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令和元年度 第２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８月９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、牛島英人、池田敦子、 

高祖浩、浜晋治、富吉賢太郎、◎白井誠 

 

 欠席委員（敬称略） 

垣内一馬、江頭忠則、杉山利則、寺本憲功、井本浩之、 

田口香津子、蔵本雅史、永石亀 

 

 議事 

１ 開会 

２ 議事 第２期佐賀市まち・ひと・しごと総合戦略（骨子案）について 

（１） 基本目標の実現に向けて 

（２） 今後の予定について 

３ その他 

４ 閉会 

 

 資料説明 

事務局から資料に沿って、第２期総合戦略の基本的な考え方、基本目標、体系等を説明。 
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 協議内容 

白井会長 

今、事務局から説明があったが、前回の会議の時に、６ページの一番左側の基本目標を、

大きく３つ程度説明して、あらかたこういう形で整理をしていこうと思っていることをお

話させていただいた。その後、委員からご意見いただいたものを、政策、施策とか、そう

いう形で少し切り分けて、いわゆる施策例なども挙げさせてもらったのがこの資料になる。

今回は、そもそもこういう政策がこういう形でいいのかとかいろんなことも含めて、ご意

見を頂ければと思っている。できれば、一つずつ、１番目の「暮らしやすさに磨きをかけ

る」から順番に、「都市の魅力を高め、人を惹きつける」、そして「多様な人材で強い経

済をつくる」という３つにそれぞれ分けて、意見をいただければというように思っている。

それではまず1番目の「暮らしやすさに磨きをかけるために必要なこと」は、どういうこと

かということで話を進めていきたいと思う。欠席の委員からも、ご意見をいただいており、

資料４を新しく付け加えているので、事務局の方から先に、欠席委員の意見を紹介しても

らいたい。 

 

武富企画政策課長から、欠席委員の意見を紹介（資料4参照） 

 

白井会長 

暮らしやすさに磨きをかけ、人口減少を食い止めるというか、人がどんどん住みたくな

るようなまちになるためには、まず暮らしやすいという魅力がすごく大事であるというこ

とで掲げてあると思うが、こういったことについてご意見をいただけないかと思っている。 

 

小城原委員 

〇今、まちづくり協議会では、地域のことは地域でやりましょう、また地域の共助・互助

などそういう観点で、まちづくりをやっている。向こう３軒両隣、やはり近所で子育て

をするということで、今自治会では、「ここに集まって回りましょう」ではなく、「家

の前に立ってください。朝子どもたちが登校する時間帯、また帰ってくる時間帯に、自

分の家の前に立つだけでも結構です。」というようなことを進めている。そうすること

によって、今、教育で「声をかけられたら逃げろ」と言われる時代において、地域の子

どもたちと顔見知りになって、この町は安全だなっていうまちづくりが非常に重要じゃ

ないかと感じている。 

 

○結婚、出産、子育ての切れ目のない支援ということが、非常に今後重要になってくるの

かと思っている。１つ難しい点が出てきているのが、やはりマンションの乱立である。

近所付き合いをしたくないからマンションを買ったと公然と言う人が結構いる。マンシ

ョンも建築当時に最初からやったところは大体上手くいっているが、今、高齢者が１人
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になったから入れてください、と途中から入るという動きが少し出てきている。という

ことは、地域とともに暮らすという意識が出てきているのかなと思う。 

 

〇一番大事なことは、自治会に子育ての年代を取り入れることである。今自治会加入率が

80.6％ぐらいで、佐賀はちょっと高いが、徐々に減ってきている。その中で、やっぱり

子どもは子ども会に入りたいが、親は自治会に入ってないということで、とにかく子ど

もを取り込みましょうということでやっている。そこに親が来て、それから自治会に関

心を持って、地域に関心を持つという形が生まれてきている。我々もどんどんそういう

ことを、ただ声をちょっとかけるのではなく、しつこくかけていくというようなことを

しないと、なかなか１回で入ってくださいと言っても、難しいものがある。やっぱりそ

ういういろいろなことを絡めながら、地域や学校の行事はもちろんのこと、それに付随

した子ども会や、老人会などいろいろな団体で、今、努力をしているところであり、そ

ういうのがきっちりなっていけば、良い形の自治組織ができていくのかなと思っている。 

 

富吉委員 

○小城原委員の話を聞いて、そうだなと思った。卑近な例で、私の地域は、一昔前、私た

ちが若い頃は、炊き出しをして、体育祭とか球技祭はみんなで応援して、運動会もやっ

ていたが、ちょうど10年前ですから、私が59歳の時に、順番だと言って自治会長をしな

いといけなくなった。もうちょっと待って欲しい、現役を降りたらという気持ちがあっ

たけど、ここで私がやりたくない、できないとか言ったら、多分駄目だろうと思って、

自治会長になった。それで会計２年と自治会長２年の４年間やったが、順番だといって、

僕より若い人が次となってきている。平均年齢がもう60歳みたいな地域で、僕より若い

人たちがだんだん少なくなる中で、今、現実問題として、54歳ぐらいの人が自治会長を

している。54歳で、やっぱり現役の時にこれは本当に酷だなあと思う。思うがもうやり

手がいないため、どういうことが起きるか、次を誰がするか、ということが心配で、次

の人はまだ学校の教務主任になったばっかりの人である。自治会長は何にもないようだ

けど、やっぱり人前で説明したり、年に何回かだけど会計をしたりするが、そういうこ

とが元々苦手な人もいるわけである。そういうことをしていくと、私の地区ではないが、

近くの地区で、その人に順番だと言って回し、その人はノイローゼのようになり、とう

とう元に戻らずに亡くなられたということもあった。 

 

○佐賀の強みである共助の精神などのコミュニティの強さを生かす、ということであるが、

ここまで高齢化と人口減少が起きると、本当に喧嘩をしないといけなくなってしまうの

で、そういうことにならないように、現実問題として、隣の地区の自治会は、大体同規

模で、３つぐらいが一緒になっても、佐賀市の１つの自治会と同じくらいだから、自治

会を合併しようというような話を、今から持っていこうかというようなことをしている。
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その時に、佐賀市が自治会の統合みたいなことも、ちょっとアドバイスをしてくれると

流れていくが、単位自治会だけで、いろんな意見をまとめ上げていくっていうのは難し

い。これからの佐賀の暮らしやすさを考えるということになると、そういった地域の実

情を吸い上げて、そして実態はどうなのかということを聞いていくことも、とても大切

じゃないかと思った。前の資料を見ていたら、やはり農林漁業でもなり手がないという

ことがあった。今、村役のなり手がないというのもあって、僕らがもう少し若かった頃

は、長老というような人たちがちゃんと仕切っていて、付いて行っていたが、本当に小

さい中でどうしていくかというのは、末端の地域の重大問題だと思う。人がいて上手く

回っているところは良いかもしないが、そういったところもあるということを、ちょっ

と頭の中に置いといて欲しいと思った。 

 

