


一、みんなが健康で明るくあたたかい家庭と、うるおいのあるまちを
　　つくります。

一、教育とスポーツの振興につとめ、青少年が健全に成長するまちを
　　つくります。

一、恵まれた美しい環境と先輩の業績に感謝し、福祉豊かな活力ある
　　まちをつくります。

一、創意と工夫により、生産を高め、産業と文化のいきづくまちを
　　つくります。

一、恵まれた文化財や美しい自然を大切にし、訪れる人々をあたた
　　かく迎える魅力ある観光のまちをつくります。

町民憲章





　日頃から町民の皆様には、町政の運営に、ご支援と
ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

　本町では、総合的かつ計画的な行政の運営を図るた
め、昭和 45年度に第１次総合計画を策定以来、各次
において町の将来像を掲げ、これを目標に各分野に
おいて施策を実施し、町の発展に寄与して参りました。

　平成 22年度からの前期 5年間では、一層の少子高齢化の進行、安心・安全
への意識の高まり、高度情報化の進展、地域自治意識の希薄化など、本町を
取り巻く社会・経済情勢や町民意識も変化してきました。
本計画は、将来像「豊かな自然と歴史のこころがつくる活力あるまち」“ まち
はひとひとはまち　連携と協働でつくる自分たちのまち ” を引き継ぎ、「自主
と自立」「連携・協働」「安心・安全」の基本理念のもと、「第 5次総合計画」
の後期計画として策定したものです。

　本町におきましては、主に若年世帯を対象とした移住・定住対策、添田町
の地勢や気候を活かした特色ある農林業の振興、「歴史的風致維持向上計画」
を軸とした観光振興に重点的に取り組み、本町の魅力を高め、町外へ発信し
ていきたいと考えております。さらに子どもから高齢者まで地域で一体となっ
て支え合うまちづくりを進め、町民の皆さんが楽しく和やかに生活できる添
田町をつくり、次世代に引き継いでいきたいと考えております。

　後期基本計画の策定にあたりましては、小・中学生アンケート、青年アンケー
トによる意向調査をはじめ、町民代表から構成された「町政刷新まちづくり
会議」の各委員の皆様からの貴重なご意見を参考とさせていただきました。
ご協力いただきました町民の皆様、またご審議して頂きました町議会の皆様
には、心からお礼申し上げます。

平成 27年 3月　　　　

添田町長　寺西　明男

ごあいさつ
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第１節　計画策定の趣旨

　平成 31年度を目標年次とする添田町第 5次総合計画では、「豊かな自然と歴史のこころが

つくる活力のあるまち」を将来の姿に掲げ、各種施策を町民とともに積極的に推進している

ところです。

　前期基本計画 5年間の目標年次を迎え、前期計画期間に生じた新たな課題や社会経済動向

の変化に対応していくため、今後 5年間の新たなまちづくりの指針として、ここに「添田町

第 5次総合計画後期基本計画」を策定します。

第２節　総合計画の役割

　「総合計画」は、すべての分野における行政運営の基本となる地方自治体の “最上位計画 ”

であり、これまで地方自治法（第 2条第 4項）において「市町村は、その事務を処理するに

当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため

の基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」とされてきました。

　しかしながら、平成 23年の地方自治法の一部を改正する法律により、基本構想の法的な策

定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは各自治体の独自の判断に委ねられ

ることになりました。

　本町では、引き続き総合計画を町の最上位計画として位置づけ、今後の本町のまちづくり

の方向性を示すものとします。総合計画は、以下のような役割を持ちます。

役割 1　人と人をつなげる自立のまちづくりの共通目標
　町民に対して今後の自立のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、町民一

人ひとりがまちづくりに主体的に参画・連携・協働するための共通の目標となるものです。

役割 2　主体性ある地域経営を進めるための指針
　地方 “主権 ” 時代にふさわしい地域経営の確立に向けて、様々な施策や事業を総合的かつ計

画的に推進するための指針となるものです。

役割 3　広域行政の輪、人の輪を広げる基礎
　国や県、周辺自治体等関係機関や町外住民と、お互いの主体性、自主性を尊重するとともに、

協力してまちづくりを進めるための基礎となるものです。

第１章 計画策定にあたって
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第 3節　計画の構成と期間

　本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」をもって構成します。

（1）基本構想
　基本構想は、本町のめざすべき将来像とそれを実現するための基本方針や施策の大綱を示

すものです。計画期間は、平成 22年度から平成 31年度までの 10年間とします。

（2）基本計画
　計画期間は、前期と後期に分け、前期基本計画期間として平成22年度から平成26年度まで、

後期基本計画期間として平成 27年度から平成 31年度までのそれぞれ 5年間とします。

　また、基本計画には施策ごとに成果目標を掲げ、成果目標の達成度を確認し、行政評価の

仕組みの確立に努めます。

（3）実施計画
　実施計画は、基本計画に示した施策を、具体的に実施するために定めるものであり、事業

の優先順位や具体的な事業内容、財源等を示すことにより、予算編成の指針となるものです。

計画期間は、3年間として別途策定し、基本計画のマネジメントによるローリング方式（毎

年見直す方式）を採用し、本計画の進行管理を行います。
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第１節　町の概況

（1）町の概況
①位置
　本町は、福岡県の東南部に位置し、東西 13㎞、南北 16㎞、総面積 132.10㎢の県下でも屈

指の広大な面積を有しています。

　町域の 83％が森林（人工林は町域の 70％）で、南部は北部九州の最高峰英彦山（1,200m）

や鷹巣山（979m）を境に大分県日田市、中津市と接しています。西部は釈迦ケ岳（844m）、

大日ケ岳（829m）、戸谷ケ岳（702m）などの山系をもって、朝倉郡東峰村および嘉麻市、田

川郡川崎町と接しています。北部は平坦地で田川郡大任町、赤村と接しています。また、東部は、

山地で京都郡みやこ町と接しています。

　英彦山を中心に耶馬日田英彦山国定公園の一角をなし、九州の中央部を形成する山地の北

の玄関口として位置づけられています。

②地勢
　本町の地勢は南部を中心とする山間地帯、中部の山麓地帯、北部の平坦地帯に大別され、

山間地帯は豊かな森林資源を有し雄大な景観をもつ自然観光地であり、また大小数多くの集

落が散在しています。

    山間地より中央部を彦山川、東側に今川、西側に中元寺川が流下（貫流）しており本町は

もとより北九州市及び周辺市町村の水源となっています。今川の上流には油木ダムがあり、

中元寺川の上流には陣屋ダムがあります。一方、北部の平坦地は筑豊盆地に属し、人口の約 7

割が集中し、町の経済、文化、交通等の中心となっています。

③気候
　気温は、昼と夜、夏と冬の差が大きく、年間平均気温が英彦山地区では 12℃以下、その他

の農村地域では 12℃から 14℃以下、平坦部では 14℃から 16℃以下となっています。雨量に

ついては県下では最も多く、年間 2,000㎜～ 2,600㎜程度の降雨量があります。

　冬期は最低気温が氷点下まで下がることもあり、雪が降ると積雪することもあります。特

に英彦山周辺は多量の積雪に見舞われるため、山間部の国道 500 号は積雪、路面凍結などで

通行規制や通行止めになる場合もあります。

④道路・交通
　道路は、国道 500 号のほか、主要地方道 4路線と一般県道 9路線が主な幹線道路となって
います。また町道 278 路線（総延長 210㎞）がこの幹線道路を補完し、集落相互を連結して、

生活や経済活動の中心的な機能を果たしています。

第２章 町のすがた
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　町の中央部を主要地方道と JR 日田彦山線が南北に並走し、田川、北九州方面、日田方面に

通じています。

　公共交通は、鉄道路線として JR 日田彦山線が走り、町内には北から西添田駅、添田駅、歓

遊舎ひこさん駅、豊前桝田駅、彦山駅の 5駅があります。また、バス路線としては、本町と

田川市、川崎町を結ぶ西鉄バス筑豊株式会社の 1路線と、町中心部と町内各地を結ぶ町営の

町バスがあります。

（2）添田町の歴史・沿革
①歴史
　本町の歴史は古く縄文時代まで遡り、町内には多くの縄文遺跡があります。また、古代の

神話の世界では、大国主命が出雲から彦山に移り住み、農耕に適していることから開拓を進め、

山峡から流れる水が落ち合ったところを「落合」、田を増したところを「桝田」、田を添えた

ところを「添田」と名づけられたと言われています。

　中世より英彦山（享保 14年（1729 年）、霊元法皇より、天下に抜きん出た霊山であると

して「英」の字が授けられ、「英彦山」と称するようになった。）が修験道の霊山として人々

の尊崇を集めて栄えたことにより、先人たちの文化と信仰の遺産が本町には数多く残されて

います。このように本町は英彦山とともに歴史を刻んできました。

　英彦山は日本三大修験道の霊場として、広く九州全域の人々の信仰を集め、江戸時代の最

盛期には、俗に「彦山三千八百坊」といわれ、3,000 人の衆徒と坊舎が 800 を数えたと伝え

られています。

　明治 4年の廃仏毀釈 ( きしゃく ) で修験道は終わり、明治の後半より昭和 30年代までは石

炭産業とともに町勢が盛衰し、現在はエネルギー革命による石炭需要の激減により全て閉山

しています。本町は現在、農林業と観光を基幹産業とするまちです。

②沿革
　本町の沿革は、明治 22年に添伊田村と庄村が合併し、添田村となりました。明治 40年に

中元寺村と合併、明治 44年には町制施行により添田町となりました。その後、昭和 17年に

彦山村と合併、昭和 30年には津野村と合併し、新町制による添田町が発足し、現在に至って

います。
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第２節　人口と産業の動向

（1）人口構造
　本町の近年における人口は減少傾向で推移しており、人口の推移を国勢調査でみると、平
成 22年には 10,909 人となり、年平均 180 人程減少しています。

　年齢階層別人口でみると、平成 22年の年少人口は 1,214 人（11.1%）、生産年齢人口 6,016

人（55.1%）、老年人口は 3,679 人（33.7%）となっており、年少人口、生産年齢人口は平成

2年から一貫して減少傾向にあります。老年人口についても、平成 17年までは増加傾向でし

たが、平成 17年から平成 22年にかけて減少しています。

　平成 22年の全国及び福岡県との比較でみると、年少人口比率は全国平均（13.1%）や県平

均（13.5％）を下回る一方で、高齢化率は全国平均（23.3％）や県平均（22.5％）を大きく上回っ

ており、少子高齢化が顕著となっています。

　世帯数や一世帯あたりの人数についても減少傾向にあり、世帯の小規模化が進んでいます。

総人口と年齢階層別人口の推移（資料：国勢調査）

世帯数と一世帯あたり人数の推移（資料：国勢調査）
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（2）就業構造
　本町の就業者数は人口動向を反映して減少傾向で推移しており、平成 22年には 4,243 人

となっています。産業別にみてもいずれも就業者数が減少しています。

就業構造の推移（資料：国勢調査）
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第１節　まちづくりに活かすべき地域特性・魅力

第 3章 町の地域特性とまちづくりの課題

　新たなまちづくりの推進にあたっては、本町の発展の鍵となる地域特性や魅力を改めてと

らえ直し、これらを各施策に活かしていく必要があります。

　添田町らしいまちづくりを進めるために、本町の代表的な地域特性や魅力を整理します。

（1）古代からの歴史を刻む伝統のあるまち
　本町は古代、縄文時代から人々が定住した歴史があるまちで、崇高なる山「英彦山」とと

もにその歴史を刻んできました。町内には、英彦山神宮奉幣殿をはじめ先人たちの文化と信

仰（山伏・修験道）の遺産が数多く残され、古代からの歴史を体感できます。

　これらの歴史や文化は本町の特性の中でもとりわけ誇るべきものであり、未来へ継承する

宝であるとともに、地域活性化につながる交流資源といえます。

（2）大自然に育まれた緑の宝庫
　本町の象徴である英彦山一帯は動植物の宝庫であり豊かな自然に恵まれています。西国一

の修験道の霊山にふさわしく、樹齢 1,200 年の鬼杉を筆頭に杉の巨木が林立し、そそり立つ

ような奇岩、怪石が点在しています。また樹々の間には湧水がみられ、独特な自然景観を誇っ

ています。英彦山一帯のほかにも、油木ダム、陣屋ダム、彦山川、中元寺川等の水辺資源、

岩石山、添田公園などの豊かな自然があり、四季折々に多彩な表情を見せています。

　これらの豊かな自然、美しい水、空気、景観は、町民の暮らしや交流、産業活動に様々な

恵みをもたらす貴重な財産です。

（3）地域の資源を活かした多彩な農業と魅力ある観光基盤
　本町は、石炭産業が基幹産業であった時期もありましたが、古来から一貫して基幹産業であり続

けてきたのは自然の恵みを活かした農業であり、米を中心に野菜、果樹、花きなど多彩な作物を生

産しており、安全な食の供給源となっています。それらの農産品や天然資源を活用した特産品の開

発にも積極的に取り組んでいます。

　また、町内には神話、伝説と修験道の山として知られる国定公園英彦山の雄大な山岳自然美と史

跡、文化財のほか、添田公園や深倉峡などがあります。さらに、英彦山温泉「しゃくなげ荘」、ひこ

さんホテル「和」などの宿泊施設や道の駅「歓遊舎ひこさん」、「英彦山スロープカー」、「英彦山花園」

などの観光施設、そえだサン・スポーツランド、そえだドーム、野営場などのスポーツ・レクリエー

ション施設があります。

（4）健康・福祉を重視する元気なまち
　本町は、ふれあいの館「そえだジョイ」、クアハウス「ハピネス」などを拠点に、保健・医療・

福祉の連携のもとに、「自分の健康は自分で守る」という考えを基本として様々な活動を活発

に展開し、健康で生きがいのある生活づくりを進めています。
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　また、高度情報化社会に対応してインターネットを活用した「子育てねっとそえだ」を構

築し、妊婦や子育て中の家庭に対する情報発信を行い、保護者が安心して子育てができる環

境づくりと地域ぐるみの子育て支援が実感できるまちづくりを目指しています。

（5）まちや地域への愛着心と連帯意識の強さ
　人口減少に伴い一部の集落では、集落機能の低下が見られますが、前期基本計画策定時に

実施した町民アンケート調査によると、「まちへの愛着」を感じている人や「住み続けたい」

という意向の人がそれぞれ 7割を超え、愛着度及び定住意向は高いと言えます。

　また、本町の歴史によって培われてきた連帯感は、助け合い、支えあいの精神に基づく様々

な分野で町民の自主的な活動や交流事業、伝統行事への対応に脈々と受け継がれてきていま

す。

第２節　まちづくりの基本的課題

　本町の現状や特性、町民ニーズ、さらには本町を取り巻く社会経済の動向を踏まえ、新し

いまちづくりを進めていくための基本的な課題を整理すると次のとおりとなります。

(1) 人口構成に着目した定住人口の増加
　全国的に平成 20年をピークとして人口減少していくなかで、添田町では早くから人口減少

が進んでいます。

　人口減少は避けられない問題ではありますが、まちの活力を維持していくためには、若年

層が極端に減少するような人口構成は避ける必要があります。

　本計画を策定するにあたり実施した小・中学生、若者を対象としたアンケート調査結果か

らは、愛着度や住みよさに対して高く評価していることが分かりました。若者定住に向けて

は、愛着や住みよさの源となっている「豊かな自然」や「美味しい農産物」を活かすとともに、

町外流出の要因となっている「教育・雇用の改善」、「公共交通の利便性向上」などを図るこ

とが求められています。また町外の方に対して添田町の魅力を発信し、実際に町での暮らし

や農業体験などを通じて、移住を促すことが課題となっています。

(2) 地域特性を活かした特色ある産業づくり
　本町の発展、定住の促進のためには、地域産業の振興による雇用の場の確保が不可欠です。

このため、基幹産業である農業、観光を中心とし、将来の地域産業を支える地元に根ざした

人材育成を図り、添田町の産業を盛り上げていく必要があります。

①農業
　農業は環境を守り、多面的機能を発揮する生命産業です。小・中学生や若者を対象とした
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アンケート調査では、添田町が好き、住み続けたい理由として「食べ物が美味しい」との意

