
【政策･施策名】

1

2

3 ◎ 目標達成又は一定の成果を出し持続している

4 ○ 計画どおり推進中

5 △ 若干計画より遅れている

6 × 未着手又は成果が出ていない

【各施策の実績･評価】

①

②

①

②

③

④

⑤

概　要

―

●観光ガイド育成のためのプログラム作成を図る。
●生涯学習講座との連携による講座の開催を図る。

―

652,000人

７４世帯 ―

地域づくり課
商工観光係

芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略　事業進捗一覧

2

●ポータルサイトに町民が動画を投稿できる「ASHIYA TOWN TUBE」を開設し、
   投稿者を育成するプログラムを実施。町民の関心度を高めるとともに、
　話題性を活かしたWEB上での情報発信を推進。
●各種イベントへの効果的な出展とPR展開。
●動画や各コンテンツ、ツールを活用した効果的なプロモーション展開の推進。

●仮称「あしやファン倶楽部」創設のための検討、調整を図り、実施を目指す。
●同窓会の開催情報を収集し活用方法について検討・調整を図る。
●東京芦屋会との連携を強化する方向で調整する。
●ふるさと納税の魅力向上を図るため、返礼品の選定や発送について業務委託し拡大する。

●まちかど観光案内所設置のための調査検討を行い、制度構築を図る。

戦　略 施　策

●町民参加型PR動画、リーフレットの制作。
●WEB上で観光情報を検索しやすいよう、観光情報ポータルサイトを構築し、
   芦屋町の観光情報（イベント情報を含む）の入口を整えた。併せてSNS連携、
   スマホ対応サイトとしユーザビリティ、レスポンシビリティの向上を図る。
●町のプロモーション活動として、県内や東京都市圏でのイベントを中心に
   出展。(計18回)
●イメージキャラクターの積極的な活用を推進。（計49回）

●整備のための仕様を固め、29年度の設置計画を策定したが、年次計画までは
　至っていない。

●町民むけ情報発信のための効果的な手法について調査研究するための業務委託を
   実施。ホームページでのユーザーアンケートや町民ヒアリングなどによりユーザ
   ビリティの高い情報発信のコンテンツや手法などについて、整理し次年度からの
   推進のもととする。
●遠賀中間地域広域連携プロジェクトによる体験プログラムイベントや、芦屋町
   独自の体験プログラムを実施したが、本格的な実施には至っていない。

●観光ガイド育成のため、生涯学習講座の活用について検討を行ったが、育成
  プログラムの作成や講座開催の調整には至っていない。

●検討を行っていない
●ゲートサインを更新。観光協会による観光案内看板を設置。

●仮称「あしやファン倶楽部」の創設検討に至っていない。
●ふるさと納税の魅力向上のため、返礼品のバリエーション増や効果的な付加価
   値創出のための調査検討を行い、業者委託する方向性を定めた。
●同窓会等の情報収集には至っていない。東京芦屋会への情報発信を継続的に実施。

・制度構築
・芦屋検定実施

・モデル設置箇所への設置
・整備年次計画策定
・各施設への設置

政策目標

芦屋流おもてなし

あしや観光大使の創設 ●制度の検討には至っていない。
●制度構築のための検討、調整を「あしやファン倶楽部創設」と一体的に推進する。
●こども観光大使の試験的な実施を、関係課と調整する。
●芦屋検定について、先進地の調査を実施。

・町民むけ情報発信の仕組みづくり
・町民むけ観光体験プログラムの創出

シティプロモーション1

町民むけ情報発信プロジェクト

芦屋流情報発信プロジェクト

・まちかど観光案内所設置基準等の整備
・研修制度整備
・案内所設置推進
・情報発信サイン整備
・スマホアプリ開発

・観光ガイド育成プログラム作成
・講座の開催

・情報収集、情報発信
・ポータルサイト、ＳＮＳ管理
・情報発信系イベント出展
・プロモーション活動
・ツール製作
・アッシー活用

・あしやファン倶楽部創設
・ふるさと納税魅力向上の検討、実施
・同窓会等の情報収集、依頼

― 585,000人

― 60世帯

●町民の関心を高めるための情報発信や町全体の機運醸成を、情報発信プロジェクトと
　連携し推進する。
●体験プログラムやイベントなどによる町民の関心度を高める取り組みを他課と連携し
　推進する。

