満足な市民の割

合」は、平成 17 年度の 72.4％が平成 27 年度には

78.7％へと向上しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

河川や水路は、更なる整備促進を図るため、現在実施中の集落基盤整備事業xxxixやクリーク防

災事業xl等の.補助事業や県営事業を活用しながら、整備を推進します。更に、経年劣化により老朽

化した土地改良施設の修繕や更新事業を、補助事業や県営事業を活用しながら推進します。 

また、平成 24 年度の九州北部豪雨により、「浸水による被害の不安がない市民の割合」が一時

期低下し、現在も不安を抱えている市民は少なくなく、この解消に向けた市街地等での効果的な事

業を検討します。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 1-7-1  河川・水路などの整備推進と維持管理 

ねらい（めざす姿） 河川や水路などが適切に維持管理されることで、その機能が保全されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

河川・水路などの機能整備要望への対応率（％） 75.1 80.0 市 民 
関 係 団 体 
行 政 浸水による被害の不安がない市民の割合（％） 41.2 45.0 

 

関連計画 筑後市農村振興基本計画 

                                      
xxxix 平成 24年度から 6 ヶ年で実施する県営事業。市内 29地区の水路やため池等の整備を計画している。 
xl 平成 21年度から 7ヶ年で実施する県営事業。農作物等を洪水の被害から守るために、水を貯留する能力が低下しているクリーク

の改修・保護を行う事業。 
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資源・環境にやさしいまちづくり 

 

施策 2-1 自然環境の保護と環境意識の醸成 

施策 2-2 循環型社会の形成 

 

政 策 

2 
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政策 2 資源・環境にやさしいまちづくり 

施策 2-1 自然環境の保護と環境意識の醸成 

ねらい（めざす姿） 自然環境保護に関する取組や、地球・資源を大切にす
る行動が定着化している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

市内の自然環境について満
足している市民の割合（％） 88.5 90.0 

市民アンケートで市内の自然環境につい
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。 

環境にやさしい生活をしてい
る市民の割合（％） 26.2 37.0 

市民アンケートで環境にやさしい活動を
20項目のうち、9項目以上実践していると
回答した人の割合です。 

水質汚濁に関す
る環境基準をクリ
アした測定地点
の割合（％） 

山ノ井川 85.0 100.0 河川ごとに水質検査を行い、測定地点
のうち環境基準に適合している地点の割合
です。 
環境基準（BOD値） 
5～9月：3㎎/L 以下 
10～4月：5㎎/L以下 

花宗川 95.8 100.0 
松永川 100.0 100.0 
倉目川 37.5 80.0 

大気汚染に関する環境基準を
クリアした測定地点の割合（％） 100.0 100.0 

大気検査の結果、環境基準に適合して
いる割合です。 

0.04ppm以下 

第四次総合計画の取組結果 

自然環境の保護のため、市民参加による川と水を

守る運動や矢部川ノーポイ運動xli、クリーン作戦xlii等

の美化活動に取り組みました。また、環境フェスタ、環

境講座やエコドライブ教室開催等を通して市民、事業

者へ地球温暖化防止や３Ｒ推進の啓発に取り組みま

した。それらの取組により、「市内の自然環境について

満足している市民の割合」は順調に推移しています。 

市営河川のうち、倉目川以外はおおむね環境基

準をクリアしています。倉目川についても、倉目川流

域の住民と事業所に市を加えた意見交換の場が発

足するなど、水質改善に向けての第一歩を踏み出す

ことができています。また、大気汚染に関する環境基

準は全て目標を達成しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

豊かな自然環境を次の世代に継承するために、これからも市民・事業所・市が協働して環境保

全や美化活動を推進し、「環境にやさしい生活をしている市民の割合」の向上に努めます。 

そのため、「川と水を守る運動」や「クリーン作戦」は、協働のまちづくりの象徴的取組として、また、

マイバッグ利用推進については、環境団体などと協力して継続実施します。 

さらには、大気汚染や水質汚濁についても監視を続けます。特に、倉目川の環境保全については、

流域住民と事業所の取組の推移を見守っていきます。 

加えて、再生可能エネルギーの推進については、引き続き検討を行います。

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 

82.9

80.2
82.2

83.8

87.0 87.9 88.3

87.6

88.5

88.3

88.5

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

（%）

市内の自然環境について満足している市民の割合

環境にやさしい生活をしている市民の割合

20.0

23.1

22.0 22.4

23.4

21.2
24.0

26.4

26.0

30.0

26.2

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

～～ ～～

 



 

51 

基本事業 2-1-1 地球環境にやさしいライフスタイルの実践 

（もったいない運動の推進） 

ねらい（めざす姿） 市民や事業所などが、自然環境保全の重要性を理解し、省エネ等の環境にやさし
い活動を実践している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

環境にやさしい生活をしている市民割合（％） 26.2 37.0 市 民 
事 業 者 
行 政 

環境保全のための取組を行っている事業所の割合
（％） 51.3 60.0 

基本事業 2-1-2 河川などの環境保全 

ねらい（めざす姿） 市民や事業所などの意識が高まり、河川などの環境保全のための行動を起こしている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

川と水を守る運動、矢部川美化ノーポイ運動参加者
数（人） 11,662 13,000 

市 民 
事 業 者 
行 政 

基本事業 2-1-3 みどりの保全・育成 

ねらい（めざす姿） 市民や事業所などの意識が高まり、みどりの保全や育成のための行動を起こしている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

みどりの保全や育成のために何らかの活動をしている
市民割合（％） 51.2 55.0 

市 民 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画 筑後市環境基本計画 

                                      
xli 市民、事業所、行政の協働による河川清掃・美化運動のこと。 
xlii 自分たちの住んでいる地域のごみ拾い等を通じて「ごみのポイ捨てをしない」「自分たちの地域は自分たちできれいにする」等を目

的とした環境啓発活動のこと。毎月第 2土曜日を基本に一つの小学校区を重点地区とし、市内全小学校区を順番に実施している。 
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政策 2 資源・環境にやさしいまちづくり 

施策 2-2 循環型社会xliiiの形成 

ねらい（めざす姿） ゴミの排出が抑制されるとともに、再資源化が進み、最終
処分量が減少している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

最終処分量［筑後市分］（t） 161.8 150.5 
八女西部クリーンセンターでゴミを焼却し

た後に発生する最終処分場へ持ち込む埋
立物の 1年間の量です。排ガス処理のた
めの石灰が主成分です。 

市民一人あたりの 1日のご
み排出量（g） 773.7 720.0 

筑後市で 1日に排出されるゴミの量を人
口一人当たりで割り戻した数値です。 

第四次総合計画の取組結果 

「美しい筑後を子供たちへ」をスローガンに、環境基

本計画や一般廃棄物処理基本計画に沿ってごみ減

量化やリサイクル推進に取り組みました。 

「最終処分量」は平成 17年度 414tが平成 27年

度では 162t となり、目標を達成しました。 

また、平成 22年度には家庭用の剪定枝リサイクル

無料化や廃食用油回収、さらに平成 24 年度からは

廃プラスチックの全市回収を開始するなど、資源化

推進に取り組み、「市民一人当たりの 1日のごみ排出

量」は減少傾向で推移してきましたが、ここ数年は横

ばいとなっています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

今後も持続可能な資源循環型社会を推進するために、ごみの排出抑制と、さらなる資源化の取

組を推進する必要があります。 

第五次総合計画では、ガラス、陶磁器、小金属、中型家電などを新たに分別し、資源化の取組

を進めます。 

また、地域へのリサイクル奨励策を推進するとともに、不法投棄については、環境美化巡視員等

と連携し、パトロールを強化するなど抑止に向け取り組みます。 

併せて、次世代を担う子供たちへの教育や啓発により循環型社会への意識形成に取り組み、市

民・事業者・行政の協働により、ごみの適切な処理及び最終処分場の延命化に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 2-2-1 ごみ減量化の推進 

ねらい（めざす姿） 大量生産、大量消費、大量廃棄の生活様式が見直され、ゴミの発生や排出が抑制
されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民一人あたりの 1日の家庭系ごみ排出量（g） 495.0 460.0 市 民 
事 業 者 
行 政 事業系ごみ排出量（ｔ） 4,312.3 4,010.0 

基本事業 2-2-2 資源化の推進 

ねらい（めざす姿） 分別収集などの活動が拡充することで、資源の再利用が促進されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

資源化率xliv
（％） 24.5 28.0 市 民 

事 業 者 
行 政 資源化活動xlvを行っている市民の割合（％） 55.4 60.0 

基本事業 2-2-3 不法投棄の防止 

ねらい（めざす姿） 野焼きや不法投棄を減らすことによって、廃棄物が適正に処理されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

一般廃棄物の不法投棄や散乱等の通報に対する対
応件数(件） 47 25 

市 民 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画 筑後市環境基本計画、筑後市一般廃棄物処理基本計画 

                                      
xliii 大量生産、大量消費、大量廃棄を見直し、資源に有効に利用して廃棄物を出さないこと、出てしまった廃棄物は資源として再利

用すること、どうしても利用できない廃棄物は適正に処分すること、という考え方が定着した社会のこと。 
xliv 資源化された量をごみの総排出量で割った割合。リサイクル率は、集団回収量を加算したもの。 
xlv 生ごみの堆肥化、古紙の分別徹底、中古品・再生品購入、修理、集団回収、裏紙使用、古布再利用など、3Ｒ（リディース、リユ

ース、リサイクル）を推進する活動のこと。 
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豊かな暮らしを支え活力を生み出

すまちづくり 

 

施策 3-1 農業の振興 

施策 3-2 商工業の振興 

施策 3-3 観光の振興 

施策 3-4 勤労者福祉の向上 

 

 

政 策 

3 
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政策 3 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり 

施策 3-1 農業の振興 

ねらい（めざす姿） これからも農業担い手が確保され、農業が持続的に営ま
れている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★農産物販売高（百万円） 4,917 4,800 農業者団体販売高調査による数値で
す。 

認定農業者xlvi数［経営体］
（人） 179 180 

市の「農業経営基盤強化基本構想」
に示す経営目標に向け、市が認定した
経営改善を進める農業者です。 

認定新規就農者数（人） 15 25 市の認定を受けた新規就農者数で
す。 

第四次総合計画の取組結果 

農業の担い手の高齢化、後継者不足に対応する

ため、園芸作物を中心とする新規就農者確保の取組

と併せ、農事組合xlvii法人化を積極的に推進しました。

法人化により農地の集約化が進み、生産コストの低

減、水田の高度利用が可能となりました。また、付加

価値向上の取組として、関係機関等との連携により

筑後市産農産物による加工品の開発を行いました。 

上記の取組の結果、農産物販売高を一定水準に

維持することができています。 

地産地消の取組としては、市内直売所の販売高は

順調に増加しており、学校給食への地元食材利用に

関する品目も増加しています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

農業の担い手を確保することによって、農地を保全すると同時に農村集落環境の維持に努めま

す。 

これまでは担い手の組織化と農地の集約化を重点的に行ってきましたが、今後は 10年先を見据

えた法人組織の運営体制強化と安定雇用に向けた支援を行っていく必要があります。 

併せて、筑後市産農産物の生産から販売までに係る支援、品質向上と生産コスト低減のための

支援を、継続して取り組みます。 

また、TPP 協定xlviii締結や平成 30 年度からの減反制度の変更による影響が懸念されるため、そ

の対応について検討します。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 

5,433 
5,491 

4,819 

5,066 

4,844 
4,826 

4,641 

4,988 

4,826 
4,785 

4,917 149 

175 
182 183 181 180 183 

188 187 183 179 

4,100

4,400

4,700

5,000

5,300

5,600

50

90

130

170

210

250

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（百万円）（人）
農産物販売高 認定農業者数

 



 

57 

基本事業 3-1-1 土地利用型農業xlixの展開 

ねらい（めざす姿） 農業生産効率及び経営効率向上のため、「水田農業担い手」に市内農地の集約が
行われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

担い手に集約されている水田面積率（％） 70.1 73.0 
農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-1-2 施設園芸・畜産等の農業の展開 

ねらい（めざす姿） 栽培面積や飼育頭羽数の減少が抑制され、農業者単位の経営面積が増加してい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

園芸作物栽培面積（ha） 
［イチゴ・トマト・なす・梨・ぶどう・茶］ 199.0 199.0 

農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

畜産飼養頭数（頭）［乳用牛・肉用牛・豚］ 955 965 農 業 者 
関 係 団 体 畜産飼養羽数（千羽）［採卵鶏］ 125 126 

基本事業 3-1-3 農業生産体制の維持強化 

ねらい（めざす姿） 認定農業者、認定新規就農者、法人などの担い手による持続性のある農業経営が
行われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

認定農業者、認定新規就農者の経営面積（ha） 1,338 1,355 
農 業 生 産 者 

農事組合法人による正規雇用者数（人） 13 15 
 

成果指標 参考値 
(H27) 

目標値 
（H29-31） 担 い 手 

新規就農者数（人） 3 15 
農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-1-4 農用地と営農環境の保全 

ねらい（めざす姿） 遊休農地lが減少し、優良農用地、農村景観が地域住民によって保全されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

遊休農地面積（ha） 20.6 19.0 
農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

農村環境保全（多面的機能支払交付金事業）実施
農地面積（ha） 1,163.34 1,180.00 生 産 者 団 体 
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基本事業 3-1-5 地産地消の推進 

ねらい（めざす姿） 市民が、市内または県内で生産される農産物を主に消費している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

学校給食への地元食材利用率(％) 45.5 50.0 
農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

地元の農産物を利用している市民の割合（％） 46.7 50.0 市 民 

基本事業 3-1-6 付加価値の向上 

ねらい（めざす姿） 新たな農産物作付や農産物加工品の開発により、筑後市が新しい産地となってい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
(H31) 担 い 手 

農産物加工品数（点） 8 9 

農 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

筑後市 6 次産業推進協議会の推進作物の栽培面
積（a） 339 390 生 産 者 等 

 

成果指標 実績値 
（H27） 

目標値 
(H27-31) 担 い 手 

★6 次産業li化等創業支援による新規事業者数（事
業所） 1 2 生 産 者 等 

 

