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はじめに 

現在、国は、出生率の低下によって引き起こされる人口の減少や、東京圏への人口の一極集中を是

正するとともに、それぞれの地域において住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会

を維持していくことを目的に、「地方創生」の取り組みを推進しています。 

この「地方創生」の枠組みと、取り組みの方向性を示すために、国は、「まち・ひと・しごと創生法」を

はじめ、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を明らかにしました。 

また、令和元（2019）年 12 月には、令和２（2020）年度からの５カ年を期間とした、「第２期まち・

ひと・しごと創生総合戦略」も示されたところですが、全国の自治体においても、これらの内容を勘案

した「地方版総合戦略」の改定や、それぞれの地域の実情に沿った、特徴的・先駆的な事業などが進め

られています。 

一方、平成 20（2008）年に始まった、わが国の人口減少は、少子高齢化の進展とあいまって、今後

も加速度的に進むと予想されています。また、東京圏への転入超過も、年々、拡大基調に拍車がかかっ

ています。「国民の希望を実現し、人口減少に歯止めをかける」という、「地方創生」最大の目標実現に

ついては、このように、「道のり、未だ遠し」と言わざるを得ない状況が続いています。 

本市では、「未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市」を都市将来像とした「第６次大

野城市総合計画」によるまちづくりを進めています。この「第６次大野城市総合計画」では、社会情勢が

大きく変化していく時代にあっても、これまで地域と行政がともに進めてきたコミュニティによるまち

づくりにさらに磨きをかけながら、将来の「にぎわい」と「やすらぎ」を実現していくことを目標として、

諸施策を掲げています。 

本市の都市将来像の実現に向けて、「地方創生」の取り組みは非常に重要な施策となります。そのた

め、「第６次大野城市総合計画」の内容とも十分に整合を図りながら、今回「大野城市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の改定を行ったところです。 

今後、本戦略に基づく取り組みを着実に実行していくことで、将来にわたって活力がみなぎり、地域

のなかで誰もが安心して活躍できるような、魅力あるまちづくりに結びつけていきたいと考えていま

す。 

最後に、本戦略の改定にご協力いただきました、「大野城市まち・ひと・しごと創生有識者会議」の委

員の皆様方、さらに関係各位に心から感謝を申しあげますとともに、今後も引き続き、本市の「地方創

生」事業の推進に、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。 

令和２年３月 

大野城市長 井本 宗司 
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１．大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定にあたって 

（１）位置づけ 

「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）は、まち・ひと・しごと創

生法（平成26年法律第136号）に基づき国が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案

し、「大野城市人口ビジョン」（以下、「人口ビジョン」という。）を踏まえて策定するものです。 

このたび、現行の総合戦略（計画期間：平成 2７（2015）年度～令和元（2019）年度）の対象期

間終了に伴い、新たな５カ年の取り組みに向け、内容の改定を行いました。 

この総合戦略は、「第６次大野城市総合計画」（計画期間：平成 31（2019）年度～令和 10

（2028）年度）の都市将来像「未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市」の実現に

向けた取り組みを前提としており、それらのなかでも、特に人口減少時代の克服などの「地方創生」

に資する取り組みをまとめています。 

改定にあたっては、人口に関する基礎調査や人口推計をまとめた人口ビジョンや、「大野城市ま

ち・ひと・しごと創生有識者会議」からの意見を参考にしています。 

（２）「第６次大野城市総合計画」などとの関係性 

本市では、「第６次大野城市総合計画」の基本構想において、１０年後の目指すべき都市将来像

と政策を明らかにしています。そして、都市将来像の実現と課題解決のための施策を、前期基本

計画（計画期間：平成31（2019）年度～令和５（2023）年度）において整理しています。 

そのため、本総合戦略についても、「第６次大野城市総合計画」の基本構想や前期基本計画と十

分な整合性を図るとともに、その他の市の関連計画などとも一体的に推進していく内容とするこ

とを基本とします。 

（３）対象期間 

総合戦略の対象期間は、令和2（2020）年度から令和６（202４）年度までの５カ年とします。 
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（４）数値目標および重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定とＰＤＣＡサイクル 

総合戦略においては、基本目標ごとに設定する数値目標と、施策ごとに設定する重要業績評価

指標（ＫＰＩ）を重要視しています。それぞれの目標値は、総合戦略における各種施策の進捗状況を

客観的に検証できるようにする指標としており、各取り組みの展開によって期待される成果を明

らかにしています。 

     本総合戦略の数値目標と ＫＰＩ は、「第６次大野城市総合計画」の方向性や内容と十分な整合を

図るため、前期基本計画の最終年度における目標値などを準用して設定しています。そして、数値

目標と ＫＰＩ に対しての効果検証を行い、必要に応じて総合戦略を改定するなどの ＰＤＣＡ サイク

ルを回していくことで、基本目標などの実現を図ります。 

    また、本総合戦略では、「第６次大野城市総合計画」の「めざそう値
ち

」を、数値目標のひとつとし

て設定しています。この「めざそう値」は、「第６次大野城市総合計画」における、各施策の市民満足

度の現状値（平成 30（2018）年度時点）を参考に設定した将来目標値であり、毎年度実施する市

民アンケート（まちの姿アンケート）によって達成度合いの把握を行っています。そのため、本総合

戦略の基本目標においても、まちの姿アンケートの結果や「めざそう値」の達成状況をもとに、効

果検証を進めていくこととします。 

◆「ＰＤＣＡサイクル」について 

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）の４つの視点をプロセスのなかに取

りこむことでプロセスを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のこと

である。 

Ｐｌａｎ-Ｄｏ として、効果的な総合戦略の策定・実施、Ｃｈｅｃｋ として、総合戦略の成果の客観的

な検証、Ａｃｔｉｏｎ として、検証結果を踏まえた施策の見直しや、総合戦略の改定を行うことが

求められる。 
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◆「まちの姿アンケート」および「めざそう値」について 

「まちの姿アンケート」とは、「第６次大野城市総合計画」の前期基本計画の各施策の達成状況

を把握するため、毎年１月に実施する市民対象のアンケートのことである。満１６歳以上の市民

から無作為に抽出した 1,000 人と、前回までのアンケートにおいて継続回答を希望した市民

を対象に送付している。 

このアンケートでは、全ての施策のうち、特に市民に直接的に関係する項目について、現時点

での達成度合いを５段階で評価してもらい、次のとおり現状値を算出している。 

この現状値を参考に、将来的な目標値として定めたものが「めざそう値」であり、「第６次大野

城市総合計画」をはじめ、総合戦略においても効果検証のための数値として活用することとし

ている。 

（まちの姿アンケートの現状値の算出方法） 

各施策について 「十分達成されている」の回答数×５点 

             「ほぼ達成されている」の回答数×４点 

             「まあまあ達成されている」の回答数×３点 

             「あまり達成されていない」の回答数×２点 

             「達成されていない」の回答数×１点 

 以上を「無回答」を除く総回答数で割り戻す。（上限値が５、下限値が１、中間値が３となる） 
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２．人口ビジョン 

総合戦略における今後の施策を整理するにあたり、これまでの本市の取り組みや人口などの推移、

さらには今後の本市の人口推計などを、「人口ビジョン」としてまとめます。 

（１）これまでの本市の取り組み 

本市は、福岡市の南部に隣接しています。九州自動車道などの主要道路や、ＪＲ・西鉄などの鉄

道交通に恵まれているという立地的特性を活かし、これまで、道路・上下水道・コミュニティバスの

整備など、便利で住みよいまちづくりのためのインフラ整備を進めてきました。特に、昭和 ４0 年

代や平成一桁代には大規模な区画整理などの住宅開発が行われ、人口が大きく増加しました。 

また、昭和４0年代の急激な人口増加を背景に、住民同士の融和を図ることを目的とした「まど

か運動」を提唱し、地域ぐるみによるまちづくりを進めてきました。特に、南・中央・東・北の４地区

においては、地区コミュニティが形成され、現在にわたり地域住民や各種団体などによる特色の

あるまちづくりが行われています。 

近年では、社会情勢の変化に柔軟に対応しながら、住民ニーズの高い子育て・教育や、防災・減

災、高齢者支援など、住みよさの向上に向けた諸施策を、計画的に進めているところです。 

（２）本市の人口に関する基礎調査 

人口増減の要因は、出生者数と死亡者数の合計による「自然増減」と、転入者数と転出者数の

合計による「社会増減」の、大きく２つに分けられます。 

「自然増減」について、本市の場合、以前は毎年 600～７00 人程度の増で推移してきましたが、

平成１５（2003）年以降は毎年４00～500人の間で推移し、平成２８（2016）年には４00人を

割り込んでいます。 

一方、年間の出生者数は 1,100 人前後で推移しています。全国的な高齢化の進展に伴い死亡

者数が増加傾向にあるものの、全体の人口も増加していることから、毎年一定数の出生者数が、

本市の人口を下支えしていることが考えられます。 

また、「社会増減」については、昭和４0年代や平成一桁年代には大規模な区画整理などの住宅

開発が行われ、大幅な人口増加を実現してきましたが、平成 15（2003）年ごろからは減少とな

る年もあります。今後も、転出入の均衡により、その状況が変化しつつある状況です。 
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◆本市の「自然増減」および「社会増減」の推移 

