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施策コード 1 

政策 
“ひと”と“まち”がにぎわい魅力あふれるまち 

【ひとづくりと地域づくり】 

施策 
お互いが認め合い尊重するまちをつくる 

【人権・男女共同参画・子どもの権利】 

主担当課 社会教育課 関連課 
まちの魅力推進課、福祉課 

健康課、子育て支援課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

一人ひとりが互いに人権を尊重し、年齢、性別、国籍の違い、障がいの有無等にかかわりな

く、多様性を認め合いながら、誰もが安心して、いきいきと輝き暮らせるまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

●いじめや虐待、高齢者・障がい者・外国人・ＬＧＢＴ（性的少数者）の人への差別、同和問題、ハ

ラスメント、インターネット上での誹謗中傷等、今もなお様々な人権問題が存在しており、本町に

おいても、人口増加とともに人権に関する問題が多種多様化しています。町民意識調査の結果

では、「人権が守られていると感じる」と回答した方が 83.1％と比較的高いものとなっており、こ

の背景には、これまであらゆる場と機会を捉え、人権教育や啓発に取り組んできたことによる

人権意識の浸透等が考えられます。しかし、一方で、近年の急速な社会情勢の変化によって、

新たな課題の発生や世代間による人権に対する理解度の相違も見受けられます。 

●男女がお互いを尊重し合い、あらゆる分野で性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮し、責

任や喜びを分かち合う“*男女共同参画社会”づくりとしては、国や県で相談体制の組織化を進

め、充実してきています。しかし、性別による役割分担の考え方や意識による習慣や慣行につ

いて、町民意識調査でも「男女差別」「ＤＶ（配偶者等からの暴力）」があると回答された方がい

るように（全世代平均で男女差別 6.7％、ＤＶ3.4％）、家庭・地域・職場などあらゆる分野で、依

然として残っているように見受けられます。 

●虐待については、関係法令の整備が進み、相談・見守り体制の組織化を図っています。 
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●町民に幅広く子どもの権利を普及させ、子どもの権利を守り、成長を支援するしくみなどを定め

ることにより、「子どもの最善の利益」を第一に考えながら子どもの権利を保障することを目的に、

平成 19 年 4 月、「志免町子どもの権利条例」を施行しました。施行から 10 年余り経過しています

が、特に一般住民の認知度が低い状況です。 

●子どもの生命が奪われるなど、重大な児童虐待問題が後を絶たず、大きな社会問題となってい

ます。本町でも、児童虐待など特に配慮や支援が必要な子どもが増加傾向にあり、平成 25 年度

に設立した要保護児童対策地域協議会代表者会議（虐待等防止 NW 会議）や実務者会議により

関係機関との連携の強化、情報の共有を行いながら、早期発見・早期対応に努めています。 

 

 

 

 

字数  

 

３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

人口の増加に伴って多様な価値観を持った人が増え、人権に関する意識も変化していくととも

に、都市化が進み隣人とのコミュニケーションを図ることが更に困難となることで人権侵害等の問

題が表面化し難くなると思われます。今後は、気軽に相談できる環境の整備、情報の周知や関係

機関との連携、社会情勢の変化や各世代に応じた人権教育・啓発を行う必要があると考えます。 
また、男女共同参画についても身近な問題であるにもかかわらず、まだまだ関心および意識が低

いため、日頃からの啓発は重要です。 
 
●子どもの権利条例の認知度が低い状況が続いており、子どもの権利保障を推進するために、

子どもが権利の主体であるという意識が社会に浸透していく取り組みを進めることが重要です。 
 
●児童虐待については、引き続き関係機関との連携の強化、情報の共有を行いながら早期発見

や早期対応体制づくりを進めることが重要です。また、支援が必要な子どもや家庭に対し、継続し

た切れ目のない支援を行う必要があります。 
 

 

 

 

 

 

字数  
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４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１－１ 人権・平等の意識を高める 

（150～300 字程度） 

● ⼈権・平等の意識を⾼めます 
町民が、自分自身の問題として複雑・多様化する人権問題に関心を持ち、正しく理解を深める

ことが出来るよう、関係機関と連携して様々な場面で効果的な人権教育・啓発事業を実施し、人

権意識の高揚に取り組みます。 

 

字数  

 

１－２ 虐待や差別などの人権侵害がないまちをつくる 

（150～300 字程度） 

● 虐待や差別などの人権侵害がないまちをつくります 

人権問題に関する理解を広く浸透させるため、あらゆる機会を捉えて広報・啓発活動に取り組

みます。また、多様化する人権問題に迅速かつ的確に対応出来るよう、気軽に相談できる環境づ

くりを進めるとともに、人権擁護委員を中心とした人権相談を推進し、相談体制の充実と内容に応

じた関係機関との連携強化に取り組みます。 

 

●児童虐待については、引き続き関係機関との連携の強化、情報の共有を行いながら早期発見

や早期対応体制づくりを進めるとともに、児童虐待など特に配慮が必要な子どもと家族のため、

増加する相談件数や多様化するニーズに適切に対応する体制を整えます。 
 

 

 

字数  

 

１－３ 男女共同参画社会をつくる 

（150～300 字程度） 

●あらゆる分野において、性別に関わらない男女共同参画ができる社会になるよう啓発を推

進します 

●志免町における男女共同参画を推進するため、「志免町男女共同参画行動計画」を策定

し、各課における事業内容の管理につとめます 

●配偶者や元配偶者からの暴力（DV）を根絶するため、相談体制をつくります 
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● 男⼥共同参画を進めます 

「志免町男⼥共同参画推進条例」に基づき、男⼥共同参画を総合的かつ計画的に
推進します。【総合戦略】 

 

 

字数  

 

１－４ 子どもの権利を保障する 

（150～300 字程度） 

●子ども自身や大人が子どもの権利や人権についての理解を深める取り組みを進めるととも

に、子どもが自らの意見を表明する機会をもち、まちづくりや町政への参加意欲を高める取り

組みを行います。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

人権の尊重について正
しく理解している町民の
割合 

町民意識調査 フロー 上   

人権が守られていると 
感じた町民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

自分がまわりの人から
大事にされていると 
感じる子どもの割合 

町民意識調査 フロー 上   

児童虐待相談件数  フロー 上   
※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○人権問題に関心を持ち、正しい知識を身に付けます。 

○子どもの権利条例について知り、子どもが自分らしく過ごせる

環境への理解を深めます。 

町内会・地域（みんなでできること） ○地域交流を図り、人権について話し合う機会を設けます。 

 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○職員研修等を実施し、人権問題へ組織的に取り組みます。 

 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町人権教育・啓発基本指針 平成 27 年度～ 

第２次志免町男女共同参画行動計画 平成２７年度～令和６年度 

 

 
 

 

  



 

 
 

 

  

 

 
 

 



施策２ 

1 
 

施策コード 2 

政策 
“ひと”と“まち”がにぎわい魅力あふれるまち 

【ひとづくりと地域づくり】 

施策 
町民が学びあい、高めあうまちをつくる 

【スポーツ・文化活動】 

主担当課 社会教育課 関連課 まちの魅力推進課、福祉課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

町民がスポーツやレクリエーション、文化芸術活動に親しみやすい環境づくりに取り組み、お

互いが学びあい、高めあうまちづくりを目指します。 

また、町民の主体的なスポーツ、文化芸術活動の促進を図るため、団体を育成・支援するまち

を目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

●それぞれの志向にあったスポーツやレクリエーション活動を継続する環境づくりが求められ

ています。芸術文化については文化協会、スポーツについてはスポーツ協会が主となり振興に

努めています。 

町民が主体的に楽しめる体制を確立すると同時に、文化サークル等の指導者、スポーツ推進

委員をはじめとする指導者の資質の向上、指導体制の充実が期待されています。 

施設についても、スポーツや文化活動を行える環境づくりが求められています。 

●ふれあいセンター３階にある町民図書館の利便性については利用者から意見があがってい

ましたが、大規模工事が必要であることから、着手には至っていません。雨漏り等、施設の改修

を計画的に行う必要があります。その他、ＬＥＤ照明取替工事により館内が明るくなり、書架耐震

補強工事による安全性を高める等、利用しやすい環境整備を行いました。 

●平成 27 年 10 月に、施設をより利用しやすくするために、施設使用区分の見直しや料金改

正を行いましたが、施設の稼働率は年々減少傾向となっています。また、子育て世代が講座を

受講しやすいよう、託児事業を行っていますが、利用者は減少傾向にあります。 

 施設の老朽化が進み、毎年修繕箇所が発生しています。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

●スポーツや文化活動を行っている団体で、会員の減少や高齢化のため、活動しにくくなって

きているところもあります。 

また、活動は多種多様化しており、施設の老朽化も重なりそれぞれの活動の場を提供すること

が難しくなっています。 

多様なニーズに的確に対応できる、生涯学習社会の実現を目指した施策を推進していかなけ

ればなりません。 

●一般講座の受講者は、60 代以上の女性が圧倒的に多く、リピーターも多い中、子育て世代

や、男性受講者、新規受講者の増が課題となっています。また、受講した方が地域に還元して

いく仕組み（「生涯学習館ボランティア講師派遣事業」）の充実も課題となっています。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

２－１ 町民のスポーツ活動を支援する 

（150～300 字程度） 

●スポーツ活動の情報提供や、手軽にできるスポーツやレクレーションの普及啓発など、町民

の誰もがスポーツに親しむことができる環境づくりを進めます。 

●スポーツ協会を通じたスポーツ活動の情報提供を充実します。 

 

字数  

 

２－２ 町民の生涯学習・文化活動を支援する 

（150～300 字程度） 

●生涯学習・文化活動に関する情報提供や成果を発表できる機会の充実など、町民が生涯

学習・文化活動の意欲を高めることができる環境づくりを進めます。 

●文化協会を通じた文化活動の情報提供を充実します。 

●一般講座は、年間を通して行う長期講座を見直し、多くの方に受講していただけるよう、人

気の高い講座を、６ヶ月以内の期間で行う中期講座や、単発講座で複数回開催するなどの

工夫を行います。 
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●子育て世代の受講生の増を目指し、町内の全児童に配布しているジュニア講座の申込書

に、一般講座開催についての案内を記載するなど、周知方法の見直しを行います。 

●町民の国際理解、国際感覚を育むための講座などを開催します。 

●新しい本の特設コーナーの紹介等、町民図書館の情報を発信します。 

 