香月委員 

○市の周辺地域の開発をどうしていくかっていうところは、一つの課題であるが、やはり

再三お話しているように、宅地の供給というのはある程度絞っていかないと、コンパク

トにはなっていかない。そこのところはやっぱり早急にやっていただきたいのはもちろ

んだが、もう一つは、例えば、土地の利用方法、用途地域の問題も、大胆なことを言う

と、はっきり言って商業地域は成り立たない、そこまでいるのかと。容積率がそこまで

高いビルはいらなくなってきており、大規模商業施設というのは、多分３階建てか４階

建てぐらいで十分である。今、Ｅコマースも含めて商品を手に入れる方法がいろいろあ

り、商業自体の形が変わってきているわけである。なので、今までどおりの商業地域と

いう指定をもっと緩和し、例えば準工業地域にして、いろんなものがつくりやすくする

など、まちなかに建物が建てやすくするような、そういう工夫というのも一方で必要で

はないかと思っている。 

 

○特に今回、私が非常に心配しているのは、中央大通りが今、耐震補強が義務化され、耐

震診断とか今かかっているとこであるが、場合によっては、10メートル以上の建物は全

部なくなる。国の政策で避難路に指定されたので、やらなければならないのはしょうが

ないが、まちなかのビルがいろいろ壊れていて、そのあとに何ができるかというと、も

う前と同じような規模の建物はまず建てられない。それだけお金がない、経済が回って

いないから。これから先の中央大通りの姿ってどうなのかなと非常に心配である。そう

いうことも含めて、とにかく建物がまちなかに建てやすくなるような、そういう法の見

直し、制度的な見直しは、私は大事かなと思う。 

 

高祖委員 

県外に何年か住んでいたが、やはり佐賀が過ごしにくいとは思っておらず、むしろ過ご

しやすいと思っているが、唯一、交通手段、買い物難民と言うのか、もっと高齢者が暮ら
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しやすいという意味では、やはり移動手段が全てなのかなというように思っている。あと、

若者も含めて、いろんな子育て支援とかがあると思うが、高齢者がまずしっかり暮らしや

すいまちが必要なのかなと思う。 

 

白井会長 

生活環境のさらなる向上という観点からずっとご意見を頂いたが、もう一つの子育てし

やすい環境整備という意味ではどうか。 

 

池田委員 

○社会福祉協議会は、子育てだけということではなくて、先ほど小城原委員がおっしゃっ

たが、暮らしやすさに磨きをかけるということで、私たちがすぐに思うのは、今で言う

引きこもりの方とか、そういう弱者の方にまず目を向けた暮らしやすさは何なのかと考

えたときに、おそらくここで今話す大きなところには、ちょっと到達しないのかなと。

もちろんソフトの面で、もっともっと細かいところというのは出てくると思うが、地域

から見た暮らしやすさ、というのは一体何なのかと考えたときに、今、社会福祉協議会

は７支所あるので、地域を回り、座談会、福祉協力員などの見守り体制の強化、居場所

づくりの設置ということで、今、地域福祉活動計画の重点目標で動いているが、その時

に先ほど言った、地域から見た暮らしやすさっていうのが、なかなか、言葉としてはあ

るが、もちろん子育てだけではなくて、わかりづらさがいっぱいあるのかなというよう

に見ている。先ほど、まち協や自治会の話がでたし、旧市内では校区社協という、いろ

いろな協議体、協議会がいっぱいあり、地域の方から見た時にどこがどう違うというの

が、なかなか形として見えてないという現実があるのかなと思っている。 

 

○制度でいくと、もちろん高齢者の施策、障がい者の施策、子どもの施策ということで、

ある程度、もちろん専門分野ということで、縦に割れてくるのはわかるが、地域共生社

会ということが今どんどん叫ばれている。また、私どもの事業もそうだが、その辺りを

もう少し整理をして、子育てに関して言えば、社会福祉協議会では、子育て支援センタ

ーというのを行政からの委託による訪問型のサービスを実施している。２人の職員が、

子育ての不安のある在宅に出向き、心配事とかを軽減できるようにということで、そう

いう事業も行っている。この事業の成果というのは、毎年40名ぐらいの方の新規があり、

その中から約400回訪問をしている。もちろん他にも職員はいるが、そのあたりのところ

で果たして、そういう事業が社協だけで、子育てというところに焦点を絞ればできるの

かなと、これを地域にどう向けていくのか、向けていかなきゃいけない、というような

思いもある。暮らしやすさに磨きをかける、どこに焦点を置いてという部分では若干見

方が変わってくるというところもあり、先ほど言った地域から見たわかりづらさという

のが、細分化されればされるほど、見えにくくなっているという現状があるのかなと感
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じている。 

 

白井会長 

○野村総研の暮らしやすさで、日本一になった細かい要素を見てみると、日常生活の利便

性という中では、例えば、佐賀市は１人当たりの医者の数が多い、小売店舗の事業所の

数も多い、バスも便利だけど車がないと暮らせない、そこが交通に関しては若干やっぱ

り不便だということを感じている。他には治安がいい、自然災害に対して安全性が高い、

街が静か、バリアフリーは比較的進んでいる、清潔、生活コストが安い等があり、暮ら

しやすいと言うのも、一つ一つを考えると、個人個人でやはり受け止め方も違うかもし

れない。 

 

○そういう意味だと、確かにこの目標の掲げ方として暮らしやすさに磨きをかけるという

のは、非常に抽象的なところもあるので、本当に具体的に佐賀の特色、魅力をどこに持

っていくのか、そういったところは、今おっしゃったように、漠然としているものを、

もっと市民に理解してもらえるようなものに、さらに磨き上げていかないといけないの

ではとないかと思う。そういう意味で、今２つあるのは、子育てしやすいということと、

生活環境という全般を向上させるという話になっているが、そこがちょっとやはり欠席

されている委員からも意見として出ているし、池田委員の方からも意見があったように、

そこはちょっと考えていかないといけないところがあると思う。 

 

富吉委員 

前回配られた参考資料５の市民意向調査の５ページだが、そこの21番目に「暮らしに身

近な生活環境の向上」と書いてあって、重要度が28番目で、満足度が30番目という意味が

よくわからなかった。重要度はあまり低くないけど、満足度も低いということはどういう

ことかと思った。ものすごく善意に考えたら、佐賀の生活環境は当たり前に良いから、そ

れほど重要に考えないのかと思って、これはどういうことかなあと思って見ていたら、そ

この下にポイントと書いてあって、「佐賀市が取り組んでる施策について、その満足の度

合いと重要さの度合いを聞きました。施策タイプ1（優先して改善を要する施策に上げられ

る項目）は、総合的な防災危機管理対策の充実など12項目ありました」とある。それで施

策タイプを見たら14項目あるけど、これはただ単なる間違いか。施策タイプは14項目ある

が、14でよいか。 

 

武富企画政策課長 

14項目が正しい。 
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富吉委員 

であればよい。生活環境、暮らしやすさという、それこそ池田委員が言われたように、

確かに自然環境や人の人情、物価の安さ、そういうのも暮らしやすさだが、組織が混在し

て、何かわかりにくいというのは、私は暮らしにくさに繋がるのではないかと思う。私は

現実問題として、あれだけ仲のよかった地域が、もう本当に喧嘩腰になって、誰にするか

とか、順番だからとかみたいになっているのは、暮らしにくくなっているのではないだろ

うかと思った。そういったことも含めて、暮らしやすさというのは、ただ単なる項目だけ

じゃなく、ベースになる部分をやはりリードしていってもらいたいと思う。だから、この

生活環境というのは一体何だろうかと思った。そういった項目もあるけど、村役の決め方

とか、そういったことも、生活環境じゃないかなと思う。小城原さんが言われたように、

向こう３軒両隣は、本当に日本独特のいい言葉である。通りを挟んでこっちの３軒と向こ

うはもう兄弟と同じで、いわゆる家族ぐるみのつき合いができるっていうコミュニティが

あったが、だんだんなくなってきている。 

 

