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町民憲章

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。



ごあいさつ
　

　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てまいりました。

　平成 12 年度からの第４次総合計画では、「安心で快適な活力ある

まちづくり」を将来像に掲げ「人と環境を大切にするまちづくり」を

目標基盤として、各施策を実施してきたところでありますが、平成 22 年３月をもって目標

年次を迎えます。

　この間、少子高齢化の急速な進行や世界金融危機による日本経済の低迷、地球規模での環

境問題などの安心・安全への意識の高まり等、本町を取り巻く社会・経済情勢は大きく変化し、

あらゆる分野に影響をもたらしております。

　こうした時代が求める課題への対応を図り、新しいまちづくりを推進するために ｢ 第５次

総合計画 ｣ を策定いたしました。

　新構想においては、｢ 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”を将来像に掲げ、その目標の実現に向けて、「自

主・自立」、「連携・協働」、「安心・安全」を基本理念に、町民の皆さんと共に手を携え協力し、

主体性を発揮し、自ら考え、子供から高齢者まで、すべての町民が安心して暮らせるまちづ

くりを進めて行きたいと考えております。

　本計画の策定に当たっては、住民のアンケート調査、各種団体との意見交換会「まちづく

り座談会」でご協力頂いた皆様、またご審議頂きました町議会、検討会議委員の皆様の貴重

なご意見等を頂き心からお礼申し上げます。

 平成 22 年３月 　　　　　　　　　　　　　　　　
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第１部　序　論
第１章　計画策定にあたって

第１節　計画策定の趣旨
　平成 21 年度を目標年次とする添田町第４次総合計画において、「安全で快適な活力あるまちづくり」
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きました。
　しかし、計画の目標年次を迎えた今日、少子高齢化の急速な進行、産業を取り巻く環境の急速な変化、
安心・安全への意識の高まり、情報化・国際化の一層の進展、環境保全意識の高まりなど本町を取り
巻く社会・経済情勢は大きく変化してきており、本町のあらゆる分野に大きな影響をもたらしています。
　特に、基幹産業である農業をはじめとする活力ある産業の維持・発展、少子高齢化や人口減少への
対応などが緊急の課題となっています。
　また、地方分権の一層の進展と国財政の窮迫に伴い、町の行財政もその運営に一層の厳しさが加わ
るなどの大きな転換期を迎えており、今まで以上に行財政改革を進め、自立できる自治体づくりに向
けた積極的な取り組みが求められています。
　こうした内外の動向に的確に対応するとともに、次の世代に誇りを持ってつないでいく添田町を町
民と行政が協働して築いていくため、新しいまちづくりの方向性とその実現のための基本目標を明ら
かにすることを目的に、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」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、
地方自治法（第２条第４項）において以下のように定められています。

　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。

　本計画は、このような法的根拠に基づく町の最上位計画としての位置づけを踏まえ、今後の本町の
まちづくりの方向性を示すものであり、以下のような役割を持ちます。

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。

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。

広域行政の輪、人の輪を広げる基礎　

　自立したまちづくりは、町が、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、
自主性を尊重し協力できるところは協力していくまちづくりです。
　本計画は、国や県、周辺自治体等の広域的な行政に対して、本町のまちづくりの方向を示すとと
もに、計画実現に向けて必要な施策や事業を調整・反映させていく基礎となるものです。また、町
内外の人に対し理解・交流を呼びかけ、人との輪を広げる基礎ともなるものです。

役割１

役割２

役割３



2

第1部　序　論

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、具体的に実施する事業を定めるものであり、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。

■添田町第５次総合計画の構成と期間

第２章　町のすがた

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 132.10km2 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。

平成　22　23　 24　 25　 26　 27　 28　 29　 30　 31年度 
（2010）

（毎年度ローリング） 

 
 

10ヶ年

前期５ケ年
後期５ケ年

３ケ年
実施計画

基本構想

基本計画

（2019） 
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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。
　農地は減少傾向にあるものの稲作栽培が主体をな
しており、一部平坦丘陵地帯では野菜や果樹、花き
栽培等が行われています。

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 271 路線（総延長 208㎞）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。
　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・大任町を循環する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、３千人の衆徒と坊舎が８百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

■町の位置

大分県

福岡市

宗像市

北九州市

田川市

豊前市
中
津
市

日田市

太宰府市

久留米市

大牟田市大牟田市

添田町
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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。人口も石炭産業最盛期の 25,000 人ほどから 11,000 人ほどに半減しています。
　本町は現在、農林業と観光を基幹産業とするまちとして発展しています。

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。

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 17
年には 11,810 人となり、年平均 200 人ほどの人口の減少となっています。
年齢階層別人口でみると、年少人口と生産年齢人口は平成２年から人数が一貫して減少傾向にあ
ります。一方、高齢者人口（65 歳以上）は平成２年より人数、構成比率ともに増加しています。
また、平成 17 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（13.7％）や県平
均（13.9％）を下回り、高齢化率は全国平均（20.1％）や県平均（19.8％）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。
　世帯数や一世帯当りの人数についても、ともに減少傾向にあり、世帯の小規模化が進んでいます。

資料：国勢調査

（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 17 年には 4,711 人（総人
口に占める割合 39.9％）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が、
構成比では、農林業等の第１次産業及び工業等の第２次産業が減少傾向にあるのに対して、商業・
サービス業等の第３次産業は増加傾向にあります。

■町の沿革

■総人口と年齢階層別人口の動向 ■世帯数と一世帯当たり人数の推移

明治22年

明治22年

明治40年明治44年
昭和17年

昭和30年

添 田 村
添 田 村添 田 町

添 田 町

添 田 町

添伊田村

野 田 村

庄　　村

中元寺村

落 合 村

桝 田 村

彦 山 村

彦 山 村

津 野 村

 

2,505022,502 2,000072,007 1,616101,610 1,363651,365

9,070719,071
8,383878,387

7,444437,443
6,636326,632

3,050593,059 3,363693,369

3,696973,697

3,818133,813
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
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老年人口
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生産年齢人口
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年少人口
(14歳以下）
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単位：人、％
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(20.9%）

(62.0%）

(17.1%）

(24.5%）

(60.9%）

(14.6%）

(29.0%）

(58.4%）

(12.6%）

(32.3%）

(56.2%）

(11.6%）

12,75013,763

平成17年平成12年平成７年
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2.70
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成２年

（世帯）

2.50

2.70

2.90
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■就業構造の推移

資料：国勢調査

第３節　町民の意識
（１）町民アンケート調査にみる意識

　本計画の策定にあたり、平成 21年９月に、町内に居住する 18歳以上の男女 1,000 人（無作為抽出）
を対象に郵送法でアンケート調査を実施しました。その主な結果は以下のとおりです。

※以下のグラフでは、比率を百分率（％）で表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため合計が100％を上下す
る場合もあります。また、【複数回答】とある問は回答者が複数の回答を出してもよい問のため、各回答の合計比率は100％
を超える場合があります。

①まちへの愛着度
　「どちらかと言えば愛着を感じて
いる」と回答した人が最も多く、
次いで「とても愛着を感じている」
が続き、これらをあわせた“愛着
を感じている”という人が 75.1％
と７割強に上り、町への愛着度は
高いと言えます。

②今後の定住意向
　今後も添田町に住み続けたいか
どうかをたずねたところ、「住み続
けたい」が最も多く、これに「ど
ちらかといえば住み続けたい」を
あわせた 71.7％が“住み続けたい”
という意向を示しており、愛着度と
同様に定住意向も強いと言えます。

③まちの暮らしやすさ
　「どちらかと言えば住みよい」が
最も多く、次いで「とても住みよ
い」が続き、これらをあわせた“住
みよい”という人が 69.5％と約７
割に上り、住みよいまちと感じて
いる人が多い結果となっています。

■まちへの愛着度

■今後の定住意向

■まちの暮らしやすさ

59593 50500 41415 34341

2,05059 1,84840 1,58586
1,073

3,45457 3,43437

3,21216
3,288

593 500 415 341

2,059 1,840 1,586
1,073

3,457 3,437

3,216
3,288

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成２年

第3次産業

第2次産業
第1次産業

6,111 5,218 4,711

単位：人、％(9.7%）

(56.6%）

(33.7%）

(59.4%）

(31.8%）

(8.6%）

(61.6%）

(30.4%）

(8.0%）

5,783

平成17年平成12年平成７年

(69.8%）

(22.8%）

(7.2%）

2.0 2.0

回答数
354

（％）
全体

「とても愛
着を感じて
いる」

「どちらか
と言えば愛
着を感じて
いる」

どちらとも
言えない

あまり愛着
を感じてい
ない

愛着を感じ
ていない

無回答

（28.8） 75.1 （46.3） 15.8 5.1

愛着を感じている

回答数
354

（％）
全体

「住み続け
たい」

「どちらかと
いえば住み
続けたい」

どちらとも
言えない

どちらかと
いえば住み
続けたくな
い

住み続けた
くない

無回答

住み続けたい

71.7（48.0） （23.7） 14.7 5.6

3.7 4.2

回答数
354

（％）
全体

「とても住
みよい」

「どちらか
と言えば住
みよい」

どちらとも
言えない

どちらかと
言えば住み
にくい

住みにくい 無回答

住みよい

69.5（20.9） （48.6） 20.6 6.5

1.7 1.7
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④項目別の満足度及び重要度について
　添田町の各環境について、住民の満足度及び重要度を把握するため、生活環境分野、生活基
盤分野、保健・医療・福祉分野など各分野にわたる 51 項目を設定し、項目ごとに満足度及び重
要度を算出しました。
　満足度については、「満足」、「やや満足」、「どちらとも言えない」、「やや不満」、「不満」の５
段階で評価してもらい、その結果を加重平均値による数量化で評価点（満足度：最高点 10 点、
中間点０点、最低点－ 10 点）を算出しました。
　これによる全体での満足度評価は、「自然環境の状況」が最も高く、次いで「ごみ処理・リサ
イクルの状況」、「公害防止対策」と続き、以下、「公園や緑地の整備状況」、「保健サービス・施
設の状況」などの順となっています。一方、満足度評価の低い方からみると、「雇用・就労対策
の状況」が最も低く、次いで「工業振興・企業誘致の状況」、「医療体制の状況」、「公共交通機
関の状況」、「商業振興の状況」が続いています。
　また、重要度については、「大変重要」、「やや重要」、「どちらとも言えない」、「あまり重要でない」
の４段階で評価してもらい、その結果を加重平均値による数量化で評価点（重要度：最高点 10 点、
中間点０点、最低点－５点）を算出しました。
　これによる全体での重要度評価は、「医療体制の状況」が第１位に挙げられ、次いで「防犯体
制の状況」、「雇用・就労対策の状況」が続き、以下、「消防・防災体制の状況」、「交通安全体制
の状況」などの順となっています。

■項目別の満足度及び重要度

1.94
1.84

0.05
1.66

0.27
2.52

－1.27
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－0.36
0.51

－0.22
－0.03
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0.05
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－1.49

－0.39
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5.65

4.66
4.35

5.70
5.92
6.11

5.035.035.03
6.32
6.19
6.846.846.84

4.744.744.74
3.84

2.65
4.844.844.84

3.193.193.19
2.542.542.54

5.70
3.223.223.22

5.77
5.36

7.317.317.31
3.46

5.685.685.68
5.675.675.67

4.91
4.66
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5.17

4.55
3.46

5.48
4.04

3.15
2.60
3.57
3.18

2.11
4.90
4.52
5.12

4.62
6.60

2.78
2.89
2.70
3.47

2.37
4.68
5.095.095.09

4.24

－10
自然環境の状況
公害防止対策

公園や緑地の整備状況
街並み景観の状況
上水道の整備状況
環境衛生の状況

ごみ処理・リサイクルの状況
省エネ対策の状況

消防・防災体制の状況
交通安全体制の状況

防犯体制の状況
住民生活保護対策

公共施設の利用環境
土地利用の状況
道路整備の状況

公営住宅の整備状況
宅地・分譲地の整備状況
公共交通機関の状況

情報通信環境の整備状況
国土保全の状況

保健サービス・施設の状況
医療体制の状況

福祉ボランティアの状況
バリアフリー化の状況
子育て支援の状況

児童・母子・父子福祉対策
保育園・幼稚園施設の状況

高齢者福祉の状況
障がい者福祉の状況

低所得者福祉・支援の状況
生涯学習活動や施設の状況
学校教育環境の整備状況
青少年の健全育成の状況
スポーツ活動や施設の状況
文化芸術活動や施設の状況
文化財・伝統芸能の状況
人権尊重に関する状況

国内外との交流活動の状況
農林業振興の状況
商業振興の状況

工業振興・企業誘致の状況
観光振興の状況

雇用・就労対策の状況
男女共同参画の状況
地域活動などの状況

町民参画の状況
広報・広聴活動の状況

イベントや各種行事の状況
行政改革の状況
財政改革の状況

行政サービスの状況

満足度
重要度

不満 満足
重要
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野
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1086420－2－4－6－8
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1.081.081.08

0.100.100.10
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　この満足度と重要度から、さらにまちの現状評価や行政ニーズを把握するため、満足度評価
と重要度評価を相関させた散布図を作成しました。このグラフでは左上隅の「満足度評価最低・
重要度評価最高」に近づくほど優先度が高くなります。この結果をみると優先度は、「医療体制
の状況」が第１位となっており、次いで「雇用・就労対策の状況」、「公共交通機関の状況」が続き、
以下、「工業振興・企業誘致の状況」、「防犯体制の状況」の順となっています。

