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令和元年度 第３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１１月１５日（金）１０時００分～１２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、溝上泰弘、香月道生、江頭忠則、牛島英人、池田敦子、蔵本雅史、浜晋治、

◎白井誠 

 

 欠席委員（敬称略） 

垣内一馬、杉山利則、寺本憲功、井本浩之、田口香津子、高祖浩、永石亀、 

富吉賢太郎 

 

 議事 

１ 開会 

２ 議事 第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について 

（１） 基本目標の実現に向けて 

（２） その他について 

３ 閉会 

 

 

 協議内容 

事務局から資料に沿って、第２期総合戦略の素案全体についての概要や考え方、概念図な

どについて説明。 

 

白井会長 

今、事務局から説明があったものは、今回の総合戦略の素案の考え方、その背景、組み

立ての体系、そういったものを改めておさらいをすると同時に、これまで委員から御意見

いただいたものを取りまとめたものである。具体的な 3つの基本目標というのは、またこ

の後、詳しく議論させてもらうということにしたいと思っているが、その手前でまずこう

いった考え方や体系などについて、一覧していただいたところで御意見を頂きたい。何か

あれば発言をお願いしたいが、その前に私のほうから一つ質問だが、2期に向けて、1期か

ら変わっていったところ、「2期はここが 1期と違う」という部分について、もう 1回教え
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てもらいたい。 

 

武富企画政策課長 

1期目と違うのは、1 期目の検証で、なかなか進んでいなかった部分というのを含めて、

基本的な考え方の中に「人口政策と経済政策の両面作戦の展開」というような形で表して

いる。ここの考え方については、資料 1の 35ページ、基本的な考え方ということで、そこ

に 3つの考え方を示している。今までの第 1期総合戦略においては、4つの柱ということで

進めていた。こちらのほうが「経済の活力と安定した雇用の創出」、「市内への人の流れの

創出」、「子どもを産み育てやすい環境の創出」、「利便性が高く、持続可能な地域社会の創

出」ということで、大きな項目としてはそう変わらないが、これがそれぞれ独立するので

はなく、相互に補完し合うというような形の概念ということで、第 2期の総合戦略をつく

っているところが大きく違うかと思っている。 

 

白井会長 

ということは、この資料 2でいくと、「まち」が都市の魅力を高めて人を惹きつける、「ひ

と」というのが多様な人材、そして、また「しごと」をそれでつくっていく、経済をつく

っていく。そして、また暮らしやすさに磨きをかけて、ずっと循環させていく。今回、人

口の増加という観点と経済を活性化すると両面からアプローチしていって、この 3つを回

していくということは、「佐賀市らしい」というか、佐賀市の独自な体系になっているのか。 

 

武富企画政策課長 

ここの部分については、まだ策定中なので、他市と直接比較はしていないが、野村総合

研究所の調査分析を含めて、佐賀市の現状、それから今後、佐賀市が目指すべき姿、また、

強み・弱みというところを分析した上で、佐賀市としてすべきこと、ということでしてい

るので、ある程度オリジナリティがあり、佐賀市が今進めるべき道筋だと思っている。 

 

蔵本委員 

非常によく練られている。やっぱり一番良いのはぐるぐる回る、スパイラル化させてい

くというのは、計画として一番ドライブ力がつきやすいパターンだというふうに認識して

いるので、形はすごく良いかと思っている。一方で、ドライブさせるための出発点を何に

するのかというのは、こういう計画をつくったときに一番グレーになってくる。「暮らしや

すさに磨きをかける」なのか、それとも「経済」なのか。何かしら一個が動き始めると全

体が回り始めるが、最初に動かすところが一番大変かなというふうに思っている。なので、

この計画全体はバランスがいいと思うが、実際に運営されるに当たっては、そういう観点

からの切り口も、どこかに入れといていただければと思っている。 
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武富企画政策課長 

おっしゃるとおり、最初のスタート、どこから動き出すか、ということが非常に重要に

なってくるかと思っている。3つの柱に対して、先ほどの野村総合研究所の分析でいうと、

「暮らしやすさに磨きをかける」という部分については、佐賀市の今の魅力、強みという

ところが多く入っている。例えば、暮らしやすさ全国 1位、子育てしやすさが全国 3位、

また地域コミュニティの成熟も高い評価を頂いている部分が、「暮らしやすさに磨きをかけ

る」という部分になるので、これを下地に進めていきながら、イメージとかブランド、ま

ちの活気などの少ない部分を盛り立て、さらに人材育成や中小企業支援というような今後

進めていかなければならない部分を回していく、というようなことで、現状の起点として

は、「暮らしやすさに磨きをかける」ことからスタートしていくのが一番回しやすい形だと

認識している。 

 