関連計画  

                                      
xlvi 農業経営基盤強化促進法に基づいて、効率的で安定した農業経営をめざすため作成する「農業経営改善計画（5年後の経営

目標）」を市町村に提出して認定を受けた農業者のこと。 
xlvii 農業協同組合法に規定される組合型法人で、農業生産活動の協業化や共同利用施設設置により、組合員の共同の利益の増

進を図ることを目的とした法人のこと。 
xlviii 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定とは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、

ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの合計 12 か国で高い水準の包括的な協定を目指し交渉が進められてきた経済連携協定。

モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境などの往来が活発

化することで、我が国の経済成長を促すものである。 
xlixxlix ビニールハウスなどの施設園芸に対し、米・麦・大豆・露地野菜など一定の広さの水田が必要な農作物を栽培する農業のこと。 
l 農地が現在耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地。また、その農業上の利用の程度がその周辺の農地と比べ

て、著しく劣っている農地のこと。 
li 生産（第 1次産業）だけでなく、高付加価値を図るため、加工（第 2次産業）、販売（第 3次産業）までを行う経営形態のこと。 
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政策 3 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり 

施策 3-2 商工業の振興 

ねらい（めざす姿） 各種商工支援策により、筑後市の経済力が向上している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★製造品出荷額（百万円） 133,226 135,000 
経済産業省が国の製造業の実態を明らか

にするために毎年行う工業統計調査による筑
後市の年間工業製品出荷額です。 

製造業事業所数（事業所） 103 110 
経済産業省が国の製造業の実態を明らか

にするために毎年行う工業統計調査による筑
後市の製造業事業所数です。 

★卸小売業販売額（百万円） 112,752 120,000 
経済産業省が実施する商業統計調査また

は経済センサスによる筑後市の卸小売業販
売額です。 

卸小売業事業所数（事業所） 424 450 
経済産業省が実施する商業統計調査また

は経済センサスによる筑後市の卸小売業事
業者数です。 

第四次総合計画の取組結果 

「筑後市企業誘致ガイド」を刷新し、積極的に情報提

供を行った結果、リーマンショックlii以降、一定の企業立

地が進み製造品出荷額も堅調に推移しています。また、

既存企業の定着促進のため、設備投資への支援や個

別訪問による要望調査等を実施しました。 

商工会議所や各商店街等と連携し、経済活性化や

消費喚起に資する事業に取り組み、併せて創業支援

施策 liiiを推進しました。また、卸売小売業の年間商品

販売額は、大規模小売店舗の進出等の影響を受けて

平成 19年度以降増加傾向にあります。 

中小企業及び小規模企業者支援については、住宅

小規模改修事業補助金livに加えて、マッチング商談会

の斡旋など販路拡大の支援にも力を入れています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

人口の市外への流出を抑えるため、市民の就労機会を創出することは、今まで以上に重要な取

組となっています。雇用の場の拡大と地域経済の発展のため「企業誘致」は有効な手段ですが、そ

のためには、企業が安定的に活動できる用地を確保することが喫緊の課題です。また、力強い地域

経済を持続していくためには、既存の中小企業・小規模事業者の経営基盤強化が必要です。新事

業展開や商品開発、設備投資など生産性向上に向けた取組等を推進するため、商工会議所や金

融機関と連携・協力して取り組みます。 

高齢者世帯が増加し買い物弱者対策が求められています。そのため、商店街が取り組んでいる宅

配サービスや移動販売などを支援し、時代に合った付加価値を高め、既存商店街の活性化を図り

ます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 3-2-1 企業誘致の推進 

ねらい（めざす姿） 積極的に誘致活動を展開することで、市内に企業が進出する。または、進出企業が
増えている。 

成果指標 実績値 
（H27） 

目標値 
（H27-31） 担 い 手 

★新規企業立地数（社） 3 7 行 政 

★新規企業立地による雇用数（人） 14 80 
企 業 
行 政 

基本事業 3-2-2 中小企業・小規模事業者の支援 

ねらい（めざす姿） 中小企業・小規模事業者が育成され、経営基盤が強化されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

製造業を営む中小企業数（事業所） 100 107 行 政 

市内の小規模事業者数（事業所） 2,060 2,100 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-2-3 地場産業の育成支援 

ねらい（めざす姿） 地場産業を支援することで、その活動が維持または活性化している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市内久留米絣事業者数（事業所） 11 11 行 政 

基本事業 3-2-4 創業への支援 

ねらい（めざす姿） 市内での新たな創業や既存企業の新規事業展開が増えている。 

成果指標 実績値 
（H27） 

目標値 
（H27-31） 担 い 手 

★創業支援による創業・新規事業進出件数（件） 6 30 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-2-5 商工団体の指導充実と経営力向上 

ねらい（めざす姿） 商工団体の指導などにより、個々の事業者の経営力が高まることで、市全体の事業
活動が活発化している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

商工会議所加入事業所数（事業所） 1,235 1,300 事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 商工会議所による各種経営指導等の参加者数（人） 387 1,000 
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基本事業 3-2-6 既存商店街機能の活性化（大手スーパー・コンビニを除く） 

ねらい（めざす姿） 既存商店街の利用者が増え、空店舗がなくなり、にぎわいが創出されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

大手スーパー・コンビニを除く既存商店街を利用する
市民の割合（％） 16.0 20.0 

市 民 
事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

市内商店街の会員数（人） 102 110 
関 係 団 体 
行 政 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略 

                                      
lii 2008 年（平成 20年）9月に米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破たんしたことによる世界的な金融危機や不況のこと。 
liii 市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新規創業又は新事業を展開しようとする個人や法人を対象

に、その経費の一部を補助する、「筑後市創業者支援補助金」を展開している。 
liv 市内中小企業者を支援する施策の一つで、市民が市内の施工業者に住宅の改修工事を依頼する場合、工事費の一部を補助す

る制度。 
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政策 3 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり 

施策 3-3 観光の振興 

ねらい（めざす姿） 「恋のくに」の認知度が上がり、来訪者が増えている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★観光入込客数（千人） 1,019 1,100 
宿泊施設、祭り・イベントの主催者、各

施設などからの聞き取り調査などにより
算出した人数です。 

「恋のくに」認知度（％） 4.9 10.0 福岡市在住の女性のインターネット調
査により算出した数値です。 

★滞在人口率lv[平日] 2.11 2.22 
平日に 2時間以上筑後市内に滞留し

た人の数÷国勢調査人口で算出した数
値です。 

★滞在人口率[休日] 1.92 2.10 
休日に 2時間以上筑後市内に滞留し

た人の数÷国勢調査人口で算出した数
値です。 

第四次総合計画の取組結果 

平成 23 年度に策定した「筑後市観光推進実施プ

ラン」（平成 24年度から 28年度までの 5か年計画）

にて、筑後市の観光コンセプトを『恋のくに～ひと想う

まち筑後～』と定めました。このコンセプトに沿った事

業を企画し主体的に実施する「恋のくに観光実行企

画委員会」を、商工会議所や観光協会、温泉協会、

JA、郷土史研究会、有志市民等のメンバーで組織し、

恋グル PASS の発行、恋のくに案内人の養成、恋のく

にかるたの制作、フォトコンテスト、PR キャラクター（は

ね丸、パネコ、ポネコ）を活用した魅力発信など『恋の

くに』ブランドの周知・定着に向けて積極的に取り組み

ました。更に、「筑後七国商工観光推進協議会 lvi」に

よる広域観光 PR事業等の成果もあり、筑後市への観光入込客数は 10年間で 37万人増加し100

万人を突破しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

観光推進の基本方針となる「第 2 次筑後市観光推進実施プラン」に沿って戦略的に事業を進め、

「恋のくに」ブランドのイメージ確立に向けて引き続き関係機関と連携・協力して取り組みます。 

平成 28年 3月に開業した HAWKSベースボールパーク筑後には市内外から多くの野球ファンが

訪れ、筑後市の知名度向上に大きく貢献しています。また、平成 25年 4月に開館した九州芸文館

や計画的に整備が進んでいる筑後広域公園にも年間 30 万人以上が訪れており、この新たな人の

流れを地域内周遊につなげて滞在時間を伸ばし、地域経済の活性化を図ることが課題です。 

                                      
lv 滞在人口（2時間以上筑後市内に滞留した人の数）÷国勢調査人口。 
lvi 新幹線筑後船小屋駅の誘致を推進してきた 7自治体（筑後市、八女市、柳川市、大川市、みやま市、大木町、広川町）の商工

観光推進を目的に平成 23年 10月に設立。各自治体の首長、商工会議所の会頭、商工会の会長が協議会の委員となっている。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 3-3-1 観光資源の磨き上げと発信 

ねらい（めざす姿） 既存の観光資源の魅力を高めるとともに積極的な PR を行うことにより集客力が高ま
っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★筑後市観光関連 HPの年間総 PVlvii数（回） 141,783 164,000 
観 光 協 会 
行 政 

★観光プロモーションによるメディア露出件数（件） 281 300 
事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-3-2 観光地域づくりの基盤整備 

ねらい（めざす姿） 市内の観光団体を支援することで観光地づくりの基盤が整備され、活気あるまちとな
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

恋のくに案内人（筑後市観光ボランティアガイド）利用
者数（人） 82 150 

恋 の く に 
案 内 人 
観 光 協 会 

着地型観光lviii商品申込み件数（件） 100 200 
事 業 者 
関 係 団 体 
観 光 協 会 

基本事業 3-3-3 広域連携による観光推進 

ねらい（めざす姿） 広域的に観光施策を展開し、ＪＲ筑後船小屋駅を核として観光客が筑後地域を周
遊している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

筑後七国活動年間件数（件） 14 17 
筑 後 七 国 
商 工 観 光 
推 進 協 議 会 

基本事業 3-3-4 HAWKSベースボールパーク筑後を核とした観光推進 

ねらい（めざす姿） HAWKS ベースボールパーク筑後が地域資源の核として、地域のにぎわいの創出に
つながっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

HAWKS ベースボールパーク筑後の平均来場者数
（人） 2,121 2,200 事 業 者 

関 係 団 体 
行 政 市内宿泊施設延べ宿泊者数（人） 69,300 75,000 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市観光推進実施プラン、 
筑後七国観光ビジョン 

                                      
lvii ウェブサイト内の特定のページが開かれた回数のこと。 
lviii 旅行者を受け入れる側の地域（着地）側が、その地域でおすすめの観光資源を基にした旅行商品や体験プログラムを企画・運営

する形態のこと。 
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政策 3 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり 

施策 3-4 勤労者福祉の向上 

ねらい（めざす姿） 雇用が増え、勤労者が安定して働け、家族と安心して暮
らしていける環境が整っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

有効求人倍率lix（倍） 1.07  
八女公共職業安定所に申し込まれて

いる求職者数に対する求人数の割合で
す。 

就業者における労働環境の
満足度（％） 69.1 70.0 

市民アンケートで職場の福利厚生制
度について、「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。 

給与収入（千円） 2,882 2,950 市民の給与所得者の一人当たり給与
収入額です。 

第四次総合計画の取組結果 

勤労者が安定して働くことができ、家族と安心して

暮らしていくことのできる環境を整えるため、職場の福

利厚生制度lx充実への支援や雇用対策などに取り組

みました。 

「有効求人倍率」は、平成 20 年度のリーマンショッ

クの影響もあり、平成 17年度の 0.51倍から平成 21

年度の0.33倍まで下がり続けました。その後、国の景

気対策等による景気回復に伴い、平成 27 年度の

「有効求人倍率」は目標値の 0.60倍を超え、1.07倍

となりました。 

「就業者における労働環境の満足度」は平成17年

度の 63.4％から平成 23 年度に初めて目標値の 70％を超えるまでに改善されましたが、その後は

横ばいで推移しています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

平成 21 年春からは、景気も回復基調となり、平成 26 年度にはリーマンショック前の水準程度ま

で回復しました。雇用の分野は行政の裁量が及びにくい領域ですが、市としても全国、各地域と八

女公共職業安定所管内の有効求人倍率や新規求人数の推移を意識しながら、企業誘致・地場産

業の育成に努め、就労の場の確保を図っていきます。新たに、市内の勤労者の所得額の推移を把

握することで、勤労者の家計や生活の安定度合にも注視していきます。 

また、勤労者福祉の向上のために、商工会議所と連携し、市内事業所へ勤労者福祉サービスセ

ンターlxiの周知及び加入促進に取り組むことで、市内勤労者の福利厚生の充実に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 3-4-1 労働者福祉対策の充実 

ねらい（めざす姿） 福利厚生などの働く環境が充実することで、勤労者がゆとりと意欲を持って働ける。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

勤労者福祉サービスセンター加入会員数（人） 169 180 
事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 3-4-2 雇用の安定と確保 

ねらい（めざす姿） 就業希望者が就業できる能力を身につけている。 
企業の進出や企業への支援等により、求人が増えている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

（市関連の）就業訓練や能力訓練受講者数（人） 111 130 市 民 
事 業 者 
行 政 八女公共職業安定所管内の新規求人数（人） 10,674 11,000 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略 

                                      
lix 公共職業安定所に登録されている求職者数に対する企業等からの求人数の割合。 
lx 従業員の労働意欲向上のための諸政策であり、労働保険・社会保険など法律で実施を定められた法定福利と企業の任意で定め

る慶弔見舞・レクリエーションなどの法定外福利がある。 
lxi 中小企業勤労者の福祉の向上と中小企業の進行、地域社会の活性化に寄与することを目的とした団体。会員である中小事業所

で働く勤労者や事業主に対する福利厚生事業を行っている。 
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いきいきと健康なまちづくり 

 

施策 4-1 少子化対策・子育て支援の充実 

施策 4-2 健康づくりの推進 

施策 4-3 高齢者福祉の充実 

施策 4-4 障害児・者福祉の充実 

施策 4-5 低所得者福祉の充実 

施策 4-6 地域福祉体制の整備 

 

政 策 

4 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-1 少子化対策・子育て支援の充実 

ねらい（めざす姿） 安心して子どもを産み、子育てのよろこびを感じられるまち
になっている。 

成果指標 現状値 
 

目標値 
 説 明 

★子育てしやすいと思う市
民の割合（％） 

75.8 

（H27）
 

85.0 

（H31）
 

市民アンケートで「筑後市は、子育てしやすい環
境が整っていると思いますか」という質問に、「思う」
「やや思う」と回答した中学生以下の子どもを持つ保
護者の割合です。 

