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１．郷づくり計画策定の目的等 

（１）郷づくり計画策定の目的と位置づけ 

第 1 次福津市総合計画（計画期間：平成 19 年度～28 年度）の策定に合わせて、平成 17～18 年

度に「市民会議」を主体にして概ね小学校区単位の 8 地域（以下、「郷づくり地域」という。）ごと

に地域づくり計画を策定し、郷づくり推進事業に取り組んできました。 

平成 19 年度から約 10 年間が経過したことから、郷づくりのあり方について見直しを行う時期

を迎え、市は、平成 30 年 3 月に郷づくり地域の役割や支援方針等を体系的にまとめ、今後の郷づ

くりの指針となる「郷づくり基本構想」を策定しました。 

そこで、郷づくり基本構想に基づき、これまでの「地域づくり」のうち地域住民が主体となって

取り組む活動を「郷づくり」と再定義し、地域住民が主体となって策定する「郷づくり」の行動計

画として本計画を策定します。 

 

（２）計画期間 

計画期間は、「福津市まちづくり基本構想（策定中）」の目標年である 2030 年までとし、上西郷

地域を取り巻く社会情勢や地域課題の大きな変化に合わせて計画を変更できるものとします。

行政計画 行政計画

分野別計画

福間南地域 上西郷地域

神興東地域

福間南地域

神興地域 宮司地区

上西郷地域 市民計画として新たに策定 福間地域

神興東地域 神興地域

勝浦地域

津屋崎地域 郷づくり計画

宮司地区 勝浦地域

福間地域 津屋崎地域

第１次総合計画
平成28年度から見直し着手 まちづくり基本構想

（第２次総合計画）

地域づくり計画 行政計画として新たに策定 郷づくり基本構想

社会情勢の変化や財

政状況等を勘案して、

市として地域住民に期

待する取り組み等、郷

づくりの基本的な方針

地域住民が主体と

なって取り組む施策を

地域ごとにまとめる。
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２．地域の現況と課題 

（１）人口などの現状 

①人口・世帯数について 

平成 30 年 3 月末現在の上西郷地域の人口は 2,666 人、世帯数は 1,113 世帯で、福津市全体に

対して人口は 4.20％、世帯数は 4.18％を占めています。 

行政区別にみると、人口及び世帯数が最も多いのは上西郷区（834 人 378 世帯）で、最も少な

いのは舎利蔵区（34 人 16 世帯）となっています。 

また、この 11 年間では全体人口が 429 人減少していますが、世帯数は 58 世帯増加していま

す。ただし、世帯数は後期高齢者世帯の世帯分離が多いため実際の世帯数は減少傾向にあると考

えられます。            
         

②高齢者等について 

65 歳以上の人口は 933 人で、上西郷地域の人口の 35.0％を占めています。 

この 11 年間では 129 人増加しておりますが、逆に全体人口が減少しているため高齢化率はこ

の 11 年間で 9.0％増加しています。また、全ての自治会において高齢化率が 30％～40％台とな

っており、地域全体で高齢化が進んでいることが伺えます。 

なお、高齢者等に対する日頃の見守りなどの共助力については、隣組や自治会内での繋がりが

強く優れているものの、いざという時に要配慮者を支援する体制は充分ではありません。 
 

③子どもについて 

6 歳未満の子どもの数は、82 人で、上西郷地域の人口の 3.08％を占めています。 

また、この 11 年間では 23 人の減少となっています。地域全体では 5 自治会のうち 4 自治会

で減少しており、中には 0 人の自治会もあるなど、地域全体で少子化が深刻な地域であることが

伺えます。 

 
④その他の動向について 

上西郷地域においては、人口減少となっていますが、それに伴い空き家が増えているというこ 

とではありません。 

この地域は、調整区域及び農振農用地という土地利用に制限が設けられていますので、新たに 

建物が建てられないことになっています。このことは逆に、転入がある場合、既存住宅を利用す

ることにより、空き家が増えていないということも考えられます。 

ただし、地域の活性化について考えると、土地利用については市を含めて再考の余地があると

考えられます。 
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■図表等 

（平成 19 年 3 月末現在） 

行政区 合計人数 男 女 世帯数 6 歳未満 65 歳以上 高齢化率 

畦町区 805 380 425 266 20 171 21.2% 
本木区 505 225 280 149 11 139 27.5% 
舎利蔵区 44 22 22 16 7 10 22.7% 
内殿区 762 367 395 231 37 161 21.1% 
上西郷区 979 451 528 393 30 323 33.0% 
地域合計 3,095 1,445 1,650 1,055 105 804  26.0% 
        
