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施策４.住み続けたいと思える、魅力と活力あるまちをつくる



１．    値    達成度

令和4年度 取 組 方針 方向性

5年間 取 組 状況

 中 坪公園         点灯式         行                  町内外  注目   参加
者 年々多     
     福岡          協定 結  多  町民     福岡 応援   志免町応援    開催  町
外在住者へ志免町を知ってもらういい機会となった。
 平成30年度  町                    誕生     魅力発信 一役 担   
 特別名義後援     住民主体     等 定着      令和２年度    禍 実施       

残された課題
・マスコットキャラクター「シメッチャ」を活用できていない。
    魅力 発信  手段 方法 少   

令和4年度取 組 方針

               志免町応援  等 企業 住民団体等 協力 得   活動 広          
      活用  町 PR  力 入     
 町外   人 訪  交流人口 増 目指    竪坑櫓 中心      行    歴史 学 ＤＶＤ 作成
 音声    設置等 行  

町外者 志免町 認知度 ％ ー －

取り組み方針の達成状況

実績値 ー ー 44.9 52.5 －

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 ○ －

まちが取り組むべきこと①    魅力 再確認  ＰＲ               活動 展開   

ｂ

H28 H29 H30 H31/R1 R2

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課   魅力 ＰＲ 10位/46位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

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

目標

85.8

２．取り組み方針の実施状況と方向性
４－１    魅力 発信      定住 促進  所管課

志免町に住み続けたいと答えた
町民 割合

（町民意識調査）
％

86.8

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 １．人と地域がにぎわうまち【人・地域づくり】 施策統括課    魅力推進課

施策 ４．住 続    思   魅力 活力  
まちをつくる 関 係 課 都市整備課・社会教育課

85.7 84.6
83.1

86.4 85.8
80
82
84
86
88
90

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％

基準値

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



令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
・文化財 収集 調査研究 進  公開      整理   
・引き続き、伝承文化継承のための取組を支援する。

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと② 地域への愛着や誇りを育てるため、文化財・伝統文化の継承につとめます

5年間 取 組 状況
・各種文化財 認定 適正 管理保存 行った。
 歴史資料室  企画展示会 歴史講座    史跡整備 管理 実施   
・石投 相撲   地域伝承活動 行 団体 支援   

残された課題
・民具や埋蔵文化財を保管している収蔵庫が、分散している。

5年間 取 組 状況
 竪坑櫓 国 重要文化財 指定      伴  平成30年2月  保存修理工事 行   

残された課題
 竪坑櫓 中心   歴史教育 拠点    

令和4年度取 組 方針
 竪坑櫓 周辺整備    調査設計 行  

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 竪坑櫓 適切 保存 管理活用 進   

×
志免町の文化財・伝統文化を
知    町民 割合
（町民意識調査）

％ 33.5 実績値 33.4 31.5 28.9 26.4 30.3

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

４－２     意識 高  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課文化財・伝統文化の継承と活用 40位/23位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

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 志免町 住 続     答  町民 割合  目標値87.8％ 対 実績値85.8％ 達成         前年度  
   減少      ５年間 実績    増減        全体 ８割 超  町民  志免町 住 続     回答   
  令和２年 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症拡大    予定    事業      中止    思                   町
        活用  PR  企業     等        事業 展開     町 魅力 発信        目標達成 近   
とが期待できる。

令和4年度取 組 方針
・新型コロナウイルス感染症収束後の創業支援の取り組みについて糟屋南部3町及び3町商工会で協議し、創業支
援事業を実施する。
 新規就農 相談等    福岡県普及     JA粕屋等 関係機関 協力  支援   

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと② 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

5年間 取 組 状況
 糟屋南部3町及 3町商工会 創業支援事業 取 組   令和２年度 新型       感染症拡大 実
施できなかったため、各商工会で個別で実施した。
  農地等 利用 最適化 関  指針  令和２年 策定   

残された課題
 創業支援事業 行      起業   至      
・新型コロナウイルス感染症拡大で事業形態が変わるなど、各商工会では様々な相談が寄せられている。
・新規就農希望者はいるが、新規就農までにいたっていない。

5年間 取 組 状況
 町内事業所 経営改善 体質強化 促進    商工会 補助金 交付      等  支援    新型 
      感染症拡大 打撃 受  中小企業者等 支援     給付金等 支給   
 農業委員会  農地 調査 行  農業者 適正 管理 指導等 行   

残された課題
 新型       感染症拡大 影響 商工業 大  打撃 受   終息 見据   支援 必要    
 農業用施設（井堰   池等） 今後老朽化 故障     考     

令和4年度取 組 方針
・地域経済の活性化に向けた消費喚起の取組として電子商品券事業等の実施に向けて商工会と協議を進める。
 農業用施設     池 劣化状況調査 実施   

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 ○

A

まちが取り組むべきこと① 既存 地場産業 維持 充実 向  支援 行   

商工会に加入している事業所数 事業所 922 ○実績値 916 927 934 927 940

H28 H29 H30 H31/R1 R2

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中）    魅力推進課産業の支援と新規創業者の育成・支援 36位/49位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

４－３ 産業を支援し、まちの活気を高める 所管課

※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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