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小分類別順位決定要素（多様性を受け入れる風土）  
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小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

多様性を受け
入れる風土

外部人材の
受入

移住・外部人材
の受入実績

45

地域振興や集落支援のために外部人材の受入を積極的に行っている。 地域おこし協力隊や外部人材の知見等
を活用した地域振興に取り組んでおり、多様な人材やノウハウの活用につながっていると推察される。 一方で、市
内への転入者数は、100都市中54番目と多いとは言い難い。社会動態は転出超過が続いており、過去10年間は
数百人程度の転出超過となっている。5年前（2012年）と比較して、転入数は減少傾向にはあるものの、8,000人
台を維持している。また前年より増加する年もあり、社会動態は比較的安定している。

評価指標の分類
小分類
順位

多様性への
寛容度

多様なライフス
タイルの許容度

55

高齢者、障害者、おひとりさまなど多様なライフスタイルを許容する雰囲気を感じにくい傾向にある。 特に
自由な雰囲気（人目を気にしないで生活できる、伝統やしがらみにとらわれないで生活できること）を感じ
る市民の割合は九州10都市で最も少なく42％となった。「自由な雰囲気」は九州10都市で最も高かった
福岡市では80%が「感じる」と答えており差がある。 おひとりさまや高齢者、障害を持っている人が安心し
て暮らせると感じている市民はいずれも半数以下という結果になっており、多様な生き方をしにくいと感じ
ている市民が一定数いると考えられる。

多様な人への
寛容度

40

多様な背景を持つ人（移住者、LGBT(セクシャルマイノリティ）、外国人等）に対する許容度が低い傾向に
ある。 実際に移住者やLGBTの知り合いがいる市民は他都市より多いが、その価値観を受入たり、まちの
活性化に役立つと考える人の割合は九州10都市内で最も低い。 外国人がまちの魅力や活性化に貢献
するかという市民アンケートでは、「そう思う」が29%と、100都市平均の28.5%よりやや高いが、一方で、
「全く思わない」の割合が21%と、九州他都市（概ね10％～17%）に対して高い。市民の間で外国人に対
する捉え方が二分されていると考えられる。

移住・外部人材
の受入体制

35

移住や外部人材の受入体制は充実している。 移住者向けのPRイベントへは積極的に参加しており、空
き家バンクや転入者に対する補助制度も活用されている。 市内在住で、市外の就労対象者とした通勤
支援制度に関して、東京や大阪で開催したイベントで知事陣頭にPRをする等制度の周知に努めたことも
あり、支援件数は着実に増加している。  就業・就農・起業などの支援が存在し、活用されている。移住
者向けに特化した内容ではなく、一般的な職業斡旋となっている。「さがUターンナビ」など佐賀県全体で
実施している取り組みである。移住者に特化した就業・起業支援を行う自治体がある中で、特色が伝わり
にくい面があると考えられる。 他自治体がワンストップ窓口の設置や積極的な交流、体験移住の取り組
みを行っているが、佐賀市への移住・定住や就業に関わる相談先として統一された窓口が設置されてい
ない。福祉協力員の配置や地域での要支援者の情報共有化、相談体制の充実等に取組んでいるが、
居住年数の短い転入・転居者や若い世代の相談実績が少なく、これらの対象者が地域福祉にかかわる
機会を創出する新たな取り組みが求められる。



小分類別順位決定要素（創業・イノベーションを促す取組）  

小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

評価指標の分類
小分類
順位

創業に対する自
治体の積極性

56

創業を支援する仕組みや施設については充実している。 市の創業に対する支援としては、創業支援の
相談窓口や起業支援を行う施設、サポート体制が整っている。 企業誘致についても事業所の新設に対
する優遇措置があり、積極的に取り組んでいる。 一方で、先述のように創業に関する相談件数は増加し
ているが、実際の創業の実績に乏しく、より制度を充実させ創業件数の増加に結び付ける必要がある。商
工会議所や地域金融機関等と連携した創業希望者の掘り起こしと継続的な支援を今後も続けていく必
要がある。

創業を促す風
土

59

創業を促す風土は、他都市と比べても乏しい。 起業家が街の活性化につながると考える市民は少なく、
起業のチャンスを感じている市民も100都市中で少ない部類に含まれる。 対して、近隣の福岡市では、
創業を支援する制度や環境が整っており、市民の起業に対する意識が高いことも今回の結果から明らか
になっており、市内で創業を促す上では不利になっていると考えられる。