白井会長 

先ほどの、ポートフォリオ分析による施策項目の優先性であるが、事務局のほうから、

再度説明してもらってよいか。 

 

武富企画政策課長から、前回配布の参考資料５「平成30年度佐賀市民意向調査」を説明 

 

白井会長 

いろんな切り口で暮らしやすさという言葉があり、今紹介したような分析も踏まえた上

で、佐賀市として一番重点的に取り組むべきものは何かということを整理しながら、今、

ご意見をいただいたようなことも加味しながら、次に向けて取り組んでいきたいというよ

うに思っている。 

 

高祖委員 

にぎやかなまちづくりという話や、交通の問題がほとんど占めていたような気もするの

で、一般的に佐賀県はこういうところですと、県外がよく言っているようなまちではなく

て、中で生活していれば、それなりのところであるが、やはり発信力とかイメージという

のが非常に大きくて、当然雇用の問題もあるが、なかなか人が戻ってこないというのがあ

る。やはり高齢者は、ここにあるように、交通手段は絶対必要なものだし、賑わいあふれ

るまちというのは、20代の若者が、全然佐賀に魅力がないというように出ていたが、そこ

に尽きるという感じがする。どうしても佐賀の中だけで、佐賀のことを語っても限界があ

るので、外にいかに発信するかということが必要なのかなと感じる。 
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白井会長 

基本目標１「暮らしやすさに磨きをかけるために必要なこと」というのは、このあたり

にして、進行のため次に進んでいきたい。次は、「都市の魅力を高め人を惹きつけるため

に必要なこと」になっており、まさにこの佐賀市の魅力をいかにうまく発信していくのか

ということが、この中でも出てくるわけだが、これについて何かご意見あればお願いした

い。まずは、欠席委員の意見を事務局の方から紹介してもらった上で、ご意見いただくよ

うにしたい。 

 

武富企画政策課長から、欠席委員の意見を紹介（資料4参照） 

 

白井会長 

都市の魅力を高め人を惹きつけるということで、この6ページの表だと、まずは佐賀ブラ

ンディングの強化。それから、交流・関係・定住人口の拡大となっているが、最初の佐賀

ブランディングの強化、佐賀らしさを発信したりする、市民が愛着や誇りを感じるまちづ

くりをしたり、あるいは居心地よく歩きたくなるまちづくりというようなことで、ご意見

をいただければと思う。 

 

溝上委員 

〇全体的に暮らしの問題、先ほどその暮らしやすいまちづくりということについては、逆

に佐賀はとにかく暮らしやすい、恵まれているからこそ、こういう意見になって、あり

がたいことである。全国でも１番に暮らしやすいまちということになっているわけなの

だから、じゃあ、これを世界一暮らしやすいまちにするつもりなのか、ゴールをどこに

おいて、こういう議論がなされているのか、という気がする。もちろん、その場合に２

つあって、欠けている部分、弱いところの部分をいかに補うかという考え方もある。優

れているところをもっと最大化、良くしていく、ブラッシュアップしていくと、どっち

にいくのか。いつも私が申し上げるのは、何かをやろうと、どうしようかという時に、

やっぱり幾つかの視点を明確にしておくべきだろうと。何かをやるということであれば、

何かをやらないということを先に決めないと、総花的になってしまって、結局「あれも

これも」になって、結果できないとなる。そうではなくて、「あれかこれか」というよ

うに、選択と集中とよく言われるが、まさにそういうことをしていかないと、すべての

ものは、表裏一体のところがあるので、両サイドから見るといろんな問題があり、それ

はもういつまで議論しても尽きない。結局は議論だけして何もできなかった、というこ

とになりがちである。だから、何かは諦めると、何かはできないと、腹を決めるしかな

い。だから、もう一つの軸としては時間軸だろうと思う。５年後の話をしているのか、

30年後の佐賀のまちをどうありたいかという話をしているのか、それによって、今度は

何をするか、何をやらないかということも変わってくるだろうと思うわけである。もち
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ろんこれは５年計画、10年計画だったけど、だけどこれを見ていると、30年、50年かか

るようなことも全部載っており、10年以内にできそうなことは全然ない。そうすると、

ＫＰＩと言いながら、全くゼネラルの話になってはいないだろうか、ということが気に

なる。 

 

〇一般的に言われている少子高齢化の問題で、個人的には、５年、10年でやっておくべき

ことは、やはり高齢者が安心安全で、健康的な人生を送ってもらうということである。

その10年以内か、10年を少し過ぎたぐらいのことをどうするかということも一方では考

えないといけないから、そこは子育てや、中高年の学生とか、そういったことに対する

手当、いわゆる人づくりということが必要である。高齢化の問題で言うと、実は佐賀の

問題というのは、これを解決すると同時に、一番の問題は、財政的なものであり、いろ

んなことをやろうとしても、お金がいる、人がいる、それから環境、いわゆる土俵とい

うか、そういうことが実現できるような環境をつくっておかないと、何をやるにしても

できないわけである。 

 

〇お金の問題で言うと、佐賀県はご存知のように、１年間の１人あたりの医療費が全国平

均よりも10万円高いわけである。佐賀市もそうである。10万円高いということはどうい

うことかというと、佐賀市だけで見て10万円高いということは、23万人の佐賀市民がい

るので、実は全国平均より佐賀市は、１年間に230億円、医療費が高く掛かっている。佐

賀県全体で80万人なので、毎年、800億円掛かっている。ということは、この10年間で、

全国の平均値より、佐賀市は2,300億円お金が掛かる。ましてこの医療、社会保障費とい

うのは、自治体で、地域で持ちなさいというのが今の国の政策である。ということにな

ると、このお金が、掛かっている以上は何もできないということになる。要するにお金

と、それをうまく活用する人が必要であり、それからそのインフラがベースにないとで

きないということである。まちづくりにしたって何にしたって、当然お金がないとでき

ないことはたくさんある。例えば、人口減少を止めようとすれば、子育てしやすいまち

をつくる、それから若い女性が子どもを産みやすい、育てやすいという環境のまちにし

てあげるしかない。例えばフランスの例で、10年ぐらい前、男女の２人についての出生

率が1.3～1．4ぐらいまで下がり、今日本が1.4を切った。理想は２人だが、最低でも、

これが1.8ぐらいになると、何とか人口減少に歯止めがかけられる。フランスの1.3とか

1.4が、10年後に1.7とか1.8に戻ったのは何かというと、子どもたちを産めば産むほど、

２人目でもお金を出す、３人目だったらまたそれに上乗せする、医療費をタダにする、

学習をタダにするというふうにお金をかけて、子育てしやすいまち、子育てしやすい環

境を整備してあげた。佐賀が、産みやすい、育てやすい街ということになれば、これか

ら15年と続けていけば、30年はかからないが、1.7ぐらいになってくれれば、人口減少に

歯止めをかけることができるということになる。 
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〇それから、今度は一方で、高齢者の医療費をどうやって安くするかということについて

