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1-1 直方版移住パッケージの展開

1-2 住宅取得の支援

1-3 “しごとと暮らす”事業

1-4
直方版シティプロモーションの
展開

・市勢要覧を作成予定。単なる紹介ではなく直方市の強み
をアピールできる内容とする。
・引き続きSNSを活用しながら情報発信を行っていく。

中心市街地に点在する空き家を中心に、店舗兼住宅とし
てのリフォームを支援し、まちなか居住の推進とまちの賑
わいづくりを進める。

中心市街地エリアの定住
人口増加：10人（令和元
年度まで）

中心市街地の空き家と想定される場所を
マッピング。（中心市街地内の空き家数：
274）

商店リフォーム補助金や事業所開設支援補助金などの支
援メニューがあるため、総合戦略の改訂に合わせて抜本的
な見直しを行う。

市民に対する広報に加えて、積極的に本市の魅力を売り
込む、攻めの情報提供を行うシティプロモーションの体制
を整え、特に市外からの移住を促進するような情報発信
を行う。
・移住を考えている子育て世代等、ターゲットを絞るマー
ケティングの実施
・多角的な情報発信媒体の活用
・市民自らが発信する、効果の高い“口コミ”の活用
・情報発信機関として、幼稚園、保育所、学校、病院、金
融機関との連携

ユーザー数：430,000件/
年

・平成30年度のHPユーザー数が548,703
件。
・平成30年度のHPページビュー数 2,845,770
件。
・29年度に引き続きキャッチコピー「おのつく
のおがた」をあしらったポロシャツを作製し、
職員が着用する等知名度アップを図った。
また、市民への販売も行った。
・市報やHPを補完することを目的に、SNS(イ
ンスタグラム)による情報発信を行った。
（フォロワー数：1039※令和元年5月8日現
在）

「住宅取得や家賃の補助」は移住するのに必要な要素とし
て一定程度は求められているものの、費用対効果が明確
でないことや近隣自治体での人の取り合いになること、多
額の予算が必要になること等の理由により、まずは、上記
の「地方創生移住支援事業」の取り組みを優先して実施し
ていく。

移住・定住者向けの相談窓口を開設し、移住後の人生設
計をプランニングするとともに、「直方版移住パッケージ」
を創設する。
【直方版移住パッケージ】
・移住者と地域コミュニティをつなぎ移住者をサポートする
地域住民の養成
・空き家の活用
・パーク＆ライドの推進
・不動産業者、金融機関、企業及び行政の連携 等

移住世帯数：30件/年

空き家の活用については、流通促進を目的
とした「空き家バンク」を30年12月に導入し、
31年1月より申請受付を開始した。制度運用
については市内不動産事業者（事前登録
制）と連携している。また、企業と連携した移
住定住促進策を検討するため、事業所の従
業員を対象としたアンケート及び事業所の
担当者からのヒアリングを行った。それらの
結果や市の人口動態等を踏まえて、取り組
みに向けての考え方を整理した。

空き家バンクについては登録促進のため、固定資産税の
通知文に制度の案内を記載。
その他の取り組みについては人口動向や調査結果を踏ま
えてどのような取り組みを実施していくかについて関係各
課と協議を行いながら決定していく。また、今年度より地方
創生推進交付金のメニューとして創設された「地方創生移
住支援事業」については、国、県、市町村が連携して都市
から地方へのＵターン及び就職を促進する取り組みである
ことから、先行して実施に向けて準備を進めていく。

市内に住宅を取得しようとして、転入してくる子育て世代
に対して、住宅新築や中古住宅取得を促す支援を行う。

利用件数：30件/年

市内事業所の従業員を対象としたアンケー
トにおいて、補助制度に対するニーズに関し
ても調査を行った。市外在住者が市に移住
するのに必要な要素として「住宅購入費や
家賃の補助」を選択した人の割合は21.3%で
あった。（参考：①公共交通の利便性 39.1%
②買物する場所31.9% ③治安 22.1% ）
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施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
①住みやすさを実感できるまちづくり
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
①住みやすさを実感できるまちづくり

1-7
アセットマネジメントによる公共
施設の適正配置

平成29年度に外部識者を含む都市再生協議会を設置し、
平成30年度に立地適正化計画を策定、都市機能誘導区
域・誘導施設、居住誘導区域を設定した。
平成31年4月より、運用開始。

【都市計画課】
・今年度調査した遊具の老朽化の状態を整理し、年度末ま
でに老朽化の著しいものから補修を行なう。
・公園長寿命化計画と各年度の遊具の状態を確認しなが
ら、優先順位を設け遊具の整備を行なっていく。
・長寿命化のLCCは１０年後、２０年後に長期のトータルの
結果でしか判定が出来ず、コスト削減効果は単年度毎では
計上できない。

【土木課】
・各施設は、長寿命化計画に基づき修繕していく。

1-5
まちなか居住の推進（立地適
正化計画の策定）

「直方市都市計画マスタープラン」に掲げる「集約型都市
構造」の実現により、歩いて暮らせるコンパクトなまちづく
りを進める。そのために、「立地適正化計画」を策定し、公
共交通や都市機能の適正配置を進める。

Ｈ31年度までに策定

・立地適正化計画策定業務委託を発注済
(平成２８年度～平成３０年度)
・平成28年度　庁内会議：２回開催
・平成29年度　庁内会議：３回開催、協議会
２回開催
・平成30年度　庁内会議：２回開催、協議会
２回開催

本市が保有する公共施設を一元的に把握し、都市の変遷
を踏まえた老朽化のレベルや将来維持コストを勘案しつ
つ、長寿命化を進め、最適配置を実現する。

インフラボリューム：10％
削減

学校施設及びその他の公共施設につい
て、現時点での老朽化度合の調査や同調
査結果に基づく将来維持コストの試算等
を行い、長寿命化に関する個別施設計画
を策定した。

個別施設計画に基づき、事業費の平準化を図りつつ、
施設の長寿命化のための改修を行う。また、公共施設
等に係る総合管理計画や個別施設計画を踏まえつつ、
老朽化等により施設更新が必要となる時期にあわせて
公共施設の集約化・複合化を検討し、インフラボ
リュームの10％削減を目指す。

1-8
コミュニティバスの充実 ・バス
路線維持事業

高齢化社会の進行に伴い、市内のバス路線の維持や、コ
ミュニティバスの充実等の改善を図る。

コミュニティバス利用者
数：現状維持

平成30年度利用者数43,669人
前年38,258人（前年度比5,411人増）

平成30年9月に策定された直方市地域公共交通網形成計
画に基づき事業を行うことで、持続可能な公共交通網の整
備および利用者増を目指す。

1-9
幹線道路の整備によるネット
ワークの強化

市内の幹線道路の整備を進め、中心拠点と副拠点を結
ぶ拠点間ネットワークを強化する。

幹線道路の整備

・イオン中央入り口～JR直方駅 (整備率
80%)
・未整備区間の小野牟田野添線の詳細設
計、用地測量、物件調査業務を発注し、平
成30年度より、一部用地買収に着手。

