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第１章第１章第１章第１章    市民みんなで地域づくりを推進するまち市民みんなで地域づくりを推進するまち市民みんなで地域づくりを推進するまち市民みんなで地域づくりを推進するまち    

    第１節第１節第１節第１節    市民主体の市民主体の市民主体の市民主体の地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり 

（１）（１）（１）（１）市民主体の地域づくりの促進市民主体の地域づくりの促進市民主体の地域づくりの促進市民主体の地域づくりの促進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】        

 市民と行政の協働を推進するためには、市民と行政などの基本的な立場を明確にし、

認識を共有する必要があります。 

 本市では、社会経済環境の大きな変化や市民の価値観の多様化により、地域社会への

帰属意識や関心が希薄になる中で、自治会等への加入率が低下しています。 

 また、自治会においては、担い手の固定化や、特に高齢化が進むことにより、隣組等

の担い手不足が発生しており、結果として自治会活動が停滞しています。 

 このように、基礎的コミュニティ※の弱体化が、地域づくりの大きな課題となってい

ることから、地域づくりを担う基礎的コミュニティの再生と補完が必要です。 

一方、近年、新しい視点や考え方により地域活動を展開しているボランティア団体や

ＮＰＯ等の多様な担い手が生まれ、新たな地域価値の創出や地域活性化の一翼を担って

います。しかし、このような新たな地域社会の担い手と自治会等の既存団体との間には、

情報の共有化や地域づくりに対する共通の理解等が不十分で、行政と協働した取り組み

を行っていくための手法等が大きな課題となっています。 

このようなことから、地域づくりの主体となる自治会をはじめ地域社会において多様

な担い手が有するノウハウやネットワークを集約できるような新たな枠組みの構築と

行政の支援が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基礎的コミュニティ：地域での共同生活や暮らしを支えるため、住民が組織する町内会や自治

会などの組織。 
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 （（（（アアアア））））基礎的基礎的基礎的基礎的コミュニティの活性化コミュニティの活性化コミュニティの活性化コミュニティの活性化    

    対等性や透明性を確保する市民と行政との協働のしくみづくりを推進するた

め、協働を基本とする行政運営と施策展開に努めます。 

また、少子高齢化や人口減少が進む中で基礎的コミュニティの重要性は高まっ

てきます。そのため、基礎的コミュニティの基本である自治区公民館の課題であ

る加入率の向上や組織強化を図り、基礎的コミュニティの魅力を高める取り組み

を支援します。 

 

 （（（（イイイイ））））地域づくりを担う新たな枠組みの構築地域づくりを担う新たな枠組みの構築地域づくりを担う新たな枠組みの構築地域づくりを担う新たな枠組みの構築    

    地域の課題を地域自らで、もしくは、行政と協働して解決するためには、自治

区公民館などの地縁組織、住民活動団体、事業者など、地域のあらゆる活動団体

が協働して、取り組む必要があります。そのため、基礎的コミュニティを基本に、

未来を創造していく地域づくりのための新たな枠組みを検討します。 
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（２）（２）（２）（２）地域地域地域地域づくりづくりづくりづくりをををを推進する推進する推進する推進する人材の人材の人材の人材の発掘と発掘と発掘と発掘と育成育成育成育成    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 地域社会において、組織や活動に参加する人材が高齢化・固定化しています。そのた

め、担い手の育成や地域づくりに参画する新たな人材の発掘と育成が重要な課題となっ

ています。 

 また、地域づくりを進める際の大切な要素となる組織運営のノウハウなど、能力の向

上も必要です。 

 

 

 （ア）（ア）（ア）（ア）地域づくりを担う人材の支援と確保地域づくりを担う人材の支援と確保地域づくりを担う人材の支援と確保地域づくりを担う人材の支援と確保    

    幅広い年齢の人材・多様な人材を確保・育成する仕組みづくりを進め、地域づ

くりを担う人材の支援と確保に努めます。ボランティアコーディネーターや「ゆ

かりネット※」の活用等により、ボランティアニーズとボランティア提供者をつな

ぐなど、支援に努めます。 

    また、地域づくりを進める人材を確保するため、各種講座の参加者が地域づく

りに参画できるような取り組みを進めます。 

    生涯学習関連施設などで実施されている各種講座のさらなる周知に努めるとと

もに、国や県、地域づくりに関する団体等が行っている研修会等の情報提供を行

う中で、多様な学習機会の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ゆかりネット：インターネットを使って市民活動に関するさまざまな情報の提供、市内ボラン

ティア団体の活動紹介やボランティア募集、講座・イベントの案内を行うサイト。 
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 第２節第２節第２節第２節    市民市民市民市民に開かれたに開かれたに開かれたに開かれた行政運営行政運営行政運営行政運営    

（（（（１１１１）市民参加の推進）市民参加の推進）市民参加の推進）市民参加の推進    

 

【【【【現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題】 

 本市では、市民とともにまちづくりを進めるために、審議会等への市民参加による計

画の策定などを行っています。今後、さらに、市民との協働によるまちづくりを進める

ためには、市民の意見が反映できる市民参加のしくみの充実が必要です。 

 また、市民との情報の共有化や、積極的な情報発信などによる透明性の高い行政運営

が求められています。 

 さらに、市民の意見や要望等を聴取する広聴機能の充実も求められています。 

 このようなことから、市民に開かれた行政運営を行うことにより、市民の市政に対す

る参加意識を、さらに高めることが必要です。 
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（ア）信頼ある行政運営の推進（ア）信頼ある行政運営の推進（ア）信頼ある行政運営の推進（ア）信頼ある行政運営の推進    

    市民との協働によるまちづくりや市民参加を進めるためには、施政方針や財政

状況などの行政情報について、市民との情報の共有化を推進する必要があります。    

そのため、あらゆる機会、様々な媒体を活用した情報の発信に努め、透明性の高

い行政運営を推進します。 

    また、個人情報の保護に努めながら、積極的な情報公開を推進します。 

    さらに、市民が参加する行政運営を推進するため、市民ニーズの把握に努め、

計画策定の段階から市民の意見が反映できるしくみづくりを推進します。 

    併せて、行政事務の適正な執行に努めます。特に公共工事などの入札や契約手

続きの公正性・透明性・競争性の向上を図り、コストの適正化や適正な内容・規

模の工事の設計や検査の徹底など、適正な事務処理に努めます。 

 

 （（（（イイイイ）広報広聴機能の充実）広報広聴機能の充実）広報広聴機能の充実）広報広聴機能の充実    

    市民参加の行政運営を進めるため、多様な手段を活用した市政情報の発信の充

実に努めます。 

    また、市政に対する市民の意見、要望などを継続的に聴取するために、現在、

実施している出前講座や市政へのアイデア・意見、パブリックコメント制度※など

広聴機能の充実を図ります。 

 

 （（（（ウウウウ）市政参加意識の向上）市政参加意識の向上）市政参加意識の向上）市政参加意識の向上    

市民が身近な問題等に興味を持ち、自分たちのまちは自分たちで治めるという

市民意識を高め、選挙などを通じて、市民の市政への参加促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パブリックコメント：市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、総合

計画などの市の基本的な政策や条例等に対して市民等からの意見、情報及び専門的知識を募集し、

意思決定を行う仕組み。 
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（（（（２２２２））））効率的な効率的な効率的な効率的な行政行政行政行政運営運営運営運営の推進の推進の推進の推進    

    

【【【【現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題】】】】    

 行政運営においては、限られた資源を最大限に活かしながら、時代の変化に柔軟に対

応していくことが必要です。 

 また、多様な市民ニ－ズや複雑かつ高度化する諸問題に対応するためには、柔軟な組

織づくりや職員の資質の向上が求められています。 

 このような中、市の最上位計画である総合計画における基本構想・基本計画を達成す

るためには、総合計画を核として、予算、事業、評価、改善が連動する計画行政を確立

し、基本計画の着実な実施とともに、将来のまちづくりを見据え、まちづくりの礎とな

る施策に注力して取り組むことが重要となります。 

 さらに、公正性と公平性を保つとともに、市民の視点に立った市民サービスの展開が

必要です。 

 また、情報通信技術などを活用した質の高い行政サービスが求められています。 

 少子高齢化、人口減少社会が進行する中で、今後は、単独の自治体で取り組むより、

他の自治体と連携し取り組むことが、効率的かつ効果的な場合があります。様々な地域

との広域連携を視野に入れた取り組みが必要です。 
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 （ア）時代（ア）時代（ア）時代（ア）時代の変化にの変化にの変化にの変化に対応する対応する対応する対応する行政運営行政運営行政運営行政運営の推進の推進の推進の推進    

    時代の変化に対応しながら、限られた資源を最大限に活かし、最大の価値を生

みだす行政運営を目指します。そのため、組織や個々の職員が、何をなすべきか

を常に考え、効率的な手段で行政課題に対応します。 

 

 （（（（イイイイ））））市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスの向上の向上の向上の向上    

    公正性と公平性を保ちながら、市民の視点に立った市民サービスに努めます。 

    また、情報通信技術の進展などを踏まえ、市民ニーズの把握と、内容のわかり

やすさや利用しやすさなどの検証と見直しを行い、市民満足度の向上を図ります。 

 

 （（（（ウウウウ））））業務改善と組織・職員の活性化業務改善と組織・職員の活性化業務改善と組織・職員の活性化業務改善と組織・職員の活性化    

    効率的な行政運営を行うため、情報通信技術はもちろん、様々な媒体を活用し

て業務改善に取り組み、細やかなサービスや新しいしくみの導入を進めます。 

    また、時代の変化や多様な市民ニ－ズに柔軟、的確、総合的に対応できるよう、

効果的な組織・機構の見直しに努めます。 

    さらに、職員研修の充実やトータル人事制度※の運用などにより、職員の資質

の向上を図り、質の高い市民サービスの提供に努めます。 

 

 （（（（エエエエ））））計画行政の推進計画行政の推進計画行政の推進計画行政の推進    

    総合計画の施策に基づく事務事業の計画、実施、評価、改善のしくみを整備し、

最適な手段で高い効果を生む計画行政を推進します。 

    また、行政評価については、行政内部による評価の質を高めるとともに第三者

の視点を取り入れた透明性の確保に努めます。 

 

 （（（（オオオオ））））民間活力の民間活力の民間活力の民間活力の導入と導入と導入と導入と広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進    

    市民サービスの実施にあたっては、コストの削減と質の高い市民サービスの提

供の両立を目指し、民間委託や民営化、ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・

イニシアチブ）※等民間活力の導入について検討します。 

    また、他自治体と連携を図り、事務事業の効果的、効率的な実施が見込める場

合は、広域による共同事務処理を推進します。 

 

 

 

※トータル人事制度：職員の採用・育成・能力開発・処遇等が連携した制度。 

※ＰＦＩ：社会資本整備などの公共サービスの供給を民間主導型で行うこと。（出典：地方自治

の現代用語） 
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（（（（３３３３）健全な財政運営の推進）健全な財政運営の推進）健全な財政運営の推進）健全な財政運営の推進    

 

【【【【現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題】】】】    

 本市では、行財政改革の推進により、行政運営の効率性を高めてきました。しかしな

がら、人口減少・少子高齢化社会の到来、地域の経済動向などの社会経済環境などによ

り、今後も予断を許さない財政状況が続くことが予測されます。そのため、経済の活性

化やその他の歳入の確保対策に取り組み、自主財源の確保に努めるとともに、歳出構造

の変革を進め、早期に財政基盤を確立することが必要です。 

 一方、将来の直方市のまちづくりの礎となる施策の重点的な取り組みにより、早期に

まちづくりの基盤を確立することも必要です。しかしながら、財源は限られていること

から、総合計画に基づく事業の選択と集中を基本とした、効率的な財政運営が求められ

ています。 

 

 

 （ア）（ア）（ア）（ア）選択選択選択選択とととと集中集中集中集中によるによるによるによる健全な健全な健全な健全な財政運営の推進財政運営の推進財政運営の推進財政運営の推進    

    総合計画の目標を達成し、将来のまちづくりの基盤を確立するため、実施計画

に基づく事業の選択と集中を行い、財政見通しを踏まえた財源の重点配分に努め

ます。 

    また、適正な財政分析に基づく収支の均衡や債務残高の圧縮など健全な財政運

営に努めます。 

 

 （（（（イイイイ））））自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保自主財源の確保の推進の推進の推進の推進    

    地域の特性と実情に合った地域独自のまちづくりを進めるためには、自主財源

の確保が必要です。そのため、産業の活性化や企業誘致の推進による増収、市税

の適正・公平な課税に努めます。 

    また、税以外の各種収納金についても、口座振替制度などの利用の促進や納付

機会の拡大により市民の利便性を高め、収納率の向上を図ります。 

    一方で、滞納処分の強化など収納率の向上に向けた取り組みを進めるとともに、

受益者負担の原則に基づく使用料・手数料などの適正化に努めます。 

    さらに、有料広告などの拡大や未利用地の賃貸や売却等の活用を促進するとと

もに、新たな収入源の研究など、歳入の多様化を推進します。 
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第２章第２章第２章第２章    自然と共生し快適に安心して暮らせるまち自然と共生し快適に安心して暮らせるまち自然と共生し快適に安心して暮らせるまち自然と共生し快適に安心して暮らせるまち    

    第１節第１節第１節第１節    自然と都市が調和し快適に暮らせるまち自然と都市が調和し快適に暮らせるまち自然と都市が調和し快適に暮らせるまち自然と都市が調和し快適に暮らせるまち 

