
平成３０年度 佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議 会議録 

 

 日時 

平成３０年１０月９日（火）１３時３０分～１５時００分 

 

 場所 

佐賀市役所 庁議室 

 

 出席委員（敬称略、順不同。◎は会長） 

小城原直、香月道生、江頭忠則、杉山利則、牛島英人、貞富博文、 

寺本憲功、井本浩之、蔵本雅史、中谷正一、高祖浩、富吉賢太郎、 

◎畑瀬信芳 

 

 欠席委員（敬称略） 

溝上泰弘、垣内一馬、永石亀 

 

 議事 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 会長挨拶 

４ 佐賀市を取り巻く状況について（報告） 

（１） 佐賀市の人口の見通し （公益財団法人 九州経済調査協会） 

（２） 成長可能性都市ランキングにおける調査結果 （株式会社 野村総合研究 

（３） 平成 30年度佐賀市民意向調査の結果 （佐賀市） 

（４） 平成 29年度ＫＰＩ（重要業績評価指標）の実績 （佐賀市） 

５ 協議事項 今後の取り組むべき政策の方向性について 

６ その他 

７ 閉会 

 

 資料説明（要旨） 

事務局から資料に沿って、佐賀市を取り巻く状況について説明。 

   

 

 

 

 



◆ 協議内容 

中谷委員 

○先週の河合氏の講演会で、これから都市のダウンサイジング化を図っていく中で、 

核となるものを中心として、小さなコミュニティを作っていかなければならないとい

う話があった。 

 

○佐賀駅の西友跡地への新たな商業施設等の検討に入られたという記事を見たが、やは

り佐賀駅というのは佐賀市の中心的な存在であり、中心市街地の中心的な役割を果た

しているので、これは非常に大きな進展だと思う。 

 

○先日、香月委員から、ユマニテ佐賀への創業の相談が今年はちょっと少ないという話

を聞いた。当公庫への創業の資金相談も去年と比べると少ないという状況で、少し心

配をしている。年によって波もあるかと思うが、引き続き創業を支援する施策を充実

させていかなければならないと思っている。 

 

○佐賀市経済部で、創業時の借入部分の利子を補給する制度を設けられており、今年度

から限度額を少し引き上げられている。このような優れた制度もあるので、金融機関

でもこういったものを充実させていきながら、中心市街地の問題、創業の活発化に、

しっかり取り組んでいかなければならない。 

 

蔵本委員 

○野村総合研究所の結果については結構納得をしている。暮らしやすさという面では、

あまり困る事がないし、いろんな方に助けられている。コミュニティの中にも結構ス

ムーズに入れてもらっていると思う。 

 

○佐賀の武器の一つは、人材だと思う。高等教育に限らず、専門学校、高校も含めて様々

な人材が揃っており、かつ大都市と比較すると低めのコストで採用できる。ポテンシ

ャルが高くコストパフォーマンスがよい方がたくさんいるというのが大きな武器の一

つだと思う。 

 

○この成長サイクル自体はいいと思うが、これを佐賀だけのサイクルに留めずに、外に

アピールしていくということが非常に重要じゃないかと思う。やはり佐賀というのは、

知名度が低いし、どちらかというとネガティブなイメージが出てくる面が多い。そう

ではなく、イメージチェンジをして、佐賀というのは「非常に質が良い生活が出来る、

良い場所である」というイメージを売っていくことによって、この暮らしやすさとい

うのが何倍にもアピールできるし、それによって人・企業を呼び込むことができる。 



○現在の計画を見させてもらったが、認知度向上ＰＲというのが一項目しかなく、ホー

ムページアクセス数という項目でしか書いていない。出来ればもう少しポジティブに

打って出るということを、今まで以上にやっていくと、このサイクルがより速いスピ

ードで回っていくのではないかと思う。 

 

○人口減少問題は九州経済調査会の方が説明されたように長期的な課題だと思う。様々

な政策を打っていくが、すぐには良くならない。もう少し言うと、この人口推計は大

体当たるものであり、なかなか急激に変えられないと思う。 

 

○そうした中で、佐賀の経済活力を考えると、人が減ったとしても、一人当たりの生産

性を上げて、経済規模を保っていくことが必要である。日本全体の政策もどちらかと

言うと、今まで働いてない人に働いてもらって、一人当たりのＧＤＰを大きくしてい

くという流れになっている。引退を考えている方には厳しい政策ではあるが、「人生 100

年時代」ということでもあるし、やはりもう少し「働く」ということをより広く考え

ていく必要がある。基本的には民間の話ではあるが、「第二のキャリア」といったとこ

ろに対して、市としても何かしら創業以外の意味でサポート出来るものがあれば、経

済規模は人口ほど下がらずに済むのではないかと思うので、経済のことを考える際に

は、「一人当たり」という考え方を入れもらいたい。 

 

