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第４次　香春町総合計画　後期基本計画

　本町では、まちの特性・資源を最大限に生かした香春町らしいまちづくりを住民とともに

進めるため、総合的な指針として、平成24年度を初年度として、平成33年度を目標年度とする

基本構想と平成28年度を目標年度とする前期基本計画からなる第４次香春町総合計画を平成24

年３月に策定しました。

　しかし、その後、地方分権の一層の進展をはじめ、世界経済の危機に伴う地方産業・経済の

低迷、安全・安心や環境への意識の一層の高まり、少子高齢化の急速な進行、教育再生への取

り組みの本格化など、社会・経済情勢は急速に変化しています。

　また、平成26年11月には「まち・ひと・しごと創生法」が公布・施行され、本町では、法の

規定に基づき、「香春町人口ビジョン」及び地域の実情に応じた今後５か年の目標や施策の基本

的方向、具体的な施策をまとめた「香春町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成27年11月

に策定しています。

　こうした動向にいち早く的確に対応するため、予定より１年早く後期基本計画を策定しまし

た。その内容は、基本構想に掲げた将来像を効果的に実現するため、基本的には前期基本計画

を継承しつつも、社会・経済情勢の変化や国県の動向に対応し、さらに「総合戦略」などの新

たな取り組みを盛り込んだものとなっています。

　後期基本計画の策定にあたっては、「産業の振興」「定住人口の増加」「子育て支援」「教育」

「住民との協働」「広域連携」といった分野において、「総合戦略」の取り組みを盛り込んでいます。

「総合戦略」は、「しごと」と「ひと」の好循環により「まち」を持続可能で活力あるものにし

ていくという理念のもとに策定されており、総合計画の特定分野を重点的に推進するものと言

えます。したがって、その取り組みは後期基本計画の重点施策に位置付けられるものです。

「第４次香春町総合計画後期基本計画」について

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」との関係について

第４次香春町総合計画と総合戦略との関係

第４次香春町総合計画

香春町まち・ひと・しごと創生総合戦略

2012年度
（平成24年度）

2013年度
（平成25年度）

2014年度
（平成26年度）

2015年度
（平成27年度）

2016年度
（平成28年度）

2017年度
（平成29年度）

2018年度
（平成30年度）

2019年度
（平成31年度）

2020年度
（平成32年度）

2021年度
（平成33年度）

基 本 構 想
本町のまちづくりの基本理念、将来像、基本方針を定めた10年間の指針

原則※５年間のまちづくりの具体的な施策等を体系的具体的に明らかにした計画

（※今回は社会情勢の変化等にいち早く対応するため予定より１年早く後期基本計画を策定）

前期基本計画 後期基本計画

人口流出を防ぐとともに、
本町への新しい「ひと」の流
れをつくる
基本戦略
■外部人材を呼び込む
■住む場所を確保する
■「行きたい」学校づくり

やりがいのある「しごと」を
つくる

政策目標1

基本戦略
■農業の魅力を高める
■地域での起業等を支
援する

政策目標2

若い世代の結婚・出産・子育
ての希望を叶える
基本戦略
■結婚の希望を実現
■出産・子育ての希望を
実現

自らの課題を解決し、安心して暮らせる地域をつくる

基本戦略 ■協働のまちづくり　■広域連携

「しごと」が「ひと」を呼ぶ

しごと

補完

情報発信力を強化して戦略
を推進する

補完目標

基本戦略
■情報発信力の強化

補完

ひと

しごと

外
部
人
材
の
呼
び
込
み

地
域
資
源
の
活
用

芦屋町子ども･子育て
支援事業計画

概 要 版

ひと

政策目標３ひと

「しごと」と「ひと」の好循環を支える土台

まち

政策目標４

「ひと」が「しごと」をつくる

まち
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第４次　香春町総合計画　後期基本計画

好きです♥
かわら町

　上の図は、第４次香春町総合計画の「まちづくりのキャッチフレーズ」と３つの「将

来像」、そして６つの「政策分野」の関係を説明しています。

　６つの柱に体系化した政策分野別の取り組みは、「好きです♥かわら町」を合言葉に、
香春町が目標年度（平成33年度）に「みんなが笑顔で暮らすまち」「みんなに選ばれるまち」