小野牟田野添線の未整備区間について、平成29年度で建
物移転補償調査業務を完了した。平成30年度より用地買
収に着手し、３ヶ年で終える予定である。

1-6
道路・橋梁・公園等都市施設長
寿命化計画の策定

都市インフラの長寿命化計画を策定し、長期的な維持管
理を推進することにより、持続可能なまちづくりを実現す
る。

インフラの維持管理コスト
の市負担分：10％削減

【都市計画課】
・老朽化著しい遊具の撤去・更新
　　(４公園・６基)

【土木課】
・道路個別施設計画の策定
・橋梁長寿命化修繕計画の策定
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施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
①住みやすさを実感できるまちづくり

1-10 近隣都市との連携の強化
近隣都市との連携により、医療機関等の都市機能や産業
連携を強化し、誰もが住みやすいまちづくりを進める。

連携事業数：5事業

連携事業数：5事業
①広域観光連携事業
・平成30年5月に「門司海峡フェスタ」におい
て焼きスパを出店販売
･北九州本庁舎1階ロビー、小倉駅前観光案
内所等への圏域構成市町のパンフレットの
配架を実施。
②首都圏でのPRイベント
･東京浅草にある地域応援専門館「まるごと
にっぽん」に圏域で常設スペースを年間契
約し、本市特産品を販売
③人材育成及び職員交流事業
・新任課長・係長研修
・政策立案研修の合同実施
・技術職員の相談体制構築にむけた意見交
換会
④直方宗像線沿線自治体連絡会議
・直方市、宗像市、鞍手町と連携し、各市町
の広報誌におけるイベントの相互周知や道
の駅むなかた等での物産展を開催した。
⑤直方鞍手圏域広域連携推進事業
・ちょっくらふれ旅（夏・秋）の開催。

本来の目的に沿った展開はハード整備も伴うため進めるこ
とが難しい。当面可能なソフト面での連携を進めていく。
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平成３０年度通行量調査が、4,125人と低迷している。
現在展開している内容は、中心市街地に限定しない直方
市内各地での展開であり、通行量に直接は影響が出にく
い。
中心市街地のアーケード活用などの手法とルートについ
て、商工観光課・健康福祉課・高齢者支援課等と協議し、
新たな展開を模索していく。

方向性を決める庁内関係各課との協議体制ができていな
い。

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
②健幸でいきいきと暮らすことができるまちづくり

2-1
まちなかウォーキングルートの
構築

「直方市健幸都市推進計画」に基づき、中心市街地の全
天候型アーケードを活かしたウォーキングコースや、「自
然」、「歴史・文化」という直方の魅力を楽しむための
ウォーキングコースを設置する。

中心市街地の歩行者・自
転車通行量：現状維持
4,680人/日（平成26年度）
→4,680人/日（令和元年
度）

鞍手高校ＳＧＨと北九州大学地域創生学
群、植木地区との共同で、一昨年11月に中
間市でモニターツアー実施。今年度、モデル
コースを２つ作成して、自前のモニターツ
アーを実施。
4月末に開園する直方中央公園には、３００
ｍの遊歩道と健康遊具などの整備が終了し
た。

2-2 健康づくり拠点の整備

介護予防や健康教室等を開催する場として、まちなかの
空き店舗を活用して健康づくりの拠点を整備する。
働く世代等、市民のライフスタイルに応じて活用できるよう
に、官民連携した取り組みを進める。

Ｈ31年度までに拠点の立
ち上げ

未着手

実施したアンケートの回答内容は、地域の活動資源シート
として活用し登録者募集の推進に役立てていく。また、高
齢者の生きがい活動、役割を充実していくために、のおが
た元気ポイント事業における自主活動を推進していく。
また、新規登録者を増やしていくために市民課窓口番号
ディスプレイや市報テロップでの広報を継続する。

2-4
生活習慣病の発症予防と重症
化予防の推進

特定健康診査及び特定保健指導により、生活習慣病患
者の改善を図る。併せて、健康教育・健康指導を推進す
る。

特定健康診査の受診率：
60％
特定保健指導の実施率：
60％

特定健康診査の受診率：26.7%
（H31.3月末時点　前年同時期比+2.7%）
特定保健指導の実施率：40.0%
（H31.3月末時点　前年1月末比-0.6%）

健診の受診機会を確保するため、「イオンモール直方」で
の健診を継続する。平成３０年度から取り組んでいる情報
提供事業についても、医療機関と連携しながら進めていき
たい。特定健診の啓発は、イオンモール直方で実施したミ
ニ健康フェアにおいて、血管年齢測定や栄養指導など生活
習慣病予防のための指導の中で合わせて行う。今後とも、
受診率向上のため、健診実施機関と協力し、健診実施機
会の増加に努めていくとともにより効果のある受診勧奨を
行っていく。特定保健指導については、健診当日の面談も
含めて実施率の向上を図る。

2-3
のおがた元気ポイント事業の
推進

健康診断の受診や市主催の介護予防事業、地域で自主
的に実施する介護予防や健康に関する活動に参加した
場合に、「のおがた元気ポイント」を付与することにより、
積極的な健康事業への参加を促す。

登録者数： 1,806人（平成
26年度）→3,000人（令和
元年度）

・登録者数は2749人（前年比136人増）。
・元気ポイント事業に登録している地域の自
主活動団体226団体(前年比8団体増)。
・自主活動団体に対してアンケートを実施し
て、活動状況や新規加入者の受け入れ希
望等の確認を行った。
（各数値はH31年3月末時点の実績値 ）
・普及啓発のため、市民課窓口番号ディス
プレイや市報テロップで広報している。
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施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
②健幸でいきいきと暮らすことができるまちづくり

がん検診受診率：平均8.8%
がんでの死亡者数：H27⇒H28　39人増

集団検診と個別検診での検診実施、広報や訪問等による
検診の普及啓発を継続する。また、子宮がん・乳がん検診
の無料クーポン券配布による受診勧奨や、対象者を絞って
個別に受診勧奨を強化していく。また、精密検査未受診者
への受診勧奨も継続していく。

2-6 食を通じたまちづくりの推進
地元産の農産物を活用した食育の推進や、農商工連携
による「健康」をキーワードとした付加価値の高い商品・
サービスづくりを推進する。