創業・イノベー
ションを促す取

組

創業の
活発さ

創業の実績 53

創業や新規の事業所開設の実績は、他都市と比べて少ない。 市内のITスタートアップ企業数は、調査
時点で16社であり、100都市中35番目である。100都市のうち、100社以上が創業している9都市を除く
と、平均は15社であり、一部の突出した都市を除いた地方都市の中では平均以上であるため、比較的上
位に位置すると考えられる。 市に対する創業に関する相談件数は2017年度実績で267件。2019年度
目標の300件に届かないが件数は増加している。実際の創業につながるような支援を継続することが考
えられる。 企業誘致関連では、市が誘致対象として重点を置くバイオマス等関連企業の誘致が1社行わ
れたが、目標の4社には届かず、今後も企業誘致や新規開業の促進が求められる。

先端企業の
存在・産学連携

の活発さ
61

先端企業の存在や産学連携の活発さでは目立った実績は見られない。 大学の研究開発を核にした新
事業の創造やグローバルニッチトップと言われる「尖った企業」の存在など、都市の競争力になり得る存
在に乏しい。市内の大学における文部科学省の共同研究や受託研究の実績は、金額ベースで100都市
中44位であった。特許出願数においても100都市、九州10都市の平均をいずれも下回っている。 尖った
企業を生み出すために、現在取り組んでいる「中小企業への支援体制の充実」を推進し、企業の商品開
発や経営計画づくりの支援など多角的な取組を続けていく必要がある。

創業を促す
基盤

アート・クリエイ
ティブ産業の

集積
8

創業を促す環境として重要な要素である、アート・クリエイティブ産業の集積やアートとのふれあいでは、
比較的市民の関心が高い。 市民がアートとふれあう機会（美術館の訪問、アートイベントへの参加 等）
が他都市と比べて多いこと言える。 また、アーティストの知り合いがいるという市民の割合が全国で最も高
いことも特徴であり、アートが比較的身近に存在となっている可能性がある。 創業につながるようなクリエ
イティブな活動を行う土壌は存在するため、アートやイベントを通じて新しい発想や事業の創出を促す仕
組みも併せて行うことが期待される。

3 



小分類別順位決定要素（多様な産業が根付く基盤）  

小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

評価指標の分類
小分類
順位

ビジネスインフラ
の充実

48

市内のビジネスインフラ（交通、物流、会議場、金融機関等）の中では、空港からのアクセス性に優れて
いる。市内中心部から国際便が発着する空港（佐賀市の場合は佐賀空港）へのアクセス時間は、100都
市平均の3分の１程度、比較的市街地と空港が近い九州10都市内の平均と比べても半分程度の時間
でアクセスが可能である。 新幹線駅や港湾との距離は、他都市と比較して優位ではないが、空港アクセ
スの点で国内外からのアクセス性は優れていると言える。 一方で、国際会議の開催件数は少なく、近隣
の福岡と比べて大幅に少ない。市が行ったコンベンションやスポーツ大会等の誘致数は、2017年度度で
45団体と市の2019年度の目標値である123団体に届いていない。市の誘致では一定の成果が出ている
が、国際的な会議やイベントも視野に入れることで、国内外への発信力強化につなげることも想定され
る。

自治体の行政
基盤の安定性

67
市の財政の健全さでは、実質公債費比率が4.3%であり、100都市でも安定した水準となっている。
一方で、財政力指数や交付金依存度では、100都市の平均を下回っている。市の交付金依存度は100
都市中18番目に高く、確固たる経済基盤の確立が必要とされる。

ビジネス環
境の充実

低廉なビジネス
コスト

10

多様な産業が
根付く基盤

確固たる経
済基盤・主
要企業の存

在

大企業の立地 51

市内には大企業（資本金3億円以上）の本社および事業所の数は、他の100都市平均より少ない。
大企業の存在は地域の経済の牽引のみならず、新たなスタートアップ企業の登場や技術開発などにも
貢献する。大企業の誘致が必ずしも重要とは言えないが、確固たる経済基盤を築くためには中核となる
企業の存在が必要となる。

地域の経済力 73

市内の工業、商業ともに100都市平均を下回っている。 人口一人当たりの製造品出荷額は100都市平
均、九州10都市平均のいずれも下回っている。市内の年間製造品出荷額等は、市の2019年度目標の
2,576億円に対して2,451億円（2017年度）であり現時点では未達となっている。 小売業の年間商品販
売額も減少傾向にあり、人口一人あたり商品販売額は100都市平均、九州10都市平均のいずれも下
回っている。

