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　日本の急速な少子化・高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける
とともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を
確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、「まち・ひと・しご
と創生法」が制定された。
　大刀洗町においては、2006年（Ｈ 18）をピークに人口が減少傾向にあり、ここ数
年は横ばいではあるものの、今後少子化・高齢化が一層進展することが見込まれており、
人口減少の克服、活力ある地域社会の形成や地域経済の発展などが課題となっている。
　そこで、町の実情を踏まえ、人口、経済、地域社会の課題に一体的に取り組むため、
「大刀洗“よかマチ”創生プロジェクト」を策定する。

策定の背景1
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まち
　本町は、福岡市及び久留米市などの都市圏に比較的近く、大分自動車道「筑後小郡ＩＣ」
に近いことから、九州内各都市へのアクセスも良く、自動車交通の利便性は高い。

大刀洗町の現状と課題2
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現　状



　一方、公共交通に関しては、大分自動車道を走る高速バスのバス停が 1 つ、鉄道路
線が 2 本貫通し、鉄道駅も 3 駅設置されているが、利用者数は減少傾向にあり、また、
地域内を走るバス路線が廃止されていることから、町内外における移動手段は自家用
車を主としている人が多い。
　地形については、高低差の少ない平坦な田園風景が広がり、緑豊かな恵まれた住環
境を有しており、それを活かして町北部を中心に分譲地開発や賃貸住宅の建設が進め
られてきた。
　コミュニティに関しては、昔からの集落が残っている地区が多く、隣組や行政区な
ど従来からの地縁組織を基本としながら、小学校区を単位とした 4 校区センターをそ
れぞれの地域の核として、地域の特色を活かしながら地域力の強化、地域の活性化を
進めている。

　本町の人口動態を分析すると、人口は 2006 年（Ｈ18）をピークに減少傾向である。
年少人口は減少が続いている一方で、老年人口は増加が続いている。生産年齢人口は、
2005 年（Ｈ17）をピークに減少傾向である。
　人口増減の主な要因としては、自然増減（出生、死亡）よりも社会増減（転入、転出）
の方が大きな影響力を有している。
　世帯数については、人口の動向に関わらず一貫として増加しており、「世帯分離」や「単
身世帯」「核家族世帯」の増加により、世帯規模が縮小している傾向がうかがえる。
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＜年度末人口の推移＞

（注）2012（平成 24）年 7月から外国人も住基でカウントしている。
（出典）大刀洗町「指定区別年齢別男女別人口調」をもとに九経調作成



<農業>
　耕地率が 60％（2014 年（Ｈ26））と県内市町村で最も高く、うち約 8 割が農業基盤
整備を完了している。
　この耕作に適した優良農地を活用し、本町の南部地域を中心に、米・麦・大豆、野菜
などの生産農業が盛んである。
<商工業>
　本町の北部地域に２つの工業団地を形成して企業誘致を進め、一定の企業集積が図ら
れている。また、近年整備された工業団地には IC に近い等の特性を活かして運輸業や
倉庫業の事業所が進出している。
　就業者については、約６割が町外に勤務しており、そのうち約 2 割が福岡市及び久留
米市などの都市圏に通勤している。完全失業率は、5.206％（2010 年（Ｈ22））と県内
市町村で最も低い。
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しごと

＜町内常住就業者数と通勤先構成比＞



<交通弱者の増加>
　町内に民間バス路線がなく、又、鉄道路線からも遠い、いわゆる公共交通空白地帯が生
じている。

　これまで、公共交通の確保については、一部の地区において、住民有志によるバス運
行事業を試行させたことがあるが、バスの運行形態が必ずしも利用者のニーズに沿ったも
のではなかった等の理由で、結果としてバスの利用者が少なく運行の継続が困難な状態
であった。
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まち