平
成
３

（
1
9
9
1

）
年

平
成
４

（
1
9
9
2

）
年

平
成
５

（
1
9
9
3

）
年

平
成
６

（
1
9
9
４

）
年

平
成
７

（
1
9
9
5

）
年

平
成
８

（
1
9
9
6

）
年

平
成
９

（
1
9
9
７

）
年

平
成
1
0

（
1
9
9
8

）
年

平
成
1
1

（
1
9
9
9

）
年

平
成
1
2

（
2
0
0
0

）
年

平
成
1
3

（
2
0
0
1

）
年

平
成
1
４

（
2
0
0
2

）
年

平
成
1
5

（
2
0
0
3

）
年

平
成
1
6

（
2
0
0
４

）
年

平
成
1
７

（
2
0
0
5

）
年

平
成
1
8

（
2
0
0
6

）
年

平
成
1
9

（
2
0
0
７

）
年

平
成
2
0

（
2
0
0
8

）
年

平
成
2
1

（
2
0
0
9

）
年

平
成
2
2

（
2
0
1
0

）
年

平
成
2
3

（
2
0
1
1

）
年

平
成
2
４

（
2
0
1
2

）
年

平
成
2
5

（
2
0
1
3

）
年

平
成
2
6

（
2
0
1
４

）
年

平
成
2
７

（
2
0
1
5

）
年

平
成
2
8

（
2
0
1
6

）
年

平
成
2
9

（
2
0
1
７

）
年

平
成
3
0

（
2
0
1
8

）
年

人口増減数 1,0７9 1,811 2,06４ 1,399 1,9４４ 1,658 1,232 1,４83 1,096 1,2７４ 1,2７1 ７７8 581 253 ７38 508 398 215 688 6４1 656 1,369 633 588 292 390 316 311

自然増加数 61７ 6４3 691 693 ７08 ７12 62７ 668 632 ７10 635 609 5７9 5７3 5４5 ４98 555 55４ ４７9 ４36 ４5４ 51７ ４68 ４63 ４７6 363 298 33７

出生者数（+） 999 1,008 1,060 1,092 1,080 1,122 1,099 1,116 1,090 1,1４0 1,111 1,103 1,086 1,0７４ 1,0４6 1,0７6 1,086 1,113 1,028 1,0７3 1,06７ 1,12７ 1,096 1,105 1,1４3 1,0７0 1,060 1,031

死亡者数（-） 382 365 369 399 3７2 ４10 ４７2 ４４8 ４58 ４30 ４７6 ４9４ 50７ 501 501 5７8 531 559 5４9 63７ 613 610 628 6４2 66７ ７0７ ７62 69４

社会増加数 ４62 1,168 1,3７3 ７06 1,236 9４6 605 815 ４6４ 56４ 636 169 2 -320 193 10 -15７ -339 209 205 202 852 165 125 -18４ 2７ 18 -26

転入者数（+） ７,168 ７,７４6 8,0４3 ７,７86 8,132 ７,７33 ７,526 ７,４2４ ７,19７ ７,693 ７,285 6,915 6,７７４ 6,330 6,４10 6,４50 6,338 5,92７ 6,226 5,962 5,７61 6,４83 6,110 5,8４2 5,8４４ 5,615 5,503 5,6４5

転出者数（-） 6,626 6,523 6,665 ７,059 6,923 6,830 6,928 6,622 6,７6４ ７,13４ 6,661 6,７32 6,802 6,60７ 6,239 6,４35 6,４７1 6,239 5,820 5,863 5,632 5,７03 5,9７1 5,７７４ 6,0７0 5,632 5,51７ 5,７30

自然増加率 0.83 0.85 0.9 0.88 0.88 0.86 0.７４ 0.７8 0.７3 0.81 0.７1 0.6７ 0.63 0.62 0.59 0.53 0.59 0.59 0.51 0.４6 0.４７ 0.5４ 0.４8 0.４７ 0.４8 0.3７ 0.3 0.3４

社会増加率 0.62 1.55 1.７8 0.89 1.53 1.15 0.７2 0.95 0.53 0.6４ 0.７1 0.19 0 -0.４ 0.21 0.01 -0.2 -0.４ 0.22 0.22 0.21 0.88 0.1７ 0.13 -0.2 0.03 0.02 -0.03

※日本人のみ。
※転入・転出には「その他」があるため、社会増加数と一致しない場合がある。
【資料】住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）

◆本市の人口増減数 

【資料】住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省） 
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本市の「自然増」は県内でも高い状況にあります。増加数は福岡市に次ぐ 2 位、増加率は粕屋町、

新宮町に次ぐ3位となっています。 

転入出者数が、全体の人口に与える影響度合いについては、「人口移動率」（転出入者が人口に占

める割合）で把握することができます。 

「人口移動率」は、東京や大阪などの大都市圏では 30％を超えているものの、福岡県は 10％前

後で推移しています。このなかでも、福岡都市圏は比較的転出入が多い地域であり、福岡県全体よ

りも「人口移動率」が高い状況となっています。 

本市の「人口移動率」は、以前は福岡都市圏平均よりも高い状況にありましたが、年々その乖離幅

は縮小しており、平成28（2016）年には、ほぼ同率になっています。 

本市の「人口移動率」が一貫して低下傾向にある一方で、本市の人口は増加していることから、人

口に与える影響は「自然増」によるところが大きいものと推察されます。また、10 ページの「人口推

計」に記載しているとおり、本市の人口は、今後も一定期間、緩やかに増加し続けることが予想され

ていることから、同様の傾向は続いていくものと推察されます。 

◆「人口移動率」の推移（本市、福岡都市圏平均、県内市区町村平均） 

◆県内の「自然増」に関する順位（平成 29（201７）年 10月 1日～平成30年（2018）年 9月 30日）

【資料】平成 30年度福岡県の人口と世帯年報（福岡県）

自然増加数（人） 自然増加率（％）

順位 順位

1 福岡市 2,226 1 粕屋町 0.81

2 大野城市 38７ 2 新宮町 0.66

3 粕屋町 380 3 大野城市 0.39

４ 新宮町 211 ４ 那珂川市 0.23

5 那珂川市 11４ 5 福岡市 0.1４

【資料】住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）
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本市への転入および本市からの転出の内訳については、いずれも福岡県内が最も多くなってい

るほか、九州各県や東京都なども多い傾向となっています。また、福岡県内においては、筑紫地区や

福岡市南区・博多区が多い傾向となっています。 

◆転入元内訳（平成30（2018）年）

人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）

北海道 20 0.35％ 北九州市 1７４ ４.89％

宮城県 19 0.33％ 福岡市東区 186 5.23％

茨城県 12 0.21％ 福岡市博多区 5４0 15.18％

埼玉県 86 1.51％ 福岡市中央区 19４ 5.４5％

千葉県 6４ 1.13％ 福岡市南区 315 8.85％

東京都 19４ 3.４1％ 福岡市西区 88 2.４７％

神奈川県 89 1.5７％ 福岡市城南区 63 1.７７％

石川県 1７ 0.30％ 福岡市早良区 123 3.４6％

長野県 11 0.19％ 大牟田市 33 0.93％

静岡県 2４ 0.４2％ 久留米市 130 3.65％

愛知県 ７3 1.28％ 直方市 11 0.31％

京都府 1７ 0.30％ 飯塚市 ４７ 1.32％

大阪府 11４ 2.01％ 田川市 12 0.3４％

兵庫県 56 0.99％ 八女市 1４ 0.39％

岡山県 18 0.32％ 筑後市 23 0.65％

広島県 ７6 1.3４％ 行橋市 18 0.51％

山口県 55 0.9７％ 小郡市 50 1.４1％

香川県 25 0.４４％ 筑紫野市 206 5.７9％

愛媛県 18 0.32％ 春日市 539 15.15％

高知県 10 0.18％ 宗像市 ４0 1.12％

福岡県 3,558 62.63％ 太宰府市 301 8.４6％

佐賀県 185 3.26％ 古賀市 12 0.3４％

長崎県 20４ 3.59％ 福津市 22 0.62％

熊本県 205 3.61％ 嘉麻市 10 0.28％

大分県 1４0 2.４6％ 朝倉市 39 1.10％

宮崎県 9７ 1.７1％ 糸島市 26 0.７3％

鹿児島県 138 2.４3％ 那珂川市 ７6 2.1４％

沖縄県 55 0.9７％ 宇美町 66 1.85％

その他 101 1.７8％ 篠栗町 1７ 0.４8％

総計 5,681 100.00％ 志免町 33 0.93％

須恵町 22 0.62％

新宮町 19 0.53％

粕屋町 30 0.8４％

筑前町 13 0.3７％

その他市町村 66 1.85％

福岡県計 3,558 100.00％

【資料】住民基本台帳人口移動報告（総務省）
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◆転出先内訳（平成30（2018）年）

