
基本目標① 

行ってみたい住んでみたい、大刀洗町への人の流れをつくる。 

 

KPI（数値目標） 

・町外からの転入者数「2016 年度～2019 年度」平均 700 人以上を目指す。 

・町内からの転出者数「2016 年度～2019 年度」平均 700 人以下を目指す。 

（基準数値：2011 年～2015 年の平均） 

 町外からの転入者 689 人   町内からの転出者 715人 

   

○基本目標を実現するための施策の基本的方向（３つの HOPE） 
 

Hope １: 交流を促進する「行ってみたい」 

Hope ２: 移住を促進する「住んでみたい」 

Hope ３: 定住を促進する「ずっと居たい」 

 



Hope １ 「行ってみたい」～交流を促進する～

 大刀洗町に「定住」してもらうためには、「移住」してもらう必要があるが、そのた

めには大刀洗町を知る→交流する→ファンになる（（町の持つ魅力や価値に共感する）と

いうプロセスを欠かすことができない。 

 田園の広がる豊かな自然風景や福岡都市圏や中核市である久留米市にも近いなど交

通利便性の良さを活かして、大刀洗町への交流を促進する。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆移住促進DVD作成事業 

大刀洗町を知るきっかけづくり、また、移住を検

討されている方に大刀洗町の魅力ある暮らしを PR

するDVDを作成する。 

移住ナビ動画 

再生回数 

⇒（1,200 回/年 

主要事業② 

◆地域間連携による「稼ぐ力」「新たな人の流れ」 

創出プロジェクト【広域連携事業】 

アンテナショップ等を活用しながら（「稼ぐ力」「観

光」「移住定住」を柱とした様々な取り組みを、久留

米広域連携中枢都市圏の自治体が一体となって実施

していく。 

 

圏域における 

直接消費額 

⇒（20,004,000 千円 

圏域アンテナショッ

プ売上額 

⇒（150,000 千円 

圏域の人口（の維持） 

⇒（461,401 人 

（Ｈ32） 

その他 

関連事業 

・ドリームまつり 

・ひばりロードふれあいマラソン大会 

 



Hope ２ 「住んでみたい」～移住を促進する～

 大刀洗町の魅力や価値に共感いただいた方や、結婚や就職といったきっかけで引越す

ることになった方達に、恵まれた子育て支援策や住宅施策等をアピールして、大刀洗町

への移住を後押しする。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆定住促進住宅整備事業 

主に子育て・新婚世帯を対象とした定住促進住宅

（地域優良賃貸住宅）を整備する。 

スカイラーク菊池 

入居率 

⇒（90％以上を維持 

主要事業② 

◆移住定住相談窓口設置事業 

大刀洗町での暮らしに関する情報を集約・提供で

きるワンストップ窓口を設けて、移住を検討されて

いる方の支援体制を充実させる。 

また、移住後のケアや支援ができる地域コーディ

ネーターを配置する。 

相談窓口利用件数 

⇒（12 件/年 

地域コーディネータ

ー利用件数 

⇒（16 件/年  

主要事業③ 

◆移住促進DVD作成事業<再掲> 

大刀洗町を知るきっかけづくり、また、移住を検

討されている方に大刀洗町の魅力ある暮らしを PR

するDVDを作成する。 

移住ナビ動画 

再生回数 

⇒（1,200 回/年 

主要事業④ 

◆空き家利活用総合プロジェクト 

空き家の情報を提供できるシステムを構築すると

ともに、不動産業者等と連携を図りながら、空き家

の所有者と移住希望者のマッチングを行い、空き家

のフル活用を目指していく。 

社会増減数 

（転入者－転出者） 

⇒（＋10 人/年 

空き家の活用件数 

⇒（1 件/年 

その他 

関連事業 

・大都市圏における情報受発信事業【広域連携事業】 

・福岡都市圏・九州における移住促進事業【広域連携事業】 

 



Hope ３ 「ずっと居たい」～定住を促進する～

 大刀洗町に移住してきた方達に（「ここに住み続けたい」と思ってもらえるよう、居住

や生活環境、まちの魅力など総合的なまちづくりの更なる充実に努める。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆移住定住相談窓口設置事業<再掲> 