        
        
        
福津市全体 55,996 26,229 29,767 21,026 2,619 12,557 22.4% 

 

 

（平成 25 年 3 月末現在） 

行政区 合計人数 男 女 世帯数 6 歳未満 65 歳以上 高齢化率 

畦町区 785 369 416 295 32 196 25.0% 
本木区 452 208 244 153 12 138  30.5% 
舎利蔵区 48 21 27 19 3 11 22.9% 
内殿区 681 328 353 243 18 183 26.9% 
上西郷区 880 399 481 365 39 301 34.2% 
地域合計 2,846 1,325 1,521 1,075 104 829 29.1% 
        
        
        
        
福津市全体 57,301 26,892 30,409 23,189 3,092 15,107 26.4% 

 

 

（平成 30 年 3 月末現在） 

行政区 合計人数 男 女 世帯数 6 歳未満 65 歳以上 高齢化率 

畦町区  727 354 373 303 26 221 30.4％ 
本木区 413 182 231 164 8 149 36.1％ 
舎利蔵区 34 18 16 16 0 14 41.2％ 
内殿区 658 320 338 252 22 219 33.3％ 
上西郷区 834 382 452 378 26 330 39.6％ 
地域合計 2,666 1,256 1,410 1,113 82 933 35.0％ 
        
        
        
        

福津市全体 63,545 29,876 33,669 26,608 4,264 17,709 27.9% 
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（２）地域づくり計画の検証 

①地域の事業年表 

 

上西郷地域郷づくり推進協議会の年間の事業年表は以下の通りです。 

月 事 業 通年事業 

４月 
総会 

本部役員会 

運営委員会 

ホームページの管理 

児童見守り活動 

西郷川沿い花壇の手入れ 

広報紙発行 

 ５月 
本部役員会 

青パト講習会 

小学校花植え 

６月 運営委員会 

７月 
本部役員会 

防犯教室 

西郷川環境美化推進事業（第 1 回） 

８月 
本部役員会 

ものづくりデイキャンプ 

９月 
本部役員会 

敬老給食 

西郷川環境美化推進事業（第 2 回）  

10 月 
運営委員会 

ふれあいサロン 

小学校花植え 

11 月 

本部役員会 

全市一斉防災訓練及び防災研修会 

上小ふれあいまつり 

西郷川環境美化推進事業（第 3 回）  

東中花壇の花植え 

12 月 
本部役員会 

もちつき大会 

１月 運営委員会 

２月 本部役員会 

３月 
本部役員会 

部会会計・本部会計の決算処理 
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②分野ごとの状況 

 

上西郷地域郷づくり推進協議会の各分野ごとの活動内容は以下の通りです。 

項目 内容 

分野名 地域福祉・高齢者福祉・障がい者福祉分野 

将来像Ａ みんなの顔が見える、心豊かな上西郷の地域福祉 

基本方針 

Ａ-１ 

ふれあいの場をつくり、交流の機会を増やし世代間交流を進める 

～地域の福祉はお互いを知ることから始まる～      

取り組む活動 

・高齢者、障がい者の実態把握と福祉マップづくり 

・集まりごとの支援 

・お年寄りから子どもまで、世代を越えて交流する場、交流する機会づくり 

・多世代交流のための事業を継続し、拡充するための方法探し 

・回覧板を補完する情報発信・交換の仕掛けづくり 

 

取り組み実績 

や問題点等 

・小学校の行事での敬老給食、餅つき、昔遊びなどを通して地域交流を実施 

・隣組単位での見守り活動の充実 

・実態把握が十分でなく、多世代交流が進みにくい 

 

基本方針 

Ａ-２ 

移動手段を確保し、みんなが暮らしやすくする 

取り組む活動 

 

・ミニバスなどによる移動手段の確保 

・市街地との道路ネットワークの強化 

・歩行者の安全確保 

取り組み実績 

や問題点等 

・交通弱者である高齢者の移動の確保が、暮らしやすさにつながり、高齢者

の健康維持や生きがいづくりを生み出すと思われるが、取組めていない 

・バスの便数は、年々減る一方である 

 

基本方針 

Ａ-３ 

災害時でも地域で助け合う 

取り組む活動 

 