（１）秩序ある土地利用の推進（１）秩序ある土地利用の推進（１）秩序ある土地利用の推進（１）秩序ある土地利用の推進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 全国的に高齢化と人口減少が進む中で、本市でもこれまで郊外へ広がっていた都市の

あり方の見直しが必要な状況になっています。 

 また、市街地では密集した木造老朽家屋や空き家、さらに住工混在などがみられ、生

活環境の改善が課題となっています。 

 このような中、福岡県は、平成２０年１２月に大規模集客施設立地ビジョン※に基づ

き、「直方都市計画の整備、開発及び保全の方針」の都市計画変更を行っています。 

 本市では、中心市街地活性化基本計画に基づき、平成２１年３月に特別用途地区「大

規模集客施設制限地区※」を設定しました。また、平成２６年３月に「直方市都市計画

マスタープラン」の見直しを行いました。 

 このことにより、延べ面積１０，０００㎡を超える大規模集客施設は、商業地域、近

隣商業地域以外では立地できなくなるなど、都市機能が拠点に集積する集約型都市構造
※への転換を図っています。 

 今後は、都市計画提案制度※の周知を図り、市民による地域ごとのまちづくりを支援

し、住民主導の良好な都市環境づくりを図る必要があります。 

 

 

 

 

 

※大規模集客施設立地ビジョン：福岡県が策定したコンパクトな都市づくりのための都市計画の

運用に関する基準。 

※大規模集客施設制限地区：劇場、映画館、店舗、飲食店等、その他これらに類する用途に供す

る建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１万平方メートルを超える施設の建築がで

きない地区。 

※集約型都市構造：都市機能の集積を促進する地域と、その他の地域を公共交通ネットワークで

有機的に連携させたもの。 

※都市計画提案制度：都市計画法で定める、都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体とし

て整備し、開発し、または保全すべき土地の区域（一定の規模以上の一団の土地の区域）につい

て、住民が都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる制度。 
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（ア）土（ア）土（ア）土（ア）土地利用の規制と誘導などの推進地利用の規制と誘導などの推進地利用の規制と誘導などの推進地利用の規制と誘導などの推進    

    市民が将来も快適に安心して暮らせることを目指し、「直方市国土利用計画」

や「直方市都市計画マスタープラン」、「農業振興地域整備計画」に基づく、秩序

ある土地利用を推進します。 

また、社会経済状況の変化などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しなどを検

討します。 

    集約型都市構造へ転換を図るため、都市機能の適正配置、居住環境の向上を推

進します。 

    また、地区計画などの策定・導入の検討など規制や誘導により、自然と調和し

た良好な都市環境づくりを図ります。 

    さらに、隣接する鞍手町に建設された九州自動車道インターチェンジを活用し

た効果的な土地利用を推進します。 

    地籍調査については、土地の所有、利用関係を明らかにすることにより、公共

事業、土地取引の円滑化、災害復旧、土地に関するトラブルの未然防止や、課税

の適正化を図るため、取り組みを進めます。 

 

（イ）既存ストックの活用による魅力あるまちづくり（イ）既存ストックの活用による魅力あるまちづくり（イ）既存ストックの活用による魅力あるまちづくり（イ）既存ストックの活用による魅力あるまちづくり    

本市の魅力をさらに高めるため、市内各所にある歴史的・文化的建造物の整備・

保全・活用について検討します。 

また、自然と調和した良好な都市環境づくりを図るため、親水緑地地区や山林

緑地地区等、自然環境の保全と活用を行います。 
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（２）都市機能の整備（２）都市機能の整備（２）都市機能の整備（２）都市機能の整備    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市の中心市街地は、城下町の時代から長崎街道往来、石炭産業と工業や商業の繁栄

という歴史を積み重ねてきました。 

 このため、中心市街地には、多くの歴史的、文化的資源が存在し、ＪＲ直方駅を中心

とした半径１㎞以内の範囲に、官公庁や文化施設等の主要な公共公益施設や公共交通機

関、商業機能が集積しています。 

 特に、ＪＲ直方駅周辺には、鉄道や路線バスの公共交通機能が集積し、西側には多目

的ホールを備えるユメニティのおがた等の文化施設も立地しています。商業の集積とあ

わせて「直方市の玄関口」となっています。 

 しかしながら、ＪＲ直方駅周辺には、空き地や駐車場となっている土地も多く見られ、

中心市街地として有効な土地利用がなされているとはいえない状況です。 

 現在、本市では、１５７箇所（都市公園７３箇所※）の公園を有し、平成２６年度末

の都市公園の住民一人当たりの面積は、１３．１㎡となっています。面積的には概ね一

定の水準にありますが、適正な誘致距離※で見るとまだまだ不足しています。 

 一方、年齢構成など周辺環境の変化、公園施設や立地条件などの利便性、遊具の老朽

化の進行などから、既存の公園施設の見直しが求められています。 

このような中、子育て世代を中心に、子どもが安全で安心して利用できる公園整備の

要望が多くあります。このため、市域全体を見据えた整備と地域のネットワークを活か

した管理運営が求められています。 

 本市では、地区計画制度の活用により閑静で潤いある住環境の形成を進めている地域

もあります。今後も、住みやすい住環境づくりを計画的に推進していく必要があります。 

 市営住宅については、昭和３８年度から昭和６２年度にかけて建設を行い、現在、 

７０団地１，６０５戸の管理を行っています。しかしながら、建設時期の古い住宅では、

建物本体や設備の老朽化が顕著になっています。また、現代の生活様式にあわなくなっ

ている住宅など、整備・改善を要するものが多く存在します。このことから計画的な整

備を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

※都市公園：都市公園法で定められた、地方公共団体が設置する公園。 

※誘致距離：施設利用者が利用のしやすい距離。 
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 （ア）都市機能の集積による中心市街地の活性化（ア）都市機能の集積による中心市街地の活性化（ア）都市機能の集積による中心市街地の活性化（ア）都市機能の集積による中心市街地の活性化    

    集約型都市構造への転換を進めるとともに、民間事業者と連携した未利用地の

有効活用など、ＪＲ直方駅を中心とする中心市街地の賑わい創出に向けた取り組

みの検討を行います。 

    また、市民の健康づくりの視点から、「歩く」ことに着目したまちづくりとし

て、市民が気軽に訪れ、散策を楽しむため、歩きやすい路面等の改修やウォーキ

ングコースの設置など、「歩く」環境づくりを推進します。 

 

 （イ）公園の適正な配置と管理（イ）公園の適正な配置と管理（イ）公園の適正な配置と管理（イ）公園の適正な配置と管理    

    公園施設において、防災機能や公園施設の安全性の向上を図るため、都市公園

の具体的な改善目標、改善方針などを定めた「公園施設長寿命化計画」により、

子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心できる都市公園の整備を推進します。 

    また、既存公園の見直しによる集約と、市民ニーズを把握した新たな公園の設

置を検討します。 

    さらに、公園の維持管理については、公園利用者などによる地域のボランティ

アの積極的な参加を促進します。 

 

 （ウ）住環境の改善（ウ）住環境の改善（ウ）住環境の改善（ウ）住環境の改善    

    良好な住環境を確保するため、関係法令、開発指導基準による適切な規制・誘

導に努めるとともに、地区計画制度※などの活用を図ります。 

    また、移住・定住を促進するため、子育て世代の住宅取得を支援する制度に取

り組みます。 

    老朽化が進む市営住宅については、既存の住宅を統合集約する方向で、計画的

な建て替えを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地区計画制度：住民の合意に基づいて、地区の特性に応じたまちづくりのルールを定め、計画

的により良いまちへと誘導していく制度。 
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（３）交通網の充実（３）交通網の充実（３）交通網の充実（３）交通網の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 古くから交通の要衝であった本市には、ＪＲ筑豊本線、平成筑豊鉄道、筑豊電気鉄道

が走っており、また、ＪＲバス、西鉄バスの路線も福岡・北九州都市圏をはじめ近隣主

要都市と本市とを結んでいるほか、直鞍圏域での生活交通としての役割を果たしていま

す。 

 しかし、これらのバス路線の一部では、利用者減少による赤字と規制緩和により廃止

となった路線もあり、その代替としてコミュニティバス※を運行している地域もありま

す。 

 また、山陽新幹線と筑豊本線との交差部の新幹線新駅構想については、莫大な建設費

がかかりますが、これまでの協議の結果も踏まえて、検討を続けていく必要があります。 

 都市計画道路は、本市の幹線道路の骨格を形成しています。その形態は、放射環状道

路とそれを補う幹線街路網となっており、環状道路と国道２００号線バイパスへのアク

セス道路の早急な整備が望まれていますが、限られた財源の中、多大な費用を要するた

め、整備は遅れています。 

 現在、３６路線 約６０．０km を都市計画決定していますが、整備率は、３３％と低

く、長期間未着手となっています。未着手路線は、長期間にわたって建築制限を行うた

め、土地を有効に活用できないなどの問題が生じることから、平成１７年より国・県と

共同して各路線の必要性の検証を行っています。 

 今後は、住民の合意形成を図り、都市計画変更の手続きを進めるとともに、定期的に

各路線の必要性を検証し、計画的に整備を進める必要があります。 

 また、市民の道路に対するニーズも多様化し、修繕・維持管理はもとより、歩道や自

転車道などの安全施設の設置やユニバーサルデザイン化※の推進などが求められていま

す。 

 このため、安全施設の設置や適切な維持管理による安全で快適な道路整備を進めてい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

※コミュニティバス：障がい者や高齢者などの交通弱者の日常的な地域の交通需要に応えるため

に、自治体や地域の共同体が主体となって運行するバス。 

※ユニバーサルデザイン：年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が快適に利用できるよ

うにはじめから意図されてつくられたデザイン。 



14 

 

 （ア）公共交通の維持・改善（ア）公共交通の維持・改善（ア）公共交通の維持・改善（ア）公共交通の維持・改善    

    公共交通に対するニーズを踏まえた公共交通のあり方や整備方針の策定を検

討します。 

    バス路線については、地域住民、関係機関、沿線自治体と協議を行い、その維

持・確保に努めます。 

    また、コミュニティバスについては、地域での生活交通の状況等を踏まえた、

適正な運行に努めます。 

    なお、筑豊電気鉄道のＪＲ直方駅までの延伸乗り入れと山陽新幹線の新駅設置

については、今後も検討を続けていきます。 

 

 （イ）道路の維持・計画的な整備（イ）道路の維持・計画的な整備（イ）道路の維持・計画的な整備（イ）道路の維持・計画的な整備    

    本市の幹線道路の骨格を形成する都市計画道路については、国・県と共同して

路線ごとの必要性を検証し、計画的に整備を進めるとともに、見直しを行います。 

    また、幹線道路間の市道整備や狭隘な道路の改良と、歩行者や自転車利用者が

安全に通行できるための施設の整備や、車椅子利用者などに配慮したユニバーサ

ルデザイン化の推進により、安全で快適な道路機能の充実に努めます。 
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（４）安全・良好な水道水の安定供給（４）安全・良好な水道水の安定供給（４）安全・良好な水道水の安定供給（４）安全・良好な水道水の安定供給    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市では、平成９年から平成１９年にかけて、老朽化した浄水場の改良や、新たな浄

水場等の建設を行い、浄水施設に関しては更新がほぼ完了しました。 

一方、配水施設については老朽化による効率の低下や、配水管の漏水などが発生して

おり、今後も安定的な供給を続けるために、耐震化の取り組みを含めた配水施設の更新

が課題となっています。 

このため、平成２１年度には配水管の機能診断を行い、配水管更新計画を策定しまし

た。今後はこの計画を基にした配水施設の計画的な整備・更新や、各施設の効率的な運

用・維持管理を通じて、安定的な供給体勢をより強固なものにしていく必要があります。 

さらに、このような施設更新を財源的に裏付けるためにも、健全な企業経営に努め、

節水型社会に対応できる水道事業を構築することが求められています。 

 

 

 （ア）上水道の維持・改善（ア）上水道の維持・改善（ア）上水道の維持・改善（ア）上水道の維持・改善    

    更新対象施設の計画的な整備を進め、安全で良質な水を安定的に供給すること

に努めます。 

 

 （イ）健全な事業運営（イ）健全な事業運営（イ）健全な事業運営（イ）健全な事業運営    

    合理的な業務運営により経費節減を図り、健全経営に努めます。 
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（５）下水道の整備（５）下水道の整備（５）下水道の整備（５）下水道の整備    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市の公共下水道事業は、平成１８年９月に供用を開始しました。 

 今後も計画的に事業を推進していきますが、健全な運営を行うには、安定した使用料

収入が必要であり、水洗化率※の向上に努めることが必要です。 

 一方、今後の人口減少社会の進行など社会経済環境の変化に応じた計画区域の見直し

を図るなど、公共下水道の健全運営を目指す必要があります。 

 また、農業集落排水事業においても、効率的な事業の方策の検討が必要になっていま

す。 

 本市では、平成７年度より浄化槽設置整備事業に取り組み、普及促進に努めておりま

す。市民の生活環境に対する意識の向上とともに、水質保全のため、下水道整備区域以

外でも浄化槽設置に対する要望は高くなっています。このため、今後も浄化槽設置の普

及促進事業の継続が必要です。 

 

 

 （ア）下水道の効率的・効果的な整備・運営（ア）下水道の効率的・効果的な整備・運営（ア）下水道の効率的・効果的な整備・運営（ア）下水道の効率的・効果的な整備・運営    

    集落排水事業は平成１１年度と平成１３年度に供用を開始し、公共下水道は平

成１８年度に供用を開始しています。今後も普及率や水洗化率の向上に努め、最

も効果的な下水道の整備についての検討を行いながら、整備の促進を図ります。 

    また、供用開始している施設の効率的な維持管理に努めます。 

 