ビジネスでの海
外とのつながり

58

市内には外資系企業の本社（日本国内の本社含む）が立地しておらず、また外資系企業を積極的に誘
致する施策や制度がないため、ビジネスにおける海外とのつながりは乏しい。
外資系企業の拠点が設置される例がある他、市内に本社を置く企業が海外にも拠点を設置する例があ
るため、海外とのつながりは存在している。これまで市の政策では重点となっていない分野であるが、国外
からの投資の呼び込みという点では重要な観点と言える。

市内で事業を行う際のビジネスコスト（賃料、従業員の賃金）は、100都市内でも安価であり、企業にとっ
て低コストでビジネスをする環境が整っている。
商業地の地価（平米あたり）は100都市平均の半分程度であり、九州10都市内では最も低い。 また賃金
も100都市内でも低い部類に入るため、都市の規模に比してビジネスコストが安いと言える。賃金の安さ
は市民の所得と反するが、経営側にとって魅力となる可能性がある。
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小分類別順位決定要素（人材の充実・多様性）  
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小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

評価指標の分類
小分類
順位

人材の充実・
多様性

人材・教育
の充実

人口・労働力の
充実

33

市の合計特殊出生率も100都市平均より高く、アクティブシニアも多い。
また平均寿命の長さや65歳以上の就業率は20%であり、100都市平均、九州10都市と比較しても高
い数値になっている。九州10都市内では佐賀市が最多である。 一方で生産年齢人口比率は59.7%
と100都市平均の59.8%と同水準であるが、近隣の福岡市が64.8%と高いため近隣都市に若年層が
流出していることが考えられる。

教育・人材の
充実

76

市内の高等教育の学生数および高度人材（博士課程卒業者、経営層、専門職研究者、法務従事
者、経営・金融・保険専門職業従事者等）は、いずれも100都市平均を下回っており、人材の集積の
点では課題がある。 市内に立地する大学が1箇所であり、高等専門学校・高等学校数も近隣都市よ
り少ないため、学生や高度人材が集積しにくいと考えられる。

市内の大学における留学生数は他都市と比べて少なく、学術面における国際交流は盛んではない。
市内の大学の留学生数は100都市中79位であり、スーパーグローバル選定大学など、海外とのつな
がりを重視した大学が立地していない。

若者・女性の
活躍

23
市内の女性就業率は69.6%であり、100都市中17番目に高い。 転出者に占める若年層（15～34
歳）の割合は9.0%であり、100都市平均と同程度、九州10都市平均の10.2%よりやや低く、比較的市
内に留まる若年層が多いと言える。

海外人材の
集積

外国人の活躍 87

市内の在留外国人やビジネス目的の訪日外国人は、他都市と比べて少ないと言える。在留外国人
総数は100都市中77位、ビジネス目的の訪日外国人数は同81位と、ビジネスの観点からは外国人
との交流が少ない。 一方で、2015年に三重津海軍所跡が世界文化遺産登録、東よか干潟がラム
サール条約湿地に登録されたこともあり、観光を目的とした訪日外国人は増加傾向にある。2017年
3月に佐賀ーソウル便の増便、6月に佐賀空港への台北便の就航開始で台湾・韓国の観光客が増
加しており、観光においては海外とのつながりが広がっている。観光における海外とのつながりをビジネ
スにつなげ、海外人材の集積を図る方法も考えられる。

学術面の
国際交流

80



小分類別順位決定要素（都市の暮らしやすさ）  
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小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

評価指標の分類
小分類
順位

居住の
快適性

良好な
都市環境

11

都市環境の良さに関する市民の満足度は比較的高い。 治安の良さ、自然災害に対する安全性、バリア
フリー、街の静けさ、清潔さなど安全・安心に関する項目で100都市平均を上回っている。 街の清潔さ、
空気や水の綺麗さについては、市民の82%が満足している。また、町並みの美しさ、景観の良さについて
も71%が満足という結果となった。  今回の結果では、治安の良さに対して、86%の市民が満足していると
いう結果になった。佐賀市が実施した市民意向調査においても、「地域で、事故・事件にあうことなく安全
に暮らせると感じる市民の割合」は、83.7%（2017年度）と高い。 犯罪率（人口10万人当たりの犯罪件
数）も減少しており、治安は良好と言える。 また、自然災害に対する安全性は、市民の74%が満足してお
り、100都市中17番目に高い満足度である。2013年から運用開始された防災情報、緊急情報や学校
情報をメールで通知する「さがんメール」、2017年から配信が開始された緊急速報メール、防災ラジオ
等、災害時に多様な手段で市民に災害情報を配信する環境が構築されており、市民の防災に対する安
心感の醸成につながっていると考えられる。

