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１１１１        計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

 

本市は、市民・産業界・教育研究機関・行政の連携のもと、地域の発展と住

民福祉の向上を図るため、将来像を「ひとを育て自然と産業が共に息づくまち 

田川 ～活力あるものづくり産業都市を目指して～」と設定し、この将来像を実

現するための目標や施策、そして事業の計画を示した「田川市第５次総合計画」

を平成２２年度に策定しました。 

田川市第５次総合計画は、まちづくりの基本理念や市の将来像を明らかにす

るとともに、それらを実現するための基本目標や重点目標を併せて示す「基本

構想」、基本構想で明らかにした将来像を実現するために必要な施策を体系的に

示す「基本計画」及び基本計画で示された施策に対する具体的な事業の計画を

示す「実施計画」で構成しています。 

また、本市の基本構想の計画期間は、平成２３年度から平成３２年度までの

１０年間としており、基本計画は、市民ニーズや昨今の社会経済情勢にきめ細

かく対応するため５年間ごとに前期と後期に分け、「前期基本計画」の計画期間

は平成２３年度から平成２７年度まで、「後期基本計画」の計画期間は平成２８

年度から平成３２年度までとしています。 

この度、前期基本計画の計画期間が平成２７年度で終了することから、前期

基本計画の達成状況、市民ニーズや社会経済情勢を踏まえ、本市の現状と課題

などを明確にするとともに、引き続き将来像の実現に向けた取組を進めるため、

後期基本計画を「田川市議会基本条例」に基づき、田川市議会の議決を経て策

定するものです。 

なお、今回の後期基本計画の策定に当たっては、既に１０年間の計画につい

て議決を得ている基本構想については、変更せずに継承するものです。 
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２２２２        前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画からのからのからのからの変更点等変更点等変更点等変更点等    

 

(1)(1)(1)(1)    各施策内各施策内各施策内各施策内容容容容とととと重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの見直見直見直見直しししし    

前期基本計画策定後の市民ニーズ、社会経済情勢や諸制度の変更、さらに

はこれまでの取組の経過などを考慮して、各施策と重点プロジェクト内容の

見直しや、新たな取組の追加等を行いました。 

 

(2) (2) (2) (2) 施策体系施策体系施策体系施策体系のののの見直見直見直見直しししし    

前期基本計画の施策体系は継承（尊重）しつつ、施策体系の見直しを行い

ました。 

 

 

 

３３３３        前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画のののの検証検証検証検証    

 

第５次総合計画では、施策（基本計画）や事務事業（実施計画）における目

標を可能な限り数値で設定し、それを基に施策や事務事業の達成度を客観的に

把握することを目的として、行政評価制度に取り組んでいます。 

平成２４年度及び平成２７年度に、前期基本計画に掲げた４３施策の実績・

現状・今後の方向性についての検証を行うための施策評価に取り組み、本市と

して目指すべき成果指標や目標値のあり方、目的と手段の整合性等の評価を行

い、後期基本計画へ反映しています。 

このそれぞれの評価に当たっては、本市による自己評価に加え、条例に基づ

き設置した「田川市経営評価改革推進委員会」による外部評価を行うことで、

評価としての精度向上に努めました。 
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表表表表１１１１    前期基本計前期基本計前期基本計前期基本計画画画画のののの基本目標基本目標基本目標基本目標・・・・政策別政策別政策別政策別のののの成果指標成果指標成果指標成果指標によるによるによるによる施策施策施策施策のののの達成状況達成状況達成状況達成状況    

（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月時点月時点月時点月時点））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○成果指標による施策の達成状況欄の数字は（達成した成果指標の数／成果指標の数）として表記 

基 本 目 標

成果指標による

施策の達成状況

１‐１ 利便性の高い都市基盤をつくる ３／７

１‐２ 快適な生活空間をつくる ３／６

１‐３ 豊かな自然を守り、循環型社会をつくる １／10

１‐４ 自然と調和のとれた都市環境をつくる ２／３

１‐５ 安全に生活できるまちをつくる １／３

（都市づくり） 10／29

２‐１ 環境と調和した農林業をつくる １／６

２‐２ 活力ある商工業をつくる ０／５

２‐３ 安定した雇用環境の整備を進める ２／２

２‐４ 魅力ある観光地をつくる ５／５

（産業・経済） ８／18

３‐１ 健やかに生活できるまちをつくる ０／５

３‐２ 安心して出産し子育てできるまちをつくる ２／７

３‐３ ともに支えあう福祉のまちをつくる ３／６

３‐４ 安全・安心な暮らしをつくる ２／６

（医療・福祉） ７／24

４‐１ 子どもたちの豊かな心と創造力を育む ５／６

４‐２ 市民の豊かな心と創造力を育む ５／19

４‐３ 地域の歴史・文化を守り育てる ０／２

（教育・文化） 10／27

５‐１ 市民と共に歩むまちをつくる １／６

５‐２ 信頼に応える行財政運営を進める ４／９

５‐３ 広域連携を進める ３／４

（行財政運営） ８／19

①自然豊かで安全・快

適に暮らせる美しいま

ちづくり

②環境にやさしく魅力

あふれる産業を育むま

ちづくり

③互いに支えあい誰も

が健やかに安心して暮

らせるまちづくり

④郷土を愛し豊かな心

と創造力を育むまちづ

くり

⑤期待と信頼に応え市

民と共に歩む「さわや

か」なまちづくり

小 計

政 策

小 計

小 計

小 計

小 計
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１１１１        人口人口人口人口    

 

(1) (1) (1) (1) 総人口及総人口及総人口及総人口及びびびび推計人口推計人口推計人口推計人口    

本市の総人口は、昭和３３年７月 1 日に１０２，７５５人の最大人口（住

民基本台帳人口※）を記録した以降、減少の一途をたどっており、平成２７

年４月１日の人口は、４９，６４９人となっています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所が平成２２年の国勢調査を基に推計

した将来推計人口は、平成２７年以降、本市の総人口が全国・福岡県の平均

割合を上回るペースで減少していくものとなっており、平成５２年には   

３９，２９６人まで人口が減少するものとして予測されています。 

この人口減少問題は、本市だけでなく全国的な問題となっていることから、

国は「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、全国の自治体に人口減少問題

を解決するための戦略を策定することを求め、国と全国の自治体が一体と 

なって人口減少対策に取り組むこととしています。 

本市においても、国が掲げた目的を達成するために「田川市未来創生総合

戦略」を策定し、人口減少対策に取り組みます。 

 

※住民基本台帳人口 

市町村にある住民基本台帳に届出により記録されている住民の数で、毎月末日現在で算出したもの。 

 

図図図図１１１１    本市本市本市本市のののの住民基本台帳人口住民基本台帳人口住民基本台帳人口住民基本台帳人口、、、、将来推計人口及将来推計人口及将来推計人口及将来推計人口及びびびび国勢調査人口国勢調査人口国勢調査人口国勢調査人口のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：国立社会保障・人口問題研究所） 

○住民基本台帳人口は、各年４月１日現在の人口 

○将来推計人口は、平成２２（２０１０）年の国勢調査を基に５年ごとに１０月１日現在の人口を推計 

○国勢調査人口は、各年１０月１日現在の人口 
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表表表表２２２２    本市本市本市本市とととと全国全国全国全国・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県のののの将来推計人口将来推計人口将来推計人口将来推計人口のののの推移及推移及推移及推移及びびびび減少率減少率減少率減少率のののの比較比較比較比較    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((((2222) ) ) ) 年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    

本市の平成２２年１０月１日の年齢構成は、全国・福岡県の平均と比較し

て、年少人口（０歳～１４歳）の割合が低く、老齢人口（６５歳以上）の割

合が高くなっており、既に少子高齢化が進んでいる状況と言えます。 

今後においても、全国・福岡県の平均と比較した場合、その割合は緩やか

ではありますが、本市の少子高齢化は、現状とほぼ同様の割合で推移してい

くことが予測されています。 

なお、平成２７年４月１日時点における本市の人口構成は、男女ともに  

６５歳から６９歳までの人口が一番多くなっています。 

 

表表表表３３３３    本市本市本市本市とととと全国全国全国全国・・・・福岡県福岡県福岡県福岡県のののの年齢構造年齢構造年齢構造年齢構造のののの割合割合割合割合（（（（推計推計推計推計をををを含含含含むむむむ））））    

 

 

 

 

 

 

 

  

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

平成32年

（2020）

平成37年

（2025）

平成42年

（2030）

平成47年

（2035）

平成52年

（2040）

全 国 128,057 126,597 124,100 120,659 116,618 112,124 107,276

（千人） 減少率 -1.14% -1.97% -2.77% -3.35% -3.85% -4.32%

福 岡 県 5,071,968 5,045,624 4,968,057 4,855,724 4,718,154 4,558,867 4,379,486

（人） 減少率 -0.52% -1.54% -2.26% -2.83% -3.38% -3.93%

田 川 市 50,605 48,939 47,123 45,183 43,207 41,257 39,296

（人） 減少率 -3.29% -3.71% -4.12% -4.37% -4.51% -4.75%

年 齢 構 造

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

平成32年

（2020）

平成37年

（2025）

平成42年

（2030）

平成47年

（2035）

平成52年

（2040）

年少人口

（0歳～14歳）

13.1% 12.5% 11.7% 11.0% 10.3% 10.1% 10.0%

生産年齢人口

（15歳～64歳）

63.8% 60.7% 59.2% 58.7% 58.1% 56.6% 53.9%

（％）

老齢人口

（65歳以上）

23.0% 26.8% 29.1% 30.3% 31.6% 33.4% 36.1%

年少人口

（0歳～14歳）

13.5% 13.1% 12.4% 11.6% 11.0% 10.7% 10.6%

生産年齢人口

（15歳～64歳）

64.2% 60.6% 58.5% 57.9% 57.5% 56.4% 54.1%

（％）

老齢人口

（65歳以上）

22.3% 26.4% 29.1% 30.5% 31.6% 33.0% 35.3%

年少人口

（0歳～14歳）

12.9% 12.9% 12.6% 12.3% 12.0% 12.2% 12.4%

生産年齢人口

（15歳～64歳）

59.1% 55.8% 54.0% 54.1% 55.2% 55.5% 54.8%

（％）

老齢人口

（65歳以上）

28.0% 31.3% 33.3% 33.6% 32.8% 32.3% 32.8%

田 川 市

福 岡 県

全 国

（出典：国立社会保障・人口問題研究所） 

○将来推計人口は、平成２２（２０１０）年の国勢調査を基に５年ごとに１０月１日現在の人口を推計 

○減少率は、対前年（５年前）との比較 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所） 

○各年における割合は、小数点以下第２位を四捨五入の端数処理をしているため、その合計が１００％にならないこ

とがある 
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図図図図２２２２    本市本市本市本市のののの人口構成人口構成人口構成人口構成（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２        財政財政財政財政    

 

本市の普通会計の歳入のうち、市税など自主的な財源の構成比は約３割で推

移していますが、類似自治体と比較して、自主財源の構成割合が低い状況です。 

 また、本市の歳出決算額は、平成２６年度には約２７３億円となっています。 

この歳出決算額のうち、高齢者・障がい者・児童福祉、生活保護などに要する

「民生費」が約５割を占めている状況にあり、今後も「民生費」はさらなる増

加が見込まれることから、厳しい財政運営が予測されます。 

  

1,091人

1,128人

1,149人

1,168人

1,130人

1,154人

1,303人

1,492人

1,519人

1,257人

1,219人

1,461人

1,938人

1,9491,9491,9491,949人人人人

1,401人

1,118人

845人

464人

160人

28人

2人

1,048人

1,111人

1,080人

1,123人

1,103人

1,149人

1,315人

1,421人

1,561人

1,416人

1,356人

1,633人

2,073人

2,3002,3002,3002,300人人人人

1,776人

1,781人

1,550人

1,118人

567人

172人

20人

500人 1,500人 2,500人

500人1,500人2,500人

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

男（人） 女（人）
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図図図図３３３３    自主財源自主財源自主財源自主財源とととと依存財源依存財源依存財源依存財源のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図４４４４    歳出額歳出額歳出額歳出額のののの推移推移推移推移（（（（目的別目的別目的別目的別））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

17.6%

18.5%

17.9%

16.6%

17.8%

12.7%

12.5%

13.2%

11.3%

12.3%

28.8%

29.4%

28.7%

25.5%

26.5%

22.3%

23.1%

23.5%

27.1%

26.1%

8.5%

5.9%

6.9%

10.7%

7.1%

10.1%

10.6%

9.8%

8.8%

10.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

市税 その他の自主財源 地方交付税 国庫支出金 市債 その他の依存財源

自主財源 依存財源 

22.8億円

23.5億円

19.0億円

23.0億円

22.1億円

117.6億円

121.6億円

124.0億円

133.2億円

136.8億円

25.7億円

26.5億円

26.9億円

22.9億円

24.9億円

20.5億円

20.0億円

23.9億円

40.1億円

28.4億円

36.4億円

33.6億円

30.9億円

28.7億円

27.0億円

0億円 100億円 200億円 300億円

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林業費

商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費
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用語解説用語解説用語解説用語解説（（（（図図図図４４４４））））    

    

    

〔議会費〕 

議会の運営に関する経費や議員の人件費など 

〔総務費〕 

市役所の一般管理部門や徴税、戸籍・住民登録事務、選挙や統計、監査などに要する経費 

〔民生費〕 

住民の社会保障などに要する経費。生活保護や高齢者、障がい者、児童福祉など 

〔衛生費〕 

住民の健康診断や予防接種など保健事務に関するものや、ごみ処理場や火葬場の運営に関する負担

金など 

〔労働費〕 

雇用対策に要する経費 

〔農林業費〕 

農業や林業の振興に関するものや農業委員会の運営に関する経費 

〔商工費〕 

中小企業や商店街などの振興のほか、観光の推進などに要する経費 

〔土木費〕 

道路、河川、公園、公営住宅などの建設・維持管理や都市計画事務に関する経費 

〔消防費〕 

災害対策や消防団の運営に関するもののほか、消防署の運営に関する負担金など 

〔教育費〕 

幼稚園や小中学校のほか、図書館、博物館、美術館、文化センターなどの文化施設、市民球場や総

合体育館などの体育施設の運営、維持管理に要する経費など 

〔災害復旧費〕 

大雨などの災害により被害を受けた公共施設の復旧費用 

〔公債費〕 

過去に発行した地方債の元利償還金（借金の返済費用） 

用語解説用語解説用語解説用語解説（（（（図図図図３３３３））））    

    

    

○  普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計（上水道等の公営企業会計及び国民健康

保険事業特別会計等）以外の会計を統合し、総務省の定める基準で各地方公共団体の会計を統一的

に再構成したものです。 

〔一般会計〕 

 教育や福祉、公共施設の整備など、市民の皆さんにとって身近なものに使われる会計 

〔特別会計〕 

上水道、病院、国民健康保険など、特定の目的や収入がある事業を、一般会計と分けて事業ごとの

収支を明確にした会計 

 

○  自主財源とは、自治体自らが決定し収入し得る財源です。これとは反対に、依存財源は、国や県

などにより定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいいます。自主財源が多い

ほど行政活動の自主性と安定性が確保されるものです。 

〔市税〕 

市民税（個人、法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など 

〔その他の自主財源〕 

国から交付される地方譲与税、各種交付金、市が有する財産の貸付や売払いによる収入など 

〔地方交付税〕 

国税である所得税、法人税、消費税などの一定割合の額を、地方公共団体が等しくその行なうべき

事務を遂行することができるように国が交付する税 

〔国庫支出金〕 

国から支出される原則的に使途が特定されている国庫負担金、国庫補助金、委託金など 

〔市債〕 

市が発行する地方債。いわゆる市の借金 
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１１１１        市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査    

    

後期基本計画の策定にあたり、市民の意識や動向、行政に対する要望や評価

などを把握するため、１８歳以上の市民を対象とする「市民意識調査」を実施

しました。 

    

(1) (1) (1) (1) 住住住住みやすさみやすさみやすさみやすさ    

田川市は住みやすいところだと感じますか、の質問について「まあ住みや

すい」と回答した人が４４．７％で最も多く、続いて「住みやすい」と回答

した人が３０．３％となっており、本市は住みやすいと感じる人は全体の４

分の３を占めています。 

また、住みやすいと感じる人に対し、その理由を尋ねた結果、「郷土・ふ

るさとである」と回答した人が６２．１％で最も多く、続いて「人情が厚い」

と回答した人が３６．９％、続いて「日用品の買い物が便利」、「自然環境が

よい」と回答した人がともに３６．４％となっています。 

同様に、住みにくいと感じる人に対し、その理由を尋ねた結果、「交通の

便がわるい」と回答した人が７６．２％で最も多く、続いて「働きやすい環

境が整っていない」と回答した人が５４．０％、続いて「治安がわるい」と

回答した人が４４．４％となっています。 

さらに、今後も田川市に住み続けたいと感じますか、の質問について「や

や感じる」と回答した人が３５．２％で最も多く、続いて「とても感じる」

と回答した人が３２．２％となっており、本市に住み続けたいと感じる人は、

全体の３分の２を占めています。 
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図図図図５５５５    市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果①①①①    

 

    

    

    

    

    

    

    

 

住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい理由理由理由理由（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

住住住住みにくいみにくいみにくいみにくい理由理由理由理由（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

    

    

    

    

    

    

    

        

住みやすい, 

30.3%

まあ住みやすい, 

44.7%

やや住みにくい, 

16.7%

住みにくい, 7.2% 無回答, 1.1%

質問あなたは、田川市は住みやすいところだと感じますか。最も当てはまる番号１つに

○をつけてください。また、その（住みやすい、住みにくい）理由もお答えください。 

2.0%

3.0%

1.5%

4.5%

5.1%

7.1%

17.2%

18.2%

21.2%

25.3%

36.4%

36.4%

36.9%

62.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

無回答

娯楽施設が多い

教育環境が整っている

働きやすい環境が整っている

公共、公益施設が充実している

治安がよい

交通の便がよい

医療が充実している

物価が安い

自然環境がよい

日用品の買い物が便利

人情が厚い

郷土・ふるさとである

9.5%

1.6%

4.8%

6.3%

11.1%

11.1%

33.3%

34.9%

36.5%

38.1%

41.3%

44.4%

54.0%

76.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

無回答

人情が薄い

物価が高い

自然環境がわるい

郷土・ふるさとでない

教育環境が整っていない

医療が充実していない

日用品の買い物が不便

公共、公益施設が充実していない

娯楽施設が少ない

治安がわるい

働きやすい環境が整っていない

交通の便がわるい
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図図図図６６６６    市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果②②②②    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(2(2(2(2) ) ) ) 満足度満足度満足度満足度とととと重要度重要度重要度重要度    

本市における様々な項目に、市民がどのように感じているかということを

把握する「満足度」については、「生活用水（水道）を安心して使うことが

できる」、「世界記憶遺産などの文化財が、保存・活用されている」、「生活に

密着した主要な道路が整備されている」という項目の順に、市民の満足度が

高くなっています。 

一方、市民の満足度が低い「地元企業や商店などに活力がある」、「企業誘

致、起業支援などにより、新たな企業や商店が増えている」、「求職者が就職

しやすい環境が整っている」、「にぎわいのある市街地が形成されている」そ

して「多くの観光客が訪れている」という５項目は、８割以上が満足してい

ない状況です。 

また、本市のまちづくりに関し、今後何が重要であるかということを把握

する「重要度」については、満足度が低かった「企業誘致、起業支援などに

より、新たな企業や商店が増えている（３９．０％）」、「求職者が就職しや

すい環境が整っている（３７．１％）」そして「地元企業や商店などに活力

がある（３４．１％）」の３項目が３割を超えており、本市のまちづくりに

とって特に重要であるとの結果が得られています。    

        

とても感じる, 

32.2%

やや感じる, 35.2%

あまり感じない, 

19.3%

全く感じない, 7.6%

無回答, 5.7%

質問今後も田川市に「住み続けたい」と感じますか。あなたの考えに近いものを１つ選

んで番号に○をつけてください。 
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図図図図７７７７    市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果③③③③    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

