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中間市の今とこれから

中間市は、行財政改革の一環として中央公民館や市立病院
など公共施設の廃止という苦渋の決断をしました。
その一方で、市の将来を見据え、高齢者や子どもたちに向
けた取り組みを着実に行っています。
この臨時号では、市政報告として「中間市の今とこれから」
についてご説明いたします。

●行財政改革のご説明
○令和２年度に行った公共施設の廃止や厳しい財政状況など、みな
さんが不安に感じていることについてご説明
●高齢者が元気なまちに
○ケアトランポリン事業と青竹ふみ体操を紹介
●ふるさと納税
○寄付金額は急上昇、ますます注目が高まる中間市の返礼品を紹介
●中間市に新しい風を
○定住人口増加と地域の活性化を目指し、子育て世代向け地域優良
賃貸住宅「Livable なかま」を整備
○高性能化光触媒技術で感染対策
○空気製水機を導入し災害に備える
●連携から変わる未来
○未来のまちづくりのための中間市の取り組みを振り返る

高齢者が元気なまちに
中間市の高齢化率は県内でも高い水準にありますが、高齢者
のみなさんはまさに元気そのもの。いくつになっても元気で
過ごせるように、市は取り組んでいます。

ケアトランポリン事業
介護予防事業として平成 29 年度から始まった「ケア
トランポリンわいわい教室」
。年々開講する地区が増
え、市内 23 の自治会で 500 人を超える参加者で賑わ
いを見せていました。
その評判が広く伝わり、福岡県副知事や県内自治体は
もとより、熊本県内自治体、さらにはニュージーラン
ドといった海外から視察に訪れるほどでした。
しかし、昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影
響により教室を休止せざるを得なくなっています。一
刻も早く終息し、教室にみなさんの笑顔が戻ることを
待ち望んでいます。

参加者のメリット

●血流の改善や脳の活性化、骨密度の上昇などに効果
を発揮
⇒高齢者の健康づくり、健康寿命の延伸につながる
●外出するきっかけ
●他の参加者との交流の場

◀教 室で使用するケアトラン
ポリンは、直径１ｍのフレー
ムにＵ字型の手すりが付く。
安
 全性が高いうえに膝への
負担も軽いので、高齢者の
運動に適している。

行政のメリット

●住民の活力増進や社会保障費の抑制が期待できる

青竹ふみ体操
ケアトランポリン教室が長期間中止となり、自宅で過
ごす時間が増えた高齢者のみなさんのために、
「自宅
で手軽にできる運動」として、青竹ふみ体操を始めま
した。

青竹ふみ体操って何？

竹やプラスチックでできた青竹を使い、自分の体重を
利用しながら行う足裏マッサージとストレッチ・筋力
トレーニングなどを組み合わせた体操です。

どのように体を動かすの？

歌手のジュディオングさんの楽曲「青春のままに」に
あわせて、５分間程度青竹ふみを行います。
また、体操の前後にはストレッチや筋力トレーニング
を行います。
プログラムはその人の体調や体力に応じて設定できる
ので、スムーズに取り組むことができます。
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青竹ふみ体操の良いところは？

●
「第二の心臓」といわれる足を刺激することで血液
の循環が良くなることや、ホルモンのバランスを
整えるなどの効果が期待できます。
●簡単に取り組むことができ、無理なく自分のペー
スで運動できます。
●青竹は持ち運びができるので、場所を選ばす、一
人でも大人数でも手軽にできます。
●活動量が増え、フレイル（虚弱）の予防につながり
ます。
青竹ふみの動画は市のホー
ムページで公開するぬん♪
DVD の貸し出しもするので
介護保険課（☎ 245-7716）
に連絡してぬん♪

