
基本構想  

第２章  



 10年後の将来像  理想的な10年後の筑前町ってどんな町？ 

 豊かな自然に恵まれたふるさとの緑を残し

つつ、田舎にいながらにして、商工業や文化

活動の盛んな都会に近い、快適で充実した生

活を送ることができる町を目指します。 

緑あふれる 豊かで 

第２章  

基本構想 
第１節  目指す将来像 
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 まちづくりの理念  大切にしていきたい考え方  

ちくぜん食の都づくり 

マスコットキャラクター 

ちくちゃん 

筑前町立 

大刀洗平和記念館 

食に感謝し  平和を願うまち  

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

＊とかいなか・・・「都会」と「田舎」をあわせた造語 
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 筑前町は、豊かな自然に恵まれた 「食と農」 の町です。「食」は、産業、観光、健

康、食育へと繋がります。「食のまちづくり」をとおして、郷土愛を育み、住みた

い、住み続けたいと思われる町となるよう取り組みます。 

 また、かつて東洋一といわれた大刀洗飛行場を有した筑前町は、平和の情報発信基

地として開館した筑前町立大刀洗平和記念館が示すように、「平和のまち」として大

刀洗飛行場の歴史と平和の大切さを語り継ぎ、命を大切にするこころを育てます。 

便利な とかいなか 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 



老年人口 

 （65歳以上） 

生産年齢人口 

 （15歳～64歳） 

年少人口 

 （15歳未満） 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 「将来推計人口」 

総人口

29,306人 

2015年 

（平成27年） 

28.2% 

58.0% 

13.8% 

総人口

29,248人 

2020年 

（令和2年） 

31.8% 

54.4% 

13.8% 

総人口

28,495人 

2030年 

（令和12年） 

34.4% 

52.3% 

13.3% 

総人口

27,180人 

2040年 

（令和22年） 

36.6% 

50.5% 

12.9% 

人口 

老
年
人
口 

生
産
年
齢
人
口 

年
少
人
口 

 人口予測 今後筑前町の人口はどう推移するのか 

 本町の人口は、2011（平成23）年を境に微増に転じ、現在も増

加傾向にありますが、国立社会保障・人口問題研究所が出した将

来推計人口では減少が予測されており、さらに人口構造も変化し

ていきます。 

第２章  

基本構想 
第２節  将来人口 

26 

 2040年には、高齢者が全体の３割を超え、生産年齢人口は

５割まで減少。子どもの割合もさらに減少する見込み。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

筑 前 町 の 推 計 人 口 推 移  



 

 第２次筑前町総合計画では、福祉・教育・文化の充実、安心安全で快適な住

環境づくり、活力ある産業の基盤整備など、さまざまな取組によって人口を増

加・維持していくことに努め、「10年後の町の人口 30,000人」という目標を

設定しました。 

第２次筑前町総合計画における 

10年後の町の目標人口 

少子  
高齢化  

人口 

減少 

労働人口の減少 

生産力の低下 

消費需要の減少 

地域経済の減退 

社会保障費問題 

税収問題 

地域の担い手不足 

コミュニティの希薄化 

 目標人口 にぎわいと活気のあふれる町であるために  

 人口の減少は、労働人口の減少による生産力の低下や消費需要の減少など

による地域経済の減退、社会保障費や税収への影響、地域の担い手不足な

ど、地域社会へさまざまな影響を及ぼすことが懸念されます。 

社会情勢の変化に的確に対応し、より暮らしやすい町へ 

27 第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 



第２章  

基本構想 
第３節  第１次筑前町総合計画との関連 

 第１次筑前町総合計画では、計画の期間を2007（平成19）年から2016（平成

28）年までの10年間、目指す将来像に「みんなで創る みどり輝く快適空間 筑

前町」を掲げ、取組を行いました。 

 

 この将来像には「豊かな自然をはじめとする筑前町ならではの特性・資源を最

大限に生かした、総合的な暮らしの快適性を追求するこだわりのあるまちづくり

を進め、内外に誇りうる光り輝くオンリーワンのまちを創造し、発信していく」

という目標や願いが込められていました。 

 また、この将来像実現に向け、６つの「まちづくりの政策目標」（分野別政策

の柱）の構成のもと、計画的に施策を展開しました。 

 みんなで創る 

  みどり輝く快適空間 

   筑前町 

快適で住みやすい 

“ちくぜん” 