質問あなたは、田川市のことについてどのように感じていますか。１から３５のすべて

の質問内容について、あなたのお考えに近いものを選択肢１～４の中から１つ選んで番

号に◯をつけてください。  

○各項目における割合は、小数点以下第２位を四捨五入の端数処理をしているため、その合計が１００％にならないこ

とがある 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.5 

0.4 

2.3 

3.4 

3.4 

3.4 

4.5 

1.9 

3.0 

3.8 

5.7 

4.2 

1.9 

3.8 

4.2 

4.2 

4.5 

4.2 

4.5 

4.5 

6.1 

4.5 

6.1 

6.4 

9.1 

13.3 

8.7 

9.1 

17.4 

17.0 

39.8 

3.4 

3.8 

4.2 

8.3 

9.5 

12.9 

13.3 

15.5 

19.3 

20.5 

20.8 

23.5 

23.5 

23.9 

24.6 

26.5 

29.9 

29.2 

28.8 

29.2 

29.2 

32.6 

32.6 

33.7 

32.2 

36.0 

34.8 

35.2 

39.0 

35.2 

41.3 

43.6 

45.1 

45.5 

37.9 

25.4 

36.7 

41.3 

33.7 

48.9 

35.6 

50.8 

56.8 

47.3 

45.8 

45.8 

44.7 

45.1 

48.5 

29.9 

48.9 

43.2 

43.9 

47.7 

44.7 

41.7 

38.3 

43.6 

37.5 

40.2 

40.2 

37.1 

40.5 

31.1 

32.6 

33.3 

32.2 

22.0 

23.9 

14.0 

64.4 

52.7 

48.1 

51.1 

30.3 

44.7 

23.9 

14.8 

25.4 

23.5 

22.0 

22.0 

19.7 

14.8 

36.0 

15.2 

15.9 

14.0 

14.4 

14.4 

14.4 

16.7 

12.5 

15.5 

13.3 

13.6 

11.4 

12.9 

16.3 

13.3 

10.6 

9.1 

9.5 

9.1 

5.7 

5.7 

5.7 

5.3 

5.7 

9.8 

6.4 

9.8 

9.5 

4.5 

6.8 

6.8 

8.0 

8.7 

9.1 

3.8 

5.3 

9.1 

9.1 

4.9 

7.6 

10.2 

8.3 

6.8 

8.7 

8.3 

5.7 

10.6 

4.9 

4.5 

5.7 

6.1 

6.1 

6.1 

4.5 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地元企業や商店などに活力がある

企業誘致、起業支援などにより、新たな企業や商店が増えている

求職者が就職しやすい環境が整っている

にぎわいのある市街地が形成されている

国際交流が盛んである

多くの観光客が訪れている

農業の高付加価値化（ブランド化、６次産業化など）が進んでいる

農林業の基盤（担い手確保、農地の効率化など）が整備されている

公園や景観など、魅力的な都市環境が整っている

社会的弱者の暮らしを支える制度が整っている

良質な住環境を提供する取組が進んでいる

学力・体力・豊かな人間性などを育成する教育が行われている

犯罪や事故などを抑止する対策が進められている

生涯にわたり学習活動ができる環境が整っている

鉄道、バスなどの公共交通機関が整っている

障がい者の福祉サービスや社会参加への取組が進んでいる

安心して子育てできる環境が整っている

スポーツ活動が楽しめる環境が整っている

高齢者の生きがいづくりや介護予防の取組が進んでいる

市民が参加したまちづくりが進んでいる

幼稚園、小中学校に学びやすい環境（施設整備、少人数学級など）が整っている

全ての人の人権が尊重されている

火災や災害（地震、風水害など）に対する体制が整っている

学校・家庭・地域が連携し、子供を守り育てる環境が整っている

市民のニーズに対応した行政サービス（窓口対応など）が提供されている

環境教育・美化活動など、環境保全の取組が機能している

子育ての経済的支援（子ども医療費、出産祝い金など）が充実している

ごみの減量化・資源化や省エネなど、地球にやさしい取組が進んでいる

田川市立病院をはじめ、地域の医療体制が整っている

家庭や工場などから排出される汚水が適正に処理されている

各種健（検）診や保健指導が充実している

文化センター、美術館などで行われる文化活動が充実している

世界記憶遺産などの文化財が、保存・活用されている

生活に密着した主要な道路が整備されている

生活用水（水道）を安心して使うことができる

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答
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図図図図８８８８    市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果市民意識調査結果④④④④    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

質問「問５」の１から３５の質問内容のうち、田川市のまちづくりに今後何が重要であ

ると思いますか。重要であると思うものを５つ選んで番号を記入してください。 

15.5%

1.9%

3.0%

3.0%

3.0%

3.4%

3.4%

4.2%

4.2%

4.9%

6.1%

6.4%

6.4%

6.8%

6.8%

6.8%

6.8%

8.0%

8.0%

8.3%

8.3%

9.1%

9.5%

10.6%

11.4%

11.4%

12.1%

15.2%

15.9%

18.6%

23.5%

25.0%

28.0%

34.1%

37.1%

39.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

文化センター、美術館などで行われる文化活動が充実している

国際交流が盛んである

各種健（検）診や保健指導が充実している

生活用水（水道）を安心して使うことができる

スポーツ活動が楽しめる環境が整っている

生涯にわたり学習活動ができる環境が整っている

農林業の基盤（担い手確保、農地の効率化など）が整備されている

環境教育・美化活動など、環境保全の取り組みが機能している

生活に密着した主要な道路が整備されている

市民のニーズに対応した行政サービス（窓口対応など）が提供されている

障害者の福祉サービスや社会参加への取り組みが進んでいる

農業の高付加価値化（ブランド化、６次産業化など）が進んでいる

世界記憶遺産などの文化財が、保存・活用されている

火災や災害（地震、風水害など）に対する体制が整っている

公園や景観など、魅力的な都市環境が整っている

ごみの減量化・資源化や省エネなど、地球にやさしい取り組みが進んでいる

子育ての経済的支援（子ども医療費、出産祝い金など）が充実している

家庭や工場などから排出される汚水が適正に処理されている

市民が参加したまちづくりが進んでいる

良質な住環境を提供する取組が進んでいる

犯罪や事故などを抑止する対策が進められている

全ての人の人権が尊重されている

多くの観光客が訪れている

学校・家庭・地域が連携し、子供を守り育てる環境が整っている

幼稚園、小中学校に学びやすい環境（施設整備、少人数学級など）が整っている

社会的弱者の暮らしを支える制度が整っている

田川市立病院をはじめ、地域の医療体制が整っている

学力・体力・豊かな人間性などを育成する教育が行われている

安心して子育てできる環境が整っている

高齢者の生きがいづくりや介護予防の取り組みが進んでいる

鉄道、バスなどの公共交通機関が整っている

にぎわいのある市街地が形成されている

地元企業や商店などに活力がある

求職者が就職しやすい環境が整っている

企業誘致、起業支援などにより、新たな企業や商店が増えている
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１１１１        関連関連関連関連するするするする計画計画計画計画のののの策定策定策定策定    

 

 後期基本計画に掲げる各施策における事業の優先化・重点化や、他施策と連

携を図り、施策の実効性を高めるため、必要に応じて、各施策分野における関

連（個別）計画などを策定しています。 

 

 

 

２２２２        実施計画実施計画実施計画実施計画とととと行政評価行政評価行政評価行政評価、、、、予算予算予算予算のののの連携連携連携連携    

 

後期基本計画に掲げた施策の具体化を図るため、「実施計画」を策定します。 

実施計画は、社会経済情勢などに適切かつ柔軟に対応できるよう、行政評価

の結果や将来の財政収支の見通しなど、総合的な視点から毎年ローリングによ

る見直しを行います。 

 行政評価は、市が実施する政策・施策・事務事業について「どのような成果

があったか」、「当初設定した目標が達成できているか」などの視点から総合的

に評価・検証を行い、次年度以降の施策・事務事業の立案や見直しを行い、次

年度の予算を編成していきます。 

 また、各年度の実施計画に係る予算編成は、予算と事務事業（実施計画）と

の連携を図ることで、事業実施に係る財源を担保することにより、施策を推進

していきます。 

 このような行政評価と予算の連携により、「Ｐｌａｎ（計画）」‐「Ｄｏ（実

施）」‐「Ｃｈｅｃｋ（評価）」‐「Ａｃｔｉｏｎ（改善）」のサイクルを充実・

強化させ、総合計画全体の着実な推進を図ります。 

 なお、後期基本計画の施策・事業のうち特に重要なものについては、本市の

最高意思決定機関である庁議において、定期的に進捗を把握するとともに、適

切な措置を講じ、着実に推進していきます。 
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将来像実現のため、後期基本計画の施策体系を次のとおり設定します。 

 

  

活力ある都市基盤をつくる

ひとをひとをひとをひとを育育育育てててて自然自然自然自然とととと産業産業産業産業がががが共共共共にににに息息息息づくまちづくまちづくまちづくまち田川田川田川田川

～～～～活力活力活力活力あるものづくりあるものづくりあるものづくりあるものづくり産業都市産業都市産業都市産業都市をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～

将来像将来像将来像将来像

自然豊自然豊自然豊自然豊かでかでかでかで安全安全安全安全・・・・快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる美美美美しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり（（（（都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり））））

利便性利便性利便性利便性のののの高高高高いいいい都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤をつくるをつくるをつくるをつくる

第第第第１１１１章章章章

第第第第１１１１節節節節

１

便利で快適な道路網をつくる２

地域に見合った交通環境をつくる３

良質な住環境をつくる

快適快適快適快適なななな生活空間生活空間生活空間生活空間をつくるをつくるをつくるをつくる第第第第２２２２節節節節

１

安心できる水道をつくる２

効率的な汚水処理のしくみをつくる３

環境を保全し、自然と共生する都市をつくる

豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然をををを守守守守りりりり、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくるをつくるをつくるをつくる第第第第３３３３節節節節

１

循環型の都市をつくる２

災害に強い都市をつくる

安全安全安全安全にににに生活生活生活生活できるまちをつくるできるまちをつくるできるまちをつくるできるまちをつくる第第第第４４４４節節節節

１

環境環境環境環境にやさしくにやさしくにやさしくにやさしく魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる産業産業産業産業をををを育育育育むまちづくりむまちづくりむまちづくりむまちづくり（（（（産業産業産業産業・・・・経済経済経済経済））））第第第第２２２２章章章章

環境環境環境環境とととと調和調和調和調和したしたしたした農林業農林業農林業農林業をつくるをつくるをつくるをつくる第第第第１１１１節節節節

新たな活力を生む農業をつくる２

活力活力活力活力あるあるあるある商工業商工業商工業商工業をつくるをつくるをつくるをつくる第第第第２２２２節節節節

既存の商工業の活力を高める１

地域を活性化する多様な産業を育てる２

安定安定安定安定したしたしたした雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの整備整備整備整備をををを進進進進めるめるめるめる第第第第３３３３節節節節

新たな雇用機会と良好な労働環境をつくる１

魅力魅力魅力魅力あるあるあるある観光地観光地観光地観光地をつくるをつくるをつくるをつくる第第第第４４４４節節節節

地域資源をいかした観光地づくりを進める１

安定した農林業基盤をつくる１
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互互互互いにいにいにいに支支支支えあいえあいえあいえあい誰誰誰誰もがもがもがもが健健健健やかにやかにやかにやかに安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくり（（（（医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉））））第第第第３３３３章章章章

健健健健やかにやかにやかにやかに生活生活生活生活できるまちをつくるできるまちをつくるできるまちをつくるできるまちをつくる第第第第１１１１節節節節

健やかに暮らせる健康づくりを進める１

地域の医療の充実を図る２

安心安心安心安心してしてしてして出産出産出産出産しししし子育子育子育子育てできるまちをつくるてできるまちをつくるてできるまちをつくるてできるまちをつくる第第第第２２２２節節節節

子どもと母親の健康を確保する１

社会全体で子育て支援を充実する２

ともにともにともにともに支支支支えあうえあうえあうえあう福祉福祉福祉福祉のまちをつくるのまちをつくるのまちをつくるのまちをつくる第第第第３３３３節節節節

高齢社会に適応した福祉を充実する１

障がい者の地域生活を推進する２

暮らしを支える制度の充実と自立を支援する３

ふれあい広がる地域福祉活動を推進する４

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしをつくるらしをつくるらしをつくるらしをつくる第第第第４４４４節節節節

防災意識を高め、防災体制を充実する１

市民生活を守る安全対策を充実する２

郷土郷土郷土郷土をををを愛愛愛愛しししし豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと創造力創造力創造力創造力をををを育育育育むまちづくりむまちづくりむまちづくりむまちづくり（（（（教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化））））第第第第４４４４章章章章

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと創造力創造力創造力創造力をををを育育育育むむむむ第第第第１１１１節節節節

学校での教育内容を充実する１

豊かに学べる教育環境を整備充実する２

市民市民市民市民のののの豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと創造力創造力創造力創造力をををを育育育育むむむむ第第第第２２２２節節節節

いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる１

社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境をつくる２

生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する３

自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会をつくる４

豊かな心を育む芸術文化活動を支援する５

地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化をををを守守守守りりりり育育育育てるてるてるてる第第第第３３３３節節節節

歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する１

期待期待期待期待とととと信頼信頼信頼信頼にににに応応応応ええええ市民市民市民市民とととと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ「「「「さわやかさわやかさわやかさわやか」」」」なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり（（（（行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営））））第第第第５５５５章章章章

市民市民市民市民とととと共共共共にににに歩歩歩歩むまちをつくるむまちをつくるむまちをつくるむまちをつくる第第第第１１１１節節節節

市民が活躍するまちづくりを進める１

信頼信頼信頼信頼にににに応応応応えるえるえるえる行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営をををを進進進進めるめるめるめる第第第第２２２２節節節節

効率的で安定的な行財政運営を進める１

より便利で開かれた行政サービスの提供を進める２

広域連携広域連携広域連携広域連携をををを進進進進めるめるめるめる第第第第３３３３節節節節

連携により広域的なまちづくりを進める１

幅広い地域間交流を進める６
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第第第第１１１１章章章章    

自然豊自然豊自然豊自然豊かでかでかでかで安全安全安全安全・・・・快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる美美美美しいまちづくりしいまちづくりしいまちづくりしいまちづくり    
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◆全国的に中心市街地の衰退や空洞化が進んでおり、本市においても、ＪＲ田川伊田駅・

ＪＲ田川後藤寺駅の両駅周辺において著しい商業機能などの低下が見られます。 

◆市街地は、都市機能※が集積し、本市の活力の向上や豊かな市民生活の実現に大きな役

割を果たすことから、空洞化が進む市街地の活性化を図るとともに、市街地がおかれて

いる特性や市民の意向などを踏まえ、再び人が住み、育ち、学び、働き、交流すること

ができる生活空間として再構築することが必要です。 

◆都市的環境と自然環境が調和しながら発展できる秩序ある計画的な土地利用を図るこ

とが必要です。 

 

 

◆田川地域の拠点として、地域資源※をいかしたにぎわいのある市街地の形成を図ります。 

◆人と自然が共生し安心して暮らせる都市を目指し、適正な土地利用を推進します。 

◆都市計画マスタープラン※の基本方針に基づき、各種施策を展開します。 

 

 

１１１１        市街地市街地市街地市街地のののの整備整備整備整備    

◆誰もが快適で便利に暮らせるまちづくりとして、集約型都市構造※を目指します。 

◆高齢者向け住宅の整備など市街地における街なか居住を促進します。 

◆田川伊田駅前広場整備や周辺関連施設拡充並びに旧田川東高等学校跡地の利活用を

見据えた「にぎわいの核」づくりを進めます。 

２２２２        適正適正適正適正なななな土地利用土地利用土地利用土地利用のののの推進推進推進推進    

◆市民と行政が一体となり地域の特性に応じた土地利用計画を検討します。 

◆郊外の無秩序な開発を防止するなど適正な土地利用のための規制と誘導を推進しま

す。 

◆土地の有効利用を促進するため、国土調査を推進します。 

  

１１１１‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐１１１１    

活力活力活力活力あるあるあるある都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】にぎわいのある市街地が形成

されている、と感じている市民の割合 

9.4％ 55％ 

②都市再生整備計画の進捗率 9.0％ 100％ 

③国土調査（地籍調査）進捗率 34.9％ 66.4％ 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆都市計画マスタープラン 

◆都市再生整備計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

※都市機能 

  文化、教育、保健・医療・福祉、商業、工業などのサービスを提供する機能や居住機能のこと。 

※地域資源 

  特定の地域に存在する活用可能な物の総称のこと。 

※都市計画マスタープラン 

  市町村の都市計画に関する基本的な方針のこと。 

※集約型都市構造 

  様々な都市機能が効率的に集約された都市構造のこと。 

 

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第１節  利便性の高い都市基盤をつくる 
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◆本市の広域幹線道路は、本市と福岡都市圏、北九州都市圏とを結ぶ国道２０１号及び国

道３２２号であり、両国道の利便性の更なる向上を図るため、飯塚庄内田川バイパス（国

道２０１号）及び香春大任バイパス（国道３２２号）の早期完成が望まれています。 

◆伊田・後藤寺の両地区における交通混雑の緩和や田川地域内外との交流、産業振興の促

進のため、幹線道路ネットワークの構築が必要です。 

◆生活道路となる市道の多くの路線が老朽化しているため、その改良や補修により、利便

性と快適性の向上が求められています。 

 

 

◆広域幹線道路としての国道バイパスの早期整備完了を促進します。 

◆幹線道路ネットワークの構築を図ります。 

◆生活道路の整備と維持を推進します。 

 

 

１１１１        幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路のののの整備整備整備整備    

◆飯塚庄内田川バイパスの４車線化による全面供用及び香春大任バイパスの早期完成

を国・県に要請します。 

◆福岡県と協同して、県道２２号田川直方線（田川直方バイパス）延伸を実施する際に

は、歩道に植樹帯を設けるなど都市景観にも配慮しながら国道２０１号と国道３２２

号バイパスとを接続し、広域幹線道路ネットワークの完成を目指します。 

◆県事業により施工している都市計画道路中央団地川宮線の早期完成を目指します。 

◆長期未着工となっている都市計画道路については、その問題と課題を抽出し、客観的

な評価に基づき見直しを行い、その結果に応じた道路整備を推進します。 

２２２２        生活道路生活道路生活道路生活道路のののの整備整備整備整備    

◆生活道路の安全性と信頼性を高めるため、市道（橋梁

りょう

を含む。）の計画的な整備及び

維持管理を推進します。 

  

１１１１‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐２２２２    

便利便利便利便利でででで快適快適快適快適なななな道路網道路網道路網道路網をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】生活に密着した主要な道路が

整備されている、と感じている市民の割合 

62.5％ 70％ 

②香春大任バイパス整備事業の進捗率 

59.0％ 

（平成26年度） 

100％ 

③田川直方バイパス延伸事業の進捗率 0％ 20％ 

④市道の改良率 

80.5％ 

（平成26年度） 

81％ 

⑤橋梁

りょう

長寿命化計画の進捗率 
0％ 100％ 

出典：②「福岡県調べ」、③④⑤「田川市調べ」 

 

 

◆都市計画マスタープラン 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第１節  利便性の高い都市基盤をつくる 
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◆鉄道、バスなどの公共交通利用者は、沿線人口の減少やモータリゼーションの進展など

で、減少の一途をたどっています。 

◆市内のバス路線は、平成１４年の道路運送法の一部改正※以降、路線の廃止や便数の減

少が進み、交通空白地域・不便地域※が生じ、その解消を図る目的で、平成２２年１０

月からコミュニティバス※「坂谷・田川病院線」の運行を開始し、現在、市内６路線を

運行しています。 

◆公共交通は、自らの移動手段を持たない市民にとって貴重な移動手段であるため、公共

交通機関相互の利便性向上を図り、利用促進に努めていくことが必要です。 

◆今後、高齢化社会の進行により公共交通を必要とする市民が増加することが予測されて

おり、そのような社会変化を念頭においた持続可能な公共交通体系を維持・構築するこ

とが求められています。 

◆平成２５年１１月の「交通政策基本法」の制定及び平成２６年５月の「地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律」の一部改正により、地方公共団体が中心となり、持続可

能な地域公共交通ネットワークの枠組みを再構築していくことが求められています。 

 

 

◆鉄道、バスの交通結節点である田川後藤寺駅、田川伊田駅、後藤寺バスセンターを中心

とする、市民が利用しやすい公共交通体系の維持・構築を目指します。 

◆交通空白地域・不便地域の解消を図ります。 

◆地域公共交通網形成計画（仮称）を策定し、まちづくりと連携した持続可能な公共交通   

ネットワークの形成を推進します。 

 

 

１１１１        既存既存既存既存のののの公共交通手段公共交通手段公共交通手段公共交通手段のののの維持充実維持充実維持充実維持充実    

◆公共交通機関の連携を促進し、利用者の利便性の向上を図ります。 

◆鉄道、バスの利用を促進し、現行の公共交通環境の維持・向上を図ります。 

◆市民、商工諸団体、交通事業者、行政が連携したコミュニティバスなどの交通体系の

維持・向上を図ります。 

２２２２        市民市民市民市民ニーズによるニーズによるニーズによるニーズによる交通手段交通手段交通手段交通手段のののの確保確保確保確保    

◆新たな交通体系の構築に当たっては、市民ニーズの把握に努めます。 

１１１１‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐３３３３    

地域地域地域地域にににに見合見合見合見合ったったったった交通環境交通環境交通環境交通環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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◆市民の利便性向上を図るため、他自治体との広域連携による公共交通体系の構築を検

討します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】鉄道、バスなどの公共交通機

関が整っている、と感じている市民の割合 

30.3％ 70％ 

②平成筑豊鉄道の年間輸送人員 

164万人 

（平成26年度） 

156万人 

（平成31年度） 

③コミュニティバスの年間乗客数 

62,190人 

（平成26年度） 

72,000人 

（平成31年度） 

④民営バスの年間輸送人員 

123,000人 

（平成26年度） 

117,000人 

（平成31年度） 

出典：②「平成筑豊鉄道㈱調べ」、③「田川市調べ」、④「民営バス事業者調べ」 

 

 

◆地域公共交通総合連携計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※平成14年の道路運送法の一部改正 

  規制緩和の一環として、乗合バス事業の新規参入及び事業・路線の休止又は廃止が「免許制」から「許可

制」に変更された道路運送法の一部改正のこと。この改正により、乗合バス事業者間の競争が促進され需要

の低い地域から、事業者が撤退する原因となっている。 

※交通空白地域・不便地域 

  徒歩で移動できる距離に駅やバス停など公共交通手段が無い地域、公共交通の便が悪い地域のこと。 

※コミュニティバス 

  一定の地域内を、その地域の交通需要に合わせて運行するバスのこと。多くは地方自治体の補助などに  

よって運営されている。 

 

第１節  利便性の高い都市基盤をつくる 
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◆少子・高齢社会の到来、生活様式の変化、環境意識の高まりなどから住宅ニーズは多様