行財政改革のご説明
中央公民館、働く婦人の家、東部・西部
出張所を廃止したのはなぜですか？
中央公民館と働く婦人の家は、築後 40 年を経
過し、建物は老朽化し耐震性も確保しておらず多
額の改修費用を要すること、また生涯学習センタ
ーなど類似施設で代替機能を果たせるからです。
東部・西部出張所は、中間市の人口減少などに
より住民票などの発行業務が大きく減少したから
です。出張所廃止が市民サービスの低下とならな
いよう、市役所では時間外窓口を開設しており、
今後は証明書コンビニ交付を検討しています。
人口減少、急激な少子高齢化により、行政サー
ビスの規模や市民ニーズが大きく変化しており、
そうした流れにしっかり対応できるよう引き続き
公共施設の適正な管理を行ってまいります。

あらゆる予算が大きく削減されていますが、
どうしてですか？
収支のバランスをとるため、事業の見直しを行
っていることによるものです。
本市では平成 27 年度以降、支出が収入を上回
る状態が続き、その穴埋めとして貯金にあたる基
金を取り崩しながら収支のバランスをとっていま
した。しかしながら、その基金も残り少なくなっ
ており、また収入の範囲で支出する体質に変えな
い限り安定した市政運営はできないため、市民の
皆様には負担をお願いすることとはなりますが、
事業の抜本的な見直しを行っているところです。

厳しい財政状況はいつまで続くのですか？
今後、効果的な政策を実行しなければ、厳しい
財政状況はずっと続きます。
収入と支出のバランスを考えた場合、人口減少
や景気低迷が続けば、当然、本市の収入も減少し
ます。一方で、高齢化の進展や、多くの老朽化し
た公共施設の維持保全にかかる費用がこれまでど
おりの高い水準で必要となる状況が続く限り、厳
しい財政状況が続きます。そうならないためには、
先に述べた収入の増加策に加えて、人口や財政の
規模に合わせて公共施設の配置状況を見直すこと
が必要となります。

市立病院を廃院したのはなぜですか？
医師２人が退職したことにより経営状況が大き
く悪化し、医師確保の取り組み・人件費抑制など
の経営改善を図りましたが、抜本的な解決には至
りませんでした。
地方独立行政法人、指定管理者、民間移譲など、
経営形態改善の検討を行い、実現可能な民間移譲
の方針を決定しましたが、相手先医療機関との交
渉が不調となる結果となりました。
このまま病院を存続させると、令和３年度途中
で金融機関からの借入金が限度額７億円を上回っ
てしまい経営破綻となります。そうなれば患者様
の転院先確保に要する時間もなくなり、病院利用
者の方に深刻な影響を与えてしまうのです。あわ
せて毎年市の一般会計から多額の繰入金支出が必
要です。そうした一般会計からの支出は、市立病
院を利用していない方が納めた税金を使うことに
なり、他の行政サービスに影響が生じかねません。
さらに施設は著しく老朽化しており早期の建て替
えが必要ですが、多額の費用が生じてしまいます。
こうしたことから、廃院せざるを得ないという苦
渋の決断となりました。
市立病院が廃院となり、みなさまには多大なご
迷惑をおかけしております。中間市としては、地
域の医師会や近隣の医療機関などとしっかり連携
し、市民の皆様が安心できる医療提供体制を整え
ていきます。過去の診療など不安なことなどがあ
りましたら、市立病院清算事務室（☎ 093-2450981）へ遠慮なくお問い合わせください。

このままいくと中間市は破綻するのですか？
人口規模や財政規模に見合った行財政運営を行
えば財政破綻することはありません。
収支バランスがとれない主な要因は、支出面で
高齢化などにより社会保障関連経費が増加する一
方で、収入面で人口減少や景気低迷により税収や
地方交付税などが伸び悩んでいることです。
何も対策をとらずにこのままの状態が続けば、
近い将来、確実に財政破綻することとなってしま
います。そうならないためには、人口を増やし、
企業誘致を行うことで、税収などの自主財源を増
やすことと併せて、徹底した支出の見直しが必要
となります。
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中間市に新しい風を