食育イベントの開催：2件/
年

食育イベントの開催：４件/年
・地元農産物を活用したイベント「第6回愛情
コメコメレシピグランプリ」
・米粉麺試食会（一般向け）
・米粉たい焼き試食会（一般向け）
・地元農産物を活用した給食献立の開発及
び調理員向け研修会の開催

今年度は、食育の取組みを継続実施するほか、Ｈ30年度
から生産を始めた高アミロース米「ふくのこ」や、機能性野
菜等を活用した商品開発など、「健康」をキーワードとした
付加価値の高い商品・サービスづくりの推進を図る。

2-5
がんの発症予防と早期発見の
推進

がんの早期発見、早期治療に向けたがん検診及び受診
勧奨を実施する。併せて、働く女性のがん検診等、がん検
診受診支援を実施するとともに、がんに関する情報提供、
啓発活動を推進する。

がん検診受診率50％
がんでの死亡者数10人減
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継続

会員交流会や講習会を着実に実施し、事業の充実に努め
る。

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
③誰もが安心して子育てできる環境を整える

3-1
多子世帯における第二子保育
料の無料化

小学校就学前の範囲において、同一世帯から二人以上
の子どもが保育所、幼稚園等入所している場合は、最年
長の子どもから順に二人目以降は、保育所の保育料を無
料とする。

市民意識調査における
「子育てしやすいまち」と
評価する市民の割合：
37.7％（平成26年度）→
40％（令和元年度）

平成28年度当初から実施済み。評価指標
達成度検証は、令和元年度において検証。

3-2 ファミリー・サポート事業の充実

平成22年度からスタートし、利用者は増加傾向であるが、
現在、一時預かりや小学校、習い事の送迎等の利用が中
心となっている。今後も、利用者のニーズに合わせて、利
用しやすい仕組みづくりを進める。

利用件数：300件/年
利用件数は300件を超え、多岐にわたる
ニーズにも対応できている。

継続。産前産後ケアの周知に力を入れる。

3-4 子育て支援員配置事業
子育てマイスター制度等を活用して、地域での子育てを
進め、保育所、幼稚園、学童クラブ等への子育て支援員
の拡充を図る。

保育所利用定員増加：
3％増

保育体制強化補助金交付事業を令和元年
度から実施予定。地域の子育て経験者等を
保育士の補助として保育支援者として雇用
した場合に補助金を交付する事業。また、
子育て広場の支援員を配置する事業を令和
元年度から実施予定。

継続

3-3
子育て世帯包括支援センター
事業

妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関する
相談を専門職（保健師等）が受けることを通して、切れ目
のない支援を実施する。

妊娠期から乳幼児期を通
じた親子の健康づくりの
支援」の満足度：40％
（H26年3月39.2％）

平成27年度から実施。平成28年度から始め
た「産後ケア事業」は助産師を配置して事業
の充実を図っている。達成度は、令和元年
度において検証。

中心市街地での公共施設整備方針により事業のありかた
を検討していきたい。

3-6 子育て情報発信推進事業
結婚、出産、子育てから奨学金制度や就労支援など、多
岐にわたる情報を取りまとめ子育て世代へ発信すること
により、安心して子育てできる地域社会を実現する。

市民意識調査における
「子育てしやすいまち」と
評価する市民の割合：
37.7％（平成26年度）→
40％（令和元年度）

広告費をとることで、1000部作製し、こども
育成課窓口や乳幼児家庭全戸訪問事業で
配布する。

継続

3-5
子育てママの交流機会の創
出・ネットワーク化の支援

民間が運営する子育てママが集まるカフェのような空間づ
くりを支援し、子育てママの交流の場を提供する。

支援場所の新規設置数：
1カ所

未実施
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・令和元年度第1回運営委員会（5月８日予定）で決定した
計画に基づいて、より良い活動を実施していく。

当初の想定以上の高い反響を得ていると感じている。
令和元年度においても小中学生6名を派遣予定であり、来
年度以降も、障害を持つなど幅広い対象が参加しやすい環
境を整えたい。また、参加者やこれまでのサポーターを集
めて、直方でのこのキャンプの開催に向けて検討する事も
考えたい。

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
④夢に向かって挑戦できる子どもたちを育成する

4-1
人材を育成する保幼小中高連
携事業の推進

市内の保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校が連携を
し、就学前から高校まで、一体となった教育を進める。

連携交流の実施
・第1７回子ども音楽祭（11月3日(土)）
・第１１回保幼少交流研究会（期日・未定）
・運営委員会（全3回）

4-2
国際交流を通じた学びの意欲
向上

子どもたちの国際交流を進め、グローバルな視野を持つ
人材育成を進める。

子どもたちの国際交流の
実施

毎年、国際サマーキャンプに中学生と小学
生合わせて５～６名を派遣。子どもたちは、
日本全国や世界各地からの参加者と共に、
文化や言葉、障害のあるなしを超えた貴重
な経験を通して、違いを認め合い、自分たち
が世界を変えていく意識が芽生えている。
参加者、保護者、引率の教員等全てから、
非常に高い評価を受けている。

・直方三中校区が第2期の小中一貫教育研究を始める。
（直方第一中学校区第2期３年目、直方第二中学校区第2
期2年目）

4-4
地域と連携し学びを育む「放課
後学習」の実施

放課後の学習支援体制を子どもたちの保護者や地域の
方々の支援を得て、構築する。放課後学習を習慣化する
ことにより、家庭学習の習慣化へとつなげる。

平日・休日での家庭学習0
時間の児童生徒数10％
以下

・平成３０年度の放課後学習の実績
全小中学校で実施

・令和元年度は、小学校４校が直方市の補助対象外となる
が、学校・PTA主体で放課後学習を継続する。
・令和２年度以降も各小学校で円滑に放課後学習が継続
できるように、市単費で事業費を予算化する必要がある。
（中学校については令和元年度で終了する。）

4-3 小中連携事業の推進
小学校へ中学校の先生が出向き、授業を行う乗り入れ授
業を実施することにより、生徒へきめ細やかな教育を実践
し、生徒が学校生活を楽しめるようにつなげる。

不登校児童生徒の出現
率：2.8％（平成26年度）→
2.0％以下（令和元年度）

・不登校児童生徒出現率
平成29年度：2.35％  平成30年度：2.25％
・各中学校区で小中一貫教育の研究を進め
ており、それぞれで特色がある。

・令和元年度で高校を卒業する5名枠について、新規給付
生を募集し、審議会を通して決定する。

4-5 給付型の奨学金制度の運用
給付型の奨学金制度を運用し、意欲ある生徒に安心して
教育を受けられる機会を与え、社会で活躍できる人材を
育成する。

奨学金の給付：15名/年

・ハートフル奨学金審議会を平成３０年10月
２８日に開催し、令和元年度継続給付生徒１
０名、新規給付生５名を決定した。また、平
成３１年３月１３日、高校を卒業した奨学金
給付生徒５名のふりかえり面談を実施した。
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標1＞　住みたくなるまちの創造～こどもの笑顔がみえるまち～
④夢に向かって挑戦できる子どもたちを育成する