は、とにかくいろいろある。これは医療費だけであり、一方で、介護費も何百億と掛か

っている。70歳を超えた人の40％が認知症になるので、この認知症を10％抑えるだけで、

認知症の予防ということ、病気にならないということにお金をかける必要がある。今は

医療費も介護費も、病気になった人にお金を掛けるのであり、重症化すればするほどお

金が掛かるである。例えば、そういう施設を運営している人は、重症化をどんどん下げ

ていく、軽くしていく。やる人は損、損というか収入が減っていくが、こういう仕組み

を変えないと、介護にかからないようにすれば財政がよくなる、もしくは個人の負担も

減るというように変えていかないと。こういう構造改革を、先ほど香月委員が土地の問

題もおっしゃったけど、土地の活用の仕方とか利用の仕方とかいうものを、戦後のこれ

までの考え方と、全く違った考え方でやっていかないと、構造的な改革、政策的な根本

的な改革をやらないと、今まで通りの考え方でやっていたのでは、全くこの辺も解決で

きない。 

 

〇最近、認知症の予防については、ソーシャル・インパクト・ボンドということを、経産

省や財務省なども言い始めた。要するに、社会に貢献するような事業をやった場合に、

例えば医療では、病気にならない予防のためのいろんな施策を打ち、それによって医療

費が安くなったとすると、安くなることに、事業としてやった人に、今のかかっている

医療費の20％を還元しましょうと、こういうボンドが例えばできる。介護費用が、今ま

で佐賀で1,000億円掛かったのが、100億円、１割減ったとすると、100億円減らした関係

者に、そのうちの３割なら３割を、30億円を事業者にお返ししましょうと。その政策に

かかるお金は、どこから出るのかというと、最初に行政から予算がつかないだろうから、

銀行が貸していいということになっている。なぜなら、介護がどれぐらい減るとか、医

療費がどれだけ削減できるかといった結果が出るかどうかわからないからである。健康

になるためには、健康寿命を延ばすためには、野菜をたくさん食べることや、散歩を１

日8,000歩することや、社会参加すること等、どうすれば健康寿命が延びるかというのは

理屈的にはわかっている。そのうちの一つに、例えば読書をすることと健康寿命に関係

があるということもわかった。去年の日本一の健康寿命は山梨県、なぜ山梨県が日本一

の健康寿命が延びたかというと、読書量が日本一になったから。そうすると、例えば読

書量をふやすための支援を、子どもの時から、県や市の予算でどんどん小さい時から本

を読ませようということで、読書量をふやしていくと、最終的に健康寿命が延びる、と

いうようなことに対して、インパクトボンドを、読書の本代は金融機関などから借りて

もよいとなっている。なので、そういうところから借りて、そしてそういう運動をみん

なで、まちぐるみでやる。やった結果、行政の介護費用が50億円減ったとすると、10億

円を頑張ってくれた人で、皆さんで銀行にも返してくださいというようなことと、これ

から運動療法等いろんなことをやっていき、そういう社会保障費をいかにして減らすか
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という、お金を生み出すことを考えないと、新しく政策を打つにしても、変わらないの

ではないか。 

 

富吉委員 

溝上委員の話を聞いて、非常に納得で思い出したが、例えば高齢者の医療費を少なくす

る、そのために何をするかというようなことで、実は山内町の町長が、山内町に黒髪の里

という道の駅を作る時、猛反対があって、それでもやろうとしたのはなぜかというと、山

内町は医療費がものすごく高かったのだと。よく見ていたらお年寄りの人たちが、病院で

雑談しているようだということで、この人たちを外に出そうということで、65歳以上のお

年寄りに100円郵便貯金に入れて、1冊ずつ配り、そして、あなたの家の裏庭みたいなとこ

ろで作ったものを、全部束にして持ってきて、100円でも200円でも良いから売ってくださ

いと、それは通帳の中に入れます、売れた分だけ入れますということをしたら、確実に医

療費が減って、いわゆる今まで病院の待合で話をしていた人達が、裏庭で雑談して、「お

いのが綺麗か」とか、「おいのが売れた」と言う仲になった。これは非常に成功体験であ

り、佐賀市のような大きな都市ではできないかもしれないが、できるところからそういっ

た知恵を出していくようなことが必要ではないかと思う。 

 

溝上委員 

有名な話で、夕張市がある。財政がパンクして、町立病院があったが、そこがもたなく

なった。そうすると、病院がなくなったら、町民が健康になってしまった、医療費が安く

なるだけじゃなくて。医療のソーシャル・インパクト・ボンドというのに、神戸でもうす

でにやっている。そうやって社会的費用を、負担を削減した部分を、削減することに携わ

ったところに戻してやろうと。例えば、神戸でやっているのは、糖尿病の患者が透析にな

ると、医療費が年間1000万円かかるわけである。佐賀県では毎年150人増えている。という

ことは、佐賀県だけでも金額は毎年増えていくわけである。それを重症化させないように

した時には、例えば10人減らせば1億円減るわけであり、20人減らせば2億というようにな

っていくわけである。だから佐賀県だけでも15億円ずつ毎年増えているわけで、この15億

円増えているのを、例えば10億円で抑えることによって、5億円の透析患者が減ってくる。

その5億円を、民間2億円と行政3億円、民間1億円で4対1とか、比率はともかくとして、そ

れを重症化させないためにいろんな糖尿病の患者さんに、運動療法をしたり、食事療法を

徹底的に、民間が頑張って、そういう患者さんの糖尿病を重症化させないための活動をし

てもらう。そしたらその人たちに、そのお金を、ボンドをお返しする。例えばそういうよ

うなことを、今までやれなかったことに発想を変えないと、お金が生まれてこない。お金

が出てこないことには、手の打ちようがない。 
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富吉委員 

先ほどの市民意向調査の最後のページのグラフを見れば、何だかんだ言っても、やはり

地域活動への参加が特に少ない。ということは、「参加したか」という設問の部分は、参

加していないということである。やはり一歩家から外に出すような、何か施策とかが必要

ではないか。それともう一つ、これも本当、佐賀市がやっている施策でこれはよかったと

言われたのが、69歳以上を対象とした100円バスみたいなものがあると思う。今まで、その

おじいさんが言うには、免許証取り上げて、もう頭にきてからと言っていたけど、実はこ

の間、その100円バスを使って、それで目的地まで歩いて行ったのだと。私は、「歩くとい

うと、大変だったでしょう」と言うと、「うんにゃ、喋って行くとすぐやった」というよ

うな話なのである。それで、あの100円バスはよかったということになり、時間があるのに、

なんで自分が今までイライラしていたのか、例えば病院でも順番を早く取ろうと思ってい

たのを、ちょっと考え方を変えれば、ゆったりとなって、不平不満がものすごくなくなっ

たみたいなことを言われた。やはりそういったことも、生涯学習の中で大人の暮らしじゃ

ないけど、皆さん達には時間がたっぷりあるでしょう、ゆっくり使いましょう、というよ

うな施策や、せっかくこういうのがあっているのだから参加しましょうよ、そしたら健康

にもなる、というようなことを、総合戦略の中にどう入れるか、ということを考えたらと

思った。 

 