字数  

 

２－３ スポーツ・文化活動ができる場を提供する 

（150～300 字程度） 

●施設の老朽化については、公共施設等総合管理計画に基づき段階的に改修を行っていき

ます。 

●福岡県立アクシオン福岡など、広域による施設利用を支援します。 

●町民図書館の機能を充実します。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

町内のスポーツ・文化施
設を利用したことがある
人の割合 

町民意識調査 フロー 上   

町内のスポーツ・文化施
設に対する満足度 町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○身近な人と学習活動やスポーツ・文化活動などに参加しま

す。 

町内会・地域（みんなでできること） ○町内会でスポーツ・文化活動を企画し、町の施設を利用しま

す。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○各団体がスポーツ・文化活動に参加できるよう、楽しく交流で

きる機会をつくります。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

子ども読書活動推進計画 令和 2 年度～令和７年度 

 



施策３ 
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施策コード 3 

政策 
“ひと”と“まち”がにぎわい魅力あふれるまち 

【ひとづくりと地域づくり】 

施策 
町民が活発に交流し、自主的に活動するまちをつくる（仮称） 

【住民交流】【住民自治】 

主担当課 まちの魅力推進課 関連課 福祉課、社会教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

住民が交流し、助け合いながら充実した生活を送るために、町内会やボランティア団体等の自

主的・自立的な活動を支援します。また、各団体が様々な協力者と連携を深め、より活動が活発

になるよう、地域と行政が一体となって取り組むまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

●本町には現在 30 の町内会組織があり、町内会を単位とした地域の自治活動やイベント、サ

ークルなどの活動が行われています。 

●生活様式や個人意識の多様化により、地域活動への参加意識の低下等が進み、地域の担

い手の固定化・高齢化が進んでいます。 

●行政として町民運動会や綱引き大会等、地域住民の交流の場を設けていますが、若い世代

の町内会活動への参加が少なくなってきている現状があり、各町内会での参加者集めが負担

になってきています。 

 

字数  

 

３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

●従来の地域活動のみでなく、同じ目的をもつ人とのつながりを中心とした、新たな活動の在り
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方が求められていますが、自主的な活動につながるきっかけや、支援する仕組みが十分ではあ

りません。 

●若い世代が参加したくなるような事業が、行政にも町内会・ボランティア団体にも必要です。 

●老朽化が進んでいる公民館を計画的に改修、維持管理していくために、行政と町内会がより

協力していく必要があります。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

３－１ 社会変化に対応した地域のしくみをつくる 

（150～300 字程度） 

●これからのまちにあった、地域活動・住民活動のあり方について研究と検証を行います。 

 

字数  

 

３－２ 多様な目的に応じた町民のつながりやグループを支援する 

（150～300 字程度） 

●ボランティア活動や住民活動団体の情報収集を強化し、町民へ幅広く情報提供を行い支援し

ます。 

 

字数  

 

３－３ 町民同士の交流を増やし、地域活動・住民活動に参加するきっかけ

をつくる 

（150～300 字程度） 

●町民が行う地域活動や住民活動を支援します。 

●町民の身近な交流の場として、公民館の活用を促進します。 

●高齢者が地域活動・住民活動で活躍できる機会をつくります。 

●公民館役員研修など、地域の人材育成ができる機会を充実させます。 

●社会福祉協議会を中心に、福祉ボランティアのネットワークを広げ、町民の参加機会の充実

を図ります。 

 

字数  
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５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

サークルや団体に所属
して活動している町民の
割合 

町民意識調査 フロー 上   

過去１年間に地域活動・
住民活動に参加した町
民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○地域のつながりを意識して、日頃から町内活動などに積極的

に参加する。 

町内会・地域（みんなでできること） ○若い世代が参加しやすいような企画や時間帯の設定・ＳＮＳ

での発信など工夫を行う。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○地域活動（夏祭りや敬老会など）に企業、団体からも積極的

に参加・協力を行う。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

なし  
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施策コード 4 

政策 
“ひと”と“まち”がにぎわい魅力あふれるまち 

【ひとづくりと地域づくり】 

施策 
住み続けたいと思える、魅力と活力あるまちをつくる（仮称） 

【産業・雇用】【定住促進】 

主担当課 まちの魅力推進課 関連課 都市整備課、社会教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

まちの文化財・伝統文化に誇りを持ち、国の重要文化財である竪坑櫓や、地場産業、地元産

の農作物などの魅力を発信することで、町民が身近に感じ、住み続けたいと思えるまちを目指し

ます。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町は、福岡空港に近く、また福岡市に隣接している立地の良さからマンションや戸建ての住

宅が増加し、人口が増え続けている希少な町です。 

人口増加の一方で、毎年行っている町民意識調査では、志免町に住み続けたいと答えた割合

が年々微減傾向であるため、定住促進を目指し、まちの魅力をＰＲするための様々な取り組み

を行っていますが、顕著な成果は上がっていない現状があります。 

町域が狭く、定住につながるようなまちの魅力を発信できる資源が少ない状況です。 

町内の商工業については、町の昼間人口が少ないことや近隣に大型店舗が出来たことで、既

存の商店街は店舗数が減少し、賑わいもなくなり閑散としている現状があります。 

農業についても、町域が狭いため農地としての規模が小さく、兼業農家の割合が多く、農地の

集積・集約は見込めない状況です。また、高齢化による離農や後継者不足により農家は減少

し、耕作放棄地や農地転用が進んでいます。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

・竪坑櫓やぼた山という資源があっても、十分に活用されていない現状があります。 

・観光施設や特産品がないため、観光業の発展は厳しい現状です。 

・閑散としている既存の商店街に、もういちど活気を取り戻したいとの要望があります。 

・町の主要な農産物は米ですが、町独自の特産物はありません。しかしながら、飲食店経営者

等が自ら農作物を栽培したいとの要望もあり、両者をどのように結びつけていくかが課題で

す。 

・近年、農産物の安全・安心・地産地消といったニーズがあり、今後は特色ある農業の確立と

それを担う人材の発掘及び育成が必要です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

４－１ まちの魅力を発信し、まちへの定住を促進する 

（150～300 字程度） 

●就業環境や交通インフラを整備し、住み続けたいと思える環境を整えます。 

●住民活動団体や、町の商工業者、企業等と連携して、まちの魅力を発信することができるよ

うなイベント等を企画します。 

字数  

 

４－２ ふるさと意識を高める 

（150～300 字程度） 

●竪坑櫓の適切な保存と管理活用を進め、その周辺地域とともに歴史や文化にふれあえる拠

点づくりを進めます。 

●地域への愛着や誇りを育てるため、文化財・伝統文化の継承を進めます。 

 

字数  
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４－３ 【商工業】 

（150～300 字程度） 

●既存の商工業の維持と充実に向けた支援を行います。 

●新規創業者の育成や支援につながる事業に取り組みます。 

●新たな企業の誘致に取り組んでいきます。 

 

字数  

 

４－４ 【農業】 

（150～300 字程度） 

●農業の担い手となり得る人材の発掘及び農地利用の最適化に取り組み、地元の農産物に

触れることができるよう、国、県の政策に応じて、農業を支援していきます。 

 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

起業塾の参加者数【総
合戦略】  フロー 上   

志免町に愛着があると
答えた人の割合 

町民意識調査 フロー 上   

事業所数 経済センサス     
まちの魅力発信イベント
開催数  フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○まちの文化や特産物に関心をもつ。 

町内会・地域（みんなでできること） ○農業や地場産業に触れる機会を地域全体で行っていく 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○地域の企業と農家などコラボレーションをしながら産業 PR を

行っていく 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

旧志免鉱業所竪坑櫓保存活用計画 平成２５年３月作成 

 



施策５ 
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施策コード 5 

政策 
子どもの笑顔があふれるまち 

【子ども】 

施策 
子どもを安心して生み育てることができるまちをつくる（仮称） 

【子育て支援】 

主担当課 子育て支援課 関連課 
住民課、福祉課、健康課、学校

教育課、社会教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

妊娠・出産・子育てを通して、子どもの発達・成長の段階に応じた「切れ目のない支援」が提供

されるとともに、子育ての不安や負担が軽減され、誰もが安心して子どもを生み育てることがで

きるまちを目指します。また、個々の家庭のライフスタイルに応じた子育てサービスが充実し、す

べての子育て世帯が自由に保育・教育環境を選択できるまちを目指します。 

 

字数  
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２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

全国的な少子化の中、志免町の子どもの数は増加していましたが、平成 25 年をピークに減少

に転じています。町の合計特殊出生率は、平成 25～26 年の 1.83 をピークに、平成 28 年では

1.67 と減少しています。 

平成 31 年 2 月に実施した「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（以下「ニーズ調査」とい

います。）において、母親の就労状況を見ると、前回調査と比較して、就学前児童、小学生ともに

就労している母親が増加し、また、令和元年度から実施された幼児教育・保育の無償化により、

新たに教育・保育施設を利用したい保護者の割合が８割を超える状況となっています。 

保育園の開設や小規模保育施設の誘致、園舎建替えによる定員増を図っていますが、利用

申込児童数が増加し、待機児童が発生しています。 

学童保育の待機児童も増加傾向にあることから、施設建設等により定員増を図っています。 

 

また、現在、子育てに関する相談や支援を得られる親族が身近にいない家庭も多く、ニーズ調

査では、子育ての不安や負担を感じる人が、就学前児童、小学生の保護者ともに６割程度を占

めており、町では平成 30 年 7 月に子育て世代包括支援センター「さくらの木」を開設し、妊娠・

出産・子育ての切れ目のない支援を行えるよう体制をつくっています。 

 

発達が気になる子どもや障がいのある子に対する福祉サービスの利用者や小中学校の特別

支援学級に在籍する児童・生徒が増加傾向にあります。子どもの特性や発達に応じた支援がで

きるよう、西南学院大学と協定を締結し、令和元年度からこども発達相談「しめっこ相談」を開設

するなど、相談体制の充実を図っています。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

 

