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まち・ひと・しごと創生総合戦略
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令和２年３月

篠栗町 まちづくり課



基本目標１

安定した雇用を創出する



篠栗北地区産業団地の進捗状況

2019年度の取り組み

①立地企業との本協定並びに売買契約締結

（残り2社）

②本体造成工事並びに関連工事

③組合設立に向けた準備



篠栗北地区産業団地 イメージ図

やまやコミュニケーションズ
進出予定地

ケアユー
進出予定地

極東ファディ
進出予定地

九州製氷
進出予定地

広場
保育所用地

上水ポンプ施設

共用施設用地



篠栗北地区産業団地造成写真

令和２年４月末造成完了後、８月に進出企業へ引き渡し予定



篠栗北地区産業団地造成写真

令和２年４月末造成完了後、８月に進出企業へ引き渡し予定



篠栗西地区沿道サービス誘致促進の進捗状況

• 民間開発業者
と各地権者と
の定期的な協
議を継続して
行っている。



中山間地域へ企業誘致の進捗状況

2019年度の取り組み

①創業者支援

篠栗町・粕屋町・久山町・新宮町の４町共同事業

・創業塾の開講 計2回実施（9月・10月）

参加者数 第１期 17名（うち篠栗町から2名）

第２期 11名（うち篠栗町から3名）

カリキュラム内容

①創業への心構えと進め方 ②創業体験談

③売上計画の考え方 ④資金調達・開業



雇用の創出

2019年度の取り組み

・町内林業の持続的発展のために、間伐・林道整備等を行い、
素材生産を増加することで、継続的な雇用を促進する。



基本目標２

まちに人を呼び込む



観光農園事業の推進の進捗状況

2017年度以降の取り組み

予定する町有地が調整区域であり、県の
開発認可を得ることが困難であること
や、想定した整備コストが膨らむと判断
されたため期間内の実施を見送る。



森林セラピー基地活用の進捗状況

2019年度の取り組み（前年度の継続）
・企業研修の実施

メンタルヘルス研修の実施（合計 3回 延べ62人参加）

・PR活動の推進

地域おこし協力隊によるSNS（フェイスブック・インスタ

グラム等）を活用した魅力の発信

・魅力あるメニューの開発

研修の目的に応じてノルディックウォーキングや、お寺での

瞑想・写経体験などを組み込んだプログラム提案を図る。



デトックスホテル(断食）の推奨の進捗状況

2019年度ファスティングホテル若杉屋
利用状況

延べ利用者数 721 人
オープンからの集客数 2,325人



篠栗町ＰＲ強化の進捗状況

2019年度の取り組み

• 新たなホームページの運用を開始。

見やすくわかりやすい環境を整える。

• Instagramを通じて、住民目線での町の魅力を引
き続き町内外へ発信する。

• Facebookで町の魅力発信をするために更新数の
アップを図る。

• マチイロアプリを活用した広報誌の発信

• Lineアプリを活用した情報発信の検討

• その他様々な媒体の活用



篠栗町ＰＲ強化の進捗状況

LINEアプリを
活用した情報
発信の検討

マチイロアプリ



ＪＲ篠栗駅東側自由通路北側交通広場整備の状況

2019年度の取り組み

篠栗駅北側交通広場



篠栗駅周辺整備工事

篠栗駅前駐輪場整備 歩道拡幅



基本目標３

若い世代の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる



(2)出産・子育て支援の充実
2019年度 開発申請状況（固定資産税家屋調査実績）

〇分譲物件 一戸建て 105戸 〇賃貸物件 集合住宅 ２戸

年度
分譲住宅 賃貸住宅

合計
１戸建て 集合住宅 集合住宅

平成２７年度 98 63 5 166

平成２８年度 74 12 86

平成２９年度 74 15 89

平成３０年度 69 54 16 139

令和元年度 105 2 107

合 計 420 117 50 587



子育て環境の充実（キッズコーナーの設置）の
進捗状況

2019年度の取り組み

・オアシス篠栗内・役場内にキッズコーナーを設置

・町内店舗での設置に向け、篠栗町商工会との更なる連携

・こども連れ受入れ店舗に対する広報支援

オアシス篠栗キッズコーナー 役場キッズコーナー



子育て環境の充実の進捗状況
（子育て包括支援センターの設置）

2019年度の取り組み

• 子育て世代包括支援センターの設置及び周知

令和元年度利用者数 210人（R2.３月末現在）

（継続事業）

• 子育て支援関係機関との協議会開催に向けた取組み

• 産前産後支援ヘルパー事業拡大（妊産婦の相談等）

• 産後ケア事業の実施に向けた協議



子育て環境の充実
（放課後児童健全育成推進事業の供給量の拡充）

の進捗状況

2019年度の取り組み

・長期休暇（夏・冬・春休み）の学童保育の継続実施

・放課後の子どもの居場所の確保（放課後子供教室等の実施）

17



子育て環境の充実の進捗状況

2019年度の取り組み

ファミリーサポートセンター会員数増

広報等活用し、登録者数増加

（H27当初目標：100人→283人）

ふくおか子育て支援マイスター制度

豊富な人生経験と知識を持つ60歳以上の高齢
者が、要望が多い託児に対応できるよう受講体
制を充実させスキルアップを図った



地方創生システムデータ
