
令和元年度 第１回佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議 会議録 

 

 日時 

令和元年７月１２日（金）１３時３０分～１５時３０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、溝上泰弘、香月道生、江頭忠則、牛島英人、池田敦子、 

寺本憲功、井本浩之、田口香津子、蔵本雅史、浜晋治、富吉賢太郎、 

◎白井誠 

 

 欠席委員（敬称略） 

垣内一馬、杉山利則、高祖浩、永石亀 

 

 議事 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 会長挨拶 

４ 第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について 

５ その他 

６ 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 

白井委員 

33ページに数字が並んでいて、「＊」が３つ、２つあるが、これは。 

 

九州経済調査協会 

空白の部分も含めてだが、0.506や、0.529等の数字がすべてに入っているが、統計的に

有意かどうか、数学的に正しいかどうか、というところを「＊」で表記をしている。「＊」

がついているところは、統計的に有意である、正しいと証明できるエリアになり、１個、

２個、３個と「＊」が付いていくごとに、有意性が高まっていくということになり、「＊」

がついていない部分は、統計的に有意かどうかが、きちんと証明ができないエリアになる。 

例えば、地域の稼ぐ力が強くなると、0.506ポイント、人口が増える力が増す、そのようイ

メージでとらえてもらえればよい。 

 

白井委員 

表の見方についてだが、例えば「雇用の受け皿」は、女性有配偶率の 35歳～39歳のとこ

ろだけしか数値が出ていないが、他は何か影響がなかったということか。 

 

九州経済調査協会 

統計的に有意であるということを言えないというエリアになるだけで、実はほとんどプ

ラスで働いていたということだったと思う。しかし、数学的に正しいことをきちんと言う

必要があるため、表記をしていないということでご理解いただきたい。ただ、「＊」がつい

ていないからと言って、正しくないかというとそうでもない。全体的にプラスにずっと働

いているので、雇用の受け皿が多ければ多いほど、有配偶出生率、有配偶率ともに高くな

るというのは、常識的に考えてそうなるのではと認識している。 

 

蔵本委員 

ファクトだけ教えていただきたいが、25 ページの社会的増減の動きで、2016 年と 2017

年だけ少しトレンドが異なると思っており、特殊要因が何かがあったのではないかと直感

的に思った。もし分かるのであれば、教えていただきたい。 

 

九州経済調査協会 

この世代が極端に減っている、外国人がたくさん来た等ということはなく、ただ全体的

に少なかった、多かった、ということであり、何が原因だったかは、実はよくわかってい

ない。佐賀県と周辺市町村と比較しても、ここだけ違う動きをしており、この期間に例え

ば大きなマンションができたといった動きも佐賀市の中ではどうもないようなので、そう

いった意味では、ここが一体何なのかというのは、はっきりしていない。 



江頭委員 

○先ほど、8ページの「利便性が高く持続可能な社会地域社会の創出」ということで、佐賀

市では目標を達成している、というようなコメントがあったが、私は実際に佐賀に住ん

でいて、逆にそんなことはない、という思いがある。 

 

○それは、幸福感が市民意向調査にあったかと思うが、上位を占めているのは、諸富、大

和、佐賀市など人口が非常に増えてきているところである。人がいるところにはコミュ

ニティもあり、いろんな施設もしっかりしているからいいよね、という感じがするが、

この市町村合併を通じ、各エリアの市民は置いてきぼりになっているようなところがあ

る。当然、消費者難民のような方が現実におり、交通体系が悪かったりということで、

非常に不快感というか、非常に住みにくくなったなと、私も思うし、もっと高齢の方か

らそういうことを伺ったことがある。幸福感についても、私が思うのは、いろんなコミ

ュニティ、小さなコミュニティ等を少し集約して、いろんな福利厚生施設も含めた住み

やすい住環境があるべきじゃないかと思う。 

 

○高齢化になって、将来は後期高齢者になり、免許返納なども現実になってくると思う。

私は川副に住んでいるが、その時、どうやって買い物に行こうか、どうやって病院に行

こうかと、正直言って不安である。そういったことも含めて、佐賀市のいろんなコミュ

ニティのあり方というのは、しっかり将来に向けて考える必要があると、このデータ見

る限り思ったところである。 

 

武富企画政策課長 

51 ページにおいても、暮らしにくいと思う理由の中で、公共交通機関の利便性が低いと

いう部分があるが、富士、三瀬、川副といったところが、やはりここを理由として挙げら

れる割合が高いというのもある。地域公共交通のあり方については、それぞれの交通空白

地帯をこちらの方で調査研究しながら、それぞれのエリアに応じた交通のあり方を今年度、

分析調査をしている。どこに住んでいても思ったところに行けるという公共交通を、地域

と一緒に考え、それによって、暮らしやすさを高めていきたい。 

 