・災害時の対応策や体制を明らかにする 

取り組み実績 

や問題点等 

・日頃の近所付き合いによる支えあいは変わらないが、災害時の対応策や体

制については、防災部会との連携を図り特に高齢化の進展を踏まえ取組が

必要である 

 

基本方針 

Ａ-４ 

障がい者が社会に参加し、生きがいが感じられるようにする 
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取り組む活動 

・公共施設や公共空間のバリアフリー化 

・「農」を活かした障がい者の働く場づくり（休耕田を活用すれば、田畑も管

理できる） 

取り組み実績 

や問題点等 

・障がい者の実態把握ができず、取組めていない。 

・農福連携（農業と福祉事業の連携としての取組）は、障がい者の心身の状

況によることも多く、障がい者個人の適正など考慮して実施しなければな

らないので、実態として困難である 

 

項目 内容 

分野名 子育て支援・青少年育成分野 

将来像 B 子育ち、親育ちをともに進める上西郷地域 

  

基本方針 

Ｂ-１ 

子ども同士が育ちあうような環境をつくる 

取り組む活動 

・子どもの成⾧などを校区でお祝いするしくみづくり 

・「通学合宿」の理念・取り組みを活かして子ども同士のつながりをつくる 

・乳児期を中心として就学前の子育て中の保護者の交流の場の設定 

・男女がともに取り組めるスポーツ・文化的な行事をつくる 

・情操教育（文化・歴史） 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・ふれあいまつりなど、地域と学校が共働で開催し地域を活性化 

・地域住民と小学生・ＰＴＡによる多世代間交流の場の形成として、多世代交

流餅つき大会を実施、文化の伝承としてものづくりデイキャンプを実施 

・子どもの減少により活動が縮小してきている 

・郷づくりセンターをまず居場所として活用できるようにする 

基本方針 

Ｂ-２ 

子育て力を再発見できるしくみをつくる 

取り組む活動 
・育成会を活用した親育ちの仕掛けづくり 

・誰でも参加できる親育ちの会（親同士の会）をつくる 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・子育てサロンを、子育てを終えた人も自由に参加できるような展開が進んで

いない 

基本方針 

Ｂ-３ 

上西郷の豊かな自然を活かした子育ち、親育ちの場づくり 

取り組む活動 

・子育ての場として公民館や学校などの利用 

・地域活動の拠点となる場、情報交換の場づくり 

・地域の協力を得ながら、公民館や学校などで児童の育成・指導 

・空家の活用 
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取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・地域活動の拠点となる公民館で地域の子ども会活動が行われているが、校区

全体での取り組みまで至っていない。少子化ゆえに、地域の協力を得ながら

児童の育成を進めることは必要 

・地域全体での空家は少なく、活用するには家屋の整備が必要になる 

 

基本方針 

Ｂ-４ 

子どもを守り育てる人や地域のしくみをつくる 

取り組む活動 

・思春期の子どもを受けとめられる地域のしくみをつくる 

・子どもといろいろな話（相談）のできる人材を、ボランティア養成講座など

により育成していく 

 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・思春期の子どもを受け止められる地域の仕組みつくりが必要であるので、 

 子育てアドバイザーなど、地域に眠っている人材発掘に取り組む必要がある 

・郷づくりセンターがボランティア養成などの講座を行う拠点にできれば、し

くみづくりが進む 

 

項目 内容 

分野名 防犯・防災・交通安全分野 

将来像Ｃ 

 

地域ぐるみで育てる安心・安全 

  

