
　　　第6次鳥栖市総合計画後期基本計画　リーディングプロジェクト体系（案）
資料２

リーディングプロジェクト 担当課 基本目標

環境保全活動を進めます。 環境対策課 1-1-1

ごみの減量化とリサイクルを進めます。 環境対策課 1-2-1

国際性を育む地域づくりを進めます。 市民協働推進課 4-9-2

市民の声を広く聴く機会の充実を図ります。 市民協働推進課 6-1-2

市民協働のまちづくりを進めます。 市民協働推進課 6-1-4

まちづくりの拠点としての利便性の向上を図ります。 まちづくり推進課 1-4-1

地域特性を活かした魅力ある拠点の形成を図ります。 総合政策課 1-4-3

情報化の推進を図ります。 情報管理課 6-2-1

地域間交流・広域連携の取組を進めます。 総合政策課 6-5-1

国道・県道の整備を進めます。 国道・交通対策課 1-7-1

機能を重視した効率的な道路整備を進めます。 建設課 1-7-2

生活道路の整備を行います。 建設課 1-8-1

小学校周辺交通安全対策を進めます。 建設課 1-8-2

地産地消の取組を進めます。 農林課 5-1-3

地域ブランドの強化を図ります。 農林課 5-1-4

魅力ある商店街づくりを進めます。 商工振興課 5-3-2

観光客の受入体制づくりを行います。 商工振興課 5-4-5

新たな産業の集積を図ります。 商工振興課 5-6-1

地域における健康づくりを進めます。 健康増進課 3-1-1

若い世代からの生活習慣病予防対策を進めます。 健康増進課 3-1-3

救急医療体制の充実を図ります。 健康増進課 3-2-1

待機児童の解消を図ります。 こども育成課 3-3-1

地域子育て支援拠点事業を進めます。 こども育成課 3-3-2

母子の健康管理への支援を行います。 健康増進課 3-3-4

介護予防を進めます。 社会福祉課 3-4-1

高齢者の地域における生活支援体制の充実を図ります。 社会福祉課 3-4-3

高齢者の生きがいづくりと社会参加の支援を行います。 社会福祉課 3-4-4

障害のある人の自立支援を充実させます。 社会福祉課 3-5-2

障害のある人の地域生活への支援体制の充実を図ります。 社会福祉課 3-5-3

多彩な文化事業の展開を図ります。 文化芸術振興課 4-4-1

スポーツ施設の整備・利用促進を図ります。 スポーツ振興課 4-6-2

留守家庭児童の居場所づくりの充実を図ります。 生涯学習課 3-3-3

特色ある学校づくりを進めます。 学校教育課 4-1-1

安全・安心な教育環境づくりを進めます。 教育総務課 4-1-3

文化財の保護を図ります。 生涯学習課 4-5-1

文化財の積極的な活用を図ります。 生涯学習課 4-5-2

防災体制の充実を図ります。 総務課 2-7-1

組織・人材の活性化を図ります。 総務課 6-3-3

適正な財政運営を行います。 財政課 6-4-2

具体的な取組

市民に信頼される市役所プロジェクト（仮称）
【総務部】

学ぶ意欲を育み、歴史が感じられるまちづくりプ
ロジェクト（仮称）
【教育委員会】

4-8-1

活力とにぎわいのある、安全で安心なまちづくり
プロジェクト（仮称）
【産業経済部】

スポーツを「する・親しむ・見る・出場する・応援する・
支える」機会の充実を図ります。

スポーツ振興課 4-6-1

共に生き、共につくるまちづくりプロジェクト
（仮称）
【市民環境部】

男女共同参画の意識を育て、豊かで多様な生き方を支える
取組を進めます。

市民協働推進課

市民の暮らしを支え、多様な文化が息づくまちづ
くりプロジェクト（仮称）
【健康福祉みらい部】

九州の拠点、まちづくりの拠点プロジェクト（仮
称）
【企画政策部】



リーディングプロジェクト 担当課 基本目標 事　務　事　業 担当課

創業に関する支援を行います。 商工振興課 5-2-3 ふるさと・しごと創生事業 商工振興課

農地流動化及び担い手政策を進めます。
新たな産業の集積を図ります。（再）

農林課
商工振興課

5-1-1
5-6-1

国家戦略特区 商工振興課、農林課、総合政策課

多様な就業機会の確保に努めます。 商工振興課 5-5-1 九州みらいジャンクション創出事業（テレワーク） 商工振興課

企業立地の取組を進めます。
多様な就業機会の確保に努めます。（再）

商工振興課
5-5-2
5-5-1

企業誘致戦略策定、多様な就業機会の確保、高齢者・女性等の雇用 商工振興課

新たな産業の集積を図ります。（再）
付加価値の高い産業の創出を図ります。（再）
農地流動化及び担い手政策を進めます。（再）
環境に配慮した資源循環型農林業を進めます。
地産地消の取組を進めます。（再）
地域ブランドの強化を図ります。（再）