　■進捗状況凡例

H30 
終目標

（H31）
基準値
（H26)

H27 H28 H29 

564,300人

12世帯

―観光入込客数

移住・定住者

Ⅰ　芦屋の魅力を活かし、新しいひとの流れをつくる

地域資源を活かした観光の魅力づくり

オンリーワンの芦屋釜を活かした魅力づくり

芦屋港レジャー港化

芦屋流移住・定住の推進

あしやファン倶楽部の創設

まちかど観光案内所の創設

観光ガイドの育成

基本目標

具体的な施策

シティプロモーション

芦屋流おもてなし

Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備
●３か所への設置を実施。（マリンテラスあしや、アクアシアン、芦屋釜の里）
●年次計画の策定と、29年度設置個所増加の検討を図る。

28年度推進状況 29年度取組予定（今後の方向性）
進捗
状況

所管課

企画政策課
企画係

○

企画政策課
総合政策係

△

地域づくり課
商工観光係

×

×

企画政策課
広報広聴係

△

企画政策課
総合政策係

×

総務課
情報電算係

×
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【各施策の実績･評価】

①

②

③

④

⑤

⑥

4 ①

5 ①

①

②

所管課
進捗
状況

移住・定住促進プロジェクト

〔競艇活用〕
・パブリックビューイング等イベント協
議、実施
・駐車場活用イベント企画立案、実施
・体験プログラム創出、実施
〔自衛隊活用〕
・見学ツアーの協議
・基地グッズ販売協議・調整

・遠賀中間広域連携プロジェクトによる体
験プログラムの推進
・芦屋町独自の体験プログラム創出
・レンタサイクル設置検討
・まち歩きツーリズムの推進

●隊員２名の活動をサポートするとともに、任期終了後の方向性を検討する。
●追加募集について再検討を行う。

地域おこし協力隊の導入

●まち歩きの体験プログラムや企画展、講座等を実施したが、いずれも単独実施で
　観光資源や各産業との連携、他課との連携までには至っていない。
●芦屋釜の里（芦屋釜）WEBサイトを構築した。

・空家バンク
・中古住宅新築補助の推進
・賃貸住宅リノベーション助成制度の検
討、実施

・地場化、復興の推進
・庭園活用方策立案・推進
・体験プログラム創出
・滞在時間増対策
・土産品開発
・観光資源としての活用策立案

・関係機関との協議芦屋港のレジャー港化推進

ボートレース芦屋・航空自衛隊芦屋
基地との連携

空家有効活用プロジェクト

・歴史文化資源の情報発信、ネットワーク
化
・まち歩き等体験型プログラムの実施
・歴史の里企画展、体験型講座実施

●空家バンク制度を開始し推進中。
●中古住宅解体・新築補助制度推進中。（利用件数3件）
●賃貸住宅リノベーション助成制度について、先進事例の調査、町内賃貸住宅の
　実態把握を行ったが具体的な制度構築には至っていない。

●空家バンクの推進。
●賃貸住宅のリノベーション助成制度について、制度構築の検討を図る。

●遠賀中間広域連携プロジェクトによる１市４町共同の体験プログラムを実施。
　併せて、芦屋町単独の体験プログラムを実施しテストマーケティングや担い手
　育成を実施した。
●レンタサイクル設置やツーリズム観光などの検討には至っていない。

●企画提案型イベント助成制度の検討には至っていない。
●新たなイベントとして「さわらサミット」を実施。この中で町内回遊クーポン付き
　マップの制作などネットワーク化を試行。
●砂像展との連携については十分に実施できていない。

●競艇場の施設活用、航空自衛隊芦屋基地との連携について、協議調整には至って
　いない。
●さわらサミットの開催では、競艇場を活用し本場レースとの同時開催とした。
　競艇場としても初の試みであったが、今後の施策立案のためのテストマーケ
　ティングとなった。

●地域おこし協力隊２名を採用し、３年間の任期期間中のマネジメント計画を
　策定した。
●追加募集について検討を行った結果、28年度中の追加募集は行わず、29年度に
　現隊員の活動状況や将来性を見据えた再検討を行うこととした。

●体験プログラムの量的、内容的な充実を図るとともに、新たな担い手育成や、プログラム
　間のネットワーク化などより波及効果が生まれるよう推進する。
●レンタサイクル設置について観光協会等と協議調整を図る。

