
 

 

 

  

新たな力で躍動するまち くらて 

第５次鞍手町総合計画 

～ 未来につなぐ つながる 希望の芽 ～ 



本町では、平成 年３月に策定した第４次鞍手町

総合計画では、将来像を「みんなの力で 今 動き出

す 鞍手」、キャッチフレーズを「人の力が、地域の

力。」とし、まちづくりの４本の柱に「地域に活力を」

「人に感動を」「暮らしに安心を」「みんなでまちを

つくる」を掲げ、まちづくりの実現に向けて各分野に

おける取り組みを進めて参りました。

この間、平成 年２月に供用開始された鞍手イン

ターチェンジ、平成 年３月には遠賀川渡架橋「北

九鞍手夢大橋」が完成し、周辺地域との交流や物流が

促進され、新たな産業等の誘致も可能となり、今後は、鞍手町が近隣自治体の核

となるよう町づくりに確実に活かしていかなければなりません。

しかしながら、わが国においては、人口減少と急速な高齢化の進行やデフレか

らの脱却と経済の再生、社会保障の維持や財政健全化等多くの課題が山積みとな

っています。

本町におきましても、依然として厳しい財政状況や日本全体が抱える人口減少

問題についても消滅可能性都市福岡県内第１位と推測され、大きな課題となって

おります。しかし、本町はこのピンチをチャンスに捉えて、人口減少に歯止めを

かけるための鞍手町しかできない、鞍手町らしさを前面に押し出し、選ばれる自

治体となるべく、教育を柱とする子育て環境の充実をはじめ、福祉にやさしいま

ちづくり、新たな観光資源や町の魅力の発信により地域を活性化する施策を進め

ていかなければならないと考えております。

このような状況を受けて、第５次鞍手町総合計画では、「実行性のある新しい

総合計画」として明確なまちづくりの方向性を示し、「鞍手町に住んでよかった

これからも住み続けたい」まちづくりを目指し、将来像を「新たな力で躍動する

まち くらて」、キャッチフレーズを「未来につなぐ つながる 希望の芽」と

し、まちづくりの基本方針に「まちに賑わいを」「ひとに輝きを」「しごとの創

出を」の３つの柱を掲げ、第５次鞍手町総合計画を策定しました。

おわりに、本計画の策定にあたりまして、長期間にわたりご審議を賜りました

鞍手町総合計画審議会委員並びに各種関係団体のみなさまをはじめ、住民アンケ

ート調査やパブリックコメント等により貴重なご意見やご提言をいただきました

町民のみなさまに心からお礼を申し上げるとともに、今後とも本町の発展のため

一層のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 年３月

鞍手町長 德 島 眞 次

町長あいさつ
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町 長 あ い さ つ  
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