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１．総合戦略の策定について 
（１）策定の趣旨 

首都圏など、一部の大都市を除き、全国的に人口が減少しており、本市においても今後、人口減少

が見込まれる。 

本市の人口は 1995 年（平成 7 年）の 24.7 万人をピークに緩やかに減少を続け、2010 年（平成 22

年）には 23.8 万人となり、45 年後の 2060 年（平成 72 年）には、現在の約 2/3 の 15 万人まで減少す

ることが予測される。2060 年（平成 72 年）の人口を年齢階層別に見ると、少子・高齢化が進行し、

高齢化率は 39％となり、概ね 3 人に 1 人が高齢者となることが予測される。一方で年少人口割合（14

歳以下）及び生産年齢人口割合（15～64 歳）は減少し、特に生産年齢人口割合の減少率が高くなって

いる。 

 人口減少や少子・高齢化は、市場の縮小や労働力の減少による経済活力の低下を招き、若年層に魅

力ある働く場の減少が進むため、さらなる人口減少、少子・高齢化につながる負の循環を生み出す。 

また、経済成長を前提に設計された社会保障制度の維持や人口の増加を背景に整備された社会基盤

の維持が困難になることが懸念される。 

 今後、人口減少、少子・高齢化に歯止めをかけ、それに起因する諸課題の克服や地域経済の活性化

につなげていくことで、人口ビジョンに示した将来展望を実現し、活力に満ちた持続可能な地域社会

を構築していかなければならない。そのための政策の基本的方向などを本市のまち・ひと・しごと創

生総合戦略として取りまとめる。 

 

（２）総合戦略の位置付けと期間 

 平成 27 年度からスタートした第２次総合計画において、本市の政策の基本的方向と施策の取組方針

を取りまとめているが、その中でまち・ひと・しごとの創生に焦点を当てて、重点的に取り組む施策、

新たに取り組む事業を示した戦略を、本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略と位置付ける。 

また、本総合戦略は、人口ビジョンに示した 2060 年の本市の将来展望の実現に向けて、2015 年度

（平成 27 年度）から、2019 年度（平成 31 年度）までの５年間で取り組む政策を取りまとめている。 
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（２）ライフステージに応じた“選ばれるまち”の創生 

就労、結婚、妊娠、出産、子育てなど、ライフステージにおける様々な局面において効果的な施策

を展開し、暮らしやすさを実感できる“選ばれるまち”を創っていく。 

また、進学や就労による転出者が、いずれ帰ってきたくなるような“ふるさと”としての魅力を持

ち続ける“帰ってきたくなるまち”を創っていく。 

 

 

（３）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

 「ひと」が集まるためには「しごと」が必要であり、「しごと」ができるためには、「ひと」がいな

いといけない。そのため、商工観光業や農林水産業など、市内の産業の振興を図ることで地域経済の

活力を維持し、“しごと”を生み出すとともに、市外への“ひと”の流出を抑えつつ、市内への“ひと”

の流れを創りだすことを同時に、かつ一体的に進め、「しごと」と「ひと」の好循環を確立する。 

 あわせて、「しごと」と「ひと」の好循環を支える「まち」の創生に取り組んでいく。 

 

 

 

３．本市の「まち・ひと・しごと創生」における現状と課題 
 

（１）市場の縮小と労働力の不足 

本市は第三次産業の就業人口割合が大きく、市内及び周辺市町をマーケットとした業種が多いこと

から、地域全体の市場の縮小など、人口減少の直接的な影響を受けることが考えられる。 

また、人口減少や少子・高齢化に伴い生産年齢人口も減少し、2025 年の約 12.5 万人から 2060 年に

は約 7.6 万人になり、長期的には労働力が不足することが予測される。 

特に担い手不足が深刻な第一次産業においては、高齢者の就業割合が大きく、農業では 60 歳以上の

就業者が 60％を超える一方で、30 歳未満は 3.5％しかいない。林業や漁業も同様の傾向を示しており、

若年層にとって第一次産業が魅力的な働く場となるよう就業環境等の改善が求められる。 

 

 

 

（２）市外へのマネーの流出 

平成 24 年度に実施した地域経済構造分析調査によると、市民は市内で生産された製品やサービスだ

けではなく、市外からも購入（移輸入）しており、その額が市内生産品の市外への販売（移輸出）を

大きく上回っているため、市内経済の対外的な収支は赤字となっている。さらに、製造業などにおい

て、市外からの原材料等の調達が多いことや、市外在住者が市内で得ている雇用所得を持ち帰ってい

ることなどから、市全体で約 8,900 億円のマネーが市外へ流出している。そのため、本市の経済構造

の改善に向けて、市内生産品の需要喚起や市外への販売額の拡大により、市内でのマネーの循環を高

めていくことが求められる。 
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（３）人口の転出超過 

 本市の人口の動きを社会動態で見ると、1984 年（昭和 59 年）以降、転出数が転入数を上回る社会

減の状況が続いている。特に 15 歳～19 歳（男性）、20 歳～24 歳（男女）の転出超過が突出しており、

市外への進学・就職が多いことが大きな要因だと考えられる。 

 また、他地域との転入・転出の状況は、転出が超過している地域としては福岡県がもっとも多く、

次いで東京都、大阪府となっており、大都市への転出が多いことが分かる。 

 これらのことから、人口の社会減対策としては、若年層の進学・就職期の転出を抑制することが、

効果的だと推察される。そのためには、市内に若年層にとって魅力ある進学先や働く場が必要である。 

 

 

 

（４）少子・高齢化の進行 

 本市の人口の動きを自然動態で見ると、2006 年（平成 18 年）以降、死亡数が出生数を上回る自然

減が続いている。自然減や団塊の世代の高齢化に伴い、高齢化率は上昇を続け、この傾向は 2060 年（平

成 72 年）まで続くことが予測される。 

 本市の合計特殊出生率は 1.56 であり、全国の合計特殊出生率 1.41 よりも高いものの、佐賀県の合

計出生率 1.61 よりも低く、人口維持に必要な合計特殊出生率である 2.07 とは、大きな差がある。こ

れらの状況は、若年層の市外流出が多いことに加え、未婚化や晩婚化が進んでいることが一因として

考えられ、さらに少子化が進行することが予測される。そのため、結婚、出産、子育てなど、ライフ

ステージに応じた切れ目のない支援により、子どもを産み育てやすい環境づくりが求められる。 

 