＜大刀洗町及び隣接自治体のバス・鉄道路線とバス停留所、鉄道駅勢圏＞

＜公共交通空白地抽出結果＞

課　題



　将来的には、特に日常の買い物や通院などに支障をきたす交通弱者の増加が懸念される。
　今後は、交通弱者の現状やニーズをしっかりと把握し、効果的な対策を検討するとともに、
近隣市町村が運営するコミュニティバスの運行路線延長など、近隣市町村との連携した
取組みの検討が必要である。
<空き家の増加>
　また、県内で空き家の割合は、比較的下位にあるものの、独居世帯が増加していること
を踏まえると、入居者の転居や死亡がそのまま空き家の増加につながることが考えられる。
<地域コミュ二ティの弱体化>
　さらに、コミュニティに関しては、独居の高齢者や高齢者のみの世帯などが増加するも
のと見込まれる中、地域における見守りが今後益々重要性を増している。また、核家族化、
少子高齢化が進む中で、生活の多様化や生活範囲の拡大等により、これまでの地域に根
ざしたコミュニティを維持することが難しくなってきている。

　このまま何も対策を行わなかった場合、2010 年（Ｈ22）と比較して2040 年（Ｈ52）
には、総人口が 12％減少（15,284 人⇒13,402 人）し、年少人口は 23％減少（2,257
人⇒1,731 人）、生産年齢人口は 25％減少（9,647 人⇒7,272 人）、老年人口は 31％
増加（3,364 人⇒4,399 人）となることが予測される。高齢者の増加により、社会保障
費用の更なる増加が見込まれるほか、介護等で働き方が制限される人や経済的な負担を
受ける人が増加することも予測される。さらに、生産年齢人口の減少による消費・購買の
減少が及ぼす地域経済への影響、各方面の担い手不足など町の様々な面に影響があると
考えられる。
　本町において人口減少はそれほど進展していないものの、年齢構成を見ると確実に高
齢化が進展しており今のうちに充分な対策をうつ必要がある。

※３区分別人口は年齢不詳を含んでいないため、合計と一致しない

6

ひと



7

　高齢化による離農者の増加に対し、新規就農を含めた後継者育成は進んでいない。農
地の多面的機能を保全するためにも、農業後継者の育成が喫緊の課題である。
　また、企業誘致を進めたことで町内において一定の雇用は生まれているが、雇用力のあ
る都市圏で働く人が多いという現状を踏まえると、消費行動等が町外で行われていること
も予測され、農商工業等、既存産業の連携の促進や創業支援など、地場産業の活性化に
も力を入れていく必要がある。

しごと

＜将来人口推計＞

 

日本創成会議

日本創成会議

（注）日本創成会議準拠推計は、2040（平成52）年まで

日本創成会議
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　まずは、交流人口の増加やファンの増加に向けて、従来のイベントの告知、観光スポッ
トの紹介といった情報発信だけではなく、まちの雰囲気や田舎暮らしの魅力、いきいきと
した町民の顔、休日にはどんな活動ができるかなど、日常・あたりまえの中にある魅力を
伝え、共感してもらえるような情報発信が必要である。
　具体的に移住を検討している方に対しては、豊かな生活環境と交通の利便性の両立や、
子育て環境が優れている等の具体的なアピールポイントを、町の施策とともに伝えていく
必要がある。
　また、発信の手段については、広報・ＨＰなどの自前のメディアでしっかり発信していく
ことに加えて、第三者の情報発信（マスコミによる発信・口コミやＳＮＳによる発信）の力
を最大限活用していくことが必要である。
　受身・一方通行の情報発信ではなく、相手の視点や感性にたち、「いかに伝えるか・ど
のようにすれば伝わるか」を重視する。
　また、町内に商店街や大規模商業施設、観光施設、集客力のある施設等がないことを
もって町民自身が「何もない町」と自己評価する一方で、本町にしかない魅力（ヒト・モノ）
は当たり前の風景としてスポットが当ててこられなかった。
　ふるさとを誇りに思うシビックプライドを醸成することが一つの課題であり、また、
「選ばれるまちになるために」いかに本町の魅力を発掘しアピールしていくかが課題となる。
　総じて、情報発信力の強化を図ることが課題である。

情報
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8.

