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施策３.町民が活発に交流し、自主的に活動するまちをつくる



１．    値    達成度

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
 地域活動 住民活動       方 研究  町内会 活性化 高     

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと①      町     地域活動 住民活動   方    研究 検証 行   

5年間 取 組 状況

 地域活動 住民活動       方 研究     町内会長 先進地 視察   
 町内会長向  各種制度 行政 事務手続 等 出前講座 行   
・各自治会の自主防災組織の結成を支援した。
・地域活動を支援するため、その地盤となる町内会の区域を把握するための「町内会区域別白図」を作製した。
・地域活動について知ってもらうための紹介記事を広報に掲載した。
・転入者へ配布する町内会への加入案内チラシを作成した。

残された課題
・町内会に関する相談が増えている。

H28 H29 H30 H31/R1 R2

新たな地域自治モデルの検討  行動目標 

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課地域活動 住民活動 研究 検証 55位/17位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

２．取り組み方針の実施状況と方向性
３－１ 社会変化に対応した地域自治の仕組みをつくる 所管課

過去１年間 地域活動 住民活動 
参加  町民 割合
（町民意識調査）
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目標

4.1

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

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

サークルや団体に所属して活動している
町民 割合

（町民意識調査）
％
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方針に沿った取り組みを実施した
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－

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

公民館 開館日数 日 - 実績値を把握する手法がない実績値

×

H28 H29 H30 H31/R1 R2
過去１年間 地域活動 住民活動 

参加  町民 割合
（町民意識調査）

％ 53.8 実績値 55.4 52.3 51.0 46.4 35.5

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課地域活動 住民活動 参加          39位/34位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

令和4年度 取 組 方針 方向性

３－３ 町民同士 交流 増   地域活動 住民活動 参加          所管課

令和4年度取 組 方針
・公益的な活動に関心のある様々な対象に積極的に働きかけ、新たな活動団体の育成支援を推進する。

取り組み方針の達成状況

実績値 23 24 21 21 22

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 ○

B

×

H28 H29 H30 H31/R1 R2
サークルや団体に所属して活動している

町民 割合
（町民意識調査）

％ 6.8 実績値 9.4 7.4 6.4 6.2 4.1

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課住民活動 情報提供 活動支援 46位/12位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

３－２ 多様 目的 応  町民              所管課

まちが取り組むべきこと①       活動 住民活動団体 情報収集 強化  町民 幅広 情報提供 行   

○住民活動団体 登録数 団体 17

まちが取り組むべきこと② 同 目的    町民     活動     活動 支援   

5年間 取 組 状況
・まちづくり支援室には現在20の登録団体があり、福祉、子育て、読書活動、歴史等様々な分野で活動している。
協働       推進     創設  住民活動団体育成支援制度  協働         団体 初期活
動 支援   ５年間 創設  団体 ５団体 

残された課題
 住民活動団体     活動団体 高齢化  中 新  団体 立 上  以前  困難 状況    

5年間 取 組 状況
・協働のまちづくりを進めるため、まちづくり支援室を設置し、運営をNPO法人に委託した。
・登録団体やボランティアの情報などを冊子やホームページ、SNS等で広く発信し、訪れた方の相談に乗ったり、ボラン
   活動 住民活動団体 繋    活動 行   

残された課題
・ボランティア活動の中心となってきた団塊の世代が高齢化する中、現役世代は仕事や子育てで余裕がなく、活動に
積極的に参加する人が減少している。

令和4年度取 組 方針
・登録団体やボランティアの情報等を、今後も様々な手法で積極的に発信していくとともに、新たな活動者が活動しや
すい環境づくりに取り組む。

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       団体 所属  活動    町民 割合   基準値6.8％ 対  実績値4.1％  過去１年間 地域活
動 住民活動 参加  町民 割合   基準値53.8％ 対  実績値35.5％ 減少     特 令和２年度 激減  新型ｺﾛ
ﾅｳｨﾙｽ感染症拡大により、世界的にも今までに経験したことのない危機的な状況のなか、様々な活動が停止したためと推測される。予定
    施策 思                   年々実績値 減少    原因    定年 延長     在宅高齢者 減
少や、共働き世帯の増加等により、町内会への加入、地域活動参加への関心の希薄化も一因として考えられる。まだコロナ禍が収束し
ていない中、今後はそういった状況の中でも施策の目標が達成できるような新たな取り組みを考えていくことが必要である。同時に引き続
き町に合った自治組織を研究・検討していく必要がある。

令和4年度取 組 方針
 引 続  社会福祉協議会 関係機関       団体 連携  町民       活動 福祉    関心 
高めることができるように支援する

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと④ 社会福祉協議会 中心  福祉              広  町民 参加機会 充実    

5年間 取 組 状況
・社会福祉協議会では、福祉関係ボランティア団体で結成された「志免町ボランティア連絡協議会」や所属団体への
支援 行  町   協力  団体 活動     等 周知 後援 行   

残された課題
        広  効果的 取組 仕組     確立  必要    
・新型コロナウイルス感染症対策による新しい生活様式に対応したボランティア活動が求められている。

5年間 取 組 状況
 毎年6月頃、町民センターにて公民館役員研修会を行  (年1回)    県 福岡地区 公民館研修大会
 参加  他市町村 事例    情報収集 行     （令和２年度    禍   中止）

残された課題
 地域        公民館活動 担 人材 確保 求       

令和4年度取 組 方針
・引き続き、公民館役員研修等を通じ、住民が公民館     役割 知識 身につける機会をつくっていく。

残された課題
・シニアクラブ会員数の減少
       会員 高齢化   役員 担 手不足

令和4年度取 組 方針
 引 続 課題 解決     支援 行     

まちが取り組むべきこと③ 公民館役員研修   地域 人材育成    機会 充実    

令和4年度取 組 方針
 幅広 公民館 活用        公民館活動への助言や公民館長会議等で情報の提供を行っていく。

まちが取り組むべきこと② 高齢者 地域活動 住民活動 活躍   機会      

5年間 取 組 状況

 高齢者 人口 増            （令和２年度老人     名称変更） 会員数 減少     
  町      連合会 協議            会員募集    広報        周知 行      
     地域 団体発足 連合会加盟    支援 行   
 誰  利用   福祉巡回   運行   多  高齢者 利用   高齢者 活動  際 一助     

まちが取り組むべきこと① 町民 身近 交流 場    公民館 活用 促進   

5年間 取 組 状況
・公民館活動事業費補助金の交付及び公民館活動への助言を行った。

残された課題
 町内会  加入率 減少傾向    地域  交流 希薄化 公民館利用者 固定化      

※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

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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