基本方針 

Ｃ-1 

歩行者、自転車、自動車、みんなが交通マナ−を守る 

取り組む活動 

・大人、子ども双方へのマナ−教室などの実施 

・自転車運転免許証の復活 

・登校時の見守り活動の実施 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

・小学校児童の登下校時の見守り活動を実施 

・見守り隊の活動が高齢者中心であり、活動に携わる後継者育成が困難 

基本方針 

Ｃ−２ 

交差点を中心とした道路の環境を整える 

取り組む活動 
・道路空間の美化活動の推進 

・交通安全施設の設置などによる交通安全対策の実施 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

・年 3 回環境美化活動に伴う県道歩道空間での花壇環境整備の実施 

・安全旗の設置 
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基本方針 

Ｃ−３ 

地域ぐるみで子どもに気配りし、他の家の子どもに注意できる雰囲気をつくる 

取り組む活動 

・コミュニケーションの第一歩となる「あいさつ運動」の推進 

・地区ごとの見守りパトロ−ルの実施とそのアピ−ル 

・ＰＴＡのパトロ−ルの標識を事業者の営業車などにはってもらう 

・子ども 110 番の家をウォ−クラリ−する 

・事件などの情報共有化のため、情報集約と発信のしくみ、体制づくり 

・行政、校区、行政区などの緊急事態発生時の役割分担の明確化と広域的な連携

の推進 

・防犯意識を啓発し、日常的な生活安全、安心の確保 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

・郷づくり推進協議会、ＰＴＡ等による見守りパトロ−ルの実施 

・上パトの導入 

・青色防犯パトロ−ル講習会への参加要請 

・緊急時の体制の未構築 

基本方針 

Ｃ−４ 

暗い場所をなくす 

取り組む活動 
・地域で話し合いを通して、マップを作成 

・保守・点検方法の改善 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

・自治会ごとに防犯灯の位置、新設、老朽化等の点検 

基本方針 

Ｃ−５ 

河川の浚渫により水害を予防する 

取り組む活動 ・河川の浚渫 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

・市に要望する 

・地域での河川の草刈 

基本方針 

Ｃ-６ 

避難場所を確保し、非常時の巡回体制を整える 

取り組む活動 

・地域ごとに巡回パトロ−ルの実施 

・消防施設（消火栓・防火水槽）の改善 

・消防団の夜警、消防団ＯＢの防火活動に対する補償、保険などの適用による活

動支援を検討 

・お互いの声かけなど日常のコミュニケ−ションの活性化 

・災害非難訓練の実施 

・被災時の支援体制の復活、組織化 

・公民館などの避難場所を決めて周知する 

・情報、警報の伝達方法の検討、導入 

・防犯研修会の実施・拡充 
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取 り 組 み 実績

や問題点等 

・小学校校内に設置されている備蓄倉庫内の備蓄品の確認作業 

・防災研修会実施 

・災害時非難行動の周知(白タオル運動) 

基本方針 

Ｃ-７ 

「地域点検マップ」を作成し、それを基に安全対策、情報提供する 

取り組む活動 「地域点検マップ」の作成 

取 り 組 み 実績

や問題点等 

マップ作成は未実施 

 

 

 

 

項目 内容 

分野名 環境・景観分野 

将来像 D 川に集い、花と緑豊かな「郷」を未来につなげよう 

 

 

 

基本方針 

Ｄ-1  

清らかな水の流れる川づくり−川らしい川を取り戻す 

取り組む活動 

・下水道整備、合併処理浄化槽の普及促進 

・西郷川リバース基本計画の推進などによる河川環境の改善 

・建設残土などの不法投棄への対応 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・西郷川周辺の草刈作業の実施 

・通学路の草刈作業の実施 

・環境美化運動（空き缶拾い等）の実施 

・下水道整備や西郷川リバース基本計画の推進などは、市の施策・計画に基

づき実施していくため郷づくり主導では困難な面がある  
基本方針 

Ｄ-2  

貴重な水源の山をみんなで守る 

取り組む活動 

・守るべき山林、里山の調査と情報発信 

・山林、里山を維持し、育てる 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・区有林の管理保全、里地、里山の草刈作業の実施 

・高齢化や後継者不足により活動の実施が困難な面がある。  
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方針 

Ｄ-3 

 

花（ヒマワリ、菜の花等）の咲く里地・里山を守る 

取り組む活動 

・西郷川花園の利便性向上（駐車場、トイレ、ベンチなどの整備など） 

・レクリエーション施設利用者のマナーアップの啓発 

・自然環境の保全 

・西郷川周辺および花壇の草刈り・花植え作業の実施 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・西郷川周辺の草刈作業の実施 

・西郷川花壇の花植え作業の実施 

・西郷川花園の利便性向上は、市の施策・計画に基づき実施していくため郷

づくり主導では困難な面がある 

基本方針 

Ｄ-4 

適正な土地利用を検討する 

取り組む活動 

・市と市民が一体となって環境を守る 

・条例や都市計画区域（調整区域）への編入も含め、開発を抑制し、不法投

棄から山林などの自然環境を守るための検討を行う 

・環境調査地点の拡充と公表  

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・不法投棄パトロールの実施 

・条例や都市計画区域（調整区域）への編入は、市の施策・計画に基づき実

施していくため郷づくり主導では困難な面がある  

基本方針 

Ｄ-5 

中山間地域の農地の在り方をみんなで考える 

   