●企画提案型イベント助成制度を創設する。
●既存イベントと町内資源（ヒト・モノ・コト）との連携を推進し、波及効果が生まれる
　取り組みを推進する。
●既存イベントのマーケティング調査を実施し、的確なマーケティングを推進していく。

●鋳物師地場化計画に沿った鋳物師の育成、芦屋釜の復興を計画的に推進中。
●体験プログラム（鋳物づくり、抹茶体験）を実施し、魅力向上に努めている。
●観光資源としての活用方法について、専門業者による調査研究を実施。
●外国人観光客の入込が増加しており、インバウンド対応について検討したが実現
　には至っていない。

●WEBサイトの活用とともに、外国人観光客対応について検討のうえ、早期に導入を図る。
●鋳物師の育成、芦屋釜の復興、庭園の活用など継続する。

歴史・文化資源魅力向上プロジェク
ト

海岸線や海を活かした魅力向上プロ
ジェクト

オンリーワンの芦屋釜
を活かした魅力づくり

芦屋港レジャー港化

芦屋流移住・定住の推
進

3

6

着地型観光の推進

・マッチングコーディネーター設置（担当
者）
・お試し居住制度創設、実施
・定住奨励金事務
・新規施策の企画立案、実施

●トライアル・ワーク・ステイ事業を実施予定であったが、受け入れ環境の整備など
　時期尚早と判断により、お試し居住やツアー実施など移住定住施策に必要な環境
　整備とともに、有効な手法についての調査研究を専門業者とともに実施した。
●福岡県やふるさと回帰支援センターが主催する移住定住相談会に参加し、他自治体
　の実施方法の調査や情報交換も併せて実施した。（６件参加）
●定住奨励金の交付（累計209件）

●お試し居住、お試しツアーの実施にむけ関係機関との調整や町内の環境整備を推進する。
●移住定住相談会等のイベントへ参加する。
●定住奨励金をはじめとした各種定住施策の期限延長について検討し方針を決定する。
●新たな定住施策について検討する。

地域資源を活かした観
光の魅力づくり

・観光推進プロジェクトの再構築、機能強
化
・海浜公園、夏井ヶ浜はまゆう公園の整備
・洞山エリアの観光整備
・ビーチスポーツ、マリンスポーツの誘致

●観光推進まちづくりプロジェクトの再構築にむけて、担手によるワークショップや
　研修会を実施しているが、組織体構築には至っていない。
●夏井ケ浜はまゆう公園（芦屋釜風呂跡地）の１期整備を行った。
●ビーチスポーツ、マリンスポーツの誘致には至っていない。

イベントの魅力アップ・創出プロ
ジェクト

・企画提案型イベント助成制度構築
・イベントと事業者等とのネットワーク化
・食をテーマとしたイベント開催

・隊員のマネジメント、スキルアップ
・関係団体等との調整
・定着化支援

芦屋釜の里魅力向上プロジェクト

概　要 28年度推進状況 29年度取組予定（今後の方向性）戦　略 施　策

●港湾管理者の福岡県と協議調整を図った。
●議会特別委員会とともに、先進地の調査を行った。

●運営主体の設立にむけた調査研究の実施とともに、福岡県との協議調整を推進する。

●競艇場の施設活用、航空自衛隊芦屋基地との連携について、協議調整を図る。

●観光推進まちづくりプロジェクトの組織化を推進する。
●海岸線の魅力向上にむけた具体的な方策を検討する。
●ビーチスポーツ、マリンスポーツの誘致について関係課と調整を図る。

●体験プログラムや講座など既にあるノウハウを他課の事業や町内の観光資源（ヒト・
　モノ・コト）と連携し、波及効果が出るものとしていく。
●WEBサイトを活用した効果的な情報発信を図る。