香月委員 

12 ページで、先日の総合計画審議会でも建設部長に質問したが、コンパクトなまちづく

りと言いながら、50 連たん制度で宅地が供給されている。それについてはメリット、デメ

リットを庁内で議論を始めたところと言われたが、和歌山市を始め、実際に 50戸連たん制

度をやめた市もある。そういったところの検証や他市の事例というのも当然情報収集して、

検討しているのか。 

 



武藤企画調整部長 

香月委員が言われたように、今、検証を内部でやっているところである。もともとは、「第

3 の住み方」、要するに田舎と都会の両方を享受できる場所ということでの住み方というこ

とで提案したわけだが、分析してみると、特定のとこに集まりすぎている部分がある。そ

れをどうするのか、誘導していくのか、見直すのかということを、今、庁内各課と調整を

している。分析も含めてやっているので、もう少しお時間をいただきたいと思う。ただし、

この制度をやめているところもあるし、見直しを進められているところもある。佐賀市と

しても、10 年経過をしているので、現状の分析をしっかりしながら見直しの検討をしてい

きたいと思っている。 

 

香月委員 

実際やめるとなると、それなりに反動というのは当然大きく出てくる。事例として出て

きているので、そこのところも考えながら、早めに着手をしなければいけないのではない

かと思う。 

 

小城原委員 

今、未婚率は 25 歳～29 歳で、60.8 もあるとのことだが、我々の時はいろいろな周りの

人がお世話をしていたということがある。今、自治会長は 664 人いるが、その中で女性が

30 人ほどである。今年の総会からとにかく女性を増やしてくださいという呼びかけをやっ

ているが、婦人会は 6 校区しかない。そういう人達を自治会に取り込んで、世話好きの方

を増やしていきたい。そのような感じでしないと、行政や民間もやっているが、幾ら婚活

をやっても非常になかなか難しい。地域住民がそれに参入してくると随分違ってくると思

う。そういうことを考えながら、今後、自治会の方針も婚活を少し頭に入れながらやれば

いいのかなと感じたし、少子化を抑えるのはそれしかないと思う。やはり結婚した人は２

人、３人、中には 4 人の子どもを連れて買い物をしてる人もいる。そういう意味でも、行

政もそういう人たちに、スポット当てる方法もありかなと思っている。 

 

武富企画政策課長 

参考資料 2の表があるが、6ページ目の一番下に「3若い世代の結婚・出産の支援」とい

うことで、「交流イベントの参加者数」というのをＫＰＩに設定している。参加者数という

のは増えてきている状況になっているので、今いただいたご意見を参考にしながら、この

取組をどうして行くかというのは検討させていただきたい。 

 

蔵本委員 

○さっきのは「検証」ということだと思うが、できたか、できないか。できなかったのは

なぜか、ということを議論したい。参考資料があり、その 1枚目、2枚目に４つの基本目



標があって、「◎」、「○」はまあまあできているということであれば、「△」の部分が二

つあり、これがなぜできなかったのかを教えていただきたい。 

 

○１つは「経済の活力と安定した雇用の創出」ということで、2,000人の新規雇用だが、資

料 1 の 9 ページを見せていただくと、いろいろやって、頑張ったが届かなかった、とい

うことが書いてあるが、そのギャップはどこで目論見を誤ったのか、もしくは何か特殊

要因があって達成しなかったのか、そこの議論を内部でどうされているのかを教えてい

ただきたい。 

 

○３つ目の「子どもを産みやすく、育てやすい環境の創出」という項目も、合計特殊出生

率をＫＰＩにすると、なかなか人口構成が大きく変わっている中で難しかったというの

は、何となく分かるが、もう少しこうすればよかったとか、労働生産人口の比率が下が

り過ぎてしまったなど、この 5年間分の総括のような感じの部分を教えていただきたい。

それを踏まえた上で、我々は次の方針について、こういう目標じゃ駄目だとか、やり方

についてはもうちょっとこうしたほうがいいのか、ということを考えていくのではない

かと思う。 

 