4-6
夢に向かって挑戦できる人材
の育成

世界や全国で活躍している一流の人材や、一流の文化に
触れることにより、子どもたちの将来への夢を育み、夢の
実現に向かって挑戦できる人材への育成へとつなげる。

一流の人材・文化と触れ
る機会の創出

小学生へ劇団四季「こころの劇場」（対象：小
6）の実施、高校生へ平和サミット（長崎平和
大使との交流）の開催した。
また、若者の夢の実現を支援する「直方市
チャレンジ補助金制度」により、高校生1名
のチャレンジに助成を行った。

「こころの劇場」事業は、観覧した６年生、教員、周辺市町
教育委員会にも好評で、節目としていた3年目を終えた。来
年度以降についても、協賛企業に継続支援の合意を得て
いる。
高校生平和サミットも、自ら考える人材の育成のために継
続して実施していく。
チャレンジ補助金も、新年度より文化芸術分野が追加補強
され、若者の挑戦意欲を促進するために、事業を改善し継
続する予定。

・郷土の歴史を学習することを含め、伝統芸能に触れる体
験学習を継続していく。

4-8
地域の文化遺産を活用した教
育の推進

地域の文化遺産を活用することにより、子どもたちの郷土
愛を育み、地域に貢献できる人材育成へとつなげる。

各学年1つ以上の地域の
文化遺産を教材としたカリ
キュラムを実施

・全小学校の3年生が社会科の学習として直
方市石炭記念館を見学している。館長の話
を聞いたり、石炭や直方市の歴史について
学んだりしている。
・谷尾美術館や歳時館等に自分たちの作品
を展示し、それを実際に見学することで、文
化遺産を身近なものとして感じられるように
している。

・今後も直方の歴史や文化に触れる授業を継続していく。

4-7
伝統芸能に触れ、学びの意欲
を高める体験学習の推進

市民団体と連携して、子どもたちが伝統芸能を体験するこ
とにより、豊かな心を育み、郷土愛を育てる。

伝統芸能に取り組む小学
校の事業の継続

・伝統芸能である日若踊り（直方南小・運動
会）と三申踊り（植木小・植木文化祭）を毎年
行っている。
・総合的な学習の時間に琴（直方南小）や繁
盛太鼓（中泉小）の体験学習を行い、学校
行事等で発表した。

来年度についても引き続きカヌー教室及びカヌー川下り体
験会を実施予定。

4-10
自然資産を活かした体験型の
教育の推進

市民団体との連携により、遠賀川等の自然資産を活用
し、子どもたちが自然とふれあい、体験することにより、子
どもたちの成長へとつなげる。

市民団体との連携による
体験型教育の実施

直方市スポーツ推進委員協議会と市内小学
校(北・植木小学校)を対象にカヌー教室を2
度実施した（10/11、10/12）。
直方市スポーツ推進委員協議会と直方市青
少年育成市民会議との共催で、市民を対象
にカヌー川下り体験会を実施した（8/19）。
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑤ライフスタイルに合わせた多様な働き方を実現する

県筑豊労働者支援事務所との共催で、育児
中の女性を対象とした「子育て女性就職相
談」を毎月第2木曜日に実施、年間17名が
参加。
また、育児中または育児期を終えた女性の
社会復帰をサポートするため、福岡県が民
間からの寄付を活用して実施する「ふくおか
地域貢献活動サポート事業」に福岡市の
NPO法人との協議体として応募、「ママのじ
ぶんミガキ講座」を実施した（10/4・10/10・
10/18・10/24の4回シリーズ、受講者11人）。
さらに、講座の受講者を対象としたフォロー
アップ交流会を実施した（1/24）。

じぶんミガキ講座の受講者とは個別に連絡をとれる状態で
あり、このつながりを活かして施策番号5-5のマーケティン
グ部隊に発展できないか検討中。

5-2
女性が気軽にできる創業・働き
方支援

趣味を活かして、創業意向のある女性のグループづくりの
支援やテレワーク等での働き方支援を、産業界、行政、金
融機関が連携して実施することにより、女性の創業・就業
のスタートアップの支援を行う。

女性の創業・企業に関す
る講座等の参加者：20名

「第22回のおがた男女共同参画フォーラム」
（12/2）において、趣味を活かして出店する
「HANAマルシェ」を実施、また直鞍ビジネス
支援センター（N-biz）のパネル紹介を行っ
た。
これが縁で、N-bizとの連携事業として、男
女共同参画センターを会場としたN-biz出張
相談を31年度より毎月１回実施することと
なった。

5-1

N-biz及び工業振興係と情報共有を徹底し、お互いの得意
分野を活かした包括的な女性の創業支援を行いたい。
大まかな役割分担は下記のとおり。
【男女共同参画推進係】…創業の後押しへ繋げる意識啓発
　広報、講座やセミナー等の実施、創業相談の会場提供
【工業振興係・N-biz】…創業意思のある方への具体的支援
　資金調達、経営計画作成、創業後のフォロー（相談）等

女性のチャレンジ（就職・復職）
支援

子育てを終えて、復職する場合に、一定の期間での、復
職支援を行う。また、女性の資格取得の支援や、福岡県
との連携（就職サポートセミナー、子育て女性就職相談な
ど）を通じて、女性のチャレンジを支援する。

「子育て女性就職相談」の
参加者：35名/年

マルシェの拡充に加え、女性の活躍の場については、直鞍
ビジネス支援センター（N-biz）の今年度のテーマの1つとし
ていて、そちらでの支援を充実させていく。

5-4 女性の就農支援
就農前から就農後までの一貫した支援を実施し、女性の
就農を促進する。

新規就農した女性数：5人
（令和元年度まで）

福岡県新規就農相談会（平成31年1月9日）
への出展や、女性就農者の６次産業化支援
のため、情報提供を行った。また、女性就農
希望者1人への就農相談を現在も継続して
行っている。

今後も、各種相談会に参加し、女性新規就農希望者に対し
農業技術や制度等のアドバイス等就農支援を行っていく。

5-3 “直方マルシェ”の開催
趣味を通じてネットワークを持ちたいという女性は多く、マ
ルシェ（市場）の開催を支援することにより、女性の参加
者が活躍できる場をつくる。