自家用車を利用すると交通の便は良い！

雇用の場が近隣市町村には充分にあり、通勤がしやすい！

家賃、地代が近隣市町村と比較して安い！

自然災害が少なく、快適に暮らすことができる！

安心して子どもを育てる環境が整っている！

誇れる歴史や文化財がある！

大きな病院が近くにあるので安心！

農作物が豊富に揃っている！

9

町の強み



本戦略の計画期間は 2015 年度から 2019 年度までの 5 ヵ年とする。

　「大刀洗町人口ビジョン」を踏まえた、大刀洗町オリジナルの戦略とする。
　本町の進める「自立のまちづくり」を念頭に、コンパクトな町ならではの特色をいかして、
「活力ある地域コミュニティ」を維持していくため、以下の 2 つの方向性に基づき戦略を
策定する。

　町の強みを活かして、町を活性化させ、人口動態を改善する取組み。
　例えば、豊かな生活環境や交通の利便性を活かして移住・交流を促進する取組
みや、良好な子育て環境をさらに充実させることで、出産・子育ての希望実現、出
生率の向上につなげる取組みを検討する。
　また、農業・商工業の分野においても、新たな挑戦を後押しすることで地元産業
の活性化を目指す。
　あわせて、情報発信力を強化し、シティープロモーション（地域を売り込むこと：
知名度やブランド力の向上、住民の愛着形成など）に取組んでいく。

　人口減少に伴い生じる様々な課題に備え、将来にわたり安心して暮らしを営むこ
とが出来るようにするための施策。
　交通弱者対策、高齢化対策（健康づくりなど）、公共施設の老朽化対策、各方面
の担い手不足対策などが必要である。

･･･「まちの強み」の強化・発信する

･･･将来的な課題に備え、克服する

策定方針3
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計画期間

内　容

「攻めの戦略」

「守りの戦略」



大刀洗町まち・ひと・しごと
創生総合戦略審議会・分科会

戦略の策定にあたり、住民・産業界・教育機関・金融機関・
言論界など、多様な主体の意見を反映するため、大刀
洗町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を設置する。
また、具体的な施策など議論を深化させるため、審議
会委員とＷＧメンバーで構成する、大刀洗町まち・ひと・
しごと創生総合戦略分科会を設置する。

大刀洗町まち・ひと・しごと
創生総合戦略庁舎内ＷＧ

まち・ひと・しごと創生に全庁横断的に取り組むため、
副町長を中心とした若手主体のワーキンググループを
設置する。
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検討体制

目標設定
戦略は、明確な目標を設定し、目標の達成度合いを検証できるよう、
客観的な指標 （KPI） ※を定める。

 ※ ＫＰＩ（重要業績評価指標）
 　 Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒの略。
 　 政策ごとの達成すべき成果目標。



　大刀洗町が将来にわたって“よかマチ”であり続けるために、「活力ある地域コミュニティ
の維持※」を目指すべき姿とする。
 ※ 詳細は、「大刀洗町人口ビジョン」72 ページに記載。

　本町の人口動態を分析すると、転入・転出者数ともに、人口に対する割合が他団体に
比べ高い。たくさん転入して、たくさん転出する構造。また、現在自然増減よりも社会増
減が人口増減に大きな影響を与えている。
　社会増減改善のために必要な点として、移住人口の増加策（転入者を増やす）とともに、
移住者を含めた現在の大刀洗町民の定住化を促進する。

（KPI：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。）
（KPI：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。）

交流を促進する

移住を促進する

定住を促進する

「行ってみたい」
「住んでみたい」
「ずっと居たい」

【基本目標】

【基本的方向】

戦略の体系と目標4

12

将来展望（目指すべき姿）

基本目標と基本的方向

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。
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　転出入共に、20～30 代の動きが 5 割超であるため、「子育て世代」の転入を促し、
転出を抑制する施策が有効であると考える。
　また、「子育て世代」が増加することにより自然増減（出生－死亡）はプラスに転じ、年
少人口及び生産年齢人口の割合は改善されてくる。
　「子育てをする親の視点」と「地域で育つ子どもの視点」を大切にしつつ、支援の質と
学びの質を高めるよう、行政、地域、学校、家庭、企業が一体となって施策を展開して
いくことで「子育て世代」にとって魅力的な町を実現する。

（KPI：出生率 1.6 を目指す。）

出会いから出産までの応援

育む応援

子どもの応援

「産みたい」
「育てたい」
「学びたい」

【基本目標】

【基本的方向】

2 子どもも親も、共に輝けるようみんなで応援する。
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　町に新たな雇用を創出するため、起業意欲のある方の支援「やってみたい」という気持
ちを後押しする。
　また、町内にある既存産業が、持続可能な経営ができるように、後継者等の人材育成、
商品の魅力向上（＝付加価値）、同・異業種間ビジネスマッチングにも積極的に取組み、
行政、商工会、農業協同組合、金融機関が一体となって地元産業を応援し、次世代に
誇れる農・商・工業を実現させる。
　「退職された方も、まだまだ現役。」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、コミュニティビジネス創出へとつなげる取り組みを支援し、シニア層
の就業継続や就業を通じた地域社会への参画を促す。

