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地域再生計画 

１ 地域再生計画の名称 

東京２０２０大会を契機としたスポーツ交流人口増加プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

田川市 

 

３ 地域再生計画の区域 

田川市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現状 

【地理的及び自然的特性】 

本市は、田川盆地の中央部に位置し、同盆地に位置する町村の中心であ

りながらも、２９％（１５８２ｈａ）が森林区域であり（２０１５年農林

業センサス）、市の中央部を流れる遠賀川の支流、彦山川・中元寺川（とも

に一級河川）が貫流し、美しい田園と河川の風景が見られる自然豊かなま

ちである。 

 

【産業】 

  古くは、米どころとして知られる農村地帯であったが、明治期以降に、

石炭産業が隆盛を極め、日本有数の石炭産地であった筑豊炭田の中心地と

し栄えた。しかし、昭和３７年の原油輸入自由化に伴うエネルギー政策の

転換により、昭和４０年代中頃までにはすべての炭鉱が閉山した。昭和４

０年代後半以降からは、「緑の工業都市」を目指して製造業を中心とした企

業や工場の誘致を推進し、製造品出荷額全体は６１１億円（平成２８年経

済センサス－活動調査）にのぼり、中には高い技術を擁し、環境に優しい

製品を作り続け、国内外から高い評価を受ける企業もある。また、新しい

産業を創出するため、本市の特産品であり、福岡県で初めて「ふるさと名

物応援宣言」を行ったパプリカの生産量を増やすための施設整備や人材育

成の取組、捕獲鳥獣をジビエとして利活用するための食品加工施設を整備

し６次産業化を推進する取組も実施している。 

 

【人口】 

国勢調査に基づく本市の人口は、昭和３０年の約１０万人をピークに減

少が続き、平成２７年には４８，４４１人まで減少した。この間、年少人
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口と生産年齢人口は共に減少し続けているが、老年人口は一貫して増加し、

高齢化率は３０％を超えており、人口構造の変化も顕著になっている（図

２）。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計（平成３０

年推計）」（以下、「社人研推計」という。）によると、本市の人口は、今後

高齢者人口が減少に転じることで人口減少の流れが加速し、平成５７年に

は、３３，０２６人まで減少すると推計されている（図１）。 
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図２ 

【文化的所産】 

   かつて筑豊随一の規模を誇った三井田川鉱業所伊田竪坑の跡地に所在す

る「田川市石炭・歴史博物館」は、約１万５千点の石炭関連資料を所蔵し、

この中には、日本で初めて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」を多数所蔵している。また、本市で毎年開催される風治

八幡宮の「川渡り神幸祭」は、福岡県五大祭りの一つに数えられ、福岡県

指定無形民俗文化財第 1 号に登録されており、これらを活用した観光の振

興に取り組んでいる。 
 

【その他】 

本市は、平成２８年６月にドイツ連邦共和国のホストタウンとして国に

登録され、東京２０２０大会に向けて、同国を相手国として事前キャンプ

の誘致に取り組んでいる。平成２９年４月には、ドイツ車いすスポーツ連

盟フェンシング部門との間で、本市における事前キャンプ実施について仮

調印を交わし、平成３０年８月には、ドイツ車いすスポーツ連盟フェンシ

ング部門、田川市、福岡県との間で正式調印を締結した。 

また、平成３０年５月には、共生社会の実現に向けた取組を推進するホ

ストタウンとして、国の「共生社会ホストタウン」として登録され、誰も

が安全で快適に住める福祉の街づくりを推進している。 
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４－２ 地域の課題 

  本市は、かつて石炭産業で隆盛を極め、筑豊炭田の中心都市「炭都」とし

て栄えた。 
しかしながら、炭坑閉山で雇用機会が少なくなり、若い世代を中心に人口

流出が進み、既存の資源等を活かした観光振興や製造業を中心とした産業振

興に取り組んでいるものの地域経済の停滞が課題となっている。 
  人口減少や人口構造が変化し、高齢化の進行や地域経済の停滞が進んでい

く中で、これまでの観光振興や産業振興の取組と関連させ、東京２０２０大

会の事前キャンプ受入を市民協働で実現することにより、取組を一過性のも

のとせず、交流人口や関係人口増加につなげていく必要がある。 
  さらに、進行する高齢化に対応するため、スポーツの振興等を通じた市民

の健康づくりや、だれもが安心して生活できる共生社会実現に向けた取組が

必要である。 
特に、本市では、障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツを楽しむ環境

づくりをするため、総合体育館のバリアフリー化を、平成３０年３月までに

実施した。しかし、市内にスポーツ団体が宿泊できる合宿所や、障がいのあ

る選手が宿泊できるバリアフリー対応の宿泊施設がなく、現在は、練習拠点

となる総合体育館から離れた市外の宿泊施設や、市民協力によるホームステ

イなどで対応している状況である。しかしながら、２年後予定している数十

名規模のオリンピック・パラリンピック選手達を受け入れることは難しく、

事前キャンプ等の誘致を実現するためには、スポーツ合宿所の整備が急務と

なっている。 

 