化しており、質の高い住宅の普及や促進が求められています。 

◆本市は４，９８０戸の市営住宅を保有していますが、一部で老朽化が進んでおり、計画

的な市営住宅の整備や維持管理が求められています。 

◆定住促進の観点から、良質な住まいの提供を支援する取組が求められています。 

 

 

◆多様化したニーズを満たす安全・安心で良質な住宅が、適時・適切に提供される環境を

整備し、住生活の安定の確保及び向上を目指します。 

◆将来推計人口・世帯数や入居ニーズなどを十分に踏まえ、市営住宅の適正な管理戸数を

設定し、計画的な整備と維持管理に取り組みます。 

◆利用可能な空き家の市場への流通を促進させます。 

◆住宅マスタープラン※の基本方針に基づき、各種施策を展開します。 

 

 

１１１１    住住住住まいまいまいまい提供提供提供提供のののの支援支援支援支援    

◆市有地のほか、民間事業者が販売する優良な宅地※を購入する際の支援など、ＵＩＪ

ターン※希望者などへの住まいの確保を促進します。 

◆市民、事業者、行政の連携により住宅情報を共有し、住宅の利活用を促進します。 

◆市営住宅を若者や子育て世代に広く活用し、定住化を促進します。 

２２２２        適正適正適正適正なななな市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの管理運営管理運営管理運営管理運営    

◆低所得者はもとより、高齢者や障がい者、子育て世代など住宅を確保することが困難

な世帯に対し、市営住宅の適切な供給を図るため、計画的な整備を推進します。  

◆高齢者、障がい者などに対応したバリアフリー化や既存市営住宅の長寿命化対策、そ

の他入居者の居住環境向上に向けた改修などを計画的に行い、効率的な維持管理と有

効活用を推進します。 

３３３３    住環境住環境住環境住環境のののの充実充実充実充実    

◆耐震化やバリアフリー化、省エネルギー化など住宅性能向上に向けた各種支援策の普

及啓発を図り、多様なニーズを満たす質の高い住まいづくりを促進します。 

  

１１１１‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐１１１１    

良質良質良質良質なななな住環境住環境住環境住環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】良質な住環境を提供する取組

が進んでいる、と感じている市民の割合 

25.3％ 55％ 

②各種支援により移住・定住に至った人数 

450人 

(平成26年度） 

620人 

③住宅マスタープランに掲げる成果指標の達成率 0％ 100％ 

出典：②「田川市調べ」、③「国土交通省調べ」 

 

 

◆住宅マスタープラン 

◆耐震改修促進計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※住宅マスタープラン 

  本市の実情、特性などに応じた、将来にわたる住まいづくりや住環境の整備、市営住宅のあり方などに関

する基本方針を定める計画のこと。 

※優良な宅地 

公衆用道路や給排水施設、消防設備等の公共施設が一定の基準により整備され、かつ擁壁の設置等により

安全性が確保された造成地で、本市が認めたもの。 

※ＵＩＪターン 

  Ｕターン（出身地から別の都市へ移住した者が再び出身地に戻ること。）Ｉターン（出身地とは別の都市

に移住すること。）Ｊターン（出身地から別の都市へ移住した者が出身地近くの都市に戻ること。）の総称の

こと。 

 

第２節  快適な生活空間をつくる 
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◆本市の水道は、水源の大部分を表流水と地下水に依存していますが、表流水は近年の少

雨化傾向による渇水や生活排水などによる水質汚濁の恐れがあり、地下水は取水による

枯渇化や地盤沈下の恐れがあることから、新たな安定した水源の確保が必要です。 

◆水道は、市民生活や社会活動に不可欠ですが、人口減少及び節水型社会の影響により給

水需要が低減しており、給水収益の持続的増加が期待できない状況にあることから、更

なる管理・運営の効率化やコスト縮減に努め、経営の安定化を図ることが重要です。 

 

 

◆将来需要など水道を取り巻く環境を的確にとらえた上で、中長期的な視野に立った水源

の確保や計画的な施設整備を推進し、「安全で安定的な給水」の確保に努めます。 

◆効率的な施設の維持管理や更新などの資金確保に努め、健全な事業運営を目指します。 

 

 

１１１１        安全安全安全安全でででで安定安定安定安定したしたしたした給水給水給水給水のののの確保確保確保確保    

◆水質の向上や老朽管の更新・改良などを推進し、給水の安全・安定化を図ります。 

◆福岡県や田川地区水道企業団と連携し、伊良原ダムの早期完成を図ります。（平成   

２９年度完成予定） 

２２２２        給水給水給水給水サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上とととと経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化    

◆信頼できるおいしい水、渇水時の水不足の解消など給水サービスの質的向上を目指し

ます。 

◆民間委託や施設の統廃合、事業の広域化などを推進し、効率的経営を図ります。 

３３３３        水資源水資源水資源水資源にににに対対対対するするするする市民意識市民意識市民意識市民意識のののの啓発啓発啓発啓発    

◆市民への各種啓発活動により、水道の大切さの意識向上に努めます。 

  

１１１１‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐２２２２    

安心安心安心安心できるできるできるできる水道水道水道水道をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】生活用水（水道）を安心して

使うことができる、と感じている市民の割合 

77.7％ 85％ 

②有効率（有効水量の総配水量に対する割合） 

82.2％ 

（平成26年度） 

83.7％ 

③水道会計の資金不足比率（資金不足額の事業規

模に対する割合） 

0％ 

（平成26年度） 

0％ 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆田川地域広域的水道整備計画  

◆水道事業中期経営計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第２節  快適な生活空間をつくる 
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◆近年の社会経済の発展により、快適な生活環境に対する市民ニーズが高まるとともに、

公共用水域※の水質汚濁対策の必要性と緊急性が広く認識されています。 

◆本市では、一般家庭用浄化槽の設置を促進していますが、その普及は、大きくは進んで

いない状況です。また、市営住宅などの大型浄化槽の老朽化や工業団地の排水処理対策

について早急に対応することが求められています。 

◆これらの問題に対応するため、平成２０年度に田川市汚水処理基本構想の策定を終え、

集合処理区域は公共下水道により、個別処理区域は浄化槽により整備することとし、事

業実施に向けた検討を進めてきましたが、平成２６年１月に、「基本構想」を定める上

での基本的な指針となる「マニュアル」※が国により新たに示されました。 

◆「マニュアル」では、時間軸の観点が加わり、今後１０年間での汚水処理施設の概成を

目指すことが示されているため、本市においても新たに「基本構想」を策定し、本市に

とって最も効率的かつ適正な汚水処理施設の早期概成を進めていくことが求められて

います。 

◆本市は公共下水道が未整備のため、各家庭から排出されるし尿と浄化槽汚泥を適正に処

理する必要があります。 

 

 

◆本市の地勢や財政状況を踏まえ、公共下水道及び浄化槽による効率的で経済的な汚水処

理施設を整備し、公共用水域の水質汚濁の防止と生活環境の向上を図ります。 

◆廃棄物処理に伴う環境負荷を低減するため、し尿処理施設の計画的な更新などを図り、

廃棄物の適正処理を推進します。 

 

 

１１１１        公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道のののの検討検討検討検討    

◆田川市汚水処理基本構想検討委員会による多角的な検討結果を踏まえた新たな汚水

処理基本構想を基本として、本市に適した公共下水道整備手法を検討します。 

２２２２        浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの整備整備整備整備    

◆公共下水道との整合性を図りながら、浄化槽の普及に努めます。 

◆福岡県や一般財団法人福岡県浄化槽協会と連携し、浄化槽の適正な維持管理を推進し

ます。 

１１１１‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐３３３３    

効率的効率的効率的効率的なななな汚水処理汚水処理汚水処理汚水処理のしくみをつくるのしくみをつくるのしくみをつくるのしくみをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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３３３３    しししし尿尿尿尿のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

◆適正かつ安定的に処理する体制を構築するため、広域化も視野に入れ、住民負担や環

境に配慮した処理施設を整備します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】家庭や工場などから排出され

る汚水が適正に処理されている、と感じている市

民の割合 

48.5％ 65％ 

 

 

 

◆汚水処理基本構想 

◆一般廃棄物（生活排水）処理基本計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※公共用水域 

  河川、湖沼、港湾、沿岸海域及びこれらに接続する公共用の水路のこと。 

※マニュアル 

  持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル。 

 

第２節  快適な生活空間をつくる 
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◆本市の自然環境は、彦山川・中元寺川の２本の河川が市の中央部を流れ、福智山系から

連なる夏吉地区のロマンスが丘や大法山等山間部には豊かな自然が残されています。 

しかし、ごみの不法投棄等の人的要因によって、自然環境が壊される状況にあります。 

◆近年、住宅地域やその周辺での野外焼却、空き宅地の雑草繁茂、犬猫の飼い方のマナー

が悪いなど生活環境面での苦情が寄せられています。そのため、モラルやマナーの向上

など、地域と協力した地道な啓発の推進が必要です。 

◆公園緑地は、市民と自然のふれあいの場、憩いと運動の場など多様な機能を有しており、

快適な市民生活を送る上で重要な役割を担っています。 

◆市民が潤いのある生活を営むためには、生活空間における良好な景観が重要であること

から、都市景観の保全や創出に努めることが必要です。 

 

 

◆市民と事業者、行政が連携し協力して、日常生活、事業活動、学校教育、生涯学習など

のあらゆる場で、環境を保全し環境と共生するまちづくりを推進します。 

◆生活環境に関するモラルやマナー向上のための啓発を推進します。 

◆不法投棄を防止するため、監視体制の強化に努めます。 

◆市民生活環境を守るため、関係機関と連携して、典型７公害（騒音・振動・悪臭・水質

汚染・土壌汚染・地盤沈下・大気汚染）について、迅速な対応に努めます。 

◆公園利用の快適性の向上や施設の安全性の確保を図るとともに、公園の適正配置を行い

ます。 

◆周辺の景観と調和した良好な街並みや景観の形成を図り、快適な生活空間をつくります。 

 

 

１１１１    環境保全意識環境保全意識環境保全意識環境保全意識のののの向上向上向上向上    

◆国や福岡県と連携して、人と自然とがふれあうことができる親水空間の整備や生物の

生息・生育空間の保全などに努めます。 

◆環境に関する情報を市民に提供するとともに、学校教育や生涯学習の場で自然観察や

体験学習など自然とふれあえる機会をつくり、地域での環境教育・環境啓発を推進し

ます。 

２２２２    環境美化環境美化環境美化環境美化・・・・緑化緑化緑化緑化のののの推進推進推進推進    

◆「人に優しくうつくしいまちづくり条例」に基づき、市民と事業者、行政が一体と    

１１１１‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐１１１１    

環境環境環境環境をををを保全保全保全保全しししし、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする都市都市都市都市をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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なって、たばこの吸い殻、空き缶などの散乱防止やごみの不法投棄の防止など、安全

で快適な環境の中で生活を営めるよう、啓発活動や監視体制及び未然防止策の充実・

強化を図ります。 

◆公共施設等の緑化に努め、花と緑のまちづくりを推進します。 

◆利用しやすく魅力ある公園を目指し、適切な整備や維持管理に努めます。 

◆景観に関する意識の啓発や普及に努め、景観意識の向上を図るとともに、定期的に違

反広告物※の除却や指導を行います。 

３３３３    公害防止公害防止公害防止公害防止とととと公害監視体制公害監視体制公害監視体制公害監視体制のののの強化強化強化強化    

◆公害の防止のため、関係法令に基づく規制の遵守について、関係機関と連携して事業

者などを監視し、違反者を指導します。 

◆野焼き、近隣騒音などの身近な生活公害について、啓発に努め、市民の理解を求めま

す。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】環境教育・美化活動など、環

境保全の取組が機能している、と感じている市民

の割合 

40.5％ 60％ 

②【市民意識調査】公園や景観など、魅力的な都

市環境が整っている、と感じている市民の割合 

22.7％ 50％ 

③公害苦情受付件数 

42件 

（平成26年度） 

32件 

④違反屋外広告物の件数 

1,615件 

（平成25年度） 

1,200件 

出典：③④「田川市調べ」 

 

 

◆環境基本計画  

◆都市計画マスタープラン 

◆住宅マスタープラン 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※違反広告物 

  ガードレール、街路樹、電柱などの禁止物件に表示しているもの、許可なく表示しているもの。 

 

第３節  豊かな自然を守り、循環型社会をつくる 
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◆高度経済成長を支えた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から循環型社会※へ転換

していくことが必要です。 

◆本市の１人当たりのごみ排出量は、まだまだ国・県の平均値より上回っている状況にあ

ります。今後さらに環境にやさしい循環型の地域社会としていくためには、ごみの減量

化と資源化の推進が必要です。 

◆地球温暖化※防止のため、環境への負荷の少なくかつ効率的に資源やエネルギーを活用

するまちづくりが必要です。 

 

 

◆市民と事業者、行政が連携し、一体となってごみ減量化と再利用・再資源化を進め、循

環型社会の実現に取り組みます。 

◆廃棄物処理に伴う負荷を低減するため、一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備を行い、廃

棄物の適正処理を推進します。 

 

 

１１１１        ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化・・・・資源化資源化資源化資源化のののの推進推進推進推進    

◆ごみの減量化・資源化の推進に向けて市民と事業者、行政が一体となって、３Ｒ※に

取り組みます。 

◆子ども会や高齢者団体などが行う空き缶や古紙の資源物回収を積極的に促進します。 

◆希少な資源である、レアメタルの回収・資源化のため、使用済小型家電の収集を推進

します。 

◆ごみ減量化・資源化の推進に向け、市内小学校での生ごみ堆肥化による環境学習実施

校を拡大します。 

２２２２    ごみのごみのごみのごみの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

◆ごみの正しい出し方や資源ごみへの理解を深めるために、「ごみの出し方」に関する

広報の充実等を図ります。 

◆現ごみ処理施設の延命対策を講じつつ、リサイクル※施設を併設した、新ごみ処理施

設の早急な建設を推進します。 

３３３３    地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策のののの推進推進推進推進    

◆市民、事業者、行政が連携し、省エネルギー・省資源関連の取組を推進します。 

１１１１‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐２２２２    

循環型循環型循環型循環型のののの都市都市都市都市をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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◆公共施設における、省エネ・再生可能エネルギー機器の導入を推進します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】ごみの減量化・資源化や省エ

ネなど、地球にやさしい取組が進んでいる、と感

じている市民の割合 

41.6％ 65％ 

②１人当たりのごみ総排出量 

1,119ｇ/日 

(平成26年度） 

1,075ｇ/日 

③リサイクル率 

10.8％ 

(平成25年度） 

12％ 

出典：②「田川市調べ」、③「福岡県（福岡県における一般廃棄物処理の現況）調べ」 

 

 

◆環境基本計画 

◆一般廃棄物処理基本計画 

◆第７期容器包装廃棄物分別収集計画 

◆地球温暖化対策地域推進計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※循環型社会 

  廃棄物等の発生を抑制し、発生した廃棄物は循環利用（再利用、再使用、熱回収）し、循環利用できない

ものは適正に処分することにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負担の軽減が図られた社会のこと。 

※地球温暖化 

  化石燃料の大量使用などで地球大気の温室効果が進み、気温が上昇すること。 

※３Ｒ 

３Ｒ（スリーアール）とは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の３つの

Ｒ（アール）の総称。リデュースとは、物を大切に使い、ごみを減らすこと。リユースとは、使える物は、

繰り返し使うこと。 

※リサイクル 

  日常生活において発生する不要物などを、資源として再利用、あるいは回収・再生して有効利用すること。

再生紙をつくるための紙ごみ、鉄やアルミニウムを素材とする空き缶などの回収・再生利用が例としてあげ

られる。 

 

第３節  豊かな自然を守り、循環型社会をつくる 
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◆台風や集中豪雨に加え、近年の局地的な大雨により水害や土砂災害が増加し、本市にお

いても、住家被害や道路などの冠水、がけ崩れなどが発生しています。 

◆市民の生命及び財産を災害から守るための「災害に強いまちづくり」が求められていま

す。 

◆鉱害復旧事業は、平成１３年度末の関係法律の失効により終了し、特定鉱害※が発生し

た場合は、無資力鉱区※については公益財団法人特定鉱害復旧事業センター（ＪＯＧＭ

ＥＣ鉱区※についてはＪＯＧＭＥＣ）が対応していますが、有資力鉱区※については十

分な対応ができていない状況です。 

 

 

◆「災害に強いまちづくり」のため、水害や土砂災害などの発生予想箇所の実態を把握し、

関係機関と連携を図りながら、その防災対策に取り組みます。 

◆有資力鉱区に関する特定鉱害について、関係機関に対しその対応を求めます。 

 

 

１１１１        自然災害自然災害自然災害自然災害のののの防止対策防止対策防止対策防止対策    

◆内水氾濫※や道路などの冠水を防止するため、河川や下排水路の改良、整備を進めま

す。 

◆急傾斜地の崩壊及び土石流による災害を防止するため、発生予想箇所における急傾斜

地崩壊対策事業などの推進に努めます。 

２２２２        鉱害対策鉱害対策鉱害対策鉱害対策    

◆有資力鉱区における特定鉱害対策の業務について、その対応を明確化するよう関係機

関に要請します。 

  

１１１１‐‐‐‐４４４４‐‐‐‐１１１１    

災害災害災害災害にににに強強強強いいいい都市都市都市都市をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第１章  自然豊かで安全・快適に暮らせる美しいまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①災害危険予想箇所数（土木課所管分） 14箇所 10箇所 

出典：①「田川市調べ」 

 

 

◆地域防災計画 

◆水防計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※特定鉱害 

  石炭鉱業又は亜炭鉱業による地表から深さ５０m以内の採掘跡又は坑道の崩壊に起因する鉱害のこと。 

※無資力鉱区 

  鉱害賠償義務者であって、事業の廃止又は休止、災害その他の理由により資力を有しない場合及び所在が

不明若しくは存在しなくなっている場合で、経済産業大臣が認定した鉱区のこと。 

※ＪＯＧＭＥＣ鉱区 

  ＪＯＧＭＥＣ（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）が最終鉱業権者として賠償などの義務

を負っている鉱区のこと。 

※有資力鉱区 

  賠償義務者が現在も存在し、資力を有する鉱区のこと。 

※内水氾濫 

  市街地に降った雨水をスムーズに河川に放出できないことで起こる水害のこと。 

 

第４節  安全に生活できるまちをつくる 
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第第第第２２２２章章章章    

環境環境環境環境にやさしくにやさしくにやさしくにやさしく魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる産業産業産業産業をををを育育育育むまちづくりむまちづくりむまちづくりむまちづくり    
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◆農業の担い手の経営規模は拡大傾向にあるが、高齢化や後継者不足による農家の減少が

続いており、更なる担い手の育成が必要です。 

◆消費者の農産物に対するニーズは多様化しており、消費者ニーズにあった農産物の提供

や生産の低コスト化を図ることが必要です。 

◆高齢化や担い手不足により管理が困難な農地を中心に耕作放棄地が増加することが予

測されるため、その有効活用が必要です。 

◆森林所有者の管理意識の減退によって森林が荒廃し、山林災害の発生が危惧される中、

森林の多面的機能が発揮できるような整備が求められています。 

 

 

◆農業の担い手を育成・確保するため、既存農家の技術向上を図り、新規就農者を支援し

ます。 

◆農地の利用調整※などにより農地を効率的に利用し、農業経営の低コスト化を図ります。 

◆耕作放棄地対策を実施し、環境の保全に努めます。 

◆環境林を整備し、森林の保全・育成を進めます。 

 

 

１１１１        担担担担いいいい手手手手などのなどのなどのなどの育成確保育成確保育成確保育成確保    

◆農業の担い手である集落営農※や認定農業者※認定新規就農者の育成を図り、農家の

技術向上を促進します。 

◆福岡県と協力し、ＵＩＪターン希望者向け就農相談会の情報提供や教育機関との連携

により、就農の支援を行います。 

◆「農の雇用事業」等を利用し雇用型農業への支援を行い、農業における就業の機会の

拡大を図ります。 

◆人・農地プラン※に沿った青年就農給付金を利用し、青年農業者の育成を行います。 

２２２２        農地農地農地農地のののの効率的効率的効率的効率的なななな利用利用利用利用とととと生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの充実充実充実充実    

◆集落営農や農地流動化※による農地の利用調整を行い、農業経営の低コスト化を目指

します。 

◆担い手農家が農地を効率的に利用するため、地域組織が取り組む多面的機能支払制度

※を活用した農道・水路などの農業用施設の維持管理活動に助成をします。 

◆耕作放棄地対策として、農地中間管理事業等を活用した農地集積や景観作物※の作付

けを促進します。 

◆新たな生産基盤を拡充することで、新産業の創出につなげます。 

３３３３        森林森林森林森林のののの保全保全保全保全・・・・育成育成育成育成のののの推進推進推進推進    

◆森林が本来持っている多面的機能（水源涵

かん

養※や土砂災害防止、地球温暖化防止など）

を十分発揮できるよう、環境林の整備を行います。 

２２２２‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐１１１１    

安定安定安定安定したしたしたした農林業基盤農林業基盤農林業基盤農林業基盤をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第２章  環境にやさしく魅力あふれる産業を育むまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】農林業の基盤（担い手確保、

農地の効率化など）が整備されている、と感じて

いる市民の割合 

18.9％ 40％ 

②認定農業者数及び認定新規就農者数 39人 40人 

③農地集積率（利用権設定・中間管理機構） 32.4％ 43.2％ 

④森林整備事業実施面積（市営造林を含む） 8.9ha 97.37ha 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