子どもの数は減少傾向にあるものの、女性の社会進出や働き方の多様化、幼児教育・保育の

無償化の影響もあり、保育所や学童保育への入所希望者が増加するなど待機児童が発生して

います。保育士の確保や受入れ増加策の検討など、待機児童解消に向けた取り組みが必要で

す。また、妊娠期からの支援が必要なケースや育児サポートが得られないケースが増えてきて

おり、多様化するニーズを踏まえ、子育ての負担感や孤立感を軽減・解消するよう支援するサー

ビスの充実を図るとともに、それらの情報を確実に届けることや相談できる体制を充実させる取

り組みが必要です。 

発達が気になる子どもや障がいのある子どもに対しては、特性や発達段階に応じた適切な支

援が必要とされています。また、子どもの多様な特性について周囲の理解を深めることが重要

です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

５－１ 子育てしやすい保育環境を整える 

（150～300 字程度） 

●働き方の多様化や女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加などにより、保育ニーズが

年々高まっていることから、引き続き民間の多様な運営主体の参画の促進を図りながら、地

域の保育需要にあった認可保育所等や学童保育所の整備を行うとともに、きめ細かな保護

者の相談支援を実施するなど待機児童解消に向けた取り組みを継続します。【総合戦略】 

 

●また、子育て家庭が安心して子どもを預け、子どもが生活や遊びの体験を通して、すこやか

に成長できるよう、多様なニーズに対応した保育の充実や保育の質の向上を図るとともに保

育士の人材確保を進めます。【総合戦略】 

 

 

字数  
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５－２ 子育てに関する情報提供や相談・交流できる環境をつくる 

（150～300 字程度） 

●核家族化の進展などから、子育てに不安感や負担感を持つ家庭は増えており、地域や社会

が親子に寄り添い、子育てに喜びや生きがいを感じることができるよう、子育てに関する情報

提供や相談支援など、地域における子ども・子育て支援と取り組みを推進するとともに、妊娠

期から子育て期まで切れ目のない支援の更なる充実を図ります。【総合戦略】 

 

字数  

 

５－３ 子どもの障がいや発達に応じた支援を充実させる 

（150～300 字程度） 

●発達が気になる子どもや障がいのある子どもの支援については、発達や成長の段階に応じ

た切れ目のない支援を早い時期から行うことや、学習環境等の整備に加え、福祉、保健、教

育、医療など関係機関の連携を強化するとともに、子どもの多様な特性について周囲の理解

を深めるための啓発を図ります。 

 

字数  

 

５－４ 子育ての負担を軽減する 

（150～300 字程度） 

●安心して出産・育児を行えるよう、母子の健康を保持するための支援を行うとともに、出産や

育児に関して不安のある方や出産後のサポートなど、心身の負担を軽減します。【総合戦

略】 

 

●社会経済状況や若い世代の子育てに関する意識の変化から、子育てに経済的な負担を感

じる家庭が増加しているため、児童手当や医療費など子育て世帯への経済的な負担の軽減

を図りながら、一人ひとりの子どものすこやかな成長と発達を支援します。【総合戦略】 

 

字数  
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５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

子どもを育てやすいまち
だと答えた保護者の割
合【総合戦略】 

町民意識調査 フロー 上   

合計特殊出生率 
（出生数）【総合戦略】 人口動態調査 フロー 上   

子育てに関する相談件
数【総合戦略】 

 フロー 上   

待機児童数（保育園）
【総合戦略】  フロー 下   

待機児童数（学童保育） 
【総合戦略】  フロー 下   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○子育ての悩みがあれば、一人で抱え込まずに、家族や友人、

相談機関に相談します。 

○子育てについて学び、子供を育てる力を高めるとともに、地

域の一員として、まちの子育てに関する取り組みや行事に参加

し、交流を深めます。 

○家庭での子どもの健康づくりにつとめます。 

町内会・地域（みんなでできること） ○地域の子育て支援活動を充実されるとともに、子育て世帯と

地域の交流の機会づくりにつとめます。 

 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○企業は、子育て世帯の従業員が、家庭や地域活動において

子供との関わりを深められるよう配慮し、子供・子育て支援を行

う主体や地域への協力に努めます。 

○NPO 団体は、子供・子育て支援について、団体の専門性や、

資源を活かし関わります。 

○保育施設は、多様な保育サービスの提供や質の向上につと

めます。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

健康増進計画 健康しめ２１ 令和元年度～令和５年度 

志免町子ども未来プラン（第２期子ども・子育て支援事業計画） 令和 3 年度～令和 7 年度 

志免町福祉総合計画 令和 3 年度～令和 8 年度 
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施策コード 6 

政策 
子どもの笑顔があふれるまち 

【子ども】 

施策 
子どもが活き活きと学び、生きる力を育むまちをつくる 

【学校教育】 

主担当課 学校教育課 関連課 社会教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

これからの社会が、どんなに変化して予測困難になっても、自ら課題を見付け、自ら学び、自

ら考え、判断して行動し、子どもたちそれぞれが思い描く幸せを実現できるような「生きる力」を、

学校・家庭・地域が一体となって育むことができるまちを目指します。 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町の学校教育については、「志免町の教育施策」に基づき、豊かな人間性、創造性、社会

性・国際性を育む教育の充実と、その基盤となる家庭や地域の信頼を得る学校づくりを施策の

柱とした教育行政を推進し、「自分には良いところがあると思っている」「夢や希望をもっている」

児童生徒が増えたことが成果です。一方、児童生徒の学力や体力面の不安、不登校児童生徒

数の増加、特別な支援を要する児童生徒への対応等に課題があります。志免町では教職員だ

けでなく、町学級補助員や町スクールソーシャルワーカー、町教育相談員も子どもたちが活き

活きと学べるよう支援しています。 

字数  

 

３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

現状の問題に対して、学校と地域との連携・強化がこれまで以上に重要であり、学校と保護

者と地域が一体となった地域とともにある学校づくり、いわゆるコミュニティ・スクール構想が必

要です。あわせて、知識の習得や単純な問題解決だけでなく、新しい課題を自ら設定し、それを
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互いの理解のなかで達成する創造性や協調性が重要となり、そのような能力を伸ばす教育が

必要です。 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

６－１ 確かな学力、体力の向上を図る 

（150～300 字程度） 

●確かな学力向上のために「授業づくり」「集団づくり」「習慣づくり」の３つの柱から取組を推進

します。 
・「授業づくり」では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、基礎学力の定着

に努めます。 
・「集団づくり」では、Ｑ－Ｕ検査を活用・分析し、「やる気のあるクラス」「居心地のよいクラス」

づくりを推進します。 
・「習慣づくり」では、「家庭学習の仕方リーフレット」を活用し、家庭学習を推進します。 

●児童生徒が運動やスポーツをする機会を充実させ、体を動かす習慣づくりの取組を推進しま

す。 

●生涯を通じて健康で活力ある生活を送ることができるよう、睡眠や食生活等の望ましい生活

習慣を定着させる健康教育を推進します。 

字数  

 

６－２ 豊かな心を育てる 

（150～300 字程度） 

●自分ごととして「考え、議論する」道徳の授業を保護者に公開し、児童生徒の道徳性を育みま

す。 
●「いじめ防止対策推進法」「志免町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止、正確な認

知等の取組を更に推進します。 
●いじめ、不登校等の諸問題を未然に防止し、早期に発見・対応するための取組の強化を図る

とともに、スクールソーシャルワーカーや教育相談員を各学校や家庭に派遣し、学校が組織

的に対応する取組を推進します。 
●小中学校の円滑な接続を図るために、小中連携の促進や中学校入学説明会における児童

生徒の絆づくりの取組を推進します。 
●志免町子ども読書活動推進計画に基づき、読書に親しむ態度の育成に努めます。 

字数  
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６－３ 学校、家庭、地域が連携・協働し、まちの教育力を高める 

（150～300 字程度） 

●コミュニティ・スクールなど学校、家庭、地域の連携を強化するシステムの導入を促進し、そ

れぞれが役割と責任を果たし、地域全体で子どもを育てる体制の整備を図ります。 
●志免町学校経営構想発表会を開催し、学校関係者だけでなく地域の皆様にも参加していた

だき、社会に開かれた学校づくりを推進します。 
●町民一人一人が教育の重要性を考え、子どもを育む当事者としての意識を高めるため、「福

岡教育月間」に合わせて、町全体で教育の機運の醸成を図ります。 

字数  

 

６－４ 安全で快適な教育環境を整える 

（150～300 字程度） 

●IＣＴを活用できる教育環境の整備を進め、ＩＣＴを活用した学習・指導方法の改善や小中学校

のプログラミング教育の体系化を図るとともに、一人一人への個別最適化された学びの保障

に努めます。 

●学校、家庭、地域、警察等の関係機関が連携し、交通安全教育や火災・地震、不審者等に

対応する避難訓練を実施します。 
●学校施設の安全性及び快適性を確保するため、老朽化対策を推進します。 
●教職員が担うべき業務に専念できるよう、勤務時間管理の適正化や学校現場における業務

改善、校務を情報化することによる効率化等、教職員の働き方改革を進めます。 
字数  

 

６－５ 社会にはばたく力を育成する 

（150～300 字程度） 

●特別な支援が必要であると考えられる児童生徒に対する「個別の指導計画」及び「個別の教

育支援計画」を作成するとともに、「ふくおか就学サポートノート」の利用を促進し、就学前か

ら学校卒業後までを見通した一貫した継続性のある指導・支援の充実を図ります。 
●自分で計画を立てたり、計画を実行したり、自分自身を振り返ったりしながら夢や目標をもつ

子どもを育成するために、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要となる基盤や能力

や態度を育てるキャリア教育を推進します。 
●児童生徒の英語コミュニケーションへの意欲や英語力を高めるために、小学校教員、中学校

英語教員の研修啓発、ＡＬＴの活用の促進、学習ソフトの活用等を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字数  
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５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

全国学力・学習状況調

査における標準化得点 

※標準化得点＝（志免

町の正答数）／（全国の

正答数）×100 

（小６、中３） 

全国学力・学習状況調
査 

フロー 上   

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査における
体力合計点平均値（小５
男女、中２男女） 

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査 

フロー 上   

不登校者児童の割合 
児童生徒の問題行動・
不登校藤生徒指導上の
諸問題に関する調査 

フロー 下   

不登校から継続して登
校できるようになった児
童生徒の割合 

児童生徒の問題行動・
不登校藤生徒指導上の
諸問題に関する調査 

フロー 下   

英検３級程度以上の英
語力を有する生徒の割
合（中３） 

英検 IBA フロー 上   

将来の夢や希望を持っ
ていると肯定的に回答し
た児童生徒の割合（小
６・中３） 

全国学力・学習状況調
査 

フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○子どもとのコミュニケーションを深め、子どもに基本的な食生

