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Ⅰ 第２期「志免町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

 

 １ 策定の趣旨 

 

国では、平成 26（2014）年 12 月に、本格的な人口の減少と地域経済の縮小への対策として、その

後の5か年の目標や施策の基本的方向をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、全国の自治

体に示しました。 

これを受け、本町では、平成 27（2015）年度に、「子育て世代に選ばれるまちへ」を理念とした「志免

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、これまでの５年間、住民、企業、行政などが一体となって、人

口減少克服・地方創生に向けた取組みを推し進めてきました。 

この度、国が第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和元（2019）年 12 月）を策定したことを

受け、本町のこれまでの取組みをさらに加速させ、地方創生の実現に向けた新たなステップを踏み出すべく、

令和７（2025）年度までの５年間を期間として、第２期「志免町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以

下、「第２期総合戦略」という。）を策定します。 

 

【総合計画および総合戦略と人口ビジョンの関係】 

項目 計画期間 概要 

総合計画 
令和 3年度～12年度 

(10年間) 
まちの最上位計画 

 

総合戦略 
令和 3年度～7年度 

(５年間) 

総合計画のうち、 

人口減少・地方創生関連施策に特化した計画 

 人口ビジョン 
令和 3年度～ 

(約 40年間) 

総合戦略の前提となる、 

人口動向や将来展望を踏まえた基本的な方向を示す計画 
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Ⅰ 第２期「志免町まち・ひと・しごと創生総合戦略」  

 

２ 総合戦略の構成 

 

第２期総合戦略は、4 つの基本目標を定め、各基本目標に対し、目標の実現に向けた基本的方向、

数値目標、具体的な施策、具体的な取組み、KPIで構成しています。 

なお、町として一つの大きな計画の下、総合的かつ一体的にまちづくりに取り組んでいくため、第２期総合

戦略については、第６次志免町総合計画と統合をしており、第２期総合戦略で取り組むべき具体的な施

策及び KPI については、基本計画の中にすでに記載をしています（該当するものには【総合戦略】と付

記）。 

 

項目 説明 

基本目標 人口の現状と将来の展望を踏まえた上で、それぞれの地域の実情に応じながら、一定

のまとまりの政策分野ごとに、国及び県が示す戦略や基本目標を踏まえ設定する目標 

基本的方向 基本目標の達成に向けてどのような施策を推進していくかの方向性を定めたもの 

数値目標 基本目標について、目標設定や効果検証などを行う上での指標 

具体的な施策 基本目標ごとに、それぞれの地域の実情に応じながら計画期間（5年間）のうちに実

施する具体的な施策 

具体的な取組み 施策として実施する具体的な取組み（想定される事業や各種の活動など） 

重要業績評価指標 

（KPI） 

具体的な施策について、目標設定や効果検証などを行う上での指標 

 

 

 ３ 基本目標 
 

志免町の将来像 ≪みんなで未来をつくるまち～手と手を取り合い住みつづけたい しめ～≫の実現に向け、

次の４つの基本目標を定め、人口減少克服・地方創生に取り組みます。  

 

出産・子育ての希望をかなえる 
     

まちの未来を担う人材を育成する 
 

誰もが健康に生き生きと暮らすことができるまちをつくる 
 

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる 
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 ４ 基本的方向・数値目標 
 

 

 

【基本的方向】 

●出産・子育ての希望を持つ、あらゆる世代の希望をかなえるために、地域のニーズにあった保育環境

の整備や、子育てに関する情報提供や相談・交流ができる環境づくり、出産・子育てを行う上での精

神的・経済的な負担の軽減を行います。 

●誰もが性別を問わず自分らしく生きることができるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進するなどして、男

女共同参画社会の実現を図ることで、育児に参加しやすい環境づくりを行います。 

 