 

 

（５）人口減少による生活利便性への影響 

 少子化や人口の転出超過が続き、市内全体で人口の減少が見込まれるが、特に人口の少ない中山間

地域などにおいては、地域コミュニティの維持が困難になることなどが懸念される。 

 また、平成 25 年８月に実施した市民意向調査によると、「通勤・通学などの交通が不便である」や

「福祉や医療の面で不安がある」、「買い物などの日常生活が不便である」といった回答が多く、生活

の利便性が低いと認識している市民が多いことがうかがえる。今後、人口減少により民間利便施設・

サービスの撤退が考えられ、さらに利便性が後退することが懸念される。 
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４．基本目標 
国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方や政策５原則、本市の人口ビジョンを

踏まえ、まち・ひと・しごとの創生と好循環を確立し、人口減少問題の克服と地域経済の活力を維持

していくために、以下のとおり基本目標を定める。 

 

 

（１）経済の活力と安定した雇用の創出 

 住む人を増やし、人口の社会減に歯止めをかけるためには、生活の基盤となる就労の場が必要であ

り、雇用の数を増やしていくことが求められる。また、本市の人口の転出超過の傾向として、15 歳～

24 歳の若年層の就職期における転出が多いことから、若年層にとって魅力ある雇用が少ないことが考

えられる。そのため、人口の社会減を抑制するためには、「雇用の量」を増やすこととあわせて、「雇

用の質」の向上も求められる。 

 経済の活力を維持していくことが、安定した雇用の「量」と「質」を生み出すことにつながること

から、本市の自然や歴史、文化などの多様な地域資源を活かした付加価値が高い地域産業を育成する

ことで、社会経済環境の変化に対応した足腰の強い産業構造の構築と就業機会の創出をめざしていく。 

 そのためには、企業誘致により新たな雇用の場を創り出すとともに、既存の地域産業の育成により

雇用の場を拡大していかなければならない。まず、観光については本市の観光の魅力を増すことで、

観光客数と一人当たりの観光消費額を増加させ、観光を本市の主要な産業に育てていく。また、農林

水産業においては、新規就業者の確保や生産性の向上、地域ごとの気候や地形などの特性を活かした

事業展開により、成長産業への転換を図っていく。さらに、本市の中心産業である商工業においては、

市内の中小企業を支えていくとともに、創業や新製品の開発、販路の拡大など、新たな展開の可能性

を支援していくことで、本市の産業基盤を強固にすることにとどまらず、さらなる成長につなげてい

く。 

 

 

 

（２）市内への人の流れの創出 

 人口の社会減を抑制するためには、人口の転出超過の原因となっている 15 歳～24 歳の若年層の進

学・就職期における市外への転出を抑制するとともに、移住の促進などにより本市への人の流れを創

り出すことが必要である。 

 そのために、若年層にとって魅力ある雇用の場を創出することで市内への就職を促進させるととも

に、本市の豊かな自然環境を活かして安心して暮らすことのできる環境を整備し、ＵＩＪターンや移

住を促進する。 

 また、地域資源を活かしたプロモーション活動など本市の認知度向上やイメージアップにつながる

取組を進めるとともに、郷土への誇りや地域への愛着を育てることで、次世代を拓く人材の育成とふ

るさとづくりを進め、市外への人の流れの抑制と市内への人の流れの創出につなげていく。 
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（３）子どもを産み育てやすい環境の創出 

 人口の自然減に歯止めをかけるためには、出生数を増やしていく必要がある。また、本市の合計特

殊出生率は 1.56 であり、人口維持に必要な合計特殊出生率である 2.07 とは、大きな差がある。出生

数を増やしていくためには、経済的な面や健康、保育、仕事との両立などの子育てに対する負担や不

安を軽減し、子どもを産み育てることにつなげていくことが必要である。 

そのためには、まず、若年層の結婚希望をかなえるとともに、その後の妊娠・出産・子育てなどラ

イフステージに応じた切れ目ない支援により、安心して子育てが出来る環境を創出する。 

また、出産後も継続して就業でき、子育てをしながら働き続けられるような、仕事と子育てを両立

しやすい職場環境づくりを推進するなど、仕事と生活の調和が取れた働き方ができる社会の実現に向

けた取組を行う。 

 

 

 

（４）利便性が高く、持続可能な地域社会の創出 

雇用の場の拡大や子育て支援などによる人口減少問題の克服に取り組むものの、その成果が現れる

までには相当の期間を要するため、人口減少が進むことを踏まえつつ、利便性にも配慮した効率的か

つ自立した都市経営が求められる。 

そのため、中心市街地を核とした拠点性が高いコンパクトなまちづくりを進めるとともに、地理的・

歴史的なつながりなどの特性を踏まえた地域における拠点性の維持を図る。 

あわせて、地域が抱える多様な課題を行政だけでなく、市民、事業者、市民活動団体等の多様な主

体により解決していく「参加と協働」によるまちづくりを進め、地域における人のつながりを大切に

しながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の創出をめざす。 
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５．政策の基本的方向 
国・県の総合戦略における政策の基本方向、本市の現状と課題などを踏まえ、基本目標の実現に向

けて政策を展開していく。 

 また、人口ビジョンに示した 2019 年（平成 31 年）における人口展望は、229,000 人であり、推計

値と比較すると 2,500 人の差が生じている。この差を埋めるために、特に本市の特長を踏まえた以下

の３点を軸としながら、市民、企業、金融機関、ＮＰＯなどの様々な主体が連携し、地域が一体とな

って取り組んでいく。 

 

 

  ●「若年層の進学・就職期」における「福岡都市圏への流出」に対応した取組 

⇒ 短期的には社会減対策、長期的には自然減の対策 

  ●「雇用」を生み出すための「地域経済の活性化」に向けた取組 

⇒ 生活の基盤として社会動態と自然動態ともに影響を与える人口減少問題対策の土台 

  ●「出生率の向上」に向けた「子どもを産み育てやすい環境」づくりのための取組 

⇒ 人口減少問題の根本的対応策 

 