白井会長 

野村総合研究所の 2年前の調査研究の結果をここで公表してもらって、いろいろ教えて

もらったが、「都市の暮らしやすさ」で 1位だったという大きな要素が二つあった。一つは

居住の快適性というのがあったが、もう一つが社会の成熟度が高いというのがあって、非

常に地域コミュニティが豊かである、地域の人たちがお互いに共助の精神がある、そうい

ったものが非常に高く評価されていたのが佐賀市の特長だったと思う。そういう中で、人々

が暮らしていて、そういうマインドを持っているという話だが、例えば、自治会の活動に

しても、佐賀市は大きな都市の割には、根づいているところがやっぱりあるのかと思う。

こういう特長を活かして、進めていけばいいのかなと思うが、何か自治会のほうからも御

意見いただければと思う。 

 

小城原委員 

やはり「暮らしやすさに磨きをかける」、ここが一番重要じゃないかと思っている。それ

で回り始めるのかなと。そういうことで今、各地域で、それぞれの行事をやりながら、先

ほどおっしゃった共助、それと、この頃、自治会に女性の自治会長を増やしてくださいと

申し上げている。結局その自治会を回しているのは女性が多く、その中で、地域の教育力

が落ちているとは思っていないが、顔を合わせる度合いが少なくなってきており、会話が

生まれなくなってきている。まず、そういう女性の自治会長は増やして、お世話役になっ

ていただきたい。そうすることによって、結婚や子育ての悩みをすぐその人に聞きに行け

る。今、家庭では子ども達が帰っても誰もいない。昔は祖父や祖母、兄弟がいたりして大

家族だったが、今は少子化で、結局、子ども達も孤立しており、そういうところをやって

いくのはもう自治会しかないのかなと思っている。地域でそういう子ども達を預かるとか

いろんなことやっているが、一番身近にいる近所の人が、声をかければ非常に安心するの

ではないかと思っている。だから、ひきこもるのでなく、とにかく家の前に出てください、
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門の前に出てくださいと、そういうことを常に言っており、そういうつながりが、互助共

助につながっていくのかなと思う。 

今マンションができたりしており、いろいろと難しい面もあるが、やっぱり声をかけて、

直接話せば、なびいてくる。マンションでも参加しないから「もうほっとけ」となれば、

そこで途切れるが、しつこくやって、一回参加してもらえば、こういうことやって、こう

いう楽しいことがあるという部分が出てくる。それとマンションも、ひとり暮らしになっ

て、自治会に入れてくださいっていうのが今増えてきている。これは自治会にとって非常

にうれしいことで、そういうことを含めながら一つ一つ、やはり自治会の役員が、汗をか

いてやれば、なびいてくる。そういうことで増えていけば、経済も活性化していって、ず

っと回っていく。人口が減って、栄えるところっていうのは少ない。やっぱり皆が集まる

ことによって、地域の活性化、経済の活性化、またいろいろなところから皆が来るという

ことでなっていくと私は思っているので、そういうことに努力をさせていただいている。 

 

白井会長 

よく見ると「暮らしやすさに磨きをかける」というのは、一応暮らしやすくなっている

という前提に、さらに磨きをかけるということである。そこがやっぱり佐賀市の特長、「暮

らしやすくする」じゃなくて、そこはもう自覚しながら、それをさらに磨きをかけていく

というところは大事なところなのかもしれない。だんだん中身に入っていって、まちづく

りとか、そういった話に入り込みそうなので、よかったら、次の詳しい中身に入っていき

たいと思う。次に、基本目標が大きく 3つあるので、それぞれに説明をしてもらいながら、

意見交換をしていく形でいきたいと思う。 

 

事務局から資料に沿って、基本目標１「暮らしやすさに磨きをかける」について、これま

での意見に対する対応や考え方を踏まえながら説明。 

 