見が多数みられました。美味しい農産物を今後とも生産、消費していくためには、優良農地

の確保の推進、担い手の育成確保、耕作放棄地等の活用のほか、特産品づくり、地産地消の

推進、有害鳥獣対策、農産物加工施設の整備などに取組み、生産から加工、販売（直売所等）

に至る農業振興サイクルのシステムづくりが課題となっています。

②林業
　林業については、森林の持つ環境保全機能や防災機能が十分に発揮されるよう荒廃森林の

解消や水源の森づくりを進めることが必要です。利用段階に移行しつつある人工林の有効活

用に向けては、林道や作業道の整備、木材流通ネットワークの構築、未利用の木質バイオマ

スの有効活用に向けた調査研究等、森林の循環型利用体制の整備を図ることが課題となって

います。

③商業
　若者を対象としたアンケート調査結果では、今後、最も町が力を入れるべき内容として商

業が挙げられています。地元購買力の流出防止に努め、商業機能の維持を図るとともに、物

産販売施設道の駅「歓遊舎ひこさん」を有効活用し、地場産品と連携した商業の振興を促進

することが課題となっています。

④観光
　観光については、来訪者の増加やリピーターの増加を図るために、町のシンボルである英

彦山に代表される自然、歴史文化などの地域資源の活用や農業と連携した特産品の認知度向

上と販売促進（地域ブランド化）、観光地までの交通アクセスの改善などが課題となっていま

す。

（3）自然環境の保全と安心・安全で快適なまちづくり
　緑豊かな自然環境がいつまでもその輝きを保ち続ける持続可能な社会をつくるため、自然

環境の維持・保全や地球環境に配慮した循環型社会、低炭素社会の形成に取組み、安心で安

全に暮らせる地域づくりが課題となっています。

①自然環境保全
　自然環境を保全していくためには、リサイクルをはじめとするごみの減量に対する継続的

な取組みや、ごみ不法投棄の防止対策の強化が求められています。加えて、地球温暖化対策

の観点から、木質バイオマス、小水力、太陽光など自然エネルギーの活用や低公害車の普及、

緑地の保全など自然資本の活用による低炭素社会の形成が求められています。
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②防犯・防災
　犯罪や交通事故のない、安心で安全なまちづくりに向けては、地域での防犯パトロールや

町民・関係機関・行政が一体となった取組みの促進が課題となっています。

　また、自然災害への不安が広がる中、町民に対する防災意識の啓発とともに、消防・防災

体制として、地域における消防団の充実強化や自主防災組織の育成が求められているととも

に、土砂災害対策や水害対策、災害時における防災行政無線システム活用等の情報連絡体制

づくり、各施設の耐震化など災害に強いまちづくりの取組みが求められています。

　さらに、高齢化や町外への人口流出により空き家が生じています。空き家をそのまま放置

すると、防犯・防災上の問題や、老朽化に伴う倒壊により隣害を与える可能性があります。

空き家は定住や移住を促す上での資源にもなりえるため、出来る限り活用していくことが求

められています。

（4）安心できる健康・福祉のまちづくり
　本町の高齢化率は既に 33.7％（平成 22年国勢調査）と、町民の 3人に 1人が高齢者となっ

ており、今後も少子高齢化や人口減少が一層進行することが予想されます。

　このため、健康維持のための支援や、特に高齢者の人口増加に伴う新たな町民ニーズへの

対応を図るとともに、安心して子どもを産み育てることができる社会づくりに向けた施策の

推進などが求められています。

①地域医療
　地域医療については、救急医療体制などに対する町民の不安感を解消するため、的確な情

報提供とともに、広域的な医療体制の充実が求められています。

②地域福祉
　最も人数の多い団塊世代の力は、様々な取組みを進める上で貴重なものです。団塊世代の

力を活用し、地域における高齢者や障がい者などへの介護及び自立支援、さらには子育て支

援など相互支援に基づく地域福祉体制づくりを推進できるかが課題となっています。

③健康づくり
　今後は、町民の健康を守る環境づくりに向け、各種検診の充実強化を図り、生活習慣病予

防など様々な保健事業の取組みが重要であり、これら健康や福祉に関わるあらゆる問題を総

合的に解決するため、地域福祉活動を支えていく人材育成や保健・医療・福祉などの関連分野、

関係機関の連携による地域に密着した支援体制の充実が課題となっています。
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（5）生活基盤が確保された住みよいまちづくり
　本町は広い面積と山間部の多い地理的条件から、町民及び観光客等の利便性の向上を図る

ため、今後も生活基盤の整備が求められています。

①公共施設
　公共施設等については、添田町においても施設の老朽化による機能の低下や安全性の問題

に加えて、一時期に多くの施設が更新時期を迎えます。

　そのため、長期的な視点に立って総合的な維持管理計画を構築し、施設毎に統廃合、廃止、

長寿命化等を図るとともに、緊急性や重要度の観点から効率的な整備を進めていくことが必

要です。

②公共交通
　公共交通については、路線バス、JR 日田彦山線や、町バスにおいても利用者が減少してい

ることから、観光施策との連携や路線の見直し等により町民や観光客の利便性の向上が求め

られています。

③情報化
　高度情報化時代への対応としては、地域情報通信基盤の整備が行われ、町内全域での高速

インターネット利用が可能となっており、今後は、一層の利用促進を図るとともに、福祉・

防災等への幅広い活用を推進し、更なる情報格差是正を図る必要があります。
　

（6）いきいきと暮らせる教育・文化のまちづくり
　少子高齢化や国際化、情報化の一層の進展、価値観の多様化など時代が大きく変化する中、

まちづくりの基礎は人づくりであり、新たな時代を切り拓く創造性豊かな人材の育成が不可

欠となっています。

①教育
　次代を担う子どもたちの健全育成については、重要な課題のひとつであり、基礎的学力の

向上とともに、児童生徒の個性や能力、自立心や思いやりの心、人権の尊重などを伸長する

教育を行うため、家庭・地域・学校が連携して、教育環境の充実に努め、子どもたちの健や

かな成長に寄与していくことが求められています。

　また、町民が生涯を通じて、いきいきと学ぶことのできる環境づくりなど、生涯学習環境

の充実を推進する必要があります。
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②文化振興
　文化振興については、貴重な歴史遺産を有する町として、文化財や伝統文化の保護と活用

に努め、地域文化を次世代へ伝承していく必要があります。また、文化・芸術活動の振興や

交流活動の促進を通じて、文化・芸術活動を担う人づくりへの取組みや地域文化の一層の振

興を進めていく必要があります。

   特に平成 26年 6月に認定を受けた「添田町歴史的風致維持向上計画」を着実に実施し、本

町の歴史文化の未来への継承と観光分野への取組みを行っていく必要があります。

（7）効果的・効率的な行財政運営と協働によるまちづくり
　地方分権の進展とともに、自治体の自主・自立型経営が強く求められる中、一層の行財政

改革が必要とされています。行政サービスの提供にあたっては、限られた財源の中で最大限

の効果をあげることが課題となっています。

①行財政運営
　効果的・効率的な行財政運営については、職員の能力の向上や意識改革とともに、行政評

価システムを活用しながら、効果的で効率的な運用を図る必要があります。

　また、施策については、分かりやすい説明を行うなど、透明性の高い行財政運営を行うこ

とが重要となっています。

②協働によるまちづくり
　複雑化・高度化していく町民ニーズに的確に対応していくためには、「自分たちの地域は自

分たちでつくる」という気運を高め、地域課題の解決に向け町民主導の特色ある地域づくり、

町民と企業と行政との協働のまちづくりに向けた取組みが必要不可欠なものとなっています。

より一層の町民参画の促進や、町民と企業と行政との協働体制の確立が課題となっています

　また、本町においては少子高齢化等によって地域の行事や祭り等を維持することが困難に

なってきています。新たな地域自治の体制づくりを検討することが必要となっています。



13  

第１節　新しいまちづくりの基本理念

　町民憲章に掲げられたまちを実現するため、町の現状と課題や町民ニーズ、地域が主導す

る地方 “主権 ” 時代の到来を踏まえ、今後の新しいまちづくりの基本理念として、「自主・自立」、

「連携・協働」、「安心・安全」の 3つを定めます。

自主・自立　
　まちづくりにこれまで以上に主体性を発揮し、自ら考え、実現する「自主・自立」のまち

連携・協働　
　町民と行政が共に手を携え、協力し、地域の課題を解決し活力あるまちを創るために行動

　する「連携・協働」のまち

安心・安全　
　子どもから高齢者まですべての町民が災害や事故、犯罪などから守られ、地域の支え合いでつく

　る「安心・安全」のまち

第１章 町の将来像

第２節　町の将来像

　新しいまちづくりの基本理念を踏まえ、今後の町のめざすべき姿を示すものとして、将来

像を次のとおり掲げます。

豊かな自然と歴史のこころがつくる活力のあるまち
～　まちはひと　ひとはまち　連携と協働でつくる自立のまち　～

●本町は豊かな自然環境に恵まれており、このことは町民がまちの良さとして高く評価して               

　いるところです。こうした豊かな自然環境は、農林業をはじめ産業活動の基盤となってい

　ます。

●本町は、古代から人々が定住し農耕に携わり、英彦山を中心に町内一帯に数多く残る文化

　や歴史は、町民のこころに誇りとして感じられています。

●若者の定住促進が大きな課題となっており、産業振興により若者の働く場の創出を進め活

　力あるまちづくりに取り組むことが、町民の第一の願いとなっています。

●少子高齢化、人口減少が進む中で、これまで以上に町民の英知を結集し、一人ひとりの心

　意気を発揮するまちづくりが重要となってきます。
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第３節　将来像実現のための基本目標

　将来像を実現していくために、新たなまちづくりの基本目標（6つの施策の柱）を次のよ

うに設定します。

（1）地域の特性・資源を活かした活気のあるまちづくり
　産業の振興は、町民の豊かな生活を支える基礎となるものであり、就業の場の創出と定住

の促進を図るため、活力ある産業づくりを進めます。

　生産から加工、販売に至る農業振興サイクルのシステムづくりによる農業の振興、森林の

循環型利用体制の整備による林業の振興、地域の農林産物の加工産業の振興、地域商業の機

能維持と地場産品と連携した商業の振興、英彦山や歴史文化資源等を活用した観光の振興、

特産品の開発（地域ブランド化）を進めるなど、地域特性・資源を活かしたバランスのとれ

た振興を図るとともに、産業間連携を促進し活気あるまちを築いていきます。また、関係機

関等との連携を図り、地域産業を担う人材の育成に努めます。

（2）美しい自然環境を守り育て、快適な暮らしのあるまちづくり
　豊かな自然環境を守り育て、次世代につなげていくため、森林、河川などの自然や農地の
緑の中で、多様な生物が息づく豊かな生態系が形成された環境を大切な財産として保全し、

美しい景観の形成を図るほか、地球環境への配慮や、環境教育の充実、ごみの発生抑制と減

量化、資源リサイクル、自然エネルギーなどの普及を図り、低炭素社会、循環型社会の形成

を目指します。

　また、生活排水の処理等、快適な住環境の形成や地域資源を活用した美しい景観づくりな

どの取り組みを進めます。

（3）健やかでいきいきとした安心のまちづくり
　誰もがいきいきと暮らせるよう、子育て支援の充実を図るとともに、高齢者、障がい者な

どが積極的に社会参加できる環境や安心して働くことのできる環境の整備を進めます。

　また、すべての町民が生涯健康に暮らせるよう、生活習慣病予防などの保健事業に取り組

むとともに、医療体制の確保、保健・医療・福祉などの関連分野、関係機関の連携による地

域福祉の充実を図ります。

（4）住みよさが感じられる生活基盤が整備されたまちづくり
　道路・交通の利便性向上を図るための整備を進め道路ネットワークの充実に努めるととも

に、公共交通については、利用者が減少傾向にある一方で、公共交通に対する期待が高いこ

とを踏まえ、町民や観光客のニーズに即した公共交通体系の見直しを図ります。

　また、高速インターネットの利用促進、地上デジタル放送及び携帯電話の不感地帯の解消
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に努め、町内各地域間の情報格差の解消を目指します。

　公共施設等の整備にあたっては、バリアフリー化を進めるとともに、ユニバーサルデザイ

ンによる環境整備に努めます。

（5）豊かな心と生きる力が育まれ、文化が躍動するまちづくり
　人権の尊重を基本に、生きる力を支える「知・徳・体」を備えた人間形成をめざす学校教

育の充実を図るとともに、生涯の各期に応じた学習活動や誰もが気軽にスポーツ・レクリエー

ションに親しめる環境と機会の充実を図ります。

　また、地域の歴史や文化を大切にし、文化財や民俗芸能など先人がつくり上げてきた財産

の保存と次世代への継承を図るとともに、伝統文化の掘り起こしを行い、芸術文化活動を促

進する環境と機会の充実を図ります。

（6）連携と協働による自立のまちづくり
　「自分たちのまちは自分たちがつくる」という自治の確立を目指して、町民と行政が互いの

役割を果たしながら、相互に連携する協働のまちづくりを推進します。

　また、町民参画によるまちづくりを基本に、情報公開の推進や町民への説明など町民と情

報の共有を図り、透明性の高い開かれた行政を進めるとともに、効果的・効率的な行財政運

営を図るため、限られた財源で最大限の効果をあげられるよう行財政改革を進めます。
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第４節　将来人口

　本町の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、今後、少子高齢

化が急速に進み、本計画の目標年次の平成 31 年度には人口 10,000 人を下回ると推測されま

す。

将来推計人口（資料：国勢調査・国立社会保障・人口問題研究所）

　しかしながら本町においては自主・自立のまちづくりを推進していくため、農林業や観光

等の主要産業を最大限に活用した雇用の創出、住環境整備や子育て支援等の諸施策による若

年層の定住促進対策、子どもから高齢者が安心・安全で暮らせる生活環境づくり、さらにＵ

ＪＩターン者向け空き家活用など、様々な施策を町民・行政・関係団体などが連携・協働し

総合的に取り組むことにより、将来人口は現状人口の堅持を目標とし、人口が 10,000 人を

下回らないよう最大限の施策の実施を図ります。

目標人口：10,000 人
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第 5節　土地利用構想

　本町は、急速な過疎化の進展により、市街地内において空き店舗がみられ、また山間部に

おける農地及び林地の荒廃が進むなど多くの課題を抱えています。

　本町の今後の町勢発展のためには、豊かな自然環境との調和を図りながら、地域の特性や

課題に即した土地利用を推進していく必要があります。

（1）整備の基本方針
①市街地等
　住民が安心して暮らせる快適な市街地環境の形成に向け、ユニバーサルデザインの考え方

に基づいたまちづくりや生活排水処理施設の整備を進めるとともに、住宅密集地の火災など

への対策を考慮したまちづくりを推進します。また、旧商店街については、空き店舗等の有

効活用を検討し、活性化に努めていきます。

　市街地周辺については、農地の転用や宅地開発が進み、農地と住宅地の混在も現れている

ことから、新たな宅地開発等に際しては周辺環境の影響を勘案した開発を誘導していきます。

②集落地
　空き家対策を進め、定住の促進、集落機能の維持に努めます。

③農地
　農地については、農業・農村が有する多面的機能の維持を図るため、優良農地の確保とと

もに耕作放棄地の解消及び抑制に努めます。

④森林
　林道及び作業路網の整備等を進め適切な森林整備や管理を行うとともに、自然歩道の整備

を促進し、森林空間については生産・観光・体験・交流・散策の場として多面的に活用して

いきます。

（2）交流発展軸・拠点の形成
　町の将来像の実現に向けて、次のような町の構造の形成を促進し、自然と調和した秩序と

均衡ある土地利用を推進します。

①交流発展軸の形成
【南北基幹交流軸】
　JR 日田彦山線、国道 500 号、主要地方道 52 号を「南北基幹交流軸」とし、北九州、福岡、田川、
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日田方面へのアクセス強化により、広域観光交流及び広域物流ネットワークの形成・充実を

図り、観光交流客の誘致、農林産物等物産の物流機能の強化を図ります。

②拠点ゾーン
【市街ゾーン】
　住宅、商業・業務機能、教育、文化及びスポーツ施設、役場庁舎等の都市的機能が集積す

る添田地区と庄地区の市街地及びその周辺について、町の「市街ゾーン」として、域内の生

活環境整備、空き店舗対策、跡地の有効活用、交通利便性の向上等に努め、利便性が高く、

良好で快適、活気のある、町の顔にふさわしい中心地を目指します。

【森林浴と山伏の里ゾーン】
　英彦山及びその一帯を「森林浴と山伏の里ゾーン」とし、耶馬日田英彦山国定公園に指定

されている自然環境・景観を活かした森林浴の場として、また中世以降の修験道の歴史を刻

む文化遺産を活かした観光や交流、体験、温泉宿泊の場として、一層の充実を図ります。

【水と森のグリーン産業ゾーン】
　町の市街部から、油木ダムを経て鷹巣山へ至る地域と、陣屋ダムを経て東峰村に至る地

域を「水と森のグリーン産業ゾーン」とし、域内の生活道路や集落環境の整備、森林の整

備、農業の振興を図るとともに、水と森林環境を活かした交流を推進します。

【歓遊と健康交流拠点】
　歓遊舎ひこさん駅周辺を「歓遊交流拠点」とし、駅や道の駅「歓遊舎ひこさん」、クアハウ

ス「ハピネス」の集客力の維持・向上に努めます。

【山村交流拠点ゾーン】
　津野地区を「山村交流拠点ゾーン」とし、油木ダムの水辺環境や森林環境及び山間地農

業など、地域の特性や資源を活かした山村留学や交流の拠点として形成を図ります。

【先進農業ゾーン】
　金の原台地を「先進農業ゾーン」とし、消費者ニーズと地域特性に即した特産品の生産

に取り組み、安全な農産物の供給基地の形成を図ります。
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第 2章 施策の大綱