人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）

北海道 25 0.４0％ 北九州市 1７8 ４.83％

宮城県 1４ 0.22％ 福岡市東区 159 ４.31％

茨城県 21 0.3４％ 福岡市博多区 505 13.69％

埼玉県 6４ 1.02％ 福岡市中央区 183 ４.96％

千葉県 96 1.5４％ 福岡市南区 335 9.08％

東京都 3４４ 5.50％ 福岡市西区 81 2.20％

神奈川県 133 2.13％ 福岡市城南区 69 1.8７％

石川県 10 0.16％ 福岡市早良区 93 2.52％

福井県 10 0.16％ 大牟田市 ４2 1.1４％

岐阜県 13 0.21％ 久留米市 130 3.52％

静岡県 30 0.４8％ 直方市 16 0.４3％

愛知県 8４ 1.3４％ 飯塚市 19 0.52％

滋賀県 1７ 0.2７％ 田川市 15 0.４1％

京都府 39 0.62％ 柳川市 15 0.４1％

大阪府 1７1 2.７3％ 八女市 1４ 0.38％

兵庫県 60 0.96％ 筑後市 1７ 0.４6％

岡山県 21 0.3４％ 豊前市 1７ 0.４6％

広島県 6４ 1.02％ 小郡市 61 1.65％

山口県 9４ 1.50％ 筑紫野市 281 ７.62％

香川県 19 0.30％ 春日市 522 1４.15％

愛媛県 13 0.21％ 宗像市 29 0.７9％

福岡県 3,688 58.9７％ 太宰府市 292 ７.92％

佐賀県 258 ４.13％ 古賀市 3７ 1.00％

長崎県 219 3.50％ 福津市 ４9 1.33％

熊本県 25４ ４.06％ 宮若市 10 0.2７％

大分県 103 1.65％ 朝倉市 25 0.68％

宮崎県 88 1.４1％ 糸島市 35 0.95％

鹿児島県 169 2.７0％ 那珂川市 62 1.68％

沖縄県 ７0 1.12％ 宇美町 6４ 1.７４％

その他 63 1.01％ 篠栗町 10 0.2７％

総計 6,25４ 100.00％ 志免町 ４７ 1.2７％

須恵町 ４8 1.30％

粕屋町 53 1.４４％

筑前町 23 0.62％

大刀洗町 1４ 0.38％

苅田町 26 0.７0％

みやこ町 10 0.2７％

その他市町村 102 2.７７％

福岡県計 3,688 100.00％

【資料】住民基本台帳人口移動報告（総務省）
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（３）人口推計 

本市の将来人口推計については、「第６次大野城市総合計画」の人口フレームを基に作成してい

ます（基準日は各年４月１日）。 

わが国の総人口は、平成 16（200４）年をピークに減少に転じましたが、本市の人口は、これま

で一貫して増加を続け、平成28（2016）年には、10万人に到達しました。 

今後の本市の人口予測については、コーホート要因法による推測の結果、令和 10（2028）年

に人口 102,103人まで増加し、その後、緩やかに減少していく見込みです。 

単位：人

94,346 
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100,069 

101,625 
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◆「コーホート要因法」について 

各コーホート（同じ期間に生まれた人の集団）について、「自然増減」（出生と死亡）および「純移

動」（転出入）という２つの「人口変動要因」それぞれについて将来値を仮定し、それに基づいて

将来人口を推計する方法のことである。 
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また、地区コミュニティ別では、乙金第二土地区画整理事業の竣工により、近年、生産年齢人口

が増加している東地区コミュニティをはじめ、北地区コミュニティや中央地区コミュニティで人口

が増加していく見込みとなっている一方、高齢化が進む南地区コミュニティでは、人口が緩やかに

減少していく見込みとなっています。 

南地区コミュニティ 単位：人 
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中央地区コミュニティ 単位：人 
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東地区コミュニティ  単位：人 
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北地区コミュニティ  単位：人 
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年齢別人口構成については、全国平均に比べて緩やかではあるものの、本市においても少子高

齢化が進んでいく見込みです。 

1４ 歳以下の年少人口は緩やかに減少していく見込みであり、総人口に対する年少人口の割合

は、平成30（2018）年の15.8％から、令和20（2038）年には13.8％に減少する見込みです。 

   また、15歳から6４歳までの生産年齢人口についても緩やかに減少していく見込みであり、総人

口に対する生産年齢人口の割合は、平成 30（2018）年の 63.2％から、令和 20（2038）年に

は59.5％に減少する見込みです。 

一方、65歳以上の高齢者人口は、全国平均に比べて緩やかではあるものの、増加していく見込

みであり、総人口に対する高齢者人口の割合は、平成 30（2018）年の 21.0％から、令和 20

（2038）年には26.７％に増加する見込みです。 

     地区コミュニティ別では、全ての地区コミュニティで年少人口は減少し、高齢者人口は増加して

いく一方で、東地区コミュニティのみ、生産年齢人口が令和 15（2033）年まで、緩やかに増加し

ていく見込みです。 

16.4% 16.1% 15.8% 15.5% 14.8% 14.2% 13.8%

68.3% 66.2% 63.2% 62.2% 61.8% 61.1% 59.5%

15.3% 17.7% 21.0% 22.3% 23.4% 24.7% 26.7%

平成20年

（2008年）

平成25年

（2013年）

平成30年

（2018年）

令和５年

（2023年）

令和10年

（2028年）

令和15年

（2033年）

令和20年

（2038年）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口



1４ 

南地区コミュニティ
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東地区コミュニティ
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３．大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

人口ビジョンなどを参考に、今後５カ年の本市の地方創生について、具体的な取り組みをまとめ

ます。 

まず、基本目標などについては、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における政策の基本目標

を参考にして、以下のとおり定めます。 

   「横断的な目標」の「数値目標」および「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」については、関連する「基本目標」

および「主な取り組み」の目標値を準用することとします。 

※１ Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 … 38 ページに用語の解説をしています。 

 ※２ ＳＤＧｓ … 38 ページに用語の解説をしています。 

【大野城市の地方創生・４つの基本目標】 

１． 大野城市にしごとをつくり安心して働けるようにするとともに、地域と 

行政の共働を推進する 

２． 地域の活性化を図り、大野城市への新しいひとの流れをつくる 

３． 子育てしやすい環境のなかで、誰もが活躍できる地域をつくる 

４． 地域と地域、人と人とがつながり、安心して暮らすことができる魅力あ

る地域をつくる 

【大野城市の地方創生・２つの横断的な目標】 

１． 新しい時代の流れを力にする 

２． 多様な人材の活躍を推進する

【参考】国の地方創生・４つの基本目標 

１．稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

２．地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる  

３．結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

４．ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

【参考】国の地方創生・２つの横断的な目標 

１．新しい時代の流れを力にする 

○地域におけるＳｏｃｉｅｔｙ5.0※１の推進 

○地方創生ＳＤＧｓ※2の実現などの持続可能なまちづくり 

２．多様な人材の活躍を推進する 

○多様なひとびとの活躍による地方創生の推進 

○誰もが活躍する地域社会の推進 
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<基本目標１>大野城市にしごとをつくり安心して働けるようにするとともに、地域と行政の

共働を推進する  

数値目標 

◆市内従業者数６00 人増加（平成 26 年：35,508 人（経済センサス基礎調査・事業所に関する統

計）） 

◆【めざそう値】市内の商工業が活気にあふれ、精力的に活動しているほか、市街地と農地が共存し、

農地の利活用が進められている。3.４1（現状値（注）3.2４） 

 （注）「めざそう値」の現状値は、平成３０年時点。以下同じ。 

◆【めざそう値】市民が地域のなかで主体的にまちづくりに関わりやすい環境が整っており、市民と

行政が連携し、支え合いながらまちづくりが進められている。3.2７（現状値：3.02） 

《基本的方向》 

◆経済社会情勢の変化にあわせ、地域に応じた事業者への育成・支援のほか、創業の促進とそれに

伴う雇用の創出が求められています。既存の商工業のさらなる活性化に向けた支援を進めるほ

か、地域中小企業の創業・事業再生の支援を強化し、商工業の持続的発展を促します。また、地産

地消※3の推進や、市街地と都市農地が共存した良好な景観を形成します。 

◆これまで本市では、コミュニティセンターを拠点として、自助・共助・公助の組織体制の充実を図り、

パートナーシップによるまちづくりと都市内分権を進めてきました。これまで市民が築き上げてき

た地区コミュニティを基盤として、市民と行政が役割を明確にしつつ、地域の課題解決を図ってい

くために、市民と市民、市民と行政のパートナーシップを強化するとともに、まちづくりの主役で

ある市民が主体的に地域活動に関わりやすい環境を整えます。 

※３ 地産地消 … 38ページに用語の解説をしています。
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《具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