第１次筑前町総合計画  

2007（平成19）年度 ～ 2016（平成28）年度 

 第１次筑前町総合計画の概要  これまでの取組  

健やかでぬくもりのある 

“ちくぜん” 

人を育む未来へ輝く 

“ちくぜん” 

活力と交流に満ちた 

“ちくぜん” 

新たな発展の基盤が整った 

“ちくぜん” 

みんなで創る 

“ちくぜん” 

環境施策の総合的

推進、上水道・下

水道の整備 など 

生涯健康づくりの

推進、地域福祉の

充実 など 

学校教育の充実、

生涯学習の充実 

など 

農林業の振興、商

業の振興 など 

計画的な土地利用

の推進、市街地の

整備 など 

人権尊重のまちづ

くりの推進、男女

共同参画社会の形

成 など 

目指す将来像 まちづくりの政策目標 

28 第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 



 第２次筑前町総合計画策定の意義 これからの取組 

 2018（平成30）年に実施した町民アンケ―トでは、「筑前町に愛着を感じる」

と回答した人の割合が77.9％、「これからも筑前町に住み続けたい」と回答した

人の割合が78.7％と、いずれも高い満足度を得ています。また、多くの自治体で

人口が減少傾向にある中、筑前町は人口が増えているというのも、第１次筑前町

総合計画の取組の成果であると考えられます。 

 

 第２次筑前町総合計画は、先人が築き上げた歴史や文化を次世代に継承し、持

続可能な社会の形成に向けて成長し続けていくための長期的・戦略的なビジョン

として策定しました。 

第２次筑前町総合計画  

2020（令和２）年度 ～ 2029（令和11）年度 

目指す将来像 

 緑あふれる  

  豊かで便利な  

   とかいなか 

５つの政策 

学 ぶ 
● 教育環境の充実 

● グローバル人材の育成 

● 読書活動の推進  など 

守 る 

稼 ぐ 

支える 

結 ぶ 

● 防災・減災対策の充実 

● 交通安全対策の充実 

● 防犯対策の充実  など 

● 農林業の振興 

● 商工業の振興 

● 雇用・就労環境の充実  など 

● 健康で生きがいのある暮らしの実現 

● 食育の推進 

● 切れ目のない子育て支援  など 

● コミュニティの活性化 

● 対話・共創の場の創出と活用 

● 移住・定住の推進  など 

29 第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 



第２章  

基本構想 
第４節  総合計画の体系 
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 総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成します。 

 第２次筑前町総合計画における基本構想は、10年後の筑前町の「将来像」と「将

来像実現のための５つの政策」を合わせたものとし、それらをまちづくりの基本的

な方向性として示しています。期間はおおむね10年間（2020（令和2）年～2029

（令和11）年）です。 

緑あふれる 豊かで便利な とかいなか 

将 来 像 

 基本構想  

将来像実現のための５つの政策 

教育の充実や平和教育・生涯学習
の推進など、さまざまな学びを推
進します。 

町全体の防災・減災力向上、快適
で暮らしやすい環境、景観保持に
取り組みます。 

農林業の振興や商工業・観光の活
性化、雇用・就労環境の充実を図
り、町の経済を活性化します。 

安心して生活を送ることができる
よう、福祉サービスと支援体制の
充実により、健康・子育て・暮ら
しを支えます。 

人と人、人と地域が手を取り合い
支え合う協働の意識を持ち、地域
のつながり、絆を一層深めます。 

学ぶ 

人間性と社会性を育むまち  

守る 

安心安全で暮らしやすいまち  

稼ぐ 

産業の活気あふれる元気なまち 

結ぶ 

人を思いやり共に支え合うまち 

支える 

助け合い健やかに暮らせるまち 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 
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基
本
計
画
に
示
さ
れ
た
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
個
別
の
事
業 