地域づくり課
商工観光係

△

生涯学習課
文化係

○

地域づくり課
商工観光係

○

地域づくり課
商工観光係

△

地域づくり課
商工観光係

×

企画政策課
総合政策係

○

地域づくり課
地域振興係

企画政策課
総合政策係

○

企画政策課
企画係

○

生涯学習課
文化係

○

企画政策課
総合政策係

○
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【政策･施策名】

1

2

3 ◎ 目標達成又は一定の成果を出し持続している
4 ○ 計画どおり推進中
5 △ 若干計画より遅れている
6 × 未着手又は成果が出ていない

【各施策の実績･評価】

①

②

①

②

③

①

②

③

①

②

③

△

地域づくり課
商工観光係

×

地域づくり課
商工観光係

△

地域づくり課
商工観光係

×

地域づくり課
商工観光係

概　要 28年度推進状況 29年度取組予定（今後の方向性）所管課
進捗
状況

地域づくり課
農林水産係

地域づくり課
商工観光係

○

●店舗誘致、起業支援の方法について調査研究のうえ立案を図る。

・水産物直売の仕組み、販路拡大、加工品開発等
による雇用の拡大、ビジネスチャンスの創出支援

●地域再生マネージャー事業により検討を行なったが具体的な方策まで至って
　いない。
●商工会の特産品開発事業により、さわらの加工品が３品開発された。

●地域再生マネージャー事業と連携し、水産物の販路拡大等を検討していく。

地域づくり課
商工観光係

×

●施策の検討には至っていない。
●産業特性の分析、マーケティング調査などの結果を踏まえた雇用の拡大に
　ついて検討を進める。

3 活力ある事業所づくり

雇用の確保対策

町内事業者への支援拡充

・既存の町内事業者に対する雇用拡大につながる
投資への新たな支援策制度化
・制度融資見直し
・産業界との連携（包括連携等）の推進

●制度融資について見直しを行なった。
●新たな町内事業者への支援策については検討に至っていない。

×

●活用施設の把握には至っていない。
●北九州市との連携中枢都市圏構想による共同事業の推進のなかで、該当物件
　の調査があったものの、的確な現況把握ができていないため今回は該当なし
　としている。

直売所等の整備推進

農商工等連携事業の推進

●地域再生マネージャー事業による検討を行なう予定であったが具体的な
　方策の検討には至っていない。
●地域再生マネージャー事業（さわらサミット）や商工会による特産品開発
　事業により、水産品（さわら）の町内提供店舗の拡充を図った。
●ブランド化や販路拡大には至っていない。

4 地産地消の推進

芦屋産品の消費拡大推進

・農商工等連携事業（事業者間のマッチング）推
進

●事業の実施には至っていない。

×

地域づくり課
商工観光係

×

●プレミアム商品券の発行（販売額7,000万円/プレミアム率10％）
　・高額商品券2,000万円（7月販売）
　・にこにこ商品券5,000万円（7月・9月販売）
※前年度と比較すると国の助成がない分、従来のプレミアム率となった。

●プレミアム商品券の発行について継続。プレミアム率や発行件数について
　は商工会と協議のうえ定める。

プレミアム商品券の発行

空店舗・空家を活かした起業・誘致

・制度構築、推進
・セールス活動
・チャレンジショップ
・空き店舗活用補助の拡大、推進

●空店舗・空家を活かしたビジネス創出の実施方法や検討には至っていない。
●チャレンジショップについては、海を活かしたショップ誘致としてコンテナ
　ハウスにて１店舗設置した。
●空店舗活用補助の対象拡大について未着手。

地域づくり課
商工観光係

サテライトオフィス誘致2
芦屋ならではの起業の支
援

ＩＴ・クリエイターの起業・誘致
・起業支援や誘致の企画立案、実施
・創業支援補助金事務
＊海を活かしたショップの起業・誘致と共同推進

地域づくり課
商工観光係

1
海を活かした観光型ビジ
ネスの創出

海がみえる・海を活かしたショップの
起業・誘致

・店舗誘致
・起業支援方法の立案、推進
・創業支援補助金事務
・遊休地有効活用検討、実施

水産物を活かしたビジネスの創出

●起業支援・誘致の具体的な方策について検討には至っていない。

地域づくり課
商工観光係

△

△

●店舗誘致、起業支援方法の立案等については未着手。
●チャレンジショップの実施を空き店舗活用ではなく、コンテナハウスにて
　海浜公園内に設置し、事業者の公募・決定までを行った。
●創業支援補助金の交付（実績２件）