◆森林整備計画 

◆人・農地プラン 

◆特定間伐等促進計画 

 

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※農地の利用調整 

  農地を効率的に利用するために、分散している農地を農業者ごとに集積するための調整を行うこと。 

※集落営農 

  農村の集落を単位として、農地の合理的利用、機械・施設の共同利用、共同作業を行って生産コストを下げ、また、専

業農家、兼業農家、女性・高齢者の役割分担を明確にして意欲を高める農業形態のこと。 

※認定農業者 

  都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業改善計画」を市町村に提出

し、認定を受けた農業者（法人を含む。）のこと。 

※人・農地プラン 

  人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」。 

※農地流動化 

農家間で、農地の転売や賃借、作業の委託などを行い、耕作規模の拡大を図ること。 

※多面的機能支払制度 

水路、農道、ため池および法面等、農業を支える共用の設備を維持管理するための地域の共同作業に支払う制度のこと。

「多面的機能」は、農地の洪水抑止機能に代表される農業の二次的な機能を指す。 

※景観作物 

農村の景観を豊かにするために、休耕田などに植える作物のこと。菜の花、コスモスなどを植えることが多い。 

※水源涵養 

森林の持つ貯水・治水能力、天然のろ過機能による浄化作用のこと。 
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◆国民の主食である米は食生活の多様化などにより需要が減少し、生産調整が行われてい

ます。さらには現在のＴＰＰ交渉により海外からの米の輸入量の増加も見込まれていま

す。しかしながら、本市の耕地面積の約９割が水田で、中心的な農作物は米であるため、

田川産米の消費拡大とともに、米以外の田川産農産物の販売・促進が求められています。 

◆農産物の産地偽装などにより、国民の食に対する信頼が揺らぐなか、安全・安心な農産

物の生産が求められています。 

◆農業出荷額は年々減少しており、生産するだけでなく、農産物の価値を高めることが必

要です。 

 

 

◆安全・安心な農産物を生産し、そのブランド化と米以外の農産物の生産量増大を目指し

ます。 

◆農商工連携や６次産業※化等を図りながら、既存産業の育成と新産業を創出します。 

 

 

１１１１    農産物農産物農産物農産物のののの生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上・ブランド・ブランド・ブランド・ブランド化化化化のののの促進促進促進促進    

◆福岡県、農業協同組合などの関係機関と協力し、新しいブランド農産物の開発と消費

者ニーズの高い農産物の生産量確保と出荷体制の充実を図ります。 

◆地元農産物販売所や田川地域にある「道の駅」などで販売ルートの確立、地産地消及

び地産他消の促進などにより、農業所得の向上を図ります。 

◆施設園芸等の事業を推進することで、花卉

き

農家を含めた園芸農家等を支援し、生産出

荷の向上を図ります。 

◆植物工場等を検討している企業等を支援し、新産業の創出を図ります。 

２２２２        環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業のののの促進促進促進促進    

◆エコファーマー※の認定や福岡県減農薬・減化学肥料認証制度※を利用し、安全・安

心な農産物の生産を促進します。 

◆地元畜産農家の堆肥などの有機資材を使った環境に優しい農業を促進します。 

◆田川地域農業用廃プラスチック等適正処理推進協議会と連携し、産業廃棄物の適正処

理を促進します。 

◆田川地域農薬安全使用対策協議会と連携し、農薬関係法令の順守項目を周知徹底し、

２２２２‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐２２２２    

新新新新たなたなたなたな活力活力活力活力をををを生生生生むむむむ農業農業農業農業をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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農薬ラベルの確認や周辺環境の配慮等飛散防止の啓発を図ります。 

３３３３        農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携・・・・６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化によるによるによるによる新産業新産業新産業新産業のののの創出創出創出創出    

◆農家と事業者との連携を図り、生産・加工・販売などを兼ねた農業の６次産業化を推

進します。 

◆付加価値の高い農産物及び農産加工品の開発を支援し、観光と結びついた農業形態の

開発を推進します。 

◆企業と連携した田川市農産物の拡大を図り、雇用の創出を図ります。 

◆農産物加工技術者を対象にした「地域おこし協力隊」等を募集したり、加工技術を有

する企業と連携するなどの方法で、加工品の製造を目指します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】農業の高付加価値化（ブラン

ド化、６次産業化など）が進んでいる、と感じて

いる市民の割合 

15.6％ 45％ 

②農業収入額（１経営体当たり平均額） 

239万円 

（平成26年度） 

298万円 

③エコファーマー認定農業者数、減農薬・減化学

肥料栽培認証農家数 

17戸 17戸 

④農商工連携や６次産業化等による新ブランド品

の販売額 

29万円 2,000万円 

出典：②③④「田川市調べ」 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

※６次産業 

農業を１次産業としてだけではなく、加工などの２次産業、さらにはサービスや販売などの３次産業まで

含め、１次から３次まで一体化した産業として農業の可能性を広げようとすること。 

※エコファーマー 

  法律に基づき、「土づくり」「化学合成農薬の削減」「化学肥料の削減」の３つ全てに取り組む計画を作成

し、県知事の認定を受けた農業者の愛称のこと。 

※福岡県減農薬・減化学肥料認証制度 

  農薬の散布回数が県基準の半分以下、かつ化学肥料の使用量も県基準の半分以下で、農産物を生産するこ

とを認証する制度のこと。 
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◆国内の景気は緩やかな回復基調にありますが、本市では依然厳しい状態が続いています。

本市の企業の多くは中小企業で占められており、経営基盤の脆

ぜい

弱性等、その改善が求め

られています。 

◆近年、モータリゼーション※の進行に伴う国道沿線への大型店舗の進出などにより、伊

田・後藤寺の両商店街の空洞化が顕著になっており、まちの顔としての中心市街地の再

生が求められています。 

 

 

◆地元企業が継続的に発展できるよう、企業への支援を強化します。 

◆集客力のある商業空間づくりや商店街の集客対策などを支援し、中心市街地の活性化を

図ります。 

◆地元企業の動向を把握しながら企業支援や経営力の強化を図ります。 

◆地元企業や関係団体が協働して地域振興につながるようにそれぞれの連携体制の強化

を図ります。 

 

 

１１１１        地元企業地元企業地元企業地元企業のののの経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化    

◆新事業の開拓や環境配慮事業などの取組に対する支援を行うことで、地元企業の経営

基盤の強化を図ります。 

◆人材の育成や企業のＰＲなどにより、地元企業を支援します。 

◆事業者向けの研修などの実施により、地元企業の経営力の強化を図ります。 

◆企業の拡充や雇用の増加に伴う支援をします。 

２２２２        人人人人のののの集集集集まるまるまるまる商店街商店街商店街商店街づくりづくりづくりづくり    

◆買い物客が快適で安心して過ごせる施設の整備や空き店舗などの積極活用により、に

ぎわいのある住民参加型の商店街づくりを支援します。 

◆特色ある商店街を目指し、地域に根ざしたイベントの開催などを支援します。 

◆地域おこし協力隊を活用し、商店街と協力して街の活性化を図ります。 

３３３３    地元企業地元企業地元企業地元企業やややや関係団体等関係団体等関係団体等関係団体等のののの連携連携連携連携    

◆地元の中小企業及び関係団体等がそれぞれの果たすべき役割を認識するとともに、協

働して地域振興に取り組めるよう支援します。 

２２２２‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐１１１１    

既存既存既存既存のののの商工業商工業商工業商工業のののの活力活力活力活力をををを高高高高めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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◆地域経済の発展に対する理解と協力を求めます。 

◆会計事務所等が有するノウハウを活用し、中小企業の事業存続やグローバル化に対す

る取組を行います。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】地元企業や商店などに活力が

ある、と感じている市民の割合 

4.5％ 50％ 

②法人市民税対象業者数（法人市民税納税義務者

数） 

1,125件 

（平成26年度） 

1,125件 

③法人市民税賦課額 

39,700万円 

（平成26年度） 

41,480万円 

④営業店舗数（伊田商店街、後藤寺商店街合計） 178店舗 178店舗 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆企業誘致・育成戦略プラン   

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※モータリゼーション 

  自動車が生活必需品として普及し、大衆化する現象のこと。 
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◆本市の雇用環境は依然として厳しい状況が続いており、企業の誘致や企業（起業）の支

援により、雇用の場を創出することが求められています。 

◆地域経済を活性化させ、雇用環境を将来にわたって安定させるために、地域を支える新

たな産業の育成が必要です。 

 

 

◆新たな企業の誘致を積極的に推進します。 

◆新規起業者や新商品の開発など新たな分野への進出を目指す企業を支援します。 

◆既存の企業・地域などと連携し、雇用の創出に取り組みます。 

 

 

１１１１        企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの推進推進推進推進    

◆田川直方バイパス延伸等の道路網の整備によるアクセス向上や福岡県の中央部に位

置する地理的要因をいかし、企業誘致を推進します。    

◆企業のニーズに応じた助成制度や支援体制を構築し、立地した企業を支援します。 

◆本市の情報発信や企業の情報収集などに努めます。 

◆市有地以外の民間が所有する用地等も含め、企業に提案できる用地の確保に努めます。 

２２２２        新新新新たなものづくりたなものづくりたなものづくりたなものづくり産業産業産業産業のののの育成育成育成育成    

◆産学官民連携体制を確立し、地域資源をいかした新たなものづくり産業の育成に取り

組みます。 

３３３３        新規起業者新規起業者新規起業者新規起業者へのへのへのへの支援支援支援支援    

◆創業スクールの開催や相談窓口の設置等、創業支援体制を構築し、新規起業者を支援

します。 

  

２２２２‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐２２２２    

地域地域地域地域をををを活性化活性化活性化活性化するするするする多様多様多様多様なななな産業産業産業産業をををを育育育育てるてるてるてる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】企業誘致、起業支援などによ

り、新たな企業や商店が増えている、と感じてい

る市民の割合 

4.9％ 50％ 

②起業件数 

64件/年平均 

（平成26年度） 

69件/年平均 

③市内への進出企業数 19社 21社 

出典：②「総務省（経済センサス）調べ」、③「田川市調べ」 

 

 

◆企業誘致・育成戦略プラン  

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    
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◆経済状況や雇用情勢について緩やかな回復が続くなか、田川地区の有効求人倍率は全国

平均及び福岡県平均を大きく下回るなど、依然として厳しい雇用情勢が続いており、求

職者に対する就労支援や、新たな雇用機会の創出などが求められています。また、労働

条件の確保や改善、労働者の安全や健康の確保といった良好な労働環境の整備も求めら

れています。 

 

 

◆情報提供や人材育成により、求職者の就労を支援します。 

◆有効な事業の計画を立案し、より多くの雇用機会の創出を目指します。 

◆労働者が安心して働くことができるよう、労働環境の改善を目指し、労働福祉の充実を

促進します。 

 

 

１１１１    求職者求職者求職者求職者のののの就労支援就労支援就労支援就労支援    

◆求職者及び企業への情報提供や資格取得の支援などの人材育成を実施します。また、

就業定着を図るための支援や相談体制の構築を図ります。 

２２２２    雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの創出創出創出創出    

◆「地域雇用創出推進基金」等の活用により、新たに人材育成講座に取り組み、雇用機

会の創出を図ります。 

◆地元企業に関心のある求職者、学生（高校生以下は除く）を対象に、合同企業説明会

を開催します。 

３３３３    労働福祉労働福祉労働福祉労働福祉のののの充実充実充実充実    

◆良好な労働環境の整備を図るため、労働者及び事業主等に対して法律、労働条件等の

情報の周知・啓発に努め、また、労働相談などの実施を関係機関と連携し、労働福祉

の充実を図ります。 

  

２２２２‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐１１１１    

新新新新たなたなたなたな雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会とととと良好良好良好良好なななな労働環境労働環境労働環境労働環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】求職者が就職しやすい環境が

整っている、と感じている市民の割合 

5.3％ 55％ 

②求職者を対象とした人材育成支援件数 20件/年 40件/年 

③合同企業説明会来場者数 18人 100人 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆企業誘致・育成戦略プラン  

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第３節  安定した雇用環境の整備を進める 
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◆本市は、平成２３年にユネスコ世界記憶遺産に登録された山本作兵衛コレクションや、

平成２７年にユネスコ世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」の関連資

産等を保有しており、これらの炭坑の歴史と文化を全国に発信し、交流人口の増加や地

域の活性化を図るとともに、後世に継承していくことが求められています。 

◆田川市石炭・歴史博物館や田川市美術館、福岡県指定無形民俗文化財（風治八幡宮川渡

り神幸祭、春日神社岩戸神楽）等の様々な観光資源をいかすため、観光パンフレット・

インターネットなどによる情報の発信や新たな観光資源の発掘、宿泊施設・観光タク  

シーなどといった観光客の受け入れ体制の整備が求められています。 

◆一般社団法人田川広域観光協会をはじめ、ＪＲ及び平成筑豊鉄道沿線市町村で構成する

協議会などにおいて、個々の協議会と連携した広域的な取組が求められています。 

◆田川地区への交流人口の増加を図るため、道路網整備等のアクセス向上が求められてい

ます。 

 

 

◆観光資源の発掘や観光客の受け入れ体制を構築するとともに、炭坑関連資産やその他の

観光資源の情報発信を強化します。 

◆他地域と連携した魅力ある観光地を形成することにより、観光の産業化を図ります。 

◆多くの交流人口を呼び込むため、田川地区全体の観光資源を結びつけ、田川広域観光協

会と連携した観光地づくりに取り組みます。 

◆国や県と連携して外国人旅行客の誘致を図ります。 

 

 

１１１１        観光資源観光資源観光資源観光資源のののの発掘発掘発掘発掘    

◆自然、歴史、文化などの地域資源を充実させた上で、これらの地域資源を活用すると

ともに新たな観光資源の発掘を促進します。 

２２２２        誘客効果誘客効果誘客効果誘客効果をををを高高高高めるめるめるめるＰＲＰＲＰＲＰＲ・イベントの・イベントの・イベントの・イベントの充実充実充実充実    

◆既存のイベントの充実を図るための支援を行うとともに、広域的な新たなイベントの

開発により、誘客効果を高めます。 

◆炭坑節キャラバン隊の活動及び田川市観光文化大使を活用した観光ＰＲの充実を図

ります。 

２２２２‐‐‐‐４４４４‐‐‐‐１１１１    

地域資源地域資源地域資源地域資源をいかしたをいかしたをいかしたをいかした観光地観光地観光地観光地づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第２章  環境にやさしく魅力あふれる産業を育むまちづくり 
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◆福岡都市圏、北九州都市圏でのＰＲ活動に加え、田川直方バイパス延伸等の道路網の

整備によるアクセス向上により、新たな観光ルートの開発や他地域でのＰＲ活動を行

います。 

◆修学旅行等の教育旅行の誘致を図ります。 

◆インターネットなどを活用した情報発信や、多言語でのパンフレット作成などを行い

ます。 

３３３３        観光推進体制観光推進体制観光推進体制観光推進体制のののの確立確立確立確立    

◆田川市観光協会（事務局：田川商工会議所）を核として、市内の観光推進体制の確立

を図ります。 

◆観光拠点の整備を行い、宿泊や交通などの関係事業者や田川広域観光協会、筑豊地区

観光協議会などと連携して、広域観光事業の推進を図ります。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】多くの観光客が訪れている、

と感じている市民の割合 

13.3％ 50％ 

②年間入込客数※ 

574,400人/年 

（平成26年中） 

700,000人/年 

出典：②「田川市調べ」 

 

 

◆地域公共交通総合連携計画 

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※年間入込客数 

  観光・非観光を問わず、日帰り客・宿泊客の年間総数のこと。 

 

第４節  魅力ある観光地をつくる 
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第第第第３３３３章章章章    
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◆少子高齢化の進展に伴い、医療費が増大する中、市民の健康を増進するためには、早世

予防、介護予防等、予防重視の健康づくり施策を強化することが必要です。 

◆がん、脳卒中、心臓病などといった生活習慣病は全国的に増加傾向にあり、その対策と

して市民一人ひとりが健康づくりに取り組めるように総合的に支援することが必要で

す。 

◆各種健（検）診の受診率（平成２５年度、特定健診２５．８％、がん検診１１．７％）

を引き上げるための環境を整備し、積極的な情報提供を行うことが必要です。 

◆ストレスの多い現代社会では、ストレスをためない心がけやこころの病の早期発見、早

期治療が大切です。 

◆新型インフルエンザ等の感染症に対する感染予防やまん延防止のために市民への的確

な対応や情報提供が必要です。 

 

 

◆これまでの健康診査を中心とした疾病の早期発見・早期治療にとどまらず、市民一人ひ

とりの生活習慣の向上、改善を支援し、予防に重点を置いた取組を推進します。 

◆市民一人ひとりが生活の質を向上させ、健康で生き生きと暮らせる健康づくり施策を展

開します。 

◆乳幼児期から高齢期まで、年齢階層に応じた総合的な健康づくりを推進します。 

◆健全な食習慣を身につけ、安心で豊かな食生活が送れるよう、食育を推進します。 

◆ストレスの多い現代社会に対応するため、関係機関との連携を図り、相談体制を整備す

るなど、心の健康づくりに取り組みます。 

◆新型インフルエンザ等の感染症に関する危機管理体制を強化します。 

 

 

１１１１        健康増進対策健康増進対策健康増進対策健康増進対策のののの充実充実充実充実    

◆集団健診と並行して医療機関で受診できる個別健診の体制を拡充し、健診結果に基づ

き、保健指導を実施するとともに、健康づくりのための情報提供及び普及啓発に努め

ます。 

◆生活習慣病を予防し、健康の保持・増進を図るため、健康相談、運動教室及び栄養教

室等の健康教育事業を展開します。 

３３３３‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐１１１１    

健健健健やかにやかにやかにやかに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第３章  互いに支えあい誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり 
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◆ストレス対策やこころの病の早期発見に関する意識啓発を行うとともに、医療機関の

情報提供や医療制度による経済的負担の軽減を図り、早期治療を目指します。 

◆国民健康保険特定健康診査をはじめとする健康づくりを推進し、保険加入者の健康増

進を図ります。 

２２２２        感染症予防対策感染症予防対策感染症予防対策感染症予防対策のののの充実充実充実充実    

◆感染症の情報提供や意識啓発などにより、正しい知識の普及に努め、予防接種の接種

率の向上を図り、市民の免疫力の維持、向上に努めます。 

◆新型インフルエンザ等の感染症に対し、発症予防及びまん延防止のための情報収集を

行い、正確かつ迅速な情報の提供に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】各種健（検）診、保健指導が

充実している、と感じている市民の割合 

50.0％ 65％ 

②特定健診受診率 

25.8％ 

（平成25年度） 

60％ 

③がん検診受診率 

11.7％ 

（平成25年度） 

20％ 

④予防接種率 

81.6％ 

（平成26年度） 

85％ 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆健康たがわ２１推進計画 

◆食育基本計画（仮称） 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第１節  健やかに生活できるまちをつくる 
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◆安定した医療体制を供給するために医師等の確保や医療機関との連携を強化し、供給す

る必要があります。 

◆田川地域に必要な医療体制を確保するために、地域に即した適正な医療受診のルールづ

くりや地域医療に対する市民の理解、協力が求められています。 

◆地域医療を充実させるため、限られた医療資源を有効活用することが必要です。 

◆医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するための

地域包括ケアシステムの構築が求められています。 

◆医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくためには、居宅等におい

て提供される医療並びに介護（在宅医療並びに在宅介護）の提供が、地域包括ケアシス

テムの不可欠な構成要素となります。 

◆医療と介護については、それぞれを支える保険制度が異なるなど、医療と介護における

多職種間の相互の理解や情報の共有が十分ではなく、円滑に連携がなされていないとい

う課題があります。 

 

 

◆一般社団法人田川医師会や大学病院との連携強化や近隣市町村の連携による広域的な

医療の充実を図り、安心して受診できる環境と救急医療の供給に努めます。 

◆田川市立病院は、田川地域の中核病院として、市民の健康保持及び充実した医療の提供

に努めます。 

◆保健サービス、医療サービス、介護サービス並びに福祉サービス等が一体的に提供され

る「地域包括ケアシステム」の構築に努めます。 

 

 

１１１１        救急医療救急医療救急医療救急医療のののの充実充実充実充実    

◆田川地区急患センターにおいて、医師の確保に努めるとともに、安定的な運営を目指

します。 

◆田川地域における２次救急医療※の安定した診療を維持するとともに、２次医療機関

を確保し住民への救急医療の提供に努めます。 

２２２２        地域医療連携体制地域医療連携体制地域医療連携体制地域医療連携体制のののの整備整備整備整備    

◆田川地域の町村や医療機関などの関係団体による連携体制を整備し、地域医療機関に

よるチーム医療※の確立を目指します。 

◆市民に対する医療知識の普及や情報提供、意識啓発を推進し、適正な受診方法を周知

します。 

３３３３        市立病院市立病院市立病院市立病院のののの充実充実充実充実    

◆安定した医師の確保に努め、診療体制の充実を図ります。 

３３３３‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐２２２２    

地域地域地域地域のののの医療医療医療医療のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第３章  互いに支えあい誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり 
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◆田川市立病院第２期中期事業計画に基づき、目標管理の徹底及び職員の意識改革を進