武富企画政策課長 

３番目の「子どもを産み育てやすい環境の創出」については、策定当時、子どもを産み

育てるという部分で、保育園などの子どもが生まれた後の環境については、野村総合研究

所から、「子育てしながら働き続けられる環境がある」というところを高く評価してもらっ

ている。しかし、実際には、参考資料 2の 6～7ページにかけては、先ほどご指摘いただい

たように、「△」もかなりたくさんついている。全体的なイメージと、それから実感の部分

がやはり違ったというのがあるし、今回、国の方が出している「地域アプローチ」という、

子どもを産むという視点に立った施策というのはこれまでやっていない。そういった部分

の視点を入れながら、今後、合計特殊出生率を上げるということについては、そういった

直接的な支援や、ここで言うところの「妊娠から出産までの支援」によって、もう少し負

担に思われている部分を解消していき、「子どもを産んで育てられるよ」という感覚を持っ

ていただけるような雰囲気と土台づくりというのが今後必要になると思っている。やはり

１期目は直接的な対策に特化していなかったという部分と、それからイメージでやってい

たという部分が多かったのではないかと思う。 

 

池田政策審議監 

○「経済の活力と安定した雇用の創出」については、やはり雇用者数の増というところで、

一番私達が取り組むものは企業誘致である。企業誘致をやる場合、やはりいろんな企業

の誘致があるが、工業団地があって、そこに企業を張りつけていくというのが、一番雇



用を増やしていく上での大きな要素である。私達も工業団地を急いでつくらないといけ

ないということで取り組んでいるが、なかなか用地の確保などが難しく、やっと今用地

の確保ができて、今年度造成に入る。この後、分譲、操業が始まると、雇用者数も増加

してくることになる。 

 

○今、ＩＴ系の企業の進出の方が大変増えてきている。人材が佐賀市の方にはまだ余裕が

あるということで入ってきていただけるっていうのが多いのと、それから、マイクロソ

フトイノベーションセンターというのが、駅のすぐ南の方にあるが、あれが入ってきた

ことで、企業がマイクロソフトイノベーションセンターがあるのだったら、人材も確保

できるから、佐賀市には行きやすいですね、ということを言っていただくことが非常に

多い。今後はやはりそこを利用して、ＩＴ系の企業の誘致が図っていけるのかなという

ふうに思っている。 

 

○それから、先週、マイクロソフトと一緒に取り組んだイベントで、テレワークを今後進

めていこうという話がある。これが進んでいくと、こっちに来ていただかなくても、佐

賀の方を、東京の企業や福岡の企業に雇用していただくというような形が今後取ってい

けるのではないかということで、今後、マイクロソフトと一緒になってテレワークの事

業についても進めていき、雇用を増やしていくことに取り組んでいきたいというふうに

思っている。今回は達成できなかったが、今後はやはりそういった方針で展開していき

たいというふうに考えている。 

 

田口委員 

○やはり目標の３番目に「子どもを産み育てやすい環境の創出」ということで、しっかり

と一つ取り上げてもらっているし、ＫＰＩとして合計特殊出生率を掲げておられ、その

中でも女性の有配偶率と有配偶出生率という、２つの指標に分けて、というような説明

を聞いたが、やはりこれは女性に早く結婚して欲しいとか、女性に子どもを１人でも産

んで欲しいというようなことに直結するような説明だったと思う。これは女性だけに焦

点を当てているが、結婚も出産も、男性も鏡合わせのようにあるので、指標としてそこ

だけを取り上げていくのは、それはなぜ上がらないのかとか、その裏返しに何があるの

かというところまで考えないと、単純に産みなさいとか、早く結婚しなさいという、ち

ょっと偏った発言になるのではないかと思う。そこにはやはり男性がどうなのかとか、

男性の出産後の育児・子育て参画はどこまで進んでいるのか、というものと鏡合わせに

なっているが、そこが全然触れられていないのが気にかかる。 

 

○それから、本当に男性が子育てしやすい環境づくりというのを何か指標にならないのか、

というところがあるが、社会経済的要因分析というところで切り取っておられるという



ところで、なかなか難しいのかと思ったが、こういう時こそ、男女共同参画社会の推進

の施策がどうなのか、ということもリンクさせるべきではと思った。 

 

○それから、どうしても子育てサポートというところで、例えば、佐賀市も 3 世代同居率

が高かったりする部分があるかもしれないが、実態としては、50代、60代の祖父母世代

も働かなければいけない。孫を育てるとか、子育てのサポートができるという状況では

なくて、労働力としてやはり求められているというところもあるので、なかなか 3 世代

だと大丈夫という幻想があるかもしれないが、そこもなかなか厳しいところがあるかな

と思っている。 

 