市内マルシェ参加者数：
300人/年

「ザ・直方デイ」等において「HANAマルシェ」
を実施
【実績】市内マルシェ参加者数：155人/年
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑤ライフスタイルに合わせた多様な働き方を実現する

男女共同参画センターのアカウントを取得し、SNSによる情
報発信を令和元年度中に実施予定。マーケティング部隊を
はじめとする情報を発信し、興味がある方の参加を広げる
とともに、事業の周知に努めたい。

5-6
女性が働きやすい環境づくり支
援

女性が輝くまちとして、女性が働きやすい職場づくりを企
業に働きかけるとともに、働く女性のネットワークをつくり、
次世代を担う人材の発掘、育成を図る。

ネットワーク人数：30名
（令和元年度まで）

30年度に実施した「働くオンナの本音トーク」
参加者とはその後も個別に連絡をとり、働く
女性のネットワークづくりについてのニーズ
の把握に努めているが、具体的な事業実施
には至っていない。

ネットワーク構築には民間企業の理解と協力が不可欠なた
め、商工会議所や業界団体との連携を強化したい。

5-5
女性マーケティング部隊の設
立

民間事業者にとって、女性の目線はアイデアの宝庫であ
る。そこで、女性グループが、企業にアイデアを提案する
仕組みづくりを支援する。

マーケティング部隊の立
ち上げ、民間による運営

施策番号5-1で述べた講座の受講者のつな
がりを柱としたマーケティング部隊の設立を
検討中。

市が主催するイベントにおいて就労相談を実施するととも
に、中央公民館での新入会員募集説明会（4回）を開催し
て、会員の拡大、入会の普及啓発及び就業機会の促進に
積極的に取り組んでいく。

5-7 高齢者の就労支援
高齢者の就労支援として、「直方市シルバー人材セン
ター」と連携し、働く意欲のある高齢者と仕事とのマッチン
グを促進する。

契約高：前年度比増加
会員数：前年度比増加

契約高：170,615,146円
（前年度契約高：170,204,276円、0.2ｐｔ増）
会員数：341人
（前年度会員数：338人、0.9ｐｔ増）
また、第2回のおがた元気フェスタにて、当
該センターに参画してもらい、普及啓発と入
会促進を図った。
加えて、(公社）福岡県高齢者能力活用セン
ター・北九州高齢者能力活用センターにも
参画してもらい、その活動内容（元気に働か
れている高齢者の実例）を紹介するととも
に、働く意欲のある高齢者の方に、より多く
の就業機会を提供するために、相談会を実
施した。
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑤ライフスタイルに合わせた多様な働き方を実現する

5-8
介護予防・生活支援に応える
高齢者人材の支援

介護予防は人手が不足している一方で、介護需要は年々
増加している。介護・福祉のニーズへの対応のため、高齢
者人材を活用する。

介護予防事業の実施・実
現

地域づくりに資する介護予防の取り組みとし
て、週に１回活動する住民主体の活動を推
進し、身近な地域で取組む住民主体の自主
活動団体に身体機能向上の効果が検証さ
れている「いきいき百歳体操」を普及啓発を
行った。第7期直方市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画に目標値を位置付け、
2018年度は20団体とし、34か所の地域の自
主活動団体に市内の医療機関、介護事業
所の協力により、リハビリテーション専門職
と共に「いきいき百歳体操」、また、直方歯科
医師会の協力により歯科衛生士と「かみか
み百歳体操」の普及啓発を実施した。その
結果、7団体の実施となっている。また、「い
きいき百歳体操サポーター養成講座」を開
催し啓発に努めた。
地域の健康づくり、介護予防を推進する人
材を育成を行うために「のおがた元気サ
ポーター養成講座」を44人参加者にて開
催。
認知症予防にも効果があると言われている
認知症予防教室「はつらつ脳活塾」では、12
人のサポーターを養成し実施。
生活支援コーディネーターの活動により集
めた地域資源の見える化「地域資源シート」
を作成することにより、市民や介護関係者に
情報発信し、また、地域の助け合い活動に
努めた。

昨年度、開始の「いきいき百歳体操」を週に1回活動する住
民主体の自主活動団体の7団体に継続支援及び効果の検
証のために市内の医療機関・介護事業所に所属するリハ
ビリテーション専門職と連携し、アンケート調査、体力測定、
運動指導を実施していく。また、第7期直方市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画では、「いきいき百歳体操」を
週に1回活動する住民主体の自主活動団体の目標値は、
今年度25団体であり、普及啓発に努める。
また、認知症予防にも効果があると言われている認知症予
防教室「はつらつ脳活塾」により、認知症予防の普及啓発
に努める。
生活課題の解決に向けては、地域の助け合い活動の推進
や多様な生活支援サービスを担う事業者と連携しながら、
その解決に向けて協議し日常生活上の支援体制整備に努
めていく。

当該センターの情報を継続して発信し、就労を希望する高
齢者の就労機会を増やす。
また、窓口等での就労相談を迅速に当該センターへ繋げる
ことや、情報共有を密にする等の連携推進を図る

5-9
福岡県70歳現役応援センター
との連携

福岡県70歳現役応援センターと連携し、高齢者が培って
きた経験や知識を引き続き社会で有効活用するとともに、
高齢者の生きがいの一助となるよう、啓発等、支援を行
う。

高齢者の就業率増加

引き続き、市のホームページ上に福岡県70
歳現役応援センター等の概要を掲載し、「高
齢者のためのしごと・ボランティア合同説明
会」・「セカンドキャリア応援セミナー」・「高齢
者のための職種別(販売・接客)講習会)」・
「アクティブシニアしごと合同説明会」等の情
報をホームページに加え市報も活用し発信
を行った。
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中小企業大学校の方針により、「ザ・直方デイ」というイベン
トの規模が縮小される予定であるが、市内事業者のための
セミナーは、今まで通り開催して行く。

広報等を活用して、事業の更なる周知を図る。

家賃補助については、商店街出店者の定着につながらず、
家賃の高止まりといった弊害があったことから事業を中止
した。

令和元年6月から、企業データの登録業者数20社にて公開
予定。

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑥新たな未来へと”働く”機運を醸成する

6-2
中小企業大学校直方校と連携
した「ザ・直方デイ」の開催

中小企業大学校直方校と連携し、市内事業者のためのセ
ミナーである「ザ・直方デイ」を開催する。

「ザ・直方デイ」 市内事業
者参加数：100人

「のおがたわくわ～く'18」の一環として開催
【実績】市内事業者参加者数：6名
　　　　※全体では42名参加

6-1
直鞍産業振興センターを活用し
た市内産業の情報拠点化

企業の経営相談、創業相談等に応えられるように、直鞍
産業振興センター（ADOX福岡）を充実させ、創業予定者
へのインキュベート室（ADOX福岡）の活用や、世界戦略
研究会等の企業交流会への参加を促進するとともに、東
京圏等からのものづくり分野におけるプロフェッショナル
人材の還流を目指し、ポータルサイトを用いた情報の集
約を進め、直鞍産業振興センターを産業の情報拠点とす
る。