低廉な
生活コスト

3

生活利便性
日常生活の

利便性
15

佐賀市は生活利便性の高さで市民満足度が高い。 人口あたり医師数、小売店事業所数は他都市より
多い。公共交通ではバスの利便性が高く、人口1000人あたりのバス停数は2.3箇所で、100都市平均の
1.9箇所、九州10都市平均の1.9箇所よりも多い。 市が定めた公共交通機関（バス）の利用者数も、
2017年度時点で、2019年度の目標値を上回っており、市民の利用が進んでいる。区間限定定期券の
販売や、2017年2月からの佐賀市営バスでのICカード利用開始等により、バスの利便性が向上し、利用
者増に寄与したと考えられる。  一方で、車を使わないと生活できないと考える市民の割合も他都市と比
べて高く、九州10都市内では最も多かった。車を使わない生活ができている（満足している）と考える市
民は26%であり、100都市平均の35%、九州10都市平均の41%と比べても低い。生活利便性は総じて高
いが、交通面ではさらに利便性を高める余地があると考えられる。

生活コストの安さに対しては、総じて評価が高い。 市民の生活コストに対する満足度でも、他都市を大き
く上回って100都市中1位となった。消費者物価地域差指数（総合）および食料の消費者物価地域差指
数が100都市中5番目に低く、日常生活のコストが安いことが、生活満足度を高めていると考えられる。
住宅価格も九州10都市内で最も安く、100都市中32番目に安い。また、住宅の質に対する市民の満足
度も高く、都市の規模や利便性に対して割安な住宅が供給されていると考えられる。

都市の暮らし
やすさ



小分類別順位決定要素（都市の魅力）  

小分類別　順位決定要素
大分類 中分類 小分類

評価指標の分類
小分類
順位

地域の共助精
神

コミュニティの成
熟

4

地域コミュニティに対して、市民の多くが絆が強いと考えている。 「地域コミュニティの絆の強さに対する満足度」では、「満足し
ている」が70％であり、「満足している」の割合は100都市平均では58.5%、九州の10都市間平均は63.1%であり、九州10都市
内でも福岡市の73%に次ぐ2番目に高く、100都市全体と比べても相当に高く、100都市中4位となった。 ボランティアや社会参
加活動を行う行動率も高く、困った時に相談できる人がいることや、家族との時間を大事にする人が多いなど、コミュニティの成
熟という観点からは大変優れている。 市の自主防災組織率は2017年実績で63.8%。2019年度目標の72%に届かないが、災
害時に助け合える関係があると考える市民は半数を超えており、共助精神を持っていると推察される。

社会の活力

活気ある雰囲気 62

コミュニティ内のつながりは強靭という傾向はあるが、街の活気や新たな人との出会いに対しては積極的ではない一面がある。ま
ちの活気やわくわく感の有無では、85%の市民が感じなていないという結果となった。これは100都市平均や九州10都市と比べ
ても大幅に低く、市民が活気を感じにくい現状があると推察される。 また、新たな人（勤務先など知っている人以外）との出会い
の経験も少ない市民が多い。比較的、限られた範囲のコミュニティを重視する傾向にあり、新たな出会いや街全体の活気に対
する関心が高くないと推察される。

余暇の充実

19
歴史・文化の面では、2015年に三重津海軍所跡が世界文化遺産登録されたこともあり、歴史・伝統と触れ合う機会は100都
市の平均を上回り、市民の歴史・伝統に対する関心が高いことが伺える。 一方で、地域の祭りなどイベントへの参加経験がある
市民は少なく、100都市や九州10都市の平均を下回っている。

都市の魅力

社会の成熟

歴史・伝統との
ふれあい

25

公園や緑地などの憩いの空間が充実していると考える市民が多い。 「公園・緑地などの憩いの空間の充実の満足度」では、
「満足している」が77％と100都市平均では69.2%、九州の10都市間平均は70.4%に比べて高く、100都市中9位となった。 佐
賀市が実施した市民意向調査においても、「自然と都市が調和した計画的な土地利用が行われていると感じる市民の割合」
は、47.7%（2017年度）と、総合計画の策定時（2015年度）の44.6%と比較して1.1pt上昇している。  その反面、ナイトライフに対
する満足度はやや低く、飲食店や余暇を楽しむ場所（文化・レクレーション施設等）が不十分と感じている。 また、サードプレイス
（自宅と職場以外に居心地のよい居場所）を持っている市民の割合が他都市に比べて多く、都市内に居場所があると感じてい
る市民が多いことが伺える。