 （イ）浄化槽の普及促進（イ）浄化槽の普及促進（イ）浄化槽の普及促進（イ）浄化槽の普及促進    

    浄化槽の普及促進のため補助制度を設けています。今後も制度の維持に努めま

す。 

    また、さらなる普及促進に向け、市報やホームページによるＰＲ活動を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水洗化率：下水道を利用できる人のうち、下水に接続して、実際に利用している人の割合。 
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 第２節第２節第２節第２節    自然と人が共生するまち自然と人が共生するまち自然と人が共生するまち自然と人が共生するまち    

（１）環境保全の推進（１）環境保全の推進（１）環境保全の推進（１）環境保全の推進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 近年、地球温暖化に起因すると思われる異常気象による災害が頻繁に発生しています。

これは我々の生活や産業活動に伴って排出されたＣＯ２等の温室効果ガスの増加が主な

原因とされています。現在、温室効果ガス削減の取り組みが国際的に進められています

が、今後ますます、我々個々人の環境に対する共通認識と地域レベルでの取り組みが必

要とされています。 

 また、ゴミ袋の有料化や家電リサイクル法の施行などにより、一時的に不法投棄が増

加したため、啓発看板の設置など、様々な取り組みを行うことによって一定の効果をあ

げていますが、無くなるまでには至っていません。 

 このような中、本市では、平成２６年３月に第２次直方市環境基本計画、さらに平成

２７年３月には第２次環境保全行動計画を策定し、環境保全のための様々な取り組みを

行ってきました。今後は直方の環境まちづくり計画に基づき、市民意識の高揚を図り、

環境にやさしいまちづくりを推進していくことが必要です。 

遠賀川については、国土交通省が、親水性、利活用等に配慮した、市民の憩いの場と

なるよう、緩傾斜等で整備を行っています。また、中の島導流堤では、学習の場として

ビオトープ※が整備され、遠賀川では、自然観察やカヌー教室等を行われるなど、多く

の人が水辺に親しんでいます。 

 一方、九州自然歩道では、福岡県により尺岳・福智山間の改修を行っています。 

また、今後は、遠賀川水系をネットワークで結ぶサイクリングロードの整備が望まれ

ていることから、関係機関へ早期の整備を働きかける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ビオトープ：小川や池など、野生の生物が生息できる環境を人工的に作った空間。 



18 

 

 （ア）環境基本計画の推進（ア）環境基本計画の推進（ア）環境基本計画の推進（ア）環境基本計画の推進    

    直方の環境まちづくり計画（環境基本計画）に基づき、里地里山の保全・再生、

自然エネルギー※の活用、省エネルギー行動などを推進し、地球温暖化防止のため

のＣＯ２削減等により、生活環境の保全を図ります。そのため、市民、事業所、

行政がそれぞれの役割を認識し、一体となった取り組みを推進します。 

 

 （イ）水と緑の保全・活用（イ）水と緑の保全・活用（イ）水と緑の保全・活用（イ）水と緑の保全・活用    

    遠賀川、彦山川、犬鳴川を軸とした親水緑地を設定し、親水公園、サイクリン

グロードやジョギングコースの整備などを検討します。 

    また、遠賀川などの自然環境を、自然観察の学習や交流の場としてさらなる活

用を図ります。 

    さらに、福智山地に広がる北九州国定公園を核とした自然公園や九州自然歩道

の周知、利用の拡大を図ります。 

 

 （ウ）環境教育の推進（ウ）環境教育の推進（ウ）環境教育の推進（ウ）環境教育の推進    

    次代を担う子どもたちを中心に環境教育を推進し、地域のみならず地球環境保

護に対する認識をさらに高めます。 

 

 （エ）生活環境及び公衆衛生の保持（エ）生活環境及び公衆衛生の保持（エ）生活環境及び公衆衛生の保持（エ）生活環境及び公衆衛生の保持    

    市民生活環境を守るため公害防止や伝染病予防等公衆衛生の保全向上に努め

ます。 

    また、パトロールの強化などにより、不法投棄の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自然エネルギー：太陽光や風力、水力などを利用して生み出されるエネルギー。 
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（２）循環型社会の推進（２）循環型社会の推進（２）循環型社会の推進（２）循環型社会の推進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 地球に存在する天然資源は限りあるものです。しかしながら、私たちの社会は依然と

して膨大な量の廃棄物が発生し、さらには不法投棄の発生も後を絶たない状況です。そ

のために国では「大量生産、大量消費、大量廃棄型」の社会から脱却し、環境への負荷

が少ない「循環型社会」を形成するために平成１２年に循環型社会形成推進基本法を制

定しています。 

 本市では、ごみの減量化や資源化に対する取り組みを進め、年々ごみの量は減少して

いますが、今後はさらに総合的な環境負荷の低減のため、リサイクルを推進することが

必要です。 

 

 

 （ア）資源やエネルギーの循環の促進（ア）資源やエネルギーの循環の促進（ア）資源やエネルギーの循環の促進（ア）資源やエネルギーの循環の促進    

                リサイクルやごみの減量を進めるため、再生可能な粗大ごみやリサイクルでき

る衣服等について、供給者と需要者をマッチングする仕組みの推進など、資源循

環型社会の構築に努めます。 

 

 （イ）適正な廃棄物処理の推進（イ）適正な廃棄物処理の推進（イ）適正な廃棄物処理の推進（イ）適正な廃棄物処理の推進    

    排出されたごみについては、さらなる資源化と広域的な取り組みを推進します。

また、不法投棄に対する監視により、不法投棄の抑制を図ります。 

 

 （ウ）効率的なし尿処理体制の推進（ウ）効率的なし尿処理体制の推進（ウ）効率的なし尿処理体制の推進（ウ）効率的なし尿処理体制の推進    

    老朽化が顕著となっているし尿処理場を、資源循環型社会に配慮した汚泥再生

処理センターとして更新します。 

 また、施設の更新については、並行して進めている下水道事業の整備状況を勘

案して必要最小限となる規模で整備を行い、汚水処理事業を効率的に進めます。 
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 第３節第３節第３節第３節    安全・安心なまち安全・安心なまち安全・安心なまち安全・安心なまち    

（１）災害対策の推進（１）災害対策の推進（１）災害対策の推進（１）災害対策の推進    

    

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 異常気象といわれる現象が多発しており、本市でも平成１５年、２０年、２１年、２

４年と続けて大雨による被害が発生しました。また、平成１７年には大きな地震が北部

九州でも発生しました。このような中、中心市街地の浸水対策として新たなポンプ場の

設置を行うなどの対策を進めています。しかしながら、依然として浸水被害が解消され

ていない地域もあり、また、近年、多発している局地的な豪雨に対する対策も必要にな

っています。 

 災害が発生した場合、個人・家庭では対応が困難な事態が生じることが想定されます。

しかしながら、その際、道路交通網の損壊などにより、行政が対応できない事態となる

おそれもあります。このため、特に災害の初期段階においては、地域の住民等が互いに

協力して「自分たちの地域は、自分たちで守る」ことが大切になります。阪神・淡路大

震災では、住民同士の協力による自主的な防災活動で、多くの命が助かったことが報告

されています。また、東日本大震災のように広範囲に渡る災害では、長時間にわたり行

政が対応できないことが予想されることからも、地域での防災活動は重要です。 

このことからも、行政と地域、そして、各家庭が一緒になって安全・安心な地域づく

りを行うことが重要です。そのため、自主防災組織の設立を推進し、この自主防災組織

を中心に行政と一体となって、災害の事前の予防・準備、そして災害後の応急・復旧に

対応できる地域づくりの推進が必要です。 



21 

 

 （ア）地域の防災体制の強化（ア）地域の防災体制の強化（ア）地域の防災体制の強化（ア）地域の防災体制の強化    

    地域の自治区公民館が構成主体となる自主防災組織の設立や、それらが実施す

る防災用資機材の整備を推進します。 

 

 （イ）防災基盤の整備・充実（イ）防災基盤の整備・充実（イ）防災基盤の整備・充実（イ）防災基盤の整備・充実    

    国や県との十分な連携を進めるとともに、様々な世代・生活様式の市民に対応

し、のおがたコミュニティ無線※、防災メール、携帯・エリアメール等、多様な手

段による災害時の迅速な情報伝達の仕組みや、災害時での多面的機能を有した避

難場所の確保に努めます。 

    また、浸水被害の解消に向け、大量降雨時の情報の収集や発信など、関係機関

に働きかけを行います。 

    さらに、国・県とともに、効率的な河川改修や維持管理などを行い、河川の氾

濫など災害の防止に努めます。 

 

 （ウ）計画・運用体制の確実な推進（ウ）計画・運用体制の確実な推進（ウ）計画・運用体制の確実な推進（ウ）計画・運用体制の確実な推進    

    地域防災計画については、多発する災害に対応できるよう適宜検討と見直しを

行います。 

    また、災害時に、障がい等により自力で避難することができないなど、家族等

の支援が得られず、介助等の支援を必要とする災害時避難行動要支援者について、

名簿や個別支援計画の作成を行うなど、避難支援対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コミュニティ無線：これまで一般業務用無線として使われてきた無線方式を活用した、安価で

利便性の高いシステム。直方市では屋外スピーカーや戸別受信機などにより、防災・防犯をはじ

め地域コミュニティ活動に利用している。 
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（２）消防・救急の充実（２）消防・救急の充実（２）消防・救急の充実（２）消防・救急の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 近年における災害は、社会情勢や地球環境の変化といった要因により複雑多様化・大

規模化の傾向にあります。国内外で発生している大規模地震や局地的な豪雨による自然

災害をはじめ、各地では住宅火災により尊い人命が失われているほか、グループホーム

等の小規模社会福祉施設の火災などにより死傷者が発生しており、消防を取り巻く環境

は厳しさを増しています。 

 このような中、本市では火災などの被害は比較的小規模なものにとどまっているもの

の、新型インフルエンザの流行などの社会情勢を的確に把握し、地域住民のニーズを捉

えた、きめ細やかな消防行政を積極的に推進していく必要があります。 

 また、全国的に救急車の利用のあり方が問題となっています。本市でも救急出動件数

は年々増加の傾向にあり、要請されても救急車で出動できない事案も発生しています。

必要な人が安心して利用できるよう、対策を図ることが求められています。 

 さらに、消防団にあっては全国的に団員数が減少傾向にあり、高齢化が進んでいます。

本市の団員充足率及び平均年齢は、横ばいの状況ですが、サラリーマン化は徐々に進ん

でいます。消防団の役割も従来までの常備消防機関（消防署）との火災時の消火活動を

補完する関係だけでなく、自主防災組織等の地域の要請に対する対応や災害時の活動が

求められています。 
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 （ア）消防力の充実（ア）消防力の充実（ア）消防力の充実（ア）消防力の充実    

    消防力は、消防車両や施設、各種資機材等のハード面の計画的な整備はもとよ

り、これらを取り扱う人材により成り立っています。その組織の基礎力である人

材育成を充実させ、職員の技能を磨くことにより組織力の強化を図ります。 

    また、地域防災の要となっている消防団と、主に火災を想定した各種訓練の実

施により、実災害対応能力の向上と消防活動体制の充実を図り、消防署・消防団

相互の連携の強化と活性化に取り組みます。 

 

 （イ）救急・救助体制の充実（イ）救急・救助体制の充実（イ）救急・救助体制の充実（イ）救急・救助体制の充実    

    救急救助業務充実のため、車両及び資機材等のハード面の整備を図るとともに、

救急救命士の養成と業務の高度化、救急隊員及び救助隊員の教育訓練体制の充実

を図ります。 

    また、「市民」と「医療機関」との連携強化を重点に置き、応急手当の普及促

進を市民に呼びかけ、救命講習を引き続き開催し、適切な応急処置の連携と救急

隊の運用により救命率の向上を図ります。 

    さらに、救急車の適正利用について関係機関と連携し、広く啓発活動を展開し、

救急需要対策に取り組みます。 

 

 （ウ）防火安全対策の推進（ウ）防火安全対策の推進（ウ）防火安全対策の推進（ウ）防火安全対策の推進    

    消防法令に係る防火対象物や危険物施設に対して、火災予防と事故防止の観点

から予防査察を実施し、消防用設備等や施設の維持管理の徹底、違反是正の指導

を推進します。 

    また、防火対象物にあっては、高齢者等の災害時要配慮者が入居する小規模社

会福祉施設などに対する火災の早期覚知、避難誘導体制の確立並びに防炎物品の

使用促進などを指導し、防火管理体制の充実を図ります。 

    さらに、一般住宅における住宅用火災警報器の設置促進並びに住宅用消火器、

住宅用スプリンクラー及び防炎品の普及促進など、関係機関と連携し、広報活動

に積極的に取り組みます。 
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（３）交通安全・防犯など安全・安心対策の推進（３）交通安全・防犯など安全・安心対策の推進（３）交通安全・防犯など安全・安心対策の推進（３）交通安全・防犯など安全・安心対策の推進    

 