○佐賀市の保育行政については、私も仕事柄、いろいろ聞かせていただいて、本当に懸命

にやっておられると思っているが、まだまだ状況は好転していない。むしろちょっと悪

化しているというような懸念を持っており、そこをやはり抜本的にもう少し考えていか

ないと、縦割りだけで、その課だけで考えられるような限界を超えているという気もし

ている。子育ての部分がしっかりとないと、他のところもどうなのか、というくらい、

この子育ての部分は重視されるべきところではないのかなと思っている。 

 

武富企画政策課長 

今ご意見いただいた部分を、次回の骨子の方にまとめていきたいと思う。あと、最初に

ご指摘いただいた表現の話は、これは特に最近、国の方が出している表現も、「個々人の希

望を叶える少子化対策」というような表現になっているので、私どもも表現としてはそう

いった形で行いたいと思う。また、その部分に関しては、先ほど言われました男性の子育

てに対する参画などについても、今後検討をしていきたいと思っている。 

 

井本委員 

これは多分皆さんご存知だとは思うが、佐賀県の出身者が高等教育機関に進学した場合

に、大学でも短大でも、例えば本学の事情言いますと、75％は地元に就職する。佐賀大学

でも 60％以上就職している。つまり、高校の時に県外へ流出させずに、佐賀県内に若者が

残っていくと、活力もそれなりに維持できるというのは、これはもうはっきりしている。

ところが、県の教育委員会や私立高校、そういったところへ働きかけないとこれがなかな

か実現しない。教育でどのように地元に若者を残していくのかということについては、高

等教育機関からのアプローチだけでは駄目であり、やはり中等教育、特に中学校、高校ぐ

らいの段階から地元に対する何らかのモチベーションをつけていくことをしっかりやって

いかないとやはり残らない。大学の数から言えば、県に 2 つしか大学がないのは、鳥取県

と佐賀県だけであり、東京にいたっては 138 校ある。となるとやはり完全に向こうに魅力

があり、負けてしまっている。だからそこに、何らかの人為的な操作を加えていかないと、



という気がする。 

 

富吉委員 

このＫＰＩを見ていたら、課題がいっぱいあるが、いっぱいあるのをそれぞれどうした

らいいかということになると、結果的に結果が出ない。だから傾斜配分というか、これだ

けはするというようなことにすると、それに絡んでいろんなことが改善されることがある

のではないかと思った。学校目標というのは、いろんなものがあるけど、ある高校では、

中退者をゼロにというのが学校目標になっていた。そしたら、その一つの目標に向かって

校長は何をすべきか、事務局は何をすべきか、先生たちは何をすべきかというのをずっと

していくと、いろんな問題が改善していったということだった。東京大学の学校目標は、「教

育も研究も日本一に」となっていて、日本一になるために、教授陣はどうすればいいかと

いうことをずっとしていったというのが何かにあった。だからここにある、例えば、保育

所の 31年の待機児童ゼロに、ということになると、じゃあ、その待機児童を絶対ゼロにす

るんだということだけにすると、例えば、佐賀は待機児童が絶対いないんだということに

なると、結婚や仕事にも繋がっていくのではないかと思ったので、４つの目標の中でも、

これだけは少し前進させようというようなことで絞っていけば、意見も出やすいし、手が

かりというか、取りかかることが見えてくるような気がする。 

 

田口委員 

井本先生の話の観点で一つ情報をお伝えしたいと思った。長崎県の場合は、保育士にな

りたいという人たち、どの県においても修学資金貸付制度というのがあり、他県に進学し

てもまたＵターンすればいいということで始まったものであるが、長崎県の場合は、長崎

県の学校にしか、修学資金の貸付制度を適用しないという方針になっている。福岡県の場

合も介護福祉人材は、福岡県内の学校でないと、修学資金は貸し付けしないとなっており、

佐賀県の場合は、福岡に行こうが、長崎に行こうが、貸付をしますよという緩やかなとこ

ろがある。今、本当に他県への流出を止めるためとか、福祉人材をとどめるために、県で

抱え込むような姿勢があり、それがいいか悪いかわからないが、それだけせっぱ詰まって

る状況の中で、佐賀はあまりそういうところが動きとして見えてないというのはどうなの

かなと思っているところである。 

 