め、病院における医療の質の向上、経営の健全化及び地域医療の推進に努めます。 

４４４４        医療医療医療医療とととと介護介護介護介護のののの連携体制連携体制連携体制連携体制のののの整備整備整備整備    

◆地域包括ケアシステムを構築するため、地域の医療・介護関係者・市民等が参画する

田川市地域支え合い体制づくり会議を通して、医療、在宅、介護が切れ目なく一体的

に提供される体制の構築に向けた取組を推進します。 

◆医療・介護関係者の情報共有のための支援を行うとともに、在宅医療・介護連携に関

する相談支援を行います。 

◆医療・介護関係者の研修会を開催するとともに、市民に対し普及啓発することで在宅

医療・介護連携の理解促進に努めます。 

◆医療、在宅、介護の連携に関する県及び近隣市町村と連携強化に努めます。 

◆高齢者が、自立の段階から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生活支援

サービスを受けながら、疾病・障害予防活動、生涯学習・社会活動等に参加し、でき

るだけ長く自立した生活をすることを可能にする共同体（日本版ＣＣＲＣ※）をつく

ることを検討します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】田川市立病院をはじめ、地域

の医療体制が整っている、と感じている市民の割

合 

48.1％ 75％ 

②田川地区急患センターから２次救急への搬送件

数の減 

194件 

（平成26年度） 

180件 

③高齢者が、介護が必要になっても安心して生活

できる環境が整っている、と感じている市民の割

合 

- 60％ 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆高齢者保健福祉計画 

◆健康たがわ２１推進計画 

◆田川市立病院第２期中期事業計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※２次救急医療 

  入院を要する救急医療のこと。 

※チーム医療 

  各分野の専門家が連携しながら行う治療のこと。 

※ＣＣＲＣ 

Continuing Care Retirement Communityの略称。 

 

第１節  健やかに生活できるまちをつくる 
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◆全国的に人口が減少し、少子・高齢化が急速に進んでいる中、少子化問題は、本市にお

いても喫緊の課題であります。 

◆出産や育児に不安を抱えている親が増加する中、情報提供や各種相談体制の充実が求め

られています。 

◆母子の健康を守るためには、疾病

しっぺい

や障がいを早期に発見し、早期治療、療育※を行うこ

とが必要であり、母子の健康づくりの意識を高めることが求められています。 

◆妊産婦と子どもに対する医療体制の充実を図るため、田川地域における産科医療や小児

医療の体制を確立することが必要です。 

◆少子化対策の一環として、不妊に悩む人の不妊治療に係る費用の経済的負担の軽減を図

る必要があります。 

 

 

◆子どもが健やかに成長し、生み育てやすいまちづくりを推進するため、多面的な子育て

支援施策を講じ、環境整備に努めます。 

◆母子保健事業をはじめ、食育の推進、子育て家庭の健康の確保及び増進に努めます。 

 

 

１１１１        母子母子母子母子のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの促進促進促進促進    

◆出産に対する精神的な不安や子育ての孤立感を和らげるため、乳幼児家庭への訪問な

どにより、子育て支援に必要な情報提供や各種健康相談、保健指導の充実を図り、ま

た、育児指導や育児に関する情報提供に努めます。 

◆乳幼児の疾病の早期発見や心身ともに健康を維持するため、各種健診及び教室等の充

実を図ります。 

◆妊産婦の健康相談や乳幼児の健診を充実し、妊娠期からの継続した支援体制の整備を

図ります。 

２２２２        妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦とととと子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対するするするする医療医療医療医療のののの充実充実充実充実    

◆休日や夜間における乳幼児の急な病気やけがに対応できるよう、小児救急医療体制の

整備に努めます。 

◆妊産婦の経済的不安と精神的不安の解消に努めます。 

◆不妊に悩む人の不妊治療に係る費用について、経済的支援を行います。 

３３３３‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐１１１１    

子子子子どもとどもとどもとどもと母親母親母親母親のののの健康健康健康健康をををを確保確保確保確保するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①4か月児健診受診率 

95.9％ 

（平成26年度） 

100％ 

②乳幼児家庭訪問率 

98.0％ 

（平成26年度） 

100％ 

③出産後、育児に不安を抱える母親の割合 

8.5％ 

（平成26年度） 

7％ 

出典：①②③「田川市調べ」 

 

 

◆健康たがわ２１推進計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※療育 

  障がいのある子どもの障がいを軽減し、自立して生活するために必要となる能力が得られるよう、治療や

訓練を行うとともに、社会生活に必要な生活知識や技術などの教育や指導を行うこと。 
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◆近年、社会経済情勢の変化とともに、子どもを取り巻く環境も目まぐるしく変化してお

り、地域や家庭における子育て等の相談支援、保育需要の多様化等の課題に迅速かつ的

確に対応していくことが求められています。 

◆就労形態の多様化などの社会の変化に応じて、一時保育※や病児・病後児保育※などの

保育サービスに対するニーズが高まっており、更なる保育サービスの充実や留守家庭へ

の支援が必要です。 

◆子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困

が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等が求められ

ています。 

◆平成２４年８月に「子ども・子育て関連３法」が制定されたことに伴い、子どもの成長

に応じた総合的な子育て支援策を講じなければなりません。 

 

 

◆子育てに意欲を持つことができる環境づくりを社会全体で推進するために、全ての子ど

もと家庭の立場に立ち、次世代を担う子どもの成長を支援することで、子どもとともに

大人も地域も成長するまちを目指します。 

◆全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧

困対策を総合的に推進します。 

◆子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、地域のニーズに応じた多様な子ども・子育て

支援の充実を図ります。 

◆安心して出産、子育てができる環境を整備するため、経済的な支援を行います。 

 

 

１１１１        地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

◆育児相談､子育て支援サークルへの支援､出張子育て支援､育児講座等を行います｡ 

◆子育て支援センターや多世代交流ひろばそだちの森を地域の子育て力向上の中核機

関と位置付け、関係機関及び団体との連携を図り、各種事業の充実を図るとともに、

子育てサークルやボランティア等の育成・強化に努めます。 

◆地域における育児の相互援助活動を推進し､子育て中の家庭が安心して労働及び社会

参加等ができるよう、支援制度の拡充を図ります。 

◆地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させるため、「子ども・子育て支援事

業計画」に基づいた「地域子ども・子育て支援事業」を展開します。 

２２２２        家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける健全健全健全健全なななな子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

◆不安や悩みを抱える家庭の心身と生活が安定するよう相談、派遣及び援助を行い、問

題解決を図り、自立を助長します。 

◆障がいのある子どもへの支援、ひとり親家庭などへの相談事業や就労支援を強化し、

３３３３‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐２２２２    

社会全体社会全体社会全体社会全体でででで子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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養育及び生活の安定を図ります。 

◆児童虐待の防止及び早期発見、早期対応など、要保護児童等へのきめ細やかな取組を

強化します。 

◆子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てを応援するための助成事業の充実に努めま

す。 

◆子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子ども医療費等の助成を継続します。 

３３３３        保育保育保育保育サービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどの充実充実充実充実    

◆子育てと仕事の両立支援を図るため、関係機関や団体と連携し、延長保育、一時保育、

障がい児保育及び病児・病後児保育等、多様なニーズに応じた保育サービスを提供し

ます。 

◆市内認可保育所において、施設の計画的な改修及び改築に努めます。 

◆子ども・子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の軽減措置の拡充を図りま

す。 

４４４４    子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所づくりのづくりのづくりのづくりの充実充実充実充実    

◆子どもの健全育成を図るため、子どもの居場所づくりに関する支援を展開します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】安心して子育てできる環境が

整っている、と感じている市民の割合 

31.8％ 65％ 

②【市民意識調査】子育ての経済的支援（子ども

医療費、出産祝い金など）が充実している、と感

じている市民の割合 

40.9％ 65％ 

③子育て支援センター事業参加者総数 

8,257人 

（平成26年度） 

9,000人 

出典：③「田川市調べ」 

 

 

◆子ども・子育て支援事業計画 

◆障がい者福祉基本計画 

◆男女共同参画プラン 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※一時保育 

  保護者のパート就労や疾病、出産、育児からのリフレッシュの際に、一時的に乳幼児を保育所で預かる制

度のこと。 

※病後児保育 

  病気回復期にある乳幼児を対象に、保育園（所）や病院などにおいて一週間を限度に行う保育のこと。 
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◆本市の高齢化率※は、平成２７年４月現在３０．７％であり、国、福岡県と比較して、

かなり高い水準で推移しています。今後も高齢化の更なる進行、高齢者のみの世帯の増

加が予想され、支援を必要とする高齢者数は増加する見込みです。２０２５年（平成   

３７年）には、「団塊の世代」と呼ばれる世代が７５歳に到達し、後期高齢化率が約     

２０％となる見込みであり、２０２５年（平成３７年）を見据え、高齢者が住み慣れた

地域で健康で元気に自立した生活が送れるよう、介護予防、生きがいづくりの支援の充

実や様々なニーズに対応できる体制づくりが求められています。 

◆高齢者が自立した生活を継続できる地域づくりのためにも、「在宅医療・介護連携の推

進」、「認知症対策の推進」、「生活支援サービスの体制整備」、「地域ケア会議の充実」の

事業を推進し、協議体の設置等を進めるとともに、地域包括支援センターの機能を強化

する必要があります。 

 

 

◆高齢者が健康で生きがいを持ち充実した生活を送ることができる活力ある社会を実現

するため、高齢者の社会参加を促進し、安心して住み続けられるよう地域で支え助け合

うまちづくりを目指し、介護予防と生きがいづくりを推進します。 

◆高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じ、自立した生活を安心して営むこと

ができるよう、地域、関係機関、行政等が連携した、地域包括ケアシステムの構築を目

指します。 

 

 

１１１１    介護予防介護予防介護予防介護予防のののの推進推進推進推進    

◆高齢者が、生活能力の維持、向上を図り、住み慣れた地域で元気に暮らせるよう、介

護予防に関する取組を進めます。 

２２２２    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいづくりのきがいづくりのきがいづくりのきがいづくりの支援支援支援支援    

◆高齢者が、自らの能力を向上させ、生きがいを持ち積極的に社会参加できるよう、生

きがい活動の支援に努めます。 

◆高齢者の交流の場を提供し、孤立感を緩和するとともに生きがいづくり活動を推進し

ます。 

◆シルバー人材センター等と連携し、高齢者の生きがいづくりとしての雇用・就労機会

３３３３‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐１１１１    

高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会にににに適応適応適応適応したしたしたした福祉福祉福祉福祉をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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の確保を図ります。 

３３３３    互互互互いにいにいにいに支支支支ええええ合合合合うううう暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの支援支援支援支援    

◆高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、見守り体制などのネットワークの

構築に努めます。 

◆在宅高齢者の安全確保及び家族等が安心して生活できるための、サービスや助成など

在宅支援の充実を図ります。 

◆高齢者の意思が尊重されるよう、認知症対策、高齢者虐待防止対策及び権利擁護の推

進に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】高齢者の生きがいづくりや介

護予防の取組が進んでいる、と感じている市民の

割合 

33.0％ 70％ 

②要支援・要介護認定されていない65歳以上の高

齢者の割合 

74.0％ 

（平成26年度） 

75％ 

③市が行う高齢者の生きがいづくり事業の参加者

数 

57,776人 

（平成26年度） 

57,800人 

④地域での見守り体制の構築実施地区割合 

4.0％ 

〔4か所〕 

（平成26年度） 

41％ 

〔40か所〕 

出典：②「福岡県調べ」、③④「田川市調べ」 

 

◆高齢者保健福祉計画 

◆健康たがわ２１推進計画 

◆福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画 

◆地域福祉計画（仮称）  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第３節  共に支えあう福祉のまちをつくる 

※高齢化率 

  ６５歳以上の高齢者が総人口に占める割合のこと。 
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◆本市の障がい者手帳所持者総数は、平成２７年４月現在、３，９２３人（身体障害者手

帳２，９０１人、療育手帳４８８人、精神障害者保健福祉手帳５３４人）となっていま

す。障がい者手帳所持者総数は、前年に比べ２．８％減ですが、精神障害者保健福祉手

帳所持者数は、前年に比べ２４．７％増となっています。 

◆重度障がい者の医療費助成の拡大が求められています。 

◆障がい者が地域で安心して生活できるよう、多種多様な福祉サービスの提供が求められ

ています。また、サービス利用の有無に関わらず、全ての障がい者やその家族等がいつ

でも安心して気軽に相談でき、必要な情報を得ることができる体制づくりが必要です。 

◆障がいや障がい者に対する正しい理解を深め、障がい者が住み慣れた地域で自立し、障

がいのある人もない人も地域で共に支えあう社会を実現することが求められています。 

◆平成２５年６月に「障害者差別解消法」が制定され、全ての人が障がいの有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に

つなげる取組が必要となりました。 

 

 

◆ノーマライゼーション※の理念の下、誰もが地域との関わりの中で必要な支援を受けな

がら、全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

◆障がい者が地域社会の一員として自立し、地域で安心して暮らせるよう、障害者総合支

援法等に基づく各種施策を総合的に推進します。 

 

 

１１１１        障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実    

◆障がい者が地域で安心して暮らせるよう、障がいの状態やニーズに応じた適切な障が

い福祉サービスの提供に努めます。 

◆障がい者や家族が安心して相談できる体制の充実を図り、地域、福祉、保健、医療、

教育、就労などの各分野が一体となって、乳幼児期から生涯にわたってサポートでき

る仕組みづくりに努めます。 

◆障がい者の医療費の経済的負担を軽減し、安心して医療を受けることができるよう、

医療費の自己負担額の軽減に努めます。 

２２２２        早期療育体制早期療育体制早期療育体制早期療育体制のののの充実充実充実充実    

◆乳幼児の発達・発育面において支援が必要とされる場合などにおいて、保護者の不安

が大きい。そのことから、母子保健事業及び子育て支援事業との連携を図り、気軽に

相談できる体制を整えるとともに、障がい者相談支援専門員、保健師などの専門職に

よる相談体制の充実を図ります。また、療育相談について、窓口や健診時に加え、広

報などで広く周知を図ります。 

◆障がい児とその保護者を支援するため、保健、福祉、教育部門との連携を密にすると

ともに、医療機関、児童相談所、障がい福祉施設などの関係機関との連携を強化し、

３３３３‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐２２２２    

障障障障がいがいがいがい者者者者のののの地域生活地域生活地域生活地域生活をををを推進推進推進推進するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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支援体制の充実を図ります。 

３３３３    自立生活自立生活自立生活自立生活・・・・社会参加社会参加社会参加社会参加のののの支援支援支援支援    

◆障がいの状態や障がい者の目的に応じた自立した日常生活や社会参加を行うために

必要なサービスの提供に努めます。 

◆障がい者の自立に向けて、能力を最大限に発揮した社会生活や社会参加が行えるよう、

障がいの程度に応じた就労支援を促進します。 

◆広報紙やホームページなどを活用し、市民の障がい者に対する正しい理解を促進する

とともに、障がい者や障がい者団体などと連携し、様々な機会を通じ、障がい者に対

する市民意識の高揚を図ります。 

◆障がい者が文化活動、スポーツ、レクリエーション活動を通じて、交流や社会参加が

できるよう支援します。 

◆国が作成する障害者差別解消の基本方針に基づき、職員が遵守すべき服務規律の一環

である対応要領を策定し、その取組を推進します。 

◆障がい者の自立の促進を図るため、障害者優先調達推進法に基づき、物品等の調達を

推進します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】障がい者の福祉サービスや社

会参加への取組が進んでいる、と感じている市民

の割合 

30.7％ 55％ 

②障害者福祉サービス事業所（日中活動系）を利

用して社会参加している障がい者数 

328人 

（平成26年度） 

464人 

③療育相談（障がい児等）実人数 

109人 

（平成26年度） 

136人 

④一般就労移行者数 

13人 

（平成26年度） 

32人 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆障がい者福祉基本計画 

◆障害福祉計画 

◆地域福祉計画（仮称） 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※ノーマライゼーション 

  障がい者を特別視するのではなく、障がいのある人もない人も、誰もが個人の尊厳を重んじられ、地域の

中で同じように生活を営める社会が通常（ノーマル）の社会という考え方のこと。 
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◆本市の生活保護率は、景気が緩やかに回復傾向にあるものの、依然として高止まりの状

態にあり、中でも傷病者世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯が全体の８０％以上を占め

ている状況です。 

◆生活保護受給者の状況に応じた、経済的・日常的自立等に向けた支援が求められており、

とりわけ、就労等の支援とともに就労意欲を喚起するための支援が必要です。 

◆高等学校などへ進学することが、「貧困の連鎖」を防止する一つの方策として考えられ

るため、生活保護世帯等の子どもたちに対し、学習支援等を継続的に進めることが必要

です。 

◆平成２５年１２月に生活保護法の改正と併せ、「生活困窮者自立支援法」が交付され、

各自治体においては、平成２７年４月から新法に基づく法定サービスの施行が義務付け

られました。 

 

 

◆生活に困窮する市民に対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに就労

支援等による自立の促進を図ります。 

◆複合的な問題を抱える生活困窮者の課題を包括的な相談で把握し、制度の狭間に陥らな

いよう早期自立へ向けた支援を行うため、今般、策定した「田川市生活困窮者自立支援

基本計画」に基づき、地域福祉を担う主体が相互に連携しながら順次計画を進めます。 

 

 

１１１１        生活生活生活生活のののの保障及保障及保障及保障及びびびび自立自立自立自立のののの促進促進促進促進    

◆就労支援員の活用や、生活保護自立支援プログラム（就労支援事業・就労意欲等喚起

支援事業）の実施による自立の促進を図ります。 

◆生活保護に至る前段階の自立支援を強化するため、生活困窮者に対し、相談支援等を

実施するため、自立相談支援機関において自立相談支援事業を展開します。 

◆失業や債務問題等を抱える生活困窮者に対して、家計に関する相談、家計管理に関す

る指導、貸付のあっせん等を行うため、家計相談支援事業を展開します。 

◆生活保護家庭や生活困窮家庭での養育相談や学び直しの機会の提供、学習支援といっ

た「貧困の連鎖」の防止の取組など、育成支援等を実施するため、子どもの学習支援

事業を展開します。 

３３３３‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐３３３３    

暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる制度制度制度制度のののの充実充実充実充実とととと自立自立自立自立をををを支援支援支援支援するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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◆直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備とし

ての基礎能力の形成を計画的かつ一貫（生活自立段階、社会自立段階、就労自立段階

の３段階）して支援するため、就労準備支援事業を展開します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】社会的弱者の暮らしを支える

制度が整っている、と感じている市民の割合 

23.9％ 55％ 

②生活保護自立支援対象者のうち就職により増収

〔うち自立〕した者の割合 

43.9％ 

〔10.0％〕 

（平成26年度） 

49.8％ 

〔11.3％〕 

③自立支援機関を利用した者のうち自立した者の

割合 

12.9％ 27.9％ 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆生活困窮者自立支援基本計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    
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◆現代社会では、「心身の障害・不安」、「社会的排除や摩擦」、「社会的孤立や孤独」とい

った問題が複合化した現象にあって、問題の把握を一層困難にしており、社会的援助を

必要とする人々に社会福祉の手が届かないといった状態にあります。 

◆急速な少子・高齢化の進行、核家族化や価値観の多様化等により、地域における連帯意

識や支え合いの機能が薄れていることから、誰もが豊かに安心して暮らせる地域づくり

が重要となっています。 

◆地域が抱える課題解決のために、地域福祉の推進役である社会福祉協議会や民生委員・

児童委員、ボランティアなど地域福祉を支える各種団体、組織との連携強化による市民

全体での取組が求められています。 

◆高齢者や障がい者、児童などの福祉と保健・医療の充実を図るとともに、市民と協働の

もと、福祉や保健・医療を総合的に結び付け、支援する仕組みづくりを推進する必要が

あります。 

 

 

◆互いに支えあい誰もが健やかに安心して暮らせるまちを実現するため、市民一人ひとり

ができること、地域や事業所等の取組、行政の施策のそれぞれが役割を果たし、相互の

力を合わせたまちづくりの推進に努めます。 

◆市民、事業者、行政等が協働して、市民が互いに支えあい誰もが健やかに安心して暮ら

せるまちにするため、地域福祉計画を策定し、推進に努めます。 

 

 

１１１１    互互互互いにいにいにいに支支支支えあうひとづくりえあうひとづくりえあうひとづくりえあうひとづくり（（（（地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動へのへのへのへの参加推進参加推進参加推進参加推進））））    

◆行政及び社会福祉協議会等は、地域自主運営活動の支援、ボランティアの養成、地域

活動者等の育成に努め、地域福祉活動の普及啓発及び意識の向上を図ります。 

２２２２    互互互互いにいにいにいに支支支支えあうまちづくりえあうまちづくりえあうまちづくりえあうまちづくり（（（（地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動のののの推進推進推進推進））））    

◆地域福祉活動を推進する社会福祉協議会、民生委員・児童委員等と連携を図るととも

に、地域での活動を支援します。 

◆総合福祉センターなどの活動の場の提供や、地域公民館での活動を支援することによ

り、地域での交流の機会づくりに努めます。 

◆地域での生活を支えるため、市民、地域、行政が協働して行う見守り活動や生活支援

３３３３‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐４４４４    

ふれあいふれあいふれあいふれあい広広広広がるがるがるがる地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動地域福祉活動をををを推進推進推進推進するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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を推進します。 

３３３３    包括的包括的包括的包括的なななな仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり（（（（相談体制相談体制相談体制相談体制とネットワークのとネットワークのとネットワークのとネットワークの整備整備整備整備））））    

◆市民、事業者、行政が協働して市民一人ひとりの状況に応じた保健福祉サービスを総

合的に展開することにより、市民が安心して暮らすことのできるまちづくりを推進し

ます。 

◆福祉の多様な分野の横断的な相談体制を構築するため、総合的に相談内容を解決する

組織づくりに努めます。 

◆全ての市民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域住民、各種団体、

関係機関、行政が連携を図り、市民支え合いのネットワークの構築に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①福祉に関する課題は、家族・地域住民・行政が