活・生活習慣が身に付くようにつとめます。 

○ＰＴＡ活動や学校行事に参加するなど、地域全体で子どもと

積極的に関わりを持ちます。 

町内会・地域（みんなでできること） ○子どもの教育を支援する場・機会を提供します。 

○子どもを対象とした地域の行事や活動を行います。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○職場体験や総合的な学習の時間等へ協力します。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

第二期志免町教育振興基本計画 令和３年度～令和８年度 

第四次志免町子ども読書活動推進計画 令和２年度～令和７年度 
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施策コード 7 

政策 
子どもの笑顔があふれるまち 

【子ども】 

施策 
子どもが安心して健やかに成長できるまちをつくる（仮称） 

【子どもの健全育成】 

主担当課 
子育て支援課 or 

社会教育課 
関連課 

子育て支援課 or 社会教育課、

まちの魅力推進課、福祉課、学

校教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

(案１) 

多様化する社会の中で、すべての子どもが安心して過ごせる居場所があり、体験活動や地域

活動での様々な交流をとおして、個性を尊重し、健やかに成長できるまちを目指します。（81 字） 

 

（案２） 

子どもがさまざまな体験を通して、豊かな人間性と想像力を営みながらたくましく生きる力を備

え、健やかに成長するとともに、地域が子どもにとって安心して自分らしく過ごせる居場所となる

まちづくりを目指します。（97 字） 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

 

平成 31 年 2 月に実施した「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」（以下「ニーズ調査」とい

います。）において、小学生の休日の過ごし方を見ると、「スマートフォンやパソコンで知り合った

友だちとやりとりする」割合が増加し、「近くの公園などで友だちと遊ぶ」が減少しています。少子

化や核家族化といった社会の変化や、地域における地縁的なつながりの希薄化は、子どもが年

齢の違う子どもと一緒に遊んだり、地域の人々と接したりする機会の減少などを引き起こし、社

会性の発達や自立に影響を及ぼす可能性が指摘されています。 

また、近年、母親の就業率が上昇しており、さらなる共働き世帯の増加が見込まれる中、放課

後や学校の長期休業中に安心して過ごせる居場所づくりへの期待が高まっています。 

町民意識調査では「子どもの健全育成のための地域・サークル活動」の満足度も重要度も低く

なっています。重要度が低い要因としては、近年、習い事などで子どもたちが地域の活動に参

加する時間の余裕がなくなっていることが考えられます。 
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字数  

 

３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

子どもがさまざまな体験をとおして、心身ともに健やかに成長・発達することができ、豊かな人

間性や想像力・自己肯定感を育み、社会性を身につけられる環境づくりを推進することが必要

です。 

放課後や学校の長期休業中の居場所づくりについては、今後も共働き世帯の増加が見込ま

れる中、学童保育だけではなく、子ども自身が多様な体験・活動を選択できる環境づくりが必要

です。 

また、子どもたちの健やかな成長に資する、公園や遊び場などの環境整備と遊びの機会の充

実が重要となっています。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

 

７－１ 子どもの居場所をつくる 

（150～300 字程度） 

 

●公園や公民館、図書館など子どもにとって身近な施設が、子どもにとって気軽に訪れること

のできる遊び場や、心地よい居場所となるよう充実させていきます。 

●また、放課後や学校の長期休業中に安全で安心して活動できる居場所を確保し、多様な体

験や活動を選択できる環境をつくります。 

 

字数  
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７－２ 子どもの健全育成を推進する 

（150～300 字程度） 

●青少年問題協議会を中心に学校・地域・関係団体と連携し、青少年を犯罪や危険から守る

ための活動を推進します。 

●地域の状況に応じた、子ども会活動や青少年の育成活動を推進します。 

●子どもたちの豊かな人間性を育むため、多様な体験活動を経験できる体制を整備し、体験

活動の機会を増加させます。 

 

字数  

 

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

学童保育以外の放課後
等の居場所数 

各課 フロー 上   

子どもに関する地域・サ
ークル活動に参加した
大人の割合 

町民意識調査 フロー 上   

子どもに関する地域・サ
ークル活動に参加した
子どもの割合 

子ども意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町未来プラン（第２期子ども・子育て支援事業計画） 令和２年度～令和６年度 

 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

主体 内容 
住民・個人（1 人でできること） ○家庭で、青少年の健全育成や防犯・防災対策の推進を図り

ましょう。 
町内会・地域（みんなでできるこ

と） 
○地域の状況に応じた子ども会活動を行い、学校・家庭・地域

の連携を深めましょう。 
○地域の中で子どもの居場所づくりについて考えます。 
○子どもを地域全体で見守り、子どもの地域活動を支援する活

動に関わる人を増やします。 
企業・NPO 団体（事業者ができる

こと） 
○青少年健全育成団体等のリーダーの育成や地域単位での

参加を推進しましょう。 
○NPO 団体等は、子どもの体験活動や居場所づくりのノウハウ

を地域に伝えます。 



施策８ 

1 
 

施策コード 8 

政策 
健やかでやさしく支え合うまち 

【健康・福祉】 

施策 
町民が健康を保ち向上するまちをつくる（仮称） 

【健康づくり】 

主担当課 健康課 関連課 住民課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

健康寿命を延ばし、平均寿命との差を短くするために、一人ひとりが健康に対する意識を持

ち、生涯を通じて健康づくりに取り組むことが重要です。生活習慣を改善し、疾病の予防と、早

期発見、早期治療による疾病の重症化予防等の取組みも必要となってきています。 

志免町では、町民と地域・団体、行政（町）が協力し、健康でいきいきと生活できるまちづくりを

目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

平成 26 年 3 月に計画期間を 10 年とする「健康しめ 21」（健康増進計画）を策定し、平成３１年

３月に中間見直しを実施し、「健康しめ 21 後期計画」を策定しました。ライフステージ別に、生

活習慣病の予防につながる「食生活」「運動」「予防」「こころ・休養」「歯・口腔」「喫煙・飲酒」の 6

つの分野と、健康を支える「環境整備」の７つの分野で健康づくりに取組んでいます。 

がん検診・特定健診の受診率向上のため、令和元年度よりインターネットによる健診の申し込

みを開始しました。 

また粕屋医師会や保健所等と連携をとり、生活習慣病の重症化予防対策に取組んでいます。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

高齢化の進展や疾病構造の変化を踏まえ、社会全体で予防・健康づくりに取組み、健康寿命

を延ばすことが必要となります。国も目標として、2040 年までに男女とも 75 歳以上になることを

掲げています。また、受動喫煙を防止する為、健康増進法の一部が改正され、令和 2 年 4 月 1

日より全面施行されました。 

・ライフスタイルの変化や、社会・家庭での役割や責任が増える、４０代・５０代への健康づくり

の意識向上、啓発に努めます。 

・高齢者の健康づくりは介護予防（フレイル（虚弱））（施策 9）も含めて取り組みます。 

・がん検診、特定健診の受診率の向上のため、インターネットによる申し込みや土日も含めた

健診の実施等受診しやすい環境を整えていきます。 

 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

８－１ 町民の健康意識を高め、健康管理・健康づくり活動を促進する 

（150～300 字程度） 

・「健康しめ 21」に基づき、健康に関する意識向上を図り、ライフステージに応じた町⺠の主体的な健康
づくりを支援します。 

・ 地域公⺠館など⾝近な場での健康づくりの機会を充実させます。 
・ 食生活改善推進員による食育推進を支援します。 
・ 心の健康づくりに関する啓発活動を進めます。 
・ 感染症に対する予防啓発及び予防接種を勧奨します。 
・ 望まない受動喫煙を防止する為の周知啓発活動に取組みます。 
 

字数  
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８－２ 生活習慣病を予防する 

（150～300 字程度） 

・生活習慣病予防に関する啓発活動を推進します。 

・がん検診・特定健診の周知につとめるとともに、受診率の向上を図ります。 
・保健指導等を充実させ、医療機関等とも連携を図りながら、早期発⾒・早期治療により重症化を予
防します。 

 

字数  

 

 

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

心身がともに健康だと感
じる町民の割合（町民意
識調査） 

町民意識調査 フロー 上   

日頃、健康のための取

り組み（3 項目以上）を

行っている町民の割合 
 

町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○検診を受けて、病気の早期発見・治療を行う。 

○普段から、健康について意識して生活をおこない行動する。 

町内会・地域（みんなでできること） ○健康教室の実施 

○食生活改善推進会への参加し、地域教室で学ぶ。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

健康増進計画「健康しめ２１」（後期） 令和元年度～令和 5 年度 

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 平成 30 年度～令和 2 年度 
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施策コード 9 

政策 
健やかでやさしく支え合うまち 

【健康・福祉】 

施策 
高齢者が地域で安心して暮らすことができるまちをつくる（仮称） 

【高齢者福祉】 

主担当課 福祉課 関連課 健康課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

高齢者が地域や高齢者を支援する関係機関とつながり、地域で暮らす人たちとともに支え合

い、住み慣れた所で、生きがいを感じながら安心して暮らすことができるまちを目指します。 

 

字数  

 

 

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町の総人口に占める高齢者人口の割合を表す高齢化率は、平成 22 年は 18％でしたが、

平成 31 年度は 23％となり、着実に高齢化が進んでいます。 

町民意識調査では、高齢者が地域で生活する時に特に心配になることとして、交通（16.9％）、

健康（12.9％）、特にない（12.0％）が上位に上がっています。 

在宅医療と介護を一体的に提供できる環境を整えるために、平成 31 年 4 月より糟屋 1 市 7

町で粕屋医師会へ事業委託を開始しました。 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けら

れる社会の実現を推進しています。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

高齢化率は、今後さらに上昇していくものと考えられます。また、就労意欲の高い高齢者の

増加が見込まれます。 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加が予測され、日常的な地域での高齢者等の見

守りが必要になると考えられます。特に地域との関係が希薄な一人暮らしの高齢者や高齢者

のみ世帯の見守りや支援が必要となると見込まれます。 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者が増加しており、地域の中で認知症に対する正しい理

解のもとに見守る環境づくりと認知症の家族への支援が必要になっています。 

 

字数  

 

 