「みんなでつくるまち」になるために展開されています。

　例えば、「道路」という「基本施策」は、町民の移動の利便性や安全性を向上させるこ

とにより「みんなが笑顔で暮らすまち」に寄与するし、新設される道路が宅地分譲地な

どの交通の便を改善させることで、「みんなが選ぶまち」に近づくことになります。また、

それらの道路が町民の意見を聞くことによって計画されるのであれば、「みんなでつくる

まち」が実現されていることになります。

　すなわち、６つの木々（政策分野）は、太陽（キャッチフレーズ）から発せられる３

種類の光（将来像）に照らされ、すくすくと育っています。

　各政策分野におけるさまざまな取り組みは、常に３つの視点（将来像）に照らして適

切なものかどうかを確認しながら進めていきます。

第４次香春町総合計画の施策体系 今後６年間の政策分野別基本施策

政策分野別基本施策

芦屋町子ども･子育て
支援事業計画

概 要 版

みんなが笑顔で
暮らすまち

まちづくりの
キャッチフレーズ

３つの将来像

６つの政策分野

産業の振興
都市基盤の
整備

生活環境の
整備 健康・福祉の

向上

教育・文化の
向上 協働・施策の

推進

みんなで
つくるまちみんなに

選ばれるまち

産業の振興1

農林業1

　 農業の振興について、農業生産基盤の整備とともに農業生産体制の効
率化により、担い手の育成・確保、農地の有効利用を推進するとともに、
地域の特性を生かした特産品づくりを支援し、農業の振興を図ります。
林業の振興について、森林再生により森林の公益的機能の増進を図るとともに、林道等林業基盤の整備を
推進します。また、竹林についてはタケノコ生産の再生を図るための取り組みを推進します。

　６つの政策分野を推進するための基本施策の内容をご紹介します。なお、「総合戦略」の取り組みを該
当する基本施策の中に表示しています。

都市基盤の整備2

　美しい街なみ景観や農村景観、生活の利便性の向上に配慮した土地利
用とともに、土地政策の基本となる地籍の明確化などを進めるため国土
調査を推進します。

　住民の移動利便性の確保のため、地域交通ネットワークの維持改善を推進します。

　国道322号バイパス及び国道201号の早期整備及び県道の整備促進を関係機関に要請するとともに、町
道は基幹道路へのアクセス等を考慮し、幹線町道（１・２級路線）の整備とその他（一般町道）の拡幅・
改良を計画的に進めます。また、「香春町橋梁長寿命化修繕計画」に沿って、予防的補修を重点に、橋梁
の長寿命化によるコスト縮減を図ります。併せて、交通安全施設の整備に努めます。

地域企業・企業誘致2

商　業3

観光・イベント4

土地利用1

道　路2

交通ネットワーク3

　地域企業の育成・支援を行っている商工会の活動を支援します。
　企業誘致については、必要な産業基盤整備や企業立地情報の提供による企業誘致に取り組みます。

　商工会と行政が連携し、地域に密着した商業の活性化を進めていきます。また、道の駅を活用した商業
の活性化を推進します。

　香春町観光活性化計画を基本に町観光協会等関係団体と連携し、現存する観光資源やイベントの魅力向上
を図り、積極的なＰＲを推進するとともに、近隣市町村と連携し広域的観光ルートの開発等に取り組みます。

総合戦略　農業の魅力を高めるしごと

総合戦略　地域での起業等を支援するしごと
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第４次　香春町総合計画　後期基本計画

幼児・学校教育1

　幼児の豊かな感性を育み、一人ひとりの発達に応じた教育の充実を図
ります。教育振興基本計画に基づき、「教育のまちづくり」を推進すると
ともに、保護者や地域、関係機関と連携し、厳しい環境に育った子ども
の心のケア、教育環境の整備に取り組みます。学校再編については、町財政を勘案しながら、わが町の発
展につながるよう、教育条件の整備に配慮した特色ある学校づくりを進め、教育的観点から計画的に推進
します。地域との連携を図り、体力向上や基本的生活習慣、規範意識の確立を図り、地域力の向上にも努
めます。また、新学習指導要領に沿った教育内容の実施に必要な知識、技能の習得を目的とした教職員の
資質向上に努めます。教育施設、給食センター施設や設備の計画的な整備に努めるとともに、家庭、地域
と連携し、安心で安全な学校給食の提供に努めます。

生活環境の整備3

住宅・住環境1

　宅地分譲や不動産情報等を提供して、若年層を中心とした定住化を推
進します。町営住宅の整備については、「香春町公営住宅等長寿命化計画」
に基づき推進します。

児童福祉4

　児童の育成環境を整備するとともに、地域と家庭、関係機関との連携のもとに、次世代育成を行います。

上水道・下水処理2

　安定的な水資源の確保に向けて、今後も水源開発の検討、地下水の保全に努めるとともに、計画的に老
朽管の布設替えを行い有収率の向上を図ります。既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換し、より
効果的な生活排水処理の整備を推進します。

環境・衛生3

　地域や学校における啓発及び水辺や森林の保全と活用を図るとともに、ごみの減量化・再資源化などに
よる循環型社会の形成を促進します。

安全・安心4

　迅速に対応できる消防・防災体制づくりを進めるとともに、警察や交通安全協会、学校その他関係機関
との連携による地域一体となった交通安全対策や防犯対策を進めます。また、県の消費生活センターと連
携した消費者保護の充実を図ります。