 なお、本総合戦略に示す施策の推進にあたっては、財政状況を踏まえるとともに財源の確保に努め

ていく。 

 

 

 

 

 

（１）経済の活力と安定した雇用の創出   

【重要業績評価指標［ＫＰＩ］：新規雇用者数 （H27～H31：2,000 人）】  

 

①企業誘致による雇用の拡大 

「しごと」と「ひと」の好循環を確立するためには雇用の創出が必要であり、企業誘致は効果的か

つ即効性のある手段である。 

本市は、自動車産業を始めとした製造業が集積する北部九州に位置していること、高速道路アクセ

スにも優れていることなどの立地面での優位性を活かし、製造業を中心とした企業誘致に取り組み、

雇用の拡大に努めてきた。今後は、従来からの製造業を中心とした企業誘致に加え、比較的災害が少

ない地域であることを活かし、特に若年層の雇用の受け皿として魅力的な雇用の場の創出につながる

「企業の本社機能・事務所機能」を含めた企業誘致に積極的に取り組んでいく。 

また、今後成長が見込まれるバイオマスなどの新技術分野やその関連産業の企業誘致を進め、誘致

企業と地場企業とのマッチングや関連企業の集積による新たな産業の創出につなげていく。 
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（ⅰ）多様な雇用機会の創出 

＜取組内容＞ 

首都圏企業に対する本社機能・事務所機能の移転可能性の調査や市内における受入用地等の調査を

実施するとともに、対象企業の従業員への生活環境等への支援策についても検討する。また、多様な

雇用の機会を生み出すため、市内へ進出する可能性のある企業についての情報収集と働きかけとあわ

せ、進出企業の安定した経営と雇用の確保のため、初期投資や運営面などでの支援を行っていく。 

 

○ 首都圏企業本社機能等移転の取組 

○ 企業誘致の推進 

○ 進出企業の支援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■企業誘致による新規雇用者数 （H27～H31：1,250 人） 

 

 

（ⅱ）新産業育成による雇用の創出 

＜取組内容＞ 

成長が見込まれるバイオマスなどの新技術分野やその関連産業の企業誘致を進め、誘致企業と地場

企業とのマッチングや関連企業の集積による新たな産業を育成することで雇用の創出を図る。 

具体的には、清掃工場のごみ処理過程から発生する二酸化炭素を分離回収し、農業や藻類の培養に

活用するなど、バイオマス由来の資源・エネルギーを活用した新たな産業を育成することで雇用の創

出を図る。そのため、新たな産業化の可能性や関連企業誘致のための投資動向等の調査、バイオマス

関連企業・大学との共同研究、企業誘致やバイオマス関連技術集積のための環境整備を行う。 

あわせて、市民向けのシンポジウムなどを通してバイオマス産業都市としての取組の推進につなげ

ていく。 

また、市民運動として春と秋に実施している「川を愛する週間」において発生する除草くずや浚渫

土の酵素式有機物処理についての検討を行うなど、地域の課題に対応した新産業の育成による雇用の

創出を図っていく。 

 

○ バイオマス資源・エネルギーを活用した取組の推進と産業の創出 

○ 除草くず及び浚渫土の酵素式有機物処理の検討 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■バイオマス等関連企業の誘致数（H27～H31：4 社） 
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②観光振興による経済の活性化 

 本市は、北部に広がる山間地の自然や温泉・ダム湖、南部の有明海の豊穣な干潟などの自然、広大

な平野に広がる田園風景、市街地の歴史ある景観など多様な地域資源を有している。また、九州最大

の都市である福岡市に隣接し、鉄道や高速バス路線も多く、市内に立地する九州佐賀国際空港には首

都圏や東アジアとの路線が就航するなど、アクセスの利便性も向上している。 

しかし、本市の観光客数は年間約 300 万人であり、一人当たりの消費額は 6,000 円程度と、地域の

魅力を十分に産業に結びつけられていない。 

今後は、多様化する観光ニーズに対応し、本市ならではの地域資源を活かした観光の魅力を高めて

いくとともに、コンベンションやスポーツを通した誘客を積極的に進め、国内外からの観光客誘致と

消費拡大を図っていく。 

 

 

（ⅰ）地域資源を活かした魅力的な観光地域づくり 

＜取組内容＞ 

毎年、秋に開催している「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」には、例年 80 万人を超える

来場者があり、熱気球は本市で最も訴求力がある地域資源である。平成 28 年には「熱気球世界選手権」

を開催し、さらなる認知度の向上を図るとともに、大会開催期間以外にも熱気球に触れることができ

るバルーンミュージアムを整備し、年間を通じて熱気球を活かした観光客誘致を図る。 

 また、平成 27 年には、三重津海軍所跡の世界文化遺産登録、東よか干潟のラムサール条約湿地への

登録など、本市が有する地域資源の価値が世界的に認められた。これを契機に、観光客誘致につなげ

ていくための交通アクセスや施設などの整備、魅力や価値の情報発信を行っていく。 

 その他、歴史的な建築物や街並み、市街地を中心に点在する 800 体を超える恵比須像など、本市の

文化、歴史、自然などの特長的な資源を活かした効果的な情報発信や観光ルート等の商品開発などに

より、魅力的な観光地域づくりを進める。 

 

○ 熱気球を活用したイベントの充実と年間を通した観光客誘致の推進 

○ 三重津海軍所跡（世界文化遺産）を活かした観光客誘致の推進 

○ 東よか干潟（ラムサール条約登録湿地）を活かした観光客誘致の推進 

○ 恵比須像を活かした観光客誘致の推進 

○ 歴史的建造物・景観を活かした観光客誘致の推進 

○ 地域資源を活かした観光ルート・商品の開発 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■観光入込客数（日帰り客） （H26：300 万人 ➠ H31：330 万人） 

 ■観光入込客数（宿泊客）  （H26：60 万人 ➠ H31：70 万人） 

 ■経済波及効果       （H26：300 億円 ➠ H31：359 億円） 
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（ⅱ）コンベンションやスポーツによる誘客 