（KPI：町内事業所の従業員数 4,300 人を目指す。）

起業・就業の応援

魅力ある農・商工業の応援

シニア層の応援

「やってみたい」
「誇りにしたい」
「活かしたい」

【基本目標】

【基本的方向】

3 しごとに誇りや、やりがいを感じられるよう応援する。

　町に住んでいる方が、「いつまでも大刀洗町で暮らしたい。」と感じていただけるように、
自分たちのまちへの興味・関心が向上する取り組みを実施し、住民が集い・繋がりながら
活動する中でまちへの愛着・誇りを醸成する。（こころを育てる）
　また、いつまでも健康でいきいきと充実した生活が営めるように、健康増進施策を充
実させ、健康寿命の延伸を図る。（からだの維持）

【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。



集う繋がるたちあらい

健康長寿のたちあらい

安全・安心のたちあらい

「繋がりたい」
「いきいきしたい」
「守りたい」

【基本的方向】

　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ように、地域全体の防災・防
犯力の向上や交通施策の充実を図る。（ちいきの維持）
　みんなが自分のまちを自慢したくなるような、将来にわたって持続可能で魅力あるまち
をつくっていく。

（KPI：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。）

　町にある魅力的な地域資源（ヒト・モノ）を掘り起こし、それを磨き上げ、魅力を向上
させる取り組みを行う。
　「大刀洗町には何もない」というイメージを払拭するため、町の魅力をみんなで共有し、
町外に住む方から見える町の魅力（外部の視点）も大切にしながら、大刀洗町のファンを
巻き込み、みんなでふるさと大刀洗町の魅力を発信していく。

（KPI：大刀洗町ふるさと大使任命件数 200 人を目指す。）
（KPI：大刀洗町公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページ「5,000 いいね！」を目指す。）

魅力の発見

魅力の向上

魅力の発信

「探したい」
「磨きたい」
「届けたい」

【基本目標】

【基本的方向】

5 ふるさとの魅力をみんなで共有し発信する。

15



具体的な取組5
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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。

（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」

基
本
目
標
①
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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 KPI事業の概要

基
本
目
標
①



Hope ２ 「住んでみたい」～移住を促進する～

18

　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 KPI事業の概要

基
本
目
標
①



　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。

「体験型の修学旅行の提案もありかもしれない。人と人が繋がるので、繋がりが深まる
と思う。」

「外からやってくる人は、グルメも楽しみにしている。グルメとセットでまちの紹介が出
来ると面白いと思う。」

「住んでみたい町という点では、大刀洗町もいろいろとやっていると思う。これからは、
一度町に住んだ方が、これからも住みつづけたいと思ってもらえるような取り組みも必
要だと思う。」

「自分の子ども達に、大刀洗町は〇〇だから帰ってこい。と言いたい。今は言えない状
態だ。まずは自分が、子ども達が憧れるような人にならないといけない。人の魅力で
町に人を呼び込みたい。」

「この町が住みやすいと親が感じていれば、子ども達もここに帰ってくると思う。子ども
達が帰ってくる場所を作りたい。外に出たいと感じている人もいれば、逆に地元に住み
たいと思う人もいる。そう感じる人を増やしていけたらよいと思う。」

協議の軌跡

19

Hope ３ 「ずっと居たい」～定住を促進する～

具体的な施策 KPI事業の概要
基
本
目
標
①
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KPI（数値目標）
・出生率 1.6 を目指す。

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。

（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」

基
本
目
標
②
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　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。

Hope １ 「産みたい」～出会いから出産までの応援～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
②
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　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。

Hope ２ 「育てたい」～育む応援～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
②
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　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。