★合計特殊出生率lxii（人） 1.69 

（H26） 
1.79 

（H31）
 

「人口ビジョン」で定めた目標（平成42年に1.96）
を達成するために、平成 31 年度時点で目標とする
出生率です。 

成果指標 実績値 
（H27） 

目標値 
（H27-31） 説 明 

★出生数（人） 471 2,250 
平成 31 年度に目指す合計特殊出生率 1.79 へ

段階的に引き上げた場合の出生率を、各年次の仮
定する女性数に掛け合わせて算出した数です。（累
計） 

第四次総合計画の取組結果 

筑後市次世代育成支援行動計画に沿って、共

働き世帯の増加や就労形態の多様化による保育ニ

ーズに対応するため、一時保育・休日保育・病児保

育等の保育サービスの充実や学童保育所の施設

整備・充実を図ってきました。 

就学前の子どもを持つ親に対する子育て支援を

行う子育て支援拠点施設（おひさまハウスlxiii）を平成

20 年にオープンし、各種教室の開催やファミリーサ

ポートセンター事業、こんにちは赤ちゃん訪問事業

等を行ってきました。 

「子育てしやすいまちになっていると思う保護者の

割合」は、基準年度である平成 17年度の 68.9％か

ら平成 25 年度には 83.6％となり順調に伸びてきま

したが、平成 26年度からは減少しており、待機児童の問題が影響していると思われます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

子育て世代の仕事と家庭の両立を図るためには、待機児童の解消が最重要課題です。保護者

のニーズに対応した保育の受け皿を確保する必要があります。 

学童保育のニーズも高まっており、一部の学童保育所では入所できない児童が発生しています。

施設の整備や放課後児童支援員及び補助員の確保に努めるとともに、市内の幼稚園や保育園等

での学童保育事業を支援します。 

児童虐待の相談が増加しており、適時に適切な対応を行っていきます。 

若年（20～39 歳）女性人口の減少に伴い出生数が減少していくことはやむを得ませんが、減少

を抑制するための対策が必要です。 

筑後市における出生率は平成 26年度で 1.69となっています。未婚率も年々高まっており、出生

率を下げる要因となっています。若者の出逢いや結婚を支援することで、市民の希望出生率 lxiv1.96

の早期達成に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-1-1 地域の子育て支援サービスの充実 

ねらい（めざす姿） 子育ての悩みや不安を取り除き、地域が子育てしやすい環境になっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

子育てに悩みや不安のある親の割合(％） 36.2 27.0 市 民 
地 域 
事 業 者 
行 政 

子育てについて相談できる相手がいる保護者割合
（％） 91.7 90.0 

基本事業 4-1-2 保育サービス・幼児教育の充実 

ねらい（めざす姿） 保育園、幼稚園などのサービスが充実することで、安心して働きながら子育てができ
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★保育所の待機児童数（人） 
4月 0 0 事 業 者 

行 政 10月 44 0 

★学童保育所の待機者数（人） － 0 
地 域 
事 業 者 
行 政 

ちくごファミリーサポートセンター援助活動の需要対
応率（％） 99.8 100.0 市 民 

地 域 
事 業 者 
行 政 

延長保育・一時保育・休日保育・病児保育の利用延
べ人数（人） 33,442 － 

基本事業 4-1-3 児童虐待防止対策の充実 

ねらい（めざす姿） 児童虐待の早期発見に努め、また相談機能などを充実し、児童虐待が防止される
ことで、子どもの人権が守られ健やかに生活できる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

児童虐待件数［新規実人数］（件） 14  
地 域 
事 業 者 
行 政 

家庭児童相談室相談件数のうちの虐待相談件数
［実人数］（件） 87 － 

市 民 
地 域 
事 業 者 
行 政 

 

基本事業 4-1-4 ひとり親家庭等の自立支援の推進 

ねらい（めざす姿） ひとり親家庭の自立に向けた相談・支援を行うことで、子育てを安心して継続するこ
とができる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

ひとり親家庭への各種支援の受給者数(人) 515 － 
行 政 

児童扶養手当受給者のうち一部支給者の割合（％） 50.5 － 
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基本事業 4-1-5 婚活支援の充実 

ねらい（めざす姿） 若い世代の出会いや結婚を応援することで、生涯未婚率を減少させ、出生率が向
上している。 

成果指標 基準値 
（H27） 

目標値 
（H27-31） 担 い 手 

★出逢いイベント参加者のカップル成立数（組） 0 80 
市 民 
事 業 者 
行 政 

★結婚サポートにより結婚した市民の数（人） 7 45 
事 業 者 
行 政 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市子ども・子育て支援事業計画 

                                      
lxii 1人の女性が生涯に何人の子どもを産むかを表す数値で、15～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの。 
lxiii 筑後市子育て支援拠点施設の愛称。 
lxiv 希望が叶った場合の出生率。 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-2 健康づくりの推進 

ねらい（めざす姿） 年代に応じた健康づくりを推進して、健康寿命が延びてい
る。 

成果指標 現状値 
 

目標値 
 説 明 

健康寿命lxv（歳） 
男 78.96 

（H25） 

79.04 

（H31） 
厚生労働科学研究で示された「健康

寿命の算定方法の指針」に基づき、介
護保険情報等のデータを用いて算定し
た数値です。 女 83.19 

（H25） 
84.38 

（H31） 
40歳から 59歳までの死亡
者の割合（％） 

0.18 

（H27） 
0.17 

（H31） 
40～59歳の当市人口における、死亡

者数の割合です。 

75歳未満の三大死因lxviの
死亡者数（人） 

158.8 

（H27） 
150.0 

（H31） 

75歳未満の当市人口における、三大
死因（悪性新生物、脳血管疾患、心疾
患）による 10万人当たりの死亡者数の
割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

特定健診やがん検診等の住民検診に対して、電話や訪問、未受診者への再通知など、個別の

細やかな受診勧奨を行った結果、受診率の向上が

見られました。また、乳幼児健診や精密検査につい

ても、同様の受診勧奨を行うことで、目標に近い水準

で受診率の維持ができています。 

生活習慣病における死亡割合は減少傾向にあり、

その結果、壮年層の死亡割合も減少傾向にあります。

特定健診の結果に応じて保健指導を行うことで、指

導対象者の生活習慣が改善していることが成果に繋

がっていると考えられます。また、子どもを対象とした

食育運動の推進により、若年者が健全な生活習慣を

習得していることも、同様に成果の一因であると考え

られます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

短期間で健康寿命を延ばすことは困難です。長期的な目標のもと、今後も健康づくりの推進に取

り組みます。また、高齢化率の上昇に伴いがん等を患う人も増えています。検診や精密検査の受診

率を向上させる取組や保健指導を徹底し、三大死因による死亡者の減少に努めます。 

運動不足や食生活の乱れを原因とする、小中学時からの生活習慣病の発症や、将来的な重症

化が懸念されており、その結果、医療費が増大し、私たちの生活を圧迫することが考えられます。 

生活習慣病の発症予防や重症化の予防、運動習慣や食生活等の生活習慣の改善、こころの健

康づくり等に取り組むとともに介護予防事業の充実を図り、健康寿命の延伸と医療費増大の抑制に

努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-2-1 健康増進事業の推進 

ねらい（めざす姿） 健康増進事業の推進により、市民の健康増進に関する意識が高まり、健康づくりに
取り組む市民が増えている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

健全な生活習慣を持っ
ている人の割合（％） 

0歳～中学生以下 21.7 23.0 市 民 
医 療 機 関 
行 政 成人 34.7 36.0 

基本事業 4-2-2 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

ねらい（めざす姿） 生活習慣病の発症と重症化が予防でき、それにより、医療費の伸び率が抑制されて
いる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★年に 1 回以上健康診断を受けている市民の割合
（％） 76.1 80.0 市 民 

医 療 機 関 
行 政 1年に1回がん検診を受けている市民割合（％） 43.8 50.0 

一人あたり医療費（円） 401,796 430,000 

国 民 
健 康 保 険 
被 保 険 者 
行 政 

基本事業 4-2-3 母子保健の充実 

ねらい（めざす姿） 母子共に健やかに生み育ち、健康の管理が出来ている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

妊娠、出産時の状況に対し、満足している母親の割
合（％） 94.7 96.0 市 民 

医 療 機 関 
行 政 

乳幼児健康診査の平均受診率（％） 97.1 98.0 
乳幼児の平均予防接種率（％） 91.3 94.0 
 

基本事業 4-2-4 高齢期の健康維持と介護予防の推進 

ねらい（めざす姿） 高齢者（65 歳以上）が、健康維持、介護予防に努め、健康状態を悪化させないよう
にしている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

健康維持に気をつけた生活習慣を持っている高齢
者の割合（％） 25.1 28.0 

市 民 
医 療 機 関 
行 政 
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基本事業 4-2-5 安全安心な医療体制の充実 

ねらい（めざす姿） 病院と診療所間の連携が強化され、市民がいつでも安心して医療を受けられるよう
になっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

筑後市及びその周辺の診療所や病院施設に関する
充足度（％） 93.2 96.0 市 民 

医 療 機 関 
行 政 独立行政法人筑後市立病院について満足している

市民の割合（％） 78.8 85.0 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、ちっごの生命をつなぐ食育推進計画、 
よかよかちっご健康のまち 21～筑後市健康増進計画、 
筑後市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

                                      
lxv 健康寿命とは、一人ひとりが生きている長さの中で、元気で活動的に暮らすことができる長さのこと。現在では、単に寿命の延伸だ

けでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題であり、生活習慣病の予防が大きな鍵となっている。 
lxvi 現在、日本人の三死因として挙げられているのは、悪性新生物（がん）・心疾患・脳血管疾患の 3つ。これらの疾患は、毎日の食

事や睡眠、運動不足などの生活習慣の積み重ねによって起こる。 



 

77 



 

78 

政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-3 高齢者福祉の充実 

ねらい（めざす姿） 自立した元気な高齢者が増えている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

要介護認定 lxvii

を受けていな
い 人 の 割 合
（％） 

65歳以上 83.7 85.0 65歳以上の高齢者のうち要介護認
定を受けていない人の割合です。 

75歳以上 70.4 72.0 75歳以上の高齢者のうち要介護認
定を受けていない人の割合です。 

85歳以上 44.4 48.0 85歳以上の高齢者のうち要介護認
定を受けていない人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

地域デイサービスや足腰ぴんしゃん塾、介護予防ト

レーニング事業などの一次予防事業の充実を目指し

取り組んだ結果、参加率の高い前期高齢者を中心に

元気高齢者の増加がみられました。 

65 歳以上の要介護認定率はここ数年横ばいで推

移しており、中でも前期高齢者 lxviiiの要介護認定率は

減少傾向にありますが、これには団塊の世代が高齢

者になったことにより、高齢者人口に占める元気高齢

者の割合が増えたことも影響していると考えられま

す。 

一方で、後期高齢者 lxixでは要介護認定率が増加

しています。更に、85 歳以上で見ると、平成 17 年度

以降緩やかに増加していた自立高齢者の割合が平成 25年度から減少に転じています。これは、高

齢者のみの世帯が増加し、介護サービスlxxを利用せざるを得ない人が増えてきていることや、介護

保険制度の定着とともに要介護認定を受ける人が増加していることが原因と考えられます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

介護保険制度の改正により、要支援認定 lxxiを受けた人の通所及び訪問事業が、保険給付から

市町村を責任主体とする地域支援事業 lxxiiに移行されました。必要とするサービスが地域の中で選

べるよう、地域の実情にあったサービスを地域住民が主体となり作り上げる必要があります。 

この地域支援事業を始め、様々な主体による多様なサービスを組み合わせることで、地域住民

が支え合いながらできる限り住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域包括ケアシステムlxxiii

の構築に取り組みます。具体的には、より効果的な介護予防事業の検討を行い、実施を目指すほ

か、地域住民が運営する地域介護予防活動の支援を行います。また、地域ごとの生活支援ニーズ

の把握やそれらニーズと既存の地域資源とのマッチング、ニーズを充足させるために必要なサービ

スの開発などが可能となるよう、生活支援体制の整備を行います。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-3-1 介護保険制度の充実 

ねらい（めざす姿） 高齢者が介護の必要な状態になっても、家庭や施設で安心して生活できるとともに
自立状態への復帰が促されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

介護サービスの満足度（％） 48.7 50.0 

事 業 者 
行 政 

要介護認定者のうち、在宅サービスを利用している
者の割合（％） 70.7 71.0 

要介護認定者のうち、認定結果が前回と同じか軽く
なった者の割合（％） 59.8 65.0 

基本事業 4-3-2 介護予防事業の充実 

ねらい（めざす姿） 介護予防の取組を地域に広げ、高齢者が要介護・要支援状態となることや状態が
悪化することを防止し、自立した生活ができるようになっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

介護予防活動lxxivをしている 65 歳以上の高齢者の
割合（％） 74.2 78.0 市 民 

地 域 
事 業 者 
行 政 

介護予防事業のサービスを受けている人が要介護
状態になった割合（％） 2.4 3.0 

基本事業 4-3-3 高齢者の相談・支援体制の充実 

ねらい（めざす姿） 相談体制の充実と適切かつ迅速な支援により、高齢者が安心した生活を継続でき
るようになっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

高齢者に関する相談件数（件） 3,610 3,800 事 業 者 
行 政 高齢者の権利擁護lxxvの相談件数（件） 51 60 

 

基本事業 4-3-4 在宅生活支援の充実 

ねらい（めざす姿） 適切な在宅福祉サービスlxxviを提供することで、高齢者が在宅で安心し、自立した生
活を継続できている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

65歳以上の市民のうち在宅生活者の割合（％） 96.5 96.7 市 民 
地 域 
事 業 者 
行 政 

在宅福祉サービス延べ利用者数（人） 95 100 

基本事業 4-3-5 生きがいづくりと社会参加の推進 

ねらい（めざす姿） 地域との交流や社会参加を促進することで、高齢者が生きがいを持っていきいきと
生活している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★楽しみを持っている高齢者の割合(％) 76.2 80.0 市 民 
地 域 
行 政 社会参加をしている高齢者の割合（％） 37.1 40.0 