＜取組内容＞ 

 観光地としての魅力の向上に加え、会議等のコンベンション誘致やスポーツを通した交流人口の拡

大につながるＭＩＣＥ関連の取組を推進する。 

 具体的には、各種大会や会議等のコンベンションの誘致にあたって、各種団体への働きかけや、一

元的な情報提供など総合的なマネジメントを行うための体制づくり、コンベンション開催のための支

援を行うことで、本市におけるコンベンションの誘致を推進していく。 

 また、スポーツを通して多くの人が本市を訪れる機会を創出するために、国内外からのスポーツキ

ャンプやスポーツ合宿の積極的な誘致を行うとともに、その基盤となる施設の充実を図る。 

さらに、北部山間地に広がる富士しゃくなげ湖（嘉瀬川ダム湖）を活用したボート競技などの水上

スポーツの環境整備や県内唯一のフルマラソンである「さが桜マラソン」の全国への周知を図ること

で来訪者の増加や経済効果の拡大をめざす。 

 

○ コンベンション誘致の推進 

○ スポーツを活かした誘客の推進 

○ ＭＩＣＥ関連事業を効果的に行う体制づくり 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■大会等誘致数 （H27～H31：123 団体） 

 ■スポーツを通した交流人口 （H26：10,782 人 ➠ H31：12,000 人） 

  

 

（ⅲ）外国人観光客の誘致・消費拡大 

＜取組内容＞ 

 有明佐賀空港の海外路線が就航する中国、韓国のほか、東アジアを中心とした外国人観光客誘致を

推進するため、インターネットや広報媒体を活用した情報発信、観光説明会・商談会による旅行会社

へのＰＲを行う。 

また、外国人観光客の消費拡大のため、本市における外国人観光客の消費行動等の動向を把握し、

商品の多言語化やキャッシュレス化、消費税免税店設置の支援などによる利便性向上を図る。 

  

○ アジアを中心とした外国人観光客誘致の推進 

○ 外国人観光客の消費拡大につながる環境整備 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■市内の外国人宿泊数    （H26：18,638 人 ➠ H31：60,000 人） 

 ■外国人観光客の免税消費額 （H26：－円 ➠ H31：1 億円） 
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③農林水産業の成長産業化 

 全国的な傾向と同じく、担い手の減少や高齢化に加え、農林水産物の消費減少に伴う価格の低迷な

ど、農林水産業を取り巻く情勢は厳しさを増している。 

一方で、安全な食料の安定供給や農山漁村が有する水源涵養などの多面的な機能保持のため、農林

水産業の活力維持の重要性が高まっている。 

 これらの状況を踏まえ、新規就業者の確保と人材育成を図りながら、効率的かつ安定的な経営体へ

の転換の支援、ＩＣＴ技術等を活用した生産環境の整備により、産業としての基盤を確立していく。 

さらに、付加価値の高い農林水産物の生産や６次産業化による加工品の開発、販路拡大の支援によ

り、競争力のある産業をめざしていく。 

 

 

（ⅰ）新規就業者の確保と人材育成 

＜取組内容＞ 

 新規就業者を確保し、産業としての継続性を高めるため、就業体験や専門研修機関への入所支援な

どの新規就業の機会創出に取り組む。 

また、就業・経営に伴う経済的負担に対する支援や経営力を育成するための研修を実施し、就業の

促進と就業後の経営安定化を図る。さらに、認定農業者・女性経営者向け研修や技術研修などにより、

農林水産業を担う人材の育成を図る。 

 

○ 新規就業の促進 

○ 人材育成の推進 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■農林水産業の新規就業者数（H27～H31：200 人） 

 ■各種研修への参加者数（H27～H31：2,440 人） 
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（ⅱ）効率的かつ安定的な経営体への転換 

＜取組内容＞ 

 農業においては、効率的で安定した農業経営体を育成するため、集落営農組織の法人化、認定農業

者の経営力強化を推進し、農業生産・経営の効率化・低コスト化、多角化につなげていく。林業にお

いては、地域の森林・林業を支え、雇用力のある中核的な林業事業体を育成するため、森林組合の経

営基盤の安定・強化への取組を支援し、雇用創出を図る。水産業においては、協業化を推進し、経営

基盤の効率化を図る。 

 さらに、地域の金融機関と連携し、資本整備のために融資を受ける際の経営体の負担軽減を図る。 

 

○ 農業における集落営農組織の法人化の促進 

○ 中核的な林業事業体育成強化の支援 

○ 水産業の協業化への支援 

○ 融資資金に対する支援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■法人化した集落営農組織数（H27～H31：22 件） 

 ■融資資金の支援件数（H27～H31：1,400 件） 

 

 

（ⅲ）生産環境の整備 

＜取組内容＞ 

 農業においては、ＩＣＴ技術を活用し、農地環境情報の蓄積・分析、農作業や生産管理の支援を行

い、より効率的かつ効果的に農産物の高品質化・高付加価値化を図るための生産環境を整備する。 

 また、林業においては、長期的かつ持続的な木材生産の環境を整えるため、森林ＧＩＳ（森林管理

地理情報システム）の更なる活用を推進する。 

さらに、農林業の有害鳥獣対策として、駆除の担い手を確保し、体制の充実を図るとともに、有害

鳥獣捕獲システムの構築や侵入防護柵の管理の簡素化などによる効率化を図る。 

 

○ ＩＣＴ技術を活用した農産物の生産環境の整備 

○ 林業ＩＣＴ技術化の支援 

○ ＩＣＴ技術等を活用した効率的な有害鳥獣の駆除 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■ＩＣＴ技術を導入した農家戸数（H26：5 戸 ➠ H31：10 戸） 

 ■イノシシによる農産物の被害額（H26：1,700 万円 ➠ H31：1,000 万円） 
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（ⅳ）生産力・販売力の向上 

＜取組内容＞ 

 農林水産業の収益性を高めるため、６次産業化による商品開発や付加価値の高い農林水産物の生産、

佐賀海苔などのブランド力向上のためのＰＲ活動等に対する支援を行う。 

中山間地域において、農業では冷涼な気候などの地域の特性を活かした収益性の高い農作物の栽培

を促進するとともに、林業では高性能林業機械の導入に併せたオーペレーターの育成を支援し、木材

生産の低コスト化を促進する。また、森林資源を有効活用するための取組を試行・研究し、市産材の

普及拡大につなげていく。 

 