【現状と【現状と【現状と【現状と課題】課題】課題】課題】    

 道路網の整備による都市環境、道路交通状況の変化や年々増加する交通量、さらに急

速に進む高齢化社会に対応できる総合的な交通安全対策の推進が必要になっています。

とりわけ、高齢者の交通事故、特に歩行者の交通事故が増える傾向があり、この原因の

多くは、運転者や歩行者のルール違反やマナーの低下によるものであり、また、近年、

飲酒運転による事故も大きな問題となっています。 

 このことから、交通安全意識の啓発と交通モラルの向上、高齢者や障がい者、子ども

などのいわゆる交通弱者に対する交通安全施設の整備を進める必要があります。 

 本市では、安全で安心なまちづくりを目指すため、警察や各種団体と連携し、青色防

犯パトロールや犯罪抑止キャンペーンなど、防犯意識高揚を図る活動を実施し、地域安

全活動を推進しています。しかしながら、コンビニ強盗、空き巣や車上狙いなど市民の

身近なところでの犯罪が多発しています。 

 また、青少年を取り巻く環境は悪化しており、青少年の非行問題は深刻な状況が続い

ています。このような中、青少年の非行防止を含め地域が一体となった防犯対策が求め

られています。 

 一方、本市では、平成１９年５月に暴力団事務所が進出しました。これに対して、警

察と行政、地元や周辺市町の住民が協力し、様々な取り組みを行い、暴力団事務所の撤

退に追い込むことができました。その後、平成１９年１０月に「直方市安全安心まちづ

くり条例」を施行し、さらに平成２０年７月に全国で初となる「直方市暴力団等追放推

進条例」を施行しました。また、福岡県でも平成２２年４月に罰則をともなう「福岡県

暴力団排除条例」が施行されました。 

 このように暴力団排除の機運が高まる中、引き続き暴力団排除の活動を推進する必要

があります。 

 近年、少子高齢化の進行などにより、適切な管理が行われていない空き家等が増加し、

防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが問題となってい

ます。このような空き家に対する自治体の対応について、全国的な課題となっています。 
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 （ア）交通安全意識の啓発（ア）交通安全意識の啓発（ア）交通安全意識の啓発（ア）交通安全意識の啓発    

    警察や各種団体と連携し、家庭や教育機関による交通安全教育の実施や、高齢

者を対象にした安全教室の実施など、交通安全意識の啓発に努めます。 

 

 （イ）防犯意識の啓発（イ）防犯意識の啓発（イ）防犯意識の啓発（イ）防犯意識の啓発    

    自治区公民館などと連携し、地域主導による防犯活動を支援するとともに、市

報やホームページでの啓発を推進します。 

 

 （ウ）暴力団追放活動について（ウ）暴力団追放活動について（ウ）暴力団追放活動について（ウ）暴力団追放活動について    

    市民・行政・警察等の関係機関が一体となって、暴力追放活動の促進により、

暴力団事務所等の進出を防止し、市民生活の安全を守ります。 

    また、行政が実施する公共工事や事務事業から、暴力団等の排除を徹底します。 

  

 （エ（エ（エ（エ）交通安全施設・防犯設備等の充実）交通安全施設・防犯設備等の充実）交通安全施設・防犯設備等の充実）交通安全施設・防犯設備等の充実    

    カーブミラー等の交通安全施設や、防犯灯等の防犯設備等について、地域の実

情を踏まえ、適切な整備に努めます。 

 

 （オ）危険家屋等への対応について（オ）危険家屋等への対応について（オ）危険家屋等への対応について（オ）危険家屋等への対応について    

    地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす老朽危険家屋等については、「空家

等対策の推進に関する特別措置法」及び「直方市空き家等の適正管理に関する条

例」により、適切な対応に努めます。 
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第３章第３章第３章第３章    いきいきと笑顔で暮らせる心豊かなまちいきいきと笑顔で暮らせる心豊かなまちいきいきと笑顔で暮らせる心豊かなまちいきいきと笑顔で暮らせる心豊かなまち    

    第１節第１節第１節第１節    すこやかで安心して暮らせるまちすこやかで安心して暮らせるまちすこやかで安心して暮らせるまちすこやかで安心して暮らせるまち 

（１）保健事業の充実（１）保健事業の充実（１）保健事業の充実（１）保健事業の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 我が国の平均寿命は、医療技術の進歩、保健医療体制の整備、生活水準の向上などに

より、世界の中で最高水準にあります。 

 しかし、一方では、食文化の欧米化、運動不足、喫煙、飲酒などを要因とした生活習

慣病や精神的ストレスを要因とする精神疾患が増加しています。 

 また、近年、注目を集めているメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の対象

者も、年々増加傾向にあります。 

 さらに、高齢化が進行する中、認知症や寝たきりなど介護が必要な人が増加するなど、

多くの人が病気や介護などへの不安を抱えています。 

 このような中、高齢になっても健康で元気に暮らせることは、市民と社会にとって大

きなメリットがあります。生活習慣病や寝たきりをはじめとする生活の質を低下させる

要因に対する効果的かつ効率的な取り組みにより、健康寿命の延伸を図ることが、大変

重要な課題となっています。そのため、今後は、これまでの健康づくりの取り組みに加

え、市民の生活環境全般にわたる健康づくりの取り組みが必要になっています。 
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 （ア）健康づくりの推進（ア）健康づくりの推進（ア）健康づくりの推進（ア）健康づくりの推進    

    健康に関する正しい知識の普及啓発と、健康相談、健康教育の充実を図り、「自

分の健康は自分でつくる」という自主的健康づくりの意識の啓発に努めます。そ

のため、市民それぞれのライフスタイルに応じた健康づくり事業の展開により、

健康づくりに関心が高い市民だけでなく、関心の低い市民に対しても、生活習慣

病や介護の発症予防に重点を置いた健康づくりの働きかけを推進します。 

    また、市民一人ひとりが身近な地域の中で介護予防に取り組めるよう、地域の

ボランティアなどと連携し、自主的な介護予防活動を推進します。 

    さらに、地域で活動する健康づくり組織を支援します。 

 

 （イ）疾病の早期発見・重症化予防の推進（イ）疾病の早期発見・重症化予防の推進（イ）疾病の早期発見・重症化予防の推進（イ）疾病の早期発見・重症化予防の推進    

    健康は、いきいきと笑顔で暮らすための重要な要素です。しかしながら、病気

は、いつどんな形で発病するかわかりません。そのため、市民自らが、心身の状

況を把握するために、がん検診・特定健診の受診率の向上を図り、疾病の早期発

見、重症化予防に努めます。 

    また、健診により問題があると判明した方を対象にした重点的な指導を実施す

るなど、よりリスクの高い層に対して指導及び継続的な受診勧奨を推進します。 

  

 （ウ）感染症予防の推進（ウ）感染症予防の推進（ウ）感染症予防の推進（ウ）感染症予防の推進    

    感染症等の疾病を予防するため、直方鞍手医師会などの関係機関と連携し、予

防接種に関する正しい知識の普及啓発により、予防接種の接種率の向上に努めま

す。 
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（２）地域医療体制の維持と確保（２）地域医療体制の維持と確保（２）地域医療体制の維持と確保（２）地域医療体制の維持と確保    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 高齢社会が進行し、在宅療養への移行が進む中、保健・医療・福祉(介護)の連携は、

ますます重要になっています。病気の治療が、一つの医療機関だけで完結する「病院完

結型医療」から、地域の医療機関が機能を分担・補完する｢地域完結型医療｣への転換が

求められています。今後は、広域的な視点に立ち、専門性の高い病院と「かかりつけ医」

との連携を進めていく必要があります。 

 救急医療として、初期救急体制は、在宅当番医、休日等急患センター、二次救急体制

は、直鞍地区の６つの病院による輪番制により、２４時間体制で内科・外科系の疾病に

対応しています。今後も、各医療機関及び近隣医療機関との連携を強化する必要があり

ます。 

 また、本市の小児科医は、飯塚病院救命救急センターの夜間小児診療に参加し、筑豊

地域の小児救急医療の充実を図っています。市内には１００を超える医療機関（歯科診

療所含）がありますが、産婦人科は、２診療所で、そのうち分娩を取り扱っているのは

１診療所です。産婦人科が不足しており、周産期医療※や小児医療の充実が望まれてい

ます。 

 

 （ア）地域医療体制の維持・確保（ア）地域医療体制の維持・確保（ア）地域医療体制の維持・確保（ア）地域医療体制の維持・確保    

    住みなれたこの地域で安心して健康に暮らすためには、｢かかりつけ医｣を持つ

ことが大切になります。関係機関と協力しながら、｢かかりつけ医｣の大切さにつ

いての啓発や定着を図ります。 

    また、直方鞍手医師会などとの連携強化や、近隣自治体間の連携による広域に

おける医療体制の確立を図り、産婦人科や周産期医療の充実など、安心して受診

できる医療体制の維持・確保に努めます。 

 

 （イ）救急医療体制の維持・確保（イ）救急医療体制の維持・確保（イ）救急医療体制の維持・確保（イ）救急医療体制の維持・確保    

    直方鞍手医師会、嘉穂鞍手保健所救急医療部会、直方鞍手休日等急患センター

との連携を強化し、救急医療体制の維持・確保に努めるとともに、緊急時の対処

方法などの普及啓発に努めます。 

    また、疾病が重篤化する前の平素における「かかりつけ医」利用による早期受

診の勧奨や定着を推進するとともに、夜間や休日等の緊急時における症状に応じ

た具体的な対処方法などの普及啓発に努めます。 

 

※周産期医療：妊娠２２週から生後満７日未満までの、母体、胎児や新生児の生命に関わる事態

が発生する恐れのある周産期における医療。 
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 第２節第２節第２節第２節    ささえあう地域福祉社会ささえあう地域福祉社会ささえあう地域福祉社会ささえあう地域福祉社会    

（１）障がい者福祉の充実（１）障がい者福祉の充実（１）障がい者福祉の充実（１）障がい者福祉の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 障がい者福祉は、個人の尊厳や選択の自由など自立の尊重に基づいた施策へと向かっ

ています。障がい者が自立し安心して暮らせる社会の実現を目指し、障がい者の地域で

の生活と就労を推進するための環境整備が進められています。 

 しかしながら、障がいに対する周囲の無理解と偏見が存在していることから、広報活

動や交流活動等を通じた障がいに関する知識の普及とノーマライゼーション※の啓発が

求められています。 

 また、働く意欲のある障がい者が、働くために必要な技術や能力を身に付け、生きが

いを持って働くことができることが必要です。 

 さらに、乳幼児期における障がいを早期発見し、その後の成長を支援するために、様々

な機関と連携し、育児相談、療育支援、就学指導などの支援が、必要になっています。 

 一方で、障がい者が安心して生活できるよう、公共施設などのユニバーサルデザイン

化、そして、就労の場以外にも様々な社会参加の場の充実が、求められています。 

 今後は、障がい者が抱える様々なニーズに対応していくために、関係機関が連携し、

障がい者福祉の強化を図っていくことが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ノーマライゼーション：偏見や差別のない、一人ひとりの人権が尊重される社会が通常（ノー

マル）な社会であるという考え方。 
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（ア）相互理解の促進（ア）相互理解の促進（ア）相互理解の促進（ア）相互理解の促進    

    障がい者理解を促進するため、啓発活動を推進し、人権尊重の意識向上を図り

ます。 

    また、福祉教育の充実によるノーマライゼーション理念の定着に努めます。 

 

（イ）雇用・就業の促進（イ）雇用・就業の促進（イ）雇用・就業の促進（イ）雇用・就業の促進    

    障がい者が、地域で自分らしく働ける環境づくりのために、関係機関と連携し、

就労の場の確保に努めます。 

    また、地域活動支援センター※などの福祉就労の場づくりや、「就労移行支援事

業」等を通じた一般就労への移行のための支援を通じて、地域全体で安定した雇

用の場を確保に努めます。 

 

 （ウ）保健・医療の充実（ウ）保健・医療の充実（ウ）保健・医療の充実（ウ）保健・医療の充実    

    各種健診の充実により、乳幼児の障がいの早期発見や成人の生活習慣病予防に

取り組むなど、保健・医療・福祉の連携を強化します。 

    また、障がい者自立支援医療や重度障がい者医療制度により、医療費負担の軽

減を図ります。さらに、心の健康づくりなど、精神保健福祉の充実に努めます。 

 

 （エ）教育の充実（エ）教育の充実（エ）教育の充実（エ）教育の充実    

    障がいのある子どもの可能性を伸ばすには子どもの成長段階に応じた支援を

スムーズに実施する必要があります。そのため、保健師や臨床心理士、スクール

ソーシャルワーカー等の必要な専門職を確保するとともに、職種間の連携をすす

めます。 

併せて、行政、学校、事業者との間で、障がい者についての情報共有を進めま

す。 

    また、学校教育では、一人ひとりの個性に応じた特別支援教育を推進します。 

 

 （オ）人づくりの推進（オ）人づくりの推進（オ）人づくりの推進（オ）人づくりの推進    

    障がい者の地域生活を支える様々な分野の専門職の確保と資質向上を促進し

ます。 

    また、福祉ボランティアの育成と活動支援に努めます。 

 

 

 

※地域活動支援センター：障害者自立支援法に基づき、障がい者及び障がい児への創作的活動又

は生産活動の機会の提供等を行うセンター。 
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 （カ）利用者の視点に立った適切な支援サービスの充実（カ）利用者の視点に立った適切な支援サービスの充実（カ）利用者の視点に立った適切な支援サービスの充実（カ）利用者の視点に立った適切な支援サービスの充実    

    訪問系・日中活動系・居住系※などの福祉サービスの基盤整備を進めます。 

    また、本市独自のサービスの確保に努めます。 

    さらに、適切なサービスの利用ができるよう、障がい者相談支援事業の強化を

図ります。 

 