【数値目標】 

目標指標 基準値（R１） 目標値（R７） 

子どもの数（0-17歳） 9,040人 9,130人 

子どもを育てやすいまちだと答えた保護

者の割合 
69.5％ 70.6％ 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

●子育てしやすい保育環境を整える 

◇待機児童の解消 

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や学童保育

所などの整備を行うとともに、保育士の働きやすい環境を整えるなど、保育人材の確保を進めるこ

とにより待機児童を解消します。 

◇保育の質の向上 

保育所などにおいて、子どもの最善の利益が優先して考慮されるよう研修機会の充実などにより保

育の質を向上させます。 

◇多様なニーズに対応した保育の充実と保育環境の改善 

個々のライフスタイルや多様なニーズに対応した保育を充実させるとともに、保育環境を改善しま

す。 

KPI：待機児童数（保育園） 0人 （R1:24人） 

KPI：待機児童数（学童保育所） 0人 （R1:72人） 

 

●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 

◇子育てに関する相談体制の充実 

基本目標１．出産・子育ての希望をかなえる 
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子育てに関する不安感や負担感を軽減できるよう、わかりやすく気軽に相談できる体制を充実さ

せるとともに、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行います。 

◇子育て世帯の交流機会の充実 

子育て世帯が地域から孤立することがないよう、利用者のニーズにあった子育て講座や交流の機

会を充実させます。 

◇子育てに関する情報発信の充実 

子育てに関する行政サービスの案内や地域の情報を、様々な方法を活用し、わかりやすく、積極

的に発信します。 

KPI：子育てに関する相談体制の満足度 80.0％ （R1:77.7％）  

 

 

●子どもの障がいや発達に応じた支援を充実させる 

◇発達に関する相談や相談体制の充実 

発達に関する相談や子育て教室で経過を見ていくことで、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える体制を整えます。 

◇特別支援保育の充実 

特別支援保育指導員の保育園などの巡回指導により、特別支援保育の質を向上させるとともに、

加配保育士の適切な配置を促すなど、特別支援保育を充実させます。 

◇発達や成長の段階に応じた切れ目のない支援体制の構築 

福祉、保健、教育、医療など関係機関の連携を強化し、発達や成長の段階に応じた切れ目のな

い支援を行います。 

◇特別支援教育の充実 

小中連携による個のニーズに応じた特別支援教育を推進します。 

KPI：加配保育士配置人数（認可保育所等+学童保育所） 45人 （R1:26人） 

 

 

●安心して子育てできる環境を整える 

◇妊娠期から出産、子育てまでの切れ目のない支援体制の強化 

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、心身の負担

を軽減するため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の支援を行います。 

◇子育てに関する経済的負担の軽減 

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を軽減します。 
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KPI：子ども施策に関する減免等経済的負担軽減事業数（町に実施判断がないものを除く）9

件 （R1:8件） 

 

 

●男女共同参画社会をつくる 

◇男女共同参画の推進 

・性別に関わず自分らしく生きることができる社会になるよう啓発するとともに、「志免町男女共同

参画行動計画」を策定し、男女共同参画を推進します。 

・地域や企業に対してワーク・ライフ・バランスについての周知と啓発を行います。 

KPI：審議会などにおける女性登用の割合 40.0％ （R1:34.2％） 
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●まちの未来を担う人材を育成するため、子どもたちの確かな学力の向上を図るとともに、ふるさとを愛

する心や異なる文化や価値観を理解し、受容する心を養成します。 

●子どもたちが新たな時代の潮流に対応し、自らの未来を切り開くことができるよう、ICT を活用した学

習やプログラミング教育、英語力の向上に取り組むとともに、キャリア教育を推進します。 

 

【数値目標】 

目標指標 基準値（R１） 目標値（R７） 

小中学校の教育内容と環境に満足して

いる町民の割合 
41.9％  

将来の夢や目標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） 

小学校 81.4％ 

中学校 68.6％ 
全国平均値以上 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

●確かな学力、体力の向上を図る 

◇確かな学力の向上 

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。 

KPI：全国学力・学習状況調査においてすべての教科区分で全国平均を上回った学校数小学校

４校・中学校２校 （R1:小学校２校・中学校 0校） 

 