浜委員 

年齢の若年層である 20代の人口の転出が進んでいるという状況で、我々は佐賀市の利子

補給制度をいただきながら、創業支援に特に力を入れている機関である。我々は佐賀県全

体をカバーしているので、佐賀市内だけの数字ではないが、28、29、30年度の 3年度の創

業の佐賀県の融資先数だが、28 年度が 180 先、29 年度が 230 まで一気に伸び、30年度が

逆に 3割以上下がって 160先と大きく下がっている。年齢の内訳を見ると、50代以上が大



体15％ぐらいのシェアで安定して推移しているが、20代が30年度に大きく下がっている。

29 年度は 20 代の融資先が 33 先だったたのが、12 まで激減した。前年比で 36％ぐらいま

で落ちており、別に 20代の融資姿勢を厳しくしたわけではないが、20代の若手起業家に対

する融資が減ってきた。おそらく申し込み自体が減っているということがあるが、人口の

社会増減ということでは「◎」にはなっているが、やはり将来を考えた場合、そういった

若手、特に 20代の起業家も含めた人口をどう増やしていくのかということが重要ではない

か思う。シニアの起業家を支援することも重要だが、長期のビジョンで考えた場合、やは

りそういった年齢層をいかに住みやすく、あるいは、起業も含めて定着化させるかという

ことが、非常に内容的には重要ではないかと感じている。 

 

牛島委員 

○私の方から３つお話ししたいと思っている。１つ目が佐賀は何を目指すのか、２つ目が

変化の先をどう見るのか、３つ目が次世代のために何をしていくのかというこの３点で

ある。最初に何を目指すのかというのは、私が言うのもどうかという気はするが、今回

皆さんのお手元にもある資料 1 の 3 ページを見てもらいたいが、確かに佐賀の課題だと

思うが、誰か知らない人がこれを見て、佐賀市の課題とわかるだろうか。「佐賀の」とい

うようなところが見えないなというのが私のシンプルな印象である。その佐賀市は、佐

賀は何をこれから目指すのかというところで、私はこの資料の中で非常に気になったも

のが 10 ページの一番下、「佐賀に住み続けたい小中学生の割合は伸び悩んでいる」とい

うところで、伸び悩んでいるので別に減っているということではないと思っているが、

この伸び悩んでいるというのはとても気になっている。つまり、中長期的なものと短期

的なものを当然考えなくてはならないが、産み育てやすい環境、そして経済的な問題い

ろいろあるかと思うが、やはりその先が見えないということに対しての不安というもの

も相まって、やはり高校卒業した後ぐらいの人がどうしても外に出てしまうといったと

ころがあると思っている。なので、何を佐賀は目指すのかというのが少しでも見えると

か、こういうふうになっていっているんだな、という実感がなければ、人が出ていくこ

とを止めることは難しいと思う。これがいいと思わないが、福岡市の場合は、いろいろ

な施策のもとに、どんどん開発が進んでいる。だから福岡は、そういうふうになってい

くのだろうなというイメージがしやすいと思うし、そういう流れもある。ただし、私は

これがいいとは思っていない。なぜならば、いつかこれは止まる。そして逆転したり、

別の問題も生み出すということなので、佐賀にとってどうかといったら、同じことを目

指す必要は、私はないと思っている。 

 

○変化の先をということに関しては、この資料を見ながら私も考えたが、やはり観光で言

えば、間違いなく訪日外国人が増えている。日本全体としては、来年までに 4000 万人、

消費が 8兆円の目標があって、4000万人は、今いろいろ国際関係もギクシャクしたとこ



ろもあるので、若干心配している向きもあるかもしれないが、何とか達成するだろうが、

消費はなかなか難しいというような識者の意見がある。その中で、先ほどあったように

地域の稼ぐ力が増えていけば人口も増えるという、好循環が生まれるわけだが、観光も

やはり、いかに来てもらうか、そしていかに使ってもらうかというふうなところがある

が、同時に、この変化の先を見ていくことで、グローバル化、デジタル化といった変化

があると思う。国内的には人が減って高齢化が進んでおり、価値感も今の若い方はどう

やら、大分違ってきている。私ぐらいの世代は、自家用車を持つというのが当たり前だ

ったが、自分の子供は、別に持とうなんて全然思ってないというような感じになってい

るので、そのあたりもやはり考えて、佐賀の価値感というか、佐賀はどういうものを目

指すかということをやっぱり考えていく必要があるような気がしている。 

 