シルバー人材センターlxxvii会員数（人） 317 330 市 民 
事 業 者 
行 政 シルバー人材センター受託額（千円） 184,863 200,000 
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関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

                                      
lxvii 日常生活を送るうえで介護が必要か、必要とすればどの程度の介護が必要かを認定する。要介護 1、要介護 2、要介護 3、要介

護 4、要介護 5の 5つの区分がある。 
lxviii 高齢者のうち、65歳～74歳までの高齢者。 
lxix 高齢者のうち、75歳以上の高齢者。 
lxx 介護保険で利用できるサービスのことで、大きく分けて訪問介護や通所介護等の在宅サービスと、介護老人福祉施設等に入所

する施設サービスの 2つがある。 
lxxi 日常生活を送るうえで支援が必要か、必要とすればどの程度の支援が必要かを認定する。要支援 1、要支援 2の 2つの区分が

ある。 
lxxii 被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護・要支援状態等となった場合においても可能な限り地域に

おいて、自立した日常生活を営むことができるよう支援するために市町村が行う事業であり、①介護予防事業、②包括的支援事業、

③任意事業がある。 
lxxiii 地域住民に対し、介護、介護予防、医療、生活支援サービス及び住まいを、関係者が連携して、地域住民のニーズに応じて、一

体的、体系的に提供する仕組みのこと。 
lxxiv 高齢者が健康でいきいきとした生活が送れるよう、要介護・要支援状態となることの予防や悪化の防止を目的に行う運動のこと。 
lxxv 高齢者の尊厳ある生活を保障するため、虐待防止に向けた施策や成年後見制度等の諸施策を活用して高齢者の権利を守る。 
lxxvi 高齢者が自宅で、安心で自立した生活を送るためのサービスで、緊急通報装置貸与事業や配食サービス等を行っている。 
lxxvii 高齢者の就業の機会を確保・提供し、高齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図ることを目的に設立された公益社団法人。 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-4 障害児・者福祉の充実 

ねらい（めざす姿） 障害児・者が支障を感じることなく生活し、行動範囲が広
がり社会参加している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

生活上の支障軽減や社会
参加のための障害福祉サー
ビス延べ利用者数（人） 

8,881 10,000 
在宅で利用する障害者福祉サービス

の支給決定を行った者の数です。 

移動を伴う障害福祉サービ
ス延べ利用者数（人） 556 600 

移動支援、同行援護、行動援護等の
移動を伴うことができる障害福祉サービ
スの支給決定を行った者の数です。 

第四次総合計画の取組結果 

社会参加のためのサービスについては、利用者数

及び給付費が毎年 5～10％の割合で増加しており、

今後も増加傾向にあると思われます。サービスには、

義務化されているものと任意で実施できるものがあり、

任意で実施できるサービスについては、要望等に基

づき関係機関と協議のうえ実施しています。 

行動範囲を広げるためのサービスには、「行動援護
lxxviii」「同行援護lxxix」「移動支援lxxx」があり、サービスの

周知により利用者数及び給付費は増加が続いていま

す。特に「移動支援」は顕著に増加しており、障害者

の行動範囲の拡大等に貢献していると思われます。 

就労支援については、就労を希望される障害者が

年々増加しており、順調に成果をあげています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

平成 28 年 4 月の「障害を理由とする差別の解消に関する法律lxxxi」の施行に伴い、障害者が生

活するうえで支障となる道路や施設等の改修要望への対応や合理的配慮が必要となりました。当

市では、窓口対応等においても障害者への配慮について「職員対応要領」を作成しましたが、今後

も職員への徹底を図るとともに、市民や市内事業所等にも啓発を行います。 

自治体や圏域単位での障害者支援拠点施設の整備が求められており、市単独での設置には困

難を伴うことから、八女圏域での整備に向けた検討を行います。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-4-1 障害児・者福祉サービスの推進 

ねらい（めざす姿） 適切な介護サービスを提供することで、障害児・者が家庭や施設で安心して生活が
できるようになっている。 
適切な訓練サービスを提供することで、障害児・者が地域生活に移行できるように
なっている。 
障害児・者が気軽に相談できる相談体制が整っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

自立支援給付事業延べ利用者数（人） 10,051 12,000 事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 地域生活支援事業延べ利用者数（人） 12,153 14,000 

基本事業 4-4-2 社会参加の促進 

ねらい（めざす姿） 手話通訳などのサービスを提供することで、障害児・者が積極的に社会参加してい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

手話通訳の派遣件数（件） 458 500 
市 民 
関 係 団 体 
行 政 

就労継続Ａ型作業所などの就労系サービス利用者
数（人） 2,196 2,300 

事 業 者 
関 係 団 体 
行 政 

 

関連計画 筑後市障害者基本計画・障害福祉計画 

                                      
lxxviii 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある人が、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時

における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行うこと。 
lxxix 移動に著しい困難を有する視覚障害のある人が外出する際に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食

事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を行うこと。 
lxxx 市町村の地域生活支援事業に位置付けられており、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行うこ

と。 
lxxxi 障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定め、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした法律。平成 28年 4月 1日から施行された。 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-5 低所得者福祉の充実 

ねらい（めざす姿） 生活に困窮している低所得者が、経済的支援等を受け
ることで生活を維持し、自立が促進されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

就労可能な保護世帯で自立
した世帯の割合（％） 85.7 80.0 

就職や就労による収入増または社会
保障給付金などの増額により経済的自
立が促進された世帯の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

就労可能な生活保護受給者の多くは就労意欲が

低い又は就労経験が乏しく、個々のケースに応じた

支援が必要となります。就労支援員による就労支援

プログラム又はハローワークの協力に基づく生活保護

受給者等就労自立促進事業などを実施した結果、

就労・増収による自立した世帯が増加しました。 

市営住宅については、「筑後市営住宅長寿命化計

画」に基づき、トイレの水洗化、浴室のユニット化等を

行い、住環境の整備を行ってきました。 

また、老朽化した市営住宅の建替えを行い、耐用

年数を過ぎた住宅については、平成 24 年度で

12.3％であったものが、平成 27年度で 5.2％まで改善されました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

近年の景気回復傾向に伴い有効求人倍率は 1.0 を超えていますが、生活保護世帯の多くは高

齢者世帯であり、保護期間は長期化する傾向にあります。今後も家族構成の変化による家庭機能

の低下などにより、更なる高齢者世帯の保護増加が見込まれます。 

生活保護における就労支援では、就労支援員による就労支援プログラムを活用することで生活

保護世帯の就労・増収など成果が上がっており、今後も就労指導員の確保及び就労支援プログラ

ムを引続き実施します。 

平成27年度より生活困窮者自立支援法lxxxiiに基づき、生活保護に至る前に早期支援を行うため

の生活困窮者自立相談支援窓口を設置しています。今後も関係機関と連携し、生活困窮者の自

立に向けた必要な支援を実施します。 

市営住宅については、今後も計画的な改修等を行い住環境の整備を進めていきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-5-1 生活困窮者の自立支援 

ねらい（めざす姿） 生活保護法及び生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の最低限度の生活
が保障されるとともに、自立が促されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

自立した世帯数（世帯） 28 20 
行 政 

自立支援計画作成数（件） 9 20 

基本事業 4-5-2 市営住宅の整備 

ねらい（めざす姿） 市営住宅を適切に整備、維持管理することで、低所得者等が安心して生活できる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市営住宅入居率（％） 90.1 96.0 
行 政 

耐用年数を経過している市営住宅の割合（％） 5.2 3.0 

 

関連計画 筑後市営住宅長寿命化計画 

                                      
lxxxii 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金

の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講じる法律。平成 27年 4月 1日に施行された。 
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政策 4 いきいきと健康なまちづくり 

施策 4-6 地域福祉体制の整備 

ねらい（めざす姿） 福祉の担い手が育ち、福祉サービスを必要とする人が、
適切なサービスを利用できている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

地域での福祉活動で支え合
っていると思う市民の割合
（％） 

44.7 50.0 
市民アンケートで「地域での福祉活動

で支え合いができていると思いますか」と
いう質問に「できている」「できているほう
である」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

地域で支え合う仕組み・体制づくりによる地域福祉

の充実を図るため、民生委員・児童委員活動の支援、

社会福祉協議会や地域福祉活動団体等の活動支

援に取り組みました。 

「地域での福祉活動で支え合っていると思う市民の

割合」は、平成 23～26 年度まで 32％前後を推移し

ていましたが、平成27年度は、市民アンケートの他の

設問との並びが変わったことで「思っている」との回答

が大きく変動したことも想定されますが、全体的には

向上傾向にあると言えます。44.7％と10ポイント以上

増加しました。地域住民の方々の協力のもと行ってき

た各種福祉施策が効果を上げてきたことや、近年各

地で発生した大規模災害等により、住民同士の結びつきが見直されるなど、社会環境の変化の影

響が原因と考えられます。 

民生委員・児童委員や社会福祉協議会へのニーズは増大・多様化していますが、福祉ボランテ

ィア・NPO 法人の団体数や構成員数は横ばいで、「地域福祉活動に参加している市民の割合」も平

成 27 年度で 13.1％に留まっています。これらのことから、地域福祉への人々の意識が高まっては

いるものの、地域で支え合う仕組み・体制づくりが十分に整っているとは言えません。 

第五次総合計画の課題と方向性 

今後、急速な少子高齢化の進展等により、支援が必要な高齢者世帯の増加が見込まれ、子育

て支援策の一層の充実も求められています。また、引きこもりやＤＶ lxxxiiiなどの課題も増えてきており、

地域福祉活動の大きな柱である社会福祉協議会、民生委員・児童委員の役割はより重要になって

きています。 市では、既に高齢者、障害者、子育て等の福祉分野別に策定した計画があります。

今後は、平成 28 年度に策定した「地域福祉計画」に基づき、上記計画を地域という観点から捉え

直して連携させ、住民、社会福祉協議会、行政等の主体ごとにその役割を明確化し、地域福祉を

推進していきます。 

市民が直面する様々な福祉課題に公的サービスで対応することを基本としつつ、地域住民や関

係機関・団体、社会福祉事業者など多様な主体が連携して、地域の中で支え合う総合的な地域福

祉の仕組み・体制づくりを進めていきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 4-6-1 民生委員児童委員活動の支援 

ねらい（めざす姿） 人材の発掘や育成により、民生委員児童委員の活動が活発化している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

民生委員児童委員の一人あたり年間活動日数（日） 211 190 市 民 
関 係 団 体 
行 政 

民生委員児童委員制度を知っている市民の割合
（％） 73.5 75.0 

基本事業 4-6-2 社会福祉協議会や地域福祉活動団体等の活動支援 

ねらい（めざす姿） 社会福祉協議会やＮＰＯ法人、ボランティア団体などの地域福祉活動が充実し、地
域福祉の推進が図られている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

社会福祉協議会が地域福祉の推進に果たす機能に
ついて満足している市民の割合（％） 89.6 90.0 

市 民 
関 係 団 体 
行 政 

校区福祉会lxxxiv等、地域で運営しているデイサービス
の数（件） 57 63 

福祉ボランティア団体、ＮＰＯ法人数（団体） 9 10 
福祉ボランティア団体、ＮＰＯ法人の構成員数（人） 741 800 

基本事業 4-6-3 地域福祉の市民の担い手づくり 

ねらい（めざす姿） 市民が積極的に地域福祉にかかわり、サービスの担い手が増加している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

地域福祉活動に参加している市民の割合（％） 13.1 15.0 
市 民 
地 域 
行 政 

 

関連計画 筑後市地域福祉計画 

                                      
lxxxiii 配偶者や恋人など、親密な関係の中で起こる暴力のこと。身体的暴力だけでなく、精神的、性的、経済的な暴力なども含まれ

る。 
lxxxiv 福祉のまちづくりを住民主体ですすめるという考え方のもと、社会福祉協議会が学校単位で設置している組織。校区内における

福祉活動の推進、向上を図るために、情報交換や交流、地域福祉に関する研究などを行う。行政区長、民生委員児童委員、福祉

員などを中心に構成している。 
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創造性と豊かな心を育むまちづくり 

 

施策 5-1 学校教育の充実 

施策 5-2 青少年の健全育成 

施策 5-3 生涯学習・スポーツの推進 

施策 5-4 伝統文化・郷土文化の継承 

施策 5-5 男女共同参画社会の推進 

施策 5-6 人権・同和教育及び啓発の推進 

 

政 策 

5 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-1 学校教育の充実 

ねらい（めざす姿） ｢生きぬく力」を育む教育活動が推進され、保護者や地
域から学校が信頼されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★学校に行くのが楽しいと思っ
ている小学 6年生の割合（％） 84.4 87.0 

全国学力・学習状況調査の児童質問
紙で、「そう思う」「どちらかといえばそう思
う」のいずれかを回答した児童の割合で
す。 

★将来の夢や目標を持って
いる中学 3年生の割合（％） 68.6 74.0 

全国学力・学習状況調査の児童質問
紙で、「当てはまる」「どちらかといえば当
てはまる」のいずれかを回答した生徒の
割合です。 

学校運営に満足している保護
者の割合［小・中学校］（％） 91.2 93.0 

保護者アンケートで「学校運営に満足
している」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

子どもたちが「生きぬく力」を身につけるため、「学

力」「心」「体」のバランスのとれた教育活動を推進し、

また、学校、家庭、地域が連携し、信頼される学校づ

くりに取り組んできました。 

第四次総合計画の施策の成果指標である「学校

評価における知徳体評価の平均点」は平成 22 年度

の 3.1 が平成 27 年度は 3.0 と横ばいで、目標値の

3.4には届きませんでした。 

また、保護者アンケートによる「学校経営（安全、利

用、教育、地域の連携）に満足している保護者の割

合」は小学校においては平成 22 年度の 89.2％が平

成 27 年度は 93％と上昇しました。中学校では平成 24 年度の 85％が平成 27 年度は 89.3％と

上昇しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

第四次総合計画に引き続き、児童生徒の将来の社会を「生きぬく力」を育むことをめざし、「確か

な学力の向上」「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」を教育施策の３つの柱とします。将来を「生