（１）産業の振興（01-02） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①農業の振興 

地元農家への支援や地産地消事業の

推進を継続し、都市農業※４ の安定的

な継続と振興を図ります。 

市の事業を通じて、都市農業

の振興効果を享受した年間

農家・市民数 

７00人 

（平成 29年度 68７人）

農地保全・活用事業 

都市農業振興事業 

②商工業の振興 

商店街や中小企業への支援を通じて

市内事業者の経営安定を図るほか、創

業の促進とそれに伴う新たな雇用の

創出を進め、商工業の振興を図りま

す。 

市の事業を通じて、商工業の

振興効果を享受した年間事

業所数 

850事業者 

（平成29年度 ７７8事業者）

中小企業支援事業 

創業支援事業 

（２）地域と行政の共働（01-01）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①パートナーシップによるまちづくり 

市民や職員に対するパートナーシップ

意識※5 の普及・啓発や、多彩な市民

力、多様な職員力をさらに活かしてい

くためのシステムづくりを行います。 

市民公益活動※6 促進プラッ

トホームを通して、市民など

が公益活動を実践した年間

件数 

62,４00件 

共働事業推進事業 

市民公益活動促進プラ

ットホーム運営事業 

コミュニティ活動活性化

交付金交付事業 

②都市内分権の推進 

市民自らが、市民により身近なところ

で、地域の実情や特性にあったサービ

スを主体的に運営・実施できる環境を

整えます。 

公民館・集会所およびコミュ

ニティセンターの年間利用者

数 

8４４,500人 

（平成 29年度 803,3７5人）

行政内分権推進事業 

公民館・集会所環境整

備事業 

コミュニティセンター指

定管理事業 

※４ 都市農業 … 38ページに用語の解説をしています。

※５ パートナーシップ意識 … 38 ページに用語の解説をしています。

 ※６ 市民公益活動 … 38ページに用語の解説をしています。 
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<基本目標２>地域の活性化を図り、大野城市への新しいひとの流れをつくる  

数値目標 

◆本市人口の「社会増」100人（平成30年：20人） 

◆【めざそう値】市内の自然・歴史・産業・イベント・施設・人などの地域資源の魅力が活かされ、多く

の人でにぎわっている。3.18（現状値：2.8４） 

◆【めざそう値】「心のふるさと館」を核として、市民が「ふるさと大野城」に誇りを持ち、愛着が深ま

るようなまちづくりが進められている。3.35（現状値：3.15） 

◆【めざそう値】文化財の調査・保護を進め、次の世代に残していくとともに、啓発活動などを通じて、

文化財を大切に思い、地域を愛する心が育まれている。3.12（現状値2.91） 

◆【めざそう値】「まどかぴあ」やコミュニティセンター、公民館などにおいて、学習の機会や場所が整

っており、生涯学習や芸術文化活動などを通して、地域の人と人とのつながりが深まっている。

2.81（現状値：2.51） 

◆【めざそう値】生涯にわたりスポーツを楽しむ環境が整備され、スポーツ活動を通した地域の人と

人とのつながりが深まっている。3.21（現状値：2.89） 

◆【めざそう値】広報紙やホームページなどで市民に必要な情報が十分に配信されており、市民との

双方向的な意見交換が進められているほか、個人情報保護の取り組みが十分に行われている。

3.0４（現状値：2.７４） 

《基本的方向》 

◆「第6次大野城市総合計画」に基づいた戦略的な自治体経営を進めていくなかで、シティプロモー

ションや移住・定住促進策、また広報・広聴に関する取り組みなど、将来を見据えた新たな取り組

みを展開していく必要があります。そのため、時代の変化に適応した自主性・自立性の高い行政運

営の推進に向け、経営資源の活用と最適配分の仕組みづくり、さらには市民などの満足度向上に

向けたサービスの提供を展開します。 

◆本市にひとを呼び込むためには、歴史や産業、文化などの地域資源の活用により、子どもから高

齢者まで世代を超えた交流や活動の場を創出し、市内外へ「ふるさと大野城」の魅力を発信するこ

とが必要です。そのため、大野城心のふるさと館を核として、市民のふるさとに対する理解を深

めるとともに、さまざまな地域資源を活用したにぎわいづくりや市民の多世代交流の場を創出す

るなど、本市の魅力が増すような、そして市外から本市への来訪につながるような事業を展開し

ていきます。 
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《具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

（１）戦略的自治体経営と行政改革の推進（01-09）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①総合計画の管理 

市民ニーズを的確に把握し、総合計画

の進捗管理を行いながら、将来を見据

えた事業の立案と実行に向けた調整

を進めます。 

総合計画記載の主な取り組

みの実行率 

98％ 

（平成 30年度 9７.４％）

「（仮称）シティプロモー

ション戦略」推進事業 

シビックゾーン※７整備

検討事業 

都市間連携事業 

大学等との連携事業 

市のキャラクターを活

用したＰＲ推進事業 

未利用市有地活用事業 

②行政改革の推進 

公共サービスＤＯＣＫ事業による行政

評価を進め、経営資源の最適化を進め

るほか、将来を見据えた戦略的な事業

を展開します。 

行政評価を踏まえた施策の

業務改善実行率 

80％ 

公共サービスＤＯＣＫ事

業※８

総合教育会議運営事業 

ふるさと納税推進事業 

（２）情報提供の充実と情報の管理（01-10） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①情報提供と広聴制度の充実 

広報紙やホームページなどによる情

報提供と、市民からの意見・提言に

対応するための広聴機能の拡充を

行います。 

市 ＳＮＳ※9のフォロワー数 

10,500人 

（平成 29年度 5,8７6人）

情報発信事業 

「（仮称）広報・広聴戦

略プラン」推進事業 

※７ シビックゾーン … 38ページに用語の解説をしています。

※８ 公共サービスＤＯＣＫ事業 … 38ページに用語の解説をしています。 

※９ ＳＮＳ … 38 ページに用語の解説をしています。
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（３）情報化の推進

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①情報化の推進 

進展する ＩＴ 環境に合わせたシステム

の活用を進め、さらなる業務の効率

化、トータルコストの削減、市民サービ

スの向上を図ります。 

庁内システムに対する職員

の満足度 

90％ 

（平成 29年度 8７.9％）

情報通信ネットワーク運

用事業 

情報機器等整備事業 

（４）地域資源の活用（01-03）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①地域資源の活用によるまちの魅力

向上 

市民だけでなく、来訪者にとっても魅

力的な地域資源の発信と活用を図り、

まちのにぎわいづくりを推進します。 

市や支援団体などが実施す

るにぎわいづくり事業の年

間参加者数 

8７,000人 

（平成 29年度 ７8,181 人）

着地型観光※10 振興事

業 

おおの山城大文字まつ

り支援事業 

②多文化共生と国際交流の推進 

在住外国人のための講座の実施や情

報の発信に加え、国際交流協会などの

関係機関と連携した相談体制の充実

を図り、安心して暮らせる環境を提供

します。 

市や支援団体などが実施す

る国際化推進事業の年間参

加者数 

1,300人 

（平成 29年度 1,183人）

在住外国人支援事業 

国際化推進事業 

③生涯学習施設の計画的な更新 

「まどかぴあ」や公民館、コミュニティ

センターなど、魅力あるまちづくりと、

市民活動の拠点となる生涯学習施設

の計画的な更新を進めます。 

「公共施設等マネジメント計

画」などに基づく、生涯学習

施設の事業進捗率 

100％ 

コミュニティセンター施

設更新事業 

公民館施設更新事業 

「まどかぴあ」施設更新

事業 

（５）心のふるさと館を核としたふるさと意識の醸成（01-0４）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①心のふるさと館の活用 

歴史・子ども・にぎわいを軸として、各

種展示や事業の展開による「心のふる

さと館」の活用を進めます。 

「心のふるさと館」年間来館

者数 

100,000人 

「心のふるさと館」運営

事業 

「心のふるさと館」企画

展事業 

※10 着地型観光 … 39 ページに用語の解説をしています。
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（６）文化財の調査・保護・啓発（01-05） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①文化財の調査と研究 