牛島委員 

〇観光の件で、佐賀ブランディングの強化と、交流・関係・定住人口の拡大というように

政策として、考えていらっしゃるということは、私も共感しますし、施策内容としては、

特段どうこう言うことが全くない。先だって私の方がいわゆる佐賀のブランディングに

なると思うが、それが大事だというふうなお話をしたと思う。私が思うには、変化の時

代であり、ダイレクトアクセスの時代、自分が求めるもの、自分が得たいコトモノ、そ

れに直接求めて動く、ある意味、多様化であり、個の時代になっているというように思

う。ただ、当然のことながら、それによると、どうしても得られたものの代わりに失う

ものもあるということで、じゃあこれから何が求められるのかなということを考える必

要があると思っている。先ほどからずっとありました、暮らしやすさに磨きをかけると

いうようなところも含めて、思っているところは、今まさにその存在意義が問われてい

るというように思っている。先ほどのダイレクトアクセスじゃないが、本当に意味のあ

る、必要とされるものに、誰もがアクセスしようとする、検索しようとするというよう

なことなので、そういうようになってくると、佐賀というものがその対象になり得るの

かどうかということが非常に大事だと思う。そこで、別の関係で私も話をしたことがあ

るが、昨年、一昨年、明治維新150年ということで、維新博に思いのほか人が来てくれた

と、若い人もそれを好感してくれたという、非常に嬉しいニュースがあったと思う。そ

の前には、直正公の銅像が建ったということで、私自身は、何かが佐賀には足らなかっ
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たということを思っている。なので、この何かが足らなかったということを皆さん今一

度考える必要があるんじゃなかろうかと。要は佐賀の精神というか、魂というか、そこ

の部分を、本当に持っていただろうかというところがある。なので、観光の部分にそれ

がどう繋がるのかというように言われるかもしれないが、佐賀に来る意味がどこにある

のかといったときに、同じ料理は福岡で食べられますとか、東京で買えますとかいうよ

うなこともだと思うが、佐賀にこないと感じれないもの、佐賀に行かないと会えない人、

佐賀で吸う空気というようなところ、こういうものを、我々は再認識をして、そしてそ

れをもって初めて発信するということじゃなかろうかと思う。いろんな方の意見で発信

という言葉がよく出てくる。発信が非常に得意なところとしては、東京は当然として、

福岡が強いというように言われているが、それは、今までの蓄積があったからできるの

であって、商行為を含めて、そういうような体制もつくっていたと、福岡こうだという

のがあったと思う。佐賀はそれがまだできてない。これを考えていくと、佐賀は今まで

しなくてもよかった、皆さんしようと思ってなかったと。だから厳しく言えば佐賀は今

までやろうと思ってなかったし、流れのままやっていてよかったが、思いのほかずっと

人口が減っていく、だんだんやっていけなくなる。そしてグローバル化が進む、そうい

うような流れの中で、このままではいけないというように、少しずつ見ながら思い始め

たということだと思う。先ほどから言っている、その暮らしやすさとは佐賀に住む人、

そして、都市の魅力を高め、人を惹きつけるというのは、佐賀以外の人というのがター

ゲットであると考えれば、そこの部分、非常に私は大事だというように思う。なので、

核の考え方の部分というのが、まずあると思う。産み育てやすいというのと、人が集ま

る、高齢者の方が元気になるということで考えれば、この先に対してもやっぱり不安と

いうのが大きいと思っているので、この先の展望というのを出すのが極めて大事だと思

っている。なので、そういった意味では、今日、欠席の委員の中で出されているが、プ

ライオリティーというふうな言葉もあるし、大きな方向性というのもあると思う。ここ

のところは先ほど溝上委員もお話になったように、ある程度の選択と集中というのも必

要かと思っている。皆さんご存知の方もいらっしゃると思うが、今ＡＩが大流行りであ

る。ＡＩについては、ある新聞記事で見たところでは、アメリカとか、中国とかが非常

に進んでいるが、一方でカナダが進んでおり、その中でもトロントが進んでいる。トロ

ントは、多分30年経ってないと思うが、そのぐらいずっと投資をしてきた、人を集めて

きた、研究機関が取り組んできたというようなことがあると思うので、佐賀も、5年10年

じゃ無理かもしれないが、無理という前に、じゃあその20年後30年後のこれからの価値

感はどう変化するのか。グローバル化がどう進むのかということも含めて、方向性を出

すべきだと思う。だからそういう中で観光が入ってくるだろうと思う。 

 

〇長々と話しているが、あと交通のことに関して言えば、これを今、あるのがいいという

前提じゃなくて、今あるのをもう1回見直して、組み換えたらどうだ、というような思考
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も含めてやれば、おそらく住みやすいだとか、これから先佐賀は可能性があるとか、と

いうことで人が集まってくるだろうと思うし、先ほどから言っているが、高齢者にとっ

て佐賀はおそらくフラットで住みやすいということであれば、都会から人をどうやって

引き込むかというような思考が必要だと思うので、もろもろのこと全部繋がるが、その

考え方の部分、そして選択と集中、次の変化に合わせた対応をすべきだというふうに思

っている。 

 

香月委員 

〇観光って言ったときに、２つ考えがあって、蔵本委員が言っているように、人というの

を考えて、県外の人、県外から来る人というようにまず捉える。それは普通のことであ

るが、今、こういった視点で、まちづくりをしていくということは大事なことである。

山口知事が一昨年、佐賀駅を改装した時に、佐賀の人たちが使う駅ではなくて、そこも

大事だが、県外から来た人たちが使う駅、使って楽しい駅、便利な駅、そういう視点で

考えようと仰られた。やはり佐賀のまちも、そういう感じでもう1回見直すというのは、

大事だと思う。 

 

〇それともう一つはやはり都市景観である。やはり都市景観も、どうやったら今後、都市

が魅力的に見えるかということをもっと考えなくてはいけないし、その時に、住民の都

合や理屈を優先で考えたら駄目である。何回も言って悪いが、建設部の方々が、景観審

議会という会議があるのに、どんどんどんの森から佐賀工業の先まである、あの佐賀市

のシンボルツリーであるイチョウをバタバタと切っている。確かに市民からすれば、落

ち葉は大変、高校生も滑るかもしれない、それに障がい者の人もブロックが見えなくな

る、それは理屈なのである。確かにそれは確かに大事かもしれないが、それを乗り越え

て、どうやってあの景観を守っていくかという視点がないわけである。そういうことが

ないとやはり魅力的な町にならない。だから、そういう観光都市として磨いていくとい

う気概が、やはり市民にないといけないし、観光ホスピタリティと書いてあるではない

か。そういうまちにしていくという方向性は私は大事だと思う。 

 

溝上委員 

まさにイチョウの木で、私がいつも思い出すのは、大阪の御堂筋のイチョウである。あ

れはちょうど佐賀市の県庁通りのイチョウを植えたころと同じ頃に、大阪の御堂筋のイチ

ョウも植えられている。今の見事なイチョウの並木を見ていただきたい。佐賀はみんなあ

の枝を切って、香月委員が言われるようなことで、屋根の雨樋に引っかかるからとか、毎

日枯葉を掃除しないといけないからとか、そういうようなことで、市民のクレームがきた

ら、やはり市民の声だから聞かないといけないということで、行政がそれに迎合するので

はなく、何のためにこの木は植えたのかという、もう一歩違う角度から見る視点というも
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のを持ち、枯葉の迷惑もあるけども、立派なイチョウ並木を、佐賀の一つのシンボルツリ