ポータルサイトの登録業
者数：120件

平成30年度にポータルサイトを立ち上げ、
現在、企業情報のデータベースを構築し、
ポータルサイトへ反映させる作業を行ってい
る。
【実績】
ポータルサイトの登録業者数：0件

6-4 直方市空き店舗対策事業補助
空き店舗を活用して事業を行う事業者へ補助金を交付す
る。

交付件数：10店舗/年 29年度から事業中止

6-3 商店版リフォーム事業
新規創業及び販路開拓を支援するために、その資金の一
部を支援することを通して、中心市街地の賑わいを創出
する。

新規創業の件数：3件/年 新規創業の件数：0件/年

今後も引き続き、「のおがた創業支援ネットワーク会議」を
中心として、市、商工会議所、銀行及び支援機関等が連携
し、情報を一元化することによって、創業支援を拡大して行
く。また、直鞍ビジネス支援センター（N-biz）では、男女共
同参画センター及び地域子育て支援センターと連携し、女
性の創業支援に注力して行く。

6-6
企業立地奨励金を活用した企
業誘致の促進

企業誘致による新たな産業を創出することにより、雇用の
増加、産業の活性化を図ることを目的として、企業立地促
進奨励金を交付し、市内に工場等の立地を促進する。

新規雇用：20名/年
【実績】
奨励金交付企業：6社
新規雇用：21名

市ホームページに掲載し、周知を強化。引き続き、企業立
地促進奨励金の周知に努め、市内における設備投資の促
進を図る。

6-5 直方市創業支援事業

「直方市産業振興ビジョン」で示している企業誘致、産業
の集積、産業の育成、雇用の創出、創業支援の取り組み
を進め、中小企業の基盤を強化するために、直方市、直
方商工会議所、直鞍情報・産業振興協会が連携をし、創
業セミナー、融資相談、専門家派遣など、総合的に創業
支援を実施する。
【創業支援】
・事業所の開設に係る経費の補助
・金融機関から融資を受けた際に、利子の支払いに要す
る経費の補助
・イベント出展型創業支援窓口の運用等

創業者数：5件/年

「のおがた創業支援ネットワーク会議」にお
いて創業支援を実施（創業支援者：6者）
【実績】
創業者数：39件/年
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑥新たな未来へと”働く”機運を醸成する

直鞍ビジネス支援センター（N-biz）による地元事業者への
支援を強化し、異業種間のコラボレーションに向けて、より
注力して行く。

6-8 新規就農者育成事業
新規就農者の人材育成を図るため、就農前から就農後ま
での一貫した支援を実施する。

新規就農者数：10人（令
和元年度まで）

直方市認定新規就農者 5人
（平成２７年度以降新規就農者）
※平成３０年度新規就農者０名（就農相談
中2名）

農業振興課において、就農支援ワンストップ窓口を設置し
関係機関との連絡調整を図っている。今後も新規就農希望
者に対し、農業技術や制度等のアドバイス等就農支援を
行っていく。

6-7
ものづくりとのコラボレーション
による付加価値の創造

ものづくりと芸術など、異業種の組み合わせによる新しい
視点を組み合わせることにより、付加価値を増大させる取
り組みを支援する。

新規のコラボレーション
数：3件/年

直鞍ビジネス支援センター（N-biz）による地
元事業者支援により、コラボレーションを実
施
【実績】新規のコラボレーション数：17件/年
（N-bizの支援によるコラボレーション・マッチ
ング）

国、県の補助金を活用しながら、農業法人組織設立の情報
提供、支援を行い担い手育成を図っていく。

6-10 農業基盤保全事業

農業の生産性を向上するため、耕作放棄地対策、中山間
地域等直接支払制度、多面的機能支払交付金制度によ
り、農地を保全・確保する。また、地域の有害鳥獣捕獲事
業の推進体制を整備し、担い手の育成及び新たな雇用へ
とつなげる。

新規有害鳥獣捕獲従事
者数：10人（令和元年度ま
で）

新規有害鳥獣捕獲従事者14人
（平成２７年度以降新規従事者）
※平成３０年度新規従事者4名

全国的に農業者に高齢化や、鳥獣害により、耕作放棄地
が増加しているが、国、県の補助金を活用しながら、引き続
き農地の保全、生産性向上に取り組んでいく。
また、有害鳥獣捕獲推進のため、直鞍猟友会と連携を取り
ながら、地域の捕獲体制の整備を図っていく。

6-9 担い手経営力強化事業

法人化を目指す集落営農組織の基盤強化支援や集落営
農法人等の経営規模拡大や生産性向上に対する支援な
ど、担い手の安定的な経営の確立を図るため、経営力強
化・向上に着目した支援策を実施する。

新規集落営農法人設立
数：2件（令和元年度まで）

２件
平成27年10月21日
農事組合法人安入寺ファーマリー 設立
（上頓野地区）
※平成３０年度新規集落営農法人０件

平成29年7月12日
株式会社フレッシュ農園 設立
（頓野地区）
※平成２９年度新規集落営農法人１件

平成30年度に、市として加工適性の高い米（品種：ふくの
こ）の生産等に着手し、商品開発や商談会への出展など、
新たな試みに着手した。今年度は、直方市農産物ブランド
化推進協議会（メンバー：市内直売所、ＪＡ等）を中心とし
て、流通システム、販路開拓の仕組みづくりを行い、市内農
産物ブランド化の確立、農業者の所得向上を図る。

6-11
直方市農産物ブランド化推進
事業

市内の農産物直売所（３か所）を中心とした地元農産物販
売促進協議会を立ち上げ、人材育成や、販路開拓調査を
実施することで、農産物のブランド化、農業者の所得向上
を図る。

市内農産物直売所の売
上高：6％増加 （令和元年
度：平成26年度比）

市内農産物直売所の売上高：約15％増加
（令和元年度/26年度）

P13



令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 内容 KPI 進捗状況
今後の方針

（未着手の場合はその理由）

＜基本目標2＞　働きたくなるまちの創造～多様な働き方が選べるまち～
⑥新たな未来へと”働く”機運を醸成する

6-12 産業人材育成事業

中小企業の健全な発展を目的に、市内の中小企業者ま
たは直方商工会議所の会員である中小企業者を対象
に、中小企業大学校、（公財）九州機械工業振興会が実
施する研修に対して、直方商工会議所と連携して、支援を
行う。