生涯学習2

　住民一人ひとりに自発性や主体性を基礎にした学習活動を促進するため、多様化・高度化するニーズに対
応した内容・機会の充実と、活動拠点となる「香春町町民センター」や既存の施設の充実などの基盤整備を
図り、生涯学習講座等各種事業を実施します。また、地域活力の向上を図るため地区公民館活動を支援します。

青少年育成3

　少子高齢化等、子どもを取り巻く社会環境の変化に柔軟に対応し、単に子どもだけを対象とするのでな
く、大人や地域への支援や働きかけ、家庭への支援及び指導者の育成を通じて一体的に青少年の健全育成
を図ります。

文化・芸術4

　住民の文化芸術に対する意識の高揚を高め、接する機会の拡充や諸団体と連携しながら文化芸術活動の
支援及び新しい文化を築く活動の推進に努めます。また、文化財の環境整備と保存をしながら文化の継承
に努めます。

スポーツ5

　普段の生活の中で様々なスポーツに触れ合い、体力や年齢、目的等に応じて、だれもが、いつでも、ど
こでも、いつまでも気軽にスポーツを楽しめるよう、多様なニーズに対応できるスポーツ環境を整備し、
生涯スポーツ社会の実現を図ります。

障がい福祉5

　「香春町障害者基本計画」及び「香春町障害福祉計画」に基づき、障がい者の暮らしを支える体制の充実
を通じ、障がい者が住み慣れた地域で安心して自分らしく生活し、社会参加できるまちづくりを推進します。

社会保障6

　住民が将来に不安なく、安心して暮らせるように、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、国民年金
制度、介護保険制度、生活保護制度、生活困窮者自立支援制度の周知と適正な運用を図ります。

高齢者福祉3

　高齢者が健康で生きがいを持って明るく暮らせる社会を実現するため、香春町高齢者福祉計画に基づい
て、介護予防及び地域ケアの推進、介護・福祉サービスの充実、生きがい・健康づくりの推進に取り組みます。

地域福祉2

　社会的な支援を要する住民が地域社会の一員として自立した日常生活を営めるよう、住民自らの力で互
いに支え合い、助け合う地域社会の構築と、各種福祉サービスのネットワーク化を図り、地域ぐるみの福
祉環境づくりを推進します。

教育・文化の向上5

健康・福祉の向上4

保健・地域医療1

　保健サービス体制の充実とともに、住民に「自分の健康は自分で守る」
ことの重要性を示し、生涯をとおした健康づくりを推進します。

総合戦略　外部人材を呼び込む／住む場所を確保する／結婚の希望を実現ひと

総合戦略　「行きたい」学校づくり／出産・子育ての希望を実現ひと

総合戦略　出産・子育ての希望を実現ひと
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協働・施策の推進6

住民との協働1

　「住民主役」という視点のもと、住民・民間・行政が、お互いの立場を
認め尊重することを基礎に、自立した対等の立場で協力し合う「協働の
まちづくり」を推進します。

男女共同参加社会2

　一人ひとりの人権を尊重し、男女の性別に関わりなく、自分らしく喜びを感じることができ、自分で考
え行動する心豊かで活力あるまちづくりを基本理念とし、香春町男女共同参画基本計画に基づく施策の推
進によって本町の男女共同参画社会の実現に向けた体制づくりをめざします。

高度情報化3

　ホームページなどの情報・通信受発信基盤の充実や子どもからお年寄りまでが情報化社会に適応するた
めの学習機会の充実に努めるとともに、情報管理の徹底を図ります。

行財政運営4

　あらゆる面での増収対策と徹底した経費の節減に取り組むとともに、効果的な財源配分を行い、財政状
況の改善を図ります。また、中長期的な視点に立って計画的な財政運営を推進するとともに、積極的に財
政状況を公表し、住民との信頼関係に基づく健全で持続可能な財政基盤を確立します。行政サービスの向
上、事務事業の量に応じた職員の適正配置、職員の資質の向上などによる適正な行財政を推進します。

広域連携5

　各市町村との連携による広域組織の充実と業務拡大を進めるとともに、住民レベルでの広域的な活動を
支援します。

人権・同和6

　香春町人権施策実施計画や香春町「同和」教育中長期プランに基づき、学校及び地域が一体となり、社
会のあらゆる場面において、総合的かつ効果的な教育、啓発活動の推進に努めます。また、同和問題をは
じめとするあらゆる人権侵害・差別問題の解消をめざす啓発事業の推進や被害者救済に係る相談業務の充
実等について積極的に取り組み、適切な措置を講じていきます。

交　流7

　歴史・文化・スポーツなどを通した自主的な地域間交流、本町の歴史・文化や観光資源を通した新たな
発見をもたらす国際交流などの多様な交流環境づくりを進めます。
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