■施策の優先度

⑤今後のまちづくりの特色について
　今後のまちづくりの特色について
は、「環境保全のまち」が他を引き離
し第１位となっています。以下、「健
康・福祉のまち」、「子育て・教育の
まち」、「安心・安全のまち」、「農林業
のまち」、「快適住環境のまち」、「観光・
交流のまち」の順になっています。“環
境保全”“健康福祉”“人づくり”“農
林業を中心に産業振興”に力を入れ
たまちづくりが望まれています。

■今後のまちづくりの特色について（全体）

優先度高い（上位10位） 
第１位 
第２位 
第３位 
第４位 
第５位 
第６位 
第７位 
第８位 
第９位 
第10位 

医療体制の状況（25.75点） 
雇用・就労対策の状況（24.46点） 
公共交通機関の状況（15.39点） 
工業振興・企業誘致の状況（13.44点） 
防犯体制の状況（9.41点） 
バリアフリー化の状況（8.80点） 
財政改革の状況（8.63点） 
商業振興の状況（7.69点） 
高齢者福祉の状況（7.66点） 
省エネ対策の状況（7.58点） 

第１位
第２位
第３位
第４位
第５位
第６位
第７位
第８位
第９位
第10位

イベントや各種行事の状況（－15.48点） 
文化芸術活動や施設の状況（－15.27点） 
国内外との交流活動の状況（－12.72点） 
スポーツ活動や施設の状況（－11.87点） 
地域活動などの状況（－10.86点） 
情報通信環境の整備状況（－10.57点） 
生涯学習活動や施設の状況（－9.85点） 
人権尊重に関する状況（－8.89点） 
自然環境の状況（－8.72点） 
広報・広聴活動の状況（－7.18点） 

 

20.0
20.0 50.0 80.0

50.0

80.0

自然環境の状況

省エネ対策の状況

防犯体制の状況

公共交通機関の状況

情報通信環境の整備状況

医療体制の状況

バリアフリー化の状況

高齢者福祉の状況

生涯学習活動や施設の状況

スポーツ活動や施設の状況

文化芸術活動や施設の状況

人権尊重に関する状況

国内外との交流活動の状況

商業振興の状況

工業振興・企業誘致の状況

雇用・就労対策の状況

地域活動などの状況

広報・広聴活動の状況

イベントや各種行事の状況

財政改革の状況

優先度低い（下位10位） 

満足度評価

重
要
度
評
価

重
要
度
評
価

重
要
度
評
価

優先度 高優先度 高優先度 高

優先度 低優先度 低優先度 低

（％）

29.1

20.9

18.4

17.8

13.8

10.5

9.6

9.3

7.1

3.1

2.8

2.0

36.2

0

環境保全のまち
健康・福祉のまち
子育て・教育のまち
安心・安全のまち
農林業のまち

快適住環境のまち
観光・交流のまち
商工業のまち
歴史のまち

町民参画・協働のまち
情報発信のまち

生涯学習・文化のまち
その他

回答数=354

【複数回答】 

40302010
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■今後のまちづくりの特色について（年齢別）

第１位 第２位 第３位
全体 環境保全のまち 36.2 健康・福祉のまち 29.1 子育て・教育のまち 20.9

年

齢

18～29歳 環境保全のまち 60.0 健康・福祉のまち 30.0 子育て・教育のまち 26.7
30～ 39歳 環境保全のまち /子育て・教育のまち（同率１位） 45.9 安心・安全のまち 21.6
40～ 49歳 子育て・教育のまち 35.3 健康・福祉のまち 29.4 環境保全のまち 26.5
50～ 59歳 環境保全のまち 41.9 農林業のまち 25.8 安心・安全のまち 24.2
60～ 69歳 環境保全のまち 41.9 農林業のまち 25.8 安心・安全のまち 24.2
70歳以上 健康・福祉のまち 31.7 環境保全のまち 27.5 農林業のまち 22.5

（２）小・中学生アンケート調査にみる意識
　本計画の策定にあたり、平成 21 年 11 月に、町内の小学５・６年生及び中学１・２年生、計
366 人を対象にアンケート調査を実施しました。

①町が好きか
　町が好きか尋ねたところ、「好き」が９割
ほどと圧倒的に多くなっています。その理
由としては、「自然が豊かで、水、空気、食
べ物がおいしい」が最も多く、“自然”“環境”
等への評価が高いものとなっています。

②町は住みやすいと思うか
　添田町が住みやすいと思うか尋ねたとこ
ろ、「住みやすい」が「住みにくい」の 6.4
倍となっています。“自然が豊か”で、“安
全安心な”ことが「住みやすい」主な理由
となっています。

③大人になっても町に住みたいか
　大人になっても添田町に住みたいと思う
か尋ねたところ、「住みたくない」が「住み
たい」よりも僅かですが多くなっています。
「住みたくない」理由としては、「他の町に
も住んでみたい」が最も多く、次いで「添
田町には働く場所（高校・大学を含む）が
ない」及び「大型店舗やスーパー・店舗等
が少なく不便であり、交通の便なども悪い」
となっています。

（３）調査のまとめ
　18 歳以上の町民、小・中学生ともに、町に対し、豊かな自然環境に恵まれていることなどから、
愛着度が高く、また住みよいと感じています。
　18 歳以上の町民の間では、医療体制や雇用・就労対策、公共交通機関の充実への施策ニーズが
強いものとなっています。また、小・中学生の大人になってからの定住意向については、「住みた
くない」が「住みたい」を上回り、その理由として、働く場所がないことや、買い物や交通の便
の悪さの比重が大きなものとなっています。
　全体として、町民が愛着を感じている豊かな自然環境の保全のもとに、地域資源を活かした農
林業を中心とする産業振興、健康福祉、人づくりなどに力を入れたまちづくりが求められている
と言えます。

■町が好きか

■町は住みやすいか

■大人になっても町に住みたいか

（％）
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大型店舗やスーパー・店等が少なく
不便であり、交通の便なども悪い

その他

どちらでもない

（％）0 5040302010

住みたくない49.2
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第３章　町の地域特性とまちづくりの課題

第１節　本町を取り巻く時代動向
　社会・経済情勢の変化は、行政運営に大きな影響を及ぼします。時代の潮流を的確にとらえ将来を
見据えたまちづくりを進める必要があります。

（１）地方分権に対応した地域の魅力づくり
　平成 12 年の地方分権一括法の施行、国の三位一体の改革、平成 18 年の地方分権改革推進法の
成立など、近年、町を取り巻く環境が大きく変化しており、今後さらに、国から地方への権限や
税財源の移譲など、地方分権改革の議論が加速していくことが予想されます。
　本格的に地方分権時代が到来した場合には、住民に最も身近な基礎自治体である市町村が地方
行政の中心的な役割を担っていくと考えられ、真の分権型社会にふさわしい行財政基盤の強化や
自立した地域経営の確立を図り、自己決定・自己責任の考え方を基本として、個性豊かな施策を
展開し、地域の価値や魅力を高めていくことが求められています。

（２）少子高齢化、人口減少の加速的な進行
　我が国では、出生率が長期的に低下し続けている一方、平均寿命の伸長などにより総人口に占
める高齢者の割合が急速に増加しています。また、総人口は、既に平成 17 年から減少局面に入っ
ており、今後、本格的な人口減少時代を迎えます。
　こうした少子高齢化や人口減少の進行に伴って、経済成長力や地域活力の低下をはじめ、医療・
福祉、教育など様々な分野への影響が懸念され、大都市圏と地方との地域間格差の問題も指摘さ
れるなど、これらを前提とした社会経済システムの見直しや活性化などの対応が急務となってい
ます。
　特に中山間地域や農山村では、少子高齢化や人口の流出など深刻な問題が生じ、集落の維持
が困難となることや国土保全、水源かん養といった多面的機能の低下などの影響が懸念されて
います。

（３）環境意識の高まりによる森林の価値の再認識
　地球温暖化の進行は、地球規模での異常気象の発生、生態系の変化等の広範な影響が予想され
ており、人類共通の課題となっています。こうした中で、地球環境への負荷の軽減や循環型社会
の形成、自然環境の保全・再生など、実効性のある取り組みを緊急に講じていくことが求められ
ており、豊かな森林や水環境の価値を再認識する気運などが高まっています。

（４）まちづくりにおける住民の役割の高まり
　地域の住民ニーズの多様化などを背景として、住民自治組織や地域コミュニティなどで、自己
決定・自己責任の考え方に基づいて、自ら地域の諸課題の解決にあたる実践的な活動も重要性を
増しています。
　このように公共の分野の活動を、行政と地域住民が連携を図りながら、共通の目的意識と責任
感を保ち相乗効果を高められるよう、協働していくことが一層重要となります。

（５）地域産業の再生による活力づくり
　わが国の経済は、全体的に低迷しており、厳しい局面に立たされています。このままいくと、
景気悪化の長期化が懸念されます。
　特に、地方における産業・経済は、こうした景気の動向や地域間及び国際間競争の激化等を背
景に厳しさを増し、第１次産業の低迷、既存商業の衰退、企業立地の停滞などの要因となり、こ
れらに伴う雇用情勢の悪化や地域全体の活力低下が大きな問題となるため、地域産業の再生が強
く求められています。
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（６）安心・安全に対する意識の高まり
　自然災害の頻発、悪質な犯罪の多発、国境を越えた感染症の発生、食品の安全問題などを背景に、
安心・安全に対する人々の意識が高まっています。
　近年、全国各地で大規模な地震や集中豪雨等に伴う激甚な災害が発生している中で、災害の発
生に対して被害を減らす減災の視点で自然災害と向き合い、適切な備えを怠らないことが一層重
要性を増しています。
　また、医療体制や福祉の充実、食の安全の確保、雇用問題への対応、治安の維持など、安心で
安全に暮らせる環境の創出に対する期待が強まっています。

（７）高度情報化社会の到来
　情報通信技術の飛躍的な発達は、生活の利便性を向上させ、産業の生産性・効率性を高めるなど、
社会生活・経済活動に変化をもたらします。その一方で、高度情報化の進展に伴い、情報格差の
解消や、情報通信システムの安全性や信頼性の確保などの課題も生じています。
　また、国は、さらなる技術の進歩により、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワー
クにつながり、人と人に加え、人とモノ、モノとモノとの情報のやりとりが自在にできるユビキ
タスネットワーク社会※の実現により、情報通信技術の利用が隅々にまで浸透していくことを目指
しています。
　今後は、少子高齢化や人口減少社会において、防災、保健・医療・福祉などの生活に密着した
分野や産業、地域づくりなどの様々な場面で、情報通信技術が人々の活動を補完、活性化し、社
会経済の発展に寄与することが期待されています。

第２節　まちづくりに活かすべき地域特性・魅力
　新たなまちづくりの推進にあたっては、本町発展の鍵となる地域特性や魅力を改めてとらえ直し、
これらを各種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すると以下のとお
りとなります。

（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、地域活性化につなげる交流資源としても、より一層活用していくことが必要です。

（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あり、環境保全に十分留意し、今後ともまちづくりに積極的に活用して
いくことが必要です。

※ユビキタスネットワーク社会：「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がコンピューターネットワークをはじめとしたネットワーク
につながることにより、様々なサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会を言う。
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（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、安全な食の供給基地となっています。また、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取り組んでいます。
　また、町内には神話と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・研修施設や道の駅「歓遊舎ひこさん」、「英彦山スロープカー」、「英
彦山花園」などの集客施設、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。
　今後のまちづくりにおいては、こうした地域資源の魅力を最大限に引き出し、今まで以上に地
域の活性化、定住の促進に役立てていくことが必要です。

（４）健康・福祉を重視する元気なまち
　本町は、保健センター「岩石城」、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。
　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。
　少子高齢化が進む中、保健・医療・福祉の連携を一層強化し、町民一人ひとりが生涯にわたっ
て健やかに生き生きと暮らせるまちづくりに取り組んでいくことが必要です。

（５）まちや地域への愛着心と連帯意識の強さ
　人口の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、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。
　今後のまちづくりにあたっては、こうした郷土愛、地域連帯感等を十分に生かしながら、自立
した地域づくりを進めていくことが必要です。

第３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）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必要です。この
ため、基幹産業である農業、観光など地域の特色ある産業の連携による相乗効果の発揮と、バラ
ンスのとれた振興を図ることが課題となっています。
　また、新たな特産品づくりが求められているほか、将来の地域産業を支える地元に根ざした人
材育成が必要とされています。
　農業は環境を守り多面的機能を発揮する生命産業であり、食料自給率向上や食の安心・安全に
向けた重要性を踏まえ、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が課題となっています。
　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とともに、利用段階に移行しつつある人工林の有効活用をするために
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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※1 の有効活用
等に取り組み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。
　商業については、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」の有効活用により地場産品とつながりをもたせた商業の振興を促進す
ることが課題となっています。
　観光面では、リピーターの増加を図るため、自然や、歴史文化などの観光資源の活用や地域産
業との連携による魅力の創出、情報発信、祭りやイベントの魅力向上、地域資源を活かした特産
品の開発（地域ブランド化）等が課題となっています。

（２）環境の保全と安心・安全で快適なまちづくり
　緑豊かな自然や、地域環境を町民の大切な宝物として、素晴らしい環境がいつまでもその輝き
を保ち続け、持続可能な社会をつくるため、豊かな自然環境の維持・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り組み、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。
　循環型社会の形成に向けては、リサイクルをはじめとする３Ｒ※2 や４Ｒ※3 の普及推進など、ご
みの減量に対する継続的な取り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※４、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。
　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、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り組み、子どもや高齢者の交通事故防止についても、関係機関
との連携による取り組みが、それぞれ課題となっています。
　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ます。また、土砂災害対策
や水害対策のほか、地域における災害時の情報連絡体制づくり、防災行政無線システムの整備、
各施設の耐震化など災害に強いまちづくりの取り組みが求められています。
　上水道については老朽管及び施設の改修、水道経営の安定化を図ることが求められています。
また、汚水処理については、町民の衛生的な生活確保及び若者の定住促進のため必要不可欠であ
ることから、財政的負担に配慮しつつ、町内の地域特性に合った基盤の整備が課題となっています。