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

９－１ 地域で高齢者を見守り、支援する 

（150～300 字程度） 

●町民の互助に対する意識を啓発し、町民主体による見守りや支援活動を推進します。【総合

戦略】 

●町内会や関係機関と連携し、日常生活を支え合う体制づくりを推進します。 

●在宅医療と介護を一体的に提供できる環境を整えるために、医療と介護の専門職の連携を

推進します。 

●地域ケア会議で地域課題を検討し、地域のネットワークの構築を推進します。【総合戦略】 

●認知症サポーターを養成するなど、地域の認知症への理解と協力を拡大します。 

●認知症サポーター養成講座を受講したサポーターが実践的な活動につながるような体制づ

くりをします。 

 

字数  
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９－２ 高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援する 

（150～300 字程度） 

●老人クラブ活動を活性化するために、老人クラブ連合会を支援します。 

●高齢者が就労を通して生きがいを感じながら地域社会で活躍できるよう、シルバー人材セン

ターへの加入促進をはかるために、事業活動を支援します。 

●高齢者が地域活動に参加できるように、地域の交流の場となる居場所の情報提供の充実を

はかります。 

 

字数  

 

９－３ 介護予防と健康づくりによる自立した生活を支援する 

（150～300 字程度） 

●転倒予防、フレイル及び閉じこもり対策として、介護予防教室を、住まいから歩いて通える公

民館等で実施します。 

●公民館等での介護予防教室に多くの高齢者が参加できるように周知・啓発活動を実施しま

す。 

●介護予防教室では理学療法士等の専門職が家庭でも行える運動などを紹介します。 

●高齢者の健康づくりは、介護予防と生活習慣病予防の一体化で取り組んでいきます。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

暮らしやすい地域である
と感じる高齢者の割合 

町民意識調査 フロー 上   

地域生活に心配になる
ことがないと感じる高齢
者の割合 

町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
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 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○高齢期になってからも、地域や社会との関わりを積極的に持

ち続けます。 

○互助に対する意識を持ち、高齢者への声かけや見守りを行

います。 

○健康意識を高め、健康づくりを行います。 

町内会・地域（みんなでできること） ○地域は、高齢者への声かけをはじめ、地域で見守ることので

きる体制を構築するとともに、高齢者の地域活動への参加を

支援します。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○事業者は、地域や町と連携し、支援活動や様々なサービスを

通じて、高齢者の見守りや支え合いを支援します。 

○事業者は、高齢者のニーズにあった支援サービスを提供しま

す。 

○事業者は、安全性、利便性を意識し、高齢者に優しい環境整

備に取り組みます。 

○事業者は、高齢者に向けた情報提供を行い、世代間交流や

高齢者が活躍できる機会を増やします。 

 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町福祉総合計画 
令和 3 年度～令和８年度（予

定） 
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施策コード 10 

政策 
健やかでやさしく支え合うまち 

【健康・福祉】 

施策 
障がいのある人が安心して暮らすことができるまちをつくる 

【障がい者福祉】 

主担当課 福祉課 関連課 健康課、住民課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

障がいがある人もない人も、誰もが自分らしく、安心して暮らし続けることができる基盤を整え、

地域に暮らす人たちがともに支え合うまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町の身体障害者手帳所持者数は 1,589 人、療育手帳所持者数（知的障がい者）は、382

人、精神障害者保健福祉手帳所持者数は 331 人となっており（令和元年度末）、知的障がい者

や精神障がい者は増加傾向にあります。 

身体障害者手帳所持者のうち 65 歳以上の高齢者が全体の 74.2％を占めており障がい者本

人や家族の高齢化が進んでいます。 

役場福祉課内に、志免町障がい者在宅介護支援センターやこども発達相談員を設置し、相

談支援体制が整ってきています。また、法改正や福祉サービスの拡充等により、障がいがある

人の社会生活の選択肢が増え、必要とする支援や社会参加のニーズも多様化しています。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

町民一人ひとりが障がいに対する理解を深めて適切な配慮ができるようになるために、啓発

が必要です。 

障がいのある人が必要とする支援や社会参加のニーズの多様化に対応できるケアマネジメン

ト体制の拡充が必要です。 

家族（親）の亡きあとも安心して暮らしていける地域生活支援拠点等の整備とともに、障がいの

ある人本人の意思を尊重するための意思決定支援について検討や推進するなど、地域共生社

会の実現に向けた包括的支援や地域包括ケアシステムの構築が必要となっています。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１０－１ 障がい者が地域で自立した生活ができるよう支援する 

（150～300 字程度） 

●障がいのある人が一人ひとりの状況に応じた包括的支援や適切なサービスを受けられるよ

う、相談体制の充実を図ります。 

●障がいのある人が地域の一員として、安心して自分らしく暮らしていけるよう、地域包括ケア

システム構築に向け、地域の関係機関と連携し、障がい者支援における地域課題や困難事

例への対応方法等を協議します。 

●就労支援関係機関との連携強化を行い、就労対策を充実させるとともに、地域活動・行事で

の町民との交流をはかり、障がいのある人の社会参加を促進します。 

●講演会やイベントの開催にあたり、障がいのある人もない人も安心して参加できるように、企

業や事業所への啓発を行います。 

 

字数  
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５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

障がいのある人にとって
暮らしやすいと思う障が
い者の割合 

志免町福祉総合計画 フロー 上   

障がいのある人もない
人も地域で支え合い暮
らしていると思う町民の
割合 

町民意識調査 フロー 上   

これからも志免町に住
み続けたいと思う町民
の割合 

町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○障がいについての講演、催しなどに参加し、障がいの理解を

図ります。 

○障がいのある人もない人も地域住民として、地域の活動に参

加します。 

町内会・地域（みんなでできること） ○障がいのある人への声掛けや見守りなどを行います。 

○障がいのある人が共に地域で生活できるよう理解を深め、必

要に応じて支援をします。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○「障害者差別解消法」について理解し対応できるようにしま

す。 

○町内会と協働し、障がいのある人向けの支援活動に取り組

みます。 

○支援事業所は、障がい特性やその人のニーズに応じた支援

が受けられるようサービス等の提供や相談に取り組みます。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

地域福祉計画 平成 29 年度～令和３年度 

志免町障がい者プラン 平成 27 年度～令和２年度 

志免町障がい（児）福祉計画 平成 30 年度～令和２年度 

志免町福祉総合計画 
令和３年度～令和８年度（予

定） 
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施策コード 11 

政策 
健やかでやさしく支え合うまち 

【健康・福祉】 

施策 
適正な社会保障ができるまちをつくる（仮称） 

【社会保障の健全運営】【その他福祉】 

主担当課 住民課 関連課 福祉課、健康課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

けがや病気などの医療を受ける必要があるときや経済的に困窮したときなど、支援を受ける

必要があるときに、適正な社会保障を受けることができるよう、みんなが安心して生活を送れる

町を目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

・平成 30 年度に国民健康保険の制度改革（広域化）が実施され、後期高齢者医療制度と共

に、県が運営主体となりました。給付に関する財政基盤の安定化が図られた一方、被保険者の

高齢化や医療の高度化、診療報酬の上昇などにより、医療費の増加が続いています。 

・社会保険の制度拡大により、国民健康保険の被保険者数は年々減少しており、被保険者数

のうち、所得の低い方の割合が大きくなっています。このことから、安定的な保険財政運営は難

しいものになってきています。 

・経済的に困窮している人に対して、自立の促進を図るための「生活困窮者自立支援法」が平

成 27 年 4 月に施行されました。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

・医療保険制度を安定的に運営するためには、財政健全化に努める必要があります。歳出で

は「給付の適正化」を実施し、歳入面では「保険税（保険料）の収入確保」だけでなく、保険者努

力支援制度など国費等の有効活用を進める必要があります。 

・保険税（保険料）の適正な賦課や収納率の向上、病気の早期発見・早期治療及び予防活動を

強化し、医療費の適正化を図ることが求められています。また、保健指導の徹底や日頃からの

健康づくりへの取り組みについて町民への周知が必要になります。 

・国民健康保険運営広域化で、県が運営主体になったことにより、将来的には国民健康保険

税が県で統一される可能性があります。 

・生活に困窮している人を早期に把握するためには、個人情報の適切な取扱いに十分留意

し、各関係機関及び民生委員や町内会等地域との連携が必要です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１１－１ 国民健康保険・後期高齢者医療の健全な運営につとめる 

（150～300 字程度） 

●国民健康保険の安定的な運営のため、保険税（保険料）の適正な賦課、収納率の向上に向

けた取り組みを強化します。 

●特定健診の受診率向上を目指し、生活習慣病などの早期発見、重症化予防につとめます。 

●レセプト点検の更なる強化やジェネリック医薬品の使用促進につとめます。 

字数  
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１１－２ 国・県の施策や制度に即した適切な取り組みや支援を行う 

（150～300 字程度） 

●社会保障に関する施策や制度をわかりやすく町民に周知します。 

●支援を必要とする人の多様な相談に対応するため、支援機関の情報提供を広く行います。 

●県福祉事務所など関係機関が行う支援について、必要とする人の支援につなげていきま

す。 

●各関係機関及び民生委員や町内会等地域と連携し、地域で支援を必要とする人を早期に

把握します。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

なし      

 
※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策１１ 

4 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○町民は、医療給付費の現状を認識し、適正な医療の受診を

心掛けます。 

○特定健診の受診とジェネリック医薬品の利用を心掛けます。 

○町民は、日頃から健康づくりにつとめます。 

○社会保障の制度や施策の理解を深めます。 

町内会・地域（みんなでできること） ○特定健診の受診やジェネリック医薬品の利用を呼びかけま

す。 

○必要なときに、行政や民生委員等との連携ができる地域づく

りをします。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○必要なときに、行政や地域等に協力できる組織づくりをしま

す。 

○生活困窮者への支援を行います。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

健康増進計画「健康しめ２１」（後期） 令和元年度～令和 5 年度 

第２期保健事業実施計画（データヘルス計画） 平成 30 年度～令和 2 年度 
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施策コード 12 