―

●特に雇用の拡大、稼ぐ力の創出に繋がる町内事業者への支援策について、
　先進事例を調査のうえ検討を進める。

・産業特性を活かした雇用増、新規雇用の創出
・観光推進による新規雇用の拡大

・芦屋産品を町内で販売できる仕組みや空き店舗
活用
・芦屋産品で食事ができる場の仕組みづくり
・付加価値を高めるブランド化、販路拡大

●芦屋産品の直売について空き店舗を活用したテストマーケティングを
　検討する。
●地域再生マネージャー事業や商工会と連携し、各種取り組みを推進する。

●移住定住施策と連携した、クリエイターの誘致について検討する。
●クリエイターの起業支援について、創業支援補助を活用した周知徹底を
　図る。

・活用施設の把握
・セールス活動
・連携中枢都市圏構想による事業推進

●空店舗活用補助の対象拡大について早急に検討のうえ必要な改正を行う。
●空店舗や空家を活用したビジネス創出、誘致について先進地調査など実施
　方法について検討し方策をとりまとめる。

・商工会への補助金交付

●連携中枢都市圏によるサテライトオフィス誘致において、町内の実態把握
　に努める。

●各産業間の担い手が交流できる場をつくり、ネットワーク化を図る。
　（観光推進まちづくりプロジェクトの活用）
●事業者間のマッチングについて関係部署と連携し推進する。

・直売所整備の検討 ●検討には至っていない。
●海の駅のありかたや、芦屋港レジャー港化事業などと連携し、より効果的
　な整備のあり方について検討を図る。

5事業１件 1件

具体的な施策

海を活かした観光型ビジネスの創出

起業件数 0件芦屋ならではの起業の支援

活力ある事業所づくり

地産地消の推進

農商工等連携事業数 １件

芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略　事業進捗一覧

政策目標 Ⅱ　芦屋ならではのしごとづくりを進める 基本目標
基準値
（H26)

戦　略 施　策

H29 H30 

―

H27 H28 

２件 4件
　■進捗状況凡例

最終目標
（H31）

8件

達成状況

― ―
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【政策･施策名】

1

2

3 ◎ 目標達成又は一定の成果を出し持続している
4 ○ 計画どおり推進中
5 △ 若干計画より遅れている
6 × 未着手又は成果が出ていない

【各施策の実績･評価】

①

②

③

2 ①

①

②

③

④

⑤

●地区公園（全16箇所）の整備計画を地域住民とともにワークショップ形式により
　協議する計画を定め、段階的な整備として4公園の樹木（高木等）伐採を実施。
●中央公園のリニューアル工事を実施。

●地区公園の整備内容を決めるため、各地域で住民とのワークショップを
　開催する。
●公園整備の年次計画を策定する。
●高木の伐採を行う。

概　要 28年度推進状況 29年度取組予定（今後の方向性）

・正規雇用に対する助成制度の創設
・大学連携による人材確保の仕組みづくり

●保育所・園に対し正規雇用の依頼を行なっているが、助成制度の創設の検討には
　至っていない。
●大学生の新規就労や定着に向け、大学連携の中で方法を協議中。

●正規雇用化について町の支援制度の検討を推進する。
●大学との連携について協議を継続するとともに、学生が関わるプログラム創出
　を検討する。

・バス通学補助交付事務
●バス通学補助の交付（平成27年10月開始。利用実績：27年度208件、28年度377件）
　＊28年度は2月末までの状況

●当初想定より利用者が少なく、転出の歯止めには寄与できていないため、周知
　を強化するとともに、利用者に対するアンケート調査などにより、利用者の
　実態を把握する。

・子育て包括支援センターの機能充実
・子育てのワンストップサービスの提供
・相談業務
・子育て支援センター運営（充実・推進）

●子育て包括支援センターの設置については検討中であるが、担当係の職員増により
　きめ細やかな相談対応を実施している。
●子育て支援センターの運営。（利用者実績8,311人）　＊２月末

●子育て包括支援センターの設置を推進する。

・保育料軽減
・一時保育、障がい児保育推進
・病児、病後児保育の整備検討
・大学連携による保育サービス
・学童保育充実の推進

●保育料の軽減、一時保育や障がい児保育について推進中。
●大学との連携により、大学生が保育所を訪問するキャラバン隊の実施（あしやサンバ
　のレッスン）や、学童保育の指導員に対するスキルアップ研修のプログラムを作成。
●病時、病後児保育の整備について検討中。

●一時保育、障がい児保育の拡大に努める。
●大学連携による保育サービスの充実や、学童保育の指導員に対するスキル
　アップ研修を実施する。
●病時、病後児保育の整備について検討。