（３）安心できる健康・福祉のまちづくり
　本町の高齢化率はすでに 32.3％（平成 17 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の減少が一層進行することが予想されます。このため、これまで
以上に健康維持のための支援や環境整備、特に高齢者の人口増加に伴う新たな町民ニーズへの対
応など、町民が住みやすい社会基盤の強化を図り、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などの推進が求められています。
　また、地域医療についても、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。
　本計画期間中にいわゆる団塊の世代が 65 歳を迎えるため、その力を活用し、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
制づくりを推進していく必要があります。
　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り組みが重要であり、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。

※1 木質バイオマス： バイオマス (Biomass) は、もともと生態学用語で、「一定面積内の生物現存量」のことを言い、現在では「利用
可能な生物資源」の意味で用いられている。そのなかで、特に森林、樹木から発生する木質のものが「木質バイ
オマス」と総称される。

※2 ３Ｒ：リデュース（減量）、リユース（再利用）、リサイクル（再資源化）を言う。
※3 ４Ｒ：上記３Ｒにリフューズ（ごみになるものの拒絶）を加えたものを言う。
※4 小水力：マイクロ水力発電とも言い、100kW以下の小規模で建設費・運用費の安い水力発電であり、中小河川や用水路などの小

さな高低差を利用した水力発電を言う。 



13

第1部　序　論

（４）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。
　道路整備については、緊急性や、重要度により効率的な整備を進め、社会的生活基盤については、
改修整備によって長寿命化を図る必要があります。
　交通基盤については、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の利便性の向上が求められています。
　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。
　さらに、公共施設等の整備にあたっては、どこでも、だれでも、自由に、使いやすくというユニバー
サルデザイン※の考え方を踏まえた整備が必要とされています。

（５）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。
　特に、次代を担う子どもたちの健全育成は、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、学校・地域・家庭が連携して、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。
　さらに、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、文化・芸術活動の振興や交流活動の促進に努めるなど、人づくりへの取り組
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。
　教育分野に共通する課題として、専門的な人材やリーダー間の連携など人材活用が重要となっ
ています。

（６）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。
　そのため、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導入しこれを活用しな
がら、効果的で効率的な運用を図る必要があります。また、政策については、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。
　さらに、広域行政では、近隣自治体との連携を密に保ちながら、より複雑化・高度化していく
町民ニーズに的確に対応していく必要があります。
　本格的な地方分権の時代を迎え、町民の責務として「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、町民と行政との協働の
まちづくりに向けた取り組みが、これからの自立したまちづくりの原動力として必要不可欠なも
のとなっています。さらに地域コミュニティの活性化や連携の強化を図り、より一層の町民参画
の促進や、町民と行政との協働体制の確立が課題となっています。

※ユニバーサルデザイン：バリアフリーの発展した考え方。ユニバーサルデザイン（Universal Design、UDと略記することもある。）
とは、文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・
製品・情報の設計（デザイン）を言う。
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第１章　町の将来像

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。

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

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

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。

第２部　基本構想

自主・自立

連携・協働

安心・安全

■町の将来像

  

自主自主
・
自立自立
自主
・
自立

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～

連携連携
・
協働協働
連携
・
協働

安心安心
・
安全安全
安心
・
安全
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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
　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、各産業が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
　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
　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
　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、町民
や観光客のニーズに即した公共交通の充実に努めます。
　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
　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
　「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挙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、コーホート
センサス変化率法※１を使った人口
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。
　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ＵＩＪターン者※２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。

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。
　旧福岡県立田川商業高等学校の跡地については、町の活性化に資するよう、有効利用を図り
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。

※１コーホートセンサス変化率法：同時出生集団の一定期間における人口の変化率を計算し、その変化率が将来も変化しないと仮定して
将来の人口を推計する方法を言う。

※２UIJ ターン：Uターンとは都市等で生活している人が、郷里に戻って定住するという意味で使われる。また、 I ターンとは郷里以外
の地方へ移住すること、Jターンとは郷里までは戻らず途中あるいは同じ県内の都市などへ移住することを言う。

■将来人口の枠組み

老年人口
(65歳以上）

生産年齢人口
(15～64歳）
年少人口
(14歳以下）
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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、
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。

■土地利用構想図

市街ゾーン
歓遊と健康交流拠点

山村交流
拠点ゾーン

南
北
基
幹
交
流
軸

水と森の
グリーン産業ゾーン

水と森の
グリーン
産業ゾーン

森林浴と
山伏の里ゾーン

先進農業
ゾーン
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第２章　施策の大綱

将来像・将来像・
基本理念基本理念

施策の柱施策の柱 施策項目施策項目将来像・
基本理念

施策の柱施策の柱 施策項目施策項目施策の柱

第1節

施策項目

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

自
主
・
自
立

自
主
・
自
立

連
携
・
協
働

連
携
・
協
働

安
心
・
安
全

安
心
・
安
全

自
主
・
自
立

連
携
・
協
働

連
携
・
協
働

連
携
・
協
働

安
心
・
安
全

安
心
・
安
全

安
心
・
安
全

地域の特性・資源
を活かした活気
のあるまちづくり

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

第3節
健やかでいきい
きとした安心の
まちづくり

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

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

第6節
連携と協働によ
る自立のまちづ
くり

(1)農業の振興

(2)林業の振興

(3)商工業の振興

(4)観光の振興

(5)雇用・労働対策の充実

(6)特産物の開発とブランド化の推進

(7)有害鳥獣対策の推進

(1)自然環境の保全と地球環境の保全

(2)ごみ・し尿処理の推進

(3)交通安全・防犯・消費者対策の充実

(4)防災・危機管理対策の充実

(5)上水道・汚水処理の整備

(6)住宅の整備

(1)人権の尊重

(2)学校教育の充実

(3)社会教育・生涯学習の推進

(4)スポーツ活動の推進

(5)文化・芸術活動の振興

(6)地域間交流・国際交流の推進

(1)町民参画による協働のまちづくり

(2)男女共同参画社会づくりの推進

(3)コミュニティ活動の活発化

(4)広域行政の推進

(5)効率的・効果的な行財政運営の推進

(1)健康づくりの推進と地域医療の充実

(2)高齢者福祉の充実

(3)子育て支援・児童福祉・ひとり親福祉の充実

(4)障がい者福祉の充実

(5)地域福祉の充実

(1)道路の整備

(2)公共交通の維持・充実

(3)情報ネットワークの整備・活用

(4)調和のとれた土地利用と良好な景観形成
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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
　地域の特性を活かした営農、特に高収益性の作目、作型の導入により担い手を中心に農業収
益の増大に努めて産地化を図ります。
　また、農地の持つ公益的機能に着目した環境保全型農業を奨励し、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、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、未利用の木質バイオマスの有効活用
等を推進し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
　行政、商工会及び商業者が一体となって、地域の特性と実態に応じた商業を推進し、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
により地場産品とつながりをもたせた商業の振興を促進します。
　地場小企業の経営の安定化を図るため、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
　リピーターの増加など、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しつつ、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、長期滞在型観光の推進など、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を新たにし、関係機関
と協調して、地域資源の再発見などを進めるとともに、観光ボランティアとの連携、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。

（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）特産物の開発とブランド化の推進
　本町の特性・資源を活かした産業振興を図るため、「日子の水」「ウコン」「ＧＡＢＡ※入りイ
チジク豆乳」などの特産物について、商品の形態を増やすとともに、インターネット等の活用
により宣伝活動を強化し販路拡大を図ります。
　また、道の駅「歓遊舎ひこさん」を拠点とし、添田ブランドとして新しい農産加工品等の開
発を行います。

※ＧＡＢＡ：抑制性の神経伝達物質であるγ -アミノ酪酸（ガンマ アミノらくさん）の頭文字で、血圧を下げる効果があるとされる。
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　さらに、農林業や商工業、観光など地域の特色ある資源を活かした、新たに魅力的な地域ブ
ランドを創出するため、産業間の連携を促進します。

（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）自然環境の保全と地球環境の保全
　本町の豊かで美しい自然を次世代へ継承するため、水源かん養や環境保全林の育成、水質保
全、多種多様な生態系の維持保全など、自然環境の保全に努めます。
　また、低炭素型社会の形成を目指し、省エネルギーの積極的な推進や自然エネルギーの活用
を促進します。さらに、産業活動に伴う環境への影響や日常生活から生じる生活公害を防ぐと
ともに、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。

（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、学校の耐震化などを図ります。
　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、危
機管理体制の整備を進めます。

（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、浄化槽、コミュニティプラントなどの普及・
整備に努めます。

（６）住宅の整備
　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。
　また、定住の促進を図るため、優良な宅地の供給、ＵＩＪターン者向け空き家情報の提供に
努めます。
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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。

（５）地域福祉の充実
　すべての町民が住み慣れた地域の中で安心して暮せる環境づくりに向けて、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福祉サービスの仕組みづくりに努め
ます。そのため、社会福祉協議会をはじめ民生・児童委員、婦人会、老人クラブなど各種団体
の連携強化のもとに、近所での声掛けや見守りなどのボランティア活動の推進、また、災害時
や緊急時の支援体制の整備など、地域が一体となって支えあう相互扶助体制の構築に努めます。

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）道路の整備
　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り組みに努めます。
　また、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交通の更なる利便性向上を図るため、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に努めます。
　また、公共交通機関施設・設備等のユニバーサルデザイン化の向上に努めます。

（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
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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、個
人情報や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、旧福岡県立田川商業高等学校跡地等の有効利用、公園・緑地の整備、
河川の安全確保に努めます。
　また、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。

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、山村留学・交流事業など特色ある教
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、
町人材バンク※の充実、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）文化・芸術活動の振興
　英彦山神宮奉幣殿をはじめ文化財の維持保存、伝統芸能の保存継承に努めるとともに、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。
　また、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。

※町人材バンク：町民の文化活動や体育・スポーツ活動等を支援するため、知識・技能や経験を有する人を生涯学習指導者として登録し、
町民等からの要請に応じて指導者として活動してもらう制度を言う。
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（６）地域間交流・国際交流の推進
　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活性化
　地域コミュニティ活動の拡充と活性化を図るため、コミュニティの基礎的組織である行政組
への加入の促進と地域の実情を踏まえたコミュニティ活動等が維持できる適正規模への再編に
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）効率的・効果的な行財政運営の推進
　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、行政
評価による施策の検証を行うとともに、電算化の推進、職員の能力向上と意識改革を図ります。
　行財政改革については、これまでも継続して取り組み、効率的な行政サービスの提供を図っ
てきましたが、財源状況が厳しいことから、さらに行財政システム全体を見直す構造改革を進
めます。
　また、財政基盤の強化のため、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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重点行動プロジェクト１

重点行動プロジェクト２

第３章　重点行動プロジェクト

　今後 10 年間のまちづくりを進めていくにあたって、町の将来像の実現をリードし、重点的、誘導的
に進めるべき施策を「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主要施策を一体的
にとらえ直し、連携を図って計画的に取り組んでいきます。町民ニーズ等を踏まえ、次のとおり３つ
の重点プロジェクトを展開し、新しいまちづくりを推進していきます。

添田町魅力づくり３６５０日プロジェクト

ねらい

　定住の促進のためには、誰もが“住んでみたい” “住みつづけたい”と感じるような魅力をもっ
たまちとなることが重要となります。このため、豊かな自然、歴史文化などの地域特性・資源を
活かし、“魅力の開発”“魅力の磨上げ”“魅力の発信”の魅力づくりのサイクルを形成する取り組
みを重点的に進めます。

主な取り組み

●水源かん養や環境保全林の育成
●木質バイオマスほか自然エネルギーの活用
●地域に適した汚水処理施設の普及・整備
●地域資源を活かした景観づくり
●特産物の宣伝強化、販路拡大（ネット販売等）
●添田ブランドとして新しい農産加工品等の開発
●環境保全型農業の奨励
●山村留学・交流の推進
●ＵＩＪターン者向け空き家情報の提供
●町のホームページをはじめ多様な手段によるタウンセールス活動の推進（地域ブランドとして
　添田ブランド・英彦山ブランドの確立）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農林業立町・観光立町チャレンジプロジェクト

ねらい

　町民や小中学生に対するアンケート結果では、今後のまちづくりの主要課題として働く場の確
保が多くあげられています。本町の産業特性・資源を活かし、農林業と観光の振興による活力あ
るまちを目指した取り組みを重点的に進めます。
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重点行動プロジェクト3

主な取り組み

●高収益農業の振興による担い手の育成
●農産物加工施設の整備
●生産から加工、販売（直売所等）に至る農林業振興サイクルの確立
●“英彦山”観光の宣伝強化
●自然、歴史・文化を活かした交流型・体験型観光づくり
●観光資源のネットワーク化と観光資源の見直し
●温泉宿泊施設の充実
●食・料理の開発
●集客イベントの創出
●インターネット等を活用した積極的な観光客誘致活動の推進
●道の駅「歓遊舎ひこさん」の環境整備による機能強化及び観光・農林業・商業との連携
●観光ボランティアガイドとの連携
●スポーツ合宿、セミナー合宿等による滞在型観光づくりの推進　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連携と協働による元気まちづくりプロジェクト

ねらい

　本町では少子高齢化、人口減少が急速に進んでいます。このため、町民・行政・地域の連携と
協働による支えあいによる、安心して安全に暮らせる元気なまちを目指した取り組みを重点的に
進めます。