きぬく」ために調和のとれた感性豊かな児童生徒の育成をめざし、基礎力、思考力、実践力の育成

を取り入れた特色のある教育課程を展開していきます。 

また、「中 1 ギャップ」等の課題解消のために小中連携の推進を新たに加え、様々な場において､

小中連携の考え方を大切にし、9 年を通して児童生徒を育成するという見通しと計画をもって教育

活動に取り組みます。 

児童生徒及び保護者にとって安全安心な学校であるような教育環境の整備に取り組むとともに、

小学校再編については引き続き検討していきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 5-1-1 確かな学力の育成 

ねらい（めざす姿） 基礎基本および活用に関する学力がきちんと身についている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

全国学力・学習状況調査の平均点
の指数【国語、数学（算数）、理科】
（点） 

小学校 
6年生 101.1 103.0以上 

学 校 
中学校 
3年生 99.8 100.0以上 

基本事業 5-1-2 豊かな心の育成 

ねらい（めざす姿） 基本的生活習慣や規範意識が身についている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★学校の決まりを守っている中学 3年生の割合（％） 95.5 93.0 市 民 
関 係 団 体 
学 校 ★毎日朝食を食べている中学 3年生の割合（％） 89.7 93.0 

基本事業 5-1-3 健やかな体の育成 

ねらい（めざす姿） 基礎体力が向上している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

体力・運動能力調査の平均点の
指数（点） 

小学校 
5年生 103.5 103.0以上 市 民 

関 係 団 体 
学 校 中学校 

2年生 100.9 100.0以上 

基本事業 5-1-4 小中連携・地域連携の推進 

ねらい（めざす姿） 義務教育9年間を通して小学校と中学校の連携や学校と地域の連携が保たれてい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

PTA や地域の人が学校支援ボランティアとして積極
的に関わっている学校数（校） 14 14 

地 域 
関 係 団 体 
学 校 
行 政 中学 1年生で新たに不登校となった生徒の割合（％） － 1.0以下 

基本事業 5-1-5 安全安心な学校づくり 

ねらい（めざす姿） 学校施設や設備が適切に整備または維持管理されることで、安全安心で快適な学
習環境になっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

全小中学校の維持管理上の営繕・要望処理率（％） 100.0 100.0 学 校 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市教育大綱、筑後市教育振興計画、
筑後市教育施策要綱 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-2 青少年の健全育成 

ねらい（めざす姿） 青少年が健全に育成され、豊かな社会を築く一員になっ
ている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

将来の自分の目標を持ってい
る新成人の割合（％） 69.1 75.0 

成人式に参加した新成人へのアンケ
ートで「あなたは将来、何をしたいか決
めていますか」という質問に「はっきり決
めている」「だいたい決めている」と回答
した人の割合です。 

地域や社会で起こっている問題
や出来事に関心がある中学 3
年生の割合（％） 

52.3 56.0 

全国学力・学習状況調査の生徒質
問紙で「地域や社会で起こっている問
題や出来事に関心がありますか」という
質問に、「当てはまる」「どちらかといえ
ば、当てはまる」と回答した中学 3年生
の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

将来の社会を担う子どもたちを自立した個人として

育成するために、野外キャンプや通学合宿などの体

験活動とあわせて指導者育成に取り組みました。また、

青少年育成市民会議lxxxv・子ども会連絡協議会の事

業も推進しました。 

さらには、青少年の健全育成事業として、意見発

表会、子どもワークキャンパス、体験活動なども継続

して実施しました。 

しかしながら、平成 27 年度の「将来の目標を明確

に持っている新成人の割合」は、平成 17 年度と比較

して 7.6ポイント減となりました。 

「だいたい決めている」を合わせた割合でも減少傾向にあり、将来の目標をまだ決めかねている新

成人が増えています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

携帯電話、インターネットの浸透により青少年が犯罪等に巻き込まれるケースが後を絶ちません。

また、地域社会とのつながりや人と人との関係も希薄であり、周囲から社会規範を学ぶ機会も減少

しており、規範意識が育ちにくい状況が続いています。さらに、青少年育成に係る地域活動への参

加も減少している状況にあるため、子どもを学校や家庭だけで育てるのではなく、地域を含めた社会

全体で育てていけるような事業を推進していきます。 

「全ては次世代のために」をキーワードとして、青少年健全育成事業の取組を強化していきます。

特に、体験活動、人材育成については、学社連携を図りながら、次世代を担う子どもたちの「生きぬ

く力」を育くみます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 5-2-1 豊かな心を育み、筑後市に愛着を持つ人材を育てる 

ねらい（めざす姿） 青少年が高い規範意識と豊かな心を身につけ、健全な社会人に成長しようとしてい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

地域の子どもたちが基本的生活習慣を身につけている
と思う市民の割合（％） 61.5 62.0 市 民 

地 域 
学 校 
行 政 

地域の子どもや学校教育支援、育成活動にかかわ
っている市民の割合（％） 17.6 20.0 

★学校の決まりを守っている中学 3年生の割合（％） 95.5 93.0 市 民 
関 係 団 体 
学 校 ★毎日朝食を食べている中学 3年生の割合（％） 89.7 93.0 

住んでいる地域の行事に参加している中学 3年生の
割合（％） 36.7 46.0 

市 民 
地 域 
学 校 

基本事業 5-2-2 子どもの居場所づくりや体験活動の推進 

ねらい（めざす姿） 子どもたちの居場所づくりや体験活動を推進することで、多くの子どもたちが参加交
流し、自立性が養われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

青少年育成活動・体験活動の延べ参加者数（人） 5,568 6,000 市 民 
関 係 団 体 
学 校 
行 政 

青少年育成活動の事業数（件） 17 20 

基本事業 5-2-3 青少年犯罪の抑制 

ねらい（めざす姿） 関係機関や地域との連携を強めることで、青少年が犯罪被害にあったり罪を犯したり
しないようになる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

青少年の補導者数（人） 832  市 民 
関 係 団 体 
学 校 
行 政 

青少年の刑法犯数（人） 27  

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市教育大綱、筑後市教育振興計画、
筑後市教育施策要綱、筑後市生涯学習推進計画 

                                      
lxxxv 地域社会での青少年の健全育成活動を支援し、広げていくための組織。団体（行政区長会など市内の団体が加入）と個人会員

で組織されている。キャンプや青少年健全育成のための意見発表会、あいさつ運動などを実施している。 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-3 生涯学習・スポーツの推進 

ねらい（めざす姿） 自己表現、自己充実、地域貢献を図るため、市民が継
続的に学習やスポーツを行っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★生涯学習活動を行っている
市民の割合（％） 42.8 50.0 

市民アンケートで「生涯学習として趣味や
運動を継続的に行っている」と回答した人の
割合です。 

★週に 1回以上、運動・スポー
ツをしている市民の割合（％） 41.9 50.0 

市民アンケートで「過去 1年間に週 1～2

日以上の頻度で運動・スポーツを行ってい
る」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

中央公民館、自治公民館等を中心に生涯学習等

の講座を実施した結果、「生涯学習として趣味や運

動を継続的に行っている割合」は、緩やかに上昇して

います。 

サザンクス筑後では、こどものための演劇広場など

芸術文化の支え手となる人材育成に取り組み、多種

多様なジャンルの芸術文化鑑賞や発表の場づくりを

推進しました。「サザンクス筑後で芸術鑑賞した市民

の割合」は、横ばいで推移しています。 

また、各種スポーツ教室やラジオ体操推進事業、

スポーツフェスティバルやちっごマラソンなど、市民参

加型の事業を推進しました。この結果、「週に 1 回以

上運動・スポーツをしている市民の割合」は 41.9％という状況です。 

第五次総合計画の課題と方向性 

平成 29年 11月供用開始予定の北部交流センター(仮称)や既存の施設を有効活用し、多様な

学習機会の提供、地域社会づくりにつながる支援を行い、生涯学習を推進します。 

図書館では、子どもたちが将来の夢や希望を発見し、実現できるよう、多くの仕事や地域貢献等

についての情報発信を充実させるとともに、幅広い年齢層が気軽に利用できるよう配慮し、生涯に

わたる学習を支援するための資料や情報も提供していきます。 

サザンクス筑後は、市民の芸術文化意識を高めるため、多様な芸術文化活動を推進し、人づくり

や施設を活用した芸術文化の創造の場づくりなどにより、次世代の芸術文化の支え手を育成しま

す。 

平成 23年に制定された「スポーツ基本法」を受けて、当市でも、平成 29年 3月に策定したスポ

ーツ推進計画に基づき、市民の健康志向の高まり等を踏まえたスポーツ事業を推進するほか、

HAWKS ベースボールパーク筑後を拠点に、福岡ソフトバンクホークスと連携した文化・スポーツ事

業を実施します。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 5-3-1 市民が主体の生涯学習推進体制の強化 

ねらい（めざす姿） 市民が、生涯学習・スポーツを始めるきっかけや、自立して継続的に学習できる環
境が整っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

人材バンクlxxxvi登録者数（人） 90 100 市 民 
関 係 団 体 
行 政 自主学習団体登録数（団体） 551 560 

基本事業 5-3-2 生涯学習・スポーツの情報の提供 

ねらい（めざす姿） 市民が、生涯学習・スポーツの情報を十分に収集することができる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

情報提供の量や内容に満足している市民の割合
（％） 90.6 95.0 関 係 団 体 

行 政 

基本事業 5-3-3 生涯学習・スポーツの機会の提供 

ねらい（めざす姿） 市民が、様々な生涯学習・スポーツの機会を利用し、活発に活動している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

生涯学習参加者数（人） 18,890 20,000 

関 係 団 体 
行 政 

市内の施設を利用してスポーツを行っている人数
（人） 219,360 230,000 
生涯学習やスポーツの機会が十分にあると思う市民
の割合（％） 81.9 85.0 

★ラジオ体操を継続的に実施している団体数（団体） 62 80 
★福岡ソフトバンクホークス連携に
よる青少年野球教室を実施した幼
稚園等の数（園・校） 

幼稚園 
保育園 － 8 

小学校 － 11 

基本事業 5-3-4 生涯学習・スポーツの活動拠点の充実 

ねらい（めざす姿） 生涯学習・スポーツを推進するための施設を充実することで、市民の活動の場が確保されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

生涯学習・スポーツ活動をする施設が充足している
と思う市民の割合（％） 79.0 82.0 市 民 

関 係 団 体 
行 政 

図書館の貸し出し冊数（冊） 306,362 320,000 
サザンクス筑後で芸術鑑賞をした市民の割合（％） 23.3 25.0 
★サザンクス筑後が実施する市民参加型事業の参
加者数（人） 2,167 2,500 市 民 

関 係 団 体 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市教育大綱、筑後市教育振興計画、
筑後市教育施策要綱、筑後市スポーツ推進計画、 
筑後市生涯学習推進計画、筑後市子ども読書活動推進計画 

                                      
lxxxvi 専門知識や技能等を持っている人を紹介し、市民が生涯学習活動に活用できる制度。 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-4 伝統文化・郷土文化の継承 

ねらい（めざす姿） 伝統、郷土文化を知ることによって、市民が郷土に愛着
を持っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★郷土の歴史・伝統文化に愛
着をもつ市民の割合（％） 56.0 58.0 

市民アンケートで「筑後市の伝統文
化や風土に愛着をもっていますか」とい
う質問に「持っている」と回答した人の割
合です。 

筑後市の伝統文化を知ってい
る市民の割合lxxxvii（％） 37.3 50.0 

市民アンケートで筑後市の伝統文化
や文化財について 12項目中 6項目以
上知っていると回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

市民の郷土に対する愛着心を育み文化意識を高

めるため、文化財を活用した市民参加による事業を

はじめ、伝統文化を継承する保存会の活動支援、郷

土資料館での特別展や歴史講座の開催、観光分野

との連携による啓発事業に取り組みました。その結果、

「郷土の歴史・伝統文化に愛着をもつ市民の割合」は

わずかに増加しましたが、「筑後市の伝統文化を知っ

ている市民の割合」は減少傾向にあります。 

郷土資料館は、特別展や歴史講座の内容の充実

等に取り組みましたが近年の利用者数は横ばい状態

にあります。 

第五次総合計画の課題と方向性 

市民の郷土に対する愛着心を育み文化意識を高めるため、郷土の歴史や文化財について楽し

みながら学べる事業を行い、伝統文化を継承する保存会等と協働して伝統文化・郷土文化の継承

を推進していきます。 

郷土資料館については、より多くの人に郷土の歴史や文化財に触れていただけるよう、今後も事

業の充実と効果的な啓発活動に努めていきます。 

「久富盆綱曳き」などの指定文化財をはじめ、先代から引き継がれてきた伝統行事や伝統技術、

古墳や集落遺跡などの埋蔵文化財を保護し、次世代へ継承していきます。また、一般に広く公開し、

観光資源としての活用についても推進していきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 

53.0
51.7

51.1

52.8

51.7

53.8 53.5

51.6 51.8

57.4

56.0

40.9

39.4

42.7

40.0

41.3 41.4

40.1 39.6 39.6 39.2

37.3

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（%）

郷土の歴史・伝統文化に愛着をもつ市民の割合

筑後市の伝統文化を知っている市民の割合

 



 

97 

基本事業 5-4-1 伝統行事の保存・継承 

ねらい（めざす姿） 後継者の育成などにより、伝統行事が保存･継承されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

活動を継続している伝統行事数（件） 5 5 
地 域 
関 係 団 体 

基本事業 5-4-2 郷土の歴史、文化財の保護・活用 

ねらい（めざす姿） 郷土の歴史や文化財の大切さを知ることで、市民の文化財や史跡などに対する保
護意識が高まる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

郷土資料館入館者数及び社会教育課が主催する
文化財事業への参加者数（人） 2,492 3,000 市 民 

地 域 
行 政 指定文化財の件数（件） 30 32 

基本事業 5-4-3 伝統的な技術の保存・継承 

ねらい（めざす姿） 久留米絣などの伝統的な技術が継承されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

継承されている伝統的な技術の件数（件） 5 5 
市 民 
地 域 
行 政 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市教育大綱、筑後市教育振興計画、
筑後市教育施策要綱、筑後市生涯学習推進計画 