ふるさと納税

若い世代の人が住みたくなるまちづくりに加え、より親しみ
やすく、より安心して利用できる市役所となるように、新し
いものを取り入れています。

中間市を応援してくださる方々や登録いただいている地元事
業者さんのおかげで、
「ふるさと納税」の寄付金額は毎年順調
に増加しています。

中

鶴地区に子育て世代を主軸とした中堅所得者向
けの定住促進住宅として、地域優良賃貸住宅
「Livable なかま」を PFI 手法により整備しました。
PFI とは、民間の資金と経営能力・技術力を活用し、
公共施設などの設計・建設・維持管理などを行う公
共事業の手法で、民間のノウハウによる質の高いサー
ビスの導入や市財政の平準化を図ることができます。
同地区では公営住宅の建て替えも行われており、市
の定住人口増加や中鶴地区全体の活性化を図ります。
リ ヴ ァ ブ ル

市

役所のフロアマネジャーと市民課窓口職員が制
服の着用を始めました。清潔感と親しみやすさ、
動きやすさを求め、案内役がわかりやすく、市役所
の印象を変える第一歩として採用されました。
また、市民課と健康増進課の窓口には木製のカウン
ターと椅子を設置し、木の温もりが感じられる空間へ
と生まれ変わりました。今は職員の DIY による飛沫
拡散防止用シートを設置していますので、コロナ禍
でも安心して利用できます。

94,072件

【件数】
49,938件
34,961件

48,872件

2,135件

【寄付金額】

３億
4,492万円

12億
6,297万円

５億
3,998万円

６億
2,043万円

1,806万円

H28

H29

H30

R1

R2（見込）

寄付金額は平成 29 年度に３億円を超え、
令和元年度には６億円を突破。さらに令
和２年度の寄付金額は、前年度の２倍以
上となる 12 億円を超える見込みです。
その要因としては、市内事業者のみなさ
んの協力により魅力的な返礼品を取りそろ
えていることや、手続きのシステム効率化
を行ったことなどが挙げられます。
中間市を応援してくださる方々の思いをし
っかりと受け止め、未来のまちづくりへと
つながる貴重な財源として活用させてい
ただいています。

わがまちの返礼品を紹介します
応援していただいた人には、返礼品として次のような特産品をお贈りしています。
市内事業者さん自慢の品を市外に住む親戚や友人にぜひ紹介していただき、中間
市の魅力発信への協力をお願いします。

●入居の問合先 不動産のデパートひろた中間店 ☎ 0120（767）550

空験導入されています。

気から水をつくる空気製水機が市役所１階に試

株式会社アクアムから無償貸与されたこの製水機は、
太陽光や蓄電池と組み合わせれば停電や断水時にも
安全な飲料水を確保することが可能なので、災害対
策機器としての活用も期待できます。
環境への配慮から紙コップを用意していませんので、
コップやマイボトルを持って来てご利用ください。

高中間市で行われました。

性能化光触媒技術の導入に向けた実施テストが
お う の てるひさ

九州工業大学・横野照尚教授の研究チームが開発し
た光触媒を市役所の洗面所と保健センターの壁や床
にスプレーし、その効果を検証。室内の LED や蛍光
灯の光を受けて化学反応することでウイルスやカビ
類などを分解する性能のおかげで、高い殺菌効果を
確認することができました。

博多若杉牛もつ鍋セット

空間除菌脱臭機

創業 1981 年の老舗もつ鍋店「博多
若杉」のもつ鍋は、新鮮なぷるんぷ
るんの柔らかな国産牛小腸のみを使
用した、甘い脂の口どけが魅力です。
お野菜を入れるだけで、本場の博多
もつ鍋が家庭で再現できます。

光触媒は、光が当たるたびにウイルス・
細菌・臭いを分解除去してくれます。
「株
式会社フロム工業」のクリーナーは、光
触媒をコーティングしたフィルターを搭
載しています。また、内部には強い光を
発する LED を搭載していますので、光
触媒を反応させ効率よく分解除去してく
れます。