○ ６次産業化や販路開拓の支援 

○ 森林資源の有効活用のための支援  

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■市認定６次産品の売上額（H26：算定中 ➠ H31：H26 年度実績値の 2 倍） 

 ■木材搬出量（H26：9,004 ㎥ ➠ H31：22,750 ㎥） 
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④多様な産業・企業の育成 

 人口減少や少子・高齢化の進行、消費者の価値観の多様化、商業施設の郊外進出・大型化、インタ

ーネット販売の急速な普及など、市内事業者を取り巻く環境は大きく変化している。特に商業におい

ては、市内マーケットをターゲットにした業種が多く、人口減少に伴う市場の縮小や経済のグローバ

ル化などの影響を受け、事業環境は厳しさを増していくものと考えられる。 

 また、地域に根ざした小規模企業が地域経済・雇用を支えており、地域経済の活力を維持していく

ためには、これらの企業の持続的発展が求められる。 

 このような社会経済環境の変化に対してより強固な産業構造を構築していくためには、市外の市場

をターゲットにした市内企業の活動への支援や新たな産業の創出、創業・経営の支援により、市内企

業の持続的発展や成長を支えていかなければならない。 

そのため、創業につながる支援や商工業事業者の経営改善の支援を行うことで商工業の裾野を広げ

ていくとともに、地域資源を活かした新製品の開発や商品のブランド化、市産品・製造品の大都市圏

等への販路拡大など、新たな事業展開を支援し、本市の商工業の多様な展開につなげていく。 

これらの多様な産業・企業の育成による地域経済の活性化に向けて、地域の金融機関と行政が連携

することで、より実効性の高い取組を行っていく。 

 

 

（ⅰ）きめ細かな創業支援 

＜取組内容＞ 

 環境などの新技術分野や地域資源を活かした製品開発などの多様な創業、事業展開に対して、事業

計画・資金計画の作成や創業後のフォロー、知的財産の活用、公的支援機関との橋渡しなどの幅広い

相談ができる窓口の機能を強化し、創業を支える体制を充実させる。 

 また、本市が創業の地として選ばれるために、市内に活動拠点を設けて創業する事業者に対して、

地域の金融機関と連携した資金支援制度を創設する。 

さらに、大学生を対象とした創業の具体的な手法を学ぶ研修会や、小学生が販売活動や経営活動を

学ぶ体験活動などにより、次世代の起業家の育成を図る。 

 

○ 多様な分野の創業を支える環境の充実 

○ 創業に対する資金支援制度の創設 

○ ベンチャー企業に対する経営相談などの強化 

○ 起業家育成の推進 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■地域金融機関と行政が連携した支援による創業件数（H27～H31：100 件） 

■創業に関する相談件数（H26：100 件 ➠ H31：300 件） 
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（ⅱ）市内企業への支援体制の充実 

＜取組内容＞ 

 市内企業の経営発達等に対し、専門性の高い支援を行う商工会議所、商工会、金融機関等の体制の

充実を図る。また、地域の金融機関と連携した融資制度の運用や経営革新計画の策定、特許取得など

経営改善をめざした活動への支援を行うことにより、市内事業者の経営基盤の強化を図る。 

 また、企業活動を担う人材の育成や企業と人材のマッチングを支援することで、市内で働く人材の

能力向上・活躍を促し、企業活動の活発化を図る。 

 

○ 事業者の経営発達の支援 

○ 企業間の派遣研修の推進 

○ 地域の人材としごとのマッチング支援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標） 

  ■市内企業の経営革新計画承認件数（H26：20 件 ➠ H31：25 件） 

  

 

（ⅲ）商品開発や販路拡大の支援 

＜取組内容＞ 

地域資源を活かした新たな事業展開を促進するために、地域に伝わる技術や資源を活用した製品の

研究・開発に対する支援を行う。 

また、市産品・製造品の販路拡大のため、マスコミや業界誌への新商品の情報提供や商談会等の開

催により商品採用機会を設ける。特に首都圏における市産品の販売促進のため、物産販売協力店（ア

ンテナショップ）の拡大のための調査を実施するとともに、アンテナショップフェスティバルでグラ

ンプリを獲得した商品をはじめとする市産品の各種物産展への出展や各種広報ＰＲを行っていく。 

 さらに、海外輸出業務に関する各種相談や営業サポート等を総合的に対応できる相談窓口の整備、

海外への物産販売協力店の設置、情報発信、低コストな輸送方法の研究など、海外への販路拡大のた

めの支援に取り組む。 

 

○ 地域ブランド商品の開発 

○ 市産品の国内外への販路開拓支援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■新たな製品開発数（H27～H31：20 品） 

 ■商談成立件数（H27～H31：125 件） 

 ■新たに輸出を開始した事業者数（H27～H31：10 社） 
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（２）市内への人の流れの創出    

【重要業績評価指標［ＫＰＩ］：人口社会増減 （H26：▲154 人 ➠ H31：▲100 人）】 

 

①若年層の市内就職支援 

市内に若者にとって魅力的な雇用の場が十分になく、多くの若者が近隣の福岡都市圏や首都圏、関

西圏などの大都市圏に働く場を求め、就職を転機として転出する傾向がある。 

そのため、大学を中心として取り組む学生と地元企業のマッチングやキャリア教育の充実、地域志

向型のカリキュラムの実践などとの連携や大学生等のＵＩＪターン就職・地元就職に伴う支援により、

若者の市内就職機会の拡大を図る。 

また、農業の高度化やバイオマス産業などの分野において、地元大学、関連企業等との共同研究に

取り組むことで、専門的な知識を活かした就職の機会創出につなげていく。 

 

（ⅰ）大学生等の市内就職の促進 

大学生と地元企業とのマッチングを目的とした長期インターンシップの斡旋や、大学が実施するキ

ャリア教育への市職員の講師派遣などの大学と連携した取組をはじめ、遠隔地の大学に在学する学生

等のＵＩＪターン就職や地元大学生の市内就職に伴う支援などにより、大学生等の市内就職の機会創

出や意欲向上につなげていく。 

また、大学が実施しているＣＯＣ事業において、大学生が市内の各地域における多様な活動に積極

的に関わっていく取組を支援することで、大学生が地域のつながりなどの大切さに気づくなど、地域

志向の意識醸成を図る。 

そのほか、大学と本市が市内企業の情報を共有することで、大学生の市内就職の促進につながる新

たな取組の検討、実践につなげていく。 

         