○その中で３番目に次世代のためにどうするかというところで、実は、佐賀新聞の 6 月 27

日の記事を持ってきているが、「全国に伝えたい佐賀自慢」ということで、高校生の 100

人のアンケートです。100人と母数が限られているので、これですべてを語ることはでき

ないと思うが、自慢するところとして歴史・文化が１番目、そして、その次に食、おい

しい食べ物があると、３つ目が観光イベントということで、大体皆さんピンときたと思

うが、そういうことで、高校生は、非常にこの総文祭に向かっていろいろ頑張っている

最中だと思うが、佐賀に対して、いわゆる前向きな意識を持っていると思う。その高校

生たちが卒業した後にどのような方向で歩み始めるかといったときに、その先が何とな

くわからないとか、見えてない。身近で言えば、雇用先がないとかいろいろあるかもし

れないが、そこのところは非常に大事だというふうに思っている。この彼らの自慢する

ところを、我々も、自分たちはどうだっただろうか、ということと同時に、佐賀のアイ

デンティティーというか、この辺りをしっかりと持っておかないといけない。確かにこ

の資料は事実であり、いろんな分析の結果もその通りだとは思うが、佐賀をどうするの

か、というようなところを、次の期では入れ込んだほうが、より良いしっかりとした施

策に繋がっていくのではないかと思っている。 

 

○観光の関係で言えば、個性化・ブランド化が必要だと思う。それにはまず地元の人間が

知って、いいなと思うことがなければ、他所から人が来ない。交流を増やしていかない

と、観光関係は広がっていかないと思う。この資料の中で、50 ページで分析をされて、

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを振られている。例えば満足度が低くて重要度が高い位置が並んでいる

ものもたくさんあるので、この辺については、より踏み込んで皆で考えていく必要があ

るだろうと思っている。私も実はこれにちょっとばかり絡んでいるところがあるので、

自分自身も何らか行動を起こしていきたいというふうに改めて思ったところである。 

 

 



溝上委員 

○先ほどお話があったように、「あれもこれも」ではなくて、「あれかこれか」ということ

でやっていかないとできない。「あれかこれか」に絞ることによって、「あれもこれも」

が結果としてできることもある、という先ほどのお話については同感である。 

 

○「あれかこれか」ということになった時に、何かと言われたら私は教育だと、まちづく

りは人づくりになるのではないかと考えている。誤解を恐れずに申し上げると、この町

は寂れていくと思う。これは人口減少と経済の関係性だけの問題ではない。確かに人口

減少と経済の関係は大きいが、人口減少と経済的マイナスというのが、町の衰退とは決

めて考えないことだと思っている。日本は小国では決してない。人口は少なくなっても、

経済的活力を高めることができる。1人頭のＧＤＰ、生産性を高めればいいわけで、例え

ばルクセンブルグの国民はわずか 60万人だが、日本人より 1人当たりの所得や生産性が

高い。また北欧のバルト三国などでもそうだが、人口は 150万から 3000万人というよう

な国もたくさんある。台湾などもそうであるが、国民 1 人当たりの所得や生産性は日本

を上回っている。国土の広さも決して大きくないが、各国民には活力に溢れている。北

欧などの文化・生活レベルや社会福祉や教育など、私たちが見習うべきは多岐に渡る。

人口減少は決して経済や文化的生活の衰退の決定的要因ではないということをまずもっ

て申し上げたい。 

 

○私たちは人口大国、経済大国を目指すのではなく、人が住みたくなるまち、子育てした

いまち、1人 1人が豊かな心や幸せや経済力のある暮らしを求めていると思っている。ナ

ンバーワンではなくてオンリーワンの生き方、スマップが昔歌っていたが、世界にひと

つの花、これには世界にひとつだけの自分らしく生きようというメッセージが込められ

ている。世界にひとつだけの佐賀らしさを考えてみることだろうと思う。 

 

○町は住む人が幸せになるためにあると私は思っている。国民が世界一幸せな国として知

られているのブータンである。ブータンの人にあなたは幸せですかと問いかければ、あ

なたが幸せなら私は幸せですと答える。地政学的にも、経済学的にも恵まれていないに

も関わらず、幸せになれる。幸せとは心の問題であるから、そういう心づくりと教育も、

経済力を高めるだけでなく、まちづくりには必要だというふうに思っている。 

 

○まちづくりは目先や老人のためよりこれからずっと先のため、若い人の望むまちづくり

でありたいものである。私たち老人は子孫のため、準備しておくのが役目であり、決し

て自分の老後のことだけでは、持続的なまちにはならないと思っている。このような会

議であっても、政治の世界であっても、高齢者の比率が高まると意見の通りにくい若い

人はさらに投票に行かなくなる。このような場でも若い人の意見が聞けなくなりがちで



ある。もちろん老人の経験は生かされた方がよい、2～3 割ぐらいならばと思っている。

今の町がこのようなまちになったのは決して若い人がこうしたわけではなく、私達のせ

いと、むしろ反省すべき立場である。 

 