主な取り組み

●広報・広聴活動の充実
●地域と行政職員のネットワークの構築 
●行政組への加入促進と組の適正規模への再編によるコミュニティ活動の活性化
●地域安全ネットワークの整備
●自主防災組織の育成
●地域ぐるみの子育て支援体制の形成
●声掛け、見守りによる支えあい活動の推進
●災害時や緊急時の支援など地域が一体となった相互扶助体制の構築
●町民との協働による景観づくり
●地域における学校運営の支援
●町人材バンクへの登録促進
●ボランティア活動の推進
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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

第１節　農業の振興
現状と課題
　近年、食料の安定供給だけでなく、食の安全志向が高まるとともに農業・農村には多面的な機能
が求められていますが、農業・農村を取り巻く環境は厳しく、農業従事者の高齢化等による耕作放
棄が進み、経営耕地は減少傾向にあります。
　本町の農業は、中山間地域特有の条件不利農地において、露地及びハウス栽培での野菜・花きに
水稲等を組み合わせるなどの単作及び複合経営が行われています。近年では、土地基盤整備事業と
平行して設立された集落営農組織において、水稲と大豆等を組み合わせた作付をしていますが、米
作が主体であり、米価低迷及び高齢化等による担い手の減少もあり、未整備農地を中心に耕作放棄
地が増大してきていることから、この解消及び抑制を図ることが緊急の課題となっています。

施策の方針
　優良農地の保全や生産基盤の整備・維持に努めるとともに、生産から加工、販売（直売所等）に
至るまでの農業振興サイクルのシステムづくりを推進します。

主要施策

①農業生産基盤の維持と優良農地の確保
　農地や農業用用排水施設及び農道等農業生産基盤について、“農地・水・環境保全向上対策”など
を活用しながら地域の実情に応じた適正な管理による保全や適切な生産活動を行うことにより、農
業・農村が有する多面的機能の低下の防止に努め、優良農地の確保及び遊休農地対策を推進します。
②担い手の育成確保
　担い手の育成確保を図るため、意欲ある認定農業者及び集落営農組織に対し、農地流動化や農作
業受託による土地利用調整を推進するとともに補助事業等による支援を行います。
③耕作放棄地対策の推進
　耕作放棄地の解消及び抑制対策の一つとして、町が出資した株式会社による特産品づくり及び雇
用の創出と拡大を推進します。
④多様な農業者の育成確保の推進と安全・安心な作物づくり
　女性や高齢農業者などの多様な農業者の育成確保を推進するほか、安全・安心な食の観点から、
減農薬減化学肥料などの作物づくりを推進します。
⑤新規作物等導入の試験圃

ほ

　地域に適合した優良品種や品種構成を選定するため、試験圃を設置して栽培技術の確立と技術習
得を推進します。
⑥病害虫の防除作業の推進
　安全・安心な農作物づくりのため、農薬の適正利用や農薬飛散低減を推進するとともに、水稲に
ついては無人ヘリコプターによる防除作業を継続していきます。
⑦観光・交流事業との連携
　観光との連携や消費者及び都市との交流を推進し、農業・農村の活性化を図ります。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
耕作放棄地の解消及び抑制面積 ha 0 4
認定農業者数 人 16 20

第３部　基本計画
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第２節　林業の振興
現状と課題
　本町の森林の多くは間伐等の施業が必要な育成段階にあり、施業が遅れ荒廃した山林も多く目立っ
ている状況です。また、高齢級の山林も増加しつつあり、適切な時期に確実に施業を行い資源として、
本格的に利用可能な段階を迎えています。
　今後は、保健・文化・教育機能、環境保全機能等の公益的機能の発揮を図りつつ地球温暖化防止
の視点も加えて、木材資源の効率的な循環・利用を促進するため、若齢、荒廃山林の施業に加え伐
期を迎えた山林についても伐採や間伐を適切に実施するほか、未利用の間伐材等の有効利用を図っ
ていく必要があります。

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。

主要施策

①水源の森づくりの促進
　水源の森づくりを進めるため、適正な間伐等を行い、状況に応じて植栽や天然力を活用し広葉樹
の導入を行い育成複層林※へ誘導します。また、継続的な育成管理が必要な森林については本数調整
伐や適正な保育等を推進します。
②荒廃森林の解消
　本県の「荒廃森林再生事業」を主体として手入れの不十分な山林に対して積極的な施業の指導を
行い、将来的に森林の持つ多面的機能（洪水や渇水及び土砂災害の防止、地球温暖化対策等）の発
揮に支障の恐れがある山林を解消します。
③森林資源の循環利用と作業の効率化
　本町の人工林資源は育成段階から利用段階に移行しつつあることから森林資源を有効活用し、木
材の生産、加工を行う林業及び木材産業を振興することで森林資源の循環型利用体制の整備を図り
ます。
ア　施業の集約化（団地化）
　森林所有者へ施業の集約化の必要性を周知するため森林組合等と共同で施業の集約化を推進
し、間伐材の利用率を高めます。
イ　林内作業の効率化
　施工の集約化を行い間伐材利用を活発化させるため、低コスト作業路網の整備及び高性能機
械の活用等による作業の効率化を推進します。
ウ　効率的な木材流通ネットワークの構築
　間伐材の利用率を高めるため、森林組合、木材市場、製材所、木材需要者等の木材を取り扱
う関係者での組織づくりを進め、効率よく木材流通が行われるようネットワークを構築します。
　森林施業時の林地残材や製材時の端材など未利用の木質バイオマスを熱エネルギー等へ有効
活用できるような取り組みを推進します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
林道延長 km 51.8 61.8
林道密度 m/ha 682.4 814.1
素材生産量 ㎥ 7,000 17,400

※育成複層林：森林整備の多様化のため、伐採や植林の複合による樹齢や樹種の異なった樹木で構成される森林を言う。
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第３節　商工業の振興
現状と課題

＜商業＞
　本町の商店数は、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、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、商店街としての機能についても、店舗の減少とモータリゼーションの進展、周辺都市の商
業力の充実などにより低下し、その形成を失っている状況にあります。
＜工業＞
　本町の工業は、食料品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。
　企業誘致に積極的に取り組んでいますが、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。

施策の方針
　町民の買い物等の利便性の確保のため、商業機能の維持や町外からの消費者の誘導に努め、商業
の活性化を図ります。また、工業経営の近代化を支援するとともに、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。

主要施策

①商業の振興
ア　商業の近代化の推進
　行政や商工会及び商業者が一体となって、地域の特性と実態に応じた商業の個性化を推進し、
地元購買力の流出防止に努め、商業の活性化を図ります。
イ　観光消費との連携
　本町は観光地英彦山を有するとともに、様々な農林産物や民工芸品などの地場産品が生産さ
れており、これらと連携した商業の振興を促進し、併せて道の駅「歓遊舎ひこさん」の有効活
用を推進します。
ウ　商業者の意識改革と商業イベント等の促進
　商業活動にとって特に重要である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
種講習会やセミナーなどに積極的に参加してもらい、研修を重ねるとともに、イベントなどを
開催することにより商業活動の助長を行い、地元購買力の増強を図ります。
エ　商工会への活動支援
　商工会活動への支援に努めるとともに、商工業者育成のため公的融資制度の活用等を図ります。

②工業の振興
ア　地場企業振興活動の推進
　田川８ヶ市町村で構成する「田川地区振興促進協議会」を中心に国、県、商工会などと緊密
な連携のもとに田川市郡が一体となって地場企業との交流を促進し、情報の交換、技術力、経
営ノウハウの充実を図るとともに、産業まつりや各種イベントなどを開催し、ＰＲに努めます。
イ　企業誘致の推進と企業立地環境の整備
　関係諸団体との連携を図り、地域特性・資源に合った企業の誘致活動を推進します。
　また、若年労働者の定住を促進するため、教育環境、居住環境、文化を含めた地域の社会的
基盤の充実など企業立地環境の整備に努めます。
ウ　共同化、協業化の推進
　地場企業の競争力向上を図るため、公的融資制度の活用等により、共同化や協業化、技術水
準の向上を促進し、経営の近代化に努めます。
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成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
商業商店数 店舗 162 170
商業就業者数 人 536 550
商業年間商品販売額 百万円 5,066 5,100
製造業事業所数（4名以上） 事業所 8 10
製造業従業者数 人 107 150
製造品年間出荷額 百万円 450 500

第４節　観光の振興
現状と課題
　平成 18 年 12 月に「観光立国推進基本法」※が成立し、全国的に観光振興への取り組みが盛んになっ
ています。
　本町における観光施策も、豊富な観光資源や地域資源を活かし、自然の恩恵を受けた歴史と文化
の薫り高いものであり、産業としての基盤と心豊かな安らぎの場としての提供機能は極めて高いこ
とが特徴となっています。
　しかし、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用が不便な点や、冬期の積雪
による観光客の減少などの問題もあり、年間を通じ観光客の安定した集客を図ることが課題となっ
ています。

施策の方針
　年間を通した安定的な観光集客を図るため、観光資源のネットワーク化を進めるほか、観光案内・
交流イベントやＰＲ・誘客活動など観光客受け入れ態勢等の充実強化を図ります。

主要施策

①交流型・体験型観光及びリピーター確保対策の推進
　多様化、個性化する観光ニーズを的確に把握しつつ、町の自然環境や歴史・文化を活かした交流型・
体験型及び滞在型観光を推進し、年間を通じた安定的な集客とリピーター確保対策に取り組みます。
②観光資源の整備見直し
　英彦山を中心とした観光資源のネットワーク化や温泉宿泊施設の充実、食・料理の開発など観光
資源の整備見直しを行うとともに、魅力ある観光スポットの整備を推進します。
③観光客の受け入れ態勢の充実強化
　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を新たにし、関係機関と協調して、
地域資源の再発見や新たなイベントの創出、観光ボランティアとの連携強化、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。
④ＰＲ誘致活動の充実
　インターネットをはじめあらゆる媒体を利用した情報発信など積極的な宣伝活動を行い、観光客
の誘致を図ります。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
観光入込客数 人 1,315,100 1,500,000
公共宿泊施設宿泊者数 人 15,935 18,000

※観光立国推進基本法：観光をわが国の重要な政策の柱として位置づけ、観光立国の実現に関する基本理念と方針について定める法律。
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第５節　雇用・労働対策の充実
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
町の特色を活かした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。

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。

主要施策

①雇用情報の提供体制等の整備
　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既存産業の活性化
　本町の基幹産業である観光産業及び農林産業の計画的な振興を図り、地域ブランド化確立のため
などの支援や施策の展開により雇用の創出を目指します。
③新たな基盤産業創出と支援
　本町の持つ自然環境や歴史を有効に活用した新たな産業の創出や起業を行う者への支援等の実施
を図り、新規雇用の創出を目指します。
④企業誘致の推進
　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します。
⑤起業・就労支援の充実
　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。

成果指標

指標名 単位 平成17年度（実績） 平成26年度（目標）
就業率（15歳以上の就業者） ％ ４５．１ ５０．０
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第６節　特産物の開発・ブランド化の推進
現状と課題
　本町では、地域資源を活かした特産物の開発や販売を行っていますが、特産物の差別化が図れず、
販路拡大は極めて厳しい状況にあります。
　特産物の開発にあたっては、地域資源の有効活用や付加価値を高めるための開発、さらには生産
から加工及び販売というサイクルの確立などの検討によりブランド化を図ることが求められています。

施策の方針
　特産物の販路拡大、ＰＲに努めるとともに、関係団体等と連携を図り地域資源を最大限に活用し
た新たな特産物の開発を進め、地域ブランドとしての確立を目指します。

主要施策

①特産物情報の発信
　町の特産物について、全国に向けインターネット等を活用して積極的に情報発信やＰＲを行うほ
か、パブリシティ※活動にも取り組み、周知に努めます。
②既存特産物の販路の拡大
　既存の開発特産物の「日子の水」「ウコン」「GABA入りイチジク豆乳」などについて、業務用販
売の促進や各種イベントにおける宣伝活動の強化を図り、販路の拡大に努めるとともに、地域との
連携により伝統的特産品などの情報発信を推進します。
　また、本町で生産された農産物等をセットにし、インターネット販売や通信販売など多様な形態
及び経路による販路拡大に努めます。
③農産物加工施設の整備
　加工品づくりの拠点となる農産物加工施設の整備を図り、生産から加工、販売という農業振興サ
イクルの確立に努めます。
④地域特産物の開発
　地域の特性を活かし、町民・地域・各種団体・行政が協力、連携し、添田町ブランドとして消費
者のニーズに即した新しい特産品の開発を行います。
⑤地域ブランドの確立
　上記の施策の継続的な実施により、町独自の地域ブランドイメージの形成を図り、地域ブランド
の確立を目指します。
⑥商店や観光施設との連携
　町内の商店や道の駅「歓遊舎ひこさん」をはじめとする観光施設と連携し、特産品を活用した販
売の展開や地産地消を含めた各種施策と連動した取り組みを推進します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
日子の水販売数 ℓ 10,150 18,000
ウコン販売数 kg 91.9 160.0

※パブリシティ：テレビや新聞、雑誌などのメディアにニュースや記事などとして取り上げてもらう宣伝手法を言う。
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第７節　有害鳥獣対策の推進
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。
　現在、関係団体による駆除や各農家等による防護対策を行っていますが、駆除従事者の高齢化等
により被害発生時における迅速かつ継続的な対応が困難となっており十分な成果が上がっておらず、
被害が拡大しています。

施策の方針
　「有害鳥獣の特性や個体数及び行動の変化」、「被害地域や有害鳥獣の生息環境の変化」、「被害対策
の手段や考え方」を調査検討したうえで、「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。