ともに協力し合って取り組むべきと感じている市

民の割合 

53.0％ 

（平成26年度） 

60％ 

②地域で解決すべき問題についての話し合いの場

や機会があり、参加していると答えた市民の割合 

31.0％ 

（平成26年度） 

35％ 

出典：①②「田川市調べ」 

 

 

◆地域福祉計画（仮称） 

◆高齢者保健福祉計画 

◆障がい者福祉基本計画 

◆健康たがわ２１推進計画 

◆子ども・子育て支援事業計画 

◆生活困窮者自立支援基本計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    
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◆近年、全国各地で記録的な豪雨が頻発し、洪水や内水氾濫、がけ崩れなどの土砂災害が

発生し、深刻な被害をもたらしています。市と市民が、地域における災害リスクを把握、

共有し、避難行動が行える体制の構築が求められています。 

◆大規模災害が発生した場合、被災者数が多くなるとともに、公的施設、道路や橋梁

りょう

な

どのインフラが被害を受け、市や消防署などの公的防災機関の活動能力は著しく低下し、

災害出動や救助活動に支障をきたすことが予測されます。このようなときに、被害の軽

減に大きな役割を果たす、地域の自主防災活動体制を確立し、地域防災力を向上するこ

とが求められます。 

◆建築物の高層化・複合化などに伴い、火災は複雑化・大規模化する傾向にあることから、

消防機関との連携、協力を強化するとともに、消防団員の資質の向上をはじめ、消防団

のより一層の機能強化を図らなければなりません。 

 

 

◆市民が災害時に的確な判断に基づき行動できるよう、防災に関する知識の普及啓発に努

めます。 

◆避難情報の伝達方法などの、適時適切な避難行動を促すための仕組みを作ります。 

◆市民が、地震や水害、火災などの災害に迅速に対応できる避難体制の確立を目指します。

特に、高齢者や障がい者等に対する避難支援対策の推進に努めます。 

◆自主防災組織の結成促進と、防災訓練などの活動を積極的に支援し、実効性のある組織

の育成に努めます。 

◆消防施設及び防災用資材の整備を行うとともに、地域に根ざした消防体制の充実を図り

ます。 

 

 

１１１１        防災意識防災意識防災意識防災意識のののの啓発啓発啓発啓発とととと防災体制防災体制防災体制防災体制のののの充実充実充実充実    

◆災害に関する基礎知識や防災対策に関することなど、防災に関する必要な事項につい

て、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、男女のニーズの違いなどに十分に配慮しな

がら、広報紙やインターネット、講演会などを通じて積極的に普及啓発を行います。 

◆学校における防災関係行事などの教育活動の機会を通じて、児童、生徒の発達段階に

応じた、災害に関する基礎知識などの普及を行います。 

３３３３‐‐‐‐４４４４‐‐‐‐１１１１    

防災意識防災意識防災意識防災意識をををを高高高高めめめめ、、、、防災体制防災体制防災体制防災体制をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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◆避難情報の伝達手段の多様化を図り、情報伝達体制を整備します。 

◆地域や関係機関と連携し、高齢者や障がい者等の災害時要配慮者を支援する体制の構

築を推進し、災害時における災害時要配慮者の安全確保を図ります。 

◆自主防災組織が結成されるよう、組織づくりに対する助言等の支援を行います。 

◆住民の防災行動力の向上を図るため、地域や自主防災組織等が行う避難訓練などの防

災訓練に対し、積極的に働きかけ、必要に応じ職員の派遣や資機材の貸与等の支援を

します。 

◆自主防災組織が行う防災資機材の整備に対し、助成を行うなどの支援をします。 

２２２２        消防体制消防体制消防体制消防体制のののの充実充実充実充実    

◆消防訓練や火災予防に関する講習会の開催など、市民の防火意識の普及を図ります。 

◆消防資機材の高度化に併せ、老朽資機材の更新を推進するとともに、消火栓などの消

防水利を整備します。 

◆消防団への加入を促進し、消防団員に対する訓練や研修の充実を図り、団員の知識の

習得、技術の向上を図ります。 

◆消防団による、地域の高齢者の把握や地域が実施する行事に積極的に参加します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】火災や災害（地震、風水害な

ど）に対する体制が整っている、と感じている市

民の割合 

37.1％ 60％ 

②自主防災組織の避難訓練等実施回数 

23回 

（平成26年度） 

32回 

③防災メール「まもるくん」の登録者数（延べ数） 

762人 

（平成26年度） 

1,250人 

④消防団員の定員充足率 

94％ 

（平成26年度） 

100％ 

出典：②「田川市調べ」、③「福岡県調べ」、④「田川市調べ」 

 

 

◆地域防災計画 

◆水防計画 

◆国民保護計画  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第４節  安全・安心な暮らしをつくる 
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◆本市の交通事故件数は減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあり、交通環境の

改善と市民一人ひとりの交通マナーの向上が課題です。 

◆いまだ無くなることのない飲酒運転は重大な犯罪であり、飲酒運転撲滅に向け、全ての

市民が一体となって取り組まなければなりません。 

◆犯罪の低年齢化が進んでおり、行政、市民、地域が一体となって、犯罪などの抑止や拡

大の防止を図ることが必要です。 

◆適正に維持管理されていない空き家等が増加しており、防犯、防災上などの観点から、

このような空き家等に対する対応が求められています。 

◆消費生活相談では、依然として悪質な商法による契約上のトラブルなどの詐欺的行為に

よる被害が後を絶たない状況であり、その手口も巧妙かつ複雑になっています。また、

高齢者の資産を狙った悪質な商法や詐欺的行為も後を絶たず、消費者自らが適切な判断

ができ、被害を未然に防ぐことが必要です。 

 

 

◆高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。 

◆通学路等における幼児・児童の安全確保を図ります。 

◆市民一人ひとりに子どもや高齢者等の交通弱者に対する保護意識の醸成、飲酒運転の悪

質性、危険性、事故の悲惨さを訴え、規範意識の確立を図ります。 

◆警察署や関係団体、地域と連携し、市民の身近で不安を感じる犯罪等を未然に防止する

ため、安全活動を推進します。 

◆空き家等が管理不全な状態になることを防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に努

めます。 

◆消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる体制づくりに努めます。 

◆消費者の権利の尊重と消費者の自立を支援するとともに消費生活に関する教育の充実

に努めます。 

◆地方公共団体、消費者団体等との連携・協働と消費者政策の実効性の確保・向上に努め

ます。 

 

 

１１１１        交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策のののの充実充実充実充実    

◆警察署や交通安全推進団体等と連携し、幼児及び児童とその保護者、高齢者等に対し、

交通安全教育及び広報啓発の促進を図ります。 

◆スクールゾーンや通学路等を通行する車両の運転者に対し、注意喚起を促すための広

報啓発を行います。 

◆学校や教育委員会等と連携し、通学路の交通安全の確保に向けた効果的な取組を推進

します。 

◆交通安全運動期間を中心に、街頭啓発活動などにより正しい交通ルールとマナーの習

３３３３‐‐‐‐４４４４‐‐‐‐２２２２    

市民生活市民生活市民生活市民生活をををを守守守守るるるる安全対策安全対策安全対策安全対策をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第３章  互いに支えあい誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり 
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慣付けを促し、交通安全思想の普及徹底を図ります。 

◆地域、職場、家庭等における飲酒運転を許さない環境づくりの促進及び飲食店におけ

る運転手への酒類提供禁止の徹底を推進します。 

◆交通事故抑制のため、カーブミラーなどの交通安全施設の整備を推進します。 

２２２２        防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策のののの充実充実充実充実    

◆警察、地域などと連携し、防犯懇談会などの開催により市民の防犯意識の高揚を図り

ます。 

◆自主防犯組織の結成の促進、通学時などにおける児童、生徒などに対する見守り活動

を支援します。 

◆警察ＯＢの指導員が、市民の相談を受け付けます。また、企業訪問、市内のパトロー

ル活動を実施し、安全・安心なまちづくりを推進します。 

◆地域と連携し、防犯灯などの防犯施設の整備を実施します。 

３３３３    消費者保護消費者保護消費者保護消費者保護のののの充実充実充実充実    

◆悪質商法等による被害の未然防止に向け、相談窓口の周知や広報、注意喚起、啓発に

努めます。 

◆被害の未然防止のため、消費者教育の推進と啓発に努めます。 

４４４４    空空空空きききき家等対策家等対策家等対策家等対策のののの充実充実充実充実    

◆空き家等の所有者や管理者に対し、適切な管理に努める必要があることを周知徹底し

ます。 

◆管理不全な状態となっている空き家等の所有者や管理者を特定し、改善や撤去するよ

う指導などを行います。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】犯罪や事故などを抑止する対

策が進められている、と感じている市民の割合 

26.5％ 55％ 

②本市人口1,000人当たりの犯罪発生件数 

14.2件 

（平成26年12月） 

14.0件 

③本市人口1,000人当たりの交通事故発生件数 

10.86件 

（平成26年12月） 

10.4件 

④悪質商法等相談案件の未然防止率 

31.0％ 

（平成26年度） 

40％ 

⑤認知している老朽化空き家等の除却又は改善数

の割合 

12.5％ 15％ 

出典：②③「福岡県（県警）調べ」、④⑤「田川市調べ」 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    
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◆家庭や地域社会、経済も含めた社会全体の変化の中、児童・生徒を取り巻く教育環境は

厳しさを増し、様々な問題が発生しています。本市も学力問題、不登校問題、問題行動

の増加など重点的な取組を必要とする課題を多く抱えています。 

◆少子化や核家族化の進行、女性の社会参画の機会の拡大や就労形態の多様化などは就学

前の子どもたちを取り巻く環境に大きな影響を与えており、保護者の生活様式やニーズ

に合った、また幼保一元化や社会、地域で子どもを守り育てるという視点に立った幼稚

園の運営が求められています。 

◆学校教育においては、基礎・基本を基にした確かな学力、豊かな人間性や健康・体力と

いった生きる力を育成するために、個に応じた教育や進路指導などが求められています。 

◆情報化社会や国際化社会が進行しており、コミュニケーション能力や読解力などの育成

が求められています。 

 

 

◆本市のあるべき幼稚園教育を実現するために、保護者のニーズに応え、子どもたちに最

良な就学前教育の環境づくりを目指します。 

◆学校では、様々な力を育成し、生涯にわたって学び続ける意欲や知的好奇心、探究心の

基盤などを育むことで、児童・生徒一人ひとりの個に応じた教育を行います。 

◆自己有用感※を育む学校・家庭・地域の連携による教育を目標理念として推進します。 

◆きめ細やかな指導を行い、児童・生徒の個々の可能性を伸ばします。また、自己の考え

を持ち、他者の考え方を尊重しながら共に生きていくなどの人権に関する知的理解や感

覚を養うとともに、心の教育の充実を推進します。 

◆児童・生徒の基礎学力の向上や家庭、地域と連携した基本的生活習慣の習得を目指しま

す。 

 

 

１１１１        就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育のののの充実充実充実充実    

◆今後の少子化社会に対応するとともに、幼保一元を意図し、幼小連携などを中心に据

えた中長期的展望に立つ幼児教育と幼稚園経営の実現を目指します。 

◆幼稚園教職員の指導力向上のため、研修活動の充実を図り、公立幼稚園として地域の

実情に即した魅力ある幼稚園を目指します。 

４４４４‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐１１１１    

学校学校学校学校でのでのでのでの教育内容教育内容教育内容教育内容をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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◆福岡県立大学などの関係機関と連携し、時代やニーズに応じた就学前教育の充実を目

指します。 

２２２２        学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実    

◆小学校、中学校が連携した体制づくりを推進し、また、保護者や地域と連携すること

で、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力などの生きる力と郷土を愛する心「郷土

愛」を育成します。 

◆基礎・基本を基にした知識・技能とコミュニケーション能力や読解力、科学や数学の

応用力を学校教育の全課程と地域の教育力との結合などで育成します。 

◆特色ある取組を推進し､児童・生徒の個性や実態に応じたきめ細やかな対応を図りな

がら、食育や環境教育及びキャリア教育※など時代の流れに沿った教育を推進します。 

◆教職員の授業力向上と職能成長※を目指し、研修会や授業研究会などの充実を図ると

ともに、健康管理など福利厚生の充実を図ります。 

◆児童・生徒の実態に応じたきめ細やかな対応を図るため、教育条件の充実を図ります。 

◆特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し、支援体制を中心とした特別支援教

育の一層の充実を図ります。 

◆教育研究所の機能を強化し、学校・学級不適応や生徒指導上の諸課題への対応を充実

させ、また、教職員に向けた資料の提供などの充実を図ります。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】学力・体力・豊かな人間性な

どを育成する教育が行われている、と感じている

市民の割合 

25.4％ 65％ 

②全国学力・学習状況調査で筑豊地区平均を上  

回った教科区分数 

0/8教科 8/8教科 

出典：②「文部科学省（全国学力・学習状況調査）調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆子ども・子育て支援事業計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※自己有用感 

  自分自身のよさを認め、自分を肯定的に受け止めることができる存在感のこと。 

※キャリア教育 

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア

発達を促す教育 

※職能成長 

  教職員が、それぞれの立場や職務において果たすべき役割を成長させていくこと。 

 

第１節  子どもたちの豊かな心と創造力を育む 
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◆近年、学力の向上や基本的生活習慣※などに関わる課題が指摘され、教育条件の整備や

いじめ問題、不登校問題などへの対応が求められています。 

◆老朽化した学校施設の改修などを行い、安全・安心な教育環境を確保することが求めら

れています。 

◆学校給食の施設・設備における安全・衛生管理の徹底と食育の推進が求められています。 

◆学校や家庭、地域が連携した教育活動は、その根底に、学校教育に対する地域からの信

頼がなければ成立しません。学校が地域の信頼を得るには、特色ある優れた教育課程と

熱意あふれる教育実践が求められます。さらに、地域の教育コミュニティ※を核として、

小学校と中学校とが連携を密にした実践が求められています。 

◆中等教育環境に対するニーズの多様化などに伴い、地元の学校を選択せず、他地区の中

高一貫教育校等に進学する児童生徒が増加しています。 

 

 

◆学校と関係団体との連携を強化し、いじめ問題の解決や不登校の起きにくい環境をつく

ります。 

◆施設を効率的に維持管理し、児童・生徒が安心して学べる環境をつくります。 

◆給食設備、給食材料の安全・衛生管理を徹底し、併せて食育を推進します。 

◆地域に根ざした教育を推進し、地域の教育コミュニティを核とし、小学校と中学校とが

連携を密にして子どもたちを育てることを目指します。 

◆学校や家庭、地域が連携を密にして教職員と協力して教育力の向上を図ります。 

◆田川地区市町村が一体となり、福岡県教育委員会等関係機関と連携を図りながら、地区

内のより良い中等教育環境の整備について検討を行います。 

 

 

１１１１    学校施設学校施設学校施設学校施設のののの整備整備整備整備    

◆老朽化した教育施設の大規模改修計画を策定し、学校施設の整備を推進します。 

◆教育環境の向上のために田川市立中学校の再編を推進します。 

２２２２        学校給食学校給食学校給食学校給食のののの充実充実充実充実    

◆おいしくて安全な給食づくりを実施していくとともに、地域の特性をいかした食育の

充実に取り組みます。 

４４４４‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐２２２２    

豊豊豊豊かにかにかにかに学学学学べるべるべるべる教育環境教育環境教育環境教育環境をををを整備充実整備充実整備充実整備充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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◆中学校給食実施を目指し、給食施設の整備を推進します。 

３３３３    家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力のののの推進推進推進推進        

◆学校教育と社会教育が連携融合し、学校や家庭、地域の本来の役割についての認識を

高めるため、啓発活動を推進し、家庭での基本的生活習慣の定着を図ります。 

◆社会人の活用が有効となる取組を推進し、学校における地域人材の活用を図ります。 

４４４４    中等教育環境整備中等教育環境整備中等教育環境整備中等教育環境整備のののの検討検討検討検討    

◆田川地区市町村で構成される「田川地区中等教育環境整備検討委員会」において、福

岡県教育委員会等関係機関と協議を行いながら、地区内における中高一貫教育の制度

化等について検討します。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】幼稚園、小中学校に学びやす

い環境（施設整備、少人数学級など）が整ってい

る、と感じている市民の割合 

33.7％ 60％ 

②再編後の中学校数 7校 2校 

③不登校の児童・生徒割合 

小学生0.6％ 

中学生3.6％ 

（平成26年度） 

小学生0％ 

中学生0％ 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆子ども・子育て支援事業計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※基本的生活習慣 

  一般的には、「食事」「睡眠」「排泄

せつ

」「清潔」「衣服の着脱」を指し、それ以外にも、「時間や約束を守る」

「身の回りの整理整頓ができる」「きちんとしたあいさつができる」などの子どもとしての最低限のマナー

やルールを守るという自立した生活態度のこと。 
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◆地域社会の一員としての意識や連帯感が薄れつつある今日、良好なコミュニティを保つ

ことが困難となっています。生涯にわたり、潤いと生きがいのある毎日を送ることがで

きるよう、市民の意思と活動により、中央公民館を中心とした積極的、意欲的な生涯学

習を推進していくことが必要です。 

◆市民会館には、時代と地域のニーズに合った学習講座の開催や活動推進の拠点としての

役割が求められています。また、学習の成果を地域活動に結び付けることが必要です。 

◆社会教育関連施設は老朽化が進んでおり、施設の改修が必要です。 

◆情報メディアの発展や普及により、市民の「活字離れ」、「読書離れ」が懸念されており、

「本を読むこと」の重要性が再認識されています。 

◆市民の郷土に対する理解を深めるために、郷土資料などの収集、整理、保存及び活用が

必要です。 

◆情報化社会の進展、趣味・娯楽の変化で、公立図書館に求められる役割が多様化し、全

てのニーズに対応することが難しくなってきており、利用者は減少傾向にあります。 

 

 

◆全ての市民が生涯にわたって、いつでも自由に学習できる機会を提供していくとともに、

学習によって得た知識などを地域に還元できる環境をつくります。 

◆校区活性化協議会をはじめとする関係機関・団体との連携、協力を更に図り、学校や家

庭、地域との関わりを深めて「生涯学習まちづくり」を推進します。 

◆市民の教育と文化の発展のため、図書館を身近に感じ、「本を読むこと」の楽しさなど

を知ってもらえるよう、関係団体などと連携し市民サービスの向上と図書館機能の充実

を目指します。 

◆全ての市民が参加できる生涯学習推進の拠点を整備します。 

 

 

１１１１        生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

◆広く市民の意見を収集し、また、各種教育機関と連携を図りながら、いつでも、どこ

でも、誰もが学べる生涯学習の環境をつくります。 

◆学校施設や市民会館などを社会教育のために幅広く開放し、地域住民が利用できるよ

うに努めます。 

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐１１１１    

いつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでもいつでもどこでも学学学学べるべるべるべる生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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◆老朽化した社会教育関連施設を改修し、整備します。 

２２２２        市民市民市民市民ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応じたじたじたじた学習機会学習機会学習機会学習機会づくりづくりづくりづくり    

◆市民の学習機会の充実と学校や地域に向けた社会参加活動の促進を図ります。 

◆指導者の発掘、養成に努め、多様な市民の学習要求に応えるための自主的な学習活動

を促進します。 

◆地域の公民館活動の充実を図り、活力ある地域社会の実現を目指します。 

３３３３        図書館図書館図書館図書館のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

◆指定管理者制度を導入し、より良い図書館を目指し、市民ニーズを踏まえながら、図

書館に親しみを感じ、読書の楽しさを知ってもらえる環境をつくります。 

◆毎月実施するモニタリングや定例会議等で指定管理者と十分な連携を図り、市民サー

ビスの向上及び図書館機能を充実していきます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】生涯にわたり学習活動ができ

る環境が整っている、と感じている市民の割合 

27.7％ 50％ 

②市民会館の稼働率 

18.6％ 

（平成26年度） 

20％ 

③図書館入館者数 

79,332人/年 

（平成26年度） 

83,000人/年 

出典：②③「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆子ども読書推進計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第２節  市民の豊かな心と創造力を育む 
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◆子どもたちに声をかけ、つきまとう不審者事案が後を絶ちません。また、インターネッ

トやスマートフォンなどの電子機器の急速な普及に伴い、子どもたちは様々な情報を簡

単に入手し、やり取りすることができます。そのため長時間使用によるインターネット

依存や有害・違法サイト等を通じてトラブルに巻き込まれる危険性が懸念されています。 

◆子どもたちの生活において、異年齢の仲間や地域の大人との交流、生活体験・社会体験

などが減少し、集団生活の中での思いやりの心や規範意識とともに、豊かな人間性や社

会性を育むことが求められています。 

◆核家族化の進行や地域における人間関係の希薄化、ひとり親家庭の増加などにより、子

育ての不安や悩みを抱える保護者は多く、家庭の教育力の低下が指摘されています。ま

た、家庭教育に関する講座や研修会へ参加する保護者は少なく、参加者は家庭教育に関

心の高い保護者に固定化する傾向にあります。 

 

 

◆子どもたちを犯罪から守るため、学校や家庭、地域と連携して見守り体制の充実とイン

ターネットやスマートフォンなどの使用に関する正しい知識と理解を図ります。 

◆子どもの自尊感情や自己肯定感を高め豊かな人間性を育む体験活動を推進します。 

◆保護者の育児力を高める学習の機会や情報を提供し、子どもたちを健やかに育むための

保護者の教育力の向上を図ります。 

 