政策推進のための事業基盤 

① ＩＣＴ・ＩＯＴなどの 
   先進技術の導入 

② 持続可能な 
     財政運営 

③ 行政運営の 
     効率化 

【1】教育環境の充実 

【2】グローバル人材の育成 

【3】読書活動の推進 

【4】青少年の健全育成 

【5】平和教育の推進 

【6】文化の振興と歴史の継承 

【7】生涯学習の推進 

【8】スポーツの振興 

【1】防災・減災対策の充実 

【2】交通安全対策の充実 

【3】防犯対策の充実 

【4】機能的な都市・ 
   ゆとりある住まいの実現     

【5】交通ネットワークの充実 

【6】道路網の整備 

【7】上下水道の普及推進 
        と経営健全化 
【8】環境保全・循環型社会の推進 

【1】農林業の振興 

【2】商工業の振興  

【3】雇用・就労環境の充実 

【4】観光交流の推進 

【1】健康で生きがいのある 
                       暮らしの実現 

【2】食育の推進 

【3】切れ目のない子育て支援 

【4】高齢者福祉の充実 

【5】障がい福祉の充実 

【6】社会保障の充実 

【1】コミュニティの活性化 

【2】対話・共創の場の 
        創出と活用 

【3】移住・定住の推進 

【4】人権教育・啓発の推進 

【5】男女共同参画の推進 

【6】多文化共生社会の実現 

政策推進のための施策  

【5】道の駅の活用 

 基本計画は、基本構想で示した将来像やまちづくりの方向性を実現するために必

要な施策を示したもので、社会変化に対応し、実効性の高い計画とするため前期基

本計画５年間、後期基本計画５年間とします。 

 また社会情勢や行政運営の課題、その他検討が必要な事柄については「政策推進

のための事業基盤」として基本計画の体系に含み構成します。 

基本計画   実施 

計画 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 



 政策① 「学ぶ」  人間性と社会性を育むまち 

第２章  

基本構想 
第５節  将来像実現のための５つの政策 
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ぶ 学 
人間性と社会性を育むまち 

確かな学力、豊かな人間性、 

たくましく生きるための体力。 

さまざまな学びのなかで 

「知・徳・体」 のバランスのとれた 

「生きる力」 を育成します。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

政策 「学ぶ」 の主な事業・取組内容  

充実の教育環境を町の魅力に 

学校の教室や公民館 
などを使って 
地域ぐるみで 
学ぶ機会・場所を 
提供 

より多くの 
学びの時間 

定年退職後も趣味や 

さまざまな活動に 

意欲的に取り組む 

シニア層 

 
アクティブシニア 

ボランティア 
として協力 

 学校教育法が定める「学力の３要素」において、「基礎的な知識・技能」と並んで今後

特に強化が望まれるのが、「思考力・判断力・表現力等の能力」と「主体的に学習に取り

組む態度」です。学校・家庭・地域の連携による新たな取組で、子どもたちの学びたいと

いう意欲、「自分はできる」という自信・自尊感情を伸ばす応援をしていきます。 

学ぶことの 
楽しさ・面白さ 

「学びに向かう力」、 
高い人間性 

の育成 

学力 
アップ 

シニア層の 
やりがい 

地域の 
つながり 

移住・定住 
のきっかけ 

グローバル人材の育成 

 経済・産業・文化などあらゆる分野

で 国 際 化 が 進 展 し て い る 今、国 際 交

流・国際協力はさらに重要性を増して

いきます。グローバル社会に必要な力

を身につけられるよう、世界で通用す

る実践的な英語などの語学力を育成す

るとともに、日本人としての主体性と

日本の文化に対する深い理解、コミュ

ニケーション能力、豊か

な 国 際 感 覚 を 培 い、グ

ローバルな人材となるた

めの支援を行います。 

平和を願い 命を大切にするこころ 

 平和は人類普遍の願いです。大刀洗

平和記念館を核として、平和学習を推

進し、平和と命の大切さを後世に語り

継ぎます。 

 大刀洗飛行場戦跡の保存と活用に努

め、平和関連施設との連携を深めま

す。 

案 



 政策② 「守る」  安心安全で暮らしやすいまち 
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る 守
安心安全で暮らしやすいまち 