20  

第
２
部　

基
本
構
想

第１節　地域の特性・資源を活かした活気のあるまちづくり

（1）農業の振興
　適切な優良農地の保全に努めるとともに、農地の流動化や集団化など効率的な利用を進め

ます。また、意欲ある担い手の確保と育成、生産組織等の強化、生産基盤の整備、耕作放棄

地等の活用による特産品づくり、地産地消の推進、有害鳥獣対策、農産物加工施設の整備な

どに取り組み、生産から加工、販売（直売所等）に至る農業振興サイクルのシステムづくり

を推進します。

（2）林業の振興
　森林の持つ環境保全機能や防災機能が十分に発揮されるよう荒廃森林の解消や水源の森づ

くりを進めるとともに、利用段階に移行しつつある人工林の有効活用、さらに有効活用する

ための林道・作業路網の整備、木材流通ネットワークの構築、木質バイオマス等によるエネ

ルギー利用への取り組みの調査・検討を進め、森林の循環型利用体制の整備に努めます。

（3）商工業の振興
　商業者と商工会及び行政が一体となり地元購買力の流出防止に努め、商業機能の維持を図

るとともに、道の駅「歓遊舎ひこさん」の有効活用、都市近郊への地場産品の販路拡大等に

よる商業振興を促進します。

　地場中小企業の経営安定化を図るため、商工会をはじめ事業者等との協力体制を強化し、

共同化、協業化による経営基盤の強化、人材の育成・確保や、新たな地場産業の育成、起業

の促進に努めます。

（4）観光の振興
　年間を通じた安定的な集客を図るため、多様化、個性化する観光客のニーズを的確に把握

するとともに、町の自然環境や歴史・文化を活かした観光の推進や温泉宿泊施設の充実、食・

料理の開発など観光資源の見直しを行います。

　また、町民一人ひとりが、観光は町の基幹産業のひとつであるとの認識のもと、関係機関

と協働で地域資源の再発見や観光ボランティア育成に取り組むほか、案内表示の改善など観

光客の受け入れ態勢の充実強化を図ります。

　さらに、インターネットをはじめ、あらゆる媒体を利用した宣伝活動などを行い、観光客

の積極的な誘致を図ります。
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（5）雇用・労働対策の充実
　町内で働く人々がやりがいや生きがいを持ち、充実した生活を送れるように、各関係機関

との連携強化による情報提供・相談体制の整備等を行い、就業機会の拡充と雇用の安定確保

に努めます。

　また、厳しい雇用情勢であることから産業構造や環境の変化に対応した職業能力開発を支

援し、勤労者が安心して働くことができる労働環境の向上に努めます。

（6）特産物の開発・ブランド化の推進
　本町の特性・資源を活かした産業振興を図るため、添田産食材を利用して開発した特産物

の宣伝活動を強化し、販路開拓・拡大を図ります。

　また、安定的な生産、出荷体制の確立に向けて、担い手の加工技術や商品品質の向上を支

援するほか、農産加工施設の利用を促進します。

（7）有害鳥獣対策の推進
　シカやイノシシなどの有害鳥獣による農林作物への被害を防止し、農林業経営者が安定的

な生活が営まれるよう有害鳥獣固体数調整（捕獲）等の駆除対策を推進します。

　また、捕獲獣を食肉用として有効利用し、地域資源としての活用を図ります。

第 2節　美しい自然環境を守り育て、快適な暮らしのあるまちづくり

（1）自然環境の保全
　本町の豊かで美しい自然を次世代へ継承するため、河川の水質保全など自然環境の保全に

努めます。

　また、低炭素型社会づくりを推進するため、子どもたちへの環境教育や町民及び事業所等

への環境保全意識の啓発を進めるなど、総合的な環境対策を推進します。

（2）ごみ・し尿処理の推進
　快適に暮らせる生活環境づくりに向けて、ごみの分別・リサイクルの推進、不法投棄の防止、

適切なし尿処理を行うとともに、環境美化に対する町民意識の高揚を図ります。

（3）交通安全・防犯・消費者対策の充実
　交通事故の防止や犯罪のないまちづくりに向けて、町民・関係機関・行政との連携を密にし、

家庭・地域・職場・学校での交通安全活動や、青少年の健全育成などの防犯活動の充実を図

ります。

　また、消費生活における被害を未然に防ぐため、関係機関との連携を図りながら啓発や情

報提供の充実に努めます。



22  

第
２
部　

基
本
構
想

（4）防災・危機管理対策の充実
　火災から町民の生活を守るため、防火意識の高揚や火災予防機器の普及、消防団の活性化、

消防資機材の強化等を図ります。

　また、地震、豪雨等による自然災害に備えて、情報伝達体制・避難体制の整備充実、自主

防災組織の育成、防災訓練の実施、治山治水対策の推進、主要公共施設の耐震化等を進めます。

　さらに、災害や事故等の不測の事態に備えて、非常時に迅速かつ的確に対応できるよう、

引き続き危機管理体制の強化を図ります。

（5）上水道・汚水処理の整備
　安全な水道水の安定的な供給を図るため、老朽施設の改修や、耐震性の優れた管に更新す

るなど運営基盤の強化に努めます。

　また、水質浄化への啓発活動を推進するとともに、合併浄化槽設置の促進に努めます。

（6）定住・住宅の整備
　若者世代の定住・移住の促進を図るため、優良な住宅・宅地の供給、空き家情報の提供に

努めます。

　また、住宅環境の向上を図るため、町営住宅の適切な維持管理、老朽化町営住宅の建替・

大規模改修に計画的に取り組みます。

第 3節　健やかでいきいきとした安心のまちづくり

（1）健康づくりの推進と地域医療の充実
　すべての町民が健康で元気に暮らせるよう、「自分の健康は自分で守る」を基本とし、各種

健診等をはじめ生活習慣病予防などの健康づくりを推進します。

　また、田川地区休日救急医療センターの活用を図り、医療サービスの充実や感染症の予防

及び啓発に取り組みます。

（2）高齢者福祉の充実
　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、元気倶楽部 ( クラブ ) 推進事業等の生

きがいづくり活動や在宅生活への支援を充実するとともに、介護予防事業の充実に努め、共

に支え合う地域づくりの推進に努めます。

（3）子育て支援・児童福祉・ひとり親福祉の充実
　少子化対策が大きな課題となっている中、安心して子どもを産み育てることができるよう、

保育サービスの充実や地域ぐるみの子育て支援体制の整備を図るとともに、子育てをしてい
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る家庭を支援するため、「子育てねっとそえだ」への加入促進を図ります。また、出産や子育

てに関してやさしい環境づくりやひとり親家庭の生活支援に努めます。

（4）障がい者福祉の充実
　誰もがいきいきと暮らせる地域社会の実現を目指して、障がい者が積極的に社会参加でき

る環境の整備を進めます。また、地域社会の一員として自立した生活ができるよう、日常的

な相談や就労、日中活動の場の確保など、地域生活を支援する体制の整備を図ります。

第 4節　住みよさが感じられる生活基盤が整備されたまちづくり

（1）公共土木施設の整備
　町民及び観光客等の利便性の向上と歩行者が安心して安全な通行ができるよう、国・県道

の整備及び交通安全施設の整備を促進します。また、町道については、道路の適切な改良・

舗装整備を計画的・効率的に進め、今後老朽化していく橋梁の長寿命化に向けた取組みを推

進します。

　整備にあたっては、災害時への対応やバリアフリー化、環境・景観に配慮した安全でうる

おいのある道づくりを進めます。

（2）公共交通の維持・充実
　町民及び観光客等の利用者の維持・拡大を図るため、町バスなどからなる既存の公共交通

体系を見直すとともに、町バス運行の効率化や JR 日田彦山線などの公共交通機関との連携強

化など利便性の向上に努めます。

（3）情報ネットワークの整備・活用
　情報通信技術の発達に的確に対応するとともに地域間の情報格差を解消するため、町内全

域に整備されている光ファイバー網を防災や福祉分野などでの利用を促進し、わかりやすい

情報教育を推進します。

　また、町ホームページによる行政情報の拡充を図り、町民への情報提供を充実するほか、

情報セキリュティ対策に努め、個人情報保護等情報の安全対策を強化します。

（4）調和のとれた土地利用と良好な景観形成　
　活力があり安全なまちづくりに向けて、自然と農林業とが調和した土地利用や市街地の生

活環境整備を図るとともに、地域の景観の維持・活用や地域資源を活かした景観づくりなど、

町民との協働による取り組みを進めます。
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第 5節　豊かな心と生きる力が育まれ、文化が躍動するまちづくり

（1）人権の尊重
　人権尊重のまちづくりの実現に向けて、行政・学校・地域・諸関係団体が連携し、啓発活動、

講演会、研修会等の充実に努め、町民一人ひとりの人権尊重の意識を高め、人間性豊かな町

民の育成を図ります。

（2）学校教育の充実
　幼児教育の充実を図るため、幼児の実態を把握し、基本的な集団生活の中で身につける教

育課程の推進に努めます。

　小中学校教育については、基礎的学力の向上をはじめ、国際化、情報化や環境教育など時

代の変化に対応した教育内容の一層の充実を図るとともに、小中一貫の体系的な教育方式の

検討等、町の実情に合った教育・学校づくりを進めます。また、子どもたちの教育環境・活

動を支える体制づくりを強化します。

　さらに、学校給食の充実や学校における食育の推進を図ります。

（3）社会教育・生涯学習の推進
　多様化・高度化する町民の生涯学習ニーズに対応できるよう、公民館・図書館の機能の強化、

町づくりボランティアの育成、多様な学習情報の提供を図り、町民一人ひとりが主体的に学

ぶ社会教育・生涯学習の推進に努めます。

　また、次代を担う青少年に対して、関係機関が連携し、非行を防止し豊かな心を育み、総

合的なバランス感覚に富んだ青少年の育成に努めます。

（4）スポーツ活動の推進
　スポーツを通した人づくり、地域づくりを目指して、総合型地域スポーツクラブ「添田町

げんきクラブ」の活動の推進や老朽化したスポーツ施設の改修、学校施設の有効活用、各種

スポーツ団体等の育成・支援を行うとともに各種スポーツ大会の充実に努めます。

（5）歴史文化遺産の継承と活用
　英彦山神宮奉幣殿をはじめ文化財の維持保存、歴史文化遺産の活用と後継者の育成を図る

ため保護団体の設立や運営・活用に対する助言・支援を行うとともに、展示等を通じて観光

資源等として積極的な活用を図ります。
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（6）文化・芸術活動の振興
　文化・芸術団体などの育成・支援、指導者の育成・確保に努めるとともに、文化・芸術の

鑑賞機会や発表機会、文化祭などのイベントの充実、文化活動に関する情報の提供を行い、

活発な町民の文化・芸術活動を推進します。

（7）地域間交流の推進
　国内外の交流都市等との相互交流をはじめ多様な交流の機会の創出に努め、異なる文化へ

の理解や国際化に対応できる人材の育成に努めます。また、外国からの観光客等に対しての

受け入れ体制の整備を図ります。

第 6節　連携と協働による自立のまちづくり

（1）町民参画による協働のまちづくり
　町民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、共にまちづくりを考えることができ

るよう、広報・広聴活動の充実はもとより、多様な場での町民参画機会の拡充や情報の共有

をするための施策の推進を図ります。

　また、協働のまちづくりを推進するため、各種団体との連携強化に努めます。

（2）男女共同参画社会づくりの推進
　男女共同参画の促進に関する意識づくりをはじめ、男女が社会のあらゆる分野にともに参

画することができる環境整備を推進します。

（3）コミュニティ活動の維持
　地域コミュニティ活動の維持を図るため、コミュニティの基礎的組織である行政組への加

入促進や適正規模への再編等、地域の実情を踏まえたコミュニティ活動の維持に努めます。

（4）広域行政の推進
　町民サービスの維持や行政運営の効率化などの観点から、現在広域的に実施している事務

事業等については、町民ニーズの多様化、高度化に対応した行政サービスを実施し、地域振

興などにおいても、広域的な連携及びネットワークを構築することにより、今後、広域化が

有効な事務・事業についてはその推進を図ります。

（5）多様なニーズに対応した行政運営の推進
　本町の将来像を実現するためには、計画的な施策の推進と効果的で安定的な行財政運営を

行う必要があることから、人材、技術、財源などの限られた経営資源を有効活用できるよう、
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施策目標の設定と、定期的な進捗管理、業務改善に取り組みます。また、引き続き電算化を

推進するとともに、職員の能力向上、意識改革を図ります。

（6）効率的・効果的な財政運営の推進
　自主財源の確保や補助制度の有効活用など限られた財源・地域資源を最大限に活用し、中

長期的な財政を見据えた財政運営に努めます。

　また、税の収納率の向上や、適切な資産・債務管理に努めます。
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　今後 5年間のまちづくりを進めるにあたって、本町の目指すべき将来像の実現や、課題解

決のために、特に緊急性があり、重点的に取り組むべき施策を「重点行動プロジェクト」と

位置づけ、多分野にわたる複数の施策を一体的に、計画的に進めます。

　本町の資源や課題を踏まえ、後期基本計画における重点行動プロジェクトとして、「定住促

進」「農業振興」「歴史まちづくり」の 3つのテーマに取り組みます。

　なお、３つの重点行動プロジェクトの推進にあたっては、下記の３つの視点に基づき、推

進していきます。

視点１：各重点行動プロジェクト間の相乗効果を発揮すべく、全庁的に推進　
　定住促進、農業振興、歴史まちづくりの３つの重点行動プロジェクトは、互いに重なる分

野があり、相乗効果が期待されます。添田町の目指すべき将来像「豊かな自然と歴史のここ

ろがつくる活力のあるまち」の実現に向け、定住促進、農業振興、歴史まちづくりの３つの

プロジェクト間の情報共有を徹底し、全庁的に取組みます。

視点２：重要業績評価指標の設定と、定期的な進捗確認
　重点行動プロジェクトは、町にとって特に重要な施策であり、その目標設定と進捗の確認

はなるべく定量的に、客観的に評価できるものとする必要があります。

　移住定住を呼びかける対象者、農産物・加工品の消費者、添田町に来て欲しい観光客等、

重点行動プロジェクトの対象者像を絞り込んだうえで、添田町への定住意向や、観光資源・

農産物についての認知度・来訪意向等の現状把握を行います。これらの現状値をもとに事業

毎の成果指標を設定し、達成度の定期的な確認や、業務改善を行います。

第 3章 重点行動プロジェクト

町民の
誇り・愛着
の醸成

モノを通じて添田
を知り、観光へ

行ってみて添田の
食や人を知る 定住促進

歴史まちづくり

農業振興

豊
か
な
自
然
と
歴
史
の
こ
こ
ろ
が
つ
く
る

活
力
の
あ
る
ま
ち
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視点３：効果的・効率的なプロモーションの実施
　添田町のプロモーション強化の必要性については、各回の町政刷新まちづくり会議をはじ

めとした様々な場で指摘されており、添田町の大きな課題となっています。

　そこで、重点行動プロジェクトの推進にあたっては、各プロジェクトの狙いとなる対象者が、

普段どのように情報を入手しているのか、どのような情報に共感するのか等の特徴・属性を

分析します。その上で、重点行動プロジェクト毎のプロモーション戦略を構築し、広報誌や

インターネット、チラシ等の様々な媒体を組み合わせ、なるべく少ない行政経営資源の投入

で最大限の効果を挙げます。

重点行動プロジェクト 1：定住促進プロジェクト

●ねらい
　国勢調査によると、平成 22年の本町の人口は 10,913 人と、40年間で約 6,000 人減少し、

同時に高齢化が進展しています。国立社会保障・人口問題研究所は、この傾向が続くと 2040

年には人口が 6,400 人、高齢化率は 4割を超えると推測しており、人口減少、少子高齢化対

策は重要かつ喫緊の課題となっています。

　今後は、地域の将来を担う若者や、子育て世代をはじめとした多世代の定住を促進すると

ともに、町外への人口流出を防ぐ施策を重点的に展開していきます。

●主な取り組み
＜定住・住宅対策の充実＞
・若者向け定住促進住宅整備

・若者世帯定住促進支援

・空き家活用事業

・国や県等の施策を積極的に活用

・町営住宅の改善・建替の推進

＜雇用・労働対策の充実＞
・起業や職業能力開発の支援

・地域特性・資源にあった企業誘致

・多様な働き手に対する就業機会の拡充

＜地域間交流の推進＞
・町外居住者・町民交流事業
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＜子育て支援・児童福祉・ひとり親福祉の充実＞
・添田町出産育児奨励金