大刀洗町での暮らしに関する情報を集約・提供で

きるワンストップ窓口を設けて、移住を検討されて

いる方の支援体制を充実させる。 

また、移住後のケアや支援ができる地域コーディ

ネーターを配置する。 

相談窓口利用件数 

⇒（12 件/年 

地域コーディネータ

ー利用件数 

⇒（16 件/年  

その他 

関連事業 
・住宅耐震改修の補助 

 
 



基本目標② 

子どもも親も、共に輝けるようみんなで応援する。 

 

KPI（数値目標） 

・出生率 1.6 を目指す。 

（基準数値：2008 年～2012 年） 

 合計特殊出生率 大刀洗町 1.55 

 

○基本目標を実現するための施策の基本的方向（３つの HOPE） 
 

Hope １: 出会いから出産までの応援「産みたい」 

Hope ２: 育む応援「育てたい」 

Hope ３: 子どもの応援「学びたい」 

 



Hope １ 「産みたい」～出会いから出産までの応援～

 出会いからから出産までを一体的にサポートし、出生率の向上を図る。また、出産ま

でのサポートに留まらず、産後のケアについても充実させる。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆こんにちはお母さん事業（産後ケア事業） 

産後の母親の心身の安定や、育児不安の軽減を図

るため、産後の母体ケアサービスを受けるための費

用の一部を助成する。 

産後の不安を解消することで、育児ノイローゼに

よる乳幼児虐待予防や、第 2子第 3子の出生率の向

上も期待する。 

産後ケア利用者数 

⇒ 50 人/年 

主要事業② 

◆こんにちは赤ちゃん事業（不妊治療助成事業） 

 不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減

を図り、子どもを産みたい方が産めるような環境づ

くりを推進するため、不妊治療費の一部を助成する。 

治療助成利用者数 

⇒ 10 人/年 

主要事業③ 

◆出会い創生プロジェクト 

 出会いを求める男女の「内面」と「外面」の双方

を磨き上げるセミナー等を開催するとともに、町の

特性を活かした婚活イベントを実施する。 

婚活イベント参加者 

⇒ 64 人/年 

その他 

関連事業 

・パパママ学級事業   

・妊婦健康診査補助事業 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・婚活サポート事業【広域連携事業】 

・子育て世代包括支援センター設置事業 

 



Hope ２ 「育てたい」～育む応援～

 子育てを行う親のサポートを充実させ、「子育てするなら大刀洗町で」と思う方を増

加させる。 

また、親のみのサポートに留まらず、地域で一体となり子どもを育てる仕組みを構築

していく。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆イキメン創生プロジェクト事業 

男性の子育て・地域活動への参画を促がすために、

様々な知識や技能を習得することができるセミナー

を開催し、家庭や地域で生涯いきいきと生活する粋

な男性を養成する。 

イキメン認定数 

⇒（12 人/年 

主要事業② 

◆子育て相談事業（家庭児童相談事業） 

 子育てについて不安を抱える保護者の不安を解消

するため、家庭児童相談専門員を教育委員会内に配

置し、子育てに関する相談を随時受け付ける。 

また、定期的に保育園と学校で巡回相談を実施す

る。  

相談者数 

⇒（25 人 

講演会開催件数 

⇒（1 回 

（Ｈ27） 

主要事業③ 

◆多子世帯応援券配布事業 

 多子世帯の子育てにかかる経済的負担を軽減する

ため、１８才以下の子どもが 3人以上いる世帯に対

して、子育て応援券を配布する。 

配布世帯数 

⇒（278 世帯 

（Ｈ27） 

その他 

関連事業 

・保育料多子減免事業     ・男女共同参画推進事業 

・病後児保育事業       ・学童保育事業 

・乳幼児医療費補助事業    ・延長保育事業 

・子育て支援センター事業「広場ちゃお」「広場ぐるりんぱ」 

・病児・病後児保育事業【広域連携事業】 

・小児救急医療支援事業【広域連携事業】 

 



Hope ３ 「学びたい」～子どもの応援～

 子どもが、大刀洗町で学ぶことを喜びにできるよう、「学びの質」を向上させる。 

学び＝学問だけではなく、町の特色を活かした多種多様な「学びの場（機会）」を提

供することで郷土愛を育み、学びたい、伸びたいと考える子どもを後押しする。 
 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆コミュニティ・スクール事業 