文化財の調査と研究を行い、その成果

を報告書に取りまとめるとともに、広

報紙やホームページ、説明会などを活

用し、市民に対して成果を分かりやす

く発信するように努めます。 

市が実施する発掘調査成果

を活かした現地説明会・展示

会の年間参加者数 

４００人 

（平成 30年度 ３２２人）

埋蔵文化財発掘調査事

業（市内遺跡） 

埋蔵文化財報告書作成

事業 

②文化財の保護と整備 

「水城跡」や「牛頸須恵器窯跡」などの

史跡指定・買い上げを行い、保護を行

った遺跡について整備計画を策定し、

その計画に基づいて整備を進めます。

文化財整備事業地面積 

19,500 ㎡ 

「水城跡」保存整備事業 

「牛頸須恵器窯跡」整備

活用事業 

③文化財の啓発と活用 

文化財を身近に感じてもらえるよう

に、インターネットなどを通じた情報発

信を進めます。 

また、「心のふるさと館」での各種講座

や史跡めぐりなどを充実させ、ふるさ

と意識の醸成とまちづくりへの有効活

用に努めます。 

市が実施する文化財の普及

啓発事業の年間参加者数 

8,500人 

（平成 29年度 ７,9７７人）

文化財啓発事業 

古代山城関連事業 

（７）生涯学習の推進（01-06） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①生涯学習活動の振興 

生涯学習施設と連携しながら、生涯学

習活動のさらなる充実や図書にふれ

る機会の創出など、市民が生涯学習や

読書活動を行いやすい環境をつくり

ます。 

市や支援団体などが実施す

る生涯学習に関する講座な

どの年間参加者数 

59,７00人 

（平成 29年度 56,931 人）

まどかぴあ図書館の図書貸

出年間利用者数 

23４,500人

（平成29年度 231,４1４人）

読書ボランティア養成

事業 

図書館ネットワーク事業



23 

②芸術文化の振興 

関係団体などと連携を図り、芸術文化

の情報発信に努めるとともに、市民の

芸術文化活動を支援し、その裾野の拡

大を図ります。 

「芸術文化振興プラン」の進

捗率 

60％ 

「芸術文化振興プラン」

推進事業 

子ども文化活動事業 

（８）生涯スポーツの推進（01-0７） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①スポーツの普及啓発と施設の維持

管理 

さまざまな機会を活かしつつ、地域に

根ざしたスポーツの普及啓発や振興

を進めます。また、計画的な施設の改

修を行います。 

市や支援団体などが実施す

るスポーツ推進事業の年間

参加者数 

10,000 人 

（平成 29年度 9,00４人）

子どものスポーツ機会

の充実 

国際的なスポーツイベ

ントを契機としたスポー

ツ振興と地域活性化 

総合公園施設等維持管

理事業 



2４ 

<基本目標３>子育てしやすい環境のなかで、誰もが活躍できる地域をつくる    

数値目標 

◆年間出生者数1,000人を維持（平成３０年：1,035人） 

◆【めざそう値】保健・医療・福祉・教育の関係機関が連携し、妊娠期から子育て期の保護者が、安心

して妊娠・出産と子育てができるような環境が整っている。3.22（現状値：2.91） 

◆【めざそう値】子育て期の親子同士が地域のなかでふれあう機会や場所が整っているほか、保護

者への必要な支援や相談体制が充実している。3.13（現状値：2.95） 

◆【めざそう値】待機児童の解消に向けた取り組みや、安全で安心な保育環境を維持するための取

り組みが進められている。3.35（現状値：3.13） 

◆【めざそう値】市民が一丸となって心豊かな青少年を育むために、学校・家庭・地域・行政が連携し

て、子どもや若者一人一人の成長を継続して支援する環境づくりが進められている。3.21（現状

値：3.08） 

◆【めざそう値】児童生徒やその保護者に対する必要な支援の実施や、学校施設の整備が進められ、

安全・安心・快適・健康に学校生活を送ることができる環境が整っている。3.10（現状値：2.89） 

◆【めざそう値】学校教育における児童生徒用のコンピューターをはじめとした情報手段を活用する

ために必要な設備や学習教材などが充実しており、効果的に学習できる環境が整っている。

3.16（現状値：2.98） 

◆【めざそう値】学校・家庭・地域・行政が連携して、子どもたちの放課後の居場所や家庭での学習環

境づくりが進められている。3.４0（現状：2.98） 

◆【めざそう値】児童生徒の基礎的な知識や学ぶ意欲などを向上させ、確かな学力と豊かな人間性

を育むとともに、いじめ対策や不登校の児童生徒およびその保護者への支援など、一人一人に寄

り添った相談支援体制が整っている。3.3７（現状値：3.18） 

◆【めざそう値】人権教育や啓発に取り組む関係団体と行政が互いに連携しながら、一人一人の人

権が尊重され、お互いを理解し、認め合う人権社会と男女共同参画社会がつくられている。3.26

（現状値：3.0４） 
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《基本的方向》 

◆家族構成や働き方の多様化など、子育て環境は大きく変化しています。次代を担う子どもがすこ

やかに生まれ、育つ環境を整備するとともに、保護者の孤立化を防ぐなど、時代や環境の変化に

応じた子育て支援体制の充実を図ります。また、全ての児童生徒が等しく学習できる環境を維持

していくため、学校・家庭・地域・行政が連携・共働した、教育に関する総合的な支援を展開してい

きます。 

◆人権尊重の精神や多様性への理解が深まるよう、人権教育や啓発を推進していくとともに、家 

庭・職場・地域・学校などのあらゆる場面において、性別に関わりなく誰もが自己の個性や能力を

発揮し、ともに社会に参画できる環境づくりを進めます。 

《具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

（１）妊娠・出産・子育てに関する切れ目ない専門的支援の充実（02-01）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①子育て世代への包括的な相談・支援

体制の充実 

妊娠・出産・子育てについて、乳児家庭

全戸訪問事業や、保健師・臨床心理士

などの専門職による相談を実施し、保

護者の育児不安の軽減や虐待防止対

策の推進に向け関係機関と連携し、一

人一人のライフステージに応じた切れ

目ない支援を行います。  

子育て世代包括支援センタ

ーの認知度 

60％ 

すこやかエンゼルサポ

ート事業（全戸訪問事業

等） 

子育て世代包括支援セ

ンター設置・運営事業 

赤ちゃんホームヘルプ

サービス事業 

②親子の健康支援の推進 

予防接種や複数の専門職による健診、

療育事業などを通して、親子の健康や

子どもの発達・発育状況を把握し早期

支援を行います。子どもの自尊心を育

み、子どもが本来持つ「育つ力」を引き

出す子育て支援に努めます。

市が実施する親子の健康支

援事業の満足度 

96％ 

3歳児集団健診事業 

子ども療育支援センタ

ー関係事業 
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（２）子育て支援の充実（02-02） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①子育て支援事業とひとり親家庭の

支援の充実 

ブックスタート※11 や親子サロン※12、

れいわ子ども情報センターにおける親

子教室などを推進するほか、ひとり親

家庭の支援事業や相談体制の充実を

図ります。 

市が実施する子育て支援事

業の年間参加者数 

７,900人 

（平成 29年度 ４,6７４人）

「早寝・早起き・朝ごは

ん」啓発運動 

子育て親子のお出かけ

推進事業 

②児童手当・（特別）児童扶養手当関係

事務の適正な実施 

各手当の申請受付や審査、支給、現況

届の手続きおよび他自治体との調整

などの関連事務について、適切な申請

案内と説明を行い、適正に実施しま

す。 

児童手当・（特別）児童扶養

手当関係手続きに関する窓

口での職員説明に対する市

民理解度 

100％ 

（平成 30年度 100％）

児童手当事務適正実施

事業 

（特別）児童扶養手当事

務適正実施事業 

（３）待機児童の解消と安全で安心な保育環境の維持（02-03） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①保育定員の拡充と保育所・幼稚園等

関係事務の適正な実施 

計画的な定員拡充を実施するととも

に、保育所・小規模保育事業所※13・認

定こども園※1４・幼稚園の入所や保育

料などに関する適切な申請案内と説

明を行い、適正に事務を実施します。 

年度当初(４月１日)時点の待

機児童数 

0人 

（平成 30年度 1７3人）

保育定員拡充事業 

大野所市立大野北保育

所建替事業 

②安全で安心な保育環境の維持と教

育・保育の質の向上 

子どもが安全で安心して生活できる

保育環境を維持するとともに、教育・

保育の質を向上させるための支援を

実施します。 

運営費などの公費給付や補

助金交付を受けている保育

所などの保育施設や幼稚園

の割合 

100％ 

（平成 30年度 100％）

教育・保育の質の向上

推進事業 

届出保育施設運営支援

事業 

※11 ブックスタート … 39ページに用語の解説をしています。 

※12 親子サロン … 39 ページに用語の解説をしています。 

※13 小規模保育事業所 … 39ページに用語の解説をしています。 

※1４ 認定こども園 … 39 ページに用語の解説をしています。
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（４）子ども・若者の健全育成（02-0４）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①子ども・若者を育む環境づくり 