政策 
安全で安心に暮らせるまち 

【防災・防犯】 

施策 
事故・犯罪を防ぐまちをつくる（仮称） 

【防犯・交通安全】 

主担当課 生活安全課 関連課 学校教育課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

 町民、警察、関係団体との連携を深めるとともに、町民一人ひとりが「地域の安全は自分たちで

守る」という防犯・交通安全の意識を高め、町民が主体的に地域の防犯・交通安全活動を展開す

るまちを目指します。 

 また、町民自らが消費者問題を理解し、詐欺などの悪質商法や契約トラブルなどの様々な消費

者問題の被害にあわず、安心して消費生活が送れるまちを目指します。 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町の刑法犯認知件数は、防犯指導員による青色回転灯付きパトロールカーでの防犯パトロ

ールや地域の防犯灯の設置を促進、また支援することで、近年減少傾向にあります。 

交通事故発生件数は、子ども達の登下校の時間帯に交通安全指導員による保護誘導や、年

４回の交通安全運動をはじめ、交通安全指導員や協力団体と連携して街頭指導や飲酒運転撲

滅運動を実施することで、近年減少傾向に推移しています。 

近年多様化する消費生活問題に町民と一緒に対処するために、消費生活センターで相談事

業を実施しています。また、ニセ電話詐欺や悪質商法等の被害にあわないよう出前講座や周

知・啓発活動を取り組んでいます。 

【総合戦略に記載内容の要旨の取り組み】 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

 ・防犯パトロールや防犯灯の設置を促進しています。 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

防犯活動に地域差があるため、地域全体での防犯体制の強化や防犯活動への参加促進、ま

た、地域における防犯活動の中心となる人材の育成に取り組む必要があります。 

長年、管理不全な空き家は、犯罪の温床となる可能があり、地域の防犯対策のためにも、空き

家の所有者による適正な管理が必要です。 

交通安全意識の向上のため、小学校での交通安全教室や年４回の交通安全運動期間などで

啓発活動を実施していますが、運転手側の交通マナーの悪さが交通事故につながることがある

ため、運転手側の交通安全意識の向上に努める必要があります。また、交通安全活動に携わ

る交通安全指導員が減少しているため、交通安全指導員の確保に努める必要があります。 

年々、多様化する消費生活問題に対応できるよう、消費生活相談員の資質向上を図る必要が

あります。また、消費生活相談員は資格が必要であり、福岡県下では資格取得者が少数である

ため、消費生活相談員の安定的な確保が必要です。 

【総合戦略に記載内容の要旨の取り組み】 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

 ・防犯活動に地域差があるため、地域全体での防犯体制の強化や防犯活動への参加促進、ま

た、地域における防犯活動の中心となる人物の育成に取り組む必要があります。 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１２－１ 地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境を整える 

（150～300 字程度） 

●「安全・安心センター」を地域防犯の拠点として、地域の防犯対策への支援を行うとともに犯

罪情報を発信し、地域の防犯機能を強化します。 

●防犯指導員による青色回転灯付きパトロールカーでの地域防犯パトロールや地域の防犯灯

の設置を促進することで、防犯環境を向上させます。 

●犯罪の温床となりえる、管理不全な状態で放置されている空き家の所有者に対し、適正な

管理を求めていきます。 

【総合戦略に記載内容の要旨の取り組み】 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

 ・防犯指導員による青色回転灯付きパトロールカーでの地域防犯パトロールや地域の防犯灯の

設置を促進することで、防犯環境を向上させます。 
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字数  

 

１２－２ 交通安全に対する意識を高める 

（150～300 字程度） 

●小学校での交通安全教室や交通安全指導員による街頭指導により、交通安全意識の啓発

につとめます。 

●交通安全活動に従事する交通安全指導員の確保につとめます。 

字数  

 

１２－３ 消費者トラブルを防止する相談・啓発活動を充実させる 

（150～300 字程度） 

●消費者トラブルに対する相談事業や町民が被害にあわないために、出前講座や消費者問

題についての周知・啓発活動などを実施します。 

●多様化する消費生活問題に対応できるように、研修会等に参加し、消費生活相談員の資質

向上につとめます。 

●有資格者である消費生活相談員の安定的な確保につとめます。 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

日常から防犯対策を行
っている町民の割合【総
合戦略】 

町民意識調査 フロー 上   

刑法犯認知件数【総合
戦略】 福岡県警察データ フロー 下   

日常から防犯対策を行
っている町民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

刑法犯認知件数 福岡県警察データ フロー 下   
交通事故発生件数 福岡県警察データ フロー 下   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
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 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○日頃から防犯に対して備えるとともに、近所への声かけ 

○交通ルールや交通マナーの遵守 

○消費生活センターの役割を認識し、発信される情報等に関心

を持ち、地域で開催される出前講座等に積極的に参加する 

町内会・地域（みんなでできること） ○青色回転灯付きパトロールカーでの地域防犯パトロールなど

地域ぐるみで定期的な防犯活動 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○消費者のニーズを把握し、事業者としての責任を自覚した事

業活動を行う 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

なし  
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施策コード 13 

政策 
安全で安心に暮らせるまち 

【防災・防犯】 

施策 
災害に強いまちをつくる（仮称） 

【防災】 

主担当課 生活安全課 関連課 福祉課、都市整備課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

町民一人ひとりが「自分のことは自分で守る」という防災意識を高め、「自分たちの地域は自分

たちで守る」という地域の防災に対する意識を持ち、町民、地域、事業所等が相互に連携して、

自立的に災害に備えるまちを目指します。 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

近年、異常気象に伴い台風の大型化や記録的大雨による土砂災害や洪水・浸水害が懸念さ

れています。このような状況を踏まえ、県の宇美川浸水想定区域の見直しに伴い、本町の防災

ハザードマップを改訂するとともに、町民１人ひとりの防災意識を高めるため、防災出前講座を

実施しています。また、地域における防災力を向上するために、日本防災士会と協働で研修会

等を実施しています。 

消防団リーフレットを作成し、団員勧誘のため消防団各分団への配布や、協力的な町内の事

業所に設置して、消防団員確保の啓発活動を実施しています。 

災害時の大規模停電に備え、災害対策本部の機能を維持するために、本庁舎及び代替施設

であるふれあいセンターに非常用電源設備を整備しています。 

災害時における協力体制を整えるため、事業所等と避難場所や物資の提供、また物資の輸送

等の災害時応援協定を締結しています。 

災害時に備えて、子どものアレルギー対応食も踏まえた避難所用備蓄品を整備しています。 

町内の整備完了した雨水排水施設等の維持管理をしています。 

【総合戦略に記載内容の要旨の取り組み】 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

 ・町民の防災意識の高揚のため、防災出前講座を実施しています。 

 ・地域防災力の向上を目指し、日本防災士会と協働事業を実施しています。 

（②子ども災害用備蓄品整備事業） 

 ・災害時に備えて、子どものアレルギー対応食も踏まえた備蓄品を整備しています。 
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字数  

 

 

３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

地域防災力の要となる消防団員が、定員 200 名に達していないため、消防団員の確保に努め

る必要があります。 

過去の大規模災害の経験から、公的機関からの「公助」には限界があり、自分や家族を守る

「自助」と地域で助け合う「共助」が重要になっています。そのため、地域で率先して防災活動を

実践する自主防災組織の中心となる人材の育成が必要です。また、自主防災組織の設置が 30

町内会のうち 26 町内会にとどまっており、組織の設置促進に向けたさらなる啓発活動が必要で

す。 

災害時に自力での避難が困難で、支援が必要となる避難行動要支援者を、自主防災組織や

民生委員などの地域支援者と連携して支援する体制を整備する必要があります。 

豪雨の発生等、災害の不安が高まっている中で、治水機能の強化が必要です。 

 

【総合戦略に記載内容の要旨の取り組み】 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

 ・消防団員の確保が必要です。 

 ・地域における自主防災組織の中心となる人材の育成が必要です。 

 ・自主防災組織の設置促進に向けた啓発活動が必要です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１３－１ 減災対策の効果を高める 

（150～300 字程度） 

●土砂災害警戒区域や浸水想定区域等に関する情報提供を継続するとともに災害情報の発

信を強化します。 

●「志免町耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図ること

で、地震による倒壊を減らし、緊急避難経路等を確保します。 



施策１３ 

3 
 

字数  

 

１３－２ 災害時に迅速に対応できる防災体制を確立する 

（150～300 字程度） 

（①地域での防犯・防災機能の強化） 

●消防団員の確保につとめます。【総合戦略】 

●地域における自主防災組織の中心となる人材の育成につとめます。【総合戦略】 

●自主防災組織の設置促進に向けた啓発活動を行います。【総合戦略】 

（②子ども災害用備蓄品整備事業） 

●災害時に備えて、子どものアレルギー対応食も踏まえた備蓄品を整備します。【総合戦略】 

 

●自主防災の結成を促進するとともに、活動支援を行います。また、自主防災組織の中心とな

る人材の育成につとめます。 

●地域防災力の要となる消防団員の確保につとめます。 

●事業所等と災害時応援協定を締結し、災害時の協力体制を整えます。また、志免町備蓄基

本計画に基づき、子どものアレルギー対応食も踏まえた備蓄品を引き続き整備します。 

●避難行動要支援者を把握し、災害時にはスムーズに救済活動を展開できるよう体制を整え

ます。 

字数  

 

１３－３ 災害に強い基盤をつくる 

（150～300 字程度） 

 ●町内の一部地域については、豪雨による冠水が年に数度発生することがあります。通常よ

り雨水排水路の維持管理につとめることで、適正な雨水排水処理を行います。また、「志免

町道路冠水対策基本計画」に基づき、必要に応じて雨水排水路の新設・改良を行います。計

画に基づくことで、効果的に冠水対策を行うようにします。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

日常から防災対策・準
備をしている町民の割
合【総合戦略】 

町民意識調査 フロー 上   

人口１万人当たりの出
火率【総合戦略】 消防本部災害統計 フロー 下   

日常から防災対策・準 町民意識調査 フロー 上   
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備をしている町民の割
合 

人口１万人当たりの出
火率 消防本部災害統計 フロー 下   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○防災備品を備えるとともに、日頃から隣人とのコミュニケーシ

ョンを深め、災害の際には助け合いのできる関係づくり 

町内会・地域（みんなでできること） ○防災訓練などにより防災意識を高め、自主防災組織を中心と

した災害時の避難行動要支援者の見守り体制を整える 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○防災に特化した企業・NPO 団体による講座・研修会等によ

り、地域の防災力の強化を支援 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町道路冠水対策基本計画 平成 27 年度～ 