○大学生と地元企業のマッチングの推進（地元大学との連携） 

○大学生のキャリア教育の充実（地元大学との連携） 

○大学生等の市内就職に伴う支援 

 ○サテライト教室の運営 

 ○大学との共同研究の実施 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■地元大学生の市内就職率（H26：18％ ➠ H31：28％） 
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②定住環境の充実 

本市の人口移動の特徴として、隣接する福岡都市圏等への進学や就職を転機とした若年層の転出超

過が挙げられる。福岡都市圏には大学等の高等教育機関や多様な企業が数多く立地しており、進学に

伴い、一定規模の人口流出は避けられないと思われるものの、本市から福岡市までの所要時間は特急

列車で約 40 分、高速バスで約１時間であり、その運行本数も多いことから、市内に居住しながら福岡

都市圏等へ通勤や通学することが十分に可能である。このような立地環境を活かした取組によって若

年層の人口流出の抑制と市外からの人口流入を図る。 

また、本市は豊かな自然環境や市街地等の都市的要素など、居住地としての魅力を有していること

から、市内での住宅取得を支援することで市外からの転入を促進する。 

 

（ⅰ）通勤・通学環境の整備 

＜取組内容＞ 

本市に居住しながら福岡都市圏等へ通勤する新規就労者などを対象に通勤にかかる経済的負担の軽

減を図ることで、若年層の市外への転出を抑制するとともに、市外からの転入を促進する。 

また、福岡都市圏など市外の大学等へ通学する学生を対象に、市内に居住したまま通学する場合の

経済的負担の軽減を図ることで、転出を抑制し大学等を卒業した後も、市内企業等へ就職して居住し

続けることにつなげていく。 

 

○ 市外への通勤の支援 

○ 市外への通学の支援の検討 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■通勤の支援件数（H27～H31：180 件） 

 

 

（ⅱ）住宅確保への支援 

＜取組内容＞ 

 市外からの転入者の住宅の取得や改修の支援、市営住宅の入居資格要件の緩和、空き家情報の提供

などにより、転入者が本市で暮らすための住宅の確保のための環境を整備する。 

 また、都市圏からのＵＩＪターンの流れを中心市街地の活性化にもつなげるために、ＵＩＪターン

希望者と入居可能物件のマッチングや空き店舗等を就業の場として活用する際の支援を行う。 

 

○ 転入者の住宅取得・改修の支援 

○ ＵＩＪターン希望者と中心市街地の物件のマッチング 

○ 市営住宅の移住促進のための活用 

○ 空き家情報の発信 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■住宅取得、改修の支援件数（H27～H31：150 件） 

■市外からの市営住宅入居件数（H27～H31：10 件） 
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③市の認知度向上・イメージアップ 

本市は、九州内の各都市、特に福岡都市圏へのアクセスに優れているとともに、豊かな自然環境な

どに恵まれている。また、市民意向調査では、市民の８割が「住みやすい」と感じていることなどか

ら、本市は居住地としての魅力を十分に有しているといえる。 

このことから、本市が持つ地域資源や住みやすさなどの魅力を効果的に発信することで、より多く

の人に本市のことを知ってもらい、移住を希望する人に本市を候補地としてもらうことにつなげてい

く。また、移住を検討する人が必要な情報を入手しやすくすることで移住の実現につなげていく。 

 

 

（ⅰ）地域の魅力や定住情報の発信 

＜取組内容＞ 

北部に広がる山間地の自然、南部の有明海の干潟などの特長的な地域資源を活用し、インターネッ

トや都市圏でのキャンペーン等をとおして、本市の魅力を発信していくことで、市外における認知度

の向上を図る。また、ホームページやＳＮＳ等を活用し、住まいや仕事などの定住のための情報発信

や相談受付などを行う。 

 

○ 地域資源を活かした効果的なプロモーションの実施 

○ 定住情報の発信 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■佐賀市ホームページへのアクセス件数（H26：360 万件 ➠ H31：380 万件） 
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④次代を拓く人材の育成とふるさとづくり 

人口の流出抑制や還流のためには、直接的な移住促進などの取組にとどまらず、子どもの頃から生

まれ育ったふるさとの大切さや素晴らしさを意識してもらうことが大切である。市民がふるさとにつ

いて学ぶ機会を設け、誇りを持って住み続けたいと思うようになることや、就職などにより転出した

人がふるさととして帰りたいと思うようになるよう、郷土への誇りや地域への愛着を育てる取組を推

進する。 

 

 

（ⅰ）郷土意識を育てる取組の推進 

＜取組内容＞ 

子どもから大人までの幅広い年代の市民に、ふるさと佐賀市の自然、歴史、文化等について理解を

深め、郷土愛に繋がるような学びの場を提供する。また、学校と家庭・地域の連携を推進し、子ども

たちの地域行事への参加を促すことで、子どもたちの郷土意識や市民性の向上に努める。 

 

○ 市民の郷土意識や愛着を深める機会の提供 

○ 子どもの地域社会への参加促進 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■佐賀に住み続けたいと思う小中学生の割合（H26：73％ ➠ H31：80％）  
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（３）子どもを産み育てやすい環境の創出  

【重要業績評価指標［ＫＰＩ］：合計特殊出生率（H24：1.56 ➠ H31：1.73）】 

 

① 若い世代の結婚・出産の支援 

 近年、本市の合計特殊出生率は、全国平均を上回っているものの、佐賀県平均を下回っており、出

生数は、2,000 人程度で推移している。また、婚姻数は、ほぼ横ばいで推移しているものの、平均初婚

年齢や未婚率は上昇傾向にあり、晩婚化や未婚化が進んでいる。 

本市の合計特殊出生率を上昇させるため、まず若年層の結婚希望をかなえ、婚姻数を増加させる必

要がある。また、その後の出産希望をかなえるために、妊娠から出産後までの経済的負担の軽減等に

取り組む。 

 

 

（ⅰ）結婚希望者への婚活支援 

＜取組内容＞ 

結婚を希望する独身男女が出会う場としての交流イベントを開催するなど、結婚希望者に対して、

出会いの機会を提供し、結婚の促進を図る。 

 