2019年 月別人口流入状況（2019年合計 1,612人）



地方創生システムデータ
2019年 月別人口流出状況（2019年合計 1,573人）



地方創生システムデータ

2019年 年齢別移動割合

年間転出者 1,612人 年代別上位転入者（①~③）
①25~29歳 ②30~34歳 ③20~24歳



地方創生システムデータ

2019年 年齢別移動割合

年間転出者 1,573人 年代別上位転入者（①~③）

①25~29歳 ②30~34歳 ③20~24歳



地方創生システムデータ
増減動態



地方創生システムデータ
世帯推移



基本目標４

時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るととも
に、地域と地域を連携する



生涯安心して暮らせるまちづくり
（介護に頼らない元気な高齢者の増加）

の進捗状況

2019年度の取り組み

○介護予防・日常生活支援総合事業

「おひさま活動」…高齢者の集いの場。承認団体は14団体

○介護予防事業（介護認定を受けていない人が対象）

認知症予防を目的として、前年度から継続してコグニサ

イズ（運動、計算、しりとりなど）を実施

令和２年３月末現在の介護認定率 ⇒ 14.1％



生涯安心して暮らせるまちづくり
（介護に頼らない元気な高齢者の増加）

の進捗状況
2019年度の取り組み

・地域の現状把握を綿密に行い、現在14箇所の拠点において実施して

いる介護予防・日常生活支援総合事業「おひさま活動」（高齢者の

集いの場）を広めていく

※町内在住の65歳以上で介護認定を受けていない人が対象

継続して実施した内容

・前年度に引き続きケアトランポリンを活用した介護予防教室

・手すりや保護パッドの付いたトランポリンを使った介護予防教室
「揺れ刺激」を利用し、運動機能と認知機能を同時に維持・向上する

ことを目的とする



地域コミュニティの維持・強化
（介護に頼らない元気な高齢者の増加）

ケアトランポリンの概要及び実施の様子



地域コミュニティの維持・強化
（介護に頼らない元気な高齢者の増加）

おひさま活動の様子



地域コミュニティの維持・強化
（介護に頼らない元気な高齢者の増加）

13.00%

13.50%

14.00%

14.50%

15.00%

15.50%

宇美町 篠栗町 志免町 須惠町 新宮町 久山町 粕屋支部

近隣自治体における要介護（支援）認定率の推移
※令和２年３月末時点 篠栗町 14.1%



地域コミュニティの維持・強化の進捗状況

2019年度の取り組み

・実施事業 8件

・実績額 1,852,552円

・広報紙や町SNSを使い実施される事業の

告知等を実施

協働のまちづくり補助金事業



地域コミュニティの維持・強化
（協働のまちづくり補助金事業）

「ストレッチとウォーキングで綺麗に若返り」
実施団体 正しく美しい歩き方教室

一生自分の足で歩けるよう、日常生活の中でできるストレッ
チを取り入れ身体の歪みや癖をなくし、正しい姿勢と美しい
歩き方を目指す。また、参加者が家族等に教え合ったりする
ことで健康意識を高め、健康の町篠栗を目指す。



地域コミュニティの維持・強化
（協働のまちづくり補助金事業）

「若杉山ツバキ植樹事業」
実施団体 若杉山・米ノ山を彩る会

キャンプ場利用者、パラグライダー、地域住民が一体となり
若杉楽園へツバキを植樹し、憩いの場としての活用



地域コミュニティの維持・強化
（協働のまちづくり補助金事業）

「篠栗八十八ヶ所霊場一日参拝マラソン」
実施団体 SRW-88(篠栗ラン＆ウォーク)

篠栗四国八十八ヶ所霊場を一日で巡り、篠栗町の自然と歴
史をPRするとともに、ランニング・ウォーキングにより体
感しその素晴らしさを実感してもらう。



地域コミュニティの維持・強化
（協働のまちづくり補助金事業）

「宿祭」
実施団体 篠栗町旅館組合青年部

鳴淵ダム下流河川公園で7月の下旬に行われるお祭り。
旅館組合が主体となって地元企業と協力して企画・運営。
篠栗町の持つ自然や旅館文化をPRし、地域活性化を狙う。



自治会加入促進チラシ



自治会加入促進チラシ



組合加入率の遍歴（篠栗校区）

行政区名 平成29年度 平成30年度 令和元年度

城戸区 90.1 84.0 92.0

山手区 92.8 80.7 82.9

山王区 84.0 84.0 87.2

上町区 78.3 77.7 77.4

中町区 75.0 76.5 78.4

下町区 69.6 68.2 67.5

高田区 64.0 65.5 63.6

金出区 63.1 64.3 62.9

萩尾区 74.1 68.3 74.1

大勢門区 77.4 78.7 73.9

新町区 70.5 70.8 70.3



組合加入率の遍歴（勢門・北勢門校区・全体）
行政区名 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度

庄区 54.0 54.0 55.4

尾仲区 60.4 59.8 59.6

若杉区 69.4 68.8 67.9

乙犬区 73.5 73.2 70.5

和田区 83.1 83.1 83.6

津波黒区 70.6 68.9 69.5

田中区 66.8 66.9 65.9

明治区 80.6 83.3 73.8

池の端区 71.9 66.0 64.2

ベンタナヒルズ
区

97.3 96.8 96.8

篠栗町全体 70.3 70.0 69.7