                                      
lxxxvii 「筑後市の伝統文化を知っている市民の割合」を調査する市民アンケートの選択肢にあげた 12 項目。 

1.水田天満宮稚児風流 2.水田天満宮千燈明祭 3.竈戸（かまど）神社千燈明祭 4.熊野神社鬼の修正会 5.久富盆綱曳き  

6.久留米絣 7.山梔窩（さんしか） 8.坂東寺石造五重塔 9.欠塚古墳 10.光明寺石造九重塔 11．熊野神社の眼鏡橋  

12.石人山古墳 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-5 男女共同参画社会の推進 

ねらい（めざす姿） 男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮でき
る社会が実現されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

男女が平等だと思う
市民の割合（％） 

全体 55.1 60.0 市民アンケートで「学校・職場・家庭・
地域それぞれの分野ごとに男女の地位
は平等になっていると思いますか」という
質問に「平等である」と回答した人の平
均割合です。 

男性 61.1 65.0 

女性 50.8 55.0 

第四次総合計画の取組結果 

男女共同参画社会をつくるための取組を行う中で、

特に、男女の人権が尊重される取組として女性支援

相談員を配置し相談体制を強化してきました。相談

窓口を設置したことの周知・啓発の結果、相談件数

は増加傾向にあります。また、相談者自身が自分らし

さを取り戻し前向きに生きていくために、精神面はもち

ろんのこと経済・育児・就労等に関しても庁内及び関

係機関と連携しながらきめ細やかな支援を行ってき

ました。 

「男女が平等であると思う市民の割合」は、ほぼ横

ばいで推移していましたが、近年、家庭や職場におい

て、平等感が少しずつではありますが高くなってきています。このことは、男女共同参画社会づくりに

向けた取組の結果だと思われます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、従業員 301人以上の企業に

は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定が義務付けられました。しかし、当市においては、従

業員 300人以下の中小企業が多く、計画の策定は努力義務に留まっています。 

市では、今後も市内事業所に対して働きやすい職場環境づくりなど、仕事と家庭の両立のための

意識改革に取り組みます。 

また、男女共同参画社会づくりの重要性について地域で推進啓発を図るリーダーを増やすために

「男女共同参画推進サポーター」の育成に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 5-5-1 男女共同参画社会の実現に向けての市民への啓発 

ねらい（めざす姿） 様々な啓発活動を行うことで市民が、男女共同参画社会の必要性を認識している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

「男は仕事、女は家庭」という固定的な役割分担意
識の解消に賛成する市民の割合（％） 40.4 44.0 

関 係 団 体 
行 政 

男女共同参画に関する啓発延べ人数（人） 1,462 1,500 

★夫婦で協力して取り組んでいる市民
の割合（％） 

家事 8.5 10.0 
育児 35.0 38.0 

★子育て応援宣言登録企業事業所数（事業所） 56 70 

基本事業 5-5-2 まちづくりにおける女性の参画の推進 

ねらい（めざす姿） 積極的な参画のための環境づくりを行政が行うことで、地域や行政などのまちづくり
への女性の参画が増加する。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

女性の登用率（％） 
審議会・委員会 30.0 35.0 市 民 

関 係 団 体 
行 政 区長・公民館長 6.7 8.0 

基本事業 5-5-3 男女に関する人権保護と相談体制の充実 

ねらい（めざす姿） DV等の虐待の防止や保護とともに、男女に関する人権の相談体制が整っている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

DV相談件数（件） 115  関 係 団 体 
行 政 女性問題などに関する相談件数（件） 262 280 

基本事業 5-5-4 男女共同参画推進の制度・推進体制の整備 

ねらい（めざす姿） 男女共同参画社会の実現に向け、様々な制度や組織などが整備され、事業計画
が着実に実行されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

男女共同参画推進に関する事業実施に対する男女
共同参画審議会lxxxviiiによる評価（点） 3.3 3.7 行 政 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、男女共同参画計画 

                                      
lxxxviii 男女共同参画計画の事業実施状況について審査する諮問機関。 
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政策 5 創造性と豊かな心を育むまちづくり 

施策 5-6 人権・同和教育及び啓発の推進 

ねらい（めざす姿） 差別のない、人権が守られる平等な社会がつくられてい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

最近 1 年間に人権を傷つけ
られたことがある市民の割合
（％） 

17.3 15.0 
市民アンケートで「あなたはこの 1年

間に人の言動で人権を傷つけられたこ
とがありますか」という質問に「ある」と回
答した人の割合です。 

最近 1 年間に人権を傷つけ
たことがある市民の割合（％） 12.3 10.0 

市民アンケートで「あなたはこの 1年
間にあなたの言動で他の人の人権を傷
つけたと思うことがありますか」という質
問に「ある」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

「最近 1年間に人権を傷つけられたことがある市民

の割合」と「最近 1 年間に人権を傷つけたことがある

市民の割合」はともに、平成 17年度に比べ、平成 27

年度は若干減少しています。 

講演会や映画上映会などの講師や作品の選定に

おいて、近隣市町や様々な大会等で情報収集を行

い、話題性のある講師をタイミングや内容を考えて選

考を行うよう努めた結果、市が開催する人権啓発事

業への参加者数は少しずつ増加をしてきています。 

また、口コミや PR により、地域デイサービスや施設、

企業等に出向いて行う講座の開催依頼が増えてきて

おり、市民に人権学習の機会の拡大を図ることができ

ています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

市が開催する人権啓発事業への参加者は少しずつ増加してきていますが、若い参加者が少ない

など偏りがみられています。多くの人に参加してもらえる事業を計画すると同時に、PR 等についても

工夫を行っていきます。 

また、インターネットや SNSによる人権侵害も増えてきていることから、新たな啓発の必要性も生じ

ています。人権が守られる平等な社会をつくるため、事業内容の検討を行っていきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 5-6-1 人権・同和問題の解決 

ねらい（めざす姿） 啓発の充実や相談対応などにより、人権尊重の意識が高まっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市が主催する人権啓発事業への参加者数（人） 1,586 1,600 
市 民 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 5-6-2 市民への啓発の充実 

ねらい（めざす姿） 人権に対する正しい知識が身につき、人権が尊重されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

最近 1 年間に人権について学んだことのある市民の
割合（％） 44.4 50.0 関 係 団 体 

行 政 

 

関連計画 筑後市教育大綱、筑後市教育振興計画、 
筑後市教育施策要綱、筑後市人権教育・啓発基本指針 
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協働によるまちづくり 

 

施策 6-1 市民協働の推進 

施策 6-2 積極的な広報・広聴の展開 

施策 6-3 市民との協働による防災体制の充実 

施策 6-4 市民との協働による安全・安心なまちづくり 

施策 6-5 衛生的で安らげる生活環境づくり 

 

政 策 

6 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施策 6-1 市民協働の推進 

ねらい（めざす姿） 自分のまちを自分たちで担う人が増加し、地域コミュニテ
ィlxxxixが形成されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★地域コミュニティ活動へ参
加している市民の割合（％） 52.5 56.0 

市民アンケートで「地域のコミュニティ
活動に参加していますか」という質問に、
「よく参加している」「ときどき参加してい
る」と回答した人の割合です。 

ボランティアxc活動をしている
市民の割合（％） 12.6 15.0 

市民アンケートで「ボランティア活動をし
ている」と回答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

校区コミュニティ協議会xciについては平成 26 年度

までに 10校区が設立され、地域の特色を活かした活

動に取り組まれているところです。 

「地域の行事や自治体活動に参加している市民の

割合」について、平成 24年度の 52.1％に対し、平成

27年度は 52.5％とほぼ横ばいとなっています。また、

「ボランティア活動をしている市民の割合」は、平成

24 年度の 14.7％に対し、平成 27 年度は 12.6％と

減少しました。 

平成 23年度以降の「地域コミュニティ活動へ参加

している市民の割合」が大きく向上していますが、この

時以降のアンケートで地域コミュニティ活動の範囲を

少し拡大したことによる、影響が出たものと考えられます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

少子高齢社会の到来、地方分権、災害（九州北部豪雨や熊本地震など）発生などの社会変化

に対応するため、さらなる市と地域住民の協働によるまちづくりが必要です。 

地域自治を進めるためには、自治会及び校区コミュニティ協議会それぞれの役割を整理し両者

が相互に連携協力するとともに、市民活動団体によるボランティア活動を含め多様な課題に取り組

んでいくことが必要です。これからは、地域に住む住民が、自分たちで地域の将来像を見通し、安全

で安心して暮らせる地域にするため、自分たちで考え行動する取組、いわゆる住民主導のまちづくり

を、校区コミュニティ協議会を軸として進めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 6-1-1 市民活動の活発化 

ねらい（めざす姿） 市民活動に参加する個人・団体・ＮＰＯ法人が増え、市民によるまちづくりが進んでい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民活動・ボランティア活動を行う団体へ登録され
ている市民の数（人） 1,783 2,000 市 民 

地 域 
行 政 

市民活動団体・ボランティア団体の数（団体） 30 40 
NPO法人の数（団体） 13 15 

基本事業 6-1-2 地域コミュニティ活動の活性化 

ねらい（めざす姿） 自主的な地域づくりに取り組む行政区、地域が増えている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

自治会加入率（％） 94.5 95.0 市 民 
地 域 
行 政 

校区コミュニティ協議会の数（校区） 10 11 
★校区コミュニティ計画策定数（校区） 0 11 

基本事業 6-1-3 市民との協働に向けての職員の意識の醸成 

ねらい（めざす姿） 市民と協働して公共サービスを行うという意識が醸成され、協働に向けた取組が進
む。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民との協働を理解する職員の割合（％） 96.5 99.0 
行 政 地域活動、ボランティア活動に参画している職員の

割合（％） 61.6 70.0 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、住みよいまちづくりのための協働指針 

                                      
lxxxix 日常生活のふれあいや共同の活動、共通の経験をとおしてお互いの連帯感や協働意識と信頼関係を築きながら、自分たちが

住んでいる地域を自主的に住みよくしていく地域社会のこと。 
xc誰もが、自分でできることを自分の意志で周囲と協力しながら無償で行う活動のこと。 
xci 一つの行政区や単位組織（子ども会、老人会等）では解決が困難な課題、より広域での取り組みが必要とされる課題の増加に伴

い、その対策として、従来からつながりの深い小学校区を単位とし、住み良いまちにしていくために様々な人や組織、団体が連携して

活動する協議会のこと。 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施策 6-2 積極的な広報・広聴の展開 

ねらい（めざす姿） 行政情報が適正に市民に伝わり、市民の意見を聴く機会
が確保されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

行政からの広報や情報を伝
える手段に満足している市
民の割合（％） 

89.8 90.0 
市民アンケートで行政からの広報や情

報を伝える手段について「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。 

市民が意見を行政に伝える
機会に満足している市民の
割合（％） 

81.8 82.0 
市民アンケートで市民が意見を行政に

伝える機会について「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。 

第四次総合計画の取組結果 

ＳＮＳの導入や「広報ちくご」の改善、「ホームペー

ジ」のリニューアルに取り組んだ結果、「行政からの広

報や情報を伝える手段に満足している市民の割合」

は 89.8％と順調に推移しています。 

また、「市民が意見を行政に伝える機会に満足して

いる市民の割合」は、81.8％で、目標値に到達しまし

た。なお、平成 27年度は、440件の意見が寄せられ

ました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

広報ちくごに関し、鮮度の高い情報を読みやすい

紙面とする研究・協議を深めます。 

また、ホームページは情報検索の容易性や誰もが見やすいトップページ構成など、行政からの情

報を伝える手段の充実に努めます。なお、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋxcii、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｙｏｕｔｕｂｅxciii）については

掲載手法の研究などを深め、魅力ある情報発信に努めます。 

市民からの行政に対する意見に関しては、市長への手紙や問い合わせメールによる質問・意見

の内容を提言・要望・苦情などに分類・分析するとともに、質問・意見への迅速かつ適切な対応を徹

底します。 

また、パブリックコメントについては、広報ちくご、ホームページ等意見募集の掲載を工夫し、意見

が出やすい環境づくりに努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 6-2-1 ニーズに対応した広報機能の充実 

ねらい（めざす姿） 市民が知りたい行政情報をタイムリーに入手xcivすることができるとともに、行政に対す
る関心が高まっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

「広報ちくご」を読んでいる人の割合（％） 95.7 97.0 
市 民 
行 政 行政からの情報が早く、わかりやすく伝えられている

と思う市民の割合（％） 67.1 70.0 

基本事業 6-2-2 多様な媒体を活用した広報の充実 

ねらい（めざす姿） 多様な媒体を通した広報活動により、市民の情報入手の利便性が高まっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

筑後市ホームページ（PC、携帯電話）への年間アク
セス件数xcv

（件） 496,704 500,000 
行 政 

パブリシティxcviにより、新聞 5 紙xcviiに掲載された筑後市
関連の記事件数（件） 233 250 

基本事業 6-2-3 広聴の充実 

ねらい（めざす姿） 様々な方法によって市民が意見を伝える機会が確保され、市民の意見が市政に反
映されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市民が意見を行政に伝える機会に満足している市民
の割合（％） 81.8 82.0 市 民 

行 政 
広聴による市民からの年間の意見件数（件） 625 650 

 

関連計画  

                                      
xcii 世界最大のソーシャルネットワーキングサービスのことで、インターネット上でつながり、交流できるサービスのこと。 
xciii Ｇｏｏｇｌｅ社の運営する世界最大の動画共有サービスのこと。 
xciv 情報は新しいほど価値があります。欲しい時に、時期を逸せず新鮮な情報を得ること。 
xcv ネットワークを通じて市のホームページに接続された（閲覧された）件数。 
xcvi 企業や団体が、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに働きかけて「報道」として取り上げてもらう行為。広報活動の一つだが、「広告」と

は異なりマスメディアに対して企業や団体が代金を払わない活動。 
xcvii ここでは、筑後市内に配達されている朝日新聞、西日本新聞、毎日新聞、読売新聞。 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施策 6-3 市民との協働による防災体制の充実 

ねらい（めざす姿） 住民、地域、行政の防災体制が整備され、災害時の市
民の生命・身体・財産が守られている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