取り組む活動 

・農業希望者の発掘、支援 

・農地荒廃防止のためボランティア育成と組織化 

・消費者との交流拡大 

・ふくつブランドの開発とＰＲ 

・農地として残す所と山に返す所を区分 

取 り 組 み 実 績

や問題点等 

・ふれあい広場を核に、農産物の地産地消を推進 

・農業委員会による耕作希望者の募集 

・農業振興地域の指定や解除は、市の施策・計画に基づき実施していくため

郷づくり主導では困難な面がある  
 

③地域づくり計画及び分野別事業・活動の成果 

郷づくりという単位で広域的な活動が可能になりました。 

郷づくり組織が設立され、地域の課題等を考える機会ができたことは有意義ですが、上西郷地

域では自治会単位での取り組みが盛んに行われていますので全体的な取り組みには大きく発

展していません。 
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（３）地域住民アンケート調査及び意見交換会の結果 

   
  上西郷郷づくりでは、１１月に自治会の皆さんや各部会員に対し上西郷地域郷づくり協議会の

活動に対する意見・要望等を取り、有意義な回答をいただきました。 

この意見等や意見交換会を踏まえて、上西郷地域における今後の郷づくりの課題について、各分

野ごとにまとめた結果は、以下のとおりです。 
 

① 高齢者・障がい者などの支援に地域として取り組むことが必要（→地域福祉分野） 

今後、ますます高齢者が増加することが見込まれますので、高齢者や障がい者が安心・安全に

暮らしていくことができる地域を目指し、日常的な声かけや安否確認などの見守り活動や実態把

握を地域として積極的、継続的に取り組み、その生活を支えていくことが必要です。 

また、健康サロンの開催など介護予防や健康増進の視点からの取組みを充実し、関心が高く参

加者が多くなるような活動内容にしていくことが必要となります。 

今後はお年寄りから子どもまで世代を超えた交流を進めるためのふれあいの場や機会づくり

をさらに充実していくことが必要です。 

 

② 住民が安心安全に暮らせる地域づくりが必要（→防犯防災分野） 

交通安全、防犯、防災など、様々な視点で危険個所を把握、点検することで、住民が安心安全

に暮らすことができる地域づくりが求められています。そのため、パトロールの強化や防犯灯の

設置、交通マナーの向上などによる通学路の安全確保や見通しの悪い道路にはカーブミラーや歩

道を設置するなどの道路環境の安全確保が必要です。 

また、災害時の避難行動要支援者への見守り体制の構築や避難場所の周知、防災マップの作成

などの避難支援の取り組みが必要です。 

 

③ 豊かな自然環境を守ることが必要（→環境景観分野） 

山林や道路沿いなどでは、ごみのポイ捨てや、建設残土などの不法投棄がみられ、大きな問題 

となっています。また、西郷川は下水道整備により河川環境の改善が図られつつありますが、さ

らに親水性豊かな河川にしていくため、下水道整備の推進などによる積極的かつ効果的な改善策

を実施し、豊かな自然環境を保全していくことが大切です。加え、花と緑豊かな「郷」を未来に

つなげるため、西郷川を中心とした自然環境保全の取り組みを継続していくことが必要です。 

 

④ 子ども同士の交流と親育ちが必要（→子育て支援分野） 

少子化が進むなか、乳幼児期の交流の場や子ども同士がかかわり合う機会を確保し、子どもた

ちが遊びや文化を伝承していくことが求められていますので、子どもが育つ環境を整えるために、

親が育つための「親育ち」の環境をつくっていくことが求められています。 

また、同時に子どもを中心としたネットワ−クづくりが必要です。 

【地域住民アンケート結果】 
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３．将来像 

地域の現況と課題から、上西郷地域が目指す将来像は、以下のとおりです。 

 

 

上西郷地域の将来像 

 

 

地域ぐるみで育ち・育てる、 

心豊かなまち 上西郷 

 

～地域を愛し、お互いの顔が見え、安心して暮らせる 

「くす」の郷をつくろう～ 

 

 
 

 

将来像については、前回の地域づくりの思いを引き続き、人も地域もともに育ちつづけ、 

よりいっそう心豊かな地域になっていこうという思いを引き継ぎます。 
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４．活動分野・基本方針 

将来像の実現に向けて、本地域では活動分野及び分野ごとの基本方針を以下の通り設定します。 

 