杉山委員 

○佐賀県は農業県なので、農業をもっと拡大していけるような施策が必要じゃないかと

思う。特に福岡県と比べて、佐賀県は組織の中に納まったような傾向が強くて、大規

模に個人的に事業をするというようなことが少ない。福岡県では、女性の社長で、大

きな農業法人を営んでいる方などが多い。風土かどうか分からないが、佐賀県ではそ

ういった事業者が非常に少ない。 

 

○農業の生産性をどうやって上げていくか、そして収益をどう上げていくかというとこ

ろについては、今のテクノロジーを組み合わせたりすることで、活性化できるのでは

ないかと思う。 

 

○これだけの農地がある中で、田を作る人がいないというような状況になってきている

ので、そういった佐賀県の一番いいとろをもっと伸ばすようなことを入れていければ

と思う。 

 

 

 



江頭委員 

○地区のエリアが広いので、病院が点在していると、掛け持ちで行かなければならない。

バス等が頻繁には来ない交通体系の中で、非常に困っている高齢者の方がたくさんい

る。また、子ども等が掛かる 24 時間の救急病院の体制も十分ではない。 

 

○小城の辺りでは、一角に歯医者・耳鼻科等が揃っており、複数の病気を持っている方

に対応できる形になっている。そういったブロックごとで、エリアを作るのも面白い

のではないかと思うし、そこにコミュニティバス等が通ると、市民の方も非常に活用

しやすくなるのではないかと思う。暮らしやすさの中で、呼び込むターゲットが必要

というところで、そういったものを考えていく必要もあるのではないかと思っている。 

 

○先程、杉山委員が言われたように、私も佐賀は都市化しなくてよいと思う。農業、漁

業等では人材が少なく、例えば、海苔産業でも、いろんな人にお願いをしようとして

も人がいないという状況である。その中で、今、外国人労働者などの切り口を可能性

として探っているところである。しかし、そこには当然、居住施設を用意する等のハ

ードルも現実問題としてあるので、我々を含めた労働力が不足する地元産業界と、そ

のあたりの対応も少し考えていただければと思う。 

 

○法人化された農業についても、都会周辺では、畑を貸して、そこで「何かいろんな作 

物作りませんか？」というレクリエーション等を実施しているエリアがある。都会か

ら畑を耕しに来て、種を蒔いて、そこで採れた作物は持ち帰り、残った物は直販所で

売る等、田舎の魅力をうまく利用したことが出来るのではないかと思う。福岡都市圏

まで列車で、40 分程度でアクセスできるので、動線がしっかりすれば、都会を引き込

んだ佐賀市のあり方ということも可能になるのではないかと思う。 

 

寺元委員 

○佐賀にはＩＴ等のソフト会社が段々集まってきているが、そのシステムエンジニアが

取り合いになっており、給料などの待遇の良さで引き抜かれていくのが現状である。

そこで今、大学では、もっと早い段階で学生を鍛えようと、数学の知識を全員受講さ

せるというカリキュラムを来年度から実施することを予定している。 

 

○これだけ産業構造の変化が激しい中では、せっかく佐賀大学で 4 年間手塩に育てた学

生が、社会に出た途端に何にも通用しなくなるということもあるので、そういった数

学的なこと、もう少し具体的に言えば、システムを組める、アプリを作れる等、そこ

まで学生のスタンダードレベルを上げようという試みが来年度から始まる。例えば文

科系の学生だろうと、医学部の学生だろうと、そういったシステムを大学時代に慣れ



親しんで社会に出て行く、もちろん圧倒的にそういう技量を使わないで就職していく

学生も多いかもしれないが、いわゆる教養という概念をちょっと変えて、各人の能力

をまず上げるということをしている。 

 

○一方で、アジア、特にＡＳＥＡＮの国々の成長発展は著しいものがある。例えばベト

ナムだと、総人口が約 1 億人に近づこうとしている。若い人が多く、そういう人たち

が、今、何をしているかというと、日本語の勉強をベトナムでやっている。それはな

ぜかと言うと、より高等な教育を受けようとすると、その選択肢はまず日本だからで

ある。日本語を話せることで、厳しい選抜の中で勝ち残って行くことができる。それ

でいて真面目で親日性の高い国なので、今、本学ではベトナムのそういった優秀な人

材を育てるとことをしている。先程のＩＴとどう繋がるかとういと、ベトナムの方で、

既に日本に 15 年位住んでいる方がいる。その方は「私財を投げ打ってでもいいから自

分たちの後任を育てたい」ということで、そういった人材を佐賀大学で育て、課程を

終えた後、地元のＩＴ企業に優秀な人材を輩出していこうと考えている。 

 