防災体制が整っていると思う
市民の割合（％） 90.1 93.0 

市民アンケートで筑後市の防災体制に
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。 

災害時の備えを行っている
市民の割合xcviii（％） 45.7 50.0 

市民アンケートで災害に対する備えを
13項目のうち 4項目以上行っていると回
答した人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

防災体制の整備・充実については、ちくごコミュニテ

ィ無線・Ｊアラートxcixの導入や災害時要援護者支援プ

ランcの策定、企業との災害協定ciの締結促進、消防

庁舎の耐震化、救助工作車の更新、消防団車庫の

新設などを行いました。 

「防災体制が整っていると思う市民の割合」は、平

成 17年度の 85.7％から平成 27年度は 79.1％と減

少しましたが、近年、身近に大規模な災害が発生した

こと等により市民の意識が高まっているものと推察さ

れます。 

また、「災害時の備えを行っている市民の割合」は、

平成 17年度の 33.5％から平成 27年度は 45.7％と増加しました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

近年のゲリラ豪雨等の異常気象、東日本大震災、九州北部豪雨、熊本地震等により、これまで

低かった市民の防災意識が高まりつつあります。平成 31 年度に供用開始となる北部地区防災拠

点など、市の防災機能、体制整備をさらに充実させるとともに、ハザードマップciiを全世帯へ配布する

など積極的に防災情報を提供していきます。また、各校区に設立された自主防災組織ciiiと市との連

携を推進するとともに、各組織に防災士を養成し、組織の充実、強化を図ります。さらに、防災訓練

などを通して、機能的・効果的な災害時要援護者支援体制の構築を進めます。 

一方、消防団は、近年サラリーマン団員が増加してきたこと、団員の年齢構成が上昇してきてい

る状況にあり、このような事が平日の活動者数の確保に大きな影響を与えています。 

そのため、消防団協力事業所表示制度を積極的に PR し、市内の事業主の皆さんへ、自社に勤

務する消防団員の活動への理解と協力を求め、災害発生時に迅速な対応が出来る体制を確保し

ていきます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 6-3-1 防災意識の向上 

ねらい（めざす姿） 啓発の充実などで、市民の防災意識が高まり、災害に対する備えができている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

災害時の備えを行っている市民の割合(％) 45.7 50.0 市 民 
行 政 避難場所を知っている市民の割合（％） 37.9 40.0 

基本事業 6-3-2 防災・災害情報機能の充実 

ねらい（めざす姿） 市民が、正確な防災・災害情報を入手することができ、災害に適切に対応できる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

情報入手方法を知っている市民の割合（％） 45.2 50.0 地 域 
行 政 

★防災メール登録者数（人） 1,300 1,500 市 民 

基本事業 6-3-3 自主防災組織の組織化と充実 

ねらい（めざす姿） 災害時に、迅速な消防・防災活動ができる体制が整備されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

要援護者避難支援計画（個別計画）civが策定された
要援護者数（人） 390 500 

地 域 
関 係 団 体 
行 政 

★市及び自主防災組織が実施する防災訓練又は
講習会の開催回数（回） 13 16 地 域 

行 政 

基本事業 6-3-4 消防団の充実強化 

ねらい（めざす姿） 地域において災害時における協力体制が確立されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

平時にすぐに消防活動ができる団員の割合（％） 44.0 45.0 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 6-3-5 災害時における行政による支援体制の整備 

ねらい（めざす姿） 避難場所設置などの支援体制を整備することにより、災害発生時において、市民の
安全が確保されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

自主避難場所収容能力の充足率（％） 16.6 18.0 
行 政 災害時に職員として果たすべき役割や初動を理解し

ている職員割合（％） 38.4 100.0 
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関連計画 元気な筑後市創造戦略、筑後市地域防災計画、 
災害時要援護者避難支援プラン 

                                      
xcviii 「災害の備えを行っている市民の割合」を調査する市民アンケートの選択肢にあげた 13項目。 

1.消火器 2.飲料水 3.保存食品 4.火災警報器 5.ラジオ 6.懐中電灯・ろうそく 7.救急セット 8.家具転倒防止策 

9.持出衣類 10.災害時の家族との連絡方法取決 11.避難場所を知っている 12.防災訓練への参加 13.その他 
xcix 人工衛星と市町村の防災無線を利用して緊急情報を伝える「全国瞬時警報システム」の通称。地震や津波、弾道ミサイルの発

射など、対処に時間的余裕のない緊急情報を、国が直接、市町村のスピーカーから放送するシステム。総務省消防庁が整備して

2007 年から運用している。 
c 災害時等に自分一人では避難が困難な高齢者や障害者等（要援護者）を地域全体で支援していこうとする計画。 
ci 災害発生時に市の申請より人員の派遣や食料、物資の供給、業務や場所の提供等について、市と業者・団体等があらかじめ取り

交わす契約。 
cii 地震、津波、大雨による水害などの自然災害による被害を予測して、被害を受ける範囲や被害の程度などを地図上に示したもの。

また、避難場所や避難する時の心得なども記載している。これを利用して、災害発生時に迅速・的確に避難することで、被害を減ら

すことができる。 
ciii 防災活動に関して、公的機関に頼らず自らの手で取り組んでいこうとする組織・団体。市内では行政区や小学校区の部会や班とし

て組織化が進んでいる。 
civ 災害時に自分一人では避難が困難な高齢者や障害者等が、円滑で迅速に避難するための個々の計画（個別計画）のこと。 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施策 6-4 市民との協働による安全・安心なまちづくり 

ねらい（めざす姿） 犯罪や交通事故が少ない、安全で安心なまちとなってい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★市内で起きた犯罪認知件
数（件） 467 400 

市内で発生した刑法犯罪認知件数
です。 

交通事故発生件数（件） 431  
市内で発生した交通事故の件数で

す。 

交通事故死傷者数（人) 543  
市内で発生した交通事故による死傷

者の人数です。 

第四次総合計画の取組結果 

市内の全小学校区（11 校区）で地域住民が主体

となる「安全で安心できるまちづくり推進協議会cv」が

設立され、通学路におけるゾーン 30 の設定や児童・

生徒の登下校時の見守り活動、夜間パトロール、高

齢者の見守り等が行われています。 

「市内で起きた犯罪認知件数」は、平成17年度の

767件から平成 27年度は 467件となっています。 

また、「交通事故発生件数」は、平成 17 年度に

527件から平成27年度では431件となっています。 

「交通事故死傷者数」も同様に推移し、平成 27年

度では 543人となっています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

防犯の強化・徹底、交通安全の推進については、市民、警察、行政が連携した取組が不可欠で

す。各校区の安全で安心できるまちづくり推進協議会の活動支援をはじめ、警察などから最新の情

報を得ながら、講習会や広報啓発活動等を通して、正しい知識の習得や意識の向上を図りるととも

に、特殊詐欺の防止や高齢者の交通事故防止に努めます。 

また、再犯防止については保護司会と連携し取り組み、交通安全については、引き続き幹線道路

の拡充や交通安全施設の整備を進めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 6-4-1 自主防犯組織cviの強化と充実 

ねらい（めざす姿） 地域の防犯組織が確立し、地域住民が自主的に連帯し、防犯活動が行われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

防犯活動に参加している市民の割合（％） 3.6 7.5 
市 民 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 6-4-2 防犯意識の向上 

ねらい（めざす姿） 啓発の充実等により、市民の防犯意識が高まり、被害にあわなくなっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

防犯対策を行っている市民の割合（％） 67.1 70.0 市 民 
関 係 団 体 
行 政 防犯活動に参加している市民の割合（％） 3.6 7.5 

基本事業 6-4-3 賢い消費者づくりの推進 

ねらい（めざす姿） 消費者が、消費生活に関する正しい知識を習得し、トラブルが未然に防がれている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

消費生活相談件数（件) 577 480 市 民 
関 係 団 体 
行 政 

消費者相談の解決率（％） 80.0 95.0 
クーリングオフcviiを知っている市民の割合（％） 78.0 80.0 

基本事業 6-4-4 交通安全教育と啓発の充実 

ねらい（めざす姿） 地域で交通安全を推進する気運が高まり、住民参加等による交通安全活動が行われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

交通ルールを順守している市民の割合（％） 87.1 88.0 
市 民 
関 係 団 体 
行 政 

基本事業 6-4-5  地域での交通安全推進活動の充実 

ねらい（めざす姿） 地域で交通安全を推進する気運が高まり、住民参加等による交通安全活動が行われている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

交通安全活動を行った市民の割合（％） 11.2 15.0 
地 域 
行 政 
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基本事業 6-4-6 交通安全施設の整備 

ねらい（めざす姿） 交通安全施設（カーブミラー、防護柵、区画線等）が、適切に整備、維持管理され
ており、安全性が高まる。 

成果指標 参考値 
（H27） 

目標値 
（H29-31） 担 い 手 

カーブミラー（基） ― 60 
行 政 防護柵（m） ― 2,700 

区画線等（m） ― 12,600 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略、交通安全計画 

                                      
cv 子どもの安全確保、子どもや高齢者の交通事故防止、校区内のあらゆる犯罪の防止、校区内住民の生活環境の向上を図ること

を目的に、学校区単位で地域住民が主体となり設立・活動する組織。 
cvi 防犯活動に関して、公的機関に頼らず自らの手で取り組んでいこうとする組織・団体。市内では全小学校区で安全で安心できるま

ちづくり推進協議会が活動している。 
cvii 特定商取引法に規定される「訪問販売」や「電話勧誘販売」などの場合に消費者が申し込みや契約をした後、一定の期間内であ

れば申し込みの撤回や契約の解除をすることができる制度。 
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政策 6 協働によるまちづくり 

施策 6-5 衛生的で安らげる生活環境づくり 

ねらい（めざす姿） 住民同士や、住民と事業者間でトラブルがなく、地域と産
業が共存できている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

生活環境への満足度（％） 83.9 85.0 

市民アンケートで「近隣との生活公害
（臭い、騒音、ペット空地の管理など）に
ついてあなたは困っていますか」という
質問に、「困っていない」「たまに困るこ
ともあるが、許せる範囲である」と回答し
た人の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

市へ寄せられる環境に関する苦情等へは、現地へ

確認に出向くなど、迅速に対応するようにしました。ま

た、住民間の問題であれば、原因者に状況を説明し、

まずは相談者と当事者間で解決することを基本に指

導を行いました。 

その結果、「生活環境への満足度」については、平

成 17年度の 82.9％から平成 27年度は 83.9％とな

り、概ね良好な状況です。 

第五次総合計画の課題と方向性 

環境に関する苦情は、「雑草等」や「ネコ等の動物」、

「野焼き」、「事業所原因の公害」に関するものに大別できます。本来住民間で対応すべきものも市

役所に相談される事案が増えています。自助・互助・共助・公助の考えのもと、地域住民のつながり

により、問題解決に取り組む意識の醸成を図っていきます。また、事業所が原因の公害については、

引き続き県と連携し、対応していきます。 

また、空き家の増加により、衛生面や治安面での生活環境の悪化が懸念されます。今後は、危

険家屋化を未然に防ぐため地域との連携を強化するとともに、空き家の有効活用についても引き続

き取り組みます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 6-5-1 生活公害の自主的解決の推進 

ねらい（めざす姿） 近隣の生活環境の問題について、自らの地域で解決している。 
市の助言や指導により生活公害に関するトラブルが解決する。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市が受けた苦情の解決率（％） 82.9 95.0 市 民 
地 域 
行 政 市が受けた個人間に関する苦情件数（件） 71 30 

基本事業 6-5-2 生活環境と事業環境の共生 

ねらい（めざす姿） 生活環境に配慮した事業運営がされ、住民の理解が進み、住民生活と事業活動が
共生できている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市が受けた事業所・農家に関する苦情件数（件） 38 30 
市 民 
事 業 者 
行 政 

基本事業 6-5-3 空き家の適正管理 

ねらい（めざす姿） 空き家が適正に管理され、衛生的で安全な生活環境を保たれている。 
空き家バンク制度cviiiを活用して、老朽危険家屋の発生を未然に防止できている。 

成果指標 参考値 
 

目標値 
 担 い 手 

老朽危険家屋の除却件数（件） 7 
（H26-27） 

6 
(H29-31) 地 域 

行 政 
空き家バンク取引成約件数（件） 20 

（H25-27） 
20 

(H29-31) 

 

関連計画 筑後市環境基本計画 
                                      
cviii 筑後市空き家バンクとは、筑後市内で遊休資産となっている空き家等の有効活用をとおして、筑後市の定住人口の増加及び活

性化を図るため、市内に存在する空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申し込みを受け、登録した空き家等に係る

情報を空き家等の利用を希望する人に紹介する制度。 
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ひとを呼ぶまちづくり 

 

施策 7-1 転入の促進と転出の抑制 

 

政 策 

7 
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政策 7 ひとを呼ぶまちづくり 

施策 7-1 転入の促進と転出の抑制 

ねらい（めざす姿） 若い世代に筑後市の魅力を伝え、広く発信することで定
住が促進され、人口減少が抑制されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

★住民基本台帳登録人口（人） 49,012 48,750 住民基本台帳（月報）における該当年度末
の人口です。 

★人口の社会増［転入超過］
（人） 67 20 

住民基本台帳（月報）における社会動態（転
入者数-転出者数）です。 

★筑後市に愛着を持つ市民の
割合（％） 76.0 80.0 

市民アンケートで、自分のまちとして愛着を
感じているかという質問に対し、とても感じてい

るまたはどちらかというと感じていると回答した
18歳から 49歳までの市民の割合です。 

★いつまでも筑後市に住み続け
たいと思う市民の割合（％） 76.2 80.0 

市民アンケートで、将来も筑後市に住みたい
と思うかという質問に対し、ずっと住み続けたい

または当分は住んでいたいと回答した 18歳か
ら 49歳までの市民の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