 

●豊かな心を育てる 

◇道徳教育の充実 

「ふるさと志免」を愛し、異文化を理解し、異なる価値観を受容する子どもを育てるために、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。 

KPI：地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがあると肯定的に回答した児童生徒の割

合 全国平均値以上（R1:小６ 49.1％ 中３ 35.2％） 

 

 

 

基本目標２．まちの未来を担う人材を育成する 
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●安全で快適な教育環境を整える 

◇ICT を活用した教育環境の整備 

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を保障しま

す。 

KPI：授業に ICT を活用して指導できると肯定的に回答した教職員の割合 100％ 

（R1:53％） 

 

 

●社会にはばたく力を育成する 

◇英語教育の充実 

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、学習ソフトの活用などを推進します。 

KPI：英検３級以上の英語力を有する生徒の割合（中３）70.0％ （R1:33.3％） 

 

◇キャリア教育の推進 

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、一人ひとりの社会的・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。 
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●誰もが健康に生き生きと暮らすことができるよう、町民の健康意識を高め、健康管理や健康づくり活

動を促進します。 

●生きがいを持ち、自立した生活を送ることができるよう、高齢者について、地域で見守る体制を構築

するととにも、介護予防活動の実施や、就労や地域活動への参加を促進します。 

 

【数値目標】 

目標指標 基準値（R１） 目標値（R７） 

自立高齢者（６５歳以上で介護認定を受

けずに生活している高齢者）の割合 
86.8％ 87.0％ 

心身がともに健康だと感じる町民の割合 68.7％ 69.0％ 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

●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 

◇健康づくりの啓発と活動機会の充実 

・「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民の主体的

な健康づくりを支援します。 

・地域公民館など身近な場での健康づくりの機会を充実させます。 

・食生活改善推進会による親子料理教室や、小学校での食育教育などを通した食育推進を支

援します。 

◇心の健康づくりの啓発と人材育成 

心の健康づくりについて、相談窓口の紹介などを行い、啓発するとともに、ゲートキーパーなどの自

殺対策を支える人材を育成します。 

KPI：日頃健康のための取組（３項目以上）を行っている町民の割合  67.8％ 

（R1:63.3％） 

 

 

●地域で高齢者を見守り、支援する 

◇町民の互助意識の啓発と町民主体の見守りの支援 

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を支援します。 

◇地域ネットワークの構築 

地域ケア会議で地域課題を検討し、地域ネットワークを構築します。 

KPI：暮らしやすい地域であると感じる高齢者の割合 60.0％ （R1:58.7％） 

基本目標３．誰もが健康に生き生きと暮らすことができるまちをつくる 



9 

KPI：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 14.0％（R1:12.9％） 

 

 

●高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援する 

◇高齢者の交流場所の情報提供 

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を提供します。 

◇高齢者の地域活動と社会活動の促進 

・高齢者の地域活動を活性化するために、シニアクラブを支援します。 

・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

への加入促進を図るため、事業活動を支援します。 

KPI：シルバー人材センターへの加入率 2.6％ （R1:2.6％） 

 

 

●介護予防と健康づくりによる自立した生活を支援する 

◇フレイルや閉じこもりの予防機会の提供 

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な

どにて開催します。 

KPI：公民館などでの介護予防教室に参加した高齢者の延べ人数 6,250人 

（R1:6,187人） 
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●ひとが集う魅力的なまちとするため、商工業の振興や新たな創業者の育成支援をするとともに、行政