商工振興課
商工振興課
農林課
農林課
農林課
農林課

5-6-1
5-6-2
5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4

新産業集積エリア整備事業、試験研究機関や大学等の連携推進、農地の流動
化や担い手育成、資源循環型農林業、地産地消の推進、農産品のブランド化

商工振興課
農林課

多様な居住ニーズに対応した支援の充実を図ります。 建設課 2-2-2 三世代同居住宅取得助成金 建設課

空き家対策を推進します。 建設課 2-2-3 空き家リノベーションマッチング事業 建設課

定住人口・交流人口獲得戦略策定 総合政策課

大学等と連携したまちづくりを推進します。 総合政策課 4-10-1 地元大学との連携による若者の転出抑制 総合政策課

中心商店街の活性化を図ります。
魅力ある商店街づくりを進めます。（再）

商工振興課
5-3-1
5-3-2

中心市街地の活性化、商店街の魅力向上 商工振興課

観光基盤整備を行います。
観光イベントの充実を図ります。
観光客の受け入れ体制づくりを行います。（再）

商工振興課
5-4-2
5-4-3
5-4-5

観光基盤整備、観光イベントの充実、観光客の受入体制づくり等 商工振興課

待機児童の解消を図ります。（再） こども育成課 3-3-1 待機児童解消事業 こども育成課

母子の健康管理への支援を行います。（再） 健康増進課 3-3-4 高校生入院まで医療費助成拡大事業 こども育成課

多様な就業機会の確保に努めます。（再） 商工振興課 5-5-1 女性の社会進出促進事業 商工振興課、市民協働推進課

男女共同参画の意識を育て、豊かで多様な生き方を支える
取組を進めます。（再）

市民協働推進課 4-8-1 若者結婚支援事業 市民協働推進課

公園・緑地の整備を進めます。 建設課 1-5-1 公園遊具リニューアル事業 建設課

特色ある学校づくりを進めます。（再）
多彩な文化事業の展開を図ります。

学校教育課
文化芸術振興課

4-1-1
4-4-1

小中一貫教育推進事業、教科「日本語」、アウトリーチ事業 学校教育課、文化芸術振興課

まちづくりの拠点としての利便性の向上を図ります。
（再）

まちづくり推進課 1-4-1 鳥栖駅周辺まちづくり事業 まちづくり推進課

地域における健康づくりを進めます。（再）
スポーツ施設の整備・利用促進を図ります。（再）

健康増進課
スポーツ振興課

3-1-1
4-6-2

（仮称）健康スポーツセンター整備事業
健康増進課

スポーツ振興課

水道料金体系の見直し 上下水道局管理課

小学校周辺交通安全対策を進めます。（再） 建設課 1-8-2 小学校周辺安全対策整備事業 建設課

スポーツを「する・親しむ・見る・出場する・応援する・
支える」機会の充実を図ります。（再）

スポーツ振興課 4-6-1 サガン鳥栖支援事業 スポーツ振興課

地域における健康づくりを進めます。（再）
救急医療体制の充実を図ります。（再）
地域の医療体制の構築を図ります。
市民協働のまちづくりを進めます。（再）
地域間交流・広域連携の取組を進めます。（再）

健康増進課
健康増進課
健康増進課
市民協働推進課
総合政策課

3-1-1
3-2-1
3-2-2
6-1-4
6-5-1

健康で生き生きと暮らせるまち（健康マイレージクラブ事業、ヤングデイ増
設、夜間休日医療、救急医療への対応）、市民協働のまちづくり、広域行政
の推進等

健康増進課
市民協働推進課
総合政策課

これからも選ばれ続けるまちづくりプロジェクト
（仮称）【企画政策部】

具体的な取組