・中学生以下の乳幼児・子どもへの医療費の無料化

・出産・育児に関する相談や情報提供

・子ども・子育て支援事業計画の推進

・子育てねっとそえだの活用

・地域子育て支援センターの拡充

・民生委員、児童委員、主任児童委員の活動推進

・病児・病後児保育事業の実施検討

＜健康づくりの推進と地域医療の充実＞
・母子保健事業の充実

＜社会教育・生涯学習の推進＞
・他地域、多世代との子ども交流事業

・青少年の健全育成推進

・図書館機能の充実

＜コミュニティ活動の維持＞
・地域の実情に合わせたコミュニティ組織づくり

＜調和の取れた土地利用と良好な景観形成＞
・未利用町有地の活用推進

＜学校教育の充実＞
・基礎基本を確実に定着させる義務教育課程や土曜日の教育活動の充実等による学力向上

・悩みや不安を抱える子どもたちに対し、適切な相談・支援

・学校・家庭・地域・行政等の相互連携による開かれた学校づくり

・夢や希望を持てるそえだの子どもの育成（そえだドリームプロジェクト）
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重点行動プロジェクト 2：農業振興プロジェクト

●ねらい
　中山間地域で育まれた農作物や、その加工品は本町の大きな魅力であり、農業は本町の主

要な産業となっています。しかしながら農業は、農家の高齢化、耕作放棄地の増加、獣害の

拡大など様々な課題を抱えています。

　変化する消費者ニーズ、自由貿易協定、農業関連改革等の動向に対応しながら、本町の農

業の強みを活かした戦略的な農業振興を図ります。

●主な取り組み
＜農業の振興＞
・農業生産基盤の維持・管理促進

・就農実践塾の推進

・女性・若者・高齢者等、農業の多様な担い手の育成

・地域に適合した品種等の新規作物の栽培促進

・減農薬、減化学肥料等の安全安心な作物づくりの推進

・安定的な栽培・出荷が可能な施設の導入支援

＜健康づくりの推進と地域医療の充実＞
・地産地消の食育推進

＜特産物の開発・ブランド化の推進＞
・特産物の販路開拓・拡大のための各種商談会や展示会への参加支援

・農産加工施設の利用促進

・各種講座、個別指導による加工技術や商品品質の向上支援

・地産地消の新規特産品開発

・ご当地グルメの開発 

＜町民参画による協働のまちづくり＞
・住民が主体となって行うまちづくり活動の支援

・町民が意見や要望などを気軽に提案できる体制の整備

・地域と行政職員とのネットワーク構築の推進

・広報紙やホームページ、動画配信等の多様なツールを活用した情報提供
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＜商工業の振興＞
・地域商品券の発行、買い物弱者支援等の地元購買力の増強

・英彦山や道の駅　歓遊舎ひこさんを核とした町外消費者の誘導

・農産物・加工品の積極的なプロモーション

・都市近郊への販路拡大

＜有害鳥獣害対策の推進＞
・野生獣捕獲者の育成

・捕獲による対策強化

・捕獲野生獣の食肉利用推進

・有害鳥獣侵入防止柵の設置

＜調和の取れた土地利用と良好な景観形成＞
・農地及び林地の適正管理の促進

・農地・住宅地の混在防止

重点行動プロジェクト 3：歴史まちづくりプロジェクト

●ねらい
　本町には、祭礼や伝統芸能といった伝統的活動や、歴史的建造物が多く残されていますが、

十分な把握がなされておらず、伝統的活動の継承や歴史的建造物の適切な維持管理・活用が

課題となっています。

　町内に残る重要歴史建造物や、修験道等に関する伝統文化を保存するとともに、それらを

活用したまちづくりの推進を図るため「添田町歴史的風致維持向上計画」を策定し、平成 26

年 6月に国からの認定を受けました。

　今後は、英彦山を核とした添田町固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動や、その活動

が行なわれる歴史上価値の高い建造物及びその周辺地域の景観等を維持・整備していくとと

もに、それらを活用した観光振興を図ります。

●主な取り組み
＜歴史文化遺産の継承と活用＞
・「添田町歴史的風致維持向上計画」の推進

・潜在化している伝統的活動、歴史的建造物などの把握調査

・重要な文化財の指定・登録

・歴史文化遺産活用・保護団体の設立・運営支援

・歴史文化遺産に関するイベントや学習会の開催
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・公共サインやパンフレットなど情報媒体の製作・周知

・文化財等の適切な保全・活用推進

・文化財等所有者に対する支援

・文化財等活用を促進するため便宜施設の設置検討

・英彦山に点在する遺跡の史跡指定検討

＜商工業の振興＞
・英彦山や道の駅　歓遊舎ひこさんを核とした町外消費者の誘導

＜観光の振興＞
・町民向けの観光・おもてなし関連講習会

・観光ガイドボランティアの育成

・体験型ツアーやイベント等の観光商品開発

・観光施設等の再整備

・観光ニーズ、観光客の流動、消費実態等の現状調査

・戦略的かつ効果的な観光プロモーション

＜公共交通の維持・充実＞
・JR 日田彦山線沿線自治体と連携した集客対策の実施

・各公共交通機関間の連携による利用しやすい交通体系の構築

＜調和の取れた土地利用と良好な景観形成＞
・「英彦山区域」「添田本町等区域」修景事業

＜自然環境の保全＞
・国定公園英彦山の自然環境の保全

・登山道及び誘導看板の整備



33  

第１節　農業の振興

（1）現状と課題
　食の安全志向が高まるなか農業・農村には多面的な機能が求められていますが、本町にお

いては、農業従事者の高齢化や後継者の不足により、経営耕地は減少傾向にあります。反面、

若年層や都市部の団塊の世代では農村回帰傾向が見られるため、人手を要する農家と、農村

に興味を持つ層を繋げる事ことを目的とした担い手の育成や就農支援を推進していく必要が

あります。

　また、農道や水路など農業用施設も老朽化してきていますが、人手の不足や資材価格の高

騰などにより維持管理が困難になってきています。

（2）施策の方針
■農業生産基盤を維持するとともに、優良農地の確保に努めます。

■農業の担い手の育成・就農支援を進めます。

■安心安全で、高付加価値の作物づくりを推進します。

（3）主要施策
①農業生産基盤の維持と優良農地の確保（地域産業推進課）
・日本型直払い制度などの活用により、農業用施設等の維持管理に係る活動を推進します。

②担い手や多様な農業者の育成確保の推進（地域産業推進課）
・国の施策の活用や、就農支援事業による研修事業を行うことで、担い手の育成・確保を図り

ます。

・女性や高齢者など農業未経験者などにも農作業体験などを通じて、農業に興味を持ち、関心

を高めてもらい、農業に関わる人の増加を目指します。

③新規作物や安全・安心な作物づくりの推進（地域産業推進課）
・地域に適合した品種の試験や、減農薬、減化学肥料などの取組により、安全安心な作物づく

りを推進し、地産地消へつなげます。

④高収益型施設導入の推進（地域産業推進課）
・安定的な栽培・出荷を可能にするための施設を導入する際には、補助事業を活用し、導入を

支援します。

第１章 地域の特性・資源を活かした活気のあるまちづくり
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

耕作放棄地の解消（ha） 4 -

認定農業者数（人） 22 23

就農実践塾研修生新規受け入れ（人） 3 
6

（５年間累計）

新規就農者数（人） 2
9

（５年間累計）

トルコキキョウ 稲刈りの風景

976
832

752
644

569

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（戸）

総農家数の推移（資料：農林業センサス）
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第２節　林業の振興

（1）現状と課題
　本町の森林は、育成段階から利用段階へ移行しつつありますが、森林整備の遅れから荒廃

した森林が多く、福岡県森林環境税事業により荒廃森林の解消を進めいている状況にありま

す。林業を取り巻く状況により、間伐・主伐・植林の循環が滞っており、適切な森林環境維

持のため林業再生基盤の整備、公共施設等の木材利用促進等、計画的な森林経営を推進する

必要があります。

　また、高齢化や労働の多様化により林業従事者が不足しており、担い手の確保と育成が必

要となっています。

（2）施策の方針
■水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止など森林の有する多面的機能が十分に

　発揮されるよう、森林の保全や維持、再生を推進します。

（3）主要施策
①水源の森づくりの推進（地域産業推進課）
・適正な間伐や主伐、植林等を推進し、森林の持つ公益的な機能を活用します。

・将来的な景観形成等のため自然林への移行を検討し、町有林についてはモデル的に広葉樹と

針葉樹の混合林化に取り組みます。

②荒廃森林の解消（地域産業推進課）
・福岡県森林環境税事業を活用し、手入れが不十分で荒廃した森林の間伐等を行い、再生を図

ります。

③森林資源の循環利用と作業の効率化（地域産業推進課・道路整備課）
・森林資源の有効活用や持続可能な林業経営の実現に向け、施業の集約化や低コスト路網の整

備及び高性能機械による効率化を推進するとともに循環型利用体制の構築を図ります。

・生産基盤等の条件整備及び老朽化施設の改良を推進します。

④未利用資源の利活用促進（地域産業推進課）
・森林整備等で発生する林地残材（未利用材）の搬出を促し、災害に強い森林づくりとともに

木質バイオマス等によるエネルギー利用への取り組みを調査・検討します。

⑤担い手人材の確保・育成（地域産業推進課）
・森林組合等と連携し、森林の担い手人材の育成を支援します。



36  

第
３
部　

基
本
計
画

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

荒廃森林整備率（％） 57.4 80

素材生産量（㎥） 12,682 14,000

林道延長（km） 61.9
70

（５年間累計）

林道改良（m） 381
1,500

（５年間累計）

添田町森林組合の作業風景

林道改良前

改良後
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第３節　商工業の振興

（1）現状と課題
　本町の事業所数は、人口の減少や経営者の高齢化及び消費者ニーズの多様化などによって、

年々減少傾向にあります。

　商店のほとんどは個人経営で、食料品、雑貨品など日用生活必需品中心の小規模経営の小

売店が中心となっています。また、本町の地理的要因から、自動車中心の交通手段が主流となっ

ており、周辺都市への大型ショッピングモールの進出などにより町内での購買力が低下して

います。

　本町の工業については、食品工業や木材加工業などが中心であり、そのすべては中小企業

となっています。

　町内の人口減少や商工業者の高齢化、多様化する消費者ニーズの変化等への対応が課題と

なっています。

（2）施策の方針
■町民の買い物等の利便性の確保や購買力の増強を図るとともに、町外からの消費者の誘導

　に努め、商業機能の維持や活性化を図ります。また、商工会との連携を図り、商工業の経

　営及び後継者の育成を支援します。

（3）主要施策
①地元購買力の増強（地域産業推進課）
・商業者と商工会及び行政が一体となって、プレミアム付き地域商品券の発行等による域内購

買力の流出防止に努めます。

・関係機関との連携により買い物弱者への支援を行うことで、生活利便性の向上や商業の活性

化を図ります。

②町外消費者の誘導（地域産業推進課）
・英彦山や道の駅「歓遊舎ひこさん」を核として、町外消費者の誘導を図るとともに、地域ブ

ランド商品との連携を密にし、消費拡大に努めます。

③商工業者の意識改革の促進（地域産業推進課）
・経営者及び従業員の意識改革と資質の向上を図るため、各種講習会等の場づくりに努め、積

極参加を促進します。
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

製造業事業所数（4名以上）（事業所） ６ ９

製造業従業者数（人） 84 150

④商工業のプロモーション活動の推進（地域産業推進課）
・地場産品の認知度向上や体感機会の拡大に向け、町内でイベントを開催します。

・特産物について、町の各種情報発信ツールを活用して町内外へのプロモーションを行うほか、

テレビや新聞、雑誌等のメディアへの情報提供にも積極的に取り組みます。



39  

第４節　観光の振興

（1）現状と課題
　本町は日本三大修験山のひとつである英彦山をはじめとして、特徴ある歴史・文化、雄大

な自然環境、豊かな農作物等、様々な観光資源を有しており、観光は町の基幹産業の一つとなっ

ています。

　平成 26年度に歴史的風致維持向上計画の認定を受け、ソフト・ハードが一体となった観光

振興に取り組む必要があります。

　また、福岡市や北九州市などの主要都市からの公共交通機関の利便性、年間を通じた安定

的な集客、多様なニーズに対応できる観光施設や観光商品の整備等が課題となっています。

（2）施策の方針
■観光もてなし人材の育成や、新たな観光商品の掘り起し、観光施設等の再整備、効果的な

　PR・誘客活動など、観光客受け入れ体制の充実強化を図ります。

（3）主要施策
①観光もてなし人材の育成（まちづくり課）
・町民向けの観光関連講習会等を開催し、おもてなしの意識を向上させるとともに、観光客の

満足度の充実に努めます。

②新たな観光商品の開発（まちづくり課）
・体験型ツアーやイベントなど、添田町の土地柄、人柄を活かした通年型の観光商品の掘り起

しや開発に努めます。

③観光施設等の再整備（地域産業推進課）
・歴史的風致維持向上計画と連携し、観光施設の計画的かつ魅力のある改修及びリニューアル

を順次行い、観光客の誘致を図ります。

④観光客誘致の推進（まちづくり課）
・多様化する観光ニーズや、観光客の流動・消費実態を把握し、戦略的かつ効果的な観光プロ

モーションを実施します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

観光施設利用者数（人） 527,504 750,000

公共宿泊施設宿泊数（人） 12,744 15,000
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第５節　雇用・労働対策の充実

（1）現状と課題
　本町を含む筑豊・田川地域の雇用情勢は非常に厳しく、失業率も高い水準を示しています。

このため、既存企業の雇用拡大や新たな起業または企業の誘致などを重点的に取り組みつつ、

本町の特色ある観光資源を有効に活用した産業の振興や、主要産業である農林業の振興によ

る新たな産業の創出、地元商店の活性化、転職希望者などの就業支援などが課題となってい

ます。

　また本町は地理的条件等からみて大型工業集積の立地条件には恵まれず、大規模な企業誘

致は困難な状況下にあります。しかし、地域経済の浮揚と就業機会の拡大を図るため、今後

とも地域の特性を活かした誘致活動に取り組む必要があります。

（2）施策の方針
■各関係機関との連携により、雇用・労働対策体制の整備を推進し、雇用の安定確保を図る

　とともに、勤労者の労働環境の充実に努めます。地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け、

　企業誘致に努めます。

（3）主要施策
①雇用情報の提供体制等の整備（関係各課）
・各関係機関との連携強化により情報提供や相談体制の整備等を行い、就業機会の拡充と雇用

の安定確保に努めます。

②企業誘致の推進（地域産業推進課）
・新規企業の誘致を促進するための環境づくりなどの施策を推進するとともに、地域特性・

資源にあった企業の誘致活動を推進します。

③起業・就労支援の充実（関係各課）
・国、県や商工団体など関係機関と連携し、起業や職業能力開発を支援するとともに、勤労者が

安心して働くことができる労働環境の充実に努めます。

（株）山口油屋福太郎添田町工場
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第６節　特産物の開発・ブランド化の推進

（1）現状と課題
　添田町では、町の新しい特産物を開発するため、農産加工についてのセミナーを開催し、

加工技術や食品衛生について指導を行ってきました。受講者たちが添田産食材を利用して開

発した商品は、直売所やイベント等で販売されています。

　今後も特産物開発を継続しながら、開発した商品のプロモーション、さらなる品質・付加

価値の向上、販路拡大に取り組む必要があります。

（2）施策の方針
■添田町の特産物の品質向上、認知度やイメージの向上、販路拡大に取り組み、顧客との信

　頼関係を構築・強化することで、ブランド化を図ります。

（3）主要施策
①特産物情報の発信（地域産業推進課）
・特産物について、町の各種情報発信ツールを活用して町内外へのプロモーションを行うほか、

テレビや新聞、雑誌等のメディアへの情報提供にも積極的に取り組みます。

②特産物の販路拡大（地域産業推進課）
・特産物の販路開拓・拡大のため、各種商談会や展示会への参加を支援します。

③農産加工施設の活用（地域産業推進課）
・安定的な生産、出荷体制を確立し、設備の整った衛生的な施設において安全な商品開発を推

進するため、積極的な農産加工施設の利用を促します。

④担い手の自立促進（地域産業推進課）
・各種講座、個別指導を継続することにより、担い手の加工技術や商品品質の向上を支援する

とともに、個々が抱える問題や疑問の解決を支援します。

⑤ご当地グルメの開発（地域産業推進課）
・町内の飲食店・小売店等と連携を図りながらご当地グルメの開発を行い、食を通じた添田町

の PRに取り組みます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

開発した特産物の販売額（千円） 3,125 5,033
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第 7節　有害鳥獣対策の推進