サービスの向上及び情報化、交通利便性の向上や地域特性にあった住宅施策を実施することで、

快適な生活環境を整えます。 

●町民が安心して暮らすことができるよう、地域の防犯活動の促進や防犯環境を整えるとともに、災害

時に迅速に対応できる体制を確立します。 

●本町への関心を高め、関係人口や定住人口の拡大を図るため、各種イベントの開催やふるさと納税

を通じて、まちの魅力を町内外に発信します。 

 

【数値目標】 

目標指標 基準値（R１） 目標値（R７） 

これからも志免町に住み続けたいと思う町民

の割合 
86.4％ 90.0％ 

 

【具体的な施策と重要業績評価指標（KPI）】 

●まちの魅力を発信する 

◇イベントの情報発信と開催支援 

・商工会や町内の団体などによる地域資源を活用したイベントなどの開催を支援します。 

・住民活動団体と連携し、まちを活性化するイベントなどを町内外へ発信します。 

KPI：まちの魅力発信イベント開催数 3件 （R1：2件） 

 

 

●商工業と新たな創業者の育成を支援する 

◇新規創業者の育成支援 

糟屋南部３町商工会で策定した創業支援事業計画に基づき、商工会との連携による町内の新

たな創業者の育成支援と情報発信を行います。 

◇創業や事業拡大の支援を目的とした町有地や公共施設の利活用の促進 

町内の事業者の創業や事業拡大への町有地や公共施設の利活用を促進する機会をつくり、事

業者の育成を支援します。 

KPI：起業塾の参加者数 10人（R1:8人） 

 

 

基本目標４．ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的なまちをつくる 
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●地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境を整える 

◇地域の防犯機能の強化 

「志免町地域安全安心センター」を拠点として、地域の防犯機能を強化します。 

◇防犯パトロールの実施と防犯灯の設置支援 

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を行うとともに、地域の

防犯灯の設置を支援します。 

◇管理不全な空き家対策の実施 

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に対し、その所有者に適正に管

理するよう助言や指導を行います。また、管理不全な空き家を早期に把握するため、防犯指導員

による町内巡回を行うとともに、地域住民からの情報提供を呼びかけます。 

KPI：日常から防犯対策を行っている町民の割合 87.8％（R1:87.0％） 

KPI：刑法犯認知件数 210件 （R1:241件） 

 

 

●災害時に迅速に対応できる防災体制を確立する 

◇消防団員の確保 

地域防災力の要となる消防団員を確保します。 

◇自主防災組織の活動支援と人材育成 

自主防災組織の設置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

る人材を育成します。 

KPI：日常から防災対策・準備をしている町民の割合 69.0％ （R1:68.1％） 

 

 

●快適な住環境を整える 

◇地域交通の利便性の向上 

町内公共施設や福祉施設等を利用する際の利便性向上のため、地域公共交通に係る専門部

署を設けて、巡回バスを運行するとともに、時代やニーズにあった町内の交通手段について調査と

研究を行います。 

◇時代と地域特性にあった建築規制の見直し 

高齢化がすすむ戸建ての住宅団地において、多世帯住宅や平屋住宅、バリアフリー住宅を建築し

やすくするために、時代と地域特性にあった建築規制の見直しを行います。 

KPI：巡回バスの利用者数 85,000人 （R1：82,330人） 
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●健全な財政運営を行う 

◇ふるさと納税の充実 

外部資金を獲得するため、従来のふるさと納税を充実させるとともに、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組を活用します。 

KPI：ふるさと納税寄附額 7億円 （R1:6億 5千万円） 

 

 

●行政サービスの向上と情報化を進める 

◇ICT を活用した行政サービスの推進と行政運営の効率化 

・町民の多様なライフスタイルや新しい生活様式に対応できるよう、行政手続きのオンライン化やＳ

ＮＳによる情報発信などのＩＣＴを活用した行政サービスを行います。 

・効率的な行政運営を行うため、ＩＣＴを活用した業務のシステム化とネットワーク化を行いま

す。 

KPI：行政サービスに満足している町民の割合 70.0％ （R1:69.3％） 