（キ）社会参加の促進（キ）社会参加の促進（キ）社会参加の促進（キ）社会参加の促進 

障がいのある人が、地域活動やスポーツ・文化活動などの社会参加を推進する

ため、関係団体等と連携し、各種活動の充実を図ります。 

また、障がい者団体などが実施する活動の支援に努めます。 

さらに、障がい者をはじめとする誰もが、安全・安心に生活できるまちを目指

し、関係機関と連携し、公共施設のユニバーサルデザイン化などの推進に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※訪問系：自宅等を訪問し、日常生活上の介助等を行うサービス。従来のホームヘルプサービス

にあたるサービス。 

※日中活動系：障がい者の希望に応じて、施設に通所しながら、自立訓練や就労訓練、児童デイ

サービス等の様々な日中活動を選択できるサービス。 

※居住系：自宅以外の生活の場として、入所施設やグループホーム・ケアホームなどで提供され

る、介護や日常生活上の援助などのサービス。 
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（２）高齢者福祉の充実（２）高齢者福祉の充実（２）高齢者福祉の充実（２）高齢者福祉の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市の高齢者人口は、年々増加傾向にあり、高齢者のみの世帯も増えていることなど

から、家庭における介護力だけでは、対応が困難な状況になっています。 

 また、認知症高齢者の徘徊や閉じこもり、うつ等を起因とする孤立死など、様々な問

題も増えており、介護する家族だけでなく、地域ぐるみで支援していくしくみづくりが

求められています。 

 さらに、高齢者虐待や振り込め詐欺など、高齢者の権利に関する問題も深刻化してお

り、権利擁護の必要性が高まっています。 

 一方で、健康な高齢者が、要介護状態にならないようにそれぞれの生活習慣に合った

生きがいづくり、健康づくりを支援していく必要があります。 

 平成１２年に導入された「介護保険制度」は、制度導入から１５年が経ち、本市では、

要介護認定者（要支援者を含む）が高齢者人口に比例して増加し、介護給付費も当初に

比べ１．６４倍と膨らんでいます。 

 国における基本指針に基づき、住みなれた地域で暮らせるためのサービス体制の充実

と、それに対する財源の確保が大きな課題となっています。こうした状況の中、本市と

しても、高齢者の様々なニーズに沿った必要なサービスを適切に提供し、介護保険事業

の円滑な事業運営に努める必要があります。 
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 （ア）介護と連携した福祉サービスの充実（ア）介護と連携した福祉サービスの充実（ア）介護と連携した福祉サービスの充実（ア）介護と連携した福祉サービスの充実    

    市民が必要としている生活支援や介護サービスの充実を図ります。 

    また、自立した高齢者が、いつまでも元気で健康的な生活ができるように福祉

サービスとの連携も図ります。 

 

 （イ）地域に密着した介護サービス基盤の充実（イ）地域に密着した介護サービス基盤の充実（イ）地域に密着した介護サービス基盤の充実（イ）地域に密着した介護サービス基盤の充実    

    高齢者の誰もが安心して、質の高いサービスを受けることができるように介護

サービス基盤の充実を図ります。 

    また、サービス事業者への研修・指導を行うことで事業者の質的向上を推進し

ます。 

 

 （ウ）生きがいづくりと社会参加の促進（ウ）生きがいづくりと社会参加の促進（ウ）生きがいづくりと社会参加の促進（ウ）生きがいづくりと社会参加の促進    

    高齢者が、社会における活躍の場を持ち、いきいきと暮らせるよう、ボランテ

ィアなどによる地域活動への参加や生涯学習活動、生涯スポーツ、レクリエーシ

ョン活動などを支援します。 

    また、高齢者の就労は、社会参加のひとつです。長年培ってきた経験や知識を

社会に還元することは、活力ある地域づくりにも欠かせません。そのため、シル

バー人材センターなどの活用を図り、高齢者の就労を支援します。 

 

 （エ）高齢者の地域生活を支える体制づくり（エ）高齢者の地域生活を支える体制づくり（エ）高齢者の地域生活を支える体制づくり（エ）高齢者の地域生活を支える体制づくり    

    独居高齢者の見守りや孤立死対策として、緊急通報装置貸与事業や配食サービ

スなどの生活支援サービスの充実に努めます。 

    認知症高齢者の徘徊対策として、徘徊ＳＯＳネットワークの拡充を図るととも

に、実効性を高めるため、徘徊模擬訓練を継続して実施します。 

    また、民生委員児童委員協議会、警察や司法等の専門機関と連携して、虐待の

防止や詐欺などの消費者被害防止に努め、高齢者の権利擁護を推進します。 
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（３）社会福祉と公的医療保険制度の充実（３）社会福祉と公的医療保険制度の充実（３）社会福祉と公的医療保険制度の充実（３）社会福祉と公的医療保険制度の充実        

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

長引く景気の落ち込みによる雇用情勢の悪化等が大きく影響し、失業などにより離職

した人をはじめ、傷病などの理由により就労が困難な人が、増加傾向にあり、生活困窮

者が増加しています。また、生活困窮者の自立を阻害する要因は、多種多様化していま

す。 

このため、困窮状況の確認や類型化を行い、類型ごとの取り組むべき自立支援の具体

的内容や実施手順を定め、関係機関との連携を含め、生活困窮者に必要な支援を、総合

的に実施する必要があります。 

また、情報化の進展などにより、市民生活が大きく変化し、生活するうえでのトラブ

ル等が多種多様化するとともに、複雑化しています。 

市町村が運営している国民健康保険※や、市町村で構成する広域連合が運営している

後期高齢者医療保険については、職場の医療保険（健康保険組合や全国健康保険協会、

共済など）に加入する人を除く全ての人が加入する、公的医療保険制度です。本市では、

平成２７年３月末現在で、この二つの医療保険制度に、市民全体の約４割にあたる２３，

３３９人が加入しています。 

少子高齢化、人口の減少などが進むとともに、医療費の増大や景気低迷を背景とする

就労困難などから保険税の未納率の増加など、社会保障における問題が深刻化していま

す。このため、国民皆保険制度の根幹を支えている国民健康保険、後期高齢者医療保険

などの公的医療保険制度を健全に維持していくことが、これまで以上に求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成３０年度以降は、安定的・効率的な運営を目指し、県が財政運営の責任主体となり、市町

村とともに国民健康保険の運営を担います。 
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    （ア）生活困窮者の自立に向けた適正な支援の推進（ア）生活困窮者の自立に向けた適正な支援の推進（ア）生活困窮者の自立に向けた適正な支援の推進（ア）生活困窮者の自立に向けた適正な支援の推進    

    生活困窮者の自立を阻害する要因ごとの支援策を類型化し、それぞれの置かれ

ている状況に、最も適した支援策を実施することで、経済的自立や社会生活、日

常生活の自立の推進を図ります。 

    また、適正な審査や運用により、安定しかつ信頼される制度の運営に努めます。 

 

    （イ）生活支援の充実（イ）生活支援の充実（イ）生活支援の充実（イ）生活支援の充実    

    市民が生活するうえで、複雑化・多様化している悩みを解決するための支援と

して、関係機関と協力しながら消費者相談や労働相談、法律相談などを実施しま

す。 

    また、生活支援に関する制度についての広報などの充実を図ります。 

 

    （ウ）公的医療保険制度の安定的運営（ウ）公的医療保険制度の安定的運営（ウ）公的医療保険制度の安定的運営（ウ）公的医療保険制度の安定的運営    

    公的医療保険制度である国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を持続可能

な医療保険制度として安定的に運営するために、レセプト点検や健康づくりのた

めの健診受診の勧奨等により、医療費の適正化に向けた総合的な取り組みを進め、

いつでも安心して医療を受けられるように努めます。 
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 第３節第３節第３節第３節    安心して子育てできるまち安心して子育てできるまち安心して子育てできるまち安心して子育てできるまち    

（１）地域における子育て環境の充実（１）地域における子育て環境の充実（１）地域における子育て環境の充実（１）地域における子育て環境の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 核家族化などの進行により、子育て家庭の孤立化や子育て力の低下を招いており、不

安を抱えながら孤立した状態で子育てに悩む保護者が増えています。この保護者を支援

するためには、子育てに関する情報提供や相談支援体制の充実が求められています。 

 また、子育ての基本は、家庭にありますが、周囲からの支援を必要とする家庭が増え

ています。 

 さらに、近年、子どもが被害者となる重大な犯罪や交通事故などが増加していること

から、子どもの安全確保について、地域の協力が不可欠な状況が生じています。子ども

のすこやかな成長には、家庭や学校だけでなく、地域の中で育つことができる環境づく

りが必要です。 



37 

 

 （ア）子育てを支えるネットワークづくりと地域活動の促進（ア）子育てを支えるネットワークづくりと地域活動の促進（ア）子育てを支えるネットワークづくりと地域活動の促進（ア）子育てを支えるネットワークづくりと地域活動の促進    

家庭や地域による子育てや教育力の向上、保護者の子育て不安の解消に向けて、

子育てを支えるネットワークづくりを進めます。そのため、子育て支援の中核施

設である「地域子育て支援センター」を中心に、多くの親子が出会い、つながる

場を確保・創出するとともに、人材育成や広報活動により、子育て支援活動団体

の活動を支援し、新たなネットワークづくりを推進します。 

    また、子育て家庭の育児不安や悩みを解消するための各種相談事業の充実を図

ります。 

     

 （イ）情報提供体制の充実（イ）情報提供体制の充実（イ）情報提供体制の充実（イ）情報提供体制の充実    

    市報やホームページなどの広報媒体を活用した子育てに関連する情報提供の

充実を図ります。 

    また、子育てに対する正しい知識を得るため、保健、医療などの講座や学習会

の内容の充実に努めるとともに、市民や関係団体を対象とする学習会などの開催

により、子育て支援に対する意識の啓発と参加促進に努めます。 

    さらに、行政の支援体制として、子どもに関わる施策を一体的に推進するため

の組織体制の構築に向け、保健、医療、福祉の連携に取り組みます。 

 

（ウ）子育て支援の充実（ウ）子育て支援の充実（ウ）子育て支援の充実（ウ）子育て支援の充実    

周囲からの支援を必要とする子育て家庭が増えていることから、子どもを預け

たい人と預かりたい人の相互援助によるファミリー・サポート・センター事業※

を推進します。 

また、利用促進に向けて、会員同士の交流を図る取り組みを行うとともに、支

援する側の人材育成に向けた研修の実施による信頼性の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ファミリー・サポート・センター：会員間で、子どもを預けたり、預かったりするなどの相互

援助活動を支援するセンター。 
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（２）公的支援の充実（２）公的支援の充実（２）公的支援の充実（２）公的支援の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 近年、保護者の育児不安、児童虐待、いじめ、不登校、発達に特別な支援を要する子

どもの増加など、子ども自身や子育てをめぐる様々な課題があります。 

 このような中、子育てに関わる経済負担は、子育て不安や育児疲れなどの精神的・身

体的負担とともに、子育て中の保護者にとって大きな課題となっています。 

 また、核家族化の進行や共働き家庭の増加などにより、保育サービスの利用は、増大

するとともに多様化しています。 

 学童クラブについては、市内全１１校区で実施していますが、平成２７年度の利用状

況等から、当面の間は、利用者数の増加傾向が続くと思われます。このため、増加傾向

にある児童の利用に対応し、待機児童を出さないよう、できるだけ早期に施設の拡充を

進める必要があります。 

 母性ならびに乳幼児及び幼児などの健康の確保と増進を図り、親子の健康づくりを推

進していくことは、子どものすこやかな育ちや、保護者の子育てを支援する大切な取り

組みです。 

 また、離婚等の増加により、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭が増加傾向にあ

り、就労や経済面で困難を抱える家庭が多くあります。ひとり親家庭への支援のために

は、就労などの経済的な自立を支援するとともに各種子育て支援や生活支援サービスな

どが必要になっています。 
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（ア）経済的な支援の充実（ア）経済的な支援の充実（ア）経済的な支援の充実（ア）経済的な支援の充実    

    児童手当などの各種経済的支援制度の周知に努めるとともに、子育てに対する

経済的な負担となっている、子ども医療費支給の拡大の検討や、認可保育所保育

料の軽減に取り組みます。 

     

（イ）保育サービスの充実（イ）保育サービスの充実（イ）保育サービスの充実（イ）保育サービスの充実    

    多様な保育ニーズに応えるために、延長保育や病児保育、一時預かりの実施や

ファミリー・サポート・センター事業等の地域子育て支援事業を充実させ、保護

者の利便性の拡大を進めます。 

    また、学童クラブについては、小学校の余裕教室の利用や、施設の見直しによ

り、ニーズへの対応と子どもたちが自由に活動できるスペースの確保に努めます。 

 

 （ウ）母子保健事業の充実（ウ）母子保健事業の充実（ウ）母子保健事業の充実（ウ）母子保健事業の充実    

    乳幼児健康診査、訪問指導及びその他の相談事業をさらに充実させ、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目ない相談支援を行います。 

    また、発達障がいの早期発見、早期支援への取り組みをさらに推進します。 

    さらに、「親子遊びの教室」や食育のための「離乳食教室」など、家庭の育児

力を高める取り組みを推進します。 

 

 （エ）ひとり親家庭などの支援（エ）ひとり親家庭などの支援（エ）ひとり親家庭などの支援（エ）ひとり親家庭などの支援            

    民生委員・児童委員等の関係機関と連携し、地域の相談体制の充実を図ります。 

    また、児童扶養手当などの各種経済的支援制度の周知に努めるとともに、母子

自立支援員、家庭児童相談員による就労支援などの充実を図ります。 
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    第４節第４節第４節第４節    生きる力を育む教育の充実と青少年の健全育成生きる力を育む教育の充実と青少年の健全育成生きる力を育む教育の充実と青少年の健全育成生きる力を育む教育の充実と青少年の健全育成    