４－３ 目標 

【概要】 

本市に東京２０２０大会の事前キャンプを誘致し、市民がオリンピック・

パラリンピック選手と触れ合う機会を作り、スポーツをもっと楽しむことが

できる環境を創出し、市民の健康づくりや誰もが生活しやすい福祉の街づく

りを進める。 
また、東京２０２０大会を契機としたスポーツの振興や、地域経済の活性

化を図るため、スポーツ合宿等の受入れを行う宿泊施設を整備する。そして、

「スポーツをするなら田川市」と誰もがイメージするようなまちを目指し、

本市の交流人口や関係人口を増やす。 
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【数値目標】 

事業の名称 
東京２０２０大会を契機としたスポー

ツ交流人口増加プロジェクト 

基準年月 

KPI 観光入込客数（人） 

トレーラーハウス

を活用した合宿所 

利用者数（人）※ 

申請時 ６１３，０００ ０ 平成 30 年 3 月 

平成 30 年度 ６３７，９００ ０ 平成 31 年 3 月 

平成 31 年度 ６６４，０００ ０ 平成 32 年 3 月 

平成 32 年度 ７００，０００ ２３０ 平成 33 年 3 月 

※東京２０２０大会の事前合宿関係者利用を除いた、市外からの一般の

利用者数 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

本市に東京２０２０大会の事前キャンプを誘致し、市民がオリンピック・

パラリンピック選手と触れ合う機会を作り、スポーツをもっと楽しむことが

できる環境を創出し、市民の健康づくりや誰もが生活しやすい福祉の街づく

りを進める。 
また、東京２０２０大会を契機としたスポーツの振興や、地域経済の活性

化を図るため、スポーツ合宿等の受入れを行う宿泊施設を整備する。そして、

「スポーツをするなら田川市」と誰もがイメージするようなまちを目指し、

本市の交流人口や関係人口を増やす。 
   

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対

する特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業名：東京２０２０大会を契機としたスポーツ交流人口増加プロジェ

クト 

   

 ② 事業区分：観光業の振興 

 

 ③ 事業の目的及び内容 

  【目的】 

東京２０２０大会を契機としたスポーツの振興や、地域経済の活性化を
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図るため、スポーツ合宿等の受入れを行う宿泊施設を整備する。そして、「ス

ポーツをするなら田川市」と誰もがイメージするようなまちを目指し、本

市の交流人口や関係人口を増やす。 
 

  【事業の概要】 

・スポーツ合宿所整備事業 

総合体育館に隣接する保健センターの駐車場を改修し、給排水等の整備

を行った上で、国内でも珍しい、トレーラーハウスを活用したスポーツ合

宿所を市独自で整備する。このトレーラーハウスは、バリアフリー対応の

特注品とすることで、障がい者や高齢者も安心して利用できる施設をつく

る。また、トレーラーハウス内のベッドや冷蔵庫、デスク等の必要備品を

併せて調達する。当該施設を、障がいの有無に関わらず誰もがスポーツを

楽しみ、スポーツを通じて交流できる拠点とし、交流人口の拡大と地域の

活性化に繋げる。さらには、パラリンピアン等が利用した施設であること

をＰＲし、東京２０２０大会のレガシーとして活用する。 

 

・キャンプ受入事業 

 ドイツ代表チームのキャンプを受入れ、チームの練習をサポートする。

また、東京２０２０大会を一過性のものとせず、大会終了後も継続的に国

内外からのキャンプ受入を実施する。 

 

・交流事業 

 ドイツ代表チームに関連した交流事業の実施や、ドイツ文化に触れるイ

ベントを実施することで、市内外からの集客を図る。 

 

【各年度の事業の内容】 
 ・スポーツ合宿所整備事業 
（平成 30 年度） 

ドイツ連邦共和国をはじめとする国内外のスポーツ選手の合宿等を受

け入れるため、介護用トレーラーハウスを活用したスポーツ合宿所を整

備するに当たり、トレーラーハウスの規格や内装等の仕様、設置備品の

決定等、製作に向けた準備を行う。 

（平成 31 年度） 
スポーツ合宿所を整備地である市保健センター前駐車場の工事を実施

するとともに、介護用トレーラーハウスを活用したスポーツ合宿所を整

備する。 
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   ・キャンプ受入事業 
   （平成 30 年度） 

ドイツ代表チームのミニキャンプの受入を行うとともに、この受入に

必要な車いすフェンシング機材を調達する。 

   （平成 31 年度）  
次年度に控えた東京２０２０大会に向けてドイツ代表チームのプレキ

ャンプ受入を行う。 

 

   ・交流事業 
   （平成 30 年度） 

地元商店街等と連携し、ドイツ文化やドイツ語に触れるイベントを開

催し、異文化に対する理解を深める機会をつくる。また、ミニキャンプ

を行うドイツ代表チーム選手と交流会を開催する。 

   （平成 31 年度）  
東京２０２０大会の前年に、パラリンピアンなどによる講演会や、障

がい者スポーツ及び共生社会の実現への理解を深めるワークショップを

盛り込んだイベントを開催する。 

 