子どもや若者を育成するための関係

部局や団体との総合調整に努めなが

ら、「夢とみらいの子どもプランⅢ」の

施策の進捗管理を行い、青少年が発

達段階に応じて、健全に成長できる環

境づくりを進めます。 

「夢とみらいの子どもプラン

Ⅲ」の進捗率 

90％ 

子ども・若者育成会議

事業 

留守家庭児童保育所運

営事業 

青少年の居場所づくり

事業 

②青少年育成事業の推進 

地域を支える社会的に自立した青少

年を育むため、青少年が主体的に活動

できる機会と場の提供を行います。 

また、子ども会などの青少年関係団体

をはじめ、さまざまな団体と連携しな

がら、地域全体で青少年育成事業を推

進します。 

市の支援する団体の青少年

が主体的に実施する活動の

年間参加者数 

４20人 

（平成 29年度 39７人）

青少年健全育成事業 

中学生・高校生交流の

翼事業 

（５）教育支援の充実と施設の整備（02-06）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①保健衛生・給食・就学援助の充実 

学校保健の整備や小中学校給食の充

実や就学援助などにより、児童生徒が

健康に学校生活を送ることができる

環境を整えます。 

小中学校の運動器健診にお

いて学校医が専門医などで

受診を勧めた児童生徒の割

合 

2.5％ 

（平成 29年度 2.７％）

就学援助の対象児童生徒１

年生の早期支給の割合 

86％ 

（平成 30年度 6７.5％）

中学校ランチ給食サー

ビス事業 

就学援助費支給事務事

業 

②教育施設の維持管理と計画的な更

新 

校舎などの大規模改修や各種設備な

どの維持保全を計画的に行い、児童

生徒が安全かつ安心して学習できる

環境整備を行います。 

「公共施設等マネジメント計

画」などに基づく、学校施設

の更新進捗率 

100％ 

校舎等大規模改造事業 

小中学校施設定期点検

事業 
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（６）学校教育環境の振興（02-0７） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①教育基盤の充実支援 

次代を担う子どもたちが、社会で生き

抜く力を身につけるために、教科横断

的にＩＣＴ※15 機器を活用して、多様な

学習への対応ができるように教育基

盤整備を計画的に進めていきます。 

教育基盤整備が充実し、児童

生徒の情報活用能力の育成

につながっていると評価す

る教職員の割合 

90％ 

教育用コンピュータ整

備事業 

ふるさと創生学校じま

ん事業支援事業 

②教材教具等の整備 

学校教育に必要な教材や備品につい

て、時代に即した整備を行い、学習環

境の充実を図ります。 

授業を進めていくうえで必

要な教材・教具、備品が揃

い、効果的に学習できる環

境が整備されていると評価

する教職員の割合 

90％ 

教育管理事務事業 

図書館運営事業 

（７）学校・家庭・地域・行政が連携した共育の推進（02-08） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①学校・家庭・地域の連携による放課

後等の居場所づくり 

ＰＴＣＡ活動※16 を通じて、放課後に子

どもが安心して過ごせる、生活・学習・

体験の場づくりを総合的に進めます。 

ランドセルクラブ支援人材バ

ンク登録者数 

500人 

（平成 29年度 2４2人）

ランドセルクラブ事業 

②家庭教育と社会教育の推進 

学校・家庭・地域のそれぞれが主体的

に行う学びの場（保護者向けの家庭教

育講座など）を積極的に提供するとと

もに、子どもたちの読書活動を推進し

ます。 

市が実施する家庭教育学級

への参加により、子育てに対

する意識が向上したと評価

する参加者の割合 

95％ 

家庭教育学級事業 

小学生読書リーダー養

成事業 

（８）児童生徒の総合的な支援の充実（02-09） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①確かな学力と豊かな人間性の醸成 

分かりやすい授業づくりや特別支援教

育の充実、学校運営協議会の活性化

を図り、学力向上推進とともに、豊か

な人間性の醸成に向けた環境づくり

を進めます。 

基礎学力の定着と道徳的実

践意欲が向上した児童生徒

数 

82％ 

（平成 29年度 80.７％）

学力向上推進協議会の

開催 

道徳教育実行委員会の

開催 

※15 ＩＣＴ … 39 ページに用語の解説をしています。 

※16 ＰＴＣＡ活動 … 39 ページに用語の解説をしています。 
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②いじめ対策や不登校支援の実施 

いじめ防止のための取り組みや不登

校支援対策の強化を図り、児童生徒一

人一人に寄り添う支援策を実施しま

す。 

不登校児童生徒数に占める

学校復帰ができた児童生徒

数の割合 

４1％ 

（平成 29年度 29.8％）

教育サポートセンターに

よる相談窓口の充実 

スクールカウンセラー
※1７・スクールソーシャル

ワーカー※18の派遣 

生徒指導委員会の開催 

適応指導教室の機能充

実 

（９）人権教育・啓発と男女共同参画の推進（01-08） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①人権が尊重されるまちづくり 

人権をめぐるその時々の社会情勢を

把握し、市民の理解と共感を得られる

よう、時流に即した効果的な人権教育

や啓発事業を実施します。 

市が実施する人権・同和問題

関連の講座・研修会の年間

参加者数 

1,050人 

（平成 29年度 93７人）

人権・同和問題啓発事

業 

人権週間事業 

②男女共同参画社会の実現 

男女共同参画に対する市民意識向上

のための啓発や、女性の政策・方針決

定過程への参画拡大など女性の活躍

推進を支援する事業を実施します。 

市や支援団体などが実施す

る男女共同参画関連の講座・

研修会の年間参加者数 

25,500人 

（平成 29年度 21,209 人）

「男女平等推進センター

（アスカーラ）」と連携し

た男女共同参画事業 

中学生向けデート ＤＶ 
※19研修実施事業 

※1７ スクールカウンセラー … 39ページに用語の解説をしています。 

※1８ スクールソーシャルワーカー … ４0 ページに用語の解説をしています。 

※1９ ＤＶ … ４0ページに用語の解説をしています。 
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<基本目標４>地域と地域、人と人とがつながり、安心して暮らすことができる魅力ある地域

をつくる  

数値目標 

◆人口 101,625人（平成３０年：100,069人） 

◆【めざそう値】生活習慣病の対策などと併せて、健康づくりに関心を持ちやすい環境が整備され、

健康寿命の延伸につながっている。3.16（現状値3.01） 

◆【めざそう値】高齢者が豊かな知識や経験を発揮し、地域社会に参加しやすい環境が整っている。

3.28（現状値：3.03） 

◆【めざそう値】医療・介護・福祉の関係機関や地域ボランティアなどが連携し、高齢者が住み慣れた

地域で、人生の最後まで自分らしく生きることができる環境が整っている。3.29（現状値：3.0４） 

◆【めざそう値】地域住民がお互いに助け合い、支え合う福祉のまちづくりが進められている。3.22

（現状値：3.09） 

◆【めざそう値】障がいのある人の自立支援や社会参加が促進され、誰もが自分らしく生活できる社

会がつくられている。3.38（現状値：3.19） 

◆【めざそう値】経済的に困っている人の生活が保障されるとともに、自立に向けた相談窓口や支援

が充実している。3.26（現状値：3.16） 

◆【めざそう値】バスや電車などの地域公共交通ネットワークの再構築やバリアフリー化などを通し

て、全ての人が心地よく生活できる都市空間がつくられている。3.18（現状値：3.03） 

◆【めざそう値】西鉄天神大牟田線連続立体交差事業の推進や高架下空間の活用などにより、魅力

的な中心市街地の形成が進められている。3.2４（現状値：2.93） 

◆【めざそう値】駅周辺などの中心市街地と周辺住宅地を結ぶ幹線道路の整備による交通渋滞の緩

和や、道路交通の安全確保の取り組みが進められているほか、公園の再整備や維持管理により、

緑とゆとりのある都市空間が生みだされている。3.33（現状値：3.10） 

◆【めざそう値】自然や生活環境の保全と、ゴミの減量やリサイクルの推進などによる循環型社会の

構築を進めながら、自然と住民同士が共生する社会がつくられている。3.20（現状値：2.89） 

◆【めざそう値】水道管などの老朽化対策や浸水被害解消に向けた雨水施設の整備などを通して、

安全で安心な都市の生活が守られている。3.10（現状値：2.86） 

◆【めざそう値】地域・警察・消防・行政などの関係機関が連携し、災害に強く、犯罪や事故のない、安

全で安心な生活環境が整っている。3.21（現状値：2.8７） 
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《基本的方向》 