香月委員 

これにまた色々加えるというのはちょっと難しいかもしれないが、やっぱり明確にして

欲しいのは、8月の豪雨災害を受けて、特に治水対策をどうしていくかということを明確に

して、安全安心なまちづくりの中でも、佐賀の治水対策っていうのをもっとレベルを上げ

ていかなかなければならない。今、佐賀市がどう思っているかというのを、私はここに載

せるべきだと思う。具体的に言えば、駅周辺。駅周辺というのは、この市役所も含めて、

一定程度は、少なくとも今回の 2時間で 200ミリぐらいの雨が降っても、浸水しないぐら

いのレベルに上げていかないといけない。それともう一つは中央大通り。避難路に指定さ

れているが、地震災害については耐震化を今やってあるが、県庁と市役所の避難路に指定

されているのに、あんな水没していいのか。費用はかかるけれども、これからどうしてい

くかっていうところは少し触れておいてほしい。本当は治水対策に特化した項目が欲しい
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のだが、国交省も、土地利用に関しての災害などの浸水のリスクを言っているし、ハザー

ドマップの精度ももっと上げていくということや、人が住むべきところ、住んではいけな

いところという区別もやっている。そういうところをもうちょっと踏み込む必要があるの

ではないか。 

 

白井会長 

この資料 1でいうと 46ページの「安心・安全で快適なまちづくり」に該当するところだ

が、事務局のほうから何かあるか。 

 

干潟建設部長 

ご存知のように、現在の佐賀市では排水対策に取り組んでいる。排水対策基本計画を現

在展開しているところだが、現在、短期対策が今年度完了予定となっている。今後中期、

長期に入って、さらなる排水対策に取り組むこととしている。今年度、中長期の対策とし

て、新たにどういった手法があるのか、どこから取り組むべきであるのか、というのを今

年度策定していく。おっしゃるとおり、駅周辺や中央大通りは、今回の雨でかなりの浸水

があっている。やはり 1時間最大 110ミリというのが、我々も、また佐賀にお住まいの方

も、今まで経験のないような雨であったと認識している。これをどこまで追いかけていっ

ていいのかというのがまた非常に難しい問題となっている。今回、中長期対策でどこまで

踏み込んで対策を行うのか、駅周辺につきましては、今まである程度の排水対策は行って

いるが、これ以上またお金をかけて、どこまでやるのかという問題も、また議論していか

なければならないと考えている。 

そういう中で、佐賀市が低平地である以上、どうしても内水による氾濫というのが避け

られないということで、現在、内水ハザードマップを作成しているが、これに対して、今

回の雨を受けて、来年度、新たに内水ハザードマップについても見直しを行って、市民の

方々に、これくらいの雨が降ったら、ここら辺が内水で氾濫を起こす、といったような周

知も図っていきたい。一方で、先ほど言ったように、今後の雨の降り方が、非常に国も懸

念されており、どこまで追いかけていっていいのか、どれだけ降るのかがわからないので、

行政としてやれること、あと市民の方々が自己防衛をやっていただけること、そこを明確

にしながら、市民の方にもお願いしたいと考えているところである。 

また、中央大通りあたりで商店街が多くある中で、やはり冠水したときに、どうしても

車両が通って、そのあおり水が店の中に入ってくる。やはりそういうものに対しては、自

己防衛という形で土嚢をある程度積んで防御、防止をしていただきたい。佐賀市で今年ま

で10,000体の土嚢を制作して公園、市役所、支所等において、配付していたが、来年は15,000

体まで増やして自己防衛のほうもお願いしたいと考えているところである。先ほども申し

上げたが、排水対策に対する中期長期の策定、来年度に内水ハザードマップの見直しを行

って、今後とも排水対策には取り組んでいきたいと考えているところである。 
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白井会長 

排水対策についての計画は、10年間の計画で、ちょうど前半の 5年が経過して、後半を

考えていこうということで今練り直しをしている。その中で、今回の教訓を反映させなが

ら議論されていると思うが、その中でのやりとりや結果が、総合戦略の「安心・安全で快

適なまちづくり」、ここに全く水害のことが記載されてないっていうのは、やっぱり佐賀市

にしてみれば何か問題という気がする。そういう議論の行方を拾い上げて、この中でも表

現できたらと思う。最終的なつくり上げが 3月までであれば、それまでの間に議論も進む

と思うし、そちらのほうが完結しなくても、そういう表現は何か入れていいのではないか

と思うが、可能か。 

 

武富企画政策課長 

今回素案のほうを初めてお示ししているので、今回の議論を受けて、追加、修正、削除

等は随時行っていきたいと思うので、記載の変更というのは十分可能である。 

 

白井会長 

難しいのは中心部だけじゃなくて、今回の水害が、市域全域に広範囲であったので、ど

こまで表現できるかと思うが、これは市民全員が関わる計画なので、それも考慮しながら、

ハザードマップの見直しもやると仰っていただいたので、そういったこともやって「暮ら

しやすさに磨きをかける」というところのドライブにしてもらえばと思う。先ほど、蔵本

委員がおっしゃったように、何かが動き出すと、だんだん意識が高まっていって、次のド

ライブにも変わっていくと思う。 

 