 ④ 地方版総合戦略における位置付け 

「田川市未来創生総合戦略」では、観光の振興とスポーツ合宿の誘致を

具体的施策に定め、「東京２０２０大会を契機としたスポーツ交流人口増加

プロジェクト」は、これらを総合的に実施する事業である。なお、これら

具体的施策を含む基本目標として「新規雇用創出数」〔－（現状）→１５０

人（平成３２年度まで）〕を定め、この中で、基本的な方向として、観光が

産業として成り立つ仕組みを構築するとともに、スポーツ合宿を誘致する

ことで雇用を創出することとしており、本プロジェクトは、まさにこの目

標の達成に直接寄与するものである。 

 

 ⑤ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（KPI）） 

 

事業の名称  
東京２０２０大会を契機としたスポーツ交流人

口増加プロジェクト 
基準年月  

ＫＰＩ  観光入込客数（人

）  

トレーラーハウスを

活用した合宿所利用

者数（人）  
申請時  ６１３，０００  ０  平成 30年 3月  
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平成 30年度  ６３７，９００  ０  平成 31年 3月  
平成 31年度  ６６４，０００  ０  平成 32年 3月  

 ※トレーラーハウスは、平成 32年度中に供用開始予定。供用開始初年度とな 

る平成 32年度は、230人の利用者を目標としている。 

 

  ⑥ 事業費                     （単位：千円） 

事業費の区分  
事業費の額  

平成 30年度  平成 31年度  計  

旅費  ０  １０３  １０３  

役務費  ０  ７３８  ７３８  
委託料  ０  １，０００  １，０００  

工事請負費  ０  １３５，０００  １３５，０００  
備品購入費  １，４８０  ８９，４７８  ９０，９５８  

公課費  ０  ６２０  ６２０  

事業費計  １，４８０  ２２６，９３９  ２２８，４１９  
     

  ⑦ 申請時点での寄附の見込み             （単位：千円） 

寄附法人名  
寄附の見込額  

平成 30年度  平成 31年度  計  

有限会社小川商事  １００  ０  １００  
チロルチョコ株式会社  ０  ６，０００  ６，０００  
タカハ機工株式会社  ０  １，０００  １，０００  

計  １００  ７，０００  ７，１００  
 

  ⑧ 事業の評価の方法（PDCAサイクル） 

  【評価の手法】 

毎年度、第三者委員会である「田川市経営評価改革推進委員会」におい

て事業結果を検証しその結果を踏まえて「田川市地方創生・人口減少対策

本部」が改善等を検討する。 

 

  【評価の時期・内容】 

毎年度５月に、第三者委員会である「田川市経営評価改革推進委員会」

による効果検証を行い、翌年度以降の取組方針を決定する。 

 

  【公表の方法】 
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毎年度、３月末時点での達成状況を市ホームページ上で公表する。 

 

  ⑨ 事業期間 

    地域再生計画が認定された日～平成３２年３月 

  

５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該当なし 

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）教育・文化交流事業 

  ①事業概要 

ドイツ連邦共和国のスポーツ団体関係者を招き、同国の文化や歴史を

本市の小中学生が学ぶ機会創出や市民参加型のイベントを開催すること

で、ホストタウンとしての認知度を高めるとともに、本市地域において、

東京２０２０大会プレキャンプ受入に向けた機運を醸成し、同国をはじ

めとする国内外との交流人口を拡大させ、スポーツ関連産業や観光産業

等の活性化を目指す。 

 

  ②実施主体 田川市 

    

  ③事業期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

      

（２）スポーツ関連施設改修事業（バリアフリー化等） 

①事業概要 

市内の屋内スポーツ施設は４か所あるが、東京２０２０大会に向けた

事前キャンプが可能な施設は総合体育館だけである。 

当該施設は、築３０数年と老朽化が進み、空調設備もなく、バリアフ

リー化もできていない状況であった。平成２８年６月にドイツのホスト

タウンとして登録されたことを契機として、スポーツ振興を核とした地

域経済の活性化に取り組むべく、平成３０年３月までに、総合体育館の

空調設備・バリアフリー化改修工事が実施した。平成３０年度には、総

合体育館にエレベーターを新設し、総合体育館前の駐車場の拡充工事を

実施する。 

今後、総合体育館をスポーツ振興及び国内外との交流施設の核として、

継続的に活用し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るととも
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に、誰もが生活しやすい街づくりの起点として活用する。 

②実施主体 田川市 

 

③事業期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から平成３３年３月３１日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

毎年度、第三者委員会である「田川市経営評価改革推進委員会」において

事業結果の検証等を行い、その結果を踏まえて「田川市地方創生・人口減少

対策本部」が改善策を検討する。 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

毎年度５月に、第三者委員会である「田川市経営評価改革推進委員会」に

よる効果検証を行い、翌年度以降の取組方針を決定する。 

 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

毎年度、３月末時点での達成状況を市ホームページ上で公表する。 

 


