
ひと・みどり・産業が輝く 新たなふるさと
-市民・企業・行政が協働で創る自立都市を目指して -

　平成18年2月11日に旧宮田町と旧若宮町が合併し、私たちの新たなふるさと「宮若市」が誕生しました。
　平成 18年 3月、宮若市の発足当初に市長に就任して以降、住民福祉の向上を基本に、新たな一歩を
踏み出したばかりの新市建設の基礎づくりに取り組んできました。特にマニフェストに掲げた地域イン
トラネットの構築や県内初となる就学前乳幼児医療費の無料化、地区の拠点となる生涯学習施設と若宮
コミュニティセンター建設への取り組みなど、新たなふるさとづくりを進めています。また、福岡県が
掲げる「北部九州自動車 150万台構想」の一躍を担うトヨタ自動車九州の生産拡大や設計開発部門の新
設決定に加え、県による磯光工業団地の造成も実現するなど、市の将来に明るい展望が期待できる状況
となっています。
　その一方で、国の補助金廃止や削減、地方への税源移譲、そして地方交付税制度の見直しといった三
位一体改革の推進などを要因に、市の財政は非常に厳しい状況にあることから、平成 18年度に行政経
営の指針となる「行財政改革大綱」と「集中改革プラン」を策定し、平成 18年度からの 5年間で財政
効果を 32億円とする行財政改革にも取り組んでいます。
　このような現状を踏まえ、平成 18年度から 2カ年の歳月をかけて「第 1次宮若市総合計画」を策定
いたしました。市の将来像を「ひと・みどり・産業が輝く 新たなふるさと」とし、具体的な施策や目
標値を盛り込んだ宮若市のグランドデザインと言える内容となっています。
　合併後、初めて策定したこの計画に基づいて、観光と農業を有機的に結びつけた産業の振興、企業誘
致の促進や定住施策の充実、就学前教育や学校教育環境の充実、子育て支援体制の確立、協働のまちづ
くりの拡充や地域コミュニティの確立など、本市が抱える様々な行政課題に対して積極的に取り組んで
まいります。
　さらに、この計画を進めるにあたっては、市民・企業・行政が一丸となった協働のまちづくりが大き
な推進力となります。歴史と文化の薫り高い私たちのふるさとを舞台に、「宮若市」という名の作品を
市民の皆さまとともに「輝くふるさと」にしていきたいと考えています。今後も、市民の皆さまのご理
解とご協力をお願いいたします。
　最後に、この計画の策定にご協力いただいた市民ボランティアの皆さまをはじめ、貴重なご意見やご
提言をいただきました総合計画審議会委員や市議会議員の皆さま、そして、全ての関係者の皆さまに心
から感謝申し上げます。

平成20年 3月



地域が自立した協働のまちづくり
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●時代の流れと宮若市の現状
少子高齢化など国全体の動向を

捉えながら、宮若市の現状を把

握します｡

●宮若市の主要課題
現状、市民意識、魅力を踏まえ、

総合的な取り組みを展開するた

めの主要課題を明らかにします。

●将来像

ひと・みどり・産業が輝く
新たなふるさと
－市民･企業･行政が協働で創る自立都市を目指して－

●５つの基本目標
将来像を実現するために、以下の目標を定めます。

・多様な産業の集積による自立したまち

・農業・観光による人と自然がふれあうまち

・人が健やかに育つ、心安らぐまち

・市民一人ひとりの思いがつどうまち

・市民と協働でつくるまち

基本構想（平成20年度～平成29年度）

基本計画（平成20年度～平成24年度）

●自然と共生したまちづくり

１．自然環境と地域景観の保全

２．廃棄物処理とリサイクル対策の推進

３．水利用と上水道の整備

１

●個性豊かな快適生活のまちづくり

１．調和のとれた土地利用の促進

２．中心拠点、地区拠点の整備

３．住宅・市街地の整備

４．道路・交通網の整備

●活気にあふれる多様な産業と交流のまちづくり

１．農林業の振興

２．工業の振興

３．企業誘致の推進

３

●健康でやすらぎのある福祉のまちづくり

１．社会福祉の充実

２．児童・母子福祉の充実

３．高齢者福祉の充実

４

●豊かな心を育むまちづくり

１．幼児教育の充実

２．学校教育の充実

３．生涯学習の推進

４．スポーツの推進

５

●地域が自立した協働のまちづくり

１．市民参加の推進

２．地域コミュニティの形成

３．地域情報化の推進

６

●計画の推進と実現のために

１．行政運営の効率化

２．健全な財政基盤の確立

３．効率的な住民サービスの向上

７

　４．下水道等の整備

　５．治山・治水・砂防対策の充実

　５．公園・緑地の整備

　６．消防・防災・防犯・交通安全の充実

　７．火葬場の整備

　４．商業の振興

　５．観光の振興

　４．障害者福祉の充実

　５．健康づくりの推進

　６．医療の充実

　５．青少年の健全育成

　６．芸術文化活動の充実

　７．文化財の保護・継承

　４．人権尊重社会の構築

　５．ふれあい交流活動の充実

●市民の意識(市民意識調査)
定住意向や取り組んでほしい重

点施策など市民の声を計画に反

映します｡

●宮若市の魅力
今後のまちづくりに、地域の魅

力を生かしていくため、再確認

をします｡

●目標人口：32,000人
定住人口の増加を図る、総合的

な施策の展開を前提に目標人口

を定めます。

●土地利用の方向
土地の有効かつ適正な利用を図る

ため、土地利用の方向を定めます。

●重点的に取り組むプロジェクト
■活気にあふれる自立したまちづくりプロジェクト

■教育・福祉先進のまちづくりプロジェクト

■地域が支え合う協働のまちづくりプロジェクト

■行財政改革プロジェクト

土地の方向性

展望

将
来
の
展
開

把握
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再確認

具体的施策

優
先
事
業

２

第１次宮若市総合計画体系図
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