市民の幸福
度・街への

誇り

幸福感、街への
誇り・愛着

46

市民が日々の生活で幸福を感じる度合は、他都市と比べて高い。 市民アンケートの設問「現在の暮らしで幸せを感じるか」で
は、「感じる」が76％、「感じない」が24%であった。「感じる」の割合は100都市平均では73.3%、九州の10都市間平均は75.1%
であり、他都市に比べて高い。 佐賀市が実施した「幸福に関する意識調査報告書（平成27年度）」においても、幸せを感じる市
民は65.9%（大いに思う、やや思うの合計）であり、全般的に市民の幸福感は高いと言える。 また、「まちへの誇り・愛着」に関して
も、対象とした100都市平均よりやや高く、市民が地域に愛着を持ち、比較的幸福に暮らしていることが伺える。
 一方で、「まちの将来性」や、「自分の街を他人に薦めたい度合（NPS)」では他都市よりも低い傾向にある。「まちの将来性」で
は、市民の63%が「感じない」と回答しており、この割合は他都市よりも多い。佐賀市を他人に薦めたい度合（NPS)については、批
判者（他人に薦めたくない）と考える市民が71%であり、100都市平均よりも多く、九州10都市内では最も多い。 市民は日々の
暮らしや地域に対しては満足している一方で、まちの将来やまちの良さを他人に共有することに対する関心が低いという側面が
あると推察される。 7 



 九州地方で成長可能性都市の分析対象となった北九州市、福岡市、久留市、  

 長崎市、佐世保市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市と佐賀市の10都市間 

 で比較を行った。 

他都市比較による 
佐賀市の優れた点 

他都市比較による 
佐賀市の課題となる点 

都市の暮らしやすさの視点 
•都市の暮らしやすさでは、佐賀市が九州１０都市の
中で最も評価が高い。特に、居住の快適性では他
都市を抜きんでている。特に都市環境の良さ（安心
安全、景観等）や生活コストの安さでは、100都市
の中でも評価が高い九州他都市と比べても優れて
いる。 

 
都市の魅力の視点 
•都市の魅力も佐賀市は１００都市平均を大きく上
回っている。 

•特に、地域コミュニティが成熟している。九州は全
般的にコミュニティの絆が強い傾向にあるが、佐賀
市は絆の強さ、共助精神などの点で評価で他都市
よりもさらに高い。 
 
ビジネス環境の視点 
• ビジネス環境も低廉なビジネスコストでは、九州で
トップ。交通インフラの面では他都市と謙遜ない。 

• アート・クリエイティブ産業の集積においては、佐賀
市が九州で最もスコアが高い。こうした観点は、新し
いビジネスを生み出す環境につながることがあるた
め、課題となっている創業を促す風土の醸成にも貢
献する可能性がある。 
 
人材・労働力の視点 
•人材の充実・多様性の視点では、労働力や若年層
が比較的充実している点が特徴。 

•九州の南側がその傾向が強いが、北側は佐賀市と
福岡市が人口・労働力が充実している。 

•特に、若者や女性の活躍という観点では佐賀市の
評価は高い。 

多様性への寛容度の視点 
•九州１０都市は全体的に多様性を受け入れる風土
があり、多様性への寛容度が高いが、佐賀市のみ１
００都市平均を下回っている。 

•特に佐賀市は多様性への寛容度が低く、多様な生
き方の許容や多様な背景を持つ人への寛容さが乏
しい。 

•移住者や外部の人材の受入体制は整っているが、
受入実績が他都市と比べても少ない。 
 
創業・イノベーションの視点 
•創業・イノベーションを促す取組では、近隣の福岡
市、久留米市などでスコアが高く、佐賀市は九州１
０都市中９番目と低い。 

•創業に関する取組や制度については、他都市と大
きな差はないが、創業の実績の面においては、他
都市よりも低くなっている。 

• また、創業を促す風土では、九州で唯一、１００都
市平均を下回っており、創業の機運が高まりにくい
雰囲気がある。対して福岡市は創業を促す風土が
突出して高いため、佐賀市も影響を受ける可能性
がある。 

 
海外とのつながりの視点 
•九州内では福岡市や北九州市、久留米市がビジネ
スにおける海外とのつながりが強く、佐賀市を含む
他都市は結びつきが弱いという傾向がある。 

•佐賀市は海外人材が集積が進んでおらず、海外と
のつながりが福岡県内の都市と比べ希薄。 
 
社会の活力、幸福感の視点 
•佐賀市は活気ある雰囲気を感じていない市民が多
く、九州内で唯一、１００都市平均を下回っている。 

•幸福感や街への誇りも九州１０都市で最低で、市民
が地域をネガティブに捉えている可能性がある。 
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佐賀市の特徴（九州各都市との比較） 
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