防災、減災、防犯、交通安全など、 

いのちを守る備えは、 

安心安全な生活に必要なもの。 

良好な住環境や 

ふるさとの緑を守る意識も大切です。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

安心安全な暮らしのために 

 近年多発する集中豪雨や、増加・大型化する台風、突然襲ってくる地震など、さまざま

な自然災害に対して「自助・共助・公助」の仕組みを構築し、町全体で防災・減災に取り

組むことが必要不可欠です。個人・家庭・地域で最低限の備蓄をし、防災に関する知識を

深めておくことや、消防団や行政などにおける災害対応能力の向上などが求められます。 

自分で  
自分の  
身を守る  

家族や  
地域で  
助け合う 

公的な  
支援や救助  
を行う  

 また、子どもたちが安全に通学できる環境の

整備や体制維持に努めたり、防犯パトロール活

動や防犯灯の設置により、交通事故や犯罪のな

い町を目指します。さらに消費生活相談体制を

充実させ、手口が巧妙化しているインターネッ

トを悪用した犯罪、高齢者を狙った詐欺などの

消費者被害対策に取り組みます。 

 また、近年、環境負荷軽減を目的とした取組や製品の普及により、環

境問題への関心が高まっています。低炭素・循環型社会の形成、自然環

境の保全・再生などの活動を、町民・事業者・行政がそれぞれの役割を

果たしながら取り組むことで、無駄なエネルギー消費やコストを抑えた

「クリーンでスマートなまちづくり」を推進します。さらには、今後増

加するとみられる空家を活用する取組や、道路や公園の整備・維持管理

の取組などによって、快適で機能的なゆとりある住環境を形成します。 

整備された生活環境で 快適な毎日 

 緑の美しい自然環境を維持しつつより便利な生活を叶えるために、生活環境・道路環境

を整えます。 

 高齢者の移動手段の確保など、町民の日常生活を支えるものとして重要な役割を果たす

交通は、誰もが地域の中でいきいきと暮らしていくためにも重要です。 

政策 「守る」 の主な事業・取組内容  



 政策③ 「稼ぐ」  産業の活気あふれる元気なまち 
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ぐ 稼 
産業の活気あふれる元気なまち 