（1）現状と課題
　近年、荒廃林野の増加や広葉樹の減少及び耕作放棄地の増加等様々な要因を背景に、有害

鳥獣による農林業への被害が増大し、人的被害も危惧されています。

　野生鳥獣の捕獲数を増やし、農林産物の被害を減少させるとともに、捕獲や食肉の利活用

に従事する人材の確保・育成に取り組む必要があります。

（2）施策の方針
■「添田町鳥獣被害防止計画」に基づき、段階的総合的な対策に取り組んでいきます。

（3）主要施策
①有害鳥獣（シカ・イノシシ等）駆除対策（地域産業推進課）
・野生獣の捕獲への意欲を喚起するため、緊急捕獲等対策事業（国庫事業）により、駆除員の

捕獲獣の処理費用相当分を支援します。

・猟友会や添田町鳥獣被害対策実施隊との連携を図りながら、野生獣捕獲者を育成し、捕獲に

よる対策を強化します。

②野生獣の被害を受けにくい環境整備（地域産業推進課）
・地域が一体となり、放任果樹・廃棄野菜等の管理、緩衝帯の整備等により、野生獣が住みつ

きにくい環境づくりの普及・啓発に努めます。

・地域住民が鳥獣被害防止対策事業（国庫事業）で資材提供を受けた侵入防止柵や使用済みの

り網等を設置することにより、野生獣の被害から農産物を守ります。

③捕獲野生獣の食肉利用による地域資源化（地域産業推進課）
・捕獲した野生獣を食肉として利活用し、地域の活性化や食文化の継承につなげます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

有害鳥獣捕獲頭数（頭） 430 570

野生獣による農林産物被害額（千円） 8,500 5,000
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第１節　自然環境の保全

（1）現状と課題
＜自然環境＞
　本町の豊かな自然、美しい水、空気、景観は、町民の暮らしや交流、産業活動に様々な恵

みをもたらす貴重な財産であり、これら自然環境の保全に努める必要があります。

　また、地球規模での温暖化が深刻な問題となっており、温室効果ガスの削減に向けて、町民、

事業者、行政が一体となり、環境負荷の少ない町に転換していく必要があります。

＜公園・緑地＞
　桜の名所である「添田公園」をはじめ、町内には公園、緑地がありますが、これまで管理

が十分に出来ていないところがあります。今後は、関係機関と協議を行い利用者ニーズに応

じた環境整備を進めるとともに、適切な維持管理を行っていく必要があります。

（2）施策の方針
＜自然環境＞
■自然環境の保全に努めます。

＜公園・緑地＞
■公園・緑地の適正な維持・管理に努めます。

（3）主要施策
＜自然環境＞
①河川の水質保全（保健福祉環境課）
・国、県などの関係機関と連携し、河川等の水質検査を実施し、その実態を把握するとともに、

水質改善のための汚濁防止対策を実施します。

②温室効果ガスの削減、低炭素化社会づくりの推進（まちづくり課）
・温室効果ガス排出削減に向けて、クールビズやウォームビズ、冷暖房の適温管理などの取り

組みに関する啓発活動を行い、環境に配慮した省資源・省エネルギーによるライフスタイル

への転換を促進します。

第 2章 美しい自然環境を守り育て、快適な暮らしのあるまちづくり
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＜公園・緑地＞
①公園及び緑地の整備（まちづくり課）
ア．添田公園の再整備
・添田公園の適切な管理を行うとともに、緑あふれるまちづくりを促進します。また、利用者

のニーズに合わせた公園内の再整備を行い、緑化思想の普及に努め、環境に優しい公園づく

りを目指します。

イ．国定公園英彦山の整備
・国定公園英彦山の自然環境の保全に努めるとともに、安心して登山できるよう、登山道及び

誘導看板の整備などを関係機関と協議し、整備を促進します。

添田公園の桜 そえだジョイ
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第２節　ごみ・し尿処理の推進

（1）現状と課題
　本町では、ごみの減量化とリサイクル推進のため 6種類 15 品目の分別収集を役場や各公共

施設、一部行政区で実施しており、今後は町内全域に展開していくことが必要となっています。

また、空き地や幹線道路周辺へのごみの投げ捨てや、山間地域への不法投棄も発生しており、

行政と地域等が連携し、防止を図るため監視していく必要があります。

　し尿については、くみ取り便槽や単独浄化槽及び合併浄化槽で対応しており、その処理は

田川郡東部環境衛生施設組合で行っています。

　今後さらに、美しいまちづくりと住みよい環境づくりを目指し、環境美化に対する町民一

人ひとりの意識の高揚と愛町心の向上を図っていく必要があります。

（2）施策の方針
■資源循環型社会の構築及び環境衛生の確保に向け、可燃ごみ、不燃ごみの排出抑制や資源

　ごみのリサイクルを推進するとともに、普及啓発に努めます。

■し尿の適正処理及び環境美化等を推進します。

（3）主要施策
① 3R（Reduce（ごみを減らす）、Reuse（繰り返し使う）、Recycle（再び資源にして再利用する））
　の推進（保健福祉環境課）
・各行政区での 6種類 15品目のごみの分別収集を推進します。

・生ごみ処理容器等の購入補助を行い、生ごみの排出抑制を図ります。

②ごみ等の不法投棄の防止（保健福祉環境課）
・地域・警察・行政等が連携し、ごみ等の不法投棄の防止のため、監視や啓発活動を行います。

③し尿の適正処理（保健福祉環境課）
・し尿・浄化槽汚泥については、田川郡東部衛生センターにおいて適正な処理を行います。

④環境美化活動の推進（保健福祉環境課）
・美しくて住み良いまちづくりのため、町内一斉清掃等の環境美化活動を推進するとともに、

地域や環境美化活動団体等が行うゴミ拾いや除草作業等のボランティア活動の支援を行いま

す。
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

ごみ収集量　単位：トン 2,970 2,700

資源化率　単位：％ 4.1 5.0

し尿・汚泥収集量　し尿　単位：ｋｌ
汚泥　単位：ｋｌ

5,306
4,917

3,395
6,716

分別収集推進地区数　単位：行政区数 ６ 10

ボランティア団体の活動風景
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第 3節　交通安全・防犯・消費者対策の充実

（1）現状と課題
＜交通安全＞
　子どもや高齢者を交通事故から守るために、交通安全教室や啓発活動等の交通安全対策や、

道路環境・交通条件に対応した交通安全施設の整備を推進していく必要があります。

＜防犯＞
　高齢者を狙った犯罪が増加しており、高齢者世帯への啓発活動や、地域が一体となった防

犯体制を強化していくことが必要です。

＜消費者対策＞
　高齢者や障がい者など生活弱者をターゲットとした悪質な訪問販売や架空請求などのトラ

ブルが後を絶ちません。消費生活に関する相談体制や情報提供の充実を図っていく必要があ

ります。

（2）施策の方針
＜交通安全＞
■交通事故の減少に向けて、交通安全に対する意識の高揚と環境整備を進めます。

＜防犯＞
■防犯に対する意識向上や地域における防犯体制の強化など犯罪を未然に防ぐ取り組みを進

　めます。

＜消費者対策＞
■消費生活の安定と向上を図るため、消費者教育や情報提供など取り組みを進めます。

（3）主要施策
＜交通安全＞
①交通安全対策（防災管理課）
ア．交通安全意識の向上
・春、秋の交通安全運動や交通安全教室の開催を推進し、交通安全に対する意識の高揚を図り

ます。

イ．交通安全施設の整備
・歩行者だけでなく、自動車等の運転者、双方の安全のために、カーブミラーやガードレール

等の整備を推進します。
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＜防犯＞
①防犯体制の強化（防災管理課）
ア．防犯体制の強化
・町民、特に高齢者と児童生徒に対して防犯教育を進め、不審者情報の把握及び情報提供など

により犯罪の未然防止を図ります。

イ．地域防犯機能の維持・向上
・防犯灯の設置や維持管理、また、必要に応じて防犯に配慮した施設整備を行うことで、地域

防犯機能の維持、向上を図ります。

＜消費者対策＞
①消費者対策（地域産業推進課）
ア．消費者の自立支援
・消費者の被害を未然に防止し、適切な選択を行えるよう、住民への講演会の実施をはじめ、

啓発活動及び情報提供を行います。

イ．消費者相談の充実
・消費者の保護やトラブル防止、被害の未然防止のため、田川地区消費者相談センターとの連

携強化を図った相談体制の充実や、町職員のスキルアップを支援します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

交通事故発生件数（件） 214 160

死亡者数（人） 0 0

負傷者数（人） 48 20

犯罪発生件数（件） 39 20

交通安全パレード
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第 4節　防災・危機管理対策の充実

（1）現状と課題
＜消防＞
　常備消防は広域による田川地区消防組合を設置し、本町に添田分署を配備しています。また、

非常備消防として、町内に消防団（7分団、定員 205 名）を配備して火災や災害発生時等の

有事に備えています。しかし、町外に勤務する消防団員の増加や、消防団員の担い手の不足

など、消防団員の確保が難しくなっています。

＜防災・危機管理＞
　本町では、地理的条件から地すべり、急傾斜地崩壊、土石流、河川の氾濫等の様々な災害

が予想されます。今後、高齢化の進展が予測されるなかで、避難行動要支援者（災害時要援

護者）の避難体制の整備など地域の防災体制の更なる充実が必要となっています。

　また、自然災害以外の突発的な不測の事態に備え、関係機関とその対処方法について検討

しておく必要があります。

（2）施策の方針
■町民の生命・財産を守るため、消防団員の確保や

　自主防災組織の設立など地域防災力の向上を目指します。

■様々な災害や不測の事態に備え、県、消防、警察、

　自衛隊など関係機関との連携強化を図ります。

（3）主要施策
＜消防＞
①消防力の強化（防災管理課）
ア．火災予防の推進
・住宅用火災警報器の設置や住宅用消火器の普及を促進します。

イ．消防団の充実
・若者が入団しやすい環境づくりを推進し、各種訓練や研修を積極的に行い団員の資質向上を

図ります。また、団員の安全のため装備の充実を図ります。

ウ．消防資機材の強化
・消防車両を引き続き計画的に更新し、その他の資機材についても、経過年数を考慮して更新

します。また、水利に乏しい山間部においては、消火栓や防火水槽を計画的に設置します。

エ．常備消防と救急体制の充実
・広域的連携により充実を図ります。

消防訓練の様子
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＜防災・危機管理＞
①防災体制の整備（防災管理課）
ア．避難体制の充実
・避難場所の周知を行い避難誘導体制の充実を図ります。

イ．自主防災力の強化
・自主防災組織の設立・育成や非常用物資、資機材の備蓄に努めます。

ウ．防災意識の高揚
・各地域での防災訓練や広報活動を実施し、防災意識の高揚を図ります。

エ．治水対策の推進（道路整備課と連携）
・河川改修の促進等により洪水の発生を軽減します。

オ．土砂災害等対策の推進（道路整備課と連携）
・土石流，地すべり、がけ崩れなどを防ぐため、関係機関に治山・砂防施設の設置を働きかけ

ます。

・土砂災害警戒区域等の指定を通して、土砂災害の恐れがある区域について、危険の周知、警

戒避難体制の整備を進めます。また、洪水被害を含めた防災マップで土砂災害警戒区域に大

きな変更が生じた場合にはこれを更新し周知を図ります。

カ．災害時要援護者対策の充実
・高齢者や障がい者など、災害時に援護が必要な人について、地域でのマニュアルを作成し、

要援護者の避難体制の整備充実を図ります。

キ．災害に強い建物等の整備
・震災に強いまちづくりに向けて、住宅の耐震改修を補助し耐震化の促進を図ります。

ク．老朽危険家屋対策の検討
・放置され、老朽化した家屋が増加し、倒壊、犯罪及び火災の危険性や周辺住民の生活環境へ

の悪影響が懸念されるため、条例等を制定し適正管理を図ります。

②危機管理体制の整備（防災管理課）
ア．関係機関との連携と応援体制の充実
・様々な災害や不測の事態に備え、県、消防、警察、自衛隊等関係機関との連携強化し、応援

体制の充実を図ります。

イ．テロ対策等の整備充実
・国民保護計画について広く町民に周知し理解促進を図るとともに、武力攻撃事態等への対処

などに対する体制整備を進めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

消防団員数（人） 200 205

自主防災組織数（団体） 0 5
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第 5節　上水道・汚水処理の整備

（1）現状と課題
＜上水道＞
　本町の水道は、市街地に給水する上水道と中山間地域を給水する 4箇所の簡易水道施設に

よって供給されていますが、ほとんどの施設で老朽化が進み、更新の時期を迎えています。

　安全で安心な美味しい水を確実に供給するためには、水源環境の保全・水質管理体制の強

化をもちろんのこと、老朽化した主要施設・主要管路の更新・耐震化を進めていく必要があ

ります。しかしながら、施設更新にあたっては、多額の費用を要するため、県道・町道の整

備計画に併せ、優先順位を設定し、計画的に行うことが必要です。

　また、水道事業の安定的経営のため、コストの縮減化をはじめ、水道料金の見直しや徴収

率の向上を図っていく必要があります。

＜汚水処理の整備＞
　本町は彦山川・中元寺川・今川の上流域にあり、下流地域の多くの住民のための水供給の

源となっていることから、より一層の河川浄化を進めていく必要があります。しかしながら、

まだ多くの家庭や事業所等から生活排水が未処理のまま用水路や河川に放流されており、河

川の水質汚濁を引き起こしています。

　本町の面積は広く、中山間地域で集落が点在しているなどの地域性により公共下水道整備

事業には適しておらず、それに替わる浄化施策として合併浄化槽の設置を推進していく必要

があります。

（2）施策の方針
＜上水道＞
■老朽化した主要施設・主要管路の更新・耐震化を進めていきます。

■水道事業の安定的経営のため、コスト縮減化や水道料金の見直し及び水道使用料の収納率

　向上を図ります。

＜汚水処理の整備＞
■下流域への水質汚濁抑制のため、合併浄化槽設置の推進、水質浄化への啓発を進めます。

（3）主要施策
＜上水道＞
①主要施設の改修（水道課）
・老朽化対策や耐震対策が必要とされる施設に関しては、施設整備の優先度・緊急度など考慮

し、整備計画を策定し、順次主要施設の改修を実施していきます。
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②主要管路の更新（水道課）
・主要管路等については、耐震性や耐久性に優れた管に更新することにより漏水防止を図り、

安定的に供給できるよう努めます。

③安定的経営の推進（水道課、関係各課）
・老朽化した主要施設・主要管路の更新、耐震化などの整備を図りながら、安定した経営基盤

の強化を図るため、水道使用料の適正化やコスト縮減に取り組んでいきます。

・他の部署との重複債務者についての情報共有と徴収方法の連携について検討していきます。

＜汚水処理の整備＞
①合併浄化槽設置の推進（保健福祉環境課）
・個人設置型の合併浄化槽設置の促進を図るとともに、既存の単独浄化槽から合併浄化槽への

転換に努めていきます。

②水質浄化への啓発（保健福祉環境課）
・排水の環境へ及ぼす影響について、引き続き住民に対して水質浄化の必要性や重要性などに

ついて啓発を行い、住民自ら自発的に水質浄化に取り組んでいくよう努めていきます。

（4）成果指標
＜上水道＞

指標名 25年度実績 31 年度目標
添田町水道事業検討委員会設置 0 1

管路更新距離（ｍ） 750
4,550

（5 年間累計）

主な施設の整備箇所数（件）
（配水池の点検、送配水施設改良等）

6 19

使用料収納率（現年分）（％） 97.4 100.0

＜汚水処理の整備＞
指標名 25年度実績 31 年度目標

生活排水処理率（％） 27.7 45.5

浄化槽設置件数（件） 708 913
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第６節　定住・住宅対策の充実