（１）知・徳・体を育む教育の充実（１）知・徳・体を育む教育の充実（１）知・徳・体を育む教育の充実（１）知・徳・体を育む教育の充実    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 平成２６年５月１日現在、市内には小学校１１校、中学校４校があり、児童生徒数は

４，４０１人です。児童生徒数が、減少傾向にあり、１０年前と比較して、約３５０人

減少しています。 

 現在、各学校の実態に応じた学力向上の取り組みを行っていますが、年々個人差が大

きくなっています。運動やスポーツに親しむ児童生徒も少なくなり、体力面においても

低下傾向が見られます。 

 また、不登校児童生徒の占める割合は、全児童生徒の約２．８４パーセントです。こ

のような子どもに係る様々な問題については、関係機関との連携を深め、個に応じたき

め細かな取り組みや心の教育を推進する必要があります。 

 さらに、家庭・地域はもとより保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校が相互に

連携を深めた教育の推進を図ることが重要です。 
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 （ア）幼児教育の推進（ア）幼児教育の推進（ア）幼児教育の推進（ア）幼児教育の推進    

    保育所・幼稚園と小学校の連携を深め、体験活動などにより、心と体の調和の

取れた幼児教育の充実に努めます。 

 

 （イ）学力向上に向けた教育内容の充実と教師の指導力向上（イ）学力向上に向けた教育内容の充実と教師の指導力向上（イ）学力向上に向けた教育内容の充実と教師の指導力向上（イ）学力向上に向けた教育内容の充実と教師の指導力向上    

    基礎・基本を踏まえた確かな学力の定着を図るため、学校における教育機会・

教育内容の充実化を進め、放課後学習等の学習機会の充実等を通じて、子どもた

ちの学習意欲の向上を図ります。 

    また、家庭学習の重要性を踏まえ、学校・家庭・地域の連携を図りながら、学

力向上に取り組みます。 

 

 （ウ）特色ある教育の推進（ウ）特色ある教育の推進（ウ）特色ある教育の推進（ウ）特色ある教育の推進    

    情報教育、国際理解教育、勤労観、職業観を育てるキャリア教育、外国語活動

や海外の文化に触れる機会の充実など、特色ある教育活動を推進し、豊かな人間

性を育てます。 

 

 （エ）豊かな心を育む教育の充実（エ）豊かな心を育む教育の充実（エ）豊かな心を育む教育の充実（エ）豊かな心を育む教育の充実    

    自然体験やボランティア活動など、子どもたちの感性を育む情操教育の推進を

図ります。 

    また、子どもの心にひびく道徳教育や、豊かな人間関係を築くためのコミュニ

ケーション能力を高める取り組みを推進します。 

    健康的な食生活の確保と食育の観点から、全中学校の完全給食実施を検討しま

す。 

 

 （オ）すこやかな体づくりの推進（オ）すこやかな体づくりの推進（オ）すこやかな体づくりの推進（オ）すこやかな体づくりの推進    

    学校や地域におけるスポーツの重要性を深める教育活動の充実と体力向上に

関わる健康教育を推進します。 
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（２）教育環境の充実・強化（２）教育環境の充実・強化（２）教育環境の充実・強化（２）教育環境の充実・強化    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 平成２６年５月１日現在、小学校１１校、中学校４校の市内すべての小中学校で、特

別支援学校が設置されています。全体で８４人の児童生徒数が在籍していますが、特別

な支援を要する児童生徒数は、年々増加傾向にあります。 

 現在、市内小学校の１１校中７校が、標準規模以下の学校であり、単学級の学校は４

校という現状です。そのため、教育条件や教育環境の不均衡だけでなく、教育効果へも

マイナスの影響も生じています。 

 また、施設面では、校舎等学校施設の耐震化は完了したものの、施設そのものは老朽

化が進んでおり、計画的な整備・改善が課題となっています。 

 

 

 （ア）学習支援の充実（ア）学習支援の充実（ア）学習支援の充実（ア）学習支援の充実    

    誰もがいつでも、質の高い教育を受けられるよう、経済的支援や学習支援の充

実に努めます。 

また、様々な障がいのある子どもや特別な教育的配慮が必要な子どもへの個に

応じたきめ細かな指導・支援の充実に努めます。 

     

 （イ）教育効果を高める学校運営体制づくりの推進（イ）教育効果を高める学校運営体制づくりの推進（イ）教育効果を高める学校運営体制づくりの推進（イ）教育効果を高める学校運営体制づくりの推進    

    小・中連携、学力向上などを視野に入れた適正な学校規模や配置について中長

期の推進計画を策定し、その実現に努めます。 

 

 （ウ）教育施設などの充実と適切な管理（ウ）教育施設などの充実と適切な管理（ウ）教育施設などの充実と適切な管理（ウ）教育施設などの充実と適切な管理    

    学校施設（校舎・屋内運動場）の老朽化した施設の計画的な改善整備を推進し、

施設・設備の適正な維持管理に努めるとともに、教育内容に応じた教育機器、教

材、器具などの整備充実を図ります。 
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（３）学校・家庭・地域が連携した青少年の健全育成（３）学校・家庭・地域が連携した青少年の健全育成（３）学校・家庭・地域が連携した青少年の健全育成（３）学校・家庭・地域が連携した青少年の健全育成        

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 少子化や核家族化の進行などにより、地域のコミュニティの希薄化が進み、異なる年

代との交流の機会が減少しています。 

 また、インターネットの普及による情報の氾濫や、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーク）

の普及などが、青少年を取り巻く家庭環境や社会環境の悪化に拍車をかけています。 

 これらの環境悪化などにより、学校現場では、いじめや不登校、家庭では家庭内暴力

や親子のコミュニケーションの減少、地域では深夜徘徊や喫煙などの様々な問題が、

年々増加しています。 

 さらに、犯罪の低年齢化や凶悪化の傾向が現れてきています。 

 次代を担う青少年の健全な育成は、私たちすべての市民が取り組むべき社会全体の課

題です。家庭や学校だけが課題解決に取り組むのではなく、学校・家庭・地域社会が、

相互に連携しながら、健全育成のための情報交換やふれあう機会の充実など、地域ぐる

みで取り組む必要があります。 

 また、青少年育成関係団体などの組織活動により、青少年の社会参加や交流活動を推

進し、多様な人間関係を形成する機会の拡充を図ることが求められています。 
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 （ア）学校・家庭・地域の連携推進（ア）学校・家庭・地域の連携推進（ア）学校・家庭・地域の連携推進（ア）学校・家庭・地域の連携推進    

    関係機関や関係団体との連携を深めるとともに、SNS（ソーシャルネットワー

クサービス）などを発端とするトラブルが増加していることから、問題の早期発

見と解決に向け、学校・家庭・地域と連携した取り組みを強化・推進します。 

 

 （イ）保・幼・小・中・高の連携強化（イ）保・幼・小・中・高の連携強化（イ）保・幼・小・中・高の連携強化（イ）保・幼・小・中・高の連携強化    

    保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の連携を深め、長期的な視点で健

全な児童生徒の育成を目指します。 

 

 （ウ）地域における青少年の育成活動の促進（ウ）地域における青少年の育成活動の促進（ウ）地域における青少年の育成活動の促進（ウ）地域における青少年の育成活動の促進    

    地域で行われる行事や活動へ青少年の参加を促すとともに、それらの行事や活

動を積極的に支援し、青少年の地域間・世代間交流を図ります。 

 

 （エ）青少年をとりまく社会（エ）青少年をとりまく社会（エ）青少年をとりまく社会（エ）青少年をとりまく社会環境の改善環境の改善環境の改善環境の改善    

    青少年に悪影響を及ぼす有害環境の浄化を図ります。 

また、校外における問題行動の早期発見と補導活動などの強化により、非行防

止に努めます。 
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 第５節第５節第５節第５節    生きがいと豊かな感性を育むまち生きがいと豊かな感性を育むまち生きがいと豊かな感性を育むまち生きがいと豊かな感性を育むまち    

（１）生涯学習の推進（１）生涯学習の推進（１）生涯学習の推進（１）生涯学習の推進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 余暇時間の増大等を背景に、生きがいや心の豊かさを求め、自己実現を求める時代に

なっています。 

 また、情報化の進展や国際化などの社会環境の変化により、新たな知識、技術の習得

が必要となっており、市民の学習ニーズは、多様かつ高度化しています。 

 さらには、学習成果を活かせる機会の充実に対する欲求も高まっています。 

 本市では、生涯学習活動の中心的な施設である中央公民館をはじめ、ユメニティのお

がたや図書館、直方歳時館、美術館等の生涯学習関連施設の充実により、様々な学習機

会を提供しています。 

 当該施設などを利用した市民の自発的な学習活動が活性化していることから、今後も

自発的な学習活動の活性化のため市民が利用しやすい環境づくりが必要です。学習活動

の促進により、学んだことを地域活動に活かし、地域間や様々な世代間の交流を図るし

くみづくりが求められています。 

  

 

（ア）生涯学習講座・学（ア）生涯学習講座・学（ア）生涯学習講座・学（ア）生涯学習講座・学習機会の充実習機会の充実習機会の充実習機会の充実    

    公民館や各生涯学習関連施設において、市民の関心の高い講座や教室の充実を

推進します。 

    また、市民の自主学習やサークル活動の場として、市民が利用しやすい環境づ

くりに努めます。 

 

 （イ）活動団体等の育成・支援（イ）活動団体等の育成・支援（イ）活動団体等の育成・支援（イ）活動団体等の育成・支援    

    市民の自発的学習活動を促進するために、活動の活性化や継続に向けた育成と

支援に努めます。 

    また、サークル参加者の高齢化による人員減少に対処するために、サークル間

での協力・情報交換などそのしくみづくりに努めます。 

 

 （ウ）多様な交流の推進（ウ）多様な交流の推進（ウ）多様な交流の推進（ウ）多様な交流の推進    

    生涯学習講座等で学んだ成果を活かす場として、学校や高齢者施設などにおけ

る交流を推進します。 
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（２）文化の振興（２）文化の振興（２）文化の振興（２）文化の振興    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 余暇時間の増大とともに、生活様式の変化や価値観の多様化が進み、市民の芸術・文

化への関心が高まり、そのニーズも多岐にわたっています。 

 優れた芸術文化に触れることに加え、自らが文化や芸術活動を行い、生涯を通じて、

自己を高め成長したいといった質的な文化への要求が高まっています。 

 このような中、大ホールと小ホールを備えるユメニティのおがたは、優れた舞台芸術

や音楽コンサートや市民の文化芸術活動の発表の場として活用されています。 

 図書館や直方歳時館、美術館などの生涯学習関連施設においても、様々な文化・芸術

活動が行われています。文化を振興するためには、優れた文化・芸術に触れる機会の充

実だけでなく、市民が生涯にわたって、文化芸術に触れ、楽しみ、活動できる環境づく

りが必要です。そのため、文化活動や文化団体への育成・支援を図ることが求められて

います。 

 さらに、個性豊かな地域文化を創造するため、過去から受け継がれてきた伝統文化の

継承や、優れた文化・芸術を学び、新たに発展させることも必要です。 

 本市には、高取焼や石炭産業を背景とする近代化遺産群など、重要な文化財が散在し

ています。 

 ふるさとの歴史を理解し、市民のふるさとを愛する気持ちを高めるためには、適切な

文化財の保護が必要です。 

 しかしながら、施設転用を含めた歴史民俗資料館の実現、市街地における国選定・伝

統的建造物群保存地区の実現を含む近代化産業遺産の適切な保護など、多くの課題があ

ります。 

 今後は、文化財を活用した普及・啓発活動のさらなる充実、民俗芸能の保持団体や文

化財保護団体の後継者育成などを図っていく必要があります。 
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 （ア）文化活動の促進（ア）文化活動の促進（ア）文化活動の促進（ア）文化活動の促進    

    インターネットなどの情報媒体を積極的に活用することで、様々な文化講座に

関する情報提供の充実に努め、誰もが気軽に文化活動に参加できる機会の充実を

図ります。 

    また、学習成果を発表する機会の充実を図り、活動の推進に努めます。 

    さらに、市民ニーズに即した様々な文化・芸術に触れる機会の充実を図ります。 

 

 （イ）文化活動団体の育成・支援（イ）文化活動団体の育成・支援（イ）文化活動団体の育成・支援（イ）文化活動団体の育成・支援    

    文化や芸術活動団体の育成と支援に努め、市民の自主的かつ自立的な文化活動

の活性化を図ります。 

 

 （ウ）文化遺産・文化財・伝統文化の保存・活用（ウ）文化遺産・文化財・伝統文化の保存・活用（ウ）文化遺産・文化財・伝統文化の保存・活用（ウ）文化遺産・文化財・伝統文化の保存・活用    

    文化遺産や文化財の保存、整備に努め、これらを有効活用し、郷土の歴史を学

ぶ機会の充実を図ります。 

    また、様々な手法を検討し、文化財の保管、展示、公開を行う施設の充実に努

めます。 

    さらに、世界遺産に登録された近隣の「明治日本の産業革命遺産群」と連携し

た石炭産業関連施設の整備を図るとともに、文化財の保存・継承に携わる団体の

支援に努めます。 
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（３）スポーツ・レクリエーションの振興（３）スポーツ・レクリエーションの振興（３）スポーツ・レクリエーションの振興（３）スポーツ・レクリエーションの振興    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 高齢化社会の進行により、高齢者の生きがいづくりや健康づくりが重要になっていま

