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１．    値    達成度

まちが取り組むべきこと①     活動 情報提供 手軽                  普及啓発   町民 誰       親   
とができる環境づくりを進めます

5年間 取 組 状況
・町のスポーツ活動を広く推進しているスポーツ協会への運営サポートと補助金の交付を行った。
・スポーツやレクリエーションの普及啓発を行うスポーツ推進委員会の事務局として、活動を支援した。
・新体力テスト会をスポーツ推進委員と実施内容を検討して開催した。

残された課題
・スポーツイベントやレクリエーションへの参加者の減少。

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ C

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
・スポーツ推進委員やスポーツ協会と連携して、スポーツイベントやレクリエーション等の情報提供やスポーツ活動の普
及啓発に取り組んでいく。

取り組み方針の達成状況

26.0 ×

実績値 155 141 143 141 135スポーツ団体の登録数 団体 161 → ×

H28 H29 H30 H31/R1 R2

24.5 23.0 20.4

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課スポーツ活動の支援 47位/1位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

町内のスポーツ施設を
利用       人 割合
（町民意識調査）

％ 24.5 実績値 25.9

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
２－１ 町民     活動 支援  所管課

町内のスポーツ・文化施設
 対  満足度
（町民意識調査）

％
78.8

ｂ
77.8

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

町内のスポーツ・文化施設を
利用       人 割合
（町民意識調査）

％
40.9

ｃ

目標

31.9
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％
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方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



取り組み方針の達成状況

5年間 取 組 状況

・町文化活動の推進役として様々な活動（七夕美術展、チャリティカラオケ、文化講演会、響、文化祭芸能発表、
芸術祭等）をしている文化協会に助成金を交付した。
・町民の芸術文化の向上と町民の融和と連帯を目的に、文化協会や商工会等 連携  毎年11月初旬に芸能発
表 屋外     作品展示等 実施   （令和２年度    禍   中止）
 万葉集（令和）講座 落語講座   各種講座 開催   （令和２年度    禍   中止）
 年間 通  行 長期講座  講座生 受講状況 変化 合   前期 後期 分    工夫      受講
生 増     講座開催 周知      公民館      掲示  人気       講座 案内     
掲載するなど工夫した。
 ３月 一年間 成果 発表   生涯学習館      開催   （令和元年度 ２年度    禍    講
座やフェスタの中止）

残された課題
・受講生数が伸び悩んでおり、周知が足りない部分もあるため、周知方法を工夫する必要がある。
・男性の参加者が少ないため、男性が受けやすい講座を企画するなどの工夫が必要である。
 女性 働    人 多    講座 参加   人 少        

令和4年度取 組 方針
 新型       感染症拡大防止 徹底     町民 参加    講座 開催     工夫     

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと① 生涯学習 文化活動 関  情報提供 成果 発表   機会 充実   町民 生涯学習 文化活動  意
欲を高めることができる環境づくりを進めます

×講座の開催数 回 287

×

H28 H29 H30 H31/R1 R2
町内の文化施設を

利用       人 割合
（町民意識調査）

％ 33.5 実績値 37.2 38.0 34.3 35.9 25.3

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

２－２ 町民 生涯学習 文化活動 支援  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課生涯学習・文化活動の支援 28位/2位

実績値 60 56 69 61 56

実績値 274 255 239 162 73

令和4年度 取 組 方針 方向性

×文化関係の団体数 団体 64

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

    値 町内      文化施設 利用       人 割合   基準値40.9％ 対 実績値31.9% 大  下       
新型       感染症対策 施設 休館      影響         町内      文化施設 対  満足度   基準値
78.8％ 対 実績値77.8% 下         禍   十分 環境 提供         考     施設利用者 増   満
足度 高      引 続 催    周知方法等 検討  快適 利用   施設環境 整備 進     

令和4年度取 組 方針
 引 続       福岡 近隣自治体 図書館   施設 広域利用を支援する。

取り組み方針の達成状況

5年間 取 組 状況
・町民      福岡           施設 通常料金   安 利用できるように支援した。
・図書館では、他の公共図書館と連携・協力  広域的 図書館利用を行った。

残された課題
・なし

5年間 取 組 状況

 町民               生涯学習館 平成27年10月 施設使用料 見直  行い、体育施設は平成
28年度 施設使用料 見直  行った。
 平成30年 望山荘閉館          入館者 呼 込    電位治療器 増設 囲碁 将棋 場所  
         実施等 見直  行った。

残された課題
・インターネットでの施設予約のニーズが高まっている。

令和4年度取 組 方針
・施設使用料 見直しについては、再検証を行う。
 予約     使用料 支払    利便性向上    研究   

まちが取り組むべきこと② 施設使用    見直    公平 利用    施設      施設運営 行      

成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○
C

まちが取り組むべきこと① 老朽化  施設 改修 行      快適 使  施設環境 提供      

5年間 取 組 状況
 施設 管理運営 必要箇所 修繕 行った。
       空調    改修 実施  令和３年３月     （１５年間） 開始   

まちが取り組むべきこと③      福岡 近隣自治体 図書館   施設 広域利用 支援   

町内のスポーツ・文化施設
 対  満足度
（町民意識調査）

％ 78.8 ×

残された課題
・建物や付帯設備の老朽化が進んでいる。
・各施設の設備の充実が求められている。

令和4年度取 組 方針
 個別施設計画 基   町民    改修 実施設計 行う。
 令和５年度 施設使用開始 向   弓道場整備工事 行  
 総合公園野球場整備基本計画 基   総合公園野球場 改修 向  実施設計 行  

－

施設利用 受益者負担    化  行動目標 

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定

故障 不具合   施設 
改修 修繕率 ％ - 故障 不具合 規模 程度 明確 示     

今後指標 見直  検討  

実績値 80.9 80.4 80.4 78.9

２－３ スポーツ・文化活動ができる場を提供する 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課スポーツ・文化活動ができる場所の確保 29位/7位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

77.8

実績値

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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