受講者数：10社・10名/年
【実績】
受講者数：5社・6名/年

引き続き、通常の「商工会議所ニュース」での告知の他、事
業者が集まる各団体の定例会等でも告知を行う。また、実
績報告時に人気のある研修を把握することにより、企業
ニーズを掴み、改善へと繋げ、効果的に事業を実施する。

今夏開催予定の「のおがたわくわーく2019」にて、開催期間
の延長や、参加事業所の増加を計画していて、参加人数を
拡大して行く。

6-14
“働く”をテーマにした展示会の
開催

直鞍産業振興センター（ADOX福岡別館）にて、市内事業
所に関する展示会や採用に関する情報を展示し、“働く”
機運を醸成する。

来館者数：500人/年（令
和元年度までに達成）

「のおがたわくわ～く'18」にて実施
【実績】来館者数：230名/年

展示会のニーズは「のおがたわくわ～く'18」でのアンケート
結果では低かった。今後は効率的な企業のPRを行っていく
ことを検討していく必要がある。

6-13 市内事業所の見学会開催
小中学生及びその親子を対象とした市内事業所の見学
について、市民に自由に開放し、事業所の魅力を知って
もらう機会を設ける。

事業所見学参加人数：
1,000人/年

「のおがたわくわ～く'18」にて実施
【実績】事業所見学参加人数：208名/年

平成30年度に「産学官意見交換会」を実施し、令和元年度
に、高校側と企業側のニーズの両方を満たす形での実施
を検討中。

6-16 戦略的な企業PR手法の確立
高校生や大学生、留学生など、対象者や業種に応じた戦
略的なPR手法（出会いの場等の提供方法）を検討し、市
内企業紹介セミナーの開催を支援する。

セミナー開催件数：3件/
年

事業化へ向けて検討中
平成30年度に「産学官意見交換会」を実施し、令和元年度
に、高校側と企業側のニーズの両方を満たす形での実施
を検討中。

6-15 市内事業所のPRの実施
市内事業所が、新卒の高校生を採用するため、高校生、
生徒の保護者、学校の先生に対して、事業所が自社紹介
のプレゼンテーションを行うPRの機会を設ける。

50社参加（1日10社×5
日）

事業化へ向けて検討中

P14



サイン整備については、令和2年度以降の整備方針および
財源確保策について検討をおこなう。

筑豊文庫及び石炭記念館所蔵資料は、平成29年度～令和
元年度の３箇年でIPMメンテナンス（クリーニング）及びデジ
タル化を継続する。また、筑豊文庫資料については、公開
に向けて、市と関係団体により、目録作り等の整理作業を
継続する。令和元年度は、石炭記念館所蔵史料のIPMメン
テナンスを行う。

バーチャルミュージアムは、今後も日常的な更新と、データ
の追加を行う。

KPI内容

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 進捗状況

＜基本目標3＞　誇りあるまちの創造～次世代へ受け継いでいくまち～
⑦まちに誇りを持ち、歴史と文化を次世代に継承する

今後の方針
（未着手の場合はその理由）

7-1 歴史・文化資料の再評価

図書館や、文化施設などに点在する資料を集約して整理
し、併せて、市民が保管している歴史・文化資料の活用に
より、直方のまちを形成してきた、城下町や石炭の集積地
としての歴史の記憶を再評価し、資料の散逸を防ぎ、次
世代へ継承する。

市民意識調査の満足度：
文化振興の満足度：0.14
（平成26年度）→0.4（令和
元年度）

平成28年12月1日に故上野英信さんが収集
した筑豊文庫という石炭に関する資料の寄
贈を直方市が受けた。平成29年度に引き続
きIPMメンテナンス（クリーニング）及びデジタ
ル化を行い、すべての資料のクリーニング
が終了した。

7-2
歴史・文化のデジタルアーカイ
ブ化

文化施設に点在して保管され、普段公開されることのない
文化財や資料を、デジタルデータ化することにより、次世
代に引き継ぐとともに、いつでも手軽に閲覧可能にし、文
化に触れる機会を増やし、本市の歴史に対する理解を深
める機会を増やす。また、歴史・文化にかかわる「人」も、
映像記録としてアーカイブすることにより、次世代へと引き
継ぐ。

市民意識調査の満足度：
文化振興の満足度：0.14
（平成26年度）→0.4（令和
元年度）

平成29年3月末に、「直方市バーチャル
ミュージアム」をインターネット上に一部公開
した。平成29年度は、美術館収蔵品などの
データを追加するとともに、学芸員のおすす
め等、随時更新を行っている。平成29年6月
より石炭記念館説明記録保存用ＤＶＤの販
売を行っている。

7-3 直方レトロタウン整備事業

直方レトロタウンエリア全体の魅力を高めるため、舗装の
改良や誘導サインの設置により、まち並み整備を行い、
歴史的建造物の魅力を引き出し、新たな居住者や商業施
設の誘致などを図る。また、まち並みを楽しむ散策コース
を設定し、交流人口の増加を図る。併せて、まちなかの魅
力の一つである商店街のアーケードを活かした整備を進
める。

中心市街地の歩行者・自
転車通行量：現状維持
4,680人/日（平成26年度）
→4,680人/日（令和元年
度）

中心市街地の歩行者・自転車通行量：
4,125人/日（平成30年度）

令和元年度は、保存活用計画を策定する令和2年度以降、
整備工事実施のための基本設計等に着手し、旧筑豊石炭
鉱業組合直方会議所（石炭記念館本館）、救護練習所模擬
坑道の整備を実施していく。

7-5
まちなか文庫（まちなか図書
館）の展開

まちなかの商店街の空き店舗等に「まちなか文庫」を展開
し、歴史・文化だけではなく、個人の趣味やこだわりの本
を「私の記憶」として公開し、まち全体が歴史・文化に触れ
る空間となるよう整備を進める。

まちなか文庫利用者数：
10,000人/年

29年度は、文化アドバイザー、市及び文化
施設指定管理者の3者で、古本市等の魅力
的な本に関するイベントを商店街等のまち
なかで実施するため検討した。30年度は、
11/4に商店街で開催された産業まつりに合
わせ、市立図書館の主催で、出店者が一箱
分の本を持参して販売するフリーマーケット
型の古本市「一箱古本市」を実施し、8店舗
の出店があった。