◆高齢化の進展や、医療・介護需要の増加を背景に、地域における福祉ニーズは多様化・複雑化して

います。地域のなかで全ての市民が安心して暮らすことができるようにするため、住まい・医療・

介護・生活支援などが一体的に提供される、支え合うまちづくりを進めます。さらに、高齢者が活

躍できる機会を増やしたり、障がいのある人の自立支援や社会参加の促進に取り組んだりするな

ど、市民が自分らしく生きることができるまちづくりに取り組みます。 

◆都市基盤の整備については、長期展望に基づきながら、活気あふれる都市空間を創出していきま

す。また、豊かな自然と調和した住環境の保全や、都市施設の計画的な改修および長寿命化など、

市民ニーズに対応した快適なまちづくりを進めます。 

◆いつ起こるかわからない災害に備えて、市・地域・家庭・個人の各レベルでの防災・減災の取り組み

を進め、災害に強く、安心して住めるまちを創ります。また、市民一人一人が防犯意識を高め、地

域ぐるみで犯罪を抑止する環境づくりに取り組み、地域・企業・行政などが連携して、安全で安心

なまちづくりを進めます。 

《具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 

（１）こころと体の健康づくりの推進（03-01） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①健康づくりの推進 

こころと体の健康維持・増進のための

体制整備、各種教室・相談を行いま

す。また、感染症の予防・対策を実施し

ます。 

市が実施する健康教室・相談

事業の年間参加者数  

16,500 人 

（平成 29年度 16,2７2 人）

こころと体の健康づくり

事業 

高齢者予防接種事業 

②生活習慣病対策の推進 

高齢者が増加する中で、今後、特に重

要となる生活習慣病の発症予防・重症

化予防対策およびがんの早期発見・早

期治療を推進します。 

特定健診の受診率 

４0％ 

（平成 29年度 2７.７％）

特定健診・保健指導事

業 

健康ポイント事業 
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（２）高齢者の生きがいづくり（03-03）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①高齢者の生きがいづくり 

高齢者の学びの場や活躍できる機会

を創出し、住み慣れた地域で、生きが

いを持って生活できる環境を整備し

ます。 

市や支援団体などが実施す

る高齢者の生きがいづくり

事業および施設の年間参加・

利用者数 

98,４00人 

（平成 29年度 95,650人）

介護予防ボランティア

事業 

シニア大学「山城塾」事

業 

高齢者生きがい創造セ

ンター指定管理事業 

（３）地域包括ケア体制と介護予防の推進（03-05）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①地域包括ケア体制と介護予防の推

進 

基幹型地域包括支援センターの機能

強化や、地区地域包括支援センター、

関係機関・団体との連携により、介護

予防支援と高齢者福祉を推進し、地域

包括ケアシステムの充実を図り、切れ

目のないサービス提供に努めます。 

市や支援団体などが実施す

る一般介護予防事業の年間

参加者数 

9,600人 

（平成 29年度 6,４11 人）

地域包括支援センター

運営事業 

一般介護予防事業 

（４）地域福祉の推進（03-06） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①地域福祉の推進 

市民、行政、関係機関が協働し、地域

福祉に関する市民の理解の促進、市民

の福祉活動の支援、地域のネットワー

クづくりを進めます。 

「地域福祉活動における市民

活動推進計画」の目標値達

成率 

100％ 

地域福祉計画事業 

民生委員・児童委員活

動支援事業 
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（５）障がい者（児）の社会参加の支援（03-0７）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①障がい者（児）の社会参加の支援 

さまざまなニーズに対応した障がい福

祉サービスや地域生活支援事業の提

供体制および相談支援体制の充実を

図ることにより、障がいのある人の自

立と社会参加を促進します。 

市が提供する障がい者（児）

を対象とする障害福祉サー

ビス、障害児通所給付、地域

生活支援事業、障がい福祉

独自事業のいずれかのサー

ビスを利用した実人数 

1,250人 

（平成 29年度 966人）

地域生活支援事業（福

祉サービス） 

地域生活支援事業（啓

発事業） 

障がい福祉独自事業 

（６）生活保障と自立支援（03-0８）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①生活保障と自立支援 

訪問などによる適切な指導、扶助費の

適正化を図りながら、最低限度の生活

を保障します。また、被保護者の就労

支援を行い、自立の助長に努めます。 

就労自立支援プログラムに

よる年間就労決定者数 

50人 

（平成 29年度 53人）

最低生活の保障と自立

支援 

就労自立支援プログラ

ムによる就労支援事業 

（７）機能的で潤いのある都市空間の創出（0４-01）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①計画的な都市空間の整備 

適正な規制と指導による計画的な市

街地形成を図り、社会環境や利用者ニ

ーズの変化を踏まえたバスなどの公

共交通や自転車の利活用の促進を行

います。 

区画整理事業の進捗率 

100％ 

（平成 29年度 9４.４％）

コミュニティバスおよび市内

路線バスなどの年間利用者

数 

2,829,000人 

（平成28年度 2,７65,000人）

下大利駅東土地区画整

理事業 

公共交通対策事業 

自転車活用推進計画事

業 
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（８）西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用（0４-02）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①西鉄連続立体交差事業の推進と高

架下空間の活用 

一体的な整備計画の策定と事業実施

スケジュールの管理を行います。ま

た、にぎわいづくりと回遊性向上のた

めの計画策定と推進体制の確立に取

り組みます。 

「（仮称）高架下利用及び市

街地活性化基本計画」に基づ

く、高架下や側道などの事業

進捗率 

88.9％ 

高架下有効活用計画の

策定および整備の推進 

西鉄天神大牟田線連続

立体交差事業の推進 

（９）幹線道路の整備と公園の管理（0４-03）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①幹線道路の整備 

市内幹線道路および広域幹線道路の

整備を進め、交通渋滞の緩和や道路

交通の安全確保に努めます。 

都市計画道路の整備延長 

2.４ｋｍ 

白木原下大利線整備事

業 

中川久保線（Ⅰ工区）整

備事業 

②公園の整備と維持管理 

多様化する公園のニーズに対応しな

がら、計画的な補修や更新などを進め

るとともに、安全で安心な利用しやす

い公園整備を進めます。 

「公園施設長寿命化計画」に

基づく、公園施設の事業進捗

率 

100％ 

街区公園等長寿命化対

策事業 

公園活用事業 

（1０）公共土木施設や付随施設の適正な維持管理（0４-0４）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①道路・橋梁・水路等の新設改良 

道路（無蓋側溝の有蓋化など）、交通

安全施設（カーブミラー・路側帯のカラ

ー塗装）などの新設や改良を行いま

す。 

有蓋化した側溝総延長 

18ｋｍ 

路側帯のカラー塗装 

3ｋｍ 

無蓋側溝の有蓋化事業 

交通安全施設整備事業 

②道路・橋梁・水路等の維持管理 

道路・橋梁・水路などの適正な維持管

理を進めていくとともに、路面下空洞

調査を実施し、安全安心な道路環境の

確保に努めます。 

路面下空洞調査の事業進捗

率 

100％ 

橋梁の定期点検数 

12７橋 

路面下空洞調査事業 

橋梁長寿命化修繕事業 
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（1１）自然や生活環境の保全と循環型社会の構築（0４-05） 

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①自然との共生 

自然環境の保全や地球温暖化の防止

策などを、環境保護団体と連携しなが

ら実施します。 

市や支援団体などが実施す

る自然環境の保全や地球温

暖化の防止策に関する事業

の参加者数 

1,650人 

（平成 29年度 1,535 人）

自然環境保護事業 

トラスト協会連携事業 

市有林整備事業 

②生活環境の保全および公衆衛生の

向上 

マナーアップの取り組みや事業所およ

び市民総ぐるみでの美化活動の推進

などを行います。 

市や支援団体などが実施す

る生活環境の保全および公

衆衛生の向上に関する事業

の参加者数 

800人 

（平成 29年度 668人）

環境美化運動事業 

迷惑行為防止活動推進

事業 

③循環型社会の構築 

資源の再利用やリサイクルを推進する

とともに、ごみの減量化を進めます。

また、「環境処理センター」および「春

日大野城リサイクルプラザ」、「クリー

ン・エネ・パーク南部」、「グリーンヒル

まどか」など、各ごみ処理施設につい

て、各一部事務組合と十分な調整を図

り、施設の適正管理に努めます。 

市民一人一日あたりの家庭

系ごみ排出量 

４93ｇ 

（平成 29年度 533ｇ）

事業系ごみ減量推進事

業 

家庭系ごみ減量推進事

業 

（1２）上下水道施設の整備と維持管理（0４-0７）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①水道施設の整備と維持管理 

配水管などの管路整備や老朽化した

管路の更新を実施するとともに、水道

事業効率化のための施設再編（統廃合

など）を推進します。 

配水管などの整備・更新延長

４.55ｋｍ 

「水道施設更新計画及び再

編計画」に基づく、水道施設

の事業進捗率 

100％ 

配水管等整備更新事業 

水道施設再編事業 
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②下水道施設の整備と維持管理 

浸水被害解消に向けた雨水施設の整

備を行うとともに、既設管路などの長

寿命化を図るために計画的な維持管

理を実施します。 

汚水管調査延長 

150ｋｍ 

「雨水管理総合計画」に基づ

く、下水道施設の事業進捗率

100％ 

汚水施設のストックマネ

ジメント※20事業 

雨水整備事業 

（1３）安全で安心な水道水の安定供給（0４-08）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①浄水場や水質の管理 