志免町耐震改修促進計画 平成 25 年度～令和 4 年度 

志免町地域防災計画 令和元年度改訂～ 

志免町備蓄基本計画 平成 27 年度～ 
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施策コード 14 

政策 
環境にやさしく快適に暮らせるまち 

【住環境・自然環境】 

施策 
清潔で美しいまちをつくる 

【環境衛生・環境美化】 

主担当課 生活安全課 関連課 都市整備課、健康課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

４Ｒ（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）活動の普及啓発により、ごみ出しルール

の徹底を行い、ごみの減量化、持続可能な循環型社会を構築するとともに、安定的なごみ処理

体制の充実、確保を行います。 

また、温室効果ガスの排出量削減のため、地球温暖化対策の推進を行うとともに、環境美化

の意識向上や、自然環境と調和がとれた緑地及び、河川の維持保全と管理を行います。 

そのため、町、町民、事業所が一体となり、さらにそれぞれの立場で考え行動し、快適に暮ら

せるまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

ごみの不法投棄、野焼き、ペットの糞害、野良猫への餌やり、空地の雑草の繁茂など生活環境

に関する苦情が多数寄せられています。これらは、町民の日常生活における環境美化意識、モラ

ル向上が必要であり、引き続き、問題提起・啓発・指導を行います。 

また、ごみの減量化とリサイクルを推進し、町民や事業者に対してごみの分別の徹底や３Ｒの

徹底を行い、廃棄物の排出抑制にむけ資源を循環させる仕組みづくりを行いました。今後も更に

継続します。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

地球規模による温室効果ガス排出量の増加に伴い、地球温暖化対策推進法に基づく、排出量

の削減のための、地球温暖化対策を推進する必要があります。 

また、野良猫への無責任な餌やりによる繁殖や、糞尿被害などの、多数苦情が寄せられている

ため、対策の強化が必要です。 

さらに、一人あたりのごみ排出量が増加傾向にあるため、町民や事業者に更なる、ごみ排出抑

制の指導、分別の徹底を図る必要もあり、自然環境に配慮し、自然と共生していく社会の形成に

取り組んでいくことが重要です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１４－１ マナー啓発や美化活動により美しいまちを維持する 

（150～300 字程度） 

●野良猫への無責任な餌やりに対し、適切に指導を行います。また、地域猫活動支援事業の

推進に取り組みます。 

●町内一斉清掃により、自分たちのまちは自分たちできれいしようとする、環境美化に対する

意識の向上に取り組みます。 

●環境監視員を効果的に活用し、不法投棄、ペットの糞害、野焼きなどの生活環境に関する問

題に対する、啓発・指導を行います。 

 

字数  

 

１４－２ ごみ処理環境を維持する 

（150～300 字程度） 

●安定的、継続的なごみ処理体制の構築、充実、確保を行います。 

 

字数  
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１４－３ 地球温暖化防止と資源の有効利用を進める 

（150～300 字程度） 

●地球温暖化対策推進法に基づき、温室効果ガス排出量の削減のため、地球温暖化対策を

行います。 

●食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、ごみ減量のため、食品ロスの削減対策を行

います。 

●ごみの減量化・資源化を推進するため、４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）

活動を推進し、資源の有効活用を行います。 

 

字数  

 

１４－４ 貴重な自然環境を守る 

（150～300 字程度） 

  ●町の中には緑地がわずかしかないため、貴重なものとなっています。「緑地保全林地区」を

指定することで保全につとめます。また、町民の自然環境保護活動（クリーンアップうみ川等）へ

の参加を促進し、良好な環境を守ります。そのことにより、自然を大切にする意識を高めることに

つなげていきます。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

住んでいる地域が良好

な住環境であると感じる

町民の割合 

町民意識調査 フロー    上   

町民一人１日当たりの

ごみ（燃やせるごみ）の

排出量 

志免町ごみ収集量の推
移 フロー 上げ止   

１年間の資源回収量 
志免町ごみ収集量の推
移 フロー 下げ止   

自然環境保護活動を行

っていると答えた町民の

割合 

町民意識調査 フロー 下げ止   
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※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○自らが「ごみの排出者」であることへ認識し、ごみの減量化・

資源化を行うため、４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサ

イクル）活動を実行し、資源の有効活用を行います。 

○自分たちのまちは自分たちできれいにしようと意識し、環境

美化活動に積極的に取り組みます。 

〇地球温暖化対策のため、温室効果ガス排出量を削減させる

取り組みを自ら考え、実行します。 

〇不法投棄・野焼き・ペットの糞尿・野良猫への餌やりをしな

い、また空地の雑草の繁茂を放置しない等の良好な生活環境

を保持するために取り組みます。 

町内会・地域（みんなでできること） 〇町内会が中心となり、ごみの減量化・資源化を行い、４R（リフ

ューズ、リデュース、リユース、リサイクル）活動を実行し、資源

の有効活用を行います。 

〇地域が主体となり、自分たちのまちは自分たちできれいにし

ようと意識し、環境美化活動に取り組みます。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○自らが「ごみの排出者」であることを認識し、ごみの減量化・

資源化を行うため、４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサ

イクル）活動を実行し、資源の有効活用を行います。 

〇地球温暖化対策のため、温室効果ガス排出量を削減させる

取り組みを企業自ら考え、実行します。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町一般廃棄物処理基本計画 平成 29 年度～令和 13 年度 
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施策コード 15 

政策 
環境にやさしく快適に暮らせるまち 

【住環境・自然環境】 

施策 
暮らしを支える生活基盤が整ったまちをつくる（仮称） 

【都市計画・道路・公園・上下水道】 

主担当課 都市整備課 関連課 上下水道課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

道路、公園、上下水道などの都市基盤の維持と利便性の向上を図り、将来も住み続けたいと

思われるような、安全で快適な住環境が整うまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

福岡市に隣接し都心部への交通アクセスの良さと、大型商業施設が近隣に立地していること

によりベッドタウンとして人口が増加してきた本町は、全国的に人口が減少している中、市街地

における新たな宅地開発による住宅供給が盛んであり、依然として人口が増加しています。 

道路・公園・上下水道などの都市基盤はほぼ整備が完了しており、施設の維持管理が業務の

中心となっています。 

人口が増加したことで、以前からの主要道路での慢性的な交通渋滞が起きており、それに加

えて今まで車の通りが少なかった道路においても交通量が増加しています。 

 総人口が増加している一方で、町内の地区ごとで人口分布に開きがあり、町外より転入の多

い地区もあれば、高齢化が進んでいる地域もあり、それぞれの地区の特性に合ったまちづくり

を進める必要があります。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

都市基盤においては、断続して変化する環境の中、今まで同様に適正な施設管理を維持して

いく必要があります。道路においては、慢性的な交通渋滞や急速な車両、歩行者通行量の増加

への対応が必要であり、交通安全対策・安全な通学路の確保が課題となっています。 

また、民間事業者による新たな宅地開発も多くあり、近年町内市街地では以前より狭小な土地

分譲、中高層住宅の建築などによる住宅供給や大型店舗の立地が見受けられます。それらに

対して周辺住環境を守るために適切に指導を行うことも課題となっています。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１５－１ 安全で便利な道路環境を整える 

（150～300 字程度） 

  ●慢性的な交通渋滞の対策、利便性向上を目的に都市計画道路・志免宇美線の早期完成を

目指し、関係機関に働きかけます。また、町道においては必要に応じて道路拡幅、歩道整備、舗

装や橋梁改修などを進めます。同時に、通学路の安全対策や水路への転落防止対策を進めるこ

とで、安全で便利な道路環境を整えます。 

 

字数  

 

１５－２ 快適な住環境を整える 

（150～300 字程度） 

●各地域の特性に見合った住環境の整備を行うため、町の都市計画の基本方針を定めた「志

免町都市計画マスタープラン」の見直しを行い、それに基づく土地利用を促進します。 

●新たな開発事業による住環境の悪化を防ぐために、「志免町開発事業指導要綱」による協

議により事業者に対し適切な指導を行います。 

●公園の適正管理により、緑豊かな環境の創造と安心して利用できるスペースの提供を行い

ます。 

 

字数  
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１５－３ 安全な水を安定的に供給する 

（150～300 字程度） 

●安心して飲める水を安定して供給するため、水道施設の計画的な更新を進めるとともに、水

道事業の健全な経営を行います。 

●快適な暮らしと町内の衛生環境を保つため、下水道施設の計画的な更新を進めるとともに、

下水道事業の健全な経営を行います。 

 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

狭小な土地分譲（分譲
の平均が 140 ㎡未満）
の抑制 

事前協議よる実績 フロー 下   

町内の道路が安全で便
利に通行できると感じる
町民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

身近にある公園の利用
満足度 町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
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６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること）  

町内会・地域（みんなでできること） ○都市計画法の申出制度や提案制度を利用した町民発意によ

る都市計画の作成 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○「志免町開発事業指導要綱」の内容に沿った開発事業の実

施 

 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町道路転落等危険箇所対策計画 平成 27 年度～ 

志免町橋梁個別施設計画 平成 31 年度～ 

志免町道路整備計画 令和 2 年度～ 

志免町通学路交通安全プログラム 令和 2 年度～令和 3 年度 

志免町都市計画マスタープラン 平成 21 年度～令和 12 年度 

志免町水道事業ビジョン 平成 27 年度～令和 6 年度 
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施策コード 16 

政策 
住民と行政がともに創るまち 

【行政】 

施策 
将来にわたって持続可能なまちをつくる（仮称） 

【行財政運営】 

主担当課 経営企画課 関連課 総務課、税務課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

限りある資源(ヒト、モノ、カネ)をつなぎ合わせ、事務事業の見直しや選択と集中を進めなが

ら、将来にわたって、住民ニーズに対応し続けることができる持続可能なまちを目指します。 

 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

本町では、まちづくりの指針である「志免町総合計画」を効果的に推進していくために、各施策

の目的や達成状況を明確にして評価を行い、次年度の経営方針や予算編成などに活用するこ

とで、効率的・効果的な行政運営に取り組んでいます。しかし、町民の「志免町総合計画」の認

知度は低く、毎年行っている「町民意識調査」の回答率も年々減少傾向にあるなど町民のまち

づくりへの関心が低くなっています。 

財政面では、予算編成や行財政運営の指針として、平成 27 年度から 5 年間の中期財政計画

を策定し推進してきました。この計画の実施により、町有財産の有効活用、町債残高の縮減、基

金積立額の増加など一定の効果をあげていますが、経常収支比率は 90％付近であり財政の弾

力性の確保は難しい状況となっています。 

納税方法については、コンビニ収納を導入し、指定金融機関だけでなく、コンビニエンスストア

での支払いを可能にし、納税しやすい環境を整えてきました。 

また、ネット公売を行うなど、滞納処分の強化を進め、収納率向上に努めました。 

公共施設の建物について、異常が発生した段階になっての修繕、「事後保全型」ではなく、損

傷や劣化が進行するまえに対策を行う「予防保全型」の管理へ転換することを目的とした、「志

免町公共施設個別施設計画」を策定しました。 

ふるさと納税が創設されて一定期間が経過し、ふるさと納税の認知度が高まったことと魅力あ

る返礼品の採用により、ふるさと納税額は年々増加しています。【総合戦略】 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