○ 出会いの場の創出 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■交流イベントの参加者数（H27～H31：450 人） 

 

 

（ⅱ）妊娠から出産後までの支援 

＜取組内容＞ 

 不妊治療に対する支援や妊婦健診の無償化などにより、妊娠から出産後までの健康・経済面での支

援を行っていく。 

また、関係団体と連携を図りながら、妊産婦の健康・疾病予防とともに、ＩＣＴ技術を活用して母

子保健の情報を提供する。 

さらに、市民の相互支援による子育ての体制づくりを推進し、妊娠から出産後まで切れ目のない支

援を行う。 

 

○ 不妊治療への支援 

○ 母子に対する総合的な支援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■子育てに大きな不安や負担を感じている市民の割合（未就学児がいる世帯） 

（H26：50％ ➠ H31：40％） 
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② 子育て環境の充実 

本市の保育施設の待機児童は、年度初めの４月に最も少なく、その後増加し、年度末に最も多くな

る傾向にあり、定員増などにより待機児童への対応を図っているものの、解消には至っておらず、子

育てへの不安に繋がっていると考えられる。 

また、核家族化の進展や共働き家庭、ひとり親家庭など多様な家族形態が増える中、子どもの保健

や医療環境の充実、一時保育・延長保育などの多様な保育サービスが求められている。 

このような課題に対応するため、子どもの保健・医療環境や保育体制などの充実を図るとともに、

子育ての悩みや相談に対応できる支援体制の充実を図る。 

 

（ⅰ）子どもの保健と医療環境の充実 

＜取組内容＞ 

子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、慢性病や重篤な病気などで多額の医療費を負担してい

る子育て世帯への支援を行うとともに、子どもの緊急な疾病時に適切な診療を受けることができるよ

う、休日夜間こども診療所の救急小児医療体制を確保する。 

また、増加傾向にある救急患者へ対応するため、休日夜間こども診療所を移転拡張し、利用者の利

便性向上を図る。さらに、子どもの総合的な定期検診を実施し、乳幼児の健康状態の把握や疾病予防

により、子どもの保健と医療環境の充実を図る。 

 

○ 子ども定期健康診断の実施 

○ 緊急時の医療体制の充実 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■緊急の傷病時などに適切な診療を受けることができると感じている市民の割合（未就学児がいる世帯） 

（H26：64％ ➠ H31：74％） 

 

（ⅱ）きめ細かな保育体制の構築 

＜取組内容＞ 

 待機児童解消のため、新たな保育サービスの受け皿となる地域型保育を行う事業者に対し、各種支

援を実施するとともに、保育需要の増加や多様化する保育ニーズに対応した保育サービスを提供する

ため、保育施設や保育内容の充実を図る。 

 また、核家族化の進展や共働き家庭、ひとり親家庭などが増加する中、多様化する保育サービスに

対応するため、一時保育や延長保育などのきめ細かな保育体制の充実を図る。 

 

○ 地域型保育の拡充・支援 

○ 保育園の運営・整備への支援 

○ 一時保育、延長保育などの充実 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■保育所入所待機児童数（H26：94 人 ➠ H31：0 人）  
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（ⅲ）子育て支援体制の充実 

＜取組内容＞ 

子どもの健康や育児における不安や悩みを持つ保護者を対象に個別相談会の開催や家庭訪問による

子育てについての助言など、子育て世帯に寄り添った支援を行う。 

 また、児童クラブの登録児童数が年々増加していることを受け、実施場所や指導員の確保に取り組

むとともに、児童クラブの対象年齢の引き上げなど利用しやすい運営体制をめざす。 

  

○ 育児に関する相談体制の充実 

○ 児童クラブ運営の充実 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■乳幼児の保健指導件数（H26：6,248 件 ➠ H31：6,500 件） 

■児童クラブ登録児童数（H26：1,852 人 ➠ H31：2,854 人） 

 

 

③ 仕事と子育ての両立 

子育て世代の男性に長時間労働が多く、育児休暇や年次有給休暇の取得率も低い傾向にあることか

ら、家事や育児に費やす時間が限られ、女性の育児負担を増大させている。 

このことから、「仕事と子育ての両立」の実現に向け、長時間労働の抑制、育児休業や年次有給休暇

の取得促進を図る。また、性別による役割についての固定化した考え方などを解消し、誰もが安心し

て働きながら子育てができるための取組を推進する。 

 

（ⅰ）仕事と子育て等の両立に向けた環境づくり 

＜取組内容＞ 

 市内事業所等を対象にワーク・ライフ・バランスをテーマとした研修会などを開催し、働きながら、

子育てしやすい職場の環境づくりを推進する。また、仕事と子育ての両立に配慮した取組を行う中小

企業に対して、金融機関と連携しながら支援することで、子育てしながら働き続けられる環境をつく

っていく。 

 

○ ワーク・ライフ・バランスの推進 

○ 男女共同参画推進協賛事業所の登録促進 

○ 働く人にやさしい企業の応援 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■「くるみんマーク」の認定を受けた事業所数（H26：5 事業所 ➠ H31：10 事業所） 
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（４）利便性が高く、持続可能な地域社会の創出   

【重要業績評価指標［ＫＰＩ］： 

佐賀市に住み続けたいと感じている市民の割合（H25：57% ➠ H31：60%）】 

 

①コンパクトなまちづくり 

 本市では複数の大型商業施設が郊外に立地しており、今後も中心市街地の商業活動は厳しい状況が

続くことが予想される。一方で、中心市街地ではマンション建設の影響などもあり、近年では主要商

店街の通行量に回復の兆しが見られるようになっている。今後、人口減少や少子・高齢化が進むこと

が見込まれることから、中心市街地を中心とした市街地に都市機能が集約されたコンパクトな都市形

成を推進していく。 

 そのため、中心市街地においては、都市機能の集約により拠点性を高め、利便性の向上を図るとと

もに賑わいのあるまちづくりを進めていく。 

一方で、市域の北部・南部の合併前の地域において、一定の都市機能と地域住民の日常生活を支え

る機能が集積している地区の拠点性の維持を図る。 

 また、人口減少が著しい中山間地域においては、住民の移動手段を確保していくこととあわせ、住

民が自ら取り組む集落活性化のための活動を支援することで、活力の維持を図っていく。 

さらに、人口減少が進むことで、人口の増加を背景に整備されてきた公共施設の維持管理が困難に

なることが見込まれるため、適正な配置や長寿命化などの取組により、総合的かつ計画的な運用に努

めていく。 

 