（1）現状と課題
　本町の町営住宅管理戸数は、平成 26年 3月現在、公営住宅 15団地 554 戸と改良住宅７団

地 364 戸の計 22団地 914 戸となっています。今後は、「町営住宅長寿命化計画」に基づき、

既存住宅の建替事業や改善事業等を推進するとともに、人口に応じた住宅戸数の管理を行っ

ていく必要があります。

　また、定住促進対策として、土地の有効利用とあわせ、昨今の田舎での定住志向やＵ JＩ ター

ンに対応した空き家活用、住宅の確保などの取り組みが急務となっています。

（2）施策の方針
■若者の定住を促進するため、空き家の活用や優良宅地の供給を図ります。

■空き家の活用を進めます。

■町営住宅長寿命化計画に基づき町営住宅の建替や個別改善を進め、住環境の改善を図りま

　す。

（3）主要施策
①若者の定住推進（まちづくり課）
・年齢構成を重視した定住を促していくため、町外に居住する若者世帯が、本町に移住し、定

住するための住宅を建設・提供します。

・町外に居住する若者世帯が、本町に移住する際に、土地や住宅の取得や改修費用の一部を支

援します。

②空き家活用の推進（まちづくり課）
・今後、増加が見込まれる空き家を積極的に活用していくために、空き家活用に関する新たな

制度を設け、所有者等に周知、協力をお願いするとともに、情報発信を強化します。

③町営住宅の整備（住環境整備課）
・町営住宅長寿命化計画に基づき、町営住宅の個別改善、建替え及び用途廃止を推進します。

・大規模な町営住宅建替えにおいては、高齢者福祉施設の併設等を検討します。

④町営住宅の適正な維持管理（住環境整備課）
・個々の町営住宅の状況把握を行いながら、計画的な維持・補修等を実施し、総合的な居住水

準の向上を図ります。
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

若者向け定住促進住宅（戸） -
30

（5年間累計）

空き家バンク情報提供数（登録数） 6
30

（5年間累計）

空き家バンク契約数（件） ２
15

（5年間累計）

定住促進支援事業 9世帯 34 人
18 世帯 54 人
（5年間累計）

町営住宅の建て替え戸数（戸） 15
35

（5年間累計）

町営住宅の大規模改修戸数（戸） 26
121

（5年間累計）

町営住宅建て替えに伴う高齢者福祉施設併設数
（施設）

-
1

（5年間累計）

町営住宅の老朽化に伴う家屋補修件数（瓦の補修、
畳の新調）（戸）

14
112

（5年間累計）

建替え後の町営住宅
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第１節　健康づくりの推進と地域医療の充実

（1）現状と課題
　生活習慣病やこれに起因する介護を必要とする状態にならないために、健康寿命を延ばす

ことが重要となっています。しかし、本町における特定健診や各種がん検診の受診率は伸び

悩んでおり、今後、これらの受診率の向上に向けた取り組みを行っていく必要があります。

　また、様々な感染症が流行する危険性があるため、感染症の発生予防やまん延防止に努め

るとともに、子どもから高齢者まで安心して暮らすことができる医療体制の維持・充実が求

められています。

（2）施策の方針
■町民 1人ひとりが健康でいきいきと暮らせるよう、各世代に応じた保健サービスの提供に

　努めます。

■感染症対策の推進を図ります。

■町内の医療機関と連携し、子どもから高齢者まで安心して暮らせるよう地域医療体制の維

　持・充実を図ります。

（3）主要施策
①特定健診及び特定保健指導受診率の向上対策の推進（住民課・保健福祉環境課）
・平成 25年 4月に策定した「第 2期特定健診等実施計画」を着実に推進するとともに、生活

習慣病、メタボリックシンドローム対策に向けて、健康教室・相談・訪問・電話勧奨等の体

制の充実、医師又は保健師による保健指導などを行います。

②がん対策の推進（保健福祉環境課）
・がん検診の受診率向上を図り、早期発見を推進するとともに、がんの予防に努めます。

③妊産婦や乳幼児の健康の確保及び増進のための支援（保健福祉環境課）
・乳幼児の健やかな発育と子育て支援のため、妊婦健康診査や産後指導体制の充実など母子保

健事業の充実を図ります。

④食育の推進（保健福祉環境課）
・母子保健事業や健康教室・講座・イベントでの食育推進事業を開催し、町民の食育に対する

正しい知識の普及を図ります。

・歯科保健と連携した食育で、噛むことの重要性や意義の普及を図るとともに、栄養相談体制

の充実と地域関係団体や学校教職員との連携を図ります。

第 3章 健やかでいきいきとした安心のまちづくり
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⑤こころの健康づくりの推進（保健福祉環境課）
・ストレスなどメンタルヘルスの相談体制の整備やこころの健康づくりの啓発活動による知識

の普及に努め、自殺対策やうつ予防の推進を図ります。

⑥感染症予防の推進（保健福祉環境課）
・乳幼児から高齢者までの感染症予防や啓発に取り組むとともに、各種予防接種を実施します。

・感染症の情報把握に努め、平成 26年 10月に策定した「添田町新型インフルエンザ等対策

行動計画」に基づき、新型インフルエンザ等への対応等、健康危機管理体制の整備を行います。

⑦救急医療体制の確保（保健福祉環境課）
・休日及び夜間の救急医療体制を確保するため、田川地区急患センターや関係医療機関との連

携を強化し、病院群輪番制や在宅当番医制などの充実を図ります。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

特定健診受診率（％） 32.6 65.0

特定保健指導実施率（％） 14.5 65.0

がん検診受診率（％） 18 ～ 28 50.0

乳幼児検診率（％） 96.0 100.0

そえだまち元気倶楽部



57  

第 2節　高齢者福祉の充実

（1）現状と課題
　超高齢化社会に突入した本町においては、認知症高齢者をはじめひとり暮らしや高齢者の

みの世帯の増加、さらには、介護期間の長期化や介護者自身の高齢化が進んでおり、医療・

介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の

構築や、地域の関係団体による支え合いの仕組みづくりが求められています。

　また、高齢者が生涯にわたって、健康で楽しい生活が送れるよう、学習や趣味の活動の機

会の充実を図るとともに、高齢者一人ひとりにあった就労やボランティア活動、高齢者の豊

かな経験・知識などを活かした社会活動への参加を促進していく必要があります。

（2）施策の方針
■高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持っていきいきと暮らし、介護や支援が必要になっ

　た場合でも、その人にふさわしい自立した生活が継続できる地域社会の構築を目指します。

（3）主要施策
①添田町高齢者福祉計画の推進（保健福祉環境課）
・平成 27年 3月に策定した「添田町高齢者福祉計画」を着実に推進していきます。

ア．介護サービスの充実
・介護保険制度の認定、給付、保険料の公正性の観点から、福岡県介護保険広域連合のもとに

制度の効率的・効果的運用を図ります。

イ．介護予防事業の推進
・介護予防を推進するため、テーマ・対象者を絞る等、参加しやすい介護予防事業の企画に努

め、地域包括支援センターと連携し、元気倶楽部事業、若返り教室、体操教室など一貫性の

ある介護予防事業を進めます。

・認知症に関する啓発・予防教室、認知症サポーター養成講座等の充実を図り、認知症予防の

取り組みを進めます。

ウ．地域包括ケアの推進
・介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう「医療・介護・介

護予防・生活支援・住まい」の 5つのサービスを一体的に受けられる支援体制の構築に向け、

地域包括支援センターを中心とした地域包括支援体制の強化を図ります。
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エ．高齢者福祉サービスの提供
・高齢者や家族に対し、見守り、買い物支援、配食サービス等の高齢者福祉サービスを提供す

ることで、可能な限り在宅で生活を続けられるよう、高齢者福祉サービス支援の充実を図り

ます。

・相談体制の充実や権利擁護の推進を図ります。

・高齢者が住み良い環境づくりのため、町営住宅の福祉対応型の整備を図るとともに、公共施

設のユニバーサルデザインの導入を進めます。

オ．高齢者の社会参加と生きがいづくりの支援
・身近な地域での社会奉仕、生きがいづくり、健康づくり、友愛活動などの様々な活動に対し、

指導及び援助を行い、老人クラブ活動の活性化を図ります。

・高齢者が生きがいをもって暮らせるよう、豊かな知識や経験を活かすことができる機会の確

保に努めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

65 歳以上の介護保険要介護認定率（％） 24.6 24.6

介護予防教室の開催回数（回） 1,134 1,284
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第３節　子育て支援・児童福祉・ひとり親福祉の充実

（1）現状と課題
　全国的に少子化は依然として進行しており、家族形態・就労形態の変化、人間関係の希薄

化から、家庭や地域の子育て機能が低下、保育ニーズが多様化しています。

　平成 27 年 4月からは、子ども・子育て支援法が施行され、本町においても 5年を 1期と

する添田町子ども・子育て支援事業計画を策定しました。

　また、本町においては平成 19 年度から添田町子育て支援システム（子育てねっとそえだ）

構築事業を実施し、母子手帳の電子化や子育て情報の提供等、情報通信技術を利用した子育

て支援を行っており、その利活用を推進するとともに、親の不安を解消し、安心して子ども

を生み育てることができるように、地域や社会全体で子育てを支える環境整備が求められて

います。

（2）施策の方針
■安心して子どもを生み育てていくことができるよう、地域等との連携による子育て支援体制

　づくり、経済的な支援及び児童福祉の充実など子育てを支える環境づくりに取り組みます。

（3）主要施策
①子ども・子育て支援事業計画の推進（保健福祉環境課）
・平成 27年 3月に策定した「添田町子ども・子育て支援事業計画」を着実に推進します。

ア．相談体制の充実
・出産・育児に関する相談や情報提供を行うため、地域子育て支援センターの拡充を図り、保

育園や幼稚園等と連携し、就学前児童の相談体制を充実します。

・父親や祖父母も含めた保護者・地域がともに子育てを支援するため民生委員児童委員、主任

児童委員の活動を推進し、見守り・相談支援体制の構築に努めます。

イ．仕事と子育ての両立の支援の充実
・保護者が子育てをしながら働き続けることができるよう、学童保育、延長保育、一時預かり

等さまざまな場面・ニーズに対応できる教育・保育サービスの充実を図ります。

・児童の傷病時で家庭保育が困難な期間について、保護者が安心して仕事や子育てが出来るよ

うに、保育や看護ケアを行う病児・病後児保育を検討します。

②子育て家庭への経済的支援等の周知・促進（保健福祉環境課・住民課）
・児童手当の支給、添田町出産育児奨励金や、中学生以下の乳幼児・子どもへの医療費の無料

化等の経済的支援制度について周知をおこない、その活用を促進します。



60  

第
３
部　

基
本
計
画

③児童福祉の充実（保健福祉環境課）
ア．「子育てねっとそえだ」の利用促進
・子育ての不安解消などを図るため、「子育てねっとそえだ」を活用し、妊産婦期から中学生

期までの子育てに関するあらゆる情報を的確かつ迅速に提供するとともに、利用促進と内容

充実に努めます。

・不審者情報を提供することで、子どもを対象とした犯罪等の防止に努めます。

イ．児童虐待防止対策の充実
・子育ての孤立、負担から児童虐待を招くことがないよう、乳児家庭全戸訪問の実施や子育て

支援センター内の子育てサークルを充実し、相談しやすい関係を構築します。

・児童相談所等関係機関との連携し、相談支援体制の充実を図ります。

④ひとり親家庭等の自立支援施策の充実（保健福祉環境課）
・ひとり親家庭が自立し、安定した生活を送れるように、関係機関と連携し、適切な相談や指

導に努めるとともに、経済負担軽減策等の各種制度の周知と利用促進に努めます。

⑤障がい児施策の充実（保健福祉環境課）
・障がいに関する相談や情報提供を充実させ、障がい児の保護者の相談体制の強化を図ります。

・乳幼児健診や保育園、幼稚園、小学校等の連携強化により発達障がいの早期発見に努め、児

童発達支援事業所そえだ（ひこほたる）において、個人の状況に応じた療養を実施します。

⑥児童館での健全育成の推進（社会教育課）
・図書館併設という利点を活かして児童が安心して過ごせる居場所作りを行うとともに、児童

の体験活動の場として多様な活動を支援します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

病児・病後児保育事業実施箇所数（箇所） ０ １

子育てねっとそえだ登録者数（人） 600
900

（5 年間累計）

児童館体験活動開催数（回） 34 35
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第４節　障がい者福祉の充実

（1）現状と課題
　平成 25年 4月に「障害者総合支援法」が施行され、基本的人権を享有する個人としての尊

厳が重視されています。

　障がい者の地域生活移行を促進するため、生活の場や就労など日中活動できる場の確保、

相談支援体制の充実など環境整備を進めることが求められています。

（2）施策の方針
■障がい者に対する町民の理解を深めます。

■障がい者が地域の中で自分らしい生活を送ることができるよう、サービスの充実や日常生

　活及び社会生活の支援を推進します。

（3）主要施策
①障がい福祉計画の推進（保健福祉環境課）
・平成 27年 3月に策定した「障がい福祉計画」を着実に推進します。

ア．生活支援の充実
・地域社会における共生の実現に向けて、専門的な相談への対応等のサービスの充実を図りま

す。

・障がい者が必要とするサービスが的確に受けられるよう、障がい福祉サービスの提供体制の

充実を促進します。また、障がい者を抱える家族への日中一時支援やコミュニケーション支

援など各種サポート体制の充実を図ります。

イ．社会参加の促進
・障がい者と地域住民との交流を図るため、地域交流レクリェーション大会等を開催し、障が

い者の社会参加を促進します。

・障がい者の社会生活や就労を支援するため、関係機関との連携を図り、各種支援事業を推進

します。

ウ．相互理解と交流の機会の拡充
・障がい者が快適に暮らせる地域社会づくりに向けて、障がいに対する理解を深めるための講

演会を開催し、相互理解と交流の機会の拡充を図ります。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

計画相談支援人数（人） 27 130
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第１節　公共土木施設の整備

（1）現状と課題
　町内の道路や橋梁等の公共土木施設は老朽化が進んでいます。また、昨今の異常気象によ

りゲリラ豪雨等が発生し河川及び道路施設の被害が増加しています。

　国道 500 号は、添田町歴史的風致維持向上計画における重点区域「英彦山」へのアクセス

路であるため、早期の改良整備が望まれます。

　また、老朽化が進んだ町道については、財政との調整を踏まえ、計画的な整備や維持管理

が必要です。

　橋梁については、平成 24年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。平成 26年度より

定期点検を 5年に１回実施することが義務づけられており、計画的な点検実施が必要です。

（2）施策の方針
■国・県道の整備を促進します。

■公共土木施設の改良・整備を計画的に推進します。

（3）主要施策
①国道・県道の整備促進（道路整備課）
・国道 500 号及び県道については、改良整備を関係機関に積極的に要望し促進します。

②町道の整備（道路整備課）
・道路利用者の安全性、利便性を高めるため、町道の計画的な整備と維持管理を推進します。

③橋梁の老朽化対策に関する取組の推進（道路整備課）
・橋梁長寿命化修繕計画に沿って改築整備を行うとともに、5年に 1回実施する橋梁の定期点

検を踏まえて、修繕計画の見直しを行います。

④河川の整備（道路整備課）
・河川周辺住民の安全や財産を守るため、計画的に河川改修、維持管理を推進します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

道路改良延長（ｍ）
540

（単年度）
4,042

（5 年間累計）

橋梁改築　　（橋） -
36

（5年間累計）

河川改修延長（ｍ） -
260

（5年間累計）

第 4章 住みよさが感じられる生活基盤が整備されたまちづくり
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（1）現状と課題
　本町の公共交通機関としては、JR 日田彦山線や路線バス、町バスがあります。人口減少や