す。さらには、子どもの体力面の低下傾向も顕著に現れてきている中で、生涯にわたり、

心身ともに健康で充実した生活を営むため、スポーツ・レクリエーションのになう役割

は、大きくなっています。 

 このようなことから、市民の誰もが、生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親

しみ、楽しむことのできる環境づくりが求められています。そのため、市民の目的、体

力、年齢などに応じて、気軽にスポーツ・レクリエーションに参加できる機会の充実が

必要になっています。 

 この機会の充実を図るために、子どもの頃から、スポーツに親しむ環境づくりやスポ

ーツ関係団体の育成が必要です。 

 また、本市のスポーツ施設は、全般的に老朽化が進んでいます。施設の機能面の充実

をはじめ、市民ニーズに対応できるような取り組みが求められています。 

 

 

 （ア）スポーツ活動の機会や環境づくりの支援（ア）スポーツ活動の機会や環境づくりの支援（ア）スポーツ活動の機会や環境づくりの支援（ア）スポーツ活動の機会や環境づくりの支援    

    子どもの頃から、スポーツに親しむ機会の充実に努めます。 

    また、各種スポーツ教室や市民スポーツ大会の開催により、参加機会の充実に

努めます。 

    さらに、スポーツ施設の適切な維持管理と運営に努めます。 

 

 （イ）スポーツ関係団体等の育成・支援（イ）スポーツ関係団体等の育成・支援（イ）スポーツ関係団体等の育成・支援（イ）スポーツ関係団体等の育成・支援    

    各種スポーツ団体やスポーツクラブなどの育成と支援に努めます。 

    また、関係団体との連携を図りながら、生涯スポーツ、競技スポーツなどの指

導者の育成と確保に努めます。 

 

 （ウ）だれもが参加できるニュースポーツの推進（ウ）だれもが参加できるニュースポーツの推進（ウ）だれもが参加できるニュースポーツの推進（ウ）だれもが参加できるニュースポーツの推進    

    障がい者や高齢者も気軽に参加できるニュースポーツをスポーツ関係団体と

ともに推進します。 
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 第６節第６節第６節第６節    人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現    

（１）人権尊重の教育・啓発の推進（１）人権尊重の教育・啓発の推進（１）人権尊重の教育・啓発の推進（１）人権尊重の教育・啓発の推進        

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 人権とは、「社会において幸福な生活を営むために必要な人間として当然にもってい

る固有の権利」です。「世界人権宣言」の前文に「基本的人権の尊重と人間の尊厳の不

可侵は人類共通の願いである」と謳われ、人権保障のための国際努力が重ねられていま

す。 

しかしながら、依然として、学校や地域、家庭、職域など社会生活の様々な場面で同

和問題をはじめ、女性や子ども、高齢者、障がい者などに対する偏見や差別、いじめや

虐待、様々なハラスメントが存在しています。 

また、インターネットやメール等による新たな人権侵害も発生しています。 

このような中で、本市では、国の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基

づき、「直方市人権教育・啓発基本計画」を策定しました。 

 今後は、当該基本計画により、一人ひとりの人権を尊重し、命を尊び、ともに認め合

い、助け合い、励まし合い、お互いの幸せを喜び合えるまちを目指した人権教育・啓発

に関する施策の推進が求められています。 

 

   

 （ア）人権教育・人権啓発の推進（ア）人権教育・人権啓発の推進（ア）人権教育・人権啓発の推進（ア）人権教育・人権啓発の推進    

    市民一人ひとりの人権が尊重される地域社会を実現するため、人権尊重思想の

普及高揚を図り、関係機関などと連携をとりながら、人権教育、啓発事業を推進

します。 

    また、人権教育に携わる教育委員会、行政職員、教職員等の連携を行うことで、

より充実した人権教育、啓発事業を目指します。 

  

    （イ）同和対策の推進（イ）同和対策の推進（イ）同和対策の推進（イ）同和対策の推進    

    人権問題のなかでも、とりわけ我が国固有の人権問題である同和問題の解消に

向けて、国・県などの関係機関と連携をとりながら、教育や啓発活動を積極的に

推進します。 
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 第７節第７節第７節第７節    男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現男女共同参画社会の実現    

（１）男女共同参画社会の推進（１）男女共同参画社会の推進（１）男女共同参画社会の推進（１）男女共同参画社会の推進    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市では、平成１５年に「直方市男女共同参画条例」を施行し、様々な施策を展開し

てきました。 

 しかしながら、平成１９年度に実施した直方市男女共同参画に関する市民意識調査で

は、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識が根強く残っています。

さらに、女性の半数以上が就労し、家事・育児の女性への負担が大きいにもかかわらず、

女性自身も子育ては母親の手でという意識が強いという結果になっています。 

 また、平成２６年度に実施した「直方市のまちづくりのための市民意識調査」では、

男女共同参画施策の満足度は高くなっていますが、「広報活動等による情報提供が不十

分」という回答が４割を占めています。 

このような現状を踏まえ、女性自身の意識の向上はもとより、あらゆる機会を利用し

て男女共同参画についての理解を深める意識啓発や、市民の理解が得られるような十分

な情報提供を進めていくことが必要です。 

また、男女共同参画に対する認識を高めるためには、子どもの発達段階に応じた意識

づくりが大切になります。そのため、家庭教育や就学前教育、学校教育などの教育の役

割が大きいことから、保護者や教育関係者の意識啓発が必要です。 

 さらに、男女が社会のあらゆる活動に参画していくためには、仕事と生活の調和の取

れたライフスタイルへの転換が何よりも求められます。 
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 （ア）男女共同参画への意識啓発（ア）男女共同参画への意識啓発（ア）男女共同参画への意識啓発（ア）男女共同参画への意識啓発    

   市報やホームページなどの広報媒体を活用した情報提供の充実を図ります。 

また、男女共同参画に関する学習機会の拡充を図り、若年世代や年長世代も含

めた市民や事業者の意識啓発を推進します。     

    さらに、子どもの発達段階に応じた意識づくりが必要なことから、保護者や教

育関係者の意識啓発を推進します。 

 

 （イ）女性の多様な就労機会の確保（イ）女性の多様な就労機会の確保（イ）女性の多様な就労機会の確保（イ）女性の多様な就労機会の確保    

    男女共同参画を推進する市民や団体を支援し、ネットワーク化を図りながら、

男女共同参画の取り組みを促進します。 

    また、女性リーダーの養成や様々な分野で活動する女性の能力開発を推進しま

す。 

    さらに、他の機関との連携による復職・就労支援のための会社説明会等を開催

し、就業支援を進め、能力開発した女性等と企業のマッチングをサポートします。 

  

 （ウ）男女が自立し共同参画する環境づくり（ウ）男女が自立し共同参画する環境づくり（ウ）男女が自立し共同参画する環境づくり（ウ）男女が自立し共同参画する環境づくり    

    政策・方針決定過程への女性の参画促進や、男女がともに社会のあらゆる活動

に参画していくための環境づくりに努めます。 

    また、長時間労働などを前提とした働き方を見直し、仕事と生活の調和を考え

た社会環境の実現に向け、市民や事業者の意識啓発を推進します。 

 

    （エ）市政における女性人材の活用（エ）市政における女性人材の活用（エ）市政における女性人材の活用（エ）市政における女性人材の活用    

    市政において、委員会・審議会等政策・方針決定過程への女性の参画促進を進

めます。 
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第４章第４章第４章第４章    未来へつなぎ活力を創造するまち未来へつなぎ活力を創造するまち未来へつなぎ活力を創造するまち未来へつなぎ活力を創造するまち    

    第１節第１節第１節第１節    時代をリードし成長する工業時代をリードし成長する工業時代をリードし成長する工業時代をリードし成長する工業 

   

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市は、石炭関連産業による鉄工の集積地として発展し、炭鉱閉山後には、金型産業

や半導体関連産業、自動車関連産業等の機械金属加工の集積地を形成しています。しか

し、近年は製造品出荷額が伸び悩んでいます。 

また、中小企業が多く、国内及び海外との熾烈な競争の中で、市内事業所数の減少に

歯止めがかかっていない状況です。 

 現在、自動車関連産業等においては、地場企業の新規参入を促進するプロジェクトな

どが推進されていますが、本市の多くの地場企業の経営形態は、大手企業等からの受注

生産に頼らざるを得ないのが実態です。そのため、国内外における経済情勢の変化など

により受注量が左右されるなど、不安定な経営環境を余儀なくされています。 

 さらに、大企業の生産拠点の海外移転により、製造業の空洞化が加速し、中小企業に

とって厳しい状況が続いています。また、若者のものづくりへの意識離れが進んでおり、

市内事業者においては、雇用の確保が難しい状況が課題となっています。 

このような中、地場企業においては、社会経済情勢の変化に対応するために、技術力

の向上と人材育成の強化、既存の概念にとらわれないグローバル※な視野を持った経営

戦略への転換が求められています。 

  一方、行政は、時代の変化に適応しようとする地場企業の支援と、地域経済活性化の

ために、企業誘致の取り組みが必要です。 

 また、地場産業の振興のため、行政と企業との協働が求められており、今後の産業振

興の展開などについて認識を共有しておくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グローバル：ものごとの規模が国家の枠組みを越え、地球全体に拡大している様子。地球規模。 
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（１）新たな産業（１）新たな産業（１）新たな産業（１）新たな産業の誘導の誘導の誘導の誘導    

  

 （ア）企業誘致の推進（ア）企業誘致の推進（ア）企業誘致の推進（ア）企業誘致の推進    

    上頓野産業団地や植木メカトロビジネスタウンなどの工場適地に、アジア等の

海外企業を視野に入れた国内外からの企業誘致を推進し、新たな産業の誘導によ

り、雇用の拡大に努め、経済の活性化を図ります。 

 

 （イ）多様な連携による新産業・新分野の創出、直方ブランドの構築（イ）多様な連携による新産業・新分野の創出、直方ブランドの構築（イ）多様な連携による新産業・新分野の創出、直方ブランドの構築（イ）多様な連携による新産業・新分野の創出、直方ブランドの構築    

    本市には、直鞍産業振興センター（ADOX 福岡）や中小企業大学校直方校などの

産業支援機関が立地しています。 

    このため、事業所間連携によって相乗効果を高めながら、産業支援機関や金融

機関とも密接に連携しあい、既存技術の改良だけでなく、革新的な技術開発、さ

らには直方ブランドの構築の取り組みを支援します。 

 

 （ウ）企業の経営力の向上、販路の開拓（ウ）企業の経営力の向上、販路の開拓（ウ）企業の経営力の向上、販路の開拓（ウ）企業の経営力の向上、販路の開拓    

    医療・福祉分野、省エネルギー・新エネルギー分野、農業分野など、将来的に

需要が見込める分野に、本市の事業者が関心を持ち、踏み込むことで、事業成果

を挙げられるための環境整備を進めます。 

    また、事業者の情報発信、情報の収集機能の強化、販路開拓をサポートし、経

営基盤の確保を支援する体制を構築します。 
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（２）地場産業の強化・支援（２）地場産業の強化・支援（２）地場産業の強化・支援（２）地場産業の強化・支援    

 

 （ア）成長を支える人材（ア）成長を支える人材（ア）成長を支える人材（ア）成長を支える人材の育成と雇用の創出の育成と雇用の創出の育成と雇用の創出の育成と雇用の創出    

    本市の製造業における技術面の優位性を今後も発揮していくためには、技能者

の育成は欠かせません。そのため、これまでに蓄積された技術や技能を次世代に

継承するとともに、顧客ニーズを具現化できる高度技能者等を育成する必要があ

ります。 

このため、直鞍産業振興センター（ADOX 福岡）や中小企業大学校直方校、商工

会議所、通学圏にある多くの教育機関との緊密な連携の下で、人材育成を推進し

ます。 

    また、直鞍産業振興センターとの連携の下で、人材バンク的機能の導入・強化

を検討し雇用の創出を図るとともに、第２創業を含む新規創業を支援します。 

  

 （イ）経営基盤の改善・強化（イ）経営基盤の改善・強化（イ）経営基盤の改善・強化（イ）経営基盤の改善・強化    

    商工会議所など関係機関と連携し、経営者向けの研修会・セミナー開催などに

より、経営能力の高度化を図ります。 

 

 （ウ）海外に向けた事業展開の支援（ウ）海外に向けた事業展開の支援（ウ）海外に向けた事業展開の支援（ウ）海外に向けた事業展開の支援    

    経済の国際化とアジア新興国※の急速な発展による世界経済の多極化とともに、

国内における産業の空洞化が加速する中、本市産業が将来にわたり発展・活性化

するためには、海外を視野に入れた新たなビジネスモデル※の構築が必要です。 

    アジア新興国等をにらんだ海外への進出、取引拡大などを積極的に支援し、世

界を舞台に事業展開する企業を育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アジア新興国：アジアの国々の中で、政治・経済などの分野において、急速な発展を遂げつつ

ある国。 

※ビジネスモデル：企業の行っている事業活動。もしくはこれからの事業構想を表現するモデル。 
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（３）企業と行政との協働（３）企業と行政との協働（３）企業と行政との協働（３）企業と行政との協働    

 

 （ア）企業と行政の意識の共有化（ア）企業と行政の意識の共有化（ア）企業と行政の意識の共有化（ア）企業と行政の意識の共有化    

    平成２７年３月に策定した「直方市産業振興ビジョン」に基づく施策の実施に

より、これからの国際化等時代の流れに対応する当該地域の産業振興の展開を、

産・学・官が一体となって検討し、本地域の経済成長戦略を描きます。 

    また、平成２４年１０月に策定した「直方市中小企業振興条例」に基づき、地

域経済において大きな役割を担っている中小企業と行政が、それぞれの役割につ

いて認識を共有し、本地域の産業の活性化に取り組みます。 

  