今後も、市政戦略室で策定したまちなか文庫の基本構想に
基づき、まちなか文庫の拠点施設、商店街、文化施設等と
の所管課で連携した取り組みについて検討する。

7-4
石炭記念館・訓練坑道整備事
業

石炭記念館には他にない貴重な歴史遺産として訓練坑道
がある。今後、訓練坑道を整備することにより、新しい観
光資源としてPRしていく。

石炭記念館来館者数：
7,768人（平成26年度）→
12,000人（令和元年度）

石炭記念館来館者数：9,125人（30年度合
計）
平成30年10月15日に、筑豊炭田遺跡群は
正式に国史跡に指定された。記念事業とし
て直方駅に横断幕を設置、記念館にもサイ
ンを表示した。記念イベントは企画展、リ
レー講座などを実施し、のべ約500人の参加
者を得ている。
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KPI内容

令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 進捗状況

＜基本目標3＞　誇りあるまちの創造～次世代へ受け継いでいくまち～
⑦まちに誇りを持ち、歴史と文化を次世代に継承する

今後の方針
（未着手の場合はその理由）

鉄道事業者が実施するウォーキングや、中心市街地で開
催されるさまざまなイベントとも連携し、参加者を増やす取
り組みを行う。

7-7 デジタルまちあるき

収集した歴史・文化に関する資料のデジタル化したコンテ
ンツをWeb上で地図上に配置し、写真や資料に関連する
場所や、古地図にも重ね合わせることができるような仕組
みをつくり、幅広いまちの魅力の発信を行う。

閲覧者数：10,000人/年

平成29年3月末に一部公開した直方市バー
チャルミュージアムでは、文化財の所在地を
グーグルマップ上に示すことで、Ｗｅｂ上だけ
でなく、実際に現地に足を運んでもらえるよ
うな仕組みを整え、平成29年度には資料の
追加を行った。（累計閲覧件数：6,058件、1
日平均16件、
ページビュー数：29,590件、1件あたり約5
ページ）

バーチャルミュージアムを活用し、市民向けや、子ども向け
のまちあるき事業を随時実施する。

7-6 歴史のまちあるき

市民ボランティアガイドによるまちあるきを中心に、道路整
備やサイン整備と併せて、「まちなか文庫」なども加えた
新たなまちあるきマップを作成し、まちなかの回遊人口を
増やし、まちの賑わいを創出する。

まちあるき参加者：1,000
人/年

まちあるき参加者：77人/年

中心市街地への来街者増につながるような、交流事業の
実施について更なる推進を図る。

7-9 観光交流センター整備事業

現在、直方レトロタウンエリアにおいて、まちの活性化の
拠点及び地域住民や来訪者の交流拠点はない。そのた
め、美術館収蔵庫として利用している古民家を有効活用
し、観光交流センターとして整備する。

交流人口（日帰り）：1,500
人増/年

未着手
令和2年度以降の整備方針および財源確保策について検
討をおこなう。

7-8
直方市空き店舗活用交流促進
事業

中心市街地の商店街の賑わいの向上を図るため、商店
街の空き店舗を商業以外の目的で住民が集い、交流する
事業を実施する商店街団体等に対し、市が当該空き店舗
を借り上げ、必要に応じて予算の範囲内で改装する。

新規事業：2件/年 新規事業：0件/年

7-10 遠賀川を活用した賑わいづくり
まちなかに隣接する自然資産である遠賀川河川敷やオー
トキャンプ場等を活かし、潤いのある水辺空間を活用した
まちの賑わいづくりを進める。

民間利用者による遠賀川
を活用したイベント数：15
件/年

3件
(実行委員会主催(市も構成員)によるもの)
直方チューリップフェア2017、のおがた夏ま
つり、サイクリングイベント

平成29年度の民間利用者による遠賀川を
活用したイベント数は22件。

民間主催による、マラソン大会、クロスカントリー大会、マル
シェ、カスタムカーの展示、警察犬等の競技大会等、多種
多様ななイベントで利用されている。河川敷の使用許可に
ついては、利用目的、方法が著しく逸脱しない限りは許可
をし、河川敷の利用を促す事とする。
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令和元年度直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会　施策別報告書

施策番号 施策名 進捗状況

＜基本目標3＞　誇りあるまちの創造～次世代へ受け継いでいくまち～
⑦まちに誇りを持ち、歴史と文化を次世代に継承する

今後の方針
（未着手の場合はその理由）

7-11
直方・鞍手圏域広域連携推進
事業

7-13 直方・鞍手・宗像広域連携事業

直方・鞍手圏域の2市2町と福岡県が連携し、住民自らが
担い手となる体験交流型プロジェクトを充実させ、観光振
興へと取り組む。

広域連携イベント時の来
訪者数：1,500人/年

ちょっくらふれ旅（夏季）…参加者626名/募
集1,004名：参加率62.4％
（H29実績494名）
※プログラム数…45プログラム
ちょっくらふれ旅（夏季）…参加者455/募集
1,306名：参加率34.8％
（H29実績582名）
※プログラム数…53プログラム

・今年度より、委託事業者を直方市観光物産振興協会から
民間事業者（広告代理店）に変更。自立に見合った適正な
事業規模や事務のスリム化、携わる人・組織の役割分担の
見直しを進める。今年度は委託事業者に運営事務を引き
継ぎを行い、来年度以降からは、委託事業者のノウハウも
活用しながら、委託先の収益につながる仕組みの検討を図
る。
・直鞍地区の共通の課題を解決できるような新規プロジェク
トの推進を行う。

7-12 筑豊圏域広域連携推進事業
筑豊圏域の市町村と福岡県が連携し、福岡都市圏にて、
食やダンスを通して、筑豊圏域のPRを行い、筑豊地区へ
来訪者を呼び込む。

都市圏でのPRイベント来
場者数：10,000人/年

平成30年度の「筑豊フェア」については、台
風接近に伴う影響のため中止

県と連携し継続して実施する。

県道直方・宗像線の沿線自治体が連携し、それぞれの自
治体に相互に乗り入れて、特産品の販売を行うなど、物
産・観光の振興を図る。

広域連携イベントによる
販売額：前年度比増加

・広報連携事業により各市町で実施するイ
ベントについて、広報誌への相互掲載によ
る周知を実施した。（7月：のおがた夏祭り、
11月：直方産業祭り、3月：のおがたチュー
リップフェア）
・H30.8.25に、県内外から多くの来客がある
「道の駅むなかた」において、物販会（直方
産の梨）を実施した。
・直方・鞍手・宗像広域連携事業として昨年
度はSNS（インスタグラム、ツイッター、フェイ
スブック）を用いたフォトコンテストを夏・秋と
２回実施。コンテストの賞品は各市町の特
産品とした。

・広報連携事業については、令和元年度も引き続き実施。
・道の駅むなかたは県内外から多くの人が集まり、この施
設で物産展を行う事は直方市をPRする絶好の機会であ
る。令和元年度は、29号線観光周遊イベントとして自転車
を活用したイベントを開催予定。連携市町を周遊してもら
い、観光スポットや特産品のPRを行う。
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