 

１１１１        地域地域地域地域がががが連携連携連携連携したしたしたした青少年健全育成体制青少年健全育成体制青少年健全育成体制青少年健全育成体制のののの充実充実充実充実    

◆様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動等を通して社会の一員としての自

覚を促し、地域行事やボランティア活動等の社会参画を推進します。 

◆学校や地域住民、関係団体と協力して青色パトロールカーによる巡回活動を展開する

とともに、学校や校区活性化協議会などのあいさつ運動や見守り活動、街頭補導活動

などを支援します。 

２２２２        家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育のののの充実充実充実充実    

◆家庭教育に関する学習の機会や情報を提供することで、家庭の教育力向上に努めます。 

◆学校や家庭、地域及びその他関係者と連携・協力して家庭教育の重要性を促します。 

◆保護者にスマートフォン等の電子機器の利用に伴う危険性と適切な活用を啓発します。 

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐２２２２    

社会全体社会全体社会全体社会全体でででで子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを守守守守りりりり、、、、健健健健やかにやかにやかにやかに育育育育むむむむ環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】学校・家庭・地域が連携し、

子どもを守り育てる環境が整っている、と感じて

いる市民の割合 

38.2％ 65％ 

②地域活動に参加している児童生徒の割合 

小学生55.8％ 

中学生39.4％ 

小学生66.9％ 

中学生44.8％ 

出典：②「文部科学省（全国学力・学習状況調査）調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆子ども・子育て支援事業計画 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第２節  市民の豊かな心と創造力を育む 
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◆中高年齢層においては、健康づくりの観点からスポーツに親しむ機会が増えている一方

で、若年層においてはスポーツ離れが進んでおり、関連する組織間の連携、協力体制の

整備充実が求められています。 

◆スポーツライフが多様化し、誰もがそれぞれの年齢、体力、技術、興味、目的に応じて

「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しむことができる環境づくりが必要

です。 

◆子どもの体力は低下しており、子どもたちの健康への悪影響、気力の低下などが懸念さ

れます。 

 

 

◆市民の誰もが、「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ活動に参加し利用できる

ように、社会体育施設の整備と機能充実を図ります。 

◆健康で生き生きとした生活を営むため、子どもから高齢者まで生涯にわたって楽しめる

スポーツ環境の整備に努めます。 

 

 

１１１１        社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

◆社会体育施設の改修、整備と機能の充実を図ります。 

◆市民の意見を取り入れながら施設の運営を行い、サービスの充実を図ります。 

２２２２        市民市民市民市民ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応じたスポーツじたスポーツじたスポーツじたスポーツ活動活動活動活動のののの充実充実充実充実    

◆関係団体との連携を図りながら、市民が自然環境を含む学校施設などを利用して、ス

ポーツに親しむことができる環境整備に努めます。 

◆地域の身近な公民館で行う「健康・体力づくりの機会」について、関係課で連携して

提供します。 

◆市民が自主的に実施できるスポーツの振興を促進します。 

◆体育団体との連携を図りながら、多様なスポーツの普及に努めます。 

３３３３    東京東京東京東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック開催開催開催開催にににに伴伴伴伴うううう国際交流及国際交流及国際交流及国際交流及びスポーツのびスポーツのびスポーツのびスポーツの活性化活性化活性化活性化    

◆２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催は、市民の運動や健康づくりへ

の関心を高めたり、国際交流を推進したりすることが期待できることから、本市への

事前キャンプ地誘致と併せて、トップアスリートとの交流などスポーツに親しむこと

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐３３３３    

生涯生涯生涯生涯にわたりにわたりにわたりにわたり楽楽楽楽しめるスポーツしめるスポーツしめるスポーツしめるスポーツ活動活動活動活動をををを充実充実充実充実するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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ができる環境の整備に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】スポーツ活動が楽しめる環境

が整っている、と感じている市民の割合 

33.0％ 50％ 

②オリンピック・パラリンピックキャンプ地の誘

致 

- 達成 

出典：②「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第２節  市民の豊かな心と創造力を育む 
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◆２１世紀は人権の世紀と言われながら、国内においては同和問題をはじめとする様々な

人権侵害が発生しています。これらの人権課題を早急に解決していくためには、人権を

尊重する理念を深めていく教育や啓発を推進していくことが必要です。 

◆様々な分野への女性の社会進出が進んできましたが、「男は仕事、女は家庭」といった

意識や社会の仕組みなどに、性別による格差が依然として根深く残っています。このた

め、男女共同参画社会の実現に向けて啓発活動を粘り強く推進していくことが必要です。 

◆暴力は重大な人権侵害であり、特に女性に対する暴力はその根底に女性の人権の軽視や

男女が置かれている社会状況に根差した構造的な問題があると考えられます。配偶者や

パートナーなどへの暴力（ＤＶ）の根絶に向けた取組や被害者の支援体制を充実してい

くことが必要です。 

 

 

◆市民が人権についての理解を深めるとともに、お互いの違いを認め、人権感覚を踏まえ

た行動ができる「人権のまち田川」の実現を目指します。 

◆女性も男性もお互いにその人権を尊重しながら、責任を分かち合い、性別に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮できる市民社会の実現を目指します。 

 

 

１１１１        人権尊重理念人権尊重理念人権尊重理念人権尊重理念のののの共有化共有化共有化共有化    

◆人権尊重理念※の普及のため、学校や家庭、地域など様々な場を通じ、関係機関や団

体などと連携を図りながら、啓発活動を推進します。 

◆同和問題の解決に向け、関係機関や団体などと連携を図りながら、啓発活動を推進す

るとともに、人権侵害による被害の救済のための支援を行います。 

◆日常生活を送るために必要な学習の機会を保障するとともに、社会参加や自己実現な

どを可能にする力を育みます。 

◆人権学習・啓発機会の更なる充実、指導方法や学習教材の開発・提供、指導者の資質

向上を図り、市民の学習ニーズに対応できる体制をつくります。 

２２２２        男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの形成促進形成促進形成促進形成促進    

◆男女共同参画社会の形成に向けて、関係機関や団体などと連携しながら、市民及び事

業者などを対象とした啓発に取り組みます。 

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐４４４４    

自分自分自分自分のののの人権人権人権人権をををを守守守守りりりり、、、、他者他者他者他者のののの人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重するするするする地域社会地域社会地域社会地域社会をつくるをつくるをつくるをつくる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    
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◆女性の政策方針決定過程への参画を推進するため、審議会などへの女性の登用促進を

目指します。 

◆多様な分野で男女が共に支え合い、生き生きと暮らしていけるように、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、地域における男女共同参画の促進に取り

組みます。 

◆配偶者やパートナーなどへの暴力（ＤＶ）の根絶に向けた取組や被害者支援のための

関係機関との連携強化に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】全ての人の人権が尊重されて

いる、と感じている市民の割合 

36.8％ 60％ 

②同和問題啓発強調月間講演会、人権週間講演会

での若年層（３０歳未満）の参加者割合 

5.0％ 8％ 

③「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成し

ない人の割合 

60.7％ 67.7％ 

④ 審議会などへの女性登用率 

24.3％ 

（平成26年度） 

35％ 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆人権教育・啓発基本計画  

◆男女共同参画プラン 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※人権尊重理念 

  自分の人権だけではなく、他の人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、

人権を相互に尊重し合うこと。自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること。 
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◆田川文化センターや田川青少年文化ホール、田川市美術館は、芸術文化振興の拠点施設

として、芸術鑑賞や文化活動に利用されていますが、入館者数の停滞が続いています。 

◆文化事業については、関係団体との連携、協力によって、参加者数が増加している事業

もありますが、多くの事業は減少傾向にあるため、市民や文化団体及び学校関係との連

携を更に図り、継続的に実施することが求められています。 

 

 

◆市民が心豊かな質の高い生活を送るために、優れた芸術文化を鑑賞する機会や文化活動

に参加できる機会をつくります。 

◆各施設の有効的な活用を図り、市民が自主的に文化活動に触れることができる環境を整

備構築します。 

 

 

１１１１    市民文化活動市民文化活動市民文化活動市民文化活動のののの充実充実充実充実    

◆市民が芸術文化を鑑賞する機会や文化活動を発表する場を提供します。 

◆市民の自主的な芸術・文化活動を奨励し、文化活動が市民に定着するよう支援します。 

２２２２    美術館美術館美術館美術館のののの整備充実整備充実整備充実整備充実        

◆文化活動や芸術活動の発表、交流の場に加えて施設利用方法の多様化を目指します。 

◆指定管理者制度を導入し、出前授業などを行い、芸術や美術館と身近に関わる機会を

つくります。特に子どもたちが優れた美術作品に親しむ機会を提供するため、学校教

育との連携を充実させ、創造力を育む芸術文化活動を促進します。 

◆毎月実施するモニタリングや定例会議等で指定管理者と十分な連携を図るとともに

指揮監督を徹底し、市民サービスの向上及び美術館機能の充実を図ります。 

  

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐５５５５    

豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動をををを支援支援支援支援するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】文化センター、美術館などで

行われる文化活動が充実している、と感じている

市民の割合 

52.7％ 65％ 

②文化センター、青少年文化ホールの入館者数 

100,086人/年 

（平成26年度） 

130,000人/年 

③美術館入館者数   

34,272人/年 

（平成25年度） 

50,000人/年 

④出前授業の実施回数 

2回 

（平成26年度） 

4回 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

第２節  市民の豊かな心と創造力を育む 
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◆個性豊かな地域づくりを進めるために、地域の魅力や地域資源を掘り起こし、市内とい

う枠のみにとどまらず、市外地域との交流が求められています。 

◆経済活動や地球環境への取組などにおいてグローバリゼーション※が進展する中、市民

の国際感覚を高めるために、国際交流の充実が求められています。 

 

 

◆地域性をいかした取組を行うことで、他地域との交流を図ります。 

◆市民レベルでの国際交流を促進します。 

 

 

１１１１        ふれあいふれあいふれあいふれあい交流活動交流活動交流活動交流活動のののの推進推進推進推進    

◆文化、歴史などの地域性をいかした交流企画を推進し、地域や世代を超えた交流機会

の拡大を図ります。 

２２２２        国際交流国際交流国際交流国際交流のののの促進促進促進促進    

◆国際交流団体などと連携を図り、市民の国際協力・交流への関心、理解を深め、国際

交流を促進します。 

◆市民レベルの国際交流を活発にするための支援を図り、多様な交流活動を促進すると

ともに、多文化共生に関する啓発事業を推進します。 

  

４４４４‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐６６６６    

幅広幅広幅広幅広いいいい地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流をををを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】国際交流が盛んである、と感

じている市民の割合 

11.0％ 40％ 

②国際感覚を高める事業などの参加者数 

783人/年 

（平成26年度） 

900人/年 

出典：②「田川市調べ」 

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

※グローバリゼーション 

  経済、文化、政治、環境問題などの活動や影響が国家や地域を超え、地球規模で一体化していく現象のこ

と。 
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◆近年、市民の郷土、歴史に対する関心が高くなってきたと同時に、本市の文化遺産に向

けて、全国から多くの関心が寄せられています。そのため、多様化しているニーズへの

的確な対応が必要です。 

◆市内の開発件数が増加しているため、埋蔵文化財の効率的な保護が求められています。 

◆本市のシンボルである、旧三井田川鉱業所伊田竪坑櫓及び第一・第二煙突（二本煙突）

を含む三井田川鉱業所伊田坑跡は、貴重な近代化産業遺産であり、国指定史跡※を視野

に入れた調査研究及び保存活用を行う必要があります。併せてその他の文化財※の保護

なども行うことが必要です。 

◆本市が所有する山本作兵衛翁の炭坑記録画及び記録文書等６２７点（山本作兵衛コレク

ション）が平成２３年５月に日本で初めてユネスコ世界記憶遺産に登録され、本市にお

いては、当該コレクションを次世代へ継承するとともに国内外に広く発信・普及させて

いく必要があります。 

◆石炭・歴史博物館は、開館から３０年以上が経過し、施設・設備に経年劣化が生じてい

ること、及び山本作兵衛コレクション構成資料が脆

ぜい

弱であることなどを踏まえ、当該施

設・設備の改修・更新や博物館の保存・展示環境の充実に向けた抜本的な改善・整備が

必要です。 

 

 

◆地域の伝統、歴史文化に対する理解、また、それらを大切にする心の教育が重要なこと

から、石炭産業、地域の歴史、考古、民俗といった幅広い分野での調査研究を行い、そ

の成果を広く市民に還元していきます。 

◆共有の財産である文化財に、市民一人ひとりが親しむことができるように、保存と活用

を通じて、貴重な文化遺産を後世へ受け継ぐことを目指します。 

◆親しまれ愛される博物館を目指し、石炭・歴史博物館の施設・設備の改修・更新や保存・

展示機能の強化に取り組みます。 

◆ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の適切な保存・管理に取り組むとと

もに、国内外に向けた情報発信、連携・交流事業を積極的に行います。 

 

 

１１１１        石炭石炭石炭石炭・・・・歴史博物館歴史博物館歴史博物館歴史博物館のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

◆老朽化した施設の改修や、経年劣化が著しい付帯設備等の更新、保存・展示機能の強

化などにより、観覧者に親しまれ、魅力ある観光資源となるような博物館を目指しま

す。 

◆企画展やイベント、講座、刊行物などを通じて、学習の促進を図ります。 

２２２２        文化財文化財文化財文化財のののの保存活用保存活用保存活用保存活用 

◆市内に残された文化財の調査を進め、重要なものについては指定文化財※とするなど

文化財の保存を図り、学術・観光資源として活用します。 

４４４４‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐１１１１    

歴史歴史歴史歴史をををを受受受受けけけけ継継継継ぐぐぐぐ文化遺産文化遺産文化遺産文化遺産をををを保護保護保護保護・・・・活用活用活用活用するするするする    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第４章  郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり 
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◆貴重な伝統芸能の保存のため、後継者育成に努めます。 

◆開発に伴う埋蔵文化財の事前審査を推進し、埋蔵文化財の適切な保護に努めます。 

◆三井田川鉱業所伊田坑跡を史跡※としての保存を図り、本市の新しい地域資源として

整備活用に努めます。 

３３３３    ユネスコユネスコユネスコユネスコ世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産「「「「山本作兵衛山本作兵衛山本作兵衛山本作兵衛コレクションコレクションコレクションコレクション」」」」のののの保存活用保存活用保存活用保存活用    

◆山本作兵衛コレクションを確実に次世代へ継承するため、適切な保存・管理に努めま

す。 

◆山本作兵衛コレクションやその背景となる炭坑の歴史、石炭産業への理解を深めるた

め、館内展示案内及び山本作兵衛コレクションの解説等の充実や多言語化（日・英・

韓・中）に取り組みます。 

◆山本作兵衛コレクションの世界的な普及を目指し、国内外に向けた情報発信、連携・

交流事業を積極的に行います。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】世界記憶遺産などの文化財が、

保存・活用されている、と感じている市民の割合 

62.5％ 75％ 

②博物館入館者数 

49,074人/年 

（平成26年度） 

60,000人/年 

③博物館の館内解説員の配置数 3人 5人 

④出前講座の実施回数 0回 9回 

出典：②③④「田川市調べ」 

 

 

◆教育大綱 

◆教育施策方針 

◆世界記憶遺産保存・活用等推進計画 

◆山本作兵衛氏の炭坑記録画及び記録文書原資料の取扱いに係る基本方針 

◆山本作兵衛コレクション保存管理計画 

◆世界記憶遺産を通じた炭坑文化海外交流・情報発信アクションプラン 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※国指定史跡 

  国が指定する、歴史的又は学術的価値の高い史跡のこと。 

※文化財 

  長い歴史の中で生まれ、育まれ、守り伝えられてきた有形・無形の遺産のこと。 

※指定文化財 

  文化財として重要であると国・県・市が指定するもの。 

※史跡 

  古墳や城跡、炭坑跡といった遺跡の中で重要文化財指定と同等に重要なもののこと。 

 

第３節  地域の歴史・文化を守り育てる 
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第第第第５５５５章章章章    

期待期待期待期待とととと信頼信頼信頼信頼にににに応応応応ええええ市民市民市民市民とととと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ「「「「さわやかさわやかさわやかさわやか」」」」なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり    
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◆日常生活や経済活動の場において市民の様々な生活様式が展開され、市民ニーズが高度

化・多様化する中、これまでのような画一的な行政サービスだけでは限界があり、市民

がより豊かで幸せに暮らせるまちをつくるためには、市民自身も当事者、生活者の視点

から市民参加や市民活動を行う重要性が増しています。 

◆近年、高齢者や障がい者、子育て支援などの福祉分野をはじめ、環境、美化、防災、防

犯、まちづくりなど多方面にわたる市民活動に対して市民の意識や関心が高まっており、

市民がこのような活動に積極的に参加していますが、市民活動の把握の一元化を行って

いないなどの課題が存在しています。 

◆本市は、現在、市民参加や市民と行政の協働についての基本理念、具体的な方法などの

ルール化のため「田川市協働のまちづくり市民検討会議」を設置し検討を行っています。 

◆自治会（地区及び組）や校区活性化協議会などの地域コミュニティは、セーフティネッ

ト※の維持・強化や行政情報の伝達、地域の交流機会を提供するためのイベントやスポ

ーツ大会の開催など、住みよい地域を築いていくための大切な役割を担っていますが、

個人の価値観の多様化や核家族化の進行、市民相互の連帯感が希薄化する中、自治会へ

の加入率低下や担い手不足、高齢化などへの対策が課題となっています。 

 

 

◆市民と行政による協働のまちづくりを推進するため、市民参画、協働について、市民に

分かりやすい具体的なルールや仕組みを市民と一緒につくります。 

◆市民がまちづくりに参加しやすい環境をつくるため、市民参加の制度や機会を充実させ

るとともに、職員の意識改革や庁内体制の整備に努めます。 

◆市民が活躍するまちづくりを進めるため、市民の自主的な市民活動を支援します。 

◆市民が地域とふれあい、連帯意識を高めるため、地域における交流活動の活性化に努め

ます 

 

 

１１１１        市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のののの協働協働協働協働のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

◆まちづくり条例（仮称）等を策定し、市民等と行政の役割を明確化するなど、協働の

仕組みづくりを推進します。 

◆職員の地域活動への積極的な参加など、職員の意識改革を行います。 

５５５５‐‐‐‐１１１１‐‐‐‐１１１１    

市民市民市民市民がががが活躍活躍活躍活躍するまちづくりをするまちづくりをするまちづくりをするまちづくりを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第５章  期待と信頼に応え市民と共に歩む「さわやか」なまちづくり 



- 99 - 

 

◆市民への情報提供や市民と行政間の情報交流、情報共有の機会を充実させます。 

◆市が行う事業に協働の手法を取り入れ、市民と行政が協力して事業を実施することを

推進します。 

◆市民参画・協働の取組を検証します。 

２２２２        市民活動市民活動市民活動市民活動のののの支援支援支援支援    

◆市民活動に関する情報の収集や提供を積極的に行います。 

◆各分野のボランティア人材の育成を支援します。 

◆ＮＰＯ・ボランティアの組織化や活動の支援を行います。 

◆市民活動を促進するための仕組みづくりを推進します。 

◆美しいまちづくりのため、多くの市民がボランティア活動に参加しやすい体制づくり

に取り組みます。 

３３３３        地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動活動活動活動のののの強化強化強化強化    

◆市民が地域コミュニティに参加しやすい環境整備を支援し、自治会への加入を促進し

ます。 

◆市民と地域コミュニティの交流機会や情報交流の充実を図ります。 

◆地域と行政が連携、協力できる仕組みをつくります。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】市民が参加したまちづくりが

進んでいる、と感じている市民の割合 

33.4％ 55％ 

②ボランティア登録者数 ‐ 5,000人 

③自治会加入世帯数割合 67.7％ 70％ 

出典：②③「田川市調べ」 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

※セーフティネット 

  福祉、防犯、防災など市民の生活を守るための仕組みのこと。 

  

第１節  市民と共に歩むまちをつくる 
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◆多くの地方自治体においては、税などの収入が減少しており、行財政運営を維持してい

くために行財政改革が進められています。 

◆本市においても、自主財源比率の低迷は深刻であり、年々増加する社会保障費や多様化

する市民ニーズに対応するため、自主財源の確保は喫緊の課題となっています。 

◆限られた人材と財源の中、多様な市民ニーズに対応した行政サービスを効率的に提供し、

行政の「ムダ」「ムリ」「ムラ」の改善を図ることが求められており、本市では、行政改

革大綱に基づく様々な取組を推進しています。 

 

 

◆本計画の実行性を担保するため、行財政運営全般について、ＰＤＣＡサイクル※の向上

を図ります。 

◆効率的な行財政運営を行うため、行政のスリム化を推進します。 

◆安定的に行政サービスが提供できるよう、歳入構造の強化を図ります。 

 

 

１１１１        効率的効率的効率的効率的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営のののの推進推進推進推進    