自然の恩恵を生かした農林業と、 

地の利を生かした商工業、観光など。 

魅力ある雇用の場を創出し、 

「筑前町で 働くよろこび」 を。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

政策 「稼ぐ」 の主な事業・取組内容  

基幹産業である農林業を衰退させない 

この町で稼ぐ楽しさやよろこびを 

 農林業を核とした新たな地域ビジネス

を構築するため、生産者・商工業者など

と連携し、付加価値の高い農産加工品の

開発とブランド化など、６次産業化の取

組や起業を推進します。 

 また、企業誘致を推進することで、地

元雇用の創出を図り、この町に住み、こ

の町で働くことがで

きる環境づくりに努

めます。 

稼ぐ力を備えた地域づくり 

 「まちの魅力＝価値」ととらえ、商品や 

サービスの提供を行います。 

 得られた利益を地域内で循環させる仕組 

みの構築や顧客情報の活用により、より活 

発な経済循環へと繋がるよう取り組みます。 

 少子高齢化は筑前町の農林業にも多大なる影響を

及ぼします。加えて、価格競争や自然災害に対する

リスクなど、農林業従事者を取り巻く問題は多く、

それらが新規就業者、後継者が増えない要因になっ

ているとも考えられます。 

 今後ますます深刻化する農林業従事者確保の問題

に対し、ＩＣＴなどの先進技術を活用した「スマー

ト農業」・「スマート林業」の導入推進によって、

効率的な農林業経営を目指すとともに新規就業者や

農林業後継者の育成支援を行います。 

農林業 

従事者 

の減少 

生産量 

の減少 

自然災害 
経営 

の悪化 

価格競争 新規就業者 
・後継者 
の不足 

・経営に関する情報の収集 

        や共有化  

・作業のスケジュール管理 

・必要経費や売上高の 

        収支管理 

スマート農業・スマート林業 とは 

さまざまな利便性をもたらす技
術として近年、主に自動車業界
や医療業界で注目されているＩ
ＣＴを農林業においても活用し
ようという取組のこと。 

◎作業効率アップ 

◎農林業における 
      不安や負担の軽減 

◎販路の拡大 

◎新規参入しやすい 
    体制づくりと情報提供 

【 導入案 】  
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助け合い健やかに暮らせるまち 

える 支 
誰かの助けを必要としている人や、 

ひとりで悩んでいる人がいます。 

自分やまわりの人が、健やかに、 

そして、幸せに暮らせるように。 

支え、支えられて、 

笑顔で過ごせる毎日を。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

政策 「支える」 の主な事業・取組内容  

たくさんの笑顔に包まれる幸せな子育て 

 核家族化や地域とのつながりの希薄化などによって、育児不安や育児

負担が増し、子育て世代の孤立などが懸念されています。この町で安心

して妊娠・出産・子育てができるよう、子育て支援の取組を強化すると

ともに、「地域の子は地域で育てる」という古き良き考えを再認識し

て、地域で見守り、支え合う子育てのかたちをつくっていきます。 

「食のまち」 としての食育推進 

 「食べることは生きること」と言われ

るように、生涯にわたって心もからだも

健康でいきいきとした生活をおくるため

には、食に関する知識を深め、健全な食

生活を実践することが大切です。健全な

食生活は、健全な心とからだを育み、次

の世代をまた育んでいきます。豊かな農

産物に恵まれる筑前町は「食のまち」と

して、食育と地産地消 

のつながり、食卓を家 

族で囲むことの大切さ 

を伝えていきます。 

希望に満ち活気あふれる未来へ 

 「人生100年時代」、心身ともに健康

で、いつまでも自分らしい生活をおくる

ことができるよう、まずは一人ひとりの

健康づくり・健康維持の意識を高めま

す。そしてその個人の意識が家族や地

域、町全体へ拡がるよう取り組みます。

幼児期はバランスの取れた食生活や正し

い生活習慣、成人期は健診や生活習慣病

予防の大切さ、老年期は足腰

の虚弱化や認知症の予防な

ど、年代に応じたさまざまな

健康づくりを推進します。 

みんなでつくる 「福祉のまち」 

 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、生活面や健康面に不安を感じている

ケースが多くあります。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で人生の最期まで尊厳をもっ

て自分らしい生活を送ることを目的に、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供される「地域包括ケアシステム」を推進します。また、高齢者や障が

いのある人が、孤立せず住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続で

きるよう、各関係機関・団体が相互に連携して、効果的な見守りや支援を

行うための体制づくりを進めます。 
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ぶ 結 
人を思いやり共に支え合うまち 

少子高齢化が急速に加速する今、 

より一層求められるのは、人と人の結びつきや 

そこから生まれる地域の絆ではないでしょうか。 

人を思いやり、共に支え合う 

「結びのこころ」を大切に、 

誰もが幸せに過ごすことが 

できるまちを目指します。 

第２次筑前町総合計画 ［ 基本構想 ］ 

政策 「結ぶ」 の主な事業・取組内容  

対話・共創・協働の社会 

 子どもから高齢者まで幅広い世代の

人が自分の住んでいる地域に関心を持

ち、地域の問題を自分の問題としてと

らえ、課題解決に主体的に取り組むこ

とができるよう、コミュニティの活性

化を推進します。コミュニティとは、

「共同体」を意味します。住み良い地

域 を つ く っ て い く 共 同 体、仲 間 と し

て、地域の人どうしの

絆が深まり、対話・共

創・協働の地域社会の

実現を目指します。  

人権尊重のまちづくり 

 すべての町民が人権問題を自らの問題

としてとらえられるよう、幼少期からの

人権教育やその啓発活動を推進します。 

 部落差別をはじめ、女性・子ども・高

齢者・障がいのある人、性的少数者など

に対する偏見や差別など、人権をとりま

く問題は途絶えることがありません。人

権尊重と、あらゆる差別の解消に向け、

一人ひとりを大切にする 

人権施策をこれからも実 

施していきます。  

住みたい 住み続けたいと思われる町に 

 移住検討者に町の魅力を的確に伝え、移住を促します。また、空家

バンクに登録した空家の有効活用や移住者を温かく迎える地域環境の

整備により、定住を促進します。 

国籍や民族の文化的な違いを認め支え合う 

 外国人住民の相談体制や情報提供の充実を図り、国籍や民族の文化的

な違いを認め、互いに尊重し、ともに生きていく社会を目指します。 

 また、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、本町においても外国人住

民が今後増加することが予測されます。外国人住民の受入体制の整備と

異文化理解を促進します。 