 現在、中学校で実施中の当該事業を、町内 4小学

校でも実施できるように体制を整備する。 

学校運営にあたって、保護者や地域の方が参画す

ることで、学校と地域の力を合わせ、それぞれの立

場で主体的に地域の子どもたちの成長を支援する。 

学校運営協議会の設

置 

⇒（4 小学校 

（H29） 

その他 

関連事業 

・特別支援教育総合推進事業  ・アンビシャス広場 

・食育推進事業      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標③ 

しごとに誇りや、やりがいを感じられるよう応援する。 

 

KPI（数値目標） 

・町内事業所の従業員数 4,300 人を目指す。 

（基準数値：経済センサス 2012 年） 

 町内事業所の従業員数  4,345 人  

  

○基本目標を実現するための施策の基本的方向（３つの hope） 

Hope １: 起業・就業の応援「やってみたい」 

Hope ２: 魅力ある農・商工業の応援「誇りにしたい」 

Hope ３: シニア層の応援「活かしたい」 

 



Hope １ 「やってみたい」～起業・就業の応援～

 企業等へ就職を希望する方をサポートするとともに、起業意欲のある方を後押しでき

るような取り組みを行い、やってみたい、働きたいという希望を後押しする。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆創業支援事業 

商工会・金融機関と連携し、起業に関するワンス

トップ窓口を設置し、町内で起業する方の支援体制

を整備する。 

また、起業時に必要な専門知識や、様々な課題の

解決に繋がるような情報を得ることができるように

起業希望者向けのセミナーも開催する。 

起業件数 

⇒（1 件/年 

主要事業② 

◆NEWファーマー参入プロジェクト 

（新規参入者育成事業） 

 農業後継者の育成や営農技術を継承するため、短

期型の農業体験から長期型の農業研修まで、農業の

魅力を肌で感じていただく機会を提供することで、

就農意欲のある方を積極的に支援し、新規就農者を

増加させ町の農業の活性化・安定化を図る。 

新規就農件数 

⇒（1 件/年 

その他 

関連事業 

・農地中間管理事業 

・農業委員会農地斡旋事業 

 



Hope ２ 「誇りにしたい」～魅力ある農・商工業の応援～

町内にある既存産業が、持続可能な経営ができるように、商品に付加価値をつけたり、

ビジネスマッチングなどを行う取り組みを応援する。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆消費喚起プレミアム商品券発行事業 

プレミアム商品券を発行し、町内事業所での消費

を喚起する。 

商品券販売冊数 

⇒（15,000 冊 

（Ｈ27） 

主要事業② 

◆企業連携ｗｉｎ－ｗｉｎプロジェクト事業 

 町内の企業のシーズやニーズを把握し、企業間の

連携を促進する。併せて、農・商工業の連携も検討

し、６次産業化の実現につなげる。 

企業連携検討件数 

⇒（5 件 

企業カルテ作成件数 

⇒（30 件 

6 次産業化件数 

⇒（1 件 

（Ｈ31） 

主要事業③ 

◆１ｕｐ！「ＹＯＫＡＭＯＮ」マーケティング 

加速化事業 

 商品に付加価値を付けると共に、販路を拡大する

ために国内や海外に向けてマーケティングを実施

し、農業者や事業者が（「儲かる仕組み」を構築する。 

  

販売高 

⇒（1,000 万円 

国外への商流商品数 

⇒（15 商品 

（Ｈ31） 

主要事業④ 

◆地域間連携による「稼ぐ力」「新たな人の流れ」 

創出プロジェクト【広域連携事業】＜再掲＞ 

アンテナショップ等を活用しながら（「稼ぐ力」「観

光」「移住定住」を柱とした様々な取り組みを、久留

米広域連携中枢都市圏の自治体が一体となって実施

していく。 

圏域における 

直接消費額 

⇒（20,004,000 千

円 

圏域アンテナショッ

プ売上額 

⇒（150,000 千円 

圏域の人口（（の維持） 

⇒（461,401 人 

（Ｈ32） 

その他 

関連事業 

・北部地区基盤整備事業 

・集落営農組織法人化支援事業      

・園芸施設等整備事業         

・物産展共同開催事業【広域連携事業】 

・広域商談会開催事業【広域連携事業】 

 