●出会いの場イベントの企画検討を行なった。
●出会いイベントの開催（１回）
●他自治体と連携した婚活セミナー等の開催や自衛隊との連携について協議調整
　を図る。

●さわやかプロジェクトを推進。 ●各事業の評価検証を行い、各事業の効果的な推進を図る。

・補助金交付事務、制度周知 ●補助制度の推進。（実績35件）

健康・こども課
子育て支援係

×

健康・こども課
子育て支援係

○

健康・こども課
子育て支援係

結婚・出産の希望実現

芦屋の子は芦屋で育て
る教育環境づくり

さわやかプロジェクトの推進

子どものあそび環境整備

・公園整備
（住民とのWSによる計画策定、設計、整備
工事）
・地域による見守り活動の推進
・多世代交流の場づくり

保育士確保対策

保育サービスの向上

・幼、保、小、中の連携による一貫教育
・豊かな心の育成、学力向上
・さわやかプロジェクトの推進
・特別支援教育の充実

・婚活セミナー等イベント開催
　（自衛隊や企業等との連携含む）
・同窓会開催支援

・子育て包括支援センター設置、相談業務
・不妊治療助成制度創設、推進
・出産祝金事務

進捗
状況

3 いきいき子育て支援

多様な子育て支援　サービスの充実と
総合的な展開

バス通学補助

健康・こども課
子育て支援係

△

健康・こども課
子育て支援係

○

●補助制度の推進と周知を徹底。
●制度の評価検証を行い、制度延長について検討。

●不妊治療助成制度を創設。（利用件数2件）
●出産祝金の推進。（実績75件）
●子育て包括支援センターの設置については検討中であるが、担当係の職員増により
　きめ細やかな相談対応を実施している。

●出産祝金、不妊治療助成制度の継続と周知を徹底。
●子育て包括支援センターの設置を推進する。

妊娠期から出産までの支援の充実1

―

出会いの場の創出

新婚・子育て世帯民間賃貸住宅家賃
補助制度の推進

20件

戦　略 施　策 所管課

出会いの場創出支援事業数 0件 0件

終目標
（H31）

―

― ― ― 1.72

0件

具体的な施策

結婚・出産の希望実現

出生率 1.67 -芦屋の子は芦屋で育てる教育環境づくり

いきいき子育て支援

芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略　事業進捗一覧

政策目標 Ⅲ　若い世代が安心して結婚・出産・子育てができる環境をつくる 基本目標
基準値
（H26) H27 H28 H29 H30 

　■進捗状況凡例

健康・こども課
子育て支援係

×

学校教育課
学校教育係

○

環境住宅課
交通・公園係

○

○

学校教育課
学校教育係

○
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【政策･施策名】

1

2

3 ◎ 目標達成又は一定の成果を出し持続している
4 ○ 計画どおり推進中
5 △ 若干計画より遅れている
6 × 未着手又は成果が出ていない

【各施策の実績･評価】

①

③

①

②

③

⑤

①

③ ・連携事業の推進、協議調整
●着地型観光による地域の魅力発信を図るため、体験プログラムを創出したイベント
　「水辺のくに博覧会」を開催。（27年度15件、28年度39件）

●体験プログラム「水辺のくに博覧会」を開催。主に担い手を育成する
　視点、圏域内への発信によるシビックプライド醸成を目的とする。

●北九州市営バスとの協議により、通勤通学時間帯の増便等を行なった。
●遠賀郡各町とのネットワーク化について、水巻町と北九州市営バス運行に関連し意見
　交換を行なった。

・連携中枢都市圏事業の推進
・事業実施課との調整
・北九州市との協議調整

●連携ビジョンに基づき共同で推進できる事業を実施。
　（下水道の広域化、バス交通、技術職員研修、こども文化パスポート、女性活躍
　　センター利用、若者就労支援センター利用、ブランド化事業）
●地方創生推進交付金による共同事業として、ブランド化・都市圏におけるプロモー
　ション事業を実施。

●連携ビジョンに基づく共同事業の推進。
●地方創生推進交付金による共同事業として、東京都浅草にある「まるごと
　にっぽん」に１ブース出展（年間常設）する。併せてPRイベントを開催し、
　共同で圏域の魅力発信を推進する。

●情報発信プロジェクトと連携し、動画やリーフレット、WEBなどを活用した町民むけの
　情報発信のコンテンツを制作。併せて町民むけに効果的な情報発信方法の調査研究を実施。
●体験プログラム、芦屋読本、あしや検定については未着手。