Hope ３ 「学びたい」～子どもの応援～

「町内の人にたくさんの出会いを、そして素敵な結婚をしていただきたい。パートナーが
町外から来てくれると人口も倍になる。」

「結婚や出産は個人の選択の自由だと思う。しかし、自分の人生設計（ライフイメージ）は、
早い段階からしっかりと考えていく必要があると思う。」

「子育てをしながらも、愉しそうにしている母親を増やしたい。まずは、自分が積極的
に外に出て、周りからも子ども達からも愉しそうだね。と言ってもらえるような母親に
なりたい。」

「お父さんたちは子育てをやりたくても知識が少ない。お父さんが、お父さんの先輩達
と交流をしていければ、すごくいいと思う。」

「子どもの預かりなどの支援は必要だが、子どもと親の関係が希薄化してしまうという
側面もあるので悩ましい。子どもと親との時間をつくることも大切だと思う。」

「子どもが、自分で住む場所を選択できるようになった時に、大刀洗町が好きだから大
刀洗町に住みたい。と言えるような子ども達が育って欲しい。子ども達が育つ過程で、
どれだけ地域に関われたかでふるさとに対する気持ちは変わってくる。」

「支援をするだけではなくて、なぜ支援をするのか。その意味や目的を伝えていくことも
大切だと思う。」

「小さい町だからこそ、子育てに対する支援の幅や方向を、これからよりよい形に変え
ていけると思う。きめ細かい支援や、みんなで育てること（多様な大人たちの子育てへ
の参画）、それらを通じた子育て・教育の質の向上などが大切だと思う。」

協議の軌跡

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
②



24

KPI（数値目標）
・町内事業所の従業員数 4,300 人を目指す。

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。

（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」

基
本
目
標
③



25

　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。

Hope １ 「やってみたい」～起業・就業の応援～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
③
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　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。

Hope ２ 「誇りにしたい」～魅力ある農・商工業の応援～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
③
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　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。

「起業したいという方に対して、商工会単独での支援には限界がある。行政機関や
金融機関などの関係機関が一体となって支援していきたい。」

「商品をＰＲするにはストーリーが大切だと思う。この町で作られたもの。ここにし
かないもの。消費者に対していかにストーリーを語れるか。それが大切。」

「地域の企業にとって、地元の食材をいかにして使うかということは、非常に重要視
されてきている。地域と連携した取り組みができると面白いと思う。」

「高齢者や主婦の方が、空いた時間に気軽に働けるような仕組みができれば、農業
をやっている方も助かると思う。」

「大刀洗町のお米を誰に食べて欲しいのか？私は町の人に食べてもらいたい。町内
の方、町内の企業に勤めている方に積極的に食べてもらうような取り組みもやって
みてはどうか。」

「自分（父）が農業をやっている姿を見て、子ども達が大きくなったら農業をやりたい。
そう思ってもらえるような。カッコいい農家になりたい。」

「うちの町の 70 歳はバリバリの主役。農家は生涯現役だ。」

「ボランティアで運営する側もイベントに参加する側も、顔ぶれはいつも一緒。次世
代への継承、そして新しい方の参加が進むと、新たな発展や繋がりができてくる。」

協議の軌跡

Hope ３ 「活かしたい」～シニア層の応援～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
③
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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。

（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」

基
本
目
標
④
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　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。

Hope １ 「繋がりたい」～集う繋がるたちあらい～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
④
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　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。

Hope 2 「いきいきしたい」～健康長寿のたちあらい～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
④
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　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。

Hope 3 「守りたい」～安全 ・ 安心のたちあらい～

「公民館をもっと気軽に利用できるような場所にしたい。地域のみんなの空間として。」

「まちは小さいけれど、それぞれの地域（校区）に特色がある。その特色を活かし
て地域にあったイベントを展開していけると面白いと思う。」

「災害が発生した時に、必要なのは地域の力だと思う。地域によって条件は異なる。
高齢者や子どもの状況など、自分たちの地域の現状をまずは把握し、地域でどう対
応するのかを事前に考えておく必要があると思う。」

「大刀洗町は、公共交通が網羅されているわけではないので不便さはある。しかし、
田園風景を見ながら歩くのも気持ちがいいものだ。町の中をたくさん歩いてもらっ
てみんなに健康になってもらうこともいいと思う。」