【必須分野】 

分野名 基本方針 

必
須
分
野 

健康・福祉 

基本方針１：ふれあいの場をつくり、交流の機会を増やし世代間交流を

進めます 

基本方針２：移動手段を確保し、みんなが暮らしやすい地域づくりを進

めます 

防犯・防災 
基本方針１：安全、安心な地域づくりを進めます 

基本方針２：防災意識を高め、災害に備えます 

地
域
の
実
態
に
応
じ
て
選
択
す
る
分
野 

環境・景観 
基本方針１：里地・里山・里川を守るための運動を進めます 

 

子育て 
基本方針１：子どもがのびのびと育つ環境をつくります 

基本方針２：子育て力を再発見できる仕組みをつくります 

広報 

基本方針１：写真等を使い、わかりやすい文章で情報提供します 

基本方針２：郷づくりの取り組みを住民に理解してもらうための紙面

作りに努めます 
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５．取り組む主な活動 

※実施スケジュール ・・・ 短期：概ね１～２年 中期：概ね３～５年 長期：概ね６～８年 

（１）必須分野で取り組む主な活動 

① 健康・福祉分野 

※★は重点活動 

 

※★は重点活動   

 

基本方針１：ふれあいの場をつくり、交流の機会を増やし世代間交流を進めます。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■敬老給食会★ ◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■いきいきサロン ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

■健康測定会 ○ ◎ ◎ 地域 新規 

■高齢者緊急連絡情報セット★ ○ ◎ ◎ 地域 新規 

■地域支え合い（見守り）マップの作成★ ○ ○ ◎ 地域 新規 

基本方針２：移動手段を確保し、みんなが暮らしやすい地域づくりを進めます。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■高齢者タクシー利用助成事業 ○ ○ ◎ 地域 新規 

■高齢者等の移動支援 ★ ○ ○ ◎ 地域 新規 
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② 防犯・防災分野 

※★は重点活動 

 

 

※★は重点活動 

 

 

 

基本方針１：安全、安心な地域づくりを進めます。 

＜今後取り組む活動＞ 

 

取り組みの一覧 

実施スケジュール 

〇：検討時期 ◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■登校時の見守り活動の実施★ ◎ ◎ ◎ 学校・地域 継続 

■上パトの活用 ◎ ◎ ◎ 学校・地域 継続 

■「パトロ−ル中」のステッカ−を車に貼

る 
◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■あいさつ運動 ◎  ◎ ◎ 学校・地域 継続 

■地域安全マップ作成 ○ ◎ ◎ 学校・地域 新規 

基本方針２：防災意識を高め、災害に備えます。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期 ◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■防災研修会の実施 ◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■避難所の周知 ◎ ◎ ◎ 
自治会・

地域 
新規 

■避難時対応訓練(白タオル)の実施★ ◎ ◎ ◎ 
自治会・

地域 
継続 

■避難所の設備確認及実地訓練 ◎ ◎ ◎ 
自治会・

地域 
新規 
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（２）選択分野で取り組む主な活動 

①環境・景観分野  

②子育て支援分野 

※★は重点活動 

 

 

 

基本方針１：里地・里山・里川を守るための運動を進めます。 

＜今後取り組む活動＞ 

 

取り組みの一覧 

実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■花いっぱい事業（西郷川花壇）★ ◎ ◎ ◎ 学校・地域 継続 

■西郷川清掃活動★ ◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■守るべき山林、里山の調査と情報発信 〇 ◎ ◎ 地域 新規 

※★は重点活動 

 

 

 

基本方針１：子どもがのびのびと育つ環境をつくります 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■ふれあいまつり★ ◎ ◎ ◎ 学校・地域 継続 

■子育てサロン   ○ ◎ ◎ 地域 継続 

■多世代交流餅つき大会★ ◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■ものづくりデイキャンプ★ ◎ ◎ ◎ 地域 継続 
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※★は重点活動 

 

③広報分野 

※★は重点活動 

 

※★は重点活動 

 

基本方針２：子育て力を再発見できる仕組みをつくります。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■育成会を活用した親育ち事業★ ○ ◎ ◎ 地域 新規 

■郷づくり交流センターでの地域事業★ ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

■郷づくり交流センターの開放 ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

基本方針１：写真等を使いわかりやすい文章で情報提供します。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■わかりやすい紙面づくり ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