●27年度に発行した情報共有ガイドブックの啓発について実施する予定であったが
　未着手となった。
●自治区担当職員制度の第２ステップを推進。（計画どおり推進中）

企画政策課
企画係

△

福祉課
高齢者支援係

○

シビックプライドの醸成

2
みんなでつくるあし
や・協働のまちづくり

協働のまちづくりの推進
企画政策課

企画係
○

広域連携による公共交通ネットワークの推
進

1
交通ネットワークの充
実

芦屋タウンバス事業の充実

安全・安心な地域づくり

高齢者が生き生きと生活できる環境づくり

●公共交通維持確保計画をもとに、公共交通の維持確保を推進。
●芦屋中央病院移転建替に伴うバス路線の見直しを実施。
●バス停の整備を推進（２箇所）

概　要 28年度推進状況 29年度取組予定（今後の方向性）

●北九州市営バスの維持確保に努める。
●遠賀郡各町とのネットワーク化について各町と意見交換を行い、
　効果的な方法や実現可否について検討する。

・芦屋タウンバスの運行
・地域交通網計画策定
・バス車両の購入
・バス停の整備

●地域公共交通網計画を策定するとともに、芦屋中央病院移転建替に伴うバス路線の
　見直しについて検討を行なった。
●芦屋タウンバスの車両を購入（納車は29年度）
●バス停の整備を推進（2箇所）

・公共交通維持確保対策
・連携中枢都市圏構想による北九州市との協議調整
・遠賀郡各町とのネットワーク化検討

環境住宅課
交通公園係

○

●住民参画、情報共有に関する意識啓発のためのシンポジウム等を開催
　するなど、協働のまちづくりに対する啓発を推進する。
●自治区担当職員制度を計画的に推進。

企画立案
・町民むけ情報発信
・体験プログラムの検討、推進
・芦屋読本（仮称）の検討
・あしやカルタ、あしや検定

●各地域での地域交流サロン事業を推進。（18箇所で実施予定）
●地域包括ケアシステムの構築について引き続き推進。

・防犯パトロール推進（地域ぐるみの防犯活動）
・防犯街灯LED化、防犯カメラ設置
・自主防災組織の充実・強化
・地域での防災訓練実施

●防犯パトロールの実施。
●防犯街灯は計画的にLED化を推進中。（2年目／10年計画）
●自主防災組織による訓練など組織の充実を支援。

●防犯パトロールの継続実施。
●防犯街灯の計画的なLED化推進。
●自主防災組織が未設置の自治区（4区）に対する啓発、自主防災組織に
　よる地域での防災訓練の実施。

●情報発信プロジェクトと連携し、町民むけの情報発信や町民の意識
　啓発に努める。
●着地型観光プロジェクトと連携し、町民むけの体験プログラムなど、
　町民が町内の「ヒト・モノ・コト」に関心を持てるような仕掛けを推進。
●地域おこし協力隊による、ヨソモノ目線でみた芦屋の魅力をまとめた
　シビックプライド冊子を発行する。

・住民参画まちづくり条例の推進
・自治区担当職員制度の推進
・自治区活性化の推進
・ボランティア活動センターの機能向上

・サロン事業の推進
（地域で交流や相談ができる仕組みづくり）
・地域包括ケアシステムの構築

●各地域での地域交流サロン事業の推進。（11箇所）
●地域包括ケアシステムの構築について推進中。

96,500人

戦　略 施　策

芦屋タウンバス利用者 90,361人 93,680人 ― ―

― ― ―

―

25件みんなでつくるあしや・協働のまちづくり

広域連携の推進

H28 H29 H30 
終目標

（H31）

具体的な施策

交通ネットワークの充実

広域連携事業 0件 0件

3 広域連携の推進

北九州市との連携中枢都市圏構想の推進

遠賀・中間広域連携推進プロジェクトの推
進

所管課

芦屋町まち･ひと･しごと創生総合戦略　事業進捗一覧

政策目標 Ⅳ　ずっと済み続けたい、時代にあった地域をつくる 基本目標
基準値
（H26)

H27 

　■進捗状況凡例

・地域づくり課
　地域振興係
・環境住宅課
　環境衛生係
・総務課庶務係

○

企画政策課
企画係

○

企画政策課
企画係

○

進捗
状況

環境住宅課
交通公園係

○
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