主要施策

①イノシシ及びシカ対策
　有害鳥獣の中でもイノシシやシカによる被害に対しては、捕獲による対策を強化し、現状の猟友
会による捕獲（駆除）だけでなく、農林家による捕獲者を育成し、自衛の捕獲体制を確立します。
また、町の被害対策実施隊との連携を図り捕獲技術や被害防止柵の設置などの研修・指導等を行い
ます。
②野生獣が住みつきにくい環境の整備
　地域が一体となり、放任果樹や廃棄野菜の管理等、野生獣に餌を与えない環境づくりを行います。
また、耕作地付近の雑木、雑草などの荒地の解消を行い野生獣が住みつきにくい環境づくりの普及
に努めます。
③捕獲（駆除）野生獣の地域資源化
　捕獲（駆除）野生獣肉を食肉用として利用するため、衛生的な処理施設を整備し、地域資源とし
て活用することで産業の活性化や食文化の継承につなげます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
野生獣による農林産物被害額 千円 27,193 16,400
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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

第１節　自然環境の保全と地球環境の保全
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、今後ともまちづくりを推進するために積
極的に活用していくことが重要です。
　また、新たな課題として、地球規模での温暖化が進み深刻な問題となっており、温室効果ガスを
削減するためには、町民、事業者、行政が一体となった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「添田公園」は年次計画により桜の植栽をしていますが、雑草木の影響から生育に支障
をきたしており、また他の公園、緑地においても同様に管理が十分に出来ていない箇所もあります。
　今後は、関係機関と協議しながら環境整備を推進することが課題となっています。恵まれた自然
を活かした公園、緑地の計画的な整備推進が求められています。

施策の方針
　自然との共生の場、癒しの空間として森林環境が創る豊かな自然環境の保全に努めるとともに、
地球環境の保全を目指した温室効果ガスの削減、低炭素社会づくりを進めます。

主要施策

①自然環境の保全
ア　森林の整備と水源の保全
　森林の整備を計画的に進め、森林資源とそれが創る生態系及び水源の保全に努めます。
イ　河川の水質保全
　関係機関との連携のもとに河川等の水質調査を定期的に実施し、周辺環境の監視に努めます。
ウ　温室効果ガスの削減、低炭素化社会づくりの推進
　温室効果ガス排出削減に向けての啓発を推進し、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転換を促進します。
　また、地球温暖化防止はもちろんのこと、災害対策や地域振興及び環境保全の観点から、各
家庭や公共施設での太陽光や木質バイオマス等の自然エネルギーの導入について検討します。
　さらに、町公用車のエコドライブの徹底をはじめ、環境面に配慮した車両の導入を進めます。

②公園及び緑地の整備
ア　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ながら、安心して登山できるよう登山道の整備を関
係機関と協議し検討します。
イ　公園の適切な管理と緑化思想の普及
　添田公園をはじめその他の公園及び緑地の適切な管理を行うとともに、緑あふれるまちづく
りを促進するため、緑化思想の普及に務め、町民一体となって環境にやさしい地域づくりの推
進を図ります。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
自然環境の豊かさ満足度 ％ 91.2 93.8
添田公園桜植栽本数 本（累計） 724 844
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第２節　ごみ・し尿処理の推進
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９種類 18 品目の分別収集を役場や各公共施設を
はじめ、現在２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。

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、ごみの排出抑制やリサイクル、し尿の適正処
理及び環境美化等を推進します。

主要施策

①３Ｒの推進
ア　地域でのごみの分別収集の推進
　全行政区において、９種類 18 品目の分別収集を実施し、再生可能な資源の循環とごみの減量
化を図ります。
イ　生ごみの排出抑制
　生ごみの排出抑制及び再資源化を促進するため、生ごみ処理容器等の購入助成を行います。

②不法投棄の予防
　地域や警察署と行政等が連携し、不法投棄の監視やモラル向上に向けて啓発活動を行います。
③し尿の適正処理
　し尿については引き続き田川郡東部環境衛生施設組合において適正な処理を行います。
④清掃美化活動の促進
　美しいまちづくりと住みよい環境づくりを目指し、町内一斉清掃等の清掃美化活動を推進すると
ともに、地域や各種団体が行う除草作業やボランティア活動を支援します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
ごみ収集量 トン 3,450 3,404
資源化率 ％ 4.3 9.2

し尿・汚泥収集量 kℓ
し尿 6,116 5,800
汚泥 4,126 4,283

分別収集推進地区数 行政区 2 6
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第３節　交通安全・防犯・消費者対策の充実
現状と課題

＜交通安全＞
　交通事故の発生件数は、交通量の増大とともに年々増加する傾向にあります。今後も道路環境や
交通条件の変化に対応しながら交通安全施設の更新や新設を進めるとともに、警察や交通安全協会
等の関係機関と連携を図りながら、交通安全運動の実施や子供から高齢者までの交通安全教室等を
開催し、総合的な交通安全対策を進めていくことが必要となっています。
＜防犯＞
　近年全国的に犯罪件数が増加していることを背景に、町民アンケート調査結果にも見られるよう
に、安心して暮らせる町を望む声が多くなっています。犯罪やその被害を未然に防ぐためには、町
民の自主的な活動が大きな効果を発揮することから、今後も関係機関と町民が連携し、防犯体制の
強化と意識の高揚を図っていく必要があります。
＜消費者対策＞
　高齢者や障がい者など、生活弱者等の消費者をターゲットとした悪質な訪問販売や架空請求など
のトラブルは後を絶ちません。そのため消費者に対して、消費生活に関する相談体制の強化や情報
の提供の充実などが求められています。

施策の方針
　交通安全及び防犯について意識の高揚や環境の整備を進め、交通事故や犯罪の起こりにくい環境
を整備します。また、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による消費者
の自立支援及び消費者相談の充実に取り組みます。

主要施策

①交通安全対策
ア　交通安全意識の向上
　春、秋の交通安全運動や年間を通じて交通安全教室を推進し、特に子どもや高齢者を交通事
故から守るため、交通安全に対する意識の高揚や啓発に努めます。
イ　交通安全施設の整備
　道路整備等と連動し、安全な道路環境づくりを推進するほか、カーブミラーやガードレール
等の交通安全環境の充実に努めます。

②防犯対策
ア　防犯体制の強化
　町民、特に児童生徒に対し防犯教育を進めるとともに、不審者出没箇所等危険箇所の把握及
び関連マップ等の作成・提供を図るなど、犯罪の未然防止に努めます。
イ　地域防犯機能の維持、向上
　防犯灯の設置や維持管理及び防犯に配慮した施設の整備をすることにより、地域防犯機能の
維持、向上を図ります。

③消費者対策
ア　消費者の自立支援
　消費者が適切な選択を行えるよう、学習機会の提供や被害の未然防止のための啓発及び情報
提供を行います。
イ　消費者相談の充実
　消費者トラブル防止のため、啓発活動や相談体制を充実し、消費者の保護と被害の未然防止
に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
交通事故発生件数 件 253 180
死亡者数 人 2 0
負傷者数 人 61 30
犯罪発生件数 件 43 20
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第４節　防災・危機管理対策の充実
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が多くなり、若年層の価値観の変化、地域における連帯
感が薄れていることもあって消防団員の確保が困難になっています。
＜防災・危機管理＞
　本町では、地形的条件や土砂災害から地すべり、急傾斜地崩壊、土石流、河川の氾濫等、様々な
災害が予想され、また高齢化率が高いことから、防災体制の更なる整備の充実、とりわけ災害時要
援護者避難支援体制の整備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から、
町民の生命、身体、財産を守るため、町の責務として有事に備え関係機関とその対処方法について
協議しておく必要があります。

施策の方針
　地震や風水害などの自然災害や火災等による被害を最小限に抑え、町民の生命・財産を守るため、
自主防災組織など地域防災力の強化を図り、災害時に迅速に対応できる体制の整備を図ります。

主要施策

①消防力の強化
ア　火災予防の推進
　住宅火災による逃げ遅れ防止のため、住宅用火災警報器の早期設置を促進します。また、高
齢者世帯などからの火災発生を防ぐため、福祉関係者と連携し、防火指導等を行い防火意識の
高揚を図るとともに住宅用消火器の普及促進に努めます。
イ　消防団の活性化
　団員が参加、活動しやすい事業を実施することにより、魅力ある消防団づくりを推進します。
また、各種訓練や研修活動を積極的に行い、団員の資質向上を図り、消防団の活性化に努めます。
ウ　消防資機材の強化
　消防車輌については、全体的に老朽化が進んでいるため、災害の多様化にも対応できるよう、
年次計画により更新します。また、消防水利については、既存水利の整備保全を図るとともに
低充足地区においては消火栓や防火水槽を計画的に設置し、その充実を図ります。
エ　常備消防と救急体制の充実
　常備消防・救急体制については、今後とも広域的連携により充実を図っていきます。

②防災体制の整備
ア　情報伝達体制と避難体制の充実
　同報系防災通信システム※の整備に努めるとともに情報伝達体制の充実を図ります。また、避
難場所の周知を図り、避難誘導体制の充実に努めます。
イ　自主防災力の強化
　自主防災組織の育成や非常用物資・資機材の備蓄に努め、自主防災力の強化を図ります。
ウ　防災意識の高揚
　各地域において防災訓練や広報活動（地域防災計画の周知等）を実施し、防災意識の高揚を
図るとともに啓発に努めます。

※同報系防災通信システム：町内へ防災情報等を一斉に伝達する通信システムを言う。
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エ　治水対策の推進
　河川改修の促進等により洪水の発生を軽減するとともに、洪水被害を想定したハザードマッ
プ※を作成し周知を図ります。
オ　土砂災害等対策の推進
　土石流、地すべり、がけ崩れなどを防ぐため、治山・砂防施設の設置を促進するとともに、
土砂災害警戒区域等の指定を通して、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警
戒避難体制の整備を進めます。
カ　災害時要援護者対策の充実
　災害弱者など災害時に援護を要する人についての避難支援プランを策定し、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
　公共施設の整備に当たっては、耐震性など防災機能を考慮して建設するとともに、学校等既
存施設の耐震診断を進め、必要に応じ、耐震改修を行います。また、住宅の耐震改修の促進を
図るとともに、家具転倒防止器具の設置促進を図ります。

③危機管理体制の整備
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を強化し、応
援体制の充実に努めます。
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の整備を進めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
消防団員数 人 195 205
自主防災組織数 組織 1 5

※ハザードマップ：洪水や土砂災害などの自然災害が発生した場合に被害が想定される区域を地図に示し避難場所などの情報を記載した
ものを言う。
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第５節　上水道・汚水処理の整備
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に給水する 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。安全で安心なお
いしい水を確実に供給するため、水源環境の保全・水質管理体制の強化はもちろん、老朽化した主
要施設・主要管路の更新・耐震化を計画的に整備していくとともに、経営基盤の強化を図っていく
必要があります。
＜下排水対策＞
　本町においては、流域下水道の整備は多額の事業費を必要とすることから整備が進捗していない
ため、費用対効果に十分に配慮した手法による下排水対策を早急に検討し、河川等公共水域の水質
保全を図る必要があります。

施策の方針
　安全・安心で、かつ安定的な水の供給のため、水道事業の充実を図ります。また、美しく快適な
環境づくりと地域の水質保全のため、費用対効果に十分に配慮した手法による下排水対策を推進し
ます。

主要施策

①水道事業の充実
ア　主要施設の改修
　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・緊急度などを考
慮し整備計画を策定し順次実施していきます。
イ　主要管路の更新
　主要配水管等については、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、
有収率※の向上に努め、また事故や災害時でも安定的な水の供給ができるように順次実施してい
きます。
ウ　経営基盤の強化
　水道料金の適正化、費用の見直しとコスト縮減、導入可能な民間委託手法の検討などに取り
組み、経営基盤の強化を図ります。

②下排水対策の推進
ア　浄化槽等の普及
　個人設置型の浄化槽やコミュニティプラント等の設置の推進を図りつつ、既存の単独処理に
よる浄化槽については、合併処理による浄化槽への転換に努めます。
イ　水質浄化への啓発
　排水の環境へ及ぼす影響について、その対処策についての啓発を推進し、町民自らの自発的
水質浄化を促します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
上水道の有収率の向上 ％ 85.0 86.5
生活排水処理率 ％ 18.7 26.3
浄化槽設置総数（補助事業分H6～） 基（累計） 510 697

※有収率：給水する水量と料金として収入のあった水量との比率を言う。
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第６節　住宅の整備
現状と課題
　本町の町営住宅管理戸数は、平成 21 年３月現在、公営住宅 15 団地 564 戸と改良住宅７団地 418
戸の計 22 団地 982 戸となっています。今後は、平成 20 年３月に策定した「添田町改良住宅等ストッ
ク総合活用計画」並びに今後策定予定の「公営住宅等長寿命化計画」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、用途廃止等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 IJ ターンに
対応した空き家活用、公営住宅の確保などの取り組みが急務となっています。

施策の方針
　町営住宅に関する各種計画に基づき町営住宅の整備を進め、住環境の改善を図ります。また、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。

主要施策

①町営住宅の整備
　添田町改良住宅等ストック総合活用計画並びに今後策定予定の公営住宅等長寿命化計画に基づい
て、老朽化が著しい団地の立替や緊急性の高い住宅の大規模改修及び土地の形状等を考慮し、用途
廃止並びに譲渡処分を検討し、国・県と協議を進めていきます。
②定住促進のための住宅の確保
　定住促進を図るため、優良宅地の供給を促進するとともに、町営住宅の適切な管理を図り、建て
替えなどにより住宅供給体制を整備します。また、ＵＩＪターン者への定住促進対策として、空き
家の調査等を行い、空き家情報の提供に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
町営住宅の建替工事 戸 10 97（※1）
町営住宅大規模改修 戸 18 96（※2）
町内空き家情報提供件数 件 0 10