浜委員 

質問だが、政策の「安心・快適な自立したまちづくり」ということで、具体的な取り組

みを合計すると、13項目あるが、48ページの重要業績評価指標（ＫＰＩ）は 8項目となっ

ている。なかなかそれぞれの取り組み項目について指標化するのは難しいものがあるのは

当然だと思うが、その指標化できないものを今後どう評価していくのか。ＫＰＩの考え方

とそれ以外のところで、取組項目をどう今後評価していくのかっていうところの大まかな

考え方が、もし現時点であれば教えていただきたい。 

 

武富企画政策課長 

まず、それぞれのＫＰＩ、いわゆる指標の考え方だが、一つは基本目標に対して指標を

設定している。39ページをご覧頂くと、まず基本目標の「暮らしやすさに磨きをかける」

という部分で、それに対してどういう指標を置くかという、いわゆる全体を表すための指

標であるが、これについては、今 3つぐらい考えている。ここに設定するＫＰＩについて

は、この暮らしやすさに磨きをかけた成果として、何がいいかということで議論をさせて
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いただいている。それから先ほど御質問いただいた、それぞれの取組に対する指標という

部分が、48ページである。それぞれの指標を、こういったものでどうだろうかということ

で、ちょっと固まってない段階で申し訳ないが、例えば、自主防災組織、汚水処理、中心

市街地の居住者数などを設定している。先ほどの排水対策等については、何をもって評価

するか、ものによっては、例えば、市民意向調査も行っているので、ちょっと議論をさせ

ていただきたいと思っている。基本的にはそれぞれの大きな括弧の中のものを表すための

数字として、どういったものがよいかということで設定しており、もう少しここら辺りは

議論を踏まえて進めさせていただきたいと思っている。 

 

江頭委員 

今回のコンパクトシティの件については、私のほうから意見を述べさせていただいた。

当然コンパクトシティは、やっぱりそれがネットワークとして繋がっていかなければなら

ないということで、交通体系もしっかり考えてよく書き込まれていると思った。ただ、先

ほど香月委員が言われたとおり、私が排水対策の委員もさせていただいているときに思っ

たが、まさに浸かってしまって、動けなかったら、そういうせっかくの動線が何も機能し

ない。それと、武雄市内の状況を何度か見に行かせていただいたが、メインストリートが

非常に地盤の低いところで、ほとんど浸かってしまって、生活物資を供給する大きなスト

ア等も全部浸かってしまって、長期間、消費者に供給できないという構図を何度か見ると

ころで言うと、水害があって長期化したときに、いろんな物資も必ず安定して入るような

ポジションにそこがなければ何も機能しないというようなことをつくづく思った。そうい

ったものを含めて、交通体系というところで言うと、こことここがつながったらきちんと

物資が供給できるというようなシステムを、やっぱりコンパクトシティという流れの中で、

考えていく必要があると思ったので、そういった排水対策、治水対策のあたりまで織り込

んでもらうと、市民としてはいろいろあっても安心という気持ちになると思う。 

もう一つ土嚢ということを言われたが、最近はコンパクトで、水を吸うと重くなるらし

い。そういうものであったら、ちょっとどこかに置いといて、すぐに使うことができる。

普通の土嚢を高齢者などが運んで持っていくというのは大変なことになるので、色々なエ

リアごとで、そういう機能的な資材を有効活用するっていうのも一つの方法ではないかと

思う。 

 

干潟建設部長 

今、土嚢の話をしていただいたが、先ほど申し上げたように、現在は主な都市公園と、

支所、市役所、こういったところに配置している状況だが、各自治会のほうに話をして、

地域でもっている公民館、そこに土嚢を少し置く、高齢者については、先ほど言われたよ

うに、雨が降った後に持っていくとなると非常に困難ということもあるので、予想される

ところには、前もって、自宅にある程度ストックをしておく、その設置についてはやはり
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地域の住まいの方々の協力も得ながら、高齢化されているところで自分ではできないとこ