井本委員 

○今、佐賀県内から進学している学生が、どのぐらい佐賀に残っているかというと、大

体７～8 割である。では、県外からどのくらい佐賀県内に残っているかというと、2 割

から 3 割である。これは学部学科、つまり職種によってかなり違う。例えば管理栄養

士などの栄養系、スポーツ系は職がなく、ほとんど福岡に出て行く状況である。 

 

○一部危惧しているのは、例えば、そういう基礎、素養のあるＩＴ系の学生を育てたと

して、果たして外国人も含めて、給料の高い都市部に引き抜かれずにどのくらい残っ

ていてくれるか。つまり、郷土に対する親和性や愛着を日本人や外国人に残せるか、

というのが鍵になってくる。危惧したのは、佐賀の幸福度とか、佐賀で生きてること

の愛着度とかが、少し下がっている数字が出ていたことである。明治維新 150 年の取

組等で上がったのではないかと期待してみていた。 

 

○最近、ショッキングな資料が出てきた。人の生き方を変えるのは 17 歳までであり、18

歳以降、つまり大学へ入ってどれだけ新たなカリキュラムを組んで、新たな教育制度

を作って、『佐賀に対して愛着を』と取り組んでも、高校 17 歳の時までに出来上がっ

てしまっており、いくら努力しても、ほとんど無駄、というような内容であった。そ

ういうことからすると、むしろ大学などの高等教育機関ではなく、むしろ中学生・高

校生といった頃から、佐賀に対する愛着などをしっかり育み、なおかつＩＴ系の学部

学科、そういったものを作っていくと、マッチングもうまくいき、かなり残ってくれ

るのではないかと思う。 



小城原会長 

○今、大学を卒業した学生は給料が高い所しか選ばない。企業の大きさもあるかと思う

が、その辺りがギャップになって、やはり佐賀から出て行くということが多い。そう

いう点では、大きくなくても、ある程度の給料が払えるような企業が出てくれば、そ

ういうところに就職ができる。やはり佐賀の一番の欠点は、働く場所がないというこ

とである。せっかく「都市の暮らしやすさ」で１位、「子育てしながら働ける環境があ

る」で 3 位という評価を受けているが、いざ大きくなると、やはり大都市に出て行く、

ということの繰り返しになっているので、何かキラッと光る企業が生まれてこないか

といつも思っている。 

 

香月委員 

○まず多様性ということで言えば、多様な人材というのは、外国人、障がい者なども含

めていろんな人達が住みやすい、また働きやすい環境を作ることで、集まって来るの

ではないかと思う。そういう土壌を、行政も民間も、あるいは地域コミュニティも作

っていかなければならないと思う。 

 

○先ほど、ＩＴ人材の話があったが、これは 10 年、20 年くらいのスパンの問題で、50

年後、100 年後ってなってくると、プログラミングというのは決して特殊な技能ではな

くなると思う。やはり人間にとって何が必要かと言うと、食べるということで、先ほ

ど言われたように、足腰の強い第一次産業を作っていくことが必要である。これはど

んな時代が来ようと大事な問題であり、お金を稼ぐ非常に有用な産業だと思う。 

 

○今、50 戸連たん制度をどんどん進めて、どのくらいの宅地供給がなされているかとい

うと、この 7 年間程で、毎年ゆめタウンと同じぐらいの宅地が供給されている。郊外

に逃げる分を佐賀のほうに引き止める施策という一定の効果はあったかもしれないが、

もう変えなければならないと思う。なぜかと言うと、これだけ地域が広がっていくと、

今後の都市経営ということで、公共料金のほうに跳ね返ってくる。他都市の例では、

50 戸連たんをやめて地域の力が上がった、業者の反対があった等いろんな副作用があ

るが、それらを乗り越えて、やめる判断が必要でないかと思う。 

 

高祖委員 

○今、福岡のほうに支店等の行員が、大体三分の一ぐらい、500 人ぐらいいる。福岡のほ

うに転勤になり、社宅や貸アパートに住み、子供が小学生ぐらいになると、佐賀に転

勤になった場合には戻りたくない、ということで福岡に流出している人口が非常に多

いと思う。夫は佐賀のほうに逆単身しているというケースが多く、その理由としては、

配偶者の方が、子どもの教育のことで、福岡の教育体制と比較し、佐賀に戻ってくる



ことを非常に心配されることが多い。 

 