※１：峰地団地45戸・幸地町団地48戸・（公）豊川団地４戸
※２：千代町団地36戸・不動団地54戸・（改）豊川団地６戸
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第３章　健やかでいきいきとした安心のまちづくり

第１節　健康づくりの推進と地域医療の充実
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。このため、母子・成人・老人保健の各分野の連携のもと保健サービスの充実
を図りながら健康づくりを推進し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、子どもから高齢者が安心して暮らすことができる医療体制づくりが求められています。

施策の方針
　町民一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る
とともに、感染症対策の推進や地域医療体制の充実等を図ります。

主要施策
①生活習慣病対策
　健康診査の充実と受診率の向上に努めます。また、健康教室・相談・訪問等の体制の充実を図り、
生活習慣の改善による疾病予防を推進します。
②がん対策
　がん検診の受診率の向上に努め、早期発見を推進するとともに、がんの予防に努めます。
③メタボリックシンドローム※対策
　健康教室の開催や情報提供を行い正しい知識の普及に努め、また、特定健診の受診率の向上に努
めるとともに、医師又は保健師等による保健指導を受けられる体制づくりを進めます。
④妊産婦や乳幼児の健康の確保及び増進のための支援
　乳幼児の健やかな発育と子育て支援のため、妊婦健康診査や事後指導体制の充実など母子保健事
業の充実を図ります。
　また、発達障がい等の早期発見と療育のために、健康診査の充実と関係機関との連携体制の強化
を図ります。
⑤食育の推進
　母子保健事業や健康教室・講座・イベントでの食育推進の事業を開催し、町民の食育に対する正
しい知識の普及を図ります。また、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進めます
⑥こころの健康づくりの推進
　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。
⑦感染症予防の推進
　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。
　感染症の情報の把握に努め、健康危機管理体制の整備を行います。
⑧救急医療体制の確保
　休日・夜間の救急医療体制を確保するため、田川地区休日救急医療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。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
乳幼児健診率 ％ 92 100
がん検診受診率 ％ 21～31 40
特定健診受診率 ％ 26.8 65
特定保健指導実施率 ％ 37.5 45.0

※メタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群の意で、食生活、飲酒、喫煙等の様々な生活習慣の蓄積による糖尿病、高血圧などの生活
習慣病が増大し、これを予防するため特定検診を実施している。
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第２節　高齢者福祉の充実
現状と課題
　高齢者がいつまでも住み慣れた地域で健康に暮らせるよう、生活習慣病や要介護状態にならない
ため、健康づくりや介護予防の推進を図ることが必要になっています。
　また、高齢者の約７５％が、介護を必要としない元気な高齢者であることから、団塊の世代を含
めて積極的な社会参加と地域の担い手としての活躍が期待されるところです。

施策の方針
　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと自立して生活できるよう、介護サービスの充実、介護予防
の推進、高齢者の社会参加の促進などに取り組みます。

主要施策

①介護保険制度の効率的・効果的運営
　介護保険制度の認定、給付、保険料の公平性の観点から、福岡県介護保険広域連合のもとに制度
の効率的・効果的運営を図ります。
②地域支援事業の推進
ア　特定高齢者※１把握事業
　介護保険第 1号被保険者※２に特定健診受診時等における生活機能に関する状態の把握や訪問
活動等を行います。
イ　通所型介護予防事業
　介護予防を目的として通所による「運動器の機能向上事業」、「栄養改善事業」、「口腔機能の
向上事業」の３事業とアフターフォロー事業や移送サービス等の事業を行います。
ウ　訪問型介護予防事業
　特定高齢者に、保健師等が居宅等を訪問して生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、
必要な相談・指導を行います。
エ　地域介護予防活動支援事業
　「元気倶楽部推進事業」や「高齢者いきがいと健康づくり教室事業」、ひとり暮らし高齢者へ
の声掛け等を実施している組織への「地域住民グループ支援事業」を行います。
オ　任意事業
　成年後見制度等利用支援事業、食の自立支援事業、介護用品給付事業を行います。
カ　その他の高齢者福祉事業
　養護老人ホーム、生活管理指導短期宿泊事業（養護老人ホームへのショートステイ）、寝具洗
濯乾燥消毒サービス事業、訪問理美容サービス事業、緊急通報システム事業、高齢者生活支援
ハウスの各事業の推進を図ります。

③社会参加と生きがいづくりの支援
　高齢者の社会参加を推進することが、住み慣れた地域で活動的な生活を送るために効果的である
ため、関係機関・団体と連携して社会参加、生きがいづくりを支援します。
　また、地域において自助・共助・公助の調和する高齢者福祉を展開するため老人クラブ等の地域
団体に対し支援を行います。
④在宅生活への支援
　情報化社会の進展による世代間での格差を防ぐため、高齢者の有効活用へ向けた講習会などを行
い、在宅での生活が容易で安心して送れるよう支援を行います。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
元気倶楽部推進事業参加者数 人 319 380
65歳以上の介護保険要介護認定率 ％ 25.7 24.3

※１特定高齢者：65歳以上の人で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがある高齢者を言う。
※２第１号被保険者：町内に住所をもつ65歳以上の人を言う。
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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
現状と課題
　少子化は、本町のみならず全国的な課題となっていますが、本町においても子育て世代の雇用環
境など様々な問題があり、子育て環境が十分とは言えない状況にあります。
　近年、核家族化等が進行し、親族や地域との人間関係の希薄化により子育てへの負担や不安を生
じさせています。
　このため、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。

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の充
実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。

主要施策

①子育て支援体制の充実
ア　町民との協働による子育て支援の推進
　社会を構成する家庭、地域、企業、学校、行政等、多様な主体の連携・協働のもとに、町民
が一体となった子育て支援を推進します。
イ　相談・啓発の推進
　地域における民生・児童委員、主任児童委員の活動を促進し、町民の立場に立った相談・支
援体制の構築を進めます。また、地域の力を活用し、子育て支援と家庭支援の向上を図るため、
子どもを生み育てることの意義や素晴らしさについて、町民の意識の醸成を図ります。
ウ　多様な保育サービスの提供
　多様な保育サービスの実施や放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所づくりと
健全な育成を推進するための子育て支援の拠点づくりなどを進め、仕事と子育ての両立を支援
します。
エ　「子育てねっとそえだ」の利用促進
　「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し、子育ての不安解消などを図るため、利用促進と内容充実に努めます。
オ　子育て家庭への経済的支援等の周知
　児童手当（子ども手当）の支給や乳幼児等への医療費の助成など経済的支援制度について周
知を行い、その活用を促進します。

②児童福祉の充実
　児童虐待に的確に対応できるよう、児童相談所等関係機関との連携を強化するなど相談支援体制
の充実を図ります。
　また、児童に関する様々な相談に応じるとともに、最も効果的な処遇を行い、児童の福祉の向上
を図ります。
③ひとり親家庭への支援の推進
　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、各種制度の周知と利用促進に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
延長保育事業実施園数 箇所 2 5
「子育てねっとそえだ」登録者数 世帯 250 400
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第４節　障がい者福祉の充実
現状と課題
　ノーマライゼーション※の理念に基づき、障がい者が地域で普通の生活が送れることを目指して、
従来の施設入所中心から地域生活の支援に施策の重点が転換されています。
　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。

施策の方針
　障がい者が地域の中で自分らしく自立した生活を送ることができるよう、障がい者に対する町民
の理解を深め、サービスの充実や自立生活への支援などを推進します。

主要施策

①生活支援の充実
ア　相談機能の強化
　障がい者の自立支援のための相談体制の拡充を促進するとともに、町職員の専門性の向上な
ど相談機能の強化を図ります。また、各種健康診査の充実や医療機関などと連携した相談の充
実などにより、疾病や障がいの早期発見と早期対応に努めます。
イ　障がい福祉サービスの提供体制の充実促進
　障がい者（児）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（児）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。

②自立と社会参加の促進
ア　障がい児への学習支援
　療育体制や障がい児保育の充実を図るとともに、保育園や幼稚園、小中学校などと連携し、
一貫した学習支援の構築を図ります。
イ　障がい者の就労支援
　障がい者の自立や就労を支援するため、関係機関との連携を進め、各種支援事業を推進します。
ウ　スポーツ・レクリエーションの振興等
　障がい者スポーツやレクリエーション、健康づくり活動の普及を図るとともに、障がい者の
社会参加を促進します。

③安全で快適な環境づくりの推進
　地域・家庭・職場におけるノーマライゼーションの理念の啓発を図り、障がいについての理解
を深め、障がい者（児）が快適に暮らせる地域社会づくりへ向けて、相互理解と交流の機会の拡
充を目指します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
障害者社会参加事業数 事業 3 5

※ノーマライゼーション：障害のある人もない人も等しく有している平穏な普通の生活を送る権利を保障しようとする考え方を言う。
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第５節　地域福祉の充実
現状と課題
　近年、少子高齢化や若者の地域離れ、核家族化等に伴う地域や家族の機能の変化、長引く景気の
低迷など、社会環境は大きく変容しています。このような状況を背景に、様々な社会問題が増加、
表面化し、地域の中での支え合いや助け合いの重要性が高まっています。
　本町においても、町民が心豊かに安心して生活できるよう生活の安定と自立のため、地域の支え
合いによる福祉力の向上が不可欠となっています。

施策の方針
　町民一人ひとりが地域で支え合いながらともに生きることができるよう、町民が参画する地域福
祉体制の整備を図ります。

主要施策

①地域福祉活動の推進
ア　地域福祉の取り組みの推進
　町の広報紙やホームページ等を活用し、町内の出来ごとや各地域の先進事例などの情報提供
と地域福祉に関する講座を開催するなど身近な地域福祉の取り組みを推進します。
イ　実践的な福祉教育の推進
　地域福祉意識の高揚を図るため、学校教育や社会教育において実践的な福祉教育を推進します。
ウ　ボランティア等地域福祉活動と担い手の育成
　社会福祉協議会を中心に、相談体制の充実や交流機会の確保、さらには研修会やボランティ
ア養成講座の充実など、地域福祉の担い手の育成を促進します。また、地域における福祉活動
を支援し、見守り活動やサロン活動、生活援助など町民が主体となった地域福祉活動を促進し
ます。

② ｢心のバリアフリー｣ の推進
　誤解や偏見のない共生社会を実現するため、町民誰もが相手の立場を理解し、あたたかい心で行
動できる ｢心のバリアフリー｣ を推進します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
地域による福祉活動 地区 １ ５
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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

第１節　道路の整備
現状と課題
　道路は、町民の日常生活はもとより、産業振興や地域開発等の活性化の施策実施に直接結びつく
ものであり、その整備は、特に広域な行政面積を有する本町にとって重要な課題となっています。
　本町ではこれまで、関係機関と連携しながら道路網の整備を計画的に進めてきましたが、今後も
継続していく必要があります。特に、町道については、日常生活に最も密接な生活関連道路である
ことから、歩道整備などを含め、より一層安全で便利な道路網及び道路環境の整備が必要となって
います。

施策の方針
　道路網の骨格をなす国・県道の幹線道路の整備を推進するとともに、町道の改良・整備を計画的
に進めます。

主要施策

①国・県道の整備促進
　国道 500 号、県道八女・香春線の改良整備など、国・県の管轄する道路の整備促進を積極的に要
請していきます。
②町道の整備
　国・県道との連携や機能分担、町内地域間の連携強化等に配慮しながら、町道の改良・舗装整備
を計画的・効率的に進めます。
③安全でうるおいある道づくりの推進
　道路整備にあたっては、災害時への対応やバリアフリー化、さらには環境・景観に配慮し、安全
でうるおいのある道づくりを進めます。
④橋梁の整備
　橋の整備にあたっては、橋梁調査を実施し、その結果をもとに計画的に補強工事、架け替え工事
等を進めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
歩道設置道路延長 ｍ 7,773 8,600
町道舗装率 ％ 84.9 93.3
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第２節　公共交通の維持・充実
現状と課題
　本町の公共交通機関としては、ＪＲ日田彦山線と路線バス及び町バスがあります。モータリゼー
ションの進展に伴い、公共交通機関利用者は急激な減少傾向にありますが、地域の生活交通及び観
光交通手段の確保の観点から、また少子高齢化社会への対応や地球温暖化防止対策の観点から、鉄
道やバスなどの公共交通の果たす役割は大きくなっています。
　ＪＲ日田彦山線については、関係機関との連携によりイベント等利用促進を図っていますが、路
線バスは廃止の方針が示されており、存続等を含めた対応の検討を行い、公共交通機関確保への取
り組みに努める必要があります。
　また、町バス運行地域においては、唯一の公共交通機関であるため、利用者ニーズに即した利便
性の高い運行が求められています。

施策の方針
　町民の身近な交通手段であるＪＲ日田彦山線や路線バス及び町バスなど、公共交通ネットワーク
の確保を図るため、利便性の向上や利用の促進など維持・存続に向けた取り組みを進めます。