■各部会と情報共有 ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

基本方針２：郷づくりの取り組みを住民に理解してもらうための紙面作りに努めます。 

＜今後取り組む活動＞ 

取り組みの一覧 実施スケジュール 

〇：検討時期、◎：実施時期 担当 
継続・ 

新規 
 短期 中期 長期 

■郷づくりの趣旨の周知★ ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

■興味のある紙面づくり ◎ ◎ ◎ 地域 継続 

■人をテ−マとした紙面づくり ◎ ◎ ◎ 地域 新規 

■研修会の実施 ◎ ◎ ◎ 地域 新規 
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④活動を広め、参加者を増やす仕組みづくり 

地域の課題 ■上西郷での郷づくり活動に対する課題は、認知度不足、後継者不足、参加者

不足などがあります。また、郷づくり推進協議会役員及び自治会⾧への負担が

かかっています。 

何を ■認知度不足・参加者不足には広報等で、後継者不足には各種団体との連携

で、郷づくり推進協議会役員及び自治会⾧の負担軽減のためには事業等、会議

の見直しを検討します。 
どのように 

 

 

 

 

 

■広報・ＰＲ媒体を積極的に活用し、また、各種団体との交流事業を通じて連

携会議を企画します。また、郷づくり推進協議会役員や自治会⾧の負担軽減を

図るため、会議、イベント等の見直しを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後取り組む活動＞ 
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６．活動目標の設定 

 

将来像の実現に向けて取り組む活動のうち、重点活動と位置付けた取り組みについては、その

達成状況を把握しやすいよう、活動目標値を設定します。 

 
健康・福祉分野の活動目標 

分野 健康・福祉分野 

基本方針 ふれあいの場をつくり、交流の機会を増やし世代間交流を進めます 

重点活動 活動目標 活動目標値 

高齢者緊急連絡情報セットの配布 緊急時あんしん情報（親

族連絡先、既往症、掛り付

医等）セットを高齢者宅

に配布 

対象高齢者に１００％配

布 

地域支え合い見守りマップの作成 地域全体で支え合いマッ

プを作成 

全構成自治会で作成 

 

分野 健康・福祉分野 

基本方針 移動手段を確保し、みんなが暮らしやすい地域づくりを進めます 

重点活動 活動目標 活動目標値 

高齢者等の移動支援 通院・買い物などの移動

手段の確保 

コミュニティ専用バスの

活用の検討 

 

 

防犯・防災分野の活動目標 

分野 防犯・防災分野 

基本方針 安全、安心な地域づくりを進めます 

重点活動 活動目標 活動目標値 

地域で子どもを見守る体制を整える 地域住民、事業者等を巻

き込み、組織化する 

関係団体への周知 

個人から地域まで防災意識を高める 消防団による研修会等の

実施及び全市防災訓練で

の対応訓練 

各年１回 
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環境・景観分野の活動目標 

分野 環境・景観分野 

基本方針 里地・里山・里川を守るための運動を進めます 

重点活動 活動目標 活動目標値 

花いっぱい事業（西郷川花壇） 西郷川沿いの花壇の花植

えを実施し心を和ませる 

花壇の花植え年 2 回 

西郷川清掃活動 西郷川沿いの草刈を実施

する 

定期清掃（草刈り）年 2 回、 

守るべき山林、里山の調査と情報発

信 

パ ト ロ ー ル 等 に よ る 山

林・里山の現状調査 

パトロール等による現状

調査（年 2 回） 

 

 

子育て支援の活動目標 

          
 

分野 子育て支援分野 

基本方針 子育て力を再発見できる仕組みをつくります 

重点活動 活動目標 活動目標値 

育成会を活用した親育ち事業 親育ちの会を実施 ２か月 1 回以上（当面） 

郷づくり交流センターでの地域事業 地域住民で子育てを支え

る事業を実施 

1 か月 1 回以上（当面） 

 
 
 
 

分野 子育て支援分野 

基本方針 子どもがのびのびと育つ環境をつくります 

重点活動 活動目標 活動目標値 

ものづくりデイキャンプ ものづくりへの挑戦  

ふれあいまつり 

 

上西郷を盛り上げる 地域住民の参加５００人 

多世代交流もちつき   
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参考 

（１）検討の経緯 
策定会議・意見交換会等 

 

回 開催日 主な内容 

第１回 平成３０年 6 月１日 

「地域づくり計画」・「郷づくり計画の振返りと 

見直し」の必要性」について説明 

（7 自治会（区）⾧）  運営委員会 

第２回 平成３０年７月２１日 これまでの取り組みや活動の評価・検証について 

第３回 平成３０年８月２５日 課題の整理、今後の取り組みについて 

第４回 

平成３０年９月３日～ 

27 日 

 