◆行政評価制度の充実と活用を図ります。 

◆事務事業の効率化や民間活力の導入などを積極的に推進し、人件費等の抑制に努めま

す。 

◆行政需要の変化に対応した職員の定員管理を推進します。 

◆市民にわかりやすく、機能的かつ効率的な行政組織を構築します。 

◆市民ニーズに対応するため、全庁的に情報システムの最適化を推進します。 

◆公共施設等総合管理計画を策定し、公用・公共用施設の統廃合や有効活用など、施設

の適正管理の推進を図ります。 

２２２２        安定的安定的安定的安定的なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進    

◆未利用市有地などの積極的な処分に努めます。 

◆ふるさと寄附金や広告事業収入など、自主財源の確保に努めます。 

◆受益と負担の関係を明確にし、使用料・手数料の見直しを図ります。 

◆市収入金※の収納率向上や滞納繰越金の縮減などにより、適正な債権管理を推進しま

す。  

５５５５‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐１１１１    

効率的効率的効率的効率的でででで安定的安定的安定的安定的なななな行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営をををを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第５章  期待と信頼に応え市民と共に歩む「さわやか」なまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①経常経費に対する自主財源の割合 

37.7％ 

（平成26年度） 

40％ 

②ふるさと寄附金等※の額 

804万円/年 

（平成26年度） 

1.2億円/年 

③行政評価による改善事業割合 

35.0％/年 

（平成25年度） 

60％/年 

出典：①②③「田川市調べ」 

 

 

◆第５次行政改革大綱 

◆第５次行政改革実施計画 

◆公の施設の指定管理者制度に関する指針 

◆行政評価導入に関する基本方針 

◆定員管理計画 

◆公共施設等総合管理計画 

◆歳入確保対策に向けた重点取組（第３期改善プラン） 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

個別個別個別個別（（（（関連関連関連関連するするするする））））計計計計画画画画    

※ＰＤＣＡサイクル 

  Plan（計画：現状を把握し、目的・目標・方針・計画を策定、設定する）、Do（実行：計画の実行・実施

する）、Check（検証・評価：実行した結果を検証・評価する）、Action（改善：実行した結果について改善・

見直しをする）の４つの段階からなっており、計画（Plan）、実行（Do）し、その結果を検証・評価（Check）

した上で、改善（Action）をし、さらに次の計画を立てていくというサイクルのこと。このように４つの段

階を順番に行っていき一周したら最後のActionを次のPDCAサイクルにつなげ、サイクルを向上させていく

ことにより、継続的な業務改善を行うことが可能になる。 

※市収入金 

  市民税、固定資産税、国民健康保険税などの税金や市営住宅使用料、保育料、水道料、市立病院診療費な

ど、市が徴収する収入金のこと。 

※ふるさと寄附金等 

  本計画においては、ふるさと寄附金、まちづくり自販機収入、有料広告収入のことをいう。 

  

第２節  信頼に応える行財政運営を進める 



- 102 - 

 

 

 

 

 

 

◆社会環境が変化し続けている現在、日々変化する市民ニーズに柔軟に対応し、質の高い

行政サービスを迅速かつ効率的に展開していくことが求められています。 

◆市民に信頼されるまちづくりを進めるためには、行政の透明性を確保し、市民と情報を

共有することが求められています。 

 

 

◆市民が利用しやすい行政サービスを推進し、市民サービスの更なる向上を目指します。 

◆限られた人材や財源を最大限に発揮し、質の高い行政サービスを効率的に提供するため、

職員の人材育成に努めます。 

◆市民に対して説明責任を果たすとともに、市民と情報を共有するため、行政情報の積極

的な提供、公開に努め、開かれた行政を推進します。 

 

 

１１１１        便利便利便利便利でででで質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供    

◆コンビニ収納の拡充や庁舎以外で住民票の交付等が受けられる行政サービスセン  

ターの設置など、快適で便利に利用できる行政サービスの提供を図ります。 

◆情報通信技術を活用した行政手続の簡素化により、安全で便利な電子自治体を推進し

ます。 

２２２２        職員職員職員職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上    

◆多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、職員個々の能力向上を図ります。 

◆管理監督職員のマネジメントを通じ、職員の意欲の醸成を図ります。 

◆職員一人ひとりが地域における「まちづくりの担い手」として主体的に行動するため、

職員意識の向上を図ります。 

◆能力・業績主義重視の人事評価制度を推進します。 

３３３３        市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

◆広報紙やホームページなど既存の広報手段の充実を図るとともに、必要に応じた市民

説明会の開催など、市民に対して積極的な情報提供に努めます。 

◆報道機関への情報提供や広報紙、その他の広報手段を活用して、市内外での広報活動

を積極的に行います。 

◆情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用を図るとともに、主要な施策等に関

５５５５‐‐‐‐２２２２‐‐‐‐２２２２    

よりよりよりより便利便利便利便利でででで開開開開かれたかれたかれたかれた行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供をををを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第５章  期待と信頼に応え市民と共に歩む「さわやか」なまちづくり 
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する情報の公開に努めます。 

 

 

 

成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①【市民意識調査】市民のニーズに対応した行政

サービス（窓口対応など）が提供されている、と

感じている市民の割合 

38.3％ 60％ 

②広報たがわに満足している、と感じている市民

の割合 

39.5％ 

（平成25年度） 

60％ 

③ホームページの情報が充実している、と感じて

いる利用者の割合 

50.5％/年 60％/年 

出典：②③「田川市調べ」 

 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

第２節  信頼に応える行財政運営を進める 
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◆日常生活や経済活動の場において市民の様々な生活様式が展開され、市民ニーズが高度

化・多様化するとともに、人口減少が進展する中、行政区域を越えた共通課題を効率的

かつ効果的に解決するために、広域連携の重要性はますます増大しています。 

 

 

◆広範な分野で相互に資源、研究成果等を交流及び活用し、地域社会の発展と人材の育成

を図るため、関係市町村及び教育・研究機関との連携を図ります。 

◆一部事務組合などを活用した広域行政の更なる推進を図ります。 

◆関係市町村との共同運用による行政事務の効率化を図り、住民サービスの更なる向上に

努めます。 

 

 

１１１１        広域生活圏広域生活圏広域生活圏広域生活圏におけるにおけるにおけるにおける連携体制連携体制連携体制連携体制のののの確立確立確立確立    

◆都市機能を充実させるため、定住自立圏構想※などの広域連携体制の確立に向けた取

組を行います。 

２２２２        効率的効率的効率的効率的なななな広域行政広域行政広域行政広域行政のののの運営運営運営運営のののの推進推進推進推進    

◆消防、救急医療、ごみ処理、し尿処理など、広域行政の運営を更に推進します。 

◆他自治体と相互に連携を深め、更なる情報システムの共同化を図ります。 

３３３３        教育教育教育教育・・・・研究機関研究機関研究機関研究機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりの推進推進推進推進    

◆教育・研究機関との連携により学術的見識や技能等を活用した取組を広域的に展開し、

田川市郡全体の発展を図ります。 

  

５５５５‐‐‐‐３３３３‐‐‐‐１１１１    

連携連携連携連携によりによりによりにより広域的広域的広域的広域的なまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを進進進進めるめるめるめる    

現 状現 状現 状現 状 とととと 課課課課 題題題題    

基本方針基本方針基本方針基本方針     

施 策施 策施 策施 策 のののの 概概概概 要要要要    

第５章  期待と信頼に応え市民と共に歩む「さわやか」なまちづくり 
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成果指標 

現状値 目標値 

平成27年度 平成32年度 

①定住自立圏形成の成否 否 成 

②教育・研究機関との連携による新たな製品等の

開発・製造件数 

0件 6件 

出典：①②「田川市調べ」 

  

成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標成 果 指 標 とととと 目 標目 標目 標目 標 値値値値    

第３節  広域連携を進める 

※定住自立圏構想 

  地方圏において、中心的な都市と周辺の市町村が連携し、一つの圏域として、医療・福祉・商業など、暮

らしに必要な機能を確保することで、人口の定住と地域の自立を進める構想のこと。 
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基本構想には、将来像「ひとを育て自然と産業が共に息づくまち田川 ～活力

あるものづくり産業都市を目指して～」の実現を目指し、特に重点を置いて取

り組むべき目標として、重点目標を設定しています。 

この重点目標を達成するために効果的な施策を、５つの基本となる分野の中

から戦略的・横断的に抽出したものを、重点プロジェクトと位置づけ、集中的

に実施していくものです。 

 

重点重点重点重点プロジェクトのイメージプロジェクトのイメージプロジェクトのイメージプロジェクトのイメージ図図図図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

ひとを育て自然と産業が共に息づくまち田川 

 ～活力あるものづくり産業都市を目指して～ 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト①①①①    

移住移住移住移住・・・・定定定定住化促進住化促進住化促進住化促進プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト②②②②    

ものづくりものづくりものづくりものづくり産業振興産業振興産業振興産業振興プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト③③③③    

循環型循環型循環型循環型・・・・低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築低炭素社会構築プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢・・・・本市本市本市本市のののの現状現状現状現状・・・・市民意識市民意識市民意識市民意識のののの動向動向動向動向    

 

移住移住移住移住・・・・定住化定住化定住化定住化のののの促進促進促進促進    ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    循環型循環型循環型循環型・・・・低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの構築構築構築構築    

特に重点を置いて取り組むべき目標    

〈〈〈〈重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト〉〉〉〉 

施策施策施策施策    

（（（（５５５５分野分野分野分野））））    

施策施策施策施策    

（（（（５５５５分野分野分野分野）））） 

抽出 抽出 

将来像 

目標人口 ４６，０００人 

集中的に実施 

相関 相関 

相関 

重点目標 
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若年層（子育て世代）を中心とした移住・定住者を増加させることで、人口

減少を抑制するとともに、新しい活力を生むまちをつくることを目標に、移住・

定住化の促進を重点プロジェクトとして展開します。 

  特に、若年層の移住・定住者が必要とする住宅・教育・子育てといった生活

環境に対する支援の充実を図り、住んでみたい、住んで良かったと思えるまち

をつくります。 

  また、移住・定住を促進するため、相談窓口を含めた情報発信体制の充実を

図るとともに、医療体制や市街地整備、生活交通手段の確保など生活の利便性

の向上を図ります。 

 

 

 

 

１‐１‐１‐１「市街地の整備」 

◆誰もが快適で便利に暮らせるまちづくりとして、集約型都市構造を目指します。 

◆高齢者向け住宅の整備など市街地における街なか居住を促進します。 

◆田川伊田駅前広場整備や周辺関連施設拡充並びに旧田川東高等学校跡地の利活用を見

据えた「にぎわいの核」づくりを進めます。 

 

１‐２‐１‐１「住まい提供の支援」 

◆市有地のほか、民間事業者が販売する優良な宅地を購入する際の支援など、ＵＩＪ   

ターン希望者などへの住まいの確保を促進します。 

◆市民、事業者、行政の連携により住宅情報を共有し、住宅の利活用を促進します。 

◆市営住宅を若者や子育て世代に広く活用し、定住化を促進します。 

 

３‐１‐２‐３「市立病院の充実」 

◆安定した医師の確保に努め、診療体制の充実を図ります。 

◆田川市立病院第２期中期事業計画に基づき、目標管理の徹底及び職員の意識改革を進

め、病院における医療の質の向上、経営の健全化及び地域医療の推進に努めます。 

 

３‐１‐２‐４「医療と介護の連携体制の整備」 

◆地域包括ケアシステムを構築するため、地域の医療・介護関係者・市民等が参画する

田川市地域支え合い体制づくり会議を通して、医療、在宅、介護が切れ目なく一体的

に提供される体制の構築に向けた取組を推進します。 

◆医療・介護関係者の情報共有のための支援を行うとともに、在宅医療・介護連携に関

する相談支援を行います。 

◆医療・介護関係者の研修会を開催するとともに、市民に対し普及啓発することで在宅

医療・介護連携の理解促進に努めます。 

◆医療、在宅、介護の連携に関する県及び近隣市町村と連携強化に努めます。 

◆高齢者が、自立の段階から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生活支援

サービスを受けながら、疾病・障害予防活動、生涯学習・社会活動等に参加し、でき

るだけ長く自立した生活をすることを可能にする共同体（日本版ＣＣＲＣ）をつくる

ことを検討します。  

移住・定住化促進プロジェクト 重点プロジェクト１ 

効果的効果的効果的効果的なななな施策施策施策施策（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    
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３‐２‐１‐１「母子の健康づくりの促進」 

◆出産に対する精神的な不安や子育ての孤立感を和らげるため、乳幼児家庭への訪問な

どにより、子育て支援に必要な情報提供や各種健康相談、保健指導の充実を図り、ま

た、育児指導や育児に関する情報提供に努めます。 

◆乳幼児の疾病の早期発見や心身ともに健康を維持するため、各種健診及び教室等の充

実を図ります。 

◆妊産婦の健康相談や乳幼児の健診を充実し、妊娠期からの継続した支援体制の整備を

図ります。 

 

３‐２‐１‐２「妊産婦と子どもに対する医療の充実」 

◆休日や夜間における乳幼児の急な病気やけがに対応できるよう、小児救急医療体制の

整備に努めます。 

◆妊産婦の経済的不安と精神的不安の解消に努めます。 

◆不妊に悩む人の不妊治療に係る費用について、経済的支援を行います。 

 

３‐２‐２‐２「家庭における健全な子育て支援の充実」 

◆不安や悩みを抱える家庭の心身と生活が安定するよう相談、派遣及び援助を行い、問

題解決を図り、自立を助長します。 

◆障がいのある子どもへの支援、ひとり親家庭などへの相談事業や就労支援を強化し、

養育及び生活の安定を図ります。 

◆児童虐待の防止及び早期発見、早期対応など、要保護児童等へのきめ細やかな取組を

強化します。 

◆子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てを応援するための助成事業の充実に努めま

す。 

◆子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子ども医療費等の助成を継続します。 

 

３‐２‐２‐３「保育サービスなどの充実」 

◆子育てと仕事の両立支援を図るため、関係機関や団体と連携し、延長保育、一時保育、

障がい児保育及び病児・病後児保育等、多様なニーズに応じた保育サービスを提供し

ます。 

◆市内認可保育所において、施設の計画的な改修及び改築に努めます。 

◆子ども・子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の軽減措置の拡充を図りま

す。 

 

４‐１‐１‐２「学校教育の充実」 

◆小学校、中学校が連携した体制づくりを推進し、また、保護者や地域と連携すること

で、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力などの生きる力と郷土を愛する心「郷土

愛」を育成します。 

◆基礎・基本を基にした知識・技能とコミュニケーション能力や読解力、科学や数学の

応用力を学校教育の全課程と地域の教育力との結合などで育成します。 

◆特色ある取組を推進し､児童・生徒の個性や実態に応じたきめ細やかな対応を図りなが

ら、食育や環境教育及びキャリア教育など時代の流れに沿った教育を推進します。 

◆教職員の授業力向上と職能成長を目指し、研修会や授業研究会などの充実を図るとと

もに、健康管理など福利厚生の充実を図ります。 

◆児童・生徒の実態に応じたきめ細やかな対応を図るため、教育条件の充実を図ります。 

◆特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し、支援体制を中心とした特別支援教

育の一層の充実を図ります。 

◆教育研究所の機能を強化し、学校・学級不適応や生徒指導上の諸課題への対応を充実

させ、また、教職員に向けた資料の提供などの充実を図ります。  
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これからの田川市を牽引する中核となる産業を確立するため、農業・製造業

を中心とした地域のもつ優位な資源をいかしたものづくり産業を開発するとと

もに、特色ある農産物の生産や観光と結びついた農業形態の推進などにより、

市外のものづくり企業が進出しやすい環境を整備します。 

  特にこれからの市場のニーズをとらえた雇用と収益を生む新たな産業づくり

に向けて、農林業と製造業が連携しながら技術開発などを進めていくことが必

要であり、そのために産学官民の連携により研究から製造・販売につなげる組

織を構築します。 

  また、ものづくり産業都市の確立を目指し、新たなものづくり事業を展開し

ようとする地元企業や新規起業者を積極的に支援します。 

 

 

 

 

２‐１‐２‐１「農産物の生産性向上・ブランド化の促進」 

◆福岡県、農業協同組合などの関係機関と協力し、新しいブランド農産物の開発と消費

者ニーズの高い農産物の生産量確保と出荷体制の充実を図ります。 

◆地元農産物販売所や田川地域にある「道の駅」などで販売ルートの確立、地産地消及

び地産他消の促進などにより、農業所得の向上を図ります。 

◆施設園芸等の事業を推進することで、花卉

き

農家を含めた園芸農家等を支援し、生産出

荷の向上を図ります。 

◆植物工場等を検討している企業等を支援し、新産業の創出を図ります。 

 

２‐１‐２‐３「農商工連携・６次産業化による新産業の創出」 

◆農家と事業者との連携を図り、生産・加工・販売などを兼ねた農業の６次産業化を推

進します。 

◆付加価値の高い農産物及び農産加工品の開発を支援し、観光と結びついた農業形態の

開発を推進します。 

◆企業と連携した田川市農産物の拡大を図り、雇用の創出を図ります。 

◆農産物加工技術者を対象にした「地域おこし協力隊」等を募集したり、加工技術を有

する企業と連携するなどの方法で、加工品の製造を目指します。 

 

２‐２‐１‐１「地元企業の経営基盤の強化」 

◆新事業の開拓や環境配慮事業などの取組に対する支援を行うことで、地元企業の経営

基盤の強化を図ります。 

◆人材の育成や企業のＰＲなどにより、地元企業を支援します。 

◆事業者向けの研修などの実施により、地元企業の経営力の強化を図ります。 

◆企業の拡充や雇用の増加に伴う支援をします。 

  

ものづくり産業振興プロジェクト 重点プロジェクト２ 

効果的効果的効果的効果的なななな施策施策施策施策（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    
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２‐２‐１‐３「地元企業や関係団体等の連携」 

◆地元の中小企業及び関係団体等がそれぞれの果たすべき役割を認識するとともに、協

働して地域振興に取り組めるよう支援します。 

◆地域経済の発展に対する理解と協力を求めます。 

◆会計事務所等が有するノウハウを活用し、中小企業の事業存続やグローバル化に対す

る取組を行います。 

 

２‐２‐２‐１「企業誘致の推進」 

◆田川直方バイパス延伸等の道路網の整備によるアクセス向上や福岡県の中央部に位置

する地理的要因をいかし、企業誘致を推進します。 

◆企業のニーズに応じた助成制度や支援体制を構築し、立地した企業を支援します。 

◆本市の情報発信や企業の情報収集などに努めます。 

◆市有地以外の民間が所有する用地等も含め、企業に提案できる用地の確保に努めます。 

 

２‐２‐２‐２「新たなものづくり産業の育成」 

◆産学官民連携体制を確立し、地域資源をいかした新たなものづくり産業の育成に取り

組みます。 
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  地球温暖化を始めとする環境問題に対応するため、二酸化炭素などの温室効

果ガスを極力排出しない「低炭素社会」を実現し、排出抑制・再利用・再資源

化を基本とした「循環型社会」の構築に向けた取組を行います。 

  市民や事業者、行政が一体となって、環境負荷の低減に努めることで将来に

向けて持続可能な社会をつくります。 

 

 

 

 

１‐３‐１‐２「環境美化・緑化の推進」 

◆「人に優しくうつくしいまちづくり条例」に基づき、市民と事業者、行政が一体と     

なって、たばこの吸い殻、空き缶などの散乱防止やごみの不法投棄の防止など、安全

で快適な環境の中で生活を営めるよう、啓発活動や監視体制及び未然防止策の充実・

強化を図ります。 

◆公共施設等の緑化に努め、花と緑のまちづくりを推進します。 

◆利用しやすく魅力ある公園を目指し、適切な整備や維持管理に努めます。 

◆景観に関する意識の啓発や普及に努め、景観意識の向上を図るとともに、定期的に違

反広告物の除却や指導を行います。 

 

１‐３‐２‐１「ごみの減量化・資源化の推進」 

◆ごみの減量化・資源化の推進に向けて市民と事業者、行政が一体となって、３Ｒに取

り組みます。 

◆子ども会や高齢者団体などが行う空き缶や古紙の資源物回収を積極的に促進します。 

◆希少な資源である、レアメタルの回収・資源化のため、使用済小型家電の収集を推進

します。 

◆ごみ減量化・資源化の推進に向け、市内小学校での生ごみ堆肥化による環境学習実施

校を拡大します。 

 

１‐３‐２‐２「ごみの適正処理の推進」 

◆ごみの正しい出し方や資源ごみへの理解を深めるために、「ごみの出し方」に関する広

報の充実等を図ります。 

◆現ごみ処理施設の延命対策を講じつつ、リサイクル施設を併設した、新ごみ処理施設

の早急な建設を推進します。 

 

１‐３‐２‐３「地球温暖化対策の推進」 

◆市民、事業者、行政が連携し、省エネルギー・省資源関連の取組を推進します。 

◆公共施設における、省エネ・再生可能エネルギー機器の導入を推進します。 

  

循環型・低炭素社会構築プロジェクト 重点プロジェクト３ 

効果的効果的効果的効果的なななな施策施策施策施策（（（（主主主主なななな取組取組取組取組））））    
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２‐１‐１‐３「森林の保全・育成の推進」 

◆森林が本来持っている多面的機能（水源涵

かん

養や土砂災害防止、地球温暖化防止など）

を十分発揮できるよう、環境林の整備を行います。 

 

２‐１‐２‐２「環境保全型農業の促進」 

◆エコファーマーの認定や福岡県減農薬・減化学肥料認証制度を利用し、安全・安心な

農産物の生産を促進します。 

◆地元畜産農家の堆肥などの有機資材を使った環境に優しい農業を促進します。 

◆田川地域農業用廃プラスチック等適正処理推進協議会と連携し、産業廃棄物の適正処

理を促進します。 

◆田川地域農薬安全使用対策協議会と連携し、農薬関係法令の順守項目を周知徹底し、

農薬ラベルの確認や周辺環境の配慮等飛散防止の啓発を図ります。 

 