主要施策

①公共交通機関の確保対策と利便性の向上
　ＪＲ日田彦山線の沿線自治体と連携して、利用者の増加を図るための集客対策に努め、またＪＲ
に対し利便性の向上を要請していきます。さらに廃止が示されている路線バスの存続を含めた検討
を関係機関と連携し行います。
②町バス運行の効率化
　町バスの継続的な運行を目指して、利用状況及び多様なニーズを勘案し、効率的な運行に努めます。
③公共交通機関相互の連携強化
　町バスを含む公共交通機関相互の利便性向上のため、各事業者間の連携強化を図り、誰もが利用
しやすく満足できる交通体系の構築を目指します。
④ユニバーサルデザインの検討
　公共交通機関施設・設備のユニバーサルデザイン化を図り、利用環境を向上させ利用者増加に努
めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
町バス乗車客数 人 39,315 40,000
公共交通機関の満足度 ％ 15.0 30.0
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第３節　情報ネットワークの整備・活用
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
を行い、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などの検討課題があり、今後、構築基盤の効果的か
つ有効な活用を図ることが求められています。

施策の方針
　いつでも、どこでも、誰でも、簡単に情報通信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。

主要施策

①情報通信基盤の利用拡充
　町民の誰もが情報通信技術の利便性が満たされるよう、情報活用能力にあわせた講習会等の開催
により情報通信基盤の有効利用を推進し、利用者の増加を図ります。
②防災・福祉分野の情報化
　防災や福祉分野などの行政情報の迅速かつ的確な伝達のために、情報通信基盤の利用を推進します。
③産業・地域振興分野の情報化
　観光、地域ブランド商品等におけるインターネットを活用した宣伝・販売などの利活用を促進し、
産業の活性化など地域振興を図ります。
④行政情報提供の拡充
　町ホームページにおける行政情報の内容の拡充を図り、町民への情報提供の充実強化を図ります。
⑤電子自治体の推進
　申請、届出など行政手続のオンライン化など、電子自治体の推進を図ります。
⑥情報の安全性の確保
　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。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
情報通信基盤の整備状況の満足度 ％ 30.2 50.0
町ホームページアクセス数 件 297,280 360,000
超高速ブロードバンド利用世帯数 世帯 ― 2,000
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第４節　調和のとれた土地利用と良好な景観形成
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、耕作放棄などに起因する農地の荒廃が進んでい
ます。また学校施設の跡地などの未利用地もその有効利用を早急に検討する必要があります。
　町民が快適で安全に暮らせるよう、自然環境の保全を図るとともに、農地と住宅地の混在解消、
快適な生活環境の整備、未利用跡地の有効活用、国土調査の計画的な推進、良好な景観形成などに
努め、調和のとれた土地利用を推進していく必要があります。

施策の方針
　豊かな自然環境のもとで誰もが快適で安全に暮らすことができるよう、計画的な土地利用を推進
します。

主要施策

①自然と調和したまちづくりの推進
　自然環境や景観の保全を基本に計画的な開発や土地の有効利用に努め、自然と調和したまちづく
りを進めます。
②農地と住宅地の混在防止
　農地と住宅地の混在を防止するため、新たな宅地開発等に際しては周辺環境への影響を勘案した
開発を誘導していきます。
③快適な市街地環境の形成
　居住者の高齢化や若年層家庭の定住促進に対応できるよう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の整備を進めるとともに、防災・防火対策に配慮したまちづくりや
空き店舗等の有効活用に取り組み、快適な市街地環境の形成に努めます。
④農地及び林地の保全
　耕作放棄地や荒廃林地の利用・整備を促進し、農地及び林地の保全を図ります。
⑤跡地対策の推進
　福岡県立田川商業高等学校跡地等について、多様な観点から有効利用を検討していきます。また、
炭鉱跡地については、防災対策や景観づくりの観点から、整備・利活用の推進を図ります。
⑥町有財産の有効利用
　未利用町有地については、計画的な売払いを行うなど有効利用を図ります。
⑦美しい景観づくりの推進
　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、本町ならではの魅力ある美
しい、眺望感のある景観づくりを推進します。
⑧土地利用調査の計画的な推進
　土地利用の基礎となる国土調査について、計画的な推進に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
未利用跡地利用箇所数 箇所 １ ３（累計）
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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

第１節　人権の尊重
現状と課題
　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
その家族の人権問題などへの対応が求められています。また、学校や家庭・地域、企業・職場など様々
な場を通じて、町民一人ひとりの人権尊重の意識を高めることが課題となっています。
　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｢人権教育の街づくり中・
長期計画｣ を策定、さらに 2007（平成 19）年には「人権のまちづくり第 2次中期計画」を策定し、
行政や学校、地域及び諸関係団体が連携した人権に関する啓発活動、講演会、研修会等の事業を行っ
てきました。
　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推進していく必要があり
ます。特に、町職員及び教職員が人権感覚を高め、リ－ダ－として町民一人ひとりに人権尊重の
精神を浸透させる役割を担うとともに、各地域が主体性をもち自立的な取り組みを行う必要があり
ます。

施策の方針
　すべての人が互いに尊重し合う共生社会や、互いに配慮・信頼し合える社会の形成を目指し、町
民一人ひとりの人権尊重意識の高揚や町民と行政の協働による人権啓発を進めます。

主要施策

①町民との協働による人権啓発
　町民のニーズに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り
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。
②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を深められるよう、本町の人権教育及び啓発の基
本方針について、講演会や研修会など様々な機会を通じて啓発を行うとともに学校や社会における
人権教育を推進します。
③添田町人権のまちづくり第２次中期計画の推進
　第２次中期計画を周知し、実働体制をとるとともに、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実践活動を進めていきます。
　特に、いじめ、虐待等をはじめ、人権侵害の事象を未然に防止するため、行政職員、教職員、保護者、
高齢者学級など、機関団体への研修の拡充に努めます。
④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。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
人権啓発研修等参加人数 人 1,150 1,300
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第２節　学校教育の充実
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。
　本町の幼児は減少傾向にありますが、今後、社会情勢の変化に的確に対応し、町民ニーズに迅速
に応えるため、家庭、幼稚園、小学校と連携した特色ある幼児教育に取り組むことが必要となって
います。
＜学校教育＞
　本町の義務教育は、平成 22 年 4 月現在、小学校 5校、中学校 1校で行われており、小学校につい
ては、児童の減少により、3校が複式学級の対象になっています。また、津野地域では津野小学校
と地域が連携しながら、山村留学制度を実施しています。
　義務教育をめぐっては、子どもたちの学力向上に向けて、一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日々の授業を実践することが求められています。また、人間性や社会性を育
む上で重要な体験活動の機会の減少、家庭や地域の教育力の低下、子どもの規範意識の希薄化が指
摘されていることから、豊かな人間性・社会性を育む教育の充実も求められています。
＜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みられることを踏まえ、食育の観
点に立って充実に努める必要があります。

施策の方針
　一人ひとりの子どもたちが新しい時代を主体的に切り拓いていけるよう、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します。

主要施策

①幼児教育の充実
ア　幼児教育の充実
　幼児減少の中でも、基本的な社会性や他者とのコミュニケーション力が育まれるよう幼児教
育の充実を図ります。
　また、真木幼稚園園舎の空き教室の有効利用を図ります。
イ　就学前教育の充実
　就学前教育の充実を図るため、保育園関係者や他の子育て支援者と連携を取るとともに、生
涯学習事業と協調し、各種研修会、講習会等を通じて指導者の資質向上に努めます。

②学校教育の充実
ア　学力の向上
　児童生徒が自ら学び、自ら考える力の育成や、基礎基本の確実な定着、中学校の土曜学習塾
の支援などに取り組み、学力の向上を図ります。
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、道徳教育や人権教育の推進により豊かな心を育成します。また、児童生徒の健康の保持
増進や望ましい食習慣の習得を促進するとともに、体力及び運動能力の向上に取り組みます。
ウ　信頼される学校づくりの推進
　優秀な教員の確保や教員研修を通じて、教員の資質向上を促進します。また、学校・家庭・地域・
行政等が役割分担をしながら相互の連携を図ることにより、開かれた学校づくりや子どもたち
が安全で安心して学べる環境整備などに取り組み、信頼される学校づくりを進めます。
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エ　児童生徒の安全確保
　児童生徒の安全を確保するため、学校施設の整備や安全器具の設置を図るほか、警察、学校、
地域、家庭、関係機関、ボランティア等の連携を密にし、町ぐるみで取り組んでいきます。
　また、各学校に安全点検の日等を設けその実践を進めるとともに、児童生徒が自ら安全確保
ができるように自己防衛力の指導強化に努めます。
オ　交流事業の推進
　交流事業については、山村留学事業の支援や国内外との交流等を進めるとともに、民間企業
や地域の力を活用していきます。
カ　障がいなど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と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。また、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。

③学校給食の充実
　義務教育期間中、全ての学校における給食制度の実施を行い、さらに地元生産者の新鮮な食材に
よりメニューを充実するなど、地産地消による学校給食の充実を図ります。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
いじめ・不登校の割合 ％ 2.25 0
学校施設の耐震化率 ％ 75.0 100
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第３節　社会教育・生涯学習の推進
現状と課題

＜生涯学習＞
　近年の社会環境の変化により、町民が生涯を通じて自己を高め、生きがいのある生活を送りたい
という意識が高まっています。これに伴い、町民の学習ニーズは高度化し、学習課題も多様化して
きており、生涯学習内容の更なる充実が求められています。
　町人材バンクを中心として学習指導者の派遣を行っていますが、町民のニーズの多様化により、
町内登録者では対応できない場合は、町外指導者の協力により対応しています。このことから、町
内登録者の増加を図るため、人材の育成に努める必要があります。
　青少年の育成に関しては、人間関係の希薄化、テレビゲーム等の影響による外遊び等の不足、家
庭や地域における教育力の低下が指摘されています。また、インターネット等の普及により、違法
な情報や有害な情報による青少年への悪影響が懸念されています。このため、「青少年育成町民会議」
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、資料を収集し、整理や保存に努め、多くの町民の利用に供し、
学習や教育、専門的な調査に資するとともに、町民に広く親しまれ利用される施設として機能して
います。
　今後は、従来の図書館活動に加えて、電子書籍やニーズの多様化などへの対応が課題となってい
ます。

施策の方針
　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
るとともに、学校や家庭、地域が一体となり、地域教育力の向上を図り、青少年の健全育成事業の
推進を図ります。

主要施策

①生涯学習の推進
ア　生涯学習推進体制の充実
　生涯学習を総合的に推進するため、指導者の育成や人材バンクの充実、各種団体・サークル・
学校教育等との連携強化など、推進体制の充実を図ります。また生涯学習のための施設基盤強
化のため、活動拠点施設である公民館等について機能強化を図ります。
イ　生涯学習の普及と学習活動の充実
　町の広報紙やホームページ等を活用し、生涯学習に関する情報提供の充実に努めます。また、
町民の学習ニーズを定期的に把握し、各種講座や教室等の充実及び新設を図るとともに、学習
活動成果の発表の場の拡充等に努めます。

②青少年の健全育成
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、防犯協会、警察、行政など関係機関の連携を強化し、町民ぐるみの育
成活動を効果的に展開していきます。
イ　交流事業の継続的な実施
　青少年交流事業は、貴重な体験型の育成事業であることから、関係団体と交流規模や内容等
の検討を行い、今後とも継続的な事業実施に努めます。
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③図書館活動の充実
ア　図書館機能の充実
　町民のニーズを蔵書構成に反映させ蔵書資料の充実を図るとともに、レファランスサービス※

の迅速化や図書の団体貸出を行います。また、町内の歴史・文化・文芸等資料を発掘し、町民
に公開していきます。
イ　子どもの読書環境の整備
　「福岡県子ども読書活動推進計画」に沿って、ボランティアとも連携を図りつつ、絵本の読み
聞かせ体験や、手作り紙芝居教室などの体験型活動を進めます。
ウ　本の宅配、郵送業務の推進
　来館できない高齢者や障がい者への支援事業として、録音図書等の整備など、利用者のニー
ズに沿ったサービスに取り組みます。さらに、子どもの創造力を育み、本への興味を膨らませ
るため、各小学校、幼稚園、保育園などへの出張お話会を推進します。
エ　電子書籍への対応
　電子媒体の普及を踏まえ、電子書籍への対応について検討していきます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
人材バンク登録者数 人 81 100
生涯学習講座参加者数 人 3,252 4,000
図書蔵書数 冊 45,931 50,000
図書貸出冊数 冊 32,452 35,000
図書利用者数 人 18,475 20,000

※レファランスサービス：図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、入手できるように支援す
るサービスを言う。
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第４節　スポーツ活動の推進
現状と課題
　スポーツは人々の心や身体の健全な発達を促し、生命力や活力を与えてくれるとともに、健康で
豊かなライフスタイルを構築し、夢や生きがいのある社会の形成に重要な役割を担っています。また、
スポーツ環境の充実は、特に若者層の定住化に大きく貢献し、魅力と活気あるまちづくりに欠かせ
ないものです。
　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て地域づ
くりを目指しています。また、体育協会や体育指導委員を中心に町民の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が、町民のスポーツに対するニーズが増加していく中、老朽化してい
る施設も多く十分な対応が出来ない状況にあります。
　多様化・高度化する町民のスポーツニーズに応えるため、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。

施策の方針
　町民一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の中に積極的に取り
入れ、明るく豊かで活力ある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。