Hope ３ 「活かしたい」～シニア層の応援～

 シニア層の多種多様な知識（・技術、豊富な経験を若者や地域に伝承したり、新たなビ

ジネス創出へとつなげる取り組みを応援し、シニア層の就業継続や地域への参画を図る。 
 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆シルバー人材センターワンコイン事業 

 シルバー人材センターの利用お試し券を配布し、

シルバー人材センターの利用促進を図るとともに、

高齢者の生活支援を行う。 

利用世帯数 

⇒（450 世帯 

（Ｈ27） 

主要事業② 

◆リレー講座「よかマチカレッジたちあらい」事業 

 いつまでもいきいきと輝いた人生をすごしていく

準備をするために、シニア層の手前の 50～60 歳代

を対象としたリレー形式の講座を実施する。 

受講人数 

⇒（60 人/年 

その他 

関連事業 

・さくら市場運営事業 

・人材バンク事業 

 
 

 



基本目標④ 

いつまでも暮らしたい、みんなが自慢したくなるまちをつくる。 

 

KPI（数値目標） 

・町民が「将来も大刀洗町に住み続けたい」と思う割合 80％を目指す。 

（基準数値：Ｈ27実施アンケート結果） 

「将来も大刀洗町に住み続けたい」と思う割合 68.3％。 

（内訳）ずっと住みつづけたいと強く思っている。（28.5％ 

できれば住み続けたい。        （ 39.8％ 

 

○基本目標を実現するための施策の基本的方向（３つの hope） 

Hope １: 集う繋がるたちあらい「繋がりたい」 

Hope ２: 健康長寿のたちあらい「いきいきしたい」 

Hope ３: 安全・安心のたちあらい「守りたい」 

 



Hope １ 「繋がりたい」～集う繋がるたちあらい～

 地域への興味（・関心が向上する取り組みを行うとともに、住民が集い、繋がる仕組み

づくりを行うことで、地域への愛着や誇りを醸成し、地域活動への参画を促進する。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆同窓会推進事業 

町を離れた方に対して、町に帰ってきてもらうき

っかけをつくるため、町内で開催される町外在住者

を含む同窓会開催に係る費用の一部を助成する。 

同窓会開催件数 

⇒（12 件/年 

主要事業② 

◆公共空間活性化事業 

公共施設の活性化や集い・交流の機会を創出する

ため、ドリームセンター、中央公民館、各 4校区セ

ンター（全 6ヶ所）を活用し、町外在住者を含む参

加者を募集し体験型講座（ワークショップ）を実施

する方に対し、開催費用の一部を助成する。 

体験講座開催件数 

⇒（20 件/年 

その他 

関連事業 

・集落支援員の配置 

・地域おこし協力隊の配置 

 



Hope ２ 「いきいきしたい」～健康長寿のたちあらい～

 いつまでも健康で充実した生活を営むことができるよう、健康増進施策を充実させ、

町民の健康寿命の延伸を図る。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆たちあらい型健康促進システムの構築 

無理なく運動・生活習慣の改善に取り組める環境

づくり等により、皆が効果を実感でき、持続性のあ

る健康促進システムを構築する。 

また、地域ぐるみの健康増進やイベント・講座の

実施等、関連する取り組みを一体的に進める。 

分館体操開催 

⇒（25 分館 

 

主要事業② 

◆地域包括ケアシステムの構築 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるように、医療（・介護（・予防・

住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケ

アシステムを構築する。 

※関係団体等との協

議を踏まえて設

定。 

その他 

関連事業 

・健康診断推進事業 

・健康体操推進事業 

 



Hope ３ 「守りたい」～安全・安心のたちあらい～

 いつまでも安全に安心して快適な生活を営むことができるまちであるために、防災・

防犯力の向上や交通施策の充実を図る。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆生活支援交通整備事業【広域連携事業】 

 広域的な交通空白地域の課題を解決するために、

連携したコミュニティバスの運行検討や鉄道利用促

進策の検討及び実施。 

※久留米広域連携中

枢都市圏での協議

を踏まえて設定。 

その他 

関連事業 

・防災組織強化事業      ・通学路交通安全プログラム事業 

・防犯・交通整備事業     ・町道維持補修事業 

・公共交通利用促進事業【広域連携事業】 

・公共交通ネットワーク再構築事業【広域連携事業】 

・鉄道会社コラボ事業 

 