浄水場施設の適正な維持管理を行い

ながら、水源地から浄水施設内を経

て、給水栓に至るまでの水質管理に努

めます。 

水質事故件数 

0件 

（平成 29年度 0件）

浄水施設の維持管理 

水質管理体制の充実 

（1４）上下水道の衛生管理（0４-0９）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①上下水道の衛生管理 

小規模貯水槽水道の衛生管理指導お

よび特定事業場などからの排水の監

視や水質検査の実施・指導を行いま

す。 

小規模貯水槽水道の法定検

査に準ずる検査の受検率 

50％／年 

（平成29年度 39％）

油脂による下水道管閉塞事

故件数 

１件以下／年 

（平成29年度 ３件）

小規模貯水槽水道の衛

生管理指導 

事業場排水の指導 

※20 ストックマネジメント … ４0ページに用語の解説をしています。 
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（1５）危機事象への対応（0４-10）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①危機管理体制の強化 

大規模災害が発生する度に、新たな課

題などが見出されているため、危機発

生の未然防止、発生時の対処、収束後

の復旧などについての基本方針・計画

を適宜、見直していきます。 

また、行政全体の防災力の向上を図る

とともに、地域の防災力の向上と行政

との連携を図ることで、さらなる危機

管理体制の強化を推進します。 

災害による市内での死者数 

0人 

（平成 29年度 0人）

防災危機管理事業 

防災人材育成事業 

防災拠点強化事業 

（1６）安全安心なまちづくりの推進（0４-11）

具体的な施策 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 主な取り組み 

①地域防災力の充実強化 

災害危険箇所のハード対策、消防団の

充実強化、防災関係機関との連携な

ど、公助による防災体制の強化を図る

とともに、自主防災組織による防災訓

練や防災意識の啓発事業の企画・実施

を支援することで組織の活性化を図

り、自助・共助による地域防災力の強

化を進めます。 

市や支援団体などが実施す

る地域防災力の充実強化事

業への参加者数 

2,７00人 

（平成 29年度 2,４50人）

防災訓練実施事業 

自主防災組織活動等支

援事業 

防災減災啓発事業 

②地域防犯の強化 

防犯意識の高揚に向けた意識啓発や、

防犯灯、防犯カメラの設置、交番の適

正配置を推進し、総合的に犯罪防止策

の強化を図ります。 

市内の刑法犯認知件数 

510件 

（平成 29年度 ７02件）

交番の適正配置事業 

地域防犯活動事業 

③生活安全の推進 

交通事故防止や飲酒運転の撲滅、ま

た、消費者被害の未然防止や相談体

制の充実のほか、空き家・空き地対策

の推進など、社会情勢の変化に機敏に

対応した生活環境の安全安心を推進

します。 

市内の交通事故件数 

４10件 

（平成 29年度 563件）

消費相談における相談解決

率 

93％ 

（平成 29年度 89.７％）

空き家対策推進事業 

交通安全推進・啓発事

業 
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４．資料  

◆「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」用語解説 

【ｐ.16】 

 ※１ Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 

  …狩猟社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ 1.0）、農耕社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ 2.0）、工業社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ 3.0）、情報社会

（Ｓｏｃｉｅｔｙ ４.0）に続く、我が国が目指すべき未来社会のこと。第５期科学技術基本計画に

おいて提唱された。 

※２ ＳＤＧｓ 

  …2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に

おける「持続可能な開発目標」（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）のこと。持続可能

な世界を実現するための 1７ のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人と

して取り残さない（ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎd）ことを誓っている。 

【ｐ.1７】 

 ※３ 地産地消 

  …地域で生産された農作物や水産品を、その地域で消費すること。 

【ｐ.1８】 

 ※４ 都市農業 

  …市街化が進んだ地域内に存在する都市農地を活用しての生産活動。 

 ※５ パートナーシップ意識 

  …市民相互、または市民および行政が情報と目標を共有し、明確な役割分担のもと、対等な立

場で地域の課題解決を図るために連携すること。 

 ※６ 市民公益活動 

  …市民自らが自主的かつ自発的に行う非営利の活動で、公益の増進に寄与する活動のこと。 

【ｐ.20】 

 ※７ シビックゾーン 

  …市庁舎を中心とした公共施設などが集中的に立地する区域。 

 ※８ 公共サービスＤＯＣＫ事業 

  …公共サービスの質の向上と行政経営の効率化を図るため、市民満足度、財務、業務プロセス、

人材の育成と活用の面から市の業務を検証する本市独自の行政評価システム。 

 ※９ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

  …人と人のつながりを促進・サポートするコミュニティ型のウェブサイト。友人間のコミュニケー

ションを円滑にしたり、さまざまなつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供す
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るなどのサービス。このサービスの種類として、ツイッター、フェイスブック、ラインなどがあ

る。 

【ｐ.2１】 

 ※10 着地型観光 

  …旅行目的地が、自ら地域資源を活かした観光商品を企画・発信する形態の観光。 

【ｐ.2６】 

 ※11 ブックスタート 

  …生後 ４ カ月から１歳３カ月までの乳幼児と保護者を対象に、親子が楽しくふれあう時間を持

つ「きっかけづくり」を目的として、ボランティアが絵本の読み聞かせを行い、絵本２冊をプ

レゼントする事業。 

 ※12 親子サロン 

  …子育て世代の転入が多い本市において、孤立しがちな子育て親子が、公民館などで親子同

士や地域の方と交流や相談ができる「地域で子育て」を行う場。 

 ※13 小規模保育事業所 

  …２歳児までを対象とした、定員６人以上１９人以下の保育施設で、市町村が認可を行う。設備

や運営に関する基準、給食の提供、保育料など、基本的に認可保育所と同じ。 

 ※1４ 認定こども園 

  …幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する施設。 

【ｐ.28】 

 ※15 ＩＣＴ 

  …情報処理・情報通信分野の関連技術の総称。「Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ ａｎd Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の頭文字をとったもの。学習指導要領（平成２９年告示）では、言語能力、問

題発見・解決能力と同様に、コンピュータや情報通信ネットワークなどを利用して育成する情

報活用能力が、「学習の基盤となる資質・能力」であると新たに位置づけられている。 

 ※16 ＰＴＣＡ活動 

  …ＰＴＡ（保護者：Ｐａrｅｎｔ、先生：Ｔｅａｃｈｅr、組織：Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）に Ｃ（地域：Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ）

を加えたもので、学校、家庭、地域が連携・協働して行う活動。 

【ｐ.2９】 

 ※1７ スクールカウンセラー 

  …学校において、児童生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じ、教員や保護者に指導助言を

行う心理の専門家。 
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 ※18 スクールソーシャルワーカー 

  …学校において、生活上の困りごとを抱える児童生徒とその保護者に対し、家庭環境などに働

きかけを行う福祉の専門家。 

 ※19 ＤＶ（ドメスティックバイオレンス） 

  …夫婦間、パートナー間の暴力のこと。身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的なもの

などあらゆる形の暴力が含まれる。 

【ｐ.３６】 

 ※20 ストックマネジメント 

  …下水道施設の維持管理や改築修繕を一体的に捉えて事業運営する手法。 
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◆大野城市まち・ひと・しごと創生有識者会議 

 ○委員名簿 

 ○開催日時・議題 

氏 名（敬称略） 所   属 備考 

花田  稔之 大野城市商工会 会長 座長 

林田  スマ （公財）大野城まどかぴあ 館長  

赤司  善彦 大野城心のふるさと館 館長  

安河内 俊明 （一社）大野城市にぎわいづくり協議会 会長  

松尾  恵美 
九州朝日放送（株） 
報道情報局マネジメントセンター チーフマネージャー 

三好  真代 ままいる 代表  

中村  明彦 大野城市企画政策部長  

 開催日時 議   題 

第１回
令和元年8月2日（金） 

10:00～11:30 

◆「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」およ

び「（仮称）大野城市シティプロモーション戦略」

の位置づけ等について 

◆基礎調査の概要について 

第２回
令和元年10月 11日（金） 

10:00～11:４5 

◆「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につ

いて 

◆「（仮称）大野城市シティプロモーション戦略」に

ついて 

第３回
令和元年12月20日（金） 

10:00～11:４5 

◆「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につ

いて 

◆「（仮称）大野城市シティプロモーションビジョ

ン」について 

第４回
令和２年２月 18日（火） 

10:00～11:15 

◆「大野城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につ

いて 

◆「（仮称）大野城市シティプロモーションビジョ

ン」について 
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