○市の計画立案者の皆さんへのお願いは、どうか上司や先輩の意見には耳を傾け参考には

していただきたいが、言われる通りではなく、若い皆さんがつくりたいまちを自分たち

の考えや意見を中心に進めていただきたいというのが私の意見である。前例や国の施策、

他の地区にはこだわらないで、未来は必ずしも過去や現在の延長線上にあるわけではな

い。前例はたとえ成功話でも、時代や場所が違うわけで、学ぶべきで参考にすべきは、

前回までの計画のよかった点や悪かった点の分析ぐらいにされたらいかがか。でも過去

と未来はあくまで違うとものであり、環境は様変わりする。世紀が進むとスピードアッ

プする。子供の時間と老人の時間の早さの違いと同じように、時代が進めば進むほどス

ピードアップする。ダーウィンの進化論では、大きなものや強いものが生き残るのでは

なく、変化に対応できたものが持続可能、サスティナブルなのだと教わってきた。地方

創生、全国どこでも同じような取り組みが行われている。他の地方と同じことをしない、

佐賀の独創的なオリジナルをつくる、国の言うことを疑ってかかってみること、そして

自己責任を担うぐらいの覚悟を持って実践する、そのような若い人達に期待をしたいと

思う。明治初期のはがくれ市民のように、世界最先端の技術や医学、科学等の学問、ま

た資本主義、民主主義などいち早く取り入れた進取の気性が佐賀の人たちの財産である。

この財産の用い方こそが未来の佐賀を決めると私は思っている。 

 

○まちづくりは人づくりだと思う。教育は幼児からのみならず、子供だけじゃなくて、高

齢者こそが人生 100 年時代にはリカレント再教育が求められていると思う。昨年、健康

寿命日本一になった山梨県は、読書量が日本一になったからだと今言われている。高齢

者の読書量と、健康寿命に相関関係がある、こういうデータもある。 

 

○最後に皆さんに期待することは、提案だが、市の若い職員を 10人ぐらい、国外に 1年～

2年、留学研修などをしてみてはどうか。例えばオランダに農業を勉強に行く、フィンラ

ンドに行って、幼児教育のあり方を勉強する、中国の深センで、新しい情報化、ＡＩの

時代の社会がどういうふうに変わって動いているのか、キャッシュレスの世界はどうい

うことなのかというようなことを、本やテレビで見るぐらいではなく、やはり現地に１

年ぐらい行ってみてはどうかと思う。かつてこういうことを佐賀はやったわけで、だか

らそういう国内においても、ロールモデルの町に住んで現地で学ぶなど、明治の頃もそ

うやって多くの若い人達が、その時代の世界の最先端を吸収して佐賀に帰ってきたこと

が、もしくは日本に帰ってきたことが最大の原因ではなかったのではないか。卵は割わ

らなければオムレツは食べられないと、西洋人がよく言う言葉があるが、佐賀のまちづ



くり、これまでの殻を破ることから始まり、そうやって、若い人をもう 1 回勉強に出し

て、世界の最先端は今何が起こっているのか、そういったギャップを、若い人達に学ば

せる、そういうお金も使っていただきたい。 

 

池田委員 

○私ども社会福祉協議会は、福祉ということでまちづくりをどう展開していくかというこ

とで、地域福祉計画、それから、地域福祉活動計画というものがあり、選択と集中とい

うことで、重点目標を３年前から掲げ、取り組んでいる。 

 

○一つが居場所づくり。顔の見える関係ということでの居場所づくり、横文字で言うとコ

ミュニティカフェと言っているが、これを地域の中で、コミュニティの再生として取り

組んでいこうと、27 年に 4 ヶ所でスタートしたが、現在は 18 ヶ所となっている。これ

は社協や行政が作ろうということではなく、地域住民の中から声が上がってくる形で取

り組んでいる最中である。 

 

○もう一つの重点目標として、福祉協力員。これは地域によって活動の名前が違うが、今

からどんどん人口が減少していって、今、見守っている人たちが見守られる側になって

きた時に、家族だけじゃなくて、地域が見守っていこうということで、この辺りも地域

住民から声を上げてもらい、社会福祉協議会は、黒子として見えない形で活動している。

数値としてあらわれていない部分もあるが、地道にそういう形で、社会福祉協議会とし

ては「福祉」というキーワードで、今回の「まち・ひと・しごと」の部分に入っていけ

たらというふうに思っている。 

 

○また、子育てについても、社会福祉協議会は、市からの助成金をもらって、いろんな活

動やセンターをしているが、このあたりも少しずつだが、これも福祉、子育てというこ

とで、「女性」というキーワードが今日、何回も出て、私もちょっと思うところは個人的

にはあるが、それでもやはり女性がキーワードを持っているというのを逆に力として、

佐賀市における「まち・ひと・しごと創生」について、あと何回かだが、委員としてい

ろんな意見、現場の声を出したいと思う。 

 