 （イ）産学官の連携強化（イ）産学官の連携強化（イ）産学官の連携強化（イ）産学官の連携強化    

    企業、大学などの研究機関、直鞍産業振興センター（ADOX 福岡）、行政機関等

の連絡会議など、相互情報交換の機会の充実による産・学・官の連携強化を図り、

世界経済の動向や国の施策など新たなビジネスチャンスに即応できる体制を整え

ます。 
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 第２節第２節第２節第２節    市民の暮らしの担い手となる商業とサービス産業市民の暮らしの担い手となる商業とサービス産業市民の暮らしの担い手となる商業とサービス産業市民の暮らしの担い手となる商業とサービス産業    

  

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市商業の歴史は古く、黒田藩の支藩である東蓮寺藩（のちの直方藩）の城下町とし

て古くから町並みが形成された江戸時代から、現在の商店街のある地区には商業集積が

見られました。その後、石炭産業の興隆とともに、交通の要衝として発展したことから、

卸売業を中心とする小売業などが栄え、直鞍地域をはじめ近隣市町村をも商圏として発

展してきました。 

 このように、これまで本市商業は、中心市街地の商店街を核として発展してきました

が、郊外への人口流出やモータリゼーション※の伸長とあわせて、幹線道路網の整備が

進み、郊外型の商業集積が進んでいます。平成１７年には、郊外に大型のショッピング

モール※が開設されました。 

 このような状況の中、中心市街地商店街の客が郊外型店舗に流出し、中心市街地の商

店街の空洞化が進行しています。そのため、中心市街地の商店街では各店舗の特色を活

かした専門的な商品の提供など郊外型大型店と競合しない店舗展開、消費者のニーズに

合致したきめ細やかなサービスや良質な商品を値ごろな価格で提供することなどが必

要です。さらには、消費者に魅力ある店舗を展開するために、新たに空き店舗等を活用

する起業家の参入が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※モータリゼーション：自家用車の普及や大衆化。 

※ショッピングモール：複数の小売店舗が集まった商業施設。 
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（１）商業の自立した発展（１）商業の自立した発展（１）商業の自立した発展（１）商業の自立した発展    

 

 （ア）魅力ある商店・商店街づくりの推進（ア）魅力ある商店・商店街づくりの推進（ア）魅力ある商店・商店街づくりの推進（ア）魅力ある商店・商店街づくりの推進    

    市民の暮らしに必要な商品やサービス機能などを提供する魅力ある商店や商

店街づくりを推進します。そのため、暮らしに必要な商品などが揃う商店街づく

りと消費者ニーズに対応する買い物環境の整備を支援します。 

    また、様々な媒体を活用した商店街の魅力の発信や、農業と連携した鮮度の高

い地元農産物の販売や文化施設や観光拠点などとの連携を支援し、商店街に人が

集う仕組みづくりに努めます。 

     

 （イ）空き店舗の活用（イ）空き店舗の活用（イ）空き店舗の活用（イ）空き店舗の活用    

    商店街の店舗構成や消費者ニーズの分析などを行い、不足する業種の誘致や起

業を促す施策の展開により、消費者のニーズに合致する空き店舗の活用を促進し

ます。 

 

 （ウ）経営の安定化・改善（ウ）経営の安定化・改善（ウ）経営の安定化・改善（ウ）経営の安定化・改善    

    商業の活性化には、それぞれの商店の経営を安定させ、財務的な体力をつける

ことが重要になります。そのため、中心市街地活性化事業などを有効に活用した

経営環境の改善に取り組みます。 

    また、商工会議所等関係機関と連携した経営者向けの研修会・セミナーの開催

などにより、経営能力の高度化を図ります。 

 

 

 

（２）新たなサービス産業の展開（２）新たなサービス産業の展開（２）新たなサービス産業の展開（２）新たなサービス産業の展開    

  

 （ア）時代のニーズにあった域内サービス産業の創出（ア）時代のニーズにあった域内サービス産業の創出（ア）時代のニーズにあった域内サービス産業の創出（ア）時代のニーズにあった域内サービス産業の創出    

    高齢化社会の急速な進行などにより、市民ニーズが高い介護などの福祉分野、

健康づくり分野、子育て関連分野など他分野との連携を強め、民間事業者による

新たなサービス産業の事業展開を促進します。 
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 第３節第３節第３節第３節    未来に夢を持つ農業未来に夢を持つ農業未来に夢を持つ農業未来に夢を持つ農業    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 近年、農業従事者の高齢化の進行、耕作放棄地の増加など、農業・農村を取り巻く環

境が大きく変化しています。 

 本市農業は、地域の特性を活かし水田農業を中心に発展してきましたが、消費者ニー

ズの変化・農業技術革新等により、イチゴやメロン、ラン、トルコギキョウ、アスパラ

ガスなどの施設園芸の取り組みが盛んになってきています。  

 しかし、その反面、担い手の減少、農業従事者の高齢化など、生産農家にとっては、

担い手の育成と確保が課題となっています。 

 農産物においては、「直方」を代表するブランド品を確立していくため、２次産業、

３次産業との連携、また、産・学・官の連携により、農産物の加工等による高付加価値

化に取り組むことが必要であり、良質で、安全・安心な農産物という産地イメージの確

立も必要です。そのために、農産物の生産と安定した供給に努め、農産物の消費拡大と

販路拡大を図り、市場性の高い通年品種の導入など、新たな農業の振興が求められてい

ます。 

  また、農地の計画的な土地利用により生産性の高い農地の確保に努めることも今後の

課題になっています。 
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（１）農作物の消費拡大（１）農作物の消費拡大（１）農作物の消費拡大（１）農作物の消費拡大    

 

 （ア）直方ブランドの確立（ア）直方ブランドの確立（ア）直方ブランドの確立（ア）直方ブランドの確立    

    資源リサイクル循環型社会の構築を目指し、家畜排泄物を活用した堆肥づくり

を推進しています。この堆肥を利用し肥沃な農地を確保する「土づくり」に取り

組みます。 

    このことにより、農薬や化学肥料を低減し、安全で安心できる良質な農産物を

生産することで、産地イメージの確立に努めます。 

    また、地域に根ざした付加価値の高い商品を開発するとともに、６次産業化に

向けた事業者間や研究機関との連携や生産・加工・物流・販売業者による協力関

係の構築を進めます。 

 

 （イ）地産地消の推進（イ）地産地消の推進（イ）地産地消の推進（イ）地産地消の推進    

    安全・安心な農産物の生産と安定した供給に努め、信頼される産地として消費

者の理解とニーズに応えるとともに、学校給食等への食育啓発と併せて地産地消

を推進します。 

    また、各地域の直売所の持つ特徴を伸ばし、さらに、都市近郊という地の利を

活かしながら、販路拡大を推進します。 

 

 （ウ）国内外に向けた販路の拡大（ウ）国内外に向けた販路の拡大（ウ）国内外に向けた販路の拡大（ウ）国内外に向けた販路の拡大    

    本市農産物のブランド化を推進するために、技術力を活かし、安全で良質な農

産物の供給力を高めます。 

    さらに、国内の流通だけでなく、アジア市場等への販路拡大に向け、関係機関

が一体となった取り組みを推進します。 
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（２）生産・経営基盤の強化・支援（２）生産・経営基盤の強化・支援（２）生産・経営基盤の強化・支援（２）生産・経営基盤の強化・支援    

 

 （ア）新たな担い手の育成・確保（ア）新たな担い手の育成・確保（ア）新たな担い手の育成・確保（ア）新たな担い手の育成・確保    

    本地域が、農業生産活動を継続していくためには、後継者の育成と、新たな可

能性にチャレンジする担い手や新規就農者の育成が重要になります。そのために、

安心して就農できる環境づくりや経営規模の拡大の取り組みを関係機関と連携し

て支援し、地域農業を支える担い手となる認定農業者の育成と確保に努めます。 

    また、効率的な農業経営の手段として、集落営農組織※や法人化の取り組みを

支援します。 

 

 （イ）施設園芸の推進と経営体質の強化（イ）施設園芸の推進と経営体質の強化（イ）施設園芸の推進と経営体質の強化（イ）施設園芸の推進と経営体質の強化    

    水田農業ビジョンに位置づけられた重点品目の施設園芸を支援し、高収益型の

農業経営への改善を推進します。 

また、生産性向上によるコスト削減の取り組みや農地の集約化などによる経営

体質の強化を目指します。 

 

 （ウ）地域の実態に見合った農村環境の改善（ウ）地域の実態に見合った農村環境の改善（ウ）地域の実態に見合った農村環境の改善（ウ）地域の実態に見合った農村環境の改善    

    農産物の効率性と生産性の向上のため、農業用ため池や農道など、農業用施設

の維持に努めます。 

    また、農地は、農産物の生産だけでなく、国土保全などの多面的機能をあわせ

持つことから、国土保全に配慮した整備に努め、自然災害を未然に防ぎ、安心し

て暮らせる美しい農村環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集落営農組織：集落単位で農家が各自の農地を持ち寄り、共同で農機具を所有したり、農作業

を行ったりする組織。 
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 第４節第４節第４節第４節    魅力あふれる観光魅力あふれる観光魅力あふれる観光魅力あふれる観光    

 

【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】【現状と課題】    

 本市の観光スポットは、福智山麓の風光明媚な自然を利用した福智山ろく花公園、竜

王峡、遠賀川周辺、さらに城下町の面影を残すまち割りや石炭産業の隆盛を感じさせる

家屋や資料等に大きく分類することができます。 

 本市には、登山や石炭記念館、福智山ろく花公園、竜王峡などの来園者、さらに、の

おがた夏まつりやチューリップフェアなどのイベントに、年間約１０２万人の人が訪れ

ています。 

 しかしながら、観光資源とイベントとの連携が薄いこと、直方の観光資源のすばらし

さが知られていないことなどの問題を抱えています。そのため、直方の観光をより魅力

的に発展させるために、来訪者の興味をひくストーリー性のあるモデルルートを構築し、

効果的なＰＲを行う必要があります。 

滞在型の観光客誘致のためには、市内だけに留まらない広域的な視野に立った観光ス

ポットの連携やルートの開発が必要です。これらの事業を統一的で効果的に行うために

は、観光物産振興協会との緊密な連携が必要です。 

 また、本市を訪れる人々に対して、「もてなしの心」を持って接する市民意識を高め

ることが求められています。 

 

 

（１）観光サービス業の振興（１）観光サービス業の振興（１）観光サービス業の振興（１）観光サービス業の振興    

 

 （ア）民間主導・地域資源の活用による観光サービス業の振興（ア）民間主導・地域資源の活用による観光サービス業の振興（ア）民間主導・地域資源の活用による観光サービス業の振興（ア）民間主導・地域資源の活用による観光サービス業の振興    

    民間活力を積極的に活用した総合的な観光と物産の振興を図るために、観光物

産振興協会と連携した取り組みを推進します。 

    また、観光物産振興協会を中心に、産・学・官と市民が連携し、豊かな自然、

歴史的・文化的遺産、産業などの地域資源を活かした観光資源の魅力向上と特色

ある食や物産の開発に努め、観光サービス業の振興を図ります。 
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（２）地域資源の効果的な連携と情報発信の促進（２）地域資源の効果的な連携と情報発信の促進（２）地域資源の効果的な連携と情報発信の促進（２）地域資源の効果的な連携と情報発信の促進        

 

 （ア）地域間連携による観光ネットワークの強化（ア）地域間連携による観光ネットワークの強化（ア）地域間連携による観光ネットワークの強化（ア）地域間連携による観光ネットワークの強化    

    筑豊地域、直鞍地域等の自治体と連携した観光ＰＲイベントの共同開催や各自

治体の観光資源との連携強化、共同した情報発信を促進します。 

    また、世界遺産に登録された近隣の「明治日本の産業革命遺産群」と関連の深

い市内の歴史的資源等との連携による取り組みを推進します。 

さらに、近隣自治体との観光ネットワークの強化により、短期滞在型観光の促

進を図ります。 

 

 （イ）観光モデルルートの構築（イ）観光モデルルートの構築（イ）観光モデルルートの構築（イ）観光モデルルートの構築    

    既存の観光資源や新たに発掘した観光資源、また、本市を代表するイベントで

あるチューリップフェアやのおがた夏まつりなどを効果的に組み合わせ、来訪者

にわかりやすく、ストーリー性を持つ観光モデルルートを構築します。 

    また、観光資源の魅力を維持するために、観光資源の維持・充実に努めます。 

 

 （ウ）効果的な情報発信などの促進（ウ）効果的な情報発信などの促進（ウ）効果的な情報発信などの促進（ウ）効果的な情報発信などの促進    

    効果的なＰＲ活動により、観光資源の魅力を伝えます。インターネットなどの

双方向性通信という特徴を持つ情報通信技術を活用した情報発信を強化し、来訪

者の声が観光資源のＰＲとして情報発信となる取り組みを推進します。 

    さらに、既存の観光パンフレットの更新・充実に努めます。 

 

 （エ）観光ボランティアを育成・活用する基盤・体制の整備（エ）観光ボランティアを育成・活用する基盤・体制の整備（エ）観光ボランティアを育成・活用する基盤・体制の整備（エ）観光ボランティアを育成・活用する基盤・体制の整備    

            来訪者に観光資源の魅力を伝える知識と技術を有し、自らが観光資源の魅力の

一つとなるような観光ボランティアを育成します。 

また、観光ボランティアをＰＲし、効果的に活用する体制を整備します。 