マルゴめん海藻入
九州醤油で煮込んだ厚揚げト
ッピング & 白だしスープ付
遠賀川水系の豊かな水で育った中
間市のお米を米粉にし、5 つの海藻
を配合した「株式会社マル五」のヘ
ルシーな米粉麺で、スープはカツオ
とコンブをきかせた白だしスープで
す。グルテンフリーなので、アレル
ギーを持つお子さんにも安心です。
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世界首長誓約／日本

連携から変わる未来

2020. ６.17

環境循環型都市を目指し、世界気候エネルギー首長誓
約の日本組織（事務局：名古屋大学）に加盟しました。
国内の自治体では 23 番目です。

これまでに実現した８つの協定・加盟は、全てが中間市のま
ちづくりに賛同いただいたものです。
こうしてできたつながりを大切にし、私たちはさまざまな地
域の課題解決に取り組みます。

■主な誓約事項
１．2030 年の温室効果ガス排出量は国の削減目標以上
の削減を目指します。
２．気候変動などの影響に適応し、レジリエント（強靭）
な地域づくりを目指します。

九州大学都市研究センター

2020.12. ７

国立大学法人九州大学・九州大学都市研究センターと
「新国富指標」を活用したまちづくりを進めます。
豊かで持続可能な社会を評価する新たな物差し「新国富
指標」により、これまでの指標では難しかった人・モノ・
環境の総合的な評価ができるようになるため、今後さ
まざまな評価への応用が期待されます。
また、みなさんがより長く健康でいられる社会を目指
した医学住宅などの実現に向けて活動していきます。

大塚製薬株式会社

2020.12.21

この協定を受け、３月 30 日に「熱中症アドバイザー養
成講座」を開催。福田健次市長と片平慎一教育長が受
講し、アドバイザーの資格を取得しました。市長と教
育長の取得は全国初です。適切な水分補給やイベント
開催時に注意することなど、熱中症に関する正しい知
識習得の機会を提供していただきました。

Click Holdings 株式会社
ク

リ

ッ

ク

ホ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

■主な連携項目
１．新国富指標の導入
２．共同研究等の研究協力
３．同センターの研究者及び学生に対する、中間市に
おけるフィールドワーク等の研究機会の付与
４．研究成果の地域への還元及び普及啓発の推進
５．SDGs に関すること
６．医学住宅等による健康寿命促進の取り組み

■主な連携項目
１．健康づくりに関すること
２．食育・栄養に関すること  
３．スポーツ振興に関すること
４．災害対策支援に関すること
５．その他、地域課題の解決に関すること

ソフトバンク株式会社

ソフトバンクにとって、県内の自治体で２例目となる協
定が中間市との間で結ばれました。
この協定では、同社が持つ ICT（情報通信技術）を重要
な分野に活用するだけでなく、同社社員２人が「中間市
特命アドバイザー」に就任する人的サポートの提供も。
今後は市職員と一緒に地域の課題解決を図ります。

株式会社イワタダイナース

ペ

パ

ー

■主な連携項目
１．教育支援の充実に関すること
２．子どもたちの安全に関すること
３．お年寄りの安全に関すること
４．食品循環資源の協力に関すること
５．SDGs に関すること

つながりから生まれた教育

2021. １.15

明治安田生命保険相互会社

ッ

■主な連携項目
１．教育支援の充実に関すること
２．子育て支援の充実に関すること
３．防災・減災に適切に対応できる環境整備に関すること
４．働き方改革に関すること
５．SDGs に関すること

2020.11.25

ピザ・お好み焼きの宅配事業「ピザクック」を運営し、
市内にも店舗を構えているので、その配達網を生かし
た子どもの見守り活動に協力していただきます。
また、人型ロボット「Pepper」* 導入費用を同社が負担
し、教育委員会へ３年間無償貸与する取り組みを通し
て、プログラミング教育の充実につなげています。

ス

ゲーム事業や映像・音楽制作事業などを手掛け、IT
分野でのエンターテインメントコンテンツを提供する
Click Holdings との協定は、産業の振興や観光推進を
目的に締結されました。
この協定により、チェーンレス自転車製造工場の市内
建設やこの自転車をふるさと納税返礼品とすること、
ｅスポーツ大会・キャラクターイベントを市内で開催
することなどが検討されます。