白井委員 

○素晴らしい人材、多彩な人材、若い人たちを育てていくということだったり、男性も女

性も関係なく結婚できる、したいと思う環境、子育てしたいと思う環境をつくっていこ

うとか、あるいは、佐賀ならではのブランド、佐賀でしか表現できない佐賀らしさとい

うのは何か、それをちゃんと打ち出していこうとか、いろいろ出てきたと思う。 

 



○56ページが、第 2回目の議論になる体系である。今ご意見があった、人材の確保や育成、

都市のブランドの創出とか、子育てしやすい環境、生活環境のさらなる充実、いろんな

ご意見出たものが、一通り並んでいる感じがする。1期目の体系は、およそ国が示した体

系に、大体どこの都市も同じ形で組んでやったが、2期目はやはり佐賀市らしく、またこ

れから 2 回目に向けた作業の中で、さらに検証しながら、今日のご意見の内容も 1 回噛

み砕いて、議論しながら、2回目に向けた資料を作っていきたいと思う。そしてまた見て

いただき、さらにご意見を頂けたらと思っている。 

 

江頭委員 

この中で先ほど副市長が言われた 56ページには、食べ物のことが全然書いていない。や

はり第 1 次生産、まさに自然から物を生み出すところである。今、佐賀市内を見ると郷土

料理店は一つもなく、大手のチェーン店がいろんなお店を開いて食べ物を提供している。

そういうところでは、食についての魅力のある佐賀というのは、是非一つの切り口として

考えていただければと思う。我々は、まさに美味しくて安心安全という思いで食べ物を作

っており、農業の方も今日いらっしゃってないので、そのあたりは水産業も含めて、山は

当然果樹とか、いろんなそういったものもあるので、ぜひそういうものを生かした佐賀ら

しいまちづくり、そういう切り口も一つこの中に入れておいていただければと思う。 

 

白井委員 

確かに食はその都市のブランド化を象徴するものでもあり、そこが盛んになれば雇用も

生まれていき、また生きがいにもつながる、いろんな意味で、ただいまのご発言はありが

たい。またこれも検討の中に入れた形でご報告したいと思う。 

 

井本委員 

確認だが、今ここに出ているのは第２期の総合戦略だが、これは総合計画と並行してと、

最初に説明されていた。つまりその総合計画とこの総合戦略の性格づけの問題で、佐賀ら

しさを出したほうがいいのではないかという意見がたくさん出てきて、その通りだと思う

が、例えば総合計画の中にそういうものが入っていて、そこと連動している、あるいは、

その総合計画の方で、例えば夢や教育を語るとかそういったものが入っていて、ここでは

もっとより具体的にやるべきことだけを入れていく等、棲み分けをきっちり説明していた

だかないと、どう答えてよいか分からない。 

 

武富企画政策課長 

最初の説明では総合計画、それと合わせてということで説明をした。今、井本先生が言

われたとおり、総合計画は全般的なことになっている。この中から、特にこの「まち・ひ

と・しごと」については、人口や経済という部分を抜き出す、いわゆる ToDo 計画になる。



その中でもこの「まち・ひと・しごと」が、先ほどからご意見頂くように、佐賀市のオリ

ジナリティ、佐賀市としてこういうことをやっていくという部分になる。そういった部分

は総合計画が特に佐賀市がやっていることをすべて載せておりますので、その中から抜く

ということですので、関係性としてはそういった関係性になっている。なので、先ほど井

本先生が言われたとおり、総合計画との関係は直接ありますけれども、「まち・ひと・しご

と」としての方向性を出すというようなことで考えている。本日いただいたご意見、特に

地域ブランドにしても、総合計画で、それぞれ農業や商工業振興というところにすべて落

とし込んでいるので、そこから戦略に持ってくることも可能である。 

 

白井委員 

富吉委員さんがおっしゃったように、やはり際立ったものを選んでいく、そしてそれを

ここでやっていくんだというようなことを見てもらう。見せることも、まち・ひと・しご

と創生総合戦略の特徴だと思う。そういう意味で、これはもうまさに戦略なので、いろい

ろ取捨選択しながら、「あれもこれも」ではなくて、「あれかこれか」という形で、やって

いければと思っている。本日いただいたご意見を参考に骨子案、あるいは今後の取り組み

などを、今後も皆様と一緒に検討していきたいと考えている。 

 