ーとして育てよう、私たちの誇りであり、これが佐賀のまちだという１つの証になるのだ

ということを、やはり訴えてほしかった。やはりそういう点を、今後は変えていってもら

わないと、市民の声ももちろん大切だけれども、その取捨選択を、長期的な視点を含めて、

何のためにこんなことをはじめたのかということを考えて、本当に取り組んでもらいたい。 

 

牛島委員 

要は先ほど溝上委員が言われたように、ゴールをどこにするか、佐賀のゴールをどこに

するかということをよく考える必要があるな私は思っている。私が思うには、その生き方

と価値感というのが今までと変わってきていると思うので、そこのところで、どうしてい

くかというのが大事ではないか。 

 

白井委員 

佐賀のブランディングといった場合、外から見た人の目、見え方がどうかということで

あるが、おそらく今までの佐賀市というのは、そういう観光的な意識はあまりなかったの

かもしれない。むしろ暮らしやすくなっている部分、本当に自分たちのまちとしてはすば

らしいけれども、お客様を迎え入れるという他の観光都市で言われているところとは違っ

て、まだゆっくりしたところがあったのかもしれない。佐賀駅周辺も、どちらかというと、

佐賀駅は、通勤、通学をしたり、自分たちが観光に出かけるための場所であって、だから、

あそこまで車で乗りつけてきて、そこからバスに乗って博多まで行くとか、娯楽は全部外

でやるというようなことだったと思うが、今度、アリーナができたりして、佐賀駅の周辺

も大分変わっていくとすれば、視点としては今おっしゃったような視点を入れていかない

と駄目なのかもしれない。 

 

溝上委員 

〇30年後の佐賀の発展を考えたときにいくつかのポイントがあると思う。１つは先ほど牛

島委員が言われたように、やっぱりＩＣＴを、人材育成を含めて何とかする。これは専

門学校でも、もう一つぐらいつくって、これからの新しい第4次産業革命の日本の基地と

して、人を育てる学校をつくっていくことである。幸いにして、ＩＣＴに関しては、佐

賀は全国的にも、企業的に見ても、地方で日本のトップランナーなのである。そういう

意味では、全く土壌がないわけではないので、あとは、ここにそういう専門学校をつく

っていく、強化していくということになると、九州からの若い学生たちが、もしくは、

もっと国内だけじゃなくて集まる、そういうまちにすべきだなというように思う。 

 

〇それから、産業的に言うと、私は、佐賀空港の活性化をもっと最大に活かすまちづくり、

県都づくりに佐賀空港を活かすことに、もっと積極的に取り組むべきだと思う。やっぱ
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り佐賀空港は、日本のいわゆる東南アジアのゲートウェイになるわけなので、東京はア

メリカ、ヨーロッパを見てもいいけども、九州は立地的にもいつも言われるように東南

アジアの中心なのである。韓国にしても、名古屋より大阪より近かったり、中国、上海

にしたって、大阪より近いような距離に佐賀があるわけなので、今いろいろ佐賀県でも

新幹線問題で揉めているけど、私からすると、あそこに新幹線を持ってくれば、国際空

港と新幹線の駅が同じところにあって、そこに高速道路がくっついていれば、佐賀を起

点にして、アジアとの繋がり、国内の人も佐賀に新幹線で行って、そこから飛行機に乗

って海外に出る。言ってみればまさにアジアへの玄関口に佐賀空港がなる。30年後、50

年後に佐賀が大きな飛躍をするために、佐賀空港をいかに活用するか。単なる観光だけ

とか、そういう今の状況だけではなくて、今、新幹線で揉めているので、それだったら、

むしろあそこに通してしまう。佐賀にとっては、お金をかけて5分ぐらい福岡まで短くな

っても、そんな価値がないだろうと。佐賀駅周辺は佐賀駅周辺で、福岡とのＪＲを、特

急などを、どんどん通して、35分で行くわけなので、それを10分縮めたところで、そん

な価値ないだろうと。福岡をとにかく活用するというのは一つの佐賀の発展のために必

要であるが、長い目で見ると、海外から、若しくは日本中から佐賀空港を利用してもら

って、それが起点になるという、こういうまちづくりを長期的にはしてもらいたいなと、

個人的にはそう思っている。 

 

浜委員 

〇観光とか交通の話が出たので、私はよそ者の視点というか、佐賀に来て4ヶ月ちょっとな

ので、佐賀に来て思ったことがいくつかあったのでお話しすると、これはＪＲの問題か

もしれないが、私はＩＣカードを使っているが、西側に出張に行くのに、佐賀駅でＩＣ

カードを使って、牛津駅で降りようとして、「これはどこにかざしたらいいのですか」

と言うと、「いや、ここは現金しか取り扱いません」と言われた。「では、佐賀駅で通

した分はどうしたらいいのですか。」と聞くと、「これはまた佐賀に帰ってから、取り

消してください」と言われた。私は最寄りが佐賀駅なので、戻って取り消しの手続きを

したが、観光客が来たときにどうするのか、また佐賀駅に戻ってとか、あるいは別の駅

に戻って、わざわざ取り消しないといけないのかということである。これには行政の問

題とかＪＲの問題も絡むが、やっぱり佐賀のイメージというか、佐賀ってこんなところ

なのという、何かマイナスのイメージをつくるのではないかというところもあって、機

械ぐらいそんな大した金額でもないので、何とかならないのかなというのは常々思って

いる。西側全部使えないということで、隣の鍋島もそうであり、その辺が驚いた。 

 

〇あと最近、佐賀に来て一番私が驚いたのがやっぱり日本酒が非常においしいということ

である。これだけ銘柄が揃っていて酒蔵が24箇所あり、非常においしいお酒が揃ってい

る。じゃあ、駅で何か買って帰ろうかと思っても、売店に何種類かあるが、これといっ
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た日本酒がはっきり言って置いていないということで、最近、佐賀BARができて、あれだ

け名酒をそろえて、瓶だけ置いているが、じゃあ、買おうかと思っても、どこにも駅の

売店がない、売ってないということである。その辺もやっぱりいろいろな観光客をふや

して、消費をふやしていくということからすると、総合的な取り組みというか改善が必

要なのではないかというようなことを思った。 

 

〇定住人口の増加で、特色を生かした移住定住の促進というのがあるが、やっぱりこの移

住定住の促進をすることは、やっぱり子育てのしやすい環境整備、やっぱり働きながら

子育てできる環境整備、子育て世代をいかに増やしていくかというのは、将来的には非

常に重要な部分と考えている。その辺りの施策について、前回の参考資料４で「子育て

しながら働ける環境がある」というのが佐賀市は全国100都市中第３位ということだった

が、これはなにが評価されて３位なのかというのがちょっと読み返してもわからなかっ

た。当然、環境が整っている部分と、整ってない部分があって、改善をする部分は改善

しないといけないという視点も必要だが、評価されている部分をもっと伸ばして、尖っ

た形で全国や周辺都市にＰＲできるような施策を作っていくことも必要ではないか。ち

ょっと最近知ったところでは、子育てしながら、働きながら子育てできるということで、

隣の小城市とかでは、何かママスクエアみたいなものを作って、民間のテレワークの会

社と連携して、テレワークでお母さんが仕事をする、窓というかガラス一つ隔てて、保

育施設があって、常時そういった何かあったときには、おむつを替えたりとか、食事を

与えたりとかいう形で、職場と子育てが一体化したような、そういったところも非常に

特色である。大体どこの自治体も待機児童をなくすといったことをやっているが、やっ

ぱり特色を生かしていくということになると、何か目玉になるような、佐賀はこういう

ことをやっているのだとＰＲできるような取り組みも、一つでも二つでも入れこむこと

が、やっぱり今後、子育て世代を増やしていくためにも必要なのかなと感じたところで

ある。取捨選択して、佐賀市の強みをアピールしていくという感じなどが大事である。 

 