高齢者の運転免許証保有率の増加などにより、これら公共交通利用者は、年々減少傾向にあ

ります。しかし、JR や路線バスといった町内と町外とを結ぶ公共交通機関を確保することは、

移動手段を持たない地域住民にとって必要不可欠です。

　また、高齢化や過疎化の進行に伴い、交通弱者の増加が推察され、移動手段としての公共

交通の重要性は増大し、その維持・確保が求められています。そのため、町バスを含む既存

の町の交通体系の見直しが喫緊の課題となっており、他の交通機関の連携を図り、充実させ

ていく必要があります。

（2）施策の方針
■身近な交通手段である JR 日田彦山線や路線バスにあわせ、町バスなどからなる既存の町の

　交通体系の見直しを行い、住民ニーズにあった利便性の高い公共交通ネットワークの構築

　を図ります。

（3）主要施策
①既存の交通体系の見直しと効率化（まちづくり課）
・町民の生活交通の維持・充実を図るため、町バスなどからなる既存の町の交通体系の効率的、

効果的な運行に向けての見直しを行い、買物支援バスやその他の移送サービスと連携を図り

ます。また、地域の実情や利用目的に即した公共交通ネットワークの構築を図ります。

②公共交通機関の確保対策（まちづくり課）
・JR 日田彦山線沿線自治体と連携し、「ひたひこウォーク」など利用者の増加を図るための集

客対策に努めます。

・西鉄バス後藤寺～添田線の維持確保対策に努めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

町バス乗客数（人） 20,908 12,000

第２節　公共交通の維持・充実

添田町バス
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第３節　情報ネットワークの整備・活用

（1）現状と課題
　本町では地域の情報格差の是正を図るため、町内全域において光ファイバーによる超高速

インターネット環境の整備を行い、公共施設間の高速ネットワーク化や、各種情報ネットワー

クの導入などにより、行政事務の効率化と町民サービスの向上を図っています。

　しかしながら、高齢者等の利用率の低迷など、利用する町民と利用しない町民との格差、

多様なニーズへの対応、また防災や福祉分野への活用方策の検討といった課題があり、今後、

情報ネットワークの効果的かつ有効な活用を図ることが求められています。

（2）施策の方針
■いつでも、どこでも、誰でも、簡単に情報ネットワークが利活用できる社会を目指し、情

　報利活用の格差是正や地域における情報化に努めます。

（3）主要施策
①情報通信基盤の利用拡充（情報広報課）
・町民の誰もが情報通信技術を利活用できるよう、情報ネットワークを整備します。

・地域情報化を担う人材を育成するため、情報利活用能力にあわせた講習会や相談会を開催し

ます。

②防災・福祉・産業・地域振興分野の情報化（情報広報課）
・防災や福祉分野等への行政情報の迅速かつ的確な伝達、観光、地域ブランド商品等における

宣伝・販売などの産業の活性化等、地域振興を図るため情報ネットワークの利用を推進しま

す。

③電子自治体の推進・情報の安全性の確保（情報広報課）
・番号制度対応や申請、届出など行政手続のオンライン化といった電子自治体の推進及び各種

情報サービスを安全かつ円滑に利用・運用するため、情報セキュリティ対策を推進します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

町ホームページアクセス数 438,432 600,000

超高速ブロードバンド利用世帯数（世帯） 1,212 1,500
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（1）現状と課題
　本町の土地利用は、急速な過疎化の進展により耕作放棄地や荒廃林地が見られます。また、

農地と住宅地の混在が一部で見られたり、未利用のままの町有地も存在しています。

　町民が快適で安全に暮らせるように、自然環境や歴史文化遺産の保全を図るとともに、快

適な生活環境の整備を進めていく必要があります。

（2）施策の方針
■自然、歴史、文化と調和したまちづくりを進めます。

■計画的な土地利用を進めます。

■町有財産の有効活用を進めます。

（3）主要施策
①美しい景観づくりの推進（まちづくり課・地域産業推進課）
・町民との協働により、森林や田園及び歴史文化の景観の保全に努め、魅力ある美しい景観づ

くりを推進します。

・特に、歴史的風致維持向上計画（平成 26年 6月）で重点地区として位置づけられた「英彦

山区域」と「添田本町等区域」においては、公共施設等の新規・更新に際して、歴史文化遺

産と調和するように修景を図ります。

②農地及び林地の保全（地域産業推進課・農業委員会）
・農地及び林地の所有者に適正な管理を促し、これらの保全を図ります。

③農地と住宅地の混在防止（農業委員会）
・農地と住宅地の混在を防止するため、周辺環境への影響を勘案した農地転用を誘導していき

ます。

④町有財産の活用推進（防災管理課）
・未利用町有地のうち 2箇所について、定住促進に向けての活用策を検討します。その他の未

利用地については、売り払いも含めて活用策を検討します。

⑤跡地対策の推進（防災管理課）
・旧田川商業高校跡地のうち、残りの未利用地についての活用策を検討します。

第４節　調和の取れた土地利用と良好な景観形成
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⑥地籍（土地）調査の計画的な推進（道路整備課）
・地籍について国土調査により、計画的な推進に努めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

ガイドラインに基づくサインの設置数
( 新設 ･取替箇所数 )

0 50

未利用町有地利用箇所数（箇所） １ 2

国土調査終了面積（k㎡） 0.22 1.55

登記完了面積（k㎡） － 1.38

自動車誘導サインの標準デザイン 案内サインの標準デザイン（傾斜型）
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第１節　人権の尊重

（1）現状と課題
　昨今の人権問題は、同和問題や女性、子ども、高齢者及び障がい者などに関わる人権上の

課題に加え、犯罪被害者とその家族の問題など、多様化・複雑化しており、今後とも関係機

関や団体が連携し、人権尊重のまちづくりを積極的に進めていくことが求められています。

　本町においては、町人権・同和教育推進協議会を中心に 1997（平成 9）年に「人権教育の

まちづくり中・長期計画」を策定、さらに 2007（平成 19）年には「人権まちづくり第 2次

中期計画」を策定し、行政や学校、地域及び諸関係団体と連携した人権に関する啓発活動、

講演会、研究会等の事業を行ってきました。

　同和問題啓発強調月間及び人権擁護啓発強調月間中の取組みのひとつである人権講演会に

ついては、参加者が固定化していることから、より多くの町民が参加できるような内容の充

実を検討し、周知徹底を図っていく必要があります。

（2）施策の方針
■添田町人権教育・啓発基本方針を基に添田町人権のまちづくり第 3次中期計画を着実に進

　めていきます。

（3）主要施策
①添田町人権のまちづくり第 3次中期計画の推進（社会教育課）
・第 3次中期計画を周知し、実施に向けた体制づくりを行うとともに、町人権・同和教育推進

協議会を中心に学校や地域、行政が一体となって様々な活動を実施していきます。

ア．町民との協働による人権啓発
・町民のニーズの応じた人権課題に対応するとともに、町民及び地域の主体的な人権に関する

取組みを促進するなど、町民との協働による人権啓発を進めます。

イ．添田町人権教育・啓発基本方針の周知
・人権問題に対し、町民が正しい知識を習得し、理解が深められるよう、本町の人権教育・啓

発基本方針について、講演会や研修会等の様々な機会を通じて啓発を実施していくとともに、

小中学校における人権教育を推進していきます。

ウ．人権相談や援護体制の充実
・人権擁護活動推進のため、関係機関や人権擁護委員、民生・児童委員等と連携しながら、人

権相談体制や援護体制の強化・充実を図ります。

第 5章 豊かな心と生きる力が育まれ、文化が躍動するまちづくり
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

人権啓発研修等参加人数（人） 1,011 1,300

地域・団体への講師派遣回数（回） 30 35

人権パネル 人権講演会



69  

（1）現状と課題
＜幼児教育＞
　幼児期における教育は人間形成の基礎となるものです。基本的な生活習慣の乱れ等の改善

に向け、家庭、保育園、幼稚園、小学校と連携した特色ある幼児教育に取り組む必要があり

ます。

＜学校教育＞
　子どもたちの学力向上に向けて 1人ひとりに応じた学習指導を行い、「確かな学力」が身に

付くように努め、自尊感情、規範意識を育む必要があります。

　また、夢や希望を持てる子どもの育成に向けて平成 25年度から取り組んでいる「そえだド

リームプロジェクト」については、その継続に向けて、町民への更なる周知を図る必要があ

ります。

　少子化や各施設の老朽化を踏まえ、小学校の規模適正化、教育環境整備などの検討を進め

る必要があります。

＜学校給食＞
　学校給食については、社会環境の変化とともに食生活の乱れが起きていることを踏まえ、

食育の観点に立って充実を図る必要があります。

（2）施策の方針
■学校・家庭・地域・行政・関係機関が連携を図り、確かな学力と豊かな人間性・社会性を

　育む教育を推進するとともに、国が制度化に向け検討中である、小中一貫教育などの教育

　体系の検討を行います。また、ふるさとを愛する子どもたちを育てるための教育を推進し

　ます。

（3）主要施策
＜幼児教育＞
①幼児教育の充実（学校教育課）
ア．幼児教育の充実
・人間の基礎基本となる早寝・早起き・朝ごはんの

基本的な部分を含めた幼児教育の充実を図ります。

イ．保・幼・小の連携
・保・幼・小連絡会を活用し、幼児教育から

義務教育への連携を図ります。

第 2節　学校教育の充実

学習支援塾「英峰塾」
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＜学校教育＞
①学校教育の充実（学校教育課）
ア．学力向上
・義務教育課程における基礎基本の確実な定着を図るとともに、土曜日の教育活動の充実を図

りながら学力の向上に努めます。

イ．豊かな心と健やかな体を育む教育の推進
・不登校やいじめなどの悩みや不安を抱える子どもたちに対し、適切な相談・支援を行うとと

もに、道徳・人権教育の推進による豊かな心を育成します。

・「そえだドリームプロジェクト」の実施により、夢や希望を持てるそえだの子どもの育成に

努めます。

ウ．信頼される学校づくりの推進
・教員の資質の向上を促進するとともに、学校・家庭・地域・行政等の相互連携による開かれ

た学校づくりの取組みを進めます。

エ．児童生徒の安全確保
・学校施設の整備や安全器具の設置・点検を図るほか、通学路安全対策協議会の設置を図り、

町ぐるみで取組みを推進していきます。

オ．地域の教育力の活用の推進
・学校間交流を推進するとともに、地元住民や民間団体・企業の活力を活用した世代間交流を

推進し、地域の人々と子どもたちの交流の場づくりを進めていきます。

カ．障がいなどの多様な教育的ニーズのある児童生徒への支援
・障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた適切な指導・支援を行うとともに、一人ひ

とりの教育的ニーズに柔軟に対応した特別支援教育を推進します。

・外国籍児童生徒など、多様な教育的ニーズのある児童生徒への学習支援などを行います。

＜学校給食＞
①食育の充実（学校教育課）
・全小中学校の給食制度を継続し、地元の新鮮な食材を活用することにより、地産地消による

食育の充実を図ります。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

いじめ・不登校の割合（％） 5.0 2.5

学校施設の耐震化率（％） 100 －
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（1）現状と課題
＜生涯学習＞
　社会環境の変化に伴い、町民の学習ニーズが高度化するなかで、生涯学習に関する講座では、

趣味や教養だけでなく、現代的課題に対する講座や地域の課題解決を目指す実践的かつ専門

的な学習機会を提供するとともに、学んだことを職場や地域社会などに還元することができ

るような仕組みをつくる必要があります。

＜青少年育成＞
　子どもの減少や人間関係の希薄化などにより、家庭や地域における教育力の低下が指摘さ

れています。青少年育成町民会議や子ども会育成連合会を中心に青少年の健全育成を推進し

ていく必要があります。

＜図書館活動＞
　図書館は、地域の情報の拠点として、今後とも資料を収集し、整理・保存に努めるとともに、

読書ボランティアの養成や電子書籍の対応など、多様化するニーズに応えながら、多くの町

民に親しまれ、利用される施設として機能していく必要があります。

（2）施策の方針
＜生涯学習＞
■町民一人ひとりが自発的な学習を通じて生きがいのある生活を送れるよう、生涯学習の振

　興を図ります。

＜青少年育成＞
■学校や家庭、地域が一体となり、地域教育力の向上を図り、青少年の健全育成を図ります。

＜図書館活動＞
■町民に広く親しまれ、利用される図書館として、機能の充実を図ります。

（3）主要施策
＜生涯学習＞
①生涯学習の推進（社会教育課）
ア．生涯学習体制の充実
・学習成果を職場や地域社会などに還元できるように、町づくりボランティアの育成など町民

の知識や技術、経験、人脈を活用できる仕組みづくりを進めます。

・生涯学習活動拠点としての公民館活用を促進するため、利用者ニーズに応じた環境整備を図

ります。

第３節　社会教育・生涯学習の推進
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イ．生涯学習の普及と学習活動の充実
・誰もが学習活動に参加できるように、学習環境の充実を図るとともに、ライフステージに応

じた学習機会を提供します。

＜青少年育成＞
①青少年の健全育成（社会教育課）
ア．青少年健全育成活動の効果的な展開
・青少年育成町民会議を中心として青少年の健全育成を推進します。

・子ども会育成連合会と連携し、地区単位子ども会の現状を把握するとともに、地区単位子ど

も会の担い手の育成や少子化に対応した子ども会のあり方について検討します。

イ．交流事業の継続的な実施
・子ども達を鍛えるという点から体験活動を中心に異年齢交流を進めるとともに、内容の充実

を図ります。

＜図書館活動＞
①図書館活動の充実（社会教育課）
ア．図書館機能の充実
・郷土に関する資料収集を進めるとともに、町内の歴史や文化についての資料の保管・公開、

教養講座の開催など、活用について適切に助言できるよう職員の資質向上を図ります。

・読書ボランティアの養成とボランティアの活動拠点としての図書館環境を整えます。

イ．子どもの読書環境の整備
・「添田町子ども読書活動推進計画」に基づき、学校等と連携し、ニーズに応じた蔵書を整え

るとともに、子どもの読書活動の場として児童館併設の特色を活かして、きめ細やかなサー

ビスの充実を図ります。

・「ブックスタート」など乳幼児とその保護者への読書活動を推進します。

ウ．本の宅配、郵送業務の推進
・大活字本の整備、福祉施設などへの団体貸出図書の配送を行います。

エ．電子書籍への対応
・電子書籍の効果や県内図書館の現状を踏まえ、電子媒体による書籍や情報、資料収集の効果

的な方法を検討していきます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

公民館講座受講者数（人） 142 180
そえだ公民館利用者数（延べ人数） 31,500 33,000
ボランティア数（人） － 75
図書館蔵書数（冊） 49,299 53,000
図書館利用者数（人） 23,559 24,500
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（1）現状と課題
　本町では、総合型地域スポーツクラブ「添田町げんきクラブ」を中心にスポーツを通じた

地域づくりを行っています。また、体育協会やスポーツ推進委員を中心に町民ニーズにあっ

た教室やスポーツイベントを実施しています。

　しかしながら、町民のスポーツニーズが多様化・高度化するなか、施設の老朽化により十

分な対応が出来ない状況があります。また、指導者の育成や生涯スポーツ活動の積極的な支

援及び拡充を図る必要があります。

（2）施策の方針
■町民 1人ひとりが生涯にわたり、幅広くスポーツと関わりを持ちながら生活を送ることが

　できるよう、スポーツの振興を図ります。

（3）主要施策
①「添田町げんきクラブ」への支援（社会教育課）
・総合型地域スポーツクラブ「添田町げんきクラブ」について、施設利用等の活動支援を行い

ます。

・中学校部活動の参加者増加に向けて体験スポーツ教室を実施し、ジュニアスポーツの振興を

図ります。

②スポーツ団体・指導者の育成（社会教育課）
・町民ニーズに対応するため、体育協会やスポーツ少年団等の団体活動の強化を促進していく

とともに、スポーツ推進委員のほか、ボランティアによる地域スポーツリーダーの育成、確

保を図ります。

③生涯スポーツ・スポーツ交流事業の推進（社会教育課）
・生涯にわたってスポーツに取り組むことができるように、スポーツ推進委員や体育協会等と

連携し、体力や年齢、目的に応じた各種スポーツ教室の開催やスポーツ大会等の充実を図る

とともに、スポーツイベントや広域的な交流大会の開催及びこれらへの積極的な参加を促し

ます。

④競技スポーツの振興（社会教育課）
・町民のスポーツに対する関心とスポーツ活動への参加意欲の向上を図るため、全国大会等で

活躍が期待される競技者の発掘・サポートに努めます。

第４節　スポーツ活動の推進
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⑤スポーツ施設の計画的な改修（社会教育課）
・スポーツ施設に対するニーズを把握しながら、老朽施設の計画的な改修を進めるとともに、

備品等の充実に努めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

添田げんきクラブ参加者数（人） 224 250

そえだサン・スポーツランド利用者数（人） 11,926 12,500

そえだドーム利用者数（人） 16,007 16,500

町体育館利用者数（人） 9,493 10,000

武道館利用者数（人） 3,505 3,700
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（1）現状と課題
　本町には、祭礼や伝統芸能といった伝統的活動や、歴史的建造物が多く残されており、そ