「大刀洗町が持つ独特の雰囲気、土の匂い、季節の匂い。大刀洗町の暮らし。そん
な価値観を共有できる方に町に来て欲しい。」

「大刀洗町は水が美味しいと思う。水源も豊富だ。この水を積極的にアピールして
いけたらいいと思う。」

協議の軌跡

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
④
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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。

基本目標⑤

ふるさとの魅力を
みんなで共有し発信する。

（基準数値：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」

基
本
目
標
⑤
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　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。

Hope 1 「探したい」～魅力の発見～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
⑤
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　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。

Hope 2 「磨きたい」～魅力の向上～

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
⑤
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　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。

Hope 3  「届けたい」～魅力の発信～

「守部の竹細工など幻想的で、もっとみんなに自慢したい。そういったものはまだまだ
たくさんある。」

「単に情報が多すぎるのもよくない。伝えたいこと、伝えたい情報を絞り込む作業も
必要だと思う。」

「情報を発信するのであれば、その言葉を聞いただけで、町のことがイメージできるよ
うなキャッチフレーズを考えたい。」

「全国初。九州初。となるような取り組みを積極的におこなってインパクトのある町を
発信していきたい。」

「大刀洗町には何もない。という言葉を町民が発しているうちはダメだと思う。この町に
住み、町のことを知る自分たちの言葉は重い。まずは、自分たちから町の魅力を口コ
ミで発信していこう。」

協議の軌跡

具体的な施策 KPI事業の概要

基
本
目
標
⑤



　戦略の目標を実現するために、行政のみならず、町民や地域、それぞれの分野における関
係団体と連携して施策を実施していく。
　また、 ＰＤＣＡサイクル※に基づき、外部有識者等の意見も踏まえ、実施した施策や事業
の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改訂するものとする。

※ ＰＤＣＡサイクル
　 ＰＬＡＮ （計画）ＤＯ （実施）ＣＨＥＣＫ （評価）ＡＣＴＩＯＮ （改善）
　 ４つの視点をプロセスの中に取り込むことで、不断のサイクルとし、
 　継続的な改善を推進するマネジメント手法。

戦略の実現に向けて6

36

推進体制



【移住 ・ 交流促進、まちづくり分科会】
　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。
　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。

【出産 ・ 子育て ・ 教育応援分科会】
　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。

【しごと応援分科会】
　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。

37

大刀洗町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の経過

平成27年6月 第 1回　審議会

平成27年7月

第 1回　移住・交流促進、まちづくり分科会
第 1回　出産・子育て・教育応援分科会
第 1回　しごと応援分科会
第 2回　審議会

平成27年8月 議会報告

平成27年9月

第 2回　移住・交流促進、まちづくり分科会
第 2回　出産・子育て・教育応援分科会
第 2回　しごと応援分科会
第 3回　移住・交流促進、まちづくり分科会
第 3 回　出産・子育て・教育応援分科会

平成27年10月
第 3回　審議会
第 4回　出産・子育て・教育応援分科会

平成27年11月 第 4回　審議会

平成27年12月
議会報告
パブリックコメント実施
策定
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大刀洗町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 ・ 分科会

氏　名 役職 所属機関等

田村　馨 会　長 福岡大学

北川　勝彦 副会長 大刀洗町商工会

栄田　憲正　　⇒ 　川田 昌孝 （株）宝幸

清水 恵美子　  ⇒ 　川口 安子 西日本新聞

田平　弘治 みい農業協同組合

吉田　啓司 福岡銀行

井上　宰継 住民代表

重松　昭二 住民代表

白石　和寿 住民代表

中垣　晃博 住民代表

永冨　佐織 住民代表

平城　文恵 住民代表

平田　秀信 住民代表

平田　美穂 住民代表

船木　隆 住民代表

大刀洗町まち・ひと・しごと創生総合戦略　庁舎内ＷＧ

堀内　智史 案納　明枝

早川　正一 平塚　怜子

村田　まみ 刈茅　王伸

佐々木　大輔 松元　治美

山村　智子 髙岡　威

辻　祐介 奥平　大　　（地域おこし協力隊）

事務局

岡田　暁人 福岡　信義

矢野　孝一 棚町　寿



大刀洗”よかマチ”創生プロジェクト

平成27年12月　策定

大刀洗町　地域振興課
TEL （0942）77-0173　 FAX （0942）77-3063

ＵＲＬ　http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/