各分野ごとに活動（施策）状況を、①将来像②基本 

方針③取組む活動および④取組み実績・問題点等 

について整理・検討し、資料としてまとめる。 

第５回 平成３０年９月７日 

郷づくり活動（計画）について各部会での検討と 

集約を依頼する。                

（５部会⾧）本部役員会 

第６回 平成３０年９月２８日 
本部４役、事務局員意見・情報交換会 地域づくり計画

の見直し、郷づくり計画の振返りと見直し 

第７回 平成３０年１０月５日 

郷づくり活動(計画)に対する地域住民への説明   

（回覧）・集約を依頼する。（１０月末まで） 

７自治会（区）⾧）  運営委員会  

第８回 平成３０年１１月７日 
市地域担当職員へ郷づくり活動に対する意見・感想の資料渡し

→計画書（案）作成依頼 

第９回 平成３１月２月７日 
郷づくり計画（案）に対する意見交換会         

（本部４役、事務局員） 

第１０回 平成３１年２月８日 郷づくり計画(案)の提示（本部役員会） 

第１１回 平成３１年３月２２日 
郷づくり計画(案)の見直し・確認          

本部 3 役 （会⾧、副会⾧、事務局⾧) 

 

アンケート又は意見交換会等 

対象又は 

場所等 

実施期間又は 

開催日等 

主な内容 

アンケート 平成２６年６月～７月 ４年前に実施したアンケートの集約状況を記載 

意見交換会 平成３０年８月２５日 
上記アンケートや社会状況の変化をもとに、役員・

事務局員・地域担当職員・研修職員で意見交換 
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（２）検討体制 

氏 名 役職等 氏 名 役職等 

今里 幸和 
上西郷地域郷づくり  

推進協議会 会⾧ 
花田 千賀子 

福津市地域担当職員 

地域振興課⾧ 

楢原 純江 同 副会⾧ 伊藤 孝裕 同 会計課⾧ 

森 千恵 同 事務局⾧ 横山 清香        同 保険年金医療課⾧    

川口 光子 同 会計 水上 和弘 同 監査事務局⾧ 

城戸 博文 同 地域福祉部会⾧ 渡邊 富義 
自治会（区）⾧ 

畦町区⾧ 

木村 誠 同 防犯防災部会⾧ 大嶋 晴彦 同 本木区⾧ 

岡野 真由実 同 子育て支援部会⾧ 水上 治彦 同 舎利蔵区⾧ 

上野 栄二 同 環境景観部会⾧ 坂田 憲治 同 内殿区⾧ 

和田 正代 同  広報部会⾧ 髙木 文明 同 上西郷区⾧ 

原 俊久 同 事務局員 清水 俊一 同 上西郷自治区⾧ 

水上 清香 同 事務局員 平田 弘育 同 カドタ地区⾧ 

 

（３）地域住民アンケート又は意見交換等の実施概要 

[調査の対象者] 
・上西郷地域の区⾧および地域住民（７自治会（区）） 

・上西郷地域郷づくり役員（本部４役、部会⾧、部会員、市担当職員および事務局員等） 
 

【調査事項】 

上西郷地域の郷づくり活動全般に対する意見・感想を求めた内容 

・郷づくり活動の計画や実行について 

・今後取り組んで欲しい活動について 

・部会員等役員の選出について 

・活動をしている中で困っていること 

・自治会（区）、郷づくり協議会、各種団体との関係について 

・郷づくり協議会や郷づくり活動について、皆様から届く（聞く）情報について 

・その他活動に関しての意見・感想について 
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[調査の方法] 

   ・区長経由で地域住民へ調査依頼 

   ・郷づくり部会長経由で部会員へ調査依頼 

 [報告・資料提出] 

・フリーフォーマット形式の用紙で提出（記名方式） 

 

[調査の期間] 

・調査期間は平成３０年９月～１１月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０1９年３月 

上西郷地域郷づくり推進協議会 
 〒811-３２０５  福岡県福津市内殿５９１−１５ 

     電話：０９４０−７２−５０９３ FAX：７２-５０９３ 

URL http：//wagamachi.fukutsu.lg.jp 

E-mail sato-kamisaigou@aa.wakwak.com 
 