の中で「添田町観光ボランティア」や、児童による「こてんぐ塾」が活動しています。

　しかし町内には、多くの潜在化している文化遺産もあり、十分な把握がなされておらず、

また、伝統的活動については、コミュニティ意識の希薄化や担い手の減少等により、活動の

継承が危惧されています。

　歴史的建造物においても、経年劣化による損傷の進行や、十分に活用されていない状況が

みられます。また、維持管理の困難さから取り壊しも表出しています。

（2）施策の方針
■町民の誇りである歴史文化遺産を継承し、活用を図ります。

（3）主要施策
①歴史的風致維持向上計画の推進（まちづくり課）
・歴史文化遺産を活用したまちづくりを推進するため、平成 26年 6月に認定を受けた「添田

町歴史的風致維持向上計画」を着実に推進します。

②歴史文化遺産の掘り起こし（まちづくり課）
・潜在化している伝統的活動、歴史的建造物などの把握に努め、特に重要なものについては、

指定又は登録文化財として保護します。

③歴史文化遺産の継承と周知（まちづくり課・社会教育課）
・歴史文化遺産の活用と後継者の育成を図るため、「添田町観光ボランティア」や「こてんぐ塾」

を始め、保護団体の設立や運営・活用に対する助言・支援を行います。

・歴史文化遺産に関するイベントや学習会の開催、公共サインやパンフレットなど情報媒体の

製作、周知を図り、歴史文化遺産と触れ合う機会を創出します。

④有形文化財等の保存・活用の推進（まちづくり課）
・有形文化財等は、防災・防犯対策を講じつつ、適切な保全と所有者に対する支援を行い、住

民等との協働により活用を推進します。なお、活用を促進するため便宜施設の設置等を検討

します。

・英彦山に点在する遺跡は、重要な文化財として文化財保護法に基づく史跡指定等を検討し、

堅実な保存を図ります。

第５節　歴史文化遺産の継承と活用
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

指定・登録文化財の件数（国・県・町） 30 32

英彦山修験道館の入場者数（人） 1,542 1,900

まちづくり団体の設立数（団体数） 0 2

銅鳥居

こてんぐ隊

中島家住宅

英彦山神宮　御神幸祭
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（1）現状と課題
　文化・芸術活動の催しについては、年々に人口減少や不景気等の影響を受け、町民の参加

が減少している傾向にあります。幅広い世代にとって魅力ある文化・芸術活動を進めていく

ために、子育て世帯などの若年層グループを増やしていく必要があります。

　また、文化・芸術活動の振興のため「文化を高める会」事業として展開していますが、委

員の選出母体が機能せず、事務局主導で企画立案されているため、会の見直しが必要となっ

ています。

（2）施策の方針
■うるおいある心豊かな暮らしを実現していくため、文化・芸術の振興を図っていきます。

（3）主要施策
①文化・芸術活動の積極的な展開（社会教育課）
・町民の文化・芸術に対する関心や参加意欲に応えながら、音楽・演劇などの鑑賞機会や創作

活動及び学習成果の場を広く提供していきます。また、文化・芸術団体が行う展覧会、発表

会などを支援し、自主的な芸術・文化活動を促進していきます。

②子どもの鑑賞の機会の充実（社会教育課）
・子どもの鑑賞機会を充実し、優れた芸術・文化に触れあう機会を提供していきます。

③「オークホール」の幅広い活用（社会教育課）
・文化・芸術活動の拠点として、オークホールの適切な維持管理を図ります。

・催物入場者率や利用者数の増加に向け、地域内外に利活用を呼びかけます。

・県内をはじめとする同様なホール、関係団体との連携を図るとともに、相互の情報交換を積

極的に行います。

④「文化を高める会」体制の見直し（社会教育課）
・「文化を高める会」の体制や運営方法について見直しを図り、文化・芸術活動の一層の振興

を図っていきます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

オークホール催物入場者割合（％） 94 97

芸術・文化活動グループ数（件） 38 46

ホール利用者数（人） 16,280 17,000

第 6節　文化・芸術活動の振興
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（1）現状と課題
　地域間交流については、昭和 56年に北海道美深町と姉妹町の連携を結び、相互訪問や青少

年交流及び物産交流を行っています。また、平成 8年には大韓民国江華郡と友好交流提携を

結び、相互訪問や文化交流及び青少年交流を行っています。今後は、継続していくことを前

提としつつも、時代のニーズに応じた交流内容となるように、内容の見直しも含めて協議を

する必要があります。

　また、定住促進を図るために、町外居住者と町民との交流事業の検討し、実施していく必

要があります。

（2）施策の方針
■地域間交流活動を通して、本町の魅力の再発見と

　情報発信を行い、交流人口の増加や定住者の増加に

　つなげます。

（3）主要施策
①北海道美深町や大韓民国江華郡との交流促進（まちづくり課）
・友好を深めるため、教育、文化・スポーツ、産業など多様な分野での町民の自主的な交流を

促進します。

②地域間交流の推進（まちづくり課）
・国や県、各自治体と連携し、都市との人・物・情報の交流を積極的に推進します。

③町外居住者と町民との交流促進（地域産業推進課・まちづくり課）
・若者定住に向けて、町外の若者を対象に、添田町民や町の農業・自然・歴史等の魅力に触れ

てもらう交流事業を立ち上げ、実施します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

友好都市・姉妹町交流事業参加者数（人） 42
213

（5年間累計）

交流事業応募参加者数 - 50 組 100 人

第 7節　地域間交流の推進

韓国江華郡中学生ホームステイ交流事業
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第１節　町民参画による協働のまちづくり

（1）現状と課題
　少子高齢化や過疎化の進展、地域経済の低迷や厳しい町財政運営が続く中で、福祉や防災

など町民が安全で安心して暮らせるまちづくりの実現のための課題は、複雑・多様化してい

ます。これらの課題を解決するためには、町民や地域、さらには関係諸団体などが力を合わせ、

適切な役割分担を検討しつつ協働のまちづくりへの取り組みを進めることが必要不可欠です。

協働によるまちづくりは、町民にとってもその達成感から町への愛着や行政施策への満足度

を向上させる大きな足がかりとなります。

　今後も町民参画による協働のまちづくりを推進していくため、町政に関する情報を積極的

に町内外に公開していくとともに、協働に関する総合的な推進体制を確立する必要がありま

す。

（2）施策の方針
■個人情報保護のもとに情報の共有化を図りつつ、多様な分野において町民参画・協働のま

　ちづくりを推進します。

（3）主要施策
①協働のまちづくりの推進（まちづくり課、全課）
・地域活性化を促すため、住民が主体となって行うまちづくり活動を支援し、協働のまちづく

りを推進していきます。また、まちづくり団体連絡会等を開催し、団体相互の連携及び情報

共有の推進を図っていきます。

②町民参画機会の拡充（総務課、全課）
・町民が意見や要望などを気軽に提案できる体制を整備し、町政出前座談会による町民との対

話の機会の拡充や広聴活動の充実に努めます。

・意見公募（パブリックコメント）やアンケートなど、多様な方策での町民意識の把握に努め

ます。

③地域担当職員制度の確立（総務課）
・地域担当職員による地域住民との連携を強化し、協働により、まちづくり課題の解決を図る

とともに、地域と行政職員とのネットワークの構築を推進します。

④広報紙及びホームページ等の情報発信の拡充（情報広報課）
・町内外への情報発信のため、広報紙やホームページ、動画配信等の多様なツールを活用した

情報提供を行うとともに、利便性の向上や内容の充実を図ります。

第 6章 連携と協働による自立のまちづくり
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⑤情報公開の推進（情報広報課）
・番号制度への対応に向け、個人情報の適正な取り扱いを徹底しつつ情報公開を行い、行政運

営の透明化を図ります。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

元気なまちづくり事業実施団体数 8
15

（5年間累計）

町政刷新まちづくり会議（団体） － 1

町ホームページアクセス 438,432 600,000
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（1）現状と課題
　男女共同参画社会を実現するには、その取り組みがあらゆる分野にわたるため、町と地域

住民、事業者が協働で推進していかなくてはなりません。そのため、地域住民、事業者、関

係機関とネットワークの構築を図り、連携を強化する必要があります。また、男女共同参画

意識の高揚に向けて、町民意識調査等を行い、町民の意見を反映した取り組みを進める必要

があります。

（2）施策の方針
■地域住民、事業者、関係機関とともに、男女共同参画推進の基盤づくりや男女共同参画意

　識の高揚、男女が対等なパートナーとして生活するための環境づくりを進めます。

（3）主要施策
①添田町男女共同参画基本計画の推進（総務課）
・平成 24年度に策定した「添田町男女共同参画基本計画」を着実に推進するとともに、必要

に応じて町民意識調査を行い町民の意見を反映した計画の見直しを行います。

②男女共同参画のまちづくり（総務課）
・男女共同参画のまちづくりにむけて、男女がそれぞれの能力と個性を十分に発揮出来るよう

に本町の政策や方針決定の場（審議会等）への女性参画の推進や地域住民、事業者、関係団

体等と連携を図ります。

③男女が共に自立するための社会環境づくり（総務課）
・男女が共に自立し、自分の意志であらゆる分野に参画し、仕事や家庭生活、地域活動など調

和がとれた生活が送れるように、男女共同参画の視点に立った講演会や講座、研修会の開催

及び広報活動を行い、男女共同参画意識の高揚、意識啓発に努めます。

④男女の人権の尊重（総務課）
・ドメスティックバイオレンスやストーカー行為などあらゆる暴力の根絶に向けて、啓発活動

や、関係機関と連携を図り、相談窓口の周知、被害者支援に取り組みます。

第２節　男女共同参画社会づくりの推進
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（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

審議会等における女性委員の割合（％） 17.4 26.0

男女共同参画推進講演会 親子料理教室
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（1）現状と課題
　本町では、行政区や組が主体となったコミュニティの形成がなされ、人と人とのつながり

により地域における課題を解決するための取り組みが行われています。しかし、急速な人口

減少や高齢化、核家族化により、各地域におけるコミュニティ機能の低下が顕著となってい

ます。

　福祉や防災、環境保全、清掃活動などの地域活動を継続していくためにも、コミュニティ

の基礎的組織である行政区への加入促進を図るとともに、地域の実情に合わせてコミュニティ

活動が維持できる適正規模への再編などの検討を図る必要があります。

（2）施策の方針
■住民自治に基づく個性豊かな地域づくりに向けて、地域コミュニティを確立するための体

　制づくりを支援するとともに、コミュニティ機能の復活を目指します。

（3）主要施策
①行政組への加入促進（総務課）
・行政組への未加入世帯及び転入世帯に対して、組活動の意義や内容等について周知を図り、

加入を促します。

②地域の実情に合わせた行政区及び行政組の再編（総務課）
・コミュニティ再生に向けて、区長会と連携し、地域の実情に合わせた組織の再編を促進しま

す。

第３節　コミュニティ活動の維持
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（1）現状と課題
　本町ではすでに、福祉・環境・防災や観光分野などにおいて、広域的な取り組みを実施し

ていますが、今後、国や県からの事務権限委譲が進むと予測され、広域による事務事業の増

加に対しての対応が必要となってきます。

　また、国や県との連携を更に強めることで、行政サービスの向上や地域振興施策の推進な

ど総合的な地域発展に努める必要があります。

（2）施策の方針
■効率的で効果的な行政運営のため、国・県、近隣市町村等と連携し、適切な広域行政の推

　進を図ります。

（3）主要施策
①広域的行政運営の推進（総務課、全課）
・共通の行政課題を持った関係自治体との連携を強化し、課題解決に向けた施策の推進を図り

ます。

②国や県との連携強化（総務課）
・権限委譲や高度で効率的な行政運営の実施のために、国や県からの権限移譲も見据えるとと

もに、更なる連携を強化し、町の発展に努めます。

第４節　広域行政の推進
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（1）現状と課題
　本町では、組織や機構の改革、職員の定員管理を推進してきましたが、引き続き町民の多

様なニーズに対応できるよう、効率的な組織の確立や職員の定員管理、適正なシステム管理

を行うことで、効果的な施策・事業の推進を図る必要があります。

　また、町の将来像「安全で快適な活力あるまちづくり」の実現に向け、職員のやる気や向

上心を高め各自が持つ能力を最大限に引き出し、複雑専門化する業務に対応していく必要が

あります。

（2）施策の方針
■施策や事業の計画・実施・評価・見直しのサイクルを構築し、進捗管理を徹底します。

■職員研修と通じて学んだことを、自らの業務や行動に反映させるとともに、自己啓発につ

　なげていきます。

（3）主要施策
①組織機構の見直しや適正な定員管理と人材育成（総務課）
・新たに取り組む人事評価制度により、適材適所の人事配置、適正な人事管理、人材育成を構

築し、更なる行政サービスの向上を目指します。

②職員研修の推進（総務課）
・添田町人材育成基本方針に沿い、多様化する住民ニーズや社会情勢の変化を的確に捉え住

民福祉の増進に寄与できる職員形成を目指します。また、各階層（管理職・監督職・一般職）

に期待される役割を明確にするとともに、自学、職場内研修、職場外研修を通じ、人材育成

を図ります。

・職員へのアンケート調査や人事評価制度などを活用し、研修内容の充実を図ります。

・職員の施策立案、実施、評価に係る能力の向上を図ります。

③総合計画に基づく施策・事業の実施及び進捗管理（まちづくり課・全課）
・効率的で効果的なまちづくりを進めるため、本計画に基づく施策や事業の計画・実施・評価・

見直しのサイクルの構築を図ります。

・上記のサイクルを構築することで、計画に掲げた成果指標の達成状況評価を中心に、毎年度

進捗管理を行い、施策や事業の確実な達成に努めます。

第５節　多様なニーズに対応した行政運営の推進
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④適正なシステム管理（情報広報課）
・庁舎内の電算システム全般及び番号制度に対する職員の理解を促すとともに、効率的・効果

的なシステム構築・組織体制を構築し、行政サービスの向上に努めます。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

福岡県市町村職員研修所 64 60

派遣研修 151 100

庁舎内研修 631 300
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（1）現状と課題
＜財政運営＞
　本町は、町税など自主財源に乏しく地方交付税など依存財源を歳入の柱とする財政構造で

あり、人口減少が進むなかでさらに厳しい財政運営を強いられることが予測されます。

　また、本町においては、昭和 40～ 50 年代に建設された公共施設（公共建築物、道路や下

水等のインフラ含む）が、建築後 40～ 50 年を経過し、一挙に更新時期を迎えます。これら

施設の適切な維持管理計画を策定し、更新等の事業費の適切な配分を検討していく必要があ

ります。

　限られた財源・地域資源を最大限に活用し、中長期的な財政を見据えた効率的かつ重点的

な財政運営に努める必要があります。

＜収納対策＞
　町民の多くが適切に納税する中で、滞納者の納税に関する意識は依然として低い状況にあ

ります。滞納の早期解決に向け財産調査等を積極的に行い、滞納処分を進める一方、訪問徴

収や分納誓約の見直しなどを行い、納税者の納税に対する意識を高めていく必要があります。

（2）施策の方針
＜財政運営＞
■町民の理解・協力を得ながら効率的・効果的な財政運営に努めます。

■公共施設の更新等の総合的な計画を立案し、実施していきます。

＜収納対策＞
■町税の課税客体の的確な把握と、滞納者に対する収納対策を強化し、収納率の向上を目指

　します。

（3）主要施策
＜財政運営＞
①財源の安定的確保（総務課）
・受益者負担の原則に基づき使用料や手数料の適正化、町有財産の有効活用などを進め、自主

財源の確保を推進するとともに、国・県支出金等特定財源について、制度の動向等を的確に

捉え補助制度の有効活用を図り財源の確保を行います。

第６節　効率的・効果的な財政運営の推進
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②効率的な財政運営の推進（総務課）
・今後、制度化される公会計制度に向けた整備を行うとともに、限られた財源を有効活用し、

事業効果を引き出すため、民間サービスの導入や事務事業の徹底的な見直しによる経費節減

を図り、施策や各年度の重点事業も考慮した持続可能な財政運営を行います。

③公共施設等総合管理計画の推進（防災管理課）
・本町の公共施設の老朽化に対して、更新・統廃合・長寿命化等についての計画を策定し、着

実に実施していきます。

・本計画策定と併せて、固定資産台帳を整備し、適切な財産管理に取り組んでいきます。

＜収納対策＞
①滞納対策の推進（住民課・関係各課）
・現年分については前年度を上回る収納率、滞納分については前年度を上回る収納額となるよ

うに、四半期毎の財産調査や県税事務所特別徴収班との連携強化など収納対策を推進します。

（4）成果指標
指標名 25年度実績 31 年度目標

収納率の向上（現年分）(%) 97.9 98.0

実質赤字比率（基準　15.00％以内）(%) － ( △ 3.35) －

連結実質赤字比率（基準　25.00％以内）(%) － ( △ 12.51) －

実質公債費率（基準　25.0％以内）(%) 5.5 8.0

将来負担比率（基準　350.0％以内）(%) － ( △ 67.7) －

※健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費率将来負担比率）