白井会長 

最後、人材のところにいきたいと思う。まず欠席委員の紹介をお願いしたい。 

 

武富企画政策課長 

先ほどの子育てしながら働ける環境があるという部分については、女性の活躍、出生率、

それから、都市の環境や治安のよさ、生活コスト、こういったものを、総合的に評価され

て3位ということになっている。 

 

武富企画政策課長から、欠席委員の意見を紹介（資料4参照） 
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溝上委員 

〇やっぱり人の育成で佐賀らしさを、他の地区にない佐賀の人材育成という、先ほどもち

ょっとお話があったが、やっぱり佐賀の素晴らしいところというのは、精神性だと思う。

欧米人にも共感を得られるが、特に東南アジアの人たちに非常に共感を得られる精神性

の高さというものがある。ということは、例えば佐賀の子ども達、人材をつくるという

ことになると、新渡戸稲造が書いた武士道、日本人の精神性の高さ、倫理・道徳性の高

さというものを、しっかりと幼稚園、小学校の頃から、佐賀の者の精神性の高さという

ものを、佐賀人のバックボーンとして、もう１回蘇らせるというようなことが必要であ

る。もう一つは、テクニカル的な知識教養という意味では、佐賀の子どもたちに、日本

のＩＣＴの先進地区であると、そういう環境をつくることによって、経済とも結びつく。 

 

〇それから、もう一つは英語教育。佐賀の小学生、中学生、高校生はみんな英語で喋ると。

おじいちゃん、おばあちゃん達は喋れないけど、子どもたちがみんな英語で喋ってくれ

る、となると、これは観光にも、それから、いわゆる国際化時代に、佐賀の国際人をつ

くるのにも、それから先ほど言った佐賀空港を何とか活性化しようと思えば、やっぱり

外国人にＬＣＣでたくさん来てもらわないといけいない。その時に、佐賀弁の英語とい

うのができないかなと。佐賀訛りの英語、それでもいいではないか。中学生の子どもた

ち、みんな英語でちゃんと答えてくれるよ、というようなことはそんなに難しくない。

10年ちょっとでできるのである。 

 

〇英語がしゃべれる子どもにしよう、ＩＣＴのベースを作っておいてあげようと、それか

ら専門学校作って、九州の高校生が専門学校でＩＣＴに関して学ぶ。世界最先端の技術

者を養成する必要なく、ＩＣＴの会社で働ける、要するにそういうことの基礎ができて

いる子どもたちがいっぱいいれば、ここに会社が出てくるのである。そういうことで、

今、佐賀に本社があるのに、東京に事務所がある企業もある。東京でなぜ仕事をするの

か、佐賀でも人さえいれば、あんな高いところにいなくても、ＩＣＴの教育とか、仕事

ができるのである。いつでもインターネットで世界中が繋がっているわけなので。結局、

東京に事務所を構えるというのは、東京、関東にしかそういう人間がいないからという

ことである。だったら、地元で10年かけて育てれば、あっという間に今の小学生が高校

生になるわけなので、その時には、そういう専門学校のいっぱいあるということになる

と、佐賀だけじゃなくて九州全体から集まってくる。そのような人材、人材の確保の前

に育てるところ、まずベースを、ちゃんと目標を決めて、10年後、15年後ということに

決めてやっていけば、あっという間に10年なんか過ぎる。 

 

香月委員 
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英語は必要になったら絶対に喋られる。別に教育なんか受けなくても、仕事で必要になる

とか、必要性が感じられたら、喋れるようになるので、もっと大事なのは、やっぱり本を

読むことである。そういう読書習慣をどうやってつけるかっていうのを真面目にやってい

ない。子どもたちに、やっぱり絵本とかの読み聞かせだって、言葉で言っているけども、

実際にお父さんがやりましょうっていう、そういうことは聞くけども、やっていることは

聞いたことがない。だから、そういう地道に、その子育てというのは、やっぱり本を通し

てやる。あと漢字とか、日本の歴史、郷土の歴史もある。あと地理も知らない。佐賀市内

の町名なんかみんな誰も知らない。今の子ども達は地図帳とか見ないから。だから、そう

いう教育現場に対しては、あまり言えないのである。本当にこれは問題である。世の中を

つくっていくのが、やっぱり教育なので、教育に対していろんな人達が、そういう意見を

素直に聞くような、そういった機会にして欲しい。 

 

白井会長 

私も少し英語をやるので、よく分かる。言葉ってどの国の言葉も、宗教、精神、歴史な

ど何かそういったものに裏付けされたような言葉があるので、言葉を学ぶということは、

喋る人たちの想いとか、心の中の奥底にあるその人たちの暮らしとかいうのがわかるよう

になって、そういう意味で、言葉を学ぶというのはすごく大事なことである。そういう意

味では、佐賀弁を学ぶ、郷土の言葉を学ぶこともすごく大事なことだし、郷土の歴史を学

ぶというのも大事なことで、やっぱりそれはまさに本読むこととかと、共通してくるとい

う意味で、人づくりの一番原点の話になるかもしれない。 

 

溝上委員 

佐賀の教育改革を、根本からこの機会にほんとうに佐賀を変えようというなら、そこか

ら始めないと。ただし、結果が出るまで15年、20年かかる、その問題だけである。目先の

ことではすぐ変わらない。だけど、ちゃんとやれば、英語教育も、日本語教育も、佐賀の

精神教育もできる。それだけ人間のキャパシティはあるから。どっちかに偏重するといけ

ない、英語だけやって、さきほどいった武士道を教えなかったら、佐賀の英語ではない。

それが両方は難しいと考えたら難しいけど、昔の人だってやったではないか。できないわ

けはない。本気になって、大人が取り組めば、先生が取り組み、親が取り組み、市が取り

組めば、できないわけはない。人間がやってきたことは、出来ないことをみんな可能にし

て、今の現実がこの世があるわけである。不可能を可能にしたのが、我々人間の歴史なの

だから、そこをやっぱり後輩の人たちに是非取り組んでいただきたい。 

 

小城原委員 

私は、平成4年に知事に、英語というのは言葉です、教育ではないですよという形でお話

したことがある。そのときの教育庁の返事が「そういう先生はいません」と言われた。そ
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れで、うちの息子が高校、大学とアメリカに行ったが、向こうの文化などいろいろなこと

を学んで帰ってきた。そういうことで、香月委員がおっしゃったように、それはそこに放

り込めばすぐ覚える。しかしそういう環境に、みんながなれない。ヨーロッパに行くと、

その辺の子どもが２、３か国語を喋る。それは隣の県が、隣の国で買い物でもなんでも自

由に行き来できるのである。子どもというのは、覚えるのが非常に早い。産まれてから、

知らないうちにちゃんと日本語を喋っている。だから、英語も教育じゃなくて言葉として

とって欲しい。そうなると、５ヶ国語とか喋れるようになる。日本語は、非常に英語に難

しい言葉である。中国語だったら、すっと入れる。そういう中で、やはり教育は子どもが

望めば、望めばというより、親がそういうふうに仕向けて、そして、それが自然と中に入

ってくるようなことが、本当の教育ではないかと思う。教育というのは、30年、50年の計

であり、10年、20年の計ではない。そういうことで、ぜひそういう大改革をやっていただ

きたいと思う。 

 