 

（ⅰ）都市のコンパクト化と中心市街地の活性化 

中心市街地への都市機能の集約とともに、街なかや中央大通りを再生するための取組やＪＲ佐賀駅

周辺の再整備構想の取組により、中心市街地の活性化を図る。 

具体的には、中央大通りを安全安心に歩くことができ、賑わいを創出するための社会実験として、

中央大通りへの車両の進入を制限するなど、中心市街地における道路を含めた公共空間の利用のあり

方を検討する。また、チャレンジショップの開設等の空き店舗対策、お試し居住等の空き家対策など

の既存建築物の活用や老朽建築物の更新に対する支援、案内表示や休憩所など誰もが過ごしやすい街

の整備などに取り組む。 

さらに、地域資源を活かした街歩きや、大学のサテライト教室、施設や商店などの様々な場所で店

主や主婦などが得意分野の講師を勤める講座など、中心市街地を訪れるきっかけづくりに取り組む。 

 

○ 中央大通り再生を軸とした中心市街地活性化の取組 

○ ＪＲ佐賀駅周辺再整備構想の取組 

○ 空き家・空き店舗、老朽建築物対策 

○ 中心市街地を訪れる仕組みづくり 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■中心市街地の主要商店街の通行量（H26：72,168 人 ➠ H31：125,000 人 ） 
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（ⅱ）中山間地域の活力維持  

＜取組内容＞ 

住民が集落活性化のために取り組む活動を、ワークショップや勉強会の開催などにより支援してい

く。自ら地域資源を生かしたまちづくりができるよう専門のアドバイザーを招聘した勉強会、テーマ

を設定したワークショップを開催するなど、集落活性化の支援を行う。 

また、人口減少、高齢化が著しい中山間地域における生活基盤として、住民の移動手段を確保して

いく。北部地域の特性に応じて展開しているコミュニティバスの運行内容などについて、住民アンケ

ートなどで地域の意見を把握し、利便性向上を図る。 

 

○ 集落活性化活動への支援 

○ 地域公共交通機関の維持 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

 ■集落活性化事業の実施数（H26：27 回 ➠ H31：42 回） 

 ■地域公共交通機関の利用者数（H26：58,710 人 ➠ H31：61,560 人） 

 

 

（ⅲ）公共施設の適正配置と計画的な管理 

＜取組内容＞ 

公共施設の課題や将来負担などの現状を把握し、公共施設の適正な配置、維持管理や長寿命化等の

実施方針など、中長期的視点で公共施設のあり方の基本方向を定めた公共施設等総合管理計画を策定

し、公共施設全体の総合的かつ計画的な管理に向けて取り組んでいく。 

また、公園や橋梁などの施設ごとの現状に応じた長寿命化計画の策定や市営住宅の再配置などによ

り、取組の実効性を高めていく。 

 

○ 公共施設等の総合的・計画的な管理・運営 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

※公共施設等総合管理計画における成果指標を使用予定  
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②参加と協働によるまちづくり 

 地域が抱える課題は多様化・複雑化しており、公平性に基づく画一的な行政サービスでは的確に対

応していくことが困難になってきている。そのため、住民自らが地域の課題に向き合い、行政と一体

となって解決する仕組みを構築し、市民主体のまちづくりを推進していく。そのため、様々な地域活

動の主体がその地域の特性を活かして、それぞれの地域に応じた活動を行なうことができるよう、地

域コミュニティ組織の活動を支援していく。 

 

 

（ⅰ）地域活動や市民活動団体などへの支援 

＜取組内容＞ 

住民自らが地域の課題に向き合い、行政と一体となって解決する地域コミュニティ組織の設立を推

進する。また、市民のまちづくりへの関心を高めるとともに、市民活動団体等の支援につなげていく

取組を推進する。 

さらに、市民や職員によるまちづくりの意識の向上を図り、本市における協働の取組の質と量を高

め、積極的なまちづくりへの参加を促進する。 

 

○ 地域コミュニティ活動の支援 

○ 市民活動団体の取組の支援 

○ まちづくり人材の育成 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■地域コミュニティ組織（まちづくり協議会）の設立校区数（H26：19 校区 ➠ H31：32 校区） 
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③地域で暮らしやすい環境の充実 

 本市においても全国的な傾向と同様に、少子・高齢化の進行に伴い、支援を要する高齢者の増加、

福祉ニーズの多様化、地域住民同士のつながりの希薄化などの課題への対応が求められる。 

そのため、高齢者の生活支援体制の強化とともに、地域住民が主体となって支え合う地域福祉活動

を充実させ、子どもから高齢者まですべての世代が住みなれた地域で安心して暮らし続けることがで

きる地域社会をめざす。 

  

 

（ⅰ）地域福祉の充実 

＜取組内容＞ 

 小学校区内に福祉協力員・地域福祉推進員を配置し、福祉協力員だけでは対応が難しい場合には、

地域福祉推進員と連携するなどの充実した地域福祉体制を確立する。あわせて、在宅高齢者介護の市

民向け講座を開催するなど、地域福祉の担い手づくりを支援する。 

 また、定期訪問による安否確認や高齢者の社会的孤立の解消、就労・社会参加の機会の確保、居場

所・生きがいづくりを支援することで、健康寿命の延伸や高齢者が地域で自分らしく生活できる環境

づくりにつなげていくとともに、高齢者の生活を支援する各種団体が連携し、一層きめ細かい生活支

援の仕組みを構築する。 

 さらに、効果的・効率的な医療・介護サービスの確保のため、高齢者の集住化など、日本版ＣＣＲ

Ｃ構想を踏まえた取組を検討していく。 

 

○ 地域福祉の担い手の創出 

○ 高齢者の社会活動の推進 

○ ＣＣＲＣづくりの検討 

 

＜ＫＰＩ（成果目標）＞ 

■地域での助け合いが行われていると感じている市民の割合（H26：68％ ➠ H31：71.2％）  
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