○やはり佐賀から福岡に出て行っている人もかなり多いので、そういった方がいかに佐

賀に戻って来てもらうかということが一番だと思う。佐賀から福岡に行った人の中に

は、「佐賀は田舎だから」という話をする人がいる。そういった意味でいくと、佐賀駅

近辺というのが佐賀の 1 つのイメージになっている。佐賀市の方の佐賀のイメージと

いうのは多分駅前に集中しているので、先程のスモールコミュニティのような形のも

のを含めて、佐賀駅近辺というのが非常に大きな鍵を握ると思っている。 

 

牛島委員 

○今回説明のあった資料を見ていて感じたのが、佐賀の良さといった項目で、暮らしと

健康というのは、皆の共通認識ではないかということでり、これはある意味、安定、

どちらかと言ったら変化を望まないということではないかと思う。 

 

○一方で、説明のあった平成 30 年度佐賀市民意向調査の中の項目の順番として、魅力あ

る観光の振興、活力ある商工業の振興、賑わい溢れる中心市街地の活性化っていうの

が並んでおり、魅力、活力、賑わいといった部分もやはり求めている。 

 

○今、色々な動きがあると思うが、あえて動きを作り出すということは非常に大事だと

感じている。大学の方からお話があったように、人材を教育するという部分で外国か

ら人を呼び込むというのは、将来的なことを考えれば、大変大事なことだと感じる。

観光のことで言えば、昨年の佐賀県の訪日外国人の宿泊は 38 万人であり、前年比倍増

というような結果になっている。これは全国的な傾向でもあり、政府のほうが進めて

いる政策で訪日外国人は増えている。 

 

○佐賀もこの世の中の変化にアンテナを張って、佐賀の良さをしっかりと認識すること

が大事だという風に思う。観光も、ただ泊まってもらう、ただ食べてもらう、ただ買

ってもらうのではなく、住む空間を感じてもらうといったことがこれからは大事であ

り、外国では、スペインが非常に評価が高い。佐賀もそういった部分に目をつけて動

きを作り出すということが大事だと思う。 

 

貞富委員 

○10 月 3 日の河合氏の講演を聴き、戦後の成長モデルはもう破綻し、戦略的に縮むとい

うモデルを考えるべきじゃないか、ということに衝撃を受けた。そのような中、やは

り佐賀市がどうしても良くなる事を考えなくてはならないが、河合氏が国難であると

いう風に言われたように、やはり分捕り合戦では国を救うような形にはならないので



はないかと思う。得意なところや良さを、それぞれが出していくのが大切なのではと

思っている。 

 

○蔵本委員が言われたように、いいところを外にアピールする、そして、それぞれのと

ころで交流し、流れを作ることで、全体が浮揚していくと思う。アピール出来るもの、

また実際あっても自分たちが気づいてないものを、もっと掘り起こして外にアピール

していくというのが、非常に大切ではないか思う。 

 

富吉委員 

○先程、貞富委員から、アピールする、打って出るという話があった。非常に不思議な

のが、この成長可能性都市ランキングにおいて、「都市の暮らしやすさ」が 100 都市の

中１位、「子育てしながら働ける環境がある」が 3 位ということになると、この資料だ

け見ると「佐賀ってどんなに素晴らしいところだろう」と思ってしまうが、意外と皆

が言わない。普通だったら、殊更のように、例えば市長や県知事は、「私は住みやすさ

日本一の佐賀からやって来ました」というようなことを言うのではないかと思う。こ

れは遊びみたいなものだが、今の時代では、そのアピール力・アナウンス力というの

は、あっという間にネット等で拡散されることがあるかもしれない。 

 

○せっかく成長可能性都市ランキングで、1 位や 3 位になったのだから使わない手はない

と思う。しかし、こういう会議の時は言うが、日常の暮らしの中でそういう話を耳に

するかというと、あまりしないというのはやはり勿体無い。例えば、市民、企業、学

校、行政などそれぞれのポジションで、こういう指標が出た、それは一体何であり、

どうしなければならないか、といった取り込む思いが必要でないかと感じた。 

 

○例えば、佐賀大学のほうでは、これからの時代に、やはり文科系でも数学が必要だと

思われたから、そういう政策を打たれたのだろうと思う。それぞれのところにおいて、

しなければいけない事、言わなければいけない事があるのではないかということを考

えていただければと思う。 