第四次総合計画における人口目標では、平成 28

年度末で 50,000 人とすることとしていましたが、実績

は平成 27年度の国勢調査人口で 48,350人となり、

本市における人口推移は微増から横ばい、そして減

少に転じています。 

出生数より死亡者数の伸びが上回っていることによ

る自然動態の減少に加え、近年は社会動態（転入・

転出）が均衡状態にあることが人口減少の主な要因

です 。 

社会動態の均衡は、就職や進学を機に関東圏や

福岡市、久留米市に転出する若者が多いことが大き

な要因となっています。 

第五次総合計画の課題と方向性 

平成 27 年度に策定した「元気な筑後市創造戦略」に基づき、市民、地域、産業界、教育機関、

金融機関、労働団体等と行政が連携し、取り組む必要があります。 

福岡市や関東からの転入を促進するため、本市の住環境の PR や住まいに対する支援策などに

より IJU+CM ターンを促進するともに、地元学生と市内企業のマッチングの促進、インターンシップcix

制度拡充、大学との連携推進など、若者が市内に定着する取組を実施します。 

また、学校、地域の連携によって子どもたちが郷土に誇りと愛着を持つことで、筑後市に住み続け

たいと思う大人への成長を促します。加えて、筑後市を訪れる若者を増すことで、若い世代の交流

人口を増やします。 

住民基本台帳登録人口は、平成 24 年度から

外国人住民を含みます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 

48,377

48,344

48,506

48,513

48,740

48,741
48,777

49,076 49,075

48,959

49,012

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（人）
住民基本台帳登録人口

 



 

121 

基本事業 7-1-1 IJU+CM ターンによる転入促進cx 

ねらい（めざす姿） 筑後市の魅力を市外に発信し、転入促進を図ることで人口減少に歯止めがかかっ
ている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★福岡市及び関東からの転入者数（人） 242 260 
行 政 ★筑後市公式 HP 内定住促進ページの年間総 PV

数（回） 119,356 132,000 

基本事業 7-１-2 若い世代の転出抑制 

ねらい（めざす姿） 若者が市内に定着する取組を実施することで、生産年齢人口の減少が抑制されて
いる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

★筑後市を住みやすいと感じる若者の割合（％） 85.2 90.0 市 民 
事 業 者 
行 政 ★若者（20～34歳）の転出者数（人） 1,123 1,025 

 

関連計画 元気な筑後市創造戦略 

                                      
cix 学生が一定期間企業や組織において研修生として働き、自分の将来に関連する就業を体験する機会のこと。 
cx Ⅰターン（出身地以外の別の地域に移住すること）、Ｊターン（出身地に近い地方都市に移住すること）、Ｕターン（出身地から進学

や就職を機に都会へ移住した後、再び生まれ育った地域に移住すること）、Ｃターン（親が子どもの就労のために移住先を考えるチャ

イルドターン）、Ｍターン（子育てを目的として祖父母の住む田舎へ子と孫が移住を考える孫ターン）、それぞれの希望者へのＰＲや移

住定住支援を図ることにより、人口減少に歯止めをかける。 
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持続と発展を可能とする 

市政運営のために 
 

施策 8-1 情報化社会の推進と管理 

施策 8-2 安定的な財運営と効果的な施策の推進 

施策 8-3 市民から信頼される職員・組織づくり 

 

政 策 

8 
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政策 8 持続と発展を可能とする市政運営のために 

施策 8-1 情報化の推進と管理 

ねらい（めざす姿） ICTcxiの活用で、行政サービスの利便性が向上し、効率
化している。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 

説 明 

ICT を利用した行政サービスの

満足度（％） 
85.3 90.0 

市民アンケートで ICT を利用した行
政サービスについて「満足」「どちらか
といえば満足」「ふつう」と回答した市
民の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

ICT 活用による行政サービス向上、事務効率化の

ため、次の取組を行ってきました。 

平成23年度から始めたコンビニ収納は、市県民税、

保育料など 8科目まで拡大しました。 

筑後市ホームページは、平成 25年度にリニューア

ルし、アクセス件数は平成24年度の284,000件から

平成 27年度の 496,704件に増加しました。 

電子申請は、平成 22 年度の図書の貸出し予約を

主とした952件から、職員採用試験、市税申告、イベ

ント申込みなどに拡大し、平成 27年度 2,011件に増

加しました。 

住民情報などの庁内システムは、クラウドコンピュー

ティングcxiiへ移行し、効率化と安全性を高めてきました。 

情報セキュリティcxiiiは、ウイルス対策などを継続し、迷惑メール、メール誤送信対策や職員研修

を行い、維持向上を図りました。 

第五次総合計画の課題と方向性 

「ICT を利用した行政サービスの満足度」は、電子申請の利用推進などで一定の成果を得られま

したが、行政サービスの利便性向上のためには、さらなる電子申請の対象範囲の拡大を図る必要

があります。 

平成 27年 10月にマイナンバーcxivに関する法律の施行に伴い、住民票や税証明書等のコンビニ

交付や市独自サービスの提供など、マイナンバーカード利用による新たなサービスの検討を行いま

す。 

また、これらの行政サービスを提供する上で欠かせない ICT 活用、セキュリティ対策は、ICT の技

術動向、最新のセキュリティ脅威に対応していく必要があります。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 8-1-1 情報化による住民サービスの充実 

ねらい（めざす姿） 市民が様々な情報を容易に入手でき、また行政手続きなどが簡単にできる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

インターネットを利用している市民の割合（％） 64.5 70.0 
市 民 
行 政 電子申請を利用して手続きを行った年間総件数（件） 2,011 3,000 

マイナンバーカードを取得している市民の割合（％） 3.8 10.0 

基本事業 8-1-2 行政情報化の充実 

ねらい（めざす姿） 行政の情報化が進むことで、業務の効率化と高度化が進んでいる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

電算化により短縮した業務時間累計（h） 1,117 2,000 
行 政 十分なパソコンスキル cxvを備えている職員の割合

（％） 71.1 75.0 

基本事業 8-1-3 情報セキュリティの確立 

ねらい（めざす姿） セキュリティ対策を強化することで、電子情報が適切かつ安全に管理され、個人情
報が保護されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

パソコンのウイルス感染件数（件） 0 0 
行 政 

個人情報漏えい件数（件） 0 0 

 

関連計画  

                                      
cxi Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術。情報通信技術を利用した情報や知識の共有・伝達といっ

たコミュニケーションツールの総称。 
cxii 従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを、インターネットなどのネットワークを通じてサービ

スの形で必要に応じて利用する方式。 
cxiii データやシステム、通信路などを含む情報資産を技術的・人的に保護司、機密漏洩や外部からの攻撃・侵入、盗難、改ざんなど

の危険を排除する。 
cxiv 行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を図るため、国民一人ひとりに付与された 12桁の個人番号。 
cxv パソコンを使いこなす知識・技術のこと。 
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政策 8 持続と発展を可能とする市政運営のために 

施策 8-2 安定的な財政運営と効果的な施策の推進 

ねらい（めざす姿） 人口減少、少子高齢社会に対応し、安定的な財政運営
と効果的な施策が推進されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

経常収支比率cxvi（％） 90.9 91.0以下 

地方税・普通交付税を中心とする毎年
度経常的な収入である一般財源が、人
件費・扶助費・公債費のように、毎年度経
常的に支出される経費にどの程度充当さ
れているかという割合を示すものです。 

市の行政運営や税金の使い方に
納得していない市民の割合（％） 13.0 10.0 

市民アンケートで「あなたは市行政の運
営や税金の使い方についてどう思います
か」という質問に、「納得できない」「どちら
かといえば納得できない」と回答した市民
の割合です。 

第四次総合計画の取組結果 

平成 19 年度の経常的経費に充当した一般財源

は約 86 億 1 千万円でしたが、平成 27 年度決算で

は 98 億 1 千万円となり 12 億円ほど増えました。少

子高齢化対策による扶助費や下水道事業等の特別

会計への繰出金の増加が主な要因です。 しかし、

平成20年のリーマンショック後に危機対応措置として

の地方交付税増額や、市債（借金）を抑制してきたこ

とで経常収支比率の上昇を抑えられています。 

「市の行政運営や税金の使い方に納得していない

市民の割合」は減少傾向にあり、概ね良好と言えま

す。 

※平成 21 年度以降「市の行政運営等に納得して

いない市民割合」が大幅に減少していますが、この時

以降のアンケートで不満と回答された方に「不満理由」の記載を求めたことによる影響が出たものと

考えられます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

急速な少子高齢化を伴う人口減少社会がついに到来し、早い段階で将来を見据えた対応が必

要です。人口減少及び少子高齢化は、支える側が急速に減少し大きな負担となります。中長期的

には主要な収入である市税及び地方交付税は確実に減少していく中で、平成 28 年度に策定した

「公共施設等総合管理計画」に基づき施設の最適配置を検討するなど、選択と集中による効率的

な行財政運営を推進します。効率的な行財政運営のためには、これまで継続してきた事務事業で

あっても、その費用対効果を検証することで縮小・廃止の判断をすることも必要になると思われま

す。 

また、効率的な行政運営ために、近隣市町村と連携による事務事業の推進に努めます。加えて、

行財政運営や事務事業について、市民への分かり易い周知に努めます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 8-2-1 収支均衡のとれた財政運営の推進 

ねらい（めざす姿） 効率的で計画的な財政運営が行われることで、プライマリーバランスcxviiが保たれて
いる。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

市税収納率［現年度分］（％） 98.5 98.6 
市 民 
事 業 者 
行 政 

公共施設建設基金（億円） 23 35 
行 政 標準財政規模に対する実質収支の割合［実質収支

比率］（％） 5.3 3.0以上 

基本事業 8-2-2 広域サービスの推進 

ねらい（めざす姿） 広域連携方式が積極的に検討、推進され、市民サービスが効率的、効果的に提供
されている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

筑後市を含む地方公共団体の組合cxviiiで共同処理
されている事務事業件数（件） 15 18 

行 政 
広域行政（連携）によって効率的かつ効果的にまち
づくりが進められていると思う職員の割合（％） 82.1 85.0 

 

関連計画 公共施設等総合管理計画、行財政計画 

                                      
cxvi 使い道を制限されない地方税、普通交付税などの収入に対する人件費や扶助費などの義務的経費の割合で、この割合が低い

ほど財政にゆとりがあり、柔軟な行政運営ができることを示す指標。 
cxvii 借金をせずにその年の行政経費を賄えるかどうかを見る指標。収入と支出の均衡を見る際に、借金による収入と借金の元利金

支払は含まずに収入と支出が均衡しているかどうかを見るものである。 
cxviii 地方公共団体の組合とは、ある特定の事務を地方公共団体が単独で処理するよりも、共同で処理するほうが能率的、合理的で

ある場合に、その事務を処理するため、２つ以上の地方公共団体が共同して設ける組織。最も用いられるのが一部事務組合であり、

その内容は公共衛生、福祉、上水道、ごみ処理、病院などがある。 
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政策 8 持続と発展を可能とする市政運営のために 

施策 8-3 市民から信頼される職員・組織づくり 

ねらい（めざす姿） 個々の職員及び組織全体がその持てる能力を十分に発
揮し、市民から信頼される市役所になっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 説 明 

職員の仕事ぶりに納得してい
る市民の割合（％） 84.4 88.0 

市民アンケートで市職員の仕事ぶ
りについて「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。 

第四次総合計画の取組結果 

「職員の仕事ぶりに納得している市民の割合」は、

平成 17 年度の 74.5%から平成 27 年度の 84.4%と

約 10 ポイント向上しました。人材育成基本方針cxixに

基づく、人事評価活動及び研修の実施による職員の

能力開発や接遇向上の取組を強化するとともに、成

果を重視した行財政運営の推進、行財政改革の推

進による行政事務の効率化に努めた結果が徐々に

出ているものと思われます。 

第五次総合計画の課題と方向性 

成果指標は一定の改善を示していますが、依然と

して職員の執務や接客態度に対する市民からの厳しい意見が少なくありません。個々の職員が市

民の厳しい視線を意識し、接遇の向上や業務遂行能力を高めるための取組を継続していく必要が

あります。 

そのため、引き続き人事評価活動を通じた職員の能力開発を進めるとともに、改正地方公務員

法（平成 28年 4月 1日施行）を踏まえ、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ります。また、

成果を重視した行財政運営及び行財政改革を継続し、市民から信頼される職員・組織づくりに努め

ます。 

第四次総合計画の施策の成果指標の推移 
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基本事業 8-3-1 効率的かつ機能的な組織づくり 

ねらい（めざす姿） 業務が迅速かつ的確に遂行され、説明責任が果たせる組織体制となっている。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

組織・職員が、市民・地域の問題や行政課題に関
し、迅速かつ適切に対応できていると思う職員割合
（％） 

67.3 70.0 

行 政 
業務に対する苦情の数（件） 20 15 
組織間・組織内連携が十分に図られていると思う職
員割合（％） 60.7 65.0 

人口1万人あたり職員数（類似団体の平均値に対す
る割合）（％） 66.8 66.0 

基本事業 8-3-2 人材の育成 

ねらい（めざす姿） 資質の高い職員になるための育成が継続的に行われ、職員が能力を発揮してい
る。 

成果指標 現状値 
（H27） 

目標値 
（H31） 担 い 手 

人材育成（諸施策）により職員の能力が向上している
と思う職員割合（％） 63.7 70.0 

行 政 人材育成により能力が向上したと思う職員割合（％） 63.9 70.0 
評価が適正に行われていると思う職員の割合（％） 85.6 95.0 

 

関連計画      筑後市人材育成基本方針 

                                      
cxix 筑後市の職員としてどういう職員をめざすのか、その実現のためにはどんなことに取り組んでいくのかといった方針を定めるもの。 
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3．基本計画の見方 

  

基本計画の平成 31 年度の目標値です。 

次の３つのパターンで示しています。 

① 数値で示すもの。 

② 方向性を矢印で示すもの。 

↗ …数値の増加を目指す。 

→ …数値の維持を目指す。 

↘ …数値の減少を目指す。 

③ 「－」で示すもの。 

景気の動向や国の政策などの影響度合いが大きく目標値の設定

が困難なもの、または目標値を設定することが不適当であるが、

推移を把握していくことが望ましいもの。 

第四次後期基本計画の実績と第五次基本計画における

課題や課題への取り組みの方向性を示しています。 

基本計画で施策の成果を見てい

く基準となる数値です。 

この施策が目指す筑後市の将来の姿です。 

この「施策」の名称です。 
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基本事業のねらいの実現に向けた

取り組みを進める中心となる担い

手です。 

基本事業の名称です。 

基本事業の成果指標です。 