 



基本目標⑤ 

ふるさとの魅力をみんなで共有し発信する。 

 

KPI（数値目標） 

・大刀洗町ふるさと大使任命件数 200人を目指す。 

・大刀洗町公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページ「5,000 いいね！」を目指す。 

（Ｈ28からの新規事業） 

 ふるさと大使任命件数 50名/年×4年間 

（基準数値：Ｈ27.11 末） 

 大刀洗町公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページ「2,432 いいね！」 

 

○基本目標を実現するための施策の基本的方向（３つの HOPE） 
 

Hope １: 魅力の発見「探したい」 

Hope ２: 魅力の向上「磨きたい」 

Hope ３: 魅力の発信「届けたい」 

 



Hope １ 「探したい」～魅力の発見～

 町にある魅力的な地域資源（（ヒト・モノ）を掘り起こすため、外部人材も活用しなが

ら、町を見つめ直し新たな町の魅力を発見する。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆特産品掘り起こし事業 

 （ＰＲＥＭＩＵＭ（ＴＡＣＨＩＡＲＡＩ） 

ふるさと納税のお礼となる特産品を発見するため

に、町民参加型のワークショップを開催し、町の魅

力ある商品を掘り起こす。 

特産品・飲食店掘り

起こし件数 

⇒（100 件 

（Ｈ27） 

主要事業② 

◆広報「たちあらい」つながるコーナー新設事業 

まちで活躍する輝くヒトにスポットをあて、魅力

あるヒトを広報で紹介する。 

併せて、広報の表紙を公募し魅力ある町の風景の

発見につなげる。 

住民紹介件数 

⇒（12 人/年 

風景発見件数 

⇒（4 件/年 

その他 

関連事業 
・さくら市場運営事業＜再掲＞ 

 



Hope ２ 「磨きたい」～魅力の向上～

 既存または新たに発見した町の地域資源（（ヒト・モノ）を磨き上げ、魅力を向上させ

る取り組みを行う。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆食・農ツーリズム事業（ＦＬＡＴ） 

おもてなしを醸成し、既に町にあるモノをブラッ

シュアップすることで、大刀洗町に合ったツーリズ

ムを構築する。 

観光コース作成件数 

⇒（10 コース 

（Ｈ27） 

主要事業② 

◆地域間連携による「稼ぐ力」「新たな人の流れ」 

創出プロジェクト【広域連携事業】<再掲> 

アンテナショップ等を活用しながら（「稼ぐ力」「観

光」「移住定住」を柱とした様々な取り組みを、久留

米広域連携中枢都市圏の自治体が一体となって実施

していく。 

圏域における 

直接消費額 

⇒（20,004,000 千

円 

圏域アンテナショッ

プ売上額 

⇒（150,000 千円 

圏域の人口（（の維持） 

⇒（461,401 人 

（Ｈ32） 

その他 

関連事業 

・まち旅博覧会開催事業【広域連携事業】 

・歴史遺産等活用事業【広域連携事業】 

 



Hope ３ 「届けたい」～魅力の発信～

 情報の共有と情報の発信力を強化し、町の魅力ある情報を町内外へ届ける取り組みを

行う。 

 

具体的な施策 事業の概要 KPI 

主要事業① 

◆たちあらい応援大使事業 

 まちの認知度の向上、まちのファンを増加させる

ため、大刀洗町にゆかりがある方や、大刀洗町に愛

着を持ち、ふるさとのように感じていただける方を

「たちあらい応援大使」に任命し、口コミによる魅

力の発信、ＰＲの強化を図る。 

大使任命件数 

⇒（50 名/年 

主要事業② 

◆たちあらいイメージアップ大作戦事業 

 （ＴＡＣＨＩ（Ａ（ＬＩＦＥ） 

 移住を検討している方にターゲットを絞り込み、

まちの強みを活かしたチラシを作成し配布する。 

チラシ配布枚数 

⇒（1,000 枚/年 

その他 

関連事業 

・ＳＮＳ活用事業 

・ラジオ放送事業【広域連携事業】 

・イベント情報・観光ルートパンフ作成事業【広域連携事業】 

・インターネット情報提供「ちくご遊学」運営事業【広域連携事業】 

・大刀洗町情報発信ＷＧ設置事業 

 