主要施策

①「添田町げんきクラブ」への支援
　町民の自主運営によって活動している総合型地域スポーツクラブ「添田町げんきクラブ」につい
ては、施設利用等の活動支援を図ります。
②スポーツ団体・指導者の育成
　町民ニーズに対応できるよう、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、体育指導委員のほか、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
　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、年齢やライフスタイルに応じたスポー
ツ教室、スポーツ大会等の充実を図るとともに、スポーツ・レクリエーションイベントの充実や広
域的な交流大会・イベントの開催及びこれらへの積極的な参加促進に努めます。
④スポーツ施設の改修
　生涯スポーツのニーズに対応できるよう、老朽化施設の計画的な改修に努めます。
⑤競技スポーツの振興
　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を高めるため、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。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
添田町げんきクラブ参加者数 人 200 250
そえだサン・スポーツランド利用者数 人 12,181 13,000
そえだドーム利用者数 人 15,696 16,000
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第５節　文化・芸術活動の振興
現状と課題
　歴史や多くの文化遺産は町民の心のよりどころであり、本町の誇りとなるものです。町内には、
数多くの歴史や文化遺産があり、これらを保護・継承し、さらには伝統文化の掘り起こしを行うこ
とは重要な責務と言えます。また、地域の歴史・伝統・文化を、地域の文化創造や魅力づくりに活
かすとともに、地域資源・観光資源として活用していくことも期待されています。
　また、うるおいのある生活や心の豊かさを求めて、文化・芸術への関心が高くなっていることから、
オークホールを拠点に、優れた美術・音楽・演劇などの鑑賞機会の充実や、文化活動団体の育成など、
文化・芸術の振興を図ることが課題となっています。

施策の方針
　町民の誇りである歴史的・文化的遺産を継承し、更なる活用を図ります。また、うるおいのある
心豊かな暮らしの実現を目指して、楽しさや感動、安らぎなどをもたらす文化・芸術の振興を図り
ます。

主要施策

①文化遺産の保護及び継承と活用
ア　身近な文化財への関心及び愛着と保護意識の高揚
　文化財の現状把握や地域住民の保護活動への支援を行い、文化財の保護意識の高揚を図りま
す。また、地域の文化財に親しむ機会を提供するとともに、考古資料や文献史資料などの保存
及び活用を推進します。
イ　伝統芸能の保存及び継承と新たな伝統文化の掘り起こし
　地域の伝統芸能等有形無形文化財を後世に残していくため、映像化等を検討し保存するとと
もに後継者の育成を進めます。また、地域における伝統文化の掘り起こしに努めます。
ウ　文化財の保護及び継承と地域資源としての有効活用
　国、県及び町が指定等を行っている文化財の保存や修理、防災対策を促進し、文化財の保護
と継承を図ります。また町内の歴史文化遺産について地域資源・観光資源として位置づけ、適
切な保護対策をとりつつ、その活用を図ります。

②文化・芸術活動の振興
ア　文化・芸術活動の積極的な展開
　町の文化・芸術振興施策の方向性を定め、優れた美術・音楽・演劇などの鑑賞機会や創作活
動及び発表の場を広く町民に提供します。また文化・芸術団体が行う展覧会、発表会などを支
援し、町民の自主的な文化・芸術活動の促進を図ります。
イ　子どもの鑑賞機会の充実
　子どもの鑑賞機会を充実し、優れた文化・芸術に触れることにより豊かな情操を育みます。
ウ　「オークホール」の幅広い活用
　町民が良好な環境で創作発表活動や鑑賞ができるよう、その核施設としてのオークホールの
利用促進と適切な維持管理を行います。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
オークホール利用者数 人 28,166 29,000
オークホール催物入場者率 ％ 76.5 80.0
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第６節　地域間交流・国際交流の推進
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提携を結び、相互訪問や青少年交流
及び物産交流を行っていますが、さらに交流事業を多様化させ、地域振興を導くものとして交流促
進を図ることが求められています。
　また、国際交流においては、平成８年に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事業を行っていますが、さらに町民レベルでの交流の促進や各種団体間での交
流などを推進し、様々な分野で国際交流による成果を活かした施策を展開することが求められてい
ます。
　今後は、交流事業を本町のまちづくりへ活かしていくため、大韓民国江華郡や北海道美深町との
多様な分野での交流を検討していくとともに、他の地域、特に都市との交流促進を図るための事業
やイベント等の交流活動の検討や実践が課題となっています。

施策の方針
　多様な分野での地域間交流活動や国際交流活動を通して本町の魅力を再発見し、地域振興の礎と
するため、交流機会の拡充を図ります。

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
　友好を深めるための情報交換の充実を図るとともに、文化・スポーツ・産業など多様な分野で町
民の自主的な交流を促進します。
②外国人訪問者の受け入れ体制の整備
　観光の国際化に対応した受け入れ体制の構築に向け、外国人向け案内パンフレットの作成や配布
及び案内サインの整備など体制の整備を図ります。
③都市との交流推進
　都市との交流による地域活性化を図る観点から、都市との人・物・情報の交流を積極的に推進し
ます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
地域間交流実施地区数 地区 ３ ５
友好都市・姉妹町交流事業参加者数 件 １８ ２５
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第６章　連携と協働による自立のまちづくり

第１節　町民参画による協働のまちづくり
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。
　今後一層、町民参画による協働のまちづくりを推進していくため、協働に関する総合的な推進体
制の確立や仕組みを構築する必要があります。

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。

主要施策
①協働のまちづくり体制の確立
　町民や住民団体及びボランティア団体等と行政とが対等なパートナーシップを築けるよう、協働
のまちづくり推進に関する総合的な指針を検討し、その体制整備を図るとともに、町民と行政がお
互いに情報を共有することができるシステムの構築を図ります。
②町民参画の機会の拡充
　各種審議会や意見公聴会などにおいて、十分に町民の意見が反映され、また提案等が行えるよう
多様な場での町民参画機会の拡充を図ります。
③地域と行政とのネットワークづくり
　行政職員と地域住民や自主的活動団体等との連携を強化し、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に努めます。
④広報・広聴活動の充実
ア　広報紙及びホームページの拡充
　町民との情報共有のため、内容の充実へ向けた検討を行い、町民の関心の深い情報や多様な
情報の掲載を行い、利便性の高い活用できる情報媒体の構築に努めます。
　特に、ホームページによる迅速な情報提供を行うため、システムの確立と職員の研修を実施し、
ホームページを利用した情報取得の促進を図ります。
　さらに、携帯電話など多様な情報媒体による伝達システムについても検討し、手軽に情報の
取得ができる環境づくりを進めます。
イ　広聴活動の充実
　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、町民との対話の機会の拡充や、広
聴活動の充実に努めます。また、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。

⑤情報公開の推進
　情報の共有による開かれた町政を推進するため、行政情報管理の充実を図り、情報公開にあたっ
ては、個人情報保護条例に基づき、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
運営の透明性を推進します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
町の愛着度 ％ 75.1 90.0
パブリックコメント実施件数 件 0 →
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第２節　男女共同参画社会づくりの推進
現状と課題
　平成 11 年６月「男女共同参画社会基本法」の施行以来、本町では、町民の意識や行動、慣習を含
め男女共同参画社会の確立に向け、講演会・啓発講座など町の特性に合った施策を実施することに
より一定の成果をあげてきていますが、依然として介護や子育てなど固定的役割分担の意識が残る
分野など、女性の参画の進んでいない分野も多く見受けられることから、男女が対等なパートナー
として、いきいきと暮らせるよう、今後とも事業の推進や男女平等意識の啓発などを計画的に推進し、
男女共同参画社会づくりを築いていく必要があります。

施策の方針
　男女の人権が尊重され、性別によって制約されることなく、より一層のびやかに暮らせるまちを
目指して、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、さらには男女が共に働きや
すい環境づくりを推進します。

主要施策

①男女共同参画のまちづくりへの基盤づくり
　本町の特性や町民ニーズを踏まえ、男女共同参画のまちを実現するための今後の取り組み方針を
確立するとともに、地域における男女共同参画の推進役となる人材の育成や政策及び方針決定の場
への女性の参画などを推進し、男女共同参画推進の基盤づくりに努めます。
②男女共同参画意識の高揚
　講演会や講座、研修会及び学校教育等を通じて、各種啓発や男女平等の理念に基づく教育を行い、
男女共同参画意識の高揚を図ります。
③男女が共に働きやすい環境づくり
　女性も男性も、仕事や子育てさらには介護など家庭生活との調和を図りながら、能力を発揮して
働くことのできる環境の整備に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
審議会等における女性委員の割合 ％ 17.8 26.0
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第３節　コミュニティ活動の活性化
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。しかしながら、過疎化や高齢化及
び核家族化などの急速な進展に伴い、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。このため地域によっては、伝統行事などの継続が困難となり、規模の縮小や中止などを余儀な
くされているところもあり、伝統・文化・風土の継承ができない状況にあります。
　このようなことから、行政区をはじめ婦人会・老人クラブ・子ども育成会・青壮年会等の地域団
体がさらに連携を深めることが不可欠であり、連携による福祉や防災、環境保全、清掃活動などの
地域活動を推進していく必要があります。
　今後は、コミュニティの基礎的組織である行政組への加入促進を図るとともに、地域の実情を踏
まえつつ高齢化の中で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。

施策の方針
　住民自治に基づく個性豊かな地域づくりと協働のまちづくりの推進に向けて、コミュニティ活動
の活性化のための環境整備を図ります。

主要施策

①活力あるコミュニティの構築と支援
　行政組への未加入世帯及び転入世帯の加入促進を図るほか、組織の再編などコミュニティ再生へ
の活動を促進します。また、過疎化・高齢化などのためコミュニティ活動に支障をきたしている地
域に対して、ボランティアなどによる活動支援を検討していきます。
②コミュニティ拠点施設の整備
　コミュニティ活動の活性化を図るため、その活動拠点となる公民館等の環境整備を支援します。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
行政組未加入世帯 ％ 16.4 13.0
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第４節　広域行政の推進
現状と課題
　行政サービスの向上や地域振興施策の推進においては、近隣市町村との連携や広域連合等により
広域的に事業の推進を図ることが、より効果的な行政運営を可能とする場合があります。
　本町のような中山間地域においては、過疎化や少子高齢化に伴い、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、広域的な行政運営の取り組みが重要となります。
　本町はすでに、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、新たな行政需要に対応し、社会情勢の変化に即した高度で効率的な行政運営の実施のため、
積極的に広域的な行政運営に取り組んでいく必要があります。

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。

主要施策

①広域的行政運営の推進
　町民ニーズの多様化や高度化に対応した行政サービス、地域振興など、事務事業の広域化が有効
なものについては、広域的な連携やネットワークの構築により推進を図ります。
②多様な広域連携の推進
　近隣市町村との文化・スポーツ施設等の相互利用やネットワーク化、イベント等のソフト事業の
共催など、広域行政の枠組みにとらわれない多様な連携を推進します。
③国や県との連携強化
　国・県との役割や機能の分担を財源を含め調整し、多様な分野での連携を強め総合的な地域の発
展に努めます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
広域による事務事業数 事業 14 →
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第５節　効率的・効果的な行財政運営の推進
現状と課題

＜行政＞
　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、より簡素で効率的な組織の確立、職員の定員管理を行う必要があります。
　また、複雑専門化する業務に対応できるよう、職員の資質向上や人材の育成を推進していく必要
があります。
＜財政＞
　平成 17 年度に集中改革プランを策定し、将来にわたり健全な財政基盤を確立するために事務事業
や経費全般についての見直しを行った結果、経常的経費の削減や効率的な財政運営において一定の
成果を収めることができました。
　しかしながら、本町は、依然として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、長引く経済不況から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。今後の少子高齢化や地方分権など社会状況の変化に伴う複雑・多様化する行政需要に的確に
対処していくためには、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。
　長引く不況等により町の税収は年々厳しい状況が続いており、自主財源確保に向け、納税者に対
する納税意識の高揚を図るとともに、悪質滞納者への対応が緊急の課題となっています。

施策の方針
　地域“主権”時代にふさわしい真に自立・持続可能なまちを目指して、町民の理解・協力を得な
がら効率的・効果的な行財政運営に努めます。

主要施策

①組織機構の見直しや適正な定員管理
　町民の多様なニーズに対応した組織機構の見直しを行うとともに、柔軟な組織運営を進めます。
また、行政サービスの低下を招かないよう、民間委託の推進、電算化の推進及び事務事業の見直し
等を行い、適正な定員管理に努めます。
②職員研修の推進
　多様化する行政需要に対応できるよう、政策形成能力、法務能力、電算処理能力等に関し、多様
な研修機会の提供や研修レベルの向上を図り、人材の計画的育成に取り組みます。
③施策や事業のＰＤＣＡサイクル※の構築と総合計画の進捗管理
　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ＰＤＣＡサイクルの構築を図ります。また、これにより、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。
④財源の安定的確保
　町税の課税客体の的確な把握と滞納税徴収の強化を図るとともに、受益者負担の原則に基づき使
用料や手数料等の適正化、町有財産の有効活用などを進め、自主財源の確保に努めます。また、国・
県支出金等特定財源について、行財政制度の動向等を的確に把握し補助制度の有効活用を図り、財
源の確保に努めます。

※ＰＤＣＡサイクル：計画 (Plan) を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、その結果を次の計画に活かすプロセ
スのことを言う。一つのプロジェクト（事業等）について、計画から改善までのプロセスを継続することによって、
より良い成果を上げることが期待できる。
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⑤効率的な財政運営の確立
　特別会計等を含めて財務４表の作成や開示など公会計制度の整備を図ります。また、限られた財
源を有効に活用し、事業効果を最大限に引き出すため、民間活力の導入による行政サービスの業務
委託と公の施設の指定管理者制度の推進や、事務事業及び経費全般の徹底的な見直しによる経常経
費の節減、新規起債の抑制による町債残高の縮減、公共施設の保全・補修による長寿命化や管理経
費の低減、政策体系や重点事業に基づいた包括的な予算配分などに取り組みます。

成果指標

指標名 単位 平成20年度（実績） 平成26年度（目標）
職員研修受講者数 人 7 20
経常収支比率 ％ 102.9 95.0
実質公債費比率 ％ 16.8 10.0
収納率の向上 ％ 87.73 92.00
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