牛島委員 

〇今大改革をやってもらいたいというご意見もあったので、その一つの考え方になるかも

しれないと思っている。二つある。一つは高齢の方に、子どもを教えてもらいたいとい

うことである。結局、高齢の方が出ないということが、健康寿命が伸びない一つの原因

だとなれば、是非とも、その高齢の方のいろいろな経験、佐賀市についてのいろいろな

見識などを子どもに教えるというようなことを、一つのプログラムとして考えてもらっ

て、例えば、山の高齢者は里に来て里の子どもを教える、里の子どもは山に行って、実

際に教わるとか、逆の海の方もそうである。そういう形での交流も含めての教育という

ものを地元で考えるということは、私は一つの案じゃないかと思っている。 

 

〇一方、これは日本人に対してとか、地元に対してということであるが、外国人である。

外から来た人も佐賀に行くと学べるとか、いろいろな体験ができるとかというようなこ

とを含めて、欠席委員の中に、いいアイディアがあると思うが、将来のリーダーを育て

る研修を行うということを江頭委員が書かれている。佐賀で暮らして、そして生活を通

じて学んだことが次のリーダーになるためのステップになるとか、そこで起業のきっか

けができるとかというような形になれば、佐賀がそういう目的の場所になる、世界にと

っての佐賀が、というようになるのではないかと思う。150年前、人材育成によって佐賀

が輝いた時代があったわけであるから、それからこれだけの時間が経ち、今度は、国内

のみならず海外、これからどんどん発展、成長していくと思われるインド、ベトナム、

インドネシアなど、そういう東南アジアの国々の人にとっても、ぜひ佐賀に来たい、佐

賀で学びたいとかいうようなところもあるのでないかと思う。以上、国内的には子ども

をお年寄りとか年配の方に、是非とも育ててもらいたい。一方で、外国人も佐賀で学べ

るとか、佐賀がきっかけになるというふうなことも、その大改革の一つの案にならない
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かと少し思った。 

 

池田委員 

私ども社会福祉協議会の課題でもあるが、先ほどから様々なご意見が出ていて、心の教

育、福祉教育と私達は呼んでいるが、疑似体験ということで、車椅子の操作を福祉教育と

いうことで取り組んできた背景がある。実際、市内の小中学校に、年間10何校だが、高齢

者の疑似体験ということで、要は車椅子とか、それからアイマスク、重りをつけて歩いて、

高齢者の気持ちになるという授業を、依頼があるときには、社協の方から出て行っている

のであるが、最終的にそれが本当に福祉の教育かと考えたときに、あとからの子どもたち

の声は、気持ちは分かるけれども、実際気持ち悪いと。高齢者に接するのが気持ち悪いと。

本当にこれが福祉の教育なのかなということで、今私ども、疑似体験が福祉教育ではない

というような取り組みで、今、少し模索をして、全国の福祉教育というところに、本当に

社協として出て行けるところは何なのかということで今考えているところである。先ほど

の教育の件でいくと、そういう形で子どもたちに本当に福祉の教育、福祉というところの

理解やボランティアとかも含めて、小学校それから中学の夏休みの時などに、何か私たち

でできること、大人として、社協としてできることということで、その辺りも少し、教育

の中でできたらいいなというようなところで思っているところである。 

 

溝上委員 

おっしゃる通り、福祉の教育というのは心づくりだと思う。技術的なことより、やさし

い心、思いやる心、心を育てておくということが、人づくりの基本だろうと思う。テクニ

カルな英語だとか、知識だとか、歴史だとか、そういう教養的なものはあるが、根本的に

は、人づくりの教育の一番根幹は、人に対する思いやりや優しさ、こういうものがあって

初めて、その他の知識が活きる、そういう世界だと思う。おっしゃるように疑似体験する

ことも必要であるけども、人に対する思いやりの心をどうやって育んであげられるか、こ

れはやっぱり小学校の低学年あたりの時に、しっかりと知識だけでなくて、人の優しさと

いうことで、この優しさ教育をしっかりやっておかないと、これは良いまちにはならない

と思う。 

 

浜委員 

資料３の方にも「新しいビジネスやイノベーションが生まれやすい環境」とある。前回も

ちょっと創業の実績などの話をしたが、やっぱりイノベーションとかいうと、業種的には、

例えば、情報通信業とか、そういうところが典型的だと思う。業種別の創業の融資を見て

みると、30年度に、全国で融資した中で情報通信業の創業というのは、大体804社ぐらいあ

る。佐賀県はどれぐらいあるのかと思って見ると、１社しかなくて、従来型の飲食とか建

設がやっぱり主体となっている。その業種も非常に重要なまちのにぎわいなど重要な役割
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を担っていることは間違いないが、やっぱりイノベーションとなると、従来型でないよう

な業種の創業も、一つでも二つでも増やしていくような形で、相乗効果というか、そうい

うものが生まれてこないと、やっぱり未来のこのイノベーションに繋がりにくいのかなと

いうところである。前回の野村総研の参考資料4を改めて見ますと、創業イノベーションを

促す取り組みで、アート・クリエイティブ産業の集積が、100都市中の８位で、意外と何か

そういうアート・クリエイティブ産業というのは、佐賀市は進んでいるのだなということ

と、実際の創業の現場で見る業種等に大きなギャップがあるので、8位で評価されている部

分が、そういった新しいビジネスとかイノベーションに繋がっていくのかどうなのか、と

いうところも検証して、この施策に盛り込んでいく必要があるのかなと少し感じたところ

である。 

 

香月委員 

中小企業の支援のための条例の策定が、進められているが、その時にも申し上げたが、

確かに新しい産業を起こしたり、創業支援ということも大事であるが、既存のお店や会社

をいかに長く続けさせるか、辞めさせないか、後継者がいなければその後継者をあてがっ

てくるとか。資金が足りなければ、その資金を出してあげるとか、いろんな形で、今、仕

事を続けている人たちを辞めさせないという考え方で支援をやってもらわないと、どんど

んもうやめていく。商店街とかなんかもう何やってるか分からないとか、そういう嫌悪感

で物を言われると、これは大変なことになる。やっぱり少なくとも、佐賀市内では、そう

いう長く続く企業を大事にする気風を、お客さんもそうであるが、やっぱり行政の方にも

持って欲しいなと思う。 

 

白井会長 

今回いただいた意見をいろいろ参考にさせてもらいながら、改めてまた、内容を深掘りし

ていきたいと思っており、次回は、第２期総合戦略の素案という形で、出させてもらいた

い。今日はベーシックな話から、すごく面白い、革新的な話までたくさん頂いたが、この

辺をまた参考にさせてもらいながら、取り組んでいきたいと思っている。ということで、

これからも、まちひとしごとを創生の実現に向けて、一緒に力を合わせてやっていければ

というように思っているので、引き続き、ご協力を賜りたい。 