2020.9.10

ー ロボットと学ぶプログラミング ー
■主な連携項目
１．地域活性化に関すること
２．雇用振興に関すること  
３．ふるさと納税に関すること
４．ｅスポーツに関すること  
５．中間市政の PR に関すること
６．映像及び音楽制作に関すること
７．観光推進に関すること

▲市 内 企 業 様 か ら
寄贈された株式
会社リビングロボ
ット開発の「メカ
トロウィーゴ」。

昨年度からすべての小学校で必修化されたプログラミング教育。
新たな授業のスタートは、児童も先生も初めての経験でした。
しかしその不安を和らげてくれたのが、各企業とのつながりによ
り教育現場に導入されたユニークなロボットたちです。
プログラミングへの苦手意識を、思いどおりにロボットを動かす
楽しさに変え、子どもたちは学んでいます。

▲ソ フト バ ン ク と
イワタダ イナー
スの 協 力により
授業で大活躍中
の 人 型 ロ ボ ット
「Pepper」。

2021. ３.16

地域の暮らしと健康を豊かにするために取り組み、地
域に密着した最も身近な生命保険会社を目指す明治安
田生命。同社の豊富な知識と経験を活用させていただ
き、みなさんの健康づくりと地域活性化につながる活
動を行っていきます。

■主な連携項目
１．健康増進に関すること
２．政府も認める新たな社会課題解決型地方創生イベ
ントに関すること  
３．フットパス・ウォーキングイベントに関すること    
* 人型ロボット「Pepper」は、ソフトバンクロボティクス株式会社の商標及び登録商標です
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株式会社ジョブ・ネット

2021. ３.24

広報なかま
令和３年５月臨時号
■ 発行 福岡県中間市役所〒 809‐8501 福岡県中間市中間一丁目１番１号
■ 編集 市長公室広報係 TEL  093（246）6271 FAX  093（245）5598
■ ホームページ http://www.city.nakama.lg.jp/
■ メールアドレス koho@city.nakama.lg.jp

ジョブネットには、福岡を拠点に活動する人気グルー
（写真）をはじめ多くのアイドルが所属して
プ「LinQ」
います。その所属タレントの画像の無償提供や市内の
世界遺産・観光名所を PR
するための活動へ協力し
ていただくことになりま
した。
また、この協定にあわせ
て LinQ が「中間市未来の
まちづくりアンバサダー」
に就任。先月のラジオの
レギュラー番組では、福
田市長と一緒に中間市を
PR してくれました。引き
続き LinQ のみなさんと
協力して、中間市の魅力
を発信していきます。
活 躍の場を広げる LinQ
と中間市はさらに盛り上
がっていきますので、ど
うぞご期待ください。
リ

ン

ク

■主な連携項目
１．所属タレントの無償肖像提供に関すること
２．中間市の PR を目的とした活動の協力に関すること

未来のためにやるべきこと

■ 今回の「広報なかま臨時号」にかかった経費は１部約 11 円です。
■「
 広報なかま」の配布は発行日から開始します。みなさんのお手元に
３日以内でお届けできるようにしています。

中間市は、公共施設の配置状況を見直す
など人口や財政規模に合った市政運営を行
い、真の「コンパクトシティ」実現のため
全力で取り組んでいます。
厳しい財政状況下にありますが、本市に
は幸いにもたくさんの魅力と観光資源、そ
して何より市民のみなさんのエネルギーが
あります。その力を活用させていただき、
未来へのまちづくりを進めて
いきます。取り組みは動画で
見ることができますので、ぜ
ひご覧ください。
市公式 YouTube

■ 点字・声の広報なかまを発行しています
目が不自由な人に「広報なかま」を点字または朗読テープにしてお届けします。詳しくはお問い合わせください。
●問合先 市長公室広報係
☎（２４６）６２７１
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