町民のまちづくりへの関心を深めるため、町民をはじめ志免町に関係する方に「志免町総合計

画」をより一層浸透させる必要がある。 

住民ニーズの多様化などにより、本町が抱える事務事業数も増加傾向であるため行政評価制

度を活用して、相対評価による事業の選択と集中を行い、事業の縮小や廃止を行うことも必要

です。 

公共施設の改修費用については増加が見込まれますが、財源には限りがあるため、費用の

縮減が必要となります。 

現在未活用の町有財産について、有効な活用方法を検討する必要があります。 

ふるさと納税制度を利用してさらに外部資金を獲得するためには、魅力ある取り組みの発信

や魅力ある返礼品の発掘を行うとともにクラウドファンディング型や企業版ふるさと納税といった

新たな仕組みを構築することが必要です。【総合戦略】 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１６－１ 健全な財政運営を行う 

（150～300 字程度） 

●行政評価制度を活用した予算編成を継続して行い、経費の削減に取り組みます。 

●納税方法の利便性向上の取り組みを行います。また、公平性の観点から、滞納処分などを

行い、収納率の維持・向上を行います。 

●従来のふるさと納税の充実を図るとともに、クラウドファンディング型ふるさと納税や企業版

ふるさと納税といった新たな取り組みも活用して外部資金の獲得に取り組みます。【総合戦

略】 

 

 

 

字数  
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１６－２ 公共施設等の効率的・効果的な管理運営を行う 

（150～300 字程度） 

●「志免町公共施設個別施設計画」に基づき計画的な改修を行い、施設の長寿命化を図る事

で、トータルコストを縮減し、財政への負担を軽減します。 

●未活用、低利用の町有地について、売却や貸付を行い、維持管理費の削減と自主財源の

確保に取り組みます。 

 

字数  

 

１６－３ 効率的・効果的な行政運営を行う 

（150～300 字程度） 

●総合計画に基づく計画的な行政運営を行うとともに、行政評価制度を継続し、事業の優先

度や費用対効果などを検証することで、効率的・効果的な行政運営を行います。 

●広域連携による事業を推進するとともに、自治体間での意見交換の場に参加するなど、他

自治体との連携体制の強化を行います。 

 

 

字数  

 

 

 

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 
 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

ふるさと納税寄附額【総
合戦略】 

 フロー 上   

施策の成果指標が目標
を達成した割合 行政評価（施策） フロー 上   

実質公債費比率 決算 フロー 下   
経常収支比率 決算 フロー 下   
財政調整基金残高 決算 フロー 維持   

※指標の性質 
 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
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※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 
 
 
 
 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○町の財政や資源への意識をもち、公共施設等を大切に利用

します 

○町の取り組みについて関心をもち、効率的・効果的に取り組

みが行われているか評価します 

○納税の義務を果たします。 

町内会・地域（みんなでできること） ○XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○ふるさと納税制度に沿った、魅力ある返礼品を提供します 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

志免町公共施設等総合管理計画 平成 29 年度～令和 23 年度 

志免町公共施設個別施設計画 令和 2 年度～令和 26 年度 
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施策コード 17 

政策 
住民と行政がともに創るまち 

【行政】 

施策 
質の高い行政サービスを提供するまちをつくる（仮称） 

【行政サービス】【協働】【職員人材育成】 

主担当課 総務課 関連課 
住民課、まちの魅力推進課、 

経営企画課 

 

１．施策の目指す姿 

✓10 年後に町民も納得できる施策分野の志免町の理想の姿 

（60～200 字程度） 

町の情報を分かりやすく発信することで、住民が必要とする情報を的確に入手でき、また住民

が町に意見を伝える機会を設けることで、多様な住民ニーズを的確に把握して必要とされる行

政サービスを提供するまちを目指します。 

字数  

 

２．現状 

✓第５次総合計画の成果、その成果も踏まえて第５次から変わった現状、

変わらない現状 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「現状」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

○ライフスタイルの多様化や少子高齢化などにより、住民が求める行政ニーズは多様化・複雑

化・高度化しており、的確に対応することが難しくなっています。 

○地方分権、行財政改革、情報通信技術（ＩＣＴ）、グローバル化など、行政運営を取り巻く環境

が大きく変わってきている。 

○人事評価制度を活用し、適切な人事管理を行っています。 

○令和２年度から地方公務員法及び地方自治法の改正において、会計年度任用職員制度の

創設や特別職の運用の厳格化が示されました。 

 

字数  
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３．課題 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」では足らないこと、第５次か

ら残っている課題、世界や国も踏まえた新たな潮流など 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分の「課題」をトピック的に記載 

（150～250 字程度） 

○多種多様な住民ニーズに応えるためには、研修による職員の能力向上が必要です。 

○誰もが興味を持ち、見つけたい情報を即時に得られるような広報媒体を作成していく必要が

あります。 

○地域の課題や住民ニーズに対応するため、ワークショップやソーシャルメディアの活用な

ど、住民の意見の聴取と情報発信が必要です。 

○社会情勢の変化に応じて、住民ニーズが多様化・高度化し、行政が全ての課題に対応する

ことが困難になってきています。 

○住民の当事者意識を高め、町政に関心をもってもらい、これからのまちづくりの担い手を潜

在層から発掘することが必要です。 

○関係人口を含め、町内外のあらゆる人・団体へと視野を広げることが必要です。 

○公益的な活動を志す人・団体を支援することが必要です。 

○透明性を保ったうえで、住民活動団体やＮＰＯ法人をはじめとする様々な主体との連携の方

法を探ることが必要です。 

 

字数  

 

４．まちが取り組むべきこと 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「課題」を解決するための具体的な打

ち手 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の「具体的な事業案」、「具体的な事

業」のリード文の転記 

 

１７－１ 町民ニーズに対応した行政サービスを提供する 

（150～300 字程度） 

●公共施設に授乳室やベビーベッド等を設置し、子育て世帯にやさしいまちづくりを推進しま

す。【総合戦略】 

●意識調査やアンケート調査などを行い、町民のニーズを把握します。 

●ワークショップやソーシャルメディアの活用など、住民の意見を幅広く聴取するとともに、情

報発信を行います。 

字数  
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１７－２ まちづくりへの参画を促進するための情報提供と情報共有を進め

る 

（150～300 字程度） 

○誰もが興味を持ち、見つけたい情報を即時に得られるような広報媒体の作成。 

○必要な情報をすぐに情報発信でき、高齢者や障がいのある人などに配慮したホームページ

の作成。 

 

字数  

 

１７－３ 協働に対する理解と意識を深める 

（150～300 字程度） 

●町にふさわしい協働のあり方について研究するとともに、協働についての啓発機会を広げま

す。【総合戦略】 

 

字数  

 

１７－４ 町民から信頼される職員を育成する 

（150～300 字程度） 

●多様化複雑化するニーズに応えることができるよう、専門的な知識や技能の習得、能力の開

発や向上を目指す研修や、階層、職種に応じた研修を行い、町民から信頼され、これからの時

代を担う職員を育成します。 

●人事評価制度を活用し、適切な人事管理と人材育成をします。 

字数  

 

５．成果指標 

✓「施策の目指す姿」に近づくため「現状」には足らないことなどに対す

る具体的な打ち手などの進捗度合いを管理するもの 

✓【総合戦略に記載内容の要旨の取込み】とりわけ力を入れるべきである

総合戦略に係る部分として、総合戦略の成果指標の転記（重複転記あり） 

 

指標名 算式および出典 指標の 
性質 

目標の 
方向性 

現状値 
（R１） 

目標値 
（R６） 

行政サービスに満足し
ている町民の割合【総合
戦略】 

町民意識調査 フロー 上   

町に対して意見を伝え
る機会があることを知っ
ている町民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

必要とするまちの情報
が入手できていると感じ
ている町民の割合 

町民意識調査 フロー 上   

職員の対応に満足して
いる町民の割合 町民意識調査 フロー 上   

※指標の性質 
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 指標の値を年々足していく指標なのか、各年度の値をみる指標なのかを示すため、以下の表記

の中から選択してください。 
 「ストック」 ：指標の値を年々足していく指標 
 「フロー」  ：各年度の値をみる指標 
 
※目標の方向性 
 指標の値を上げるのか下げるのかなどを示すため、以下の表記の中から選択してください。 
 「上」    ：値の増加や上昇を目指す指標 
 「下」    ：値の減少や下降を目指す指標 
 「上げ止」 ：値の増加や上昇の抑制を目指す指標 
 「下げ止」 ：値の減少や下降の抑制を目指す指標 
 「維持」   :値の現状維持を目指す指標 
 

６．役割分担 

 ✓「施策の目指す姿」に近づくため、各主体ができる役割の内容 

 
主体 内容 

住民・個人（1 人でできること） ○ワークショップや審議会など、住民参画の取り組みに参加す

る。 

○広報しめ、町のホームページ、回覧板などから町の大切な情

報を入手し、活用します。 

町内会・地域（みんなでできること） ○地域の資源や情報を行政と共有することで、新たな人材の発

掘や適切な町政展開につなげます。 

企業・NPO 団体（事業者ができること） ○町政に関心をもち、施策に沿った内容で、自組織の専門性が

活かせること、行政と連携して取り組みたいことを積極的に提

案します。 

○行政と一緒に取り組める事業を行い、地域も一体となって町

づくりに取り組みます。 

 

７．関連する個別計画 

 

計画名 計画期間 

なし  

  

  

 