ろについては、周りの方と一緒になって、少し土嚢の設置等もお手伝いをいただくといっ

たふうなことも現在考えて取り組もうかとしているところである。あと、今流行のコンパ

クトで水を吸ったら重くなる、膨らんで土嚢代わりになるものは、まず費用的に普通の土

嚢と比較すると非常に高い。また、水を一回吸ってしまえば膨らんでしまうので、後が使

いにくい。土嚢を使うときは雨が降っているときが多いので設置している途中で水を吸っ

てしまうので、ちょっと扱いにくいという面も一部ある。現在のところ、やはり 15,000体

ぐらい用意しようという準備をしておりますので、今の通常の土嚢でまずは対応していき

たいと考えているとこである。 

 

川副農林水産部長 

以前、防災関係の部署にいたので、吸着性の土嚢の性能について調べたことがある。吸

水性の土嚢は比重が水と一緒になるので、大きな波が来たときには、結局流れてしまう。

なので、非常に簡単に設置することができるが、本当に外水をとめる役割としてはちょっ

と比重が低い。 

 

武富企画政策課長 

今、交通については、先ほど御説明した 47ページのほうで「地域内交通の維持・確保」

という部分でしか記載をしていない。交通に対する考え方ということで、「佐賀市交通ビジ

ョン」というものを策定しており、これがちょうど来年度見直しになるので、その際には

総合計画、それから総合戦略、こういったものを含めながら、そういったところも視点を

置いて、策定をしていきたいと思っている。 

 

白井会長 

「暮らしやすさに磨きをかける」について、今、居住の快適性という意味、あるいは安

全、安心ということでの切り口での御意見が多くあったが、もう一つ、社会の成熟、精神

的に暮らしやすくしようとしていただいている市民の方がたくさんいる。共助の精神がま

だまだ息づいているという、先ほどの小城原委員からのお話もあった。言葉として、「暮ら

しやすさ」、「少子高齢化」、「子育てしながら」とかそういったものがあるが、社会福祉の

観点から何か御意見はないか。 

 

池田委員 

今おっしゃったみたいに、社会福祉協議会としては、先ほど小城原委員のほうからも発

言があったが、コミュニティの強化や再生、これをどうやってもう一回復活するか、再生

するかというところで、今、地域の中に入っている状況である。地域性があるので一概に

すべてとは言えないが、どういう形で地域のコミュニティをもう一回、人と人とのつなが
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り、顔の見える関係をつくっていこうということで、今、まさに仕掛けている途中である。

その中で社会福祉協議会としては、一旦疎遠になっている、そういう地域に顔を見せれる

居場所づくりをしていこうということで、今コミュニティカフェを推奨して、全市内に働

きかけをしているところである。ただ、やはりこれも地域性があるので、山間部あたりは、

あえて居場所づくりをしなくても地域の人を知っているという部分があり、そういうとこ

ろで、なかなか全市といっても、地域性があり全てではない。逆に中心部のほうになって

くると、先ほども出ていたマンションの関係とかで、全然隣の人を知らない。そういうと

ころに入っていくと、実は引きこもりの方がいらして、民生委員も 2年、3年顔を見たこと

ない、そこにいることすら知らなかったということもある。そういう人たちをやはり地域

の中にデビューをさせていくというのが私たちの使命であり、働きかけをしていくという

ところで、「暮らしやすさに磨きをかける 」という表現の仕方がちょっと私はいまいちピ

ンと来なくて、「実感をしていく」というような形にしてみてはと思う。「磨きをかける」

というのが、錆びているからそれを磨くのか、きれいになったものをさらに磨くのか、そ

のイメージが、いまいち私の中ではうまくこうピンと来ていない。とにかく暮らしやすさ

を地域住民の方に実感してもらうっていうのが、佐賀市が求めていくところなのかなって

いう感じで委員の皆様方の御意見等を聞かせていただいたところである。 

 

白井会長 

すごくおもしろい。単純に「磨きをかける」という意味合いを受け止めていたが、実感

するっていうのはすごく大事なキーワードかなと私も思った。 

 

溝上委員 

「暮らしやすさに磨きをかける」という点についての議論だと思うが、一般的に暮らし

やすさというと、二つ大きく分けて考える必要があるだろうと思う。いわゆる暮らしやす

さって何となく快適な暮らしができる、快適さみたいなアメニティみたいな部分と、それ

からもう一つ、「暮らしやすさに磨きをかける」を深掘りして考えてみると、生活や生命の

安全、安心という、両面があるのではないだろうか。その両面をどちらにしても、「磨きを

かける」ではよくわからないので、言葉としては「実感する」、暮らしやすさを実感するま

ちづくりというのは、私も池田委員のお話に共鳴できる。ただ、いずれにしても安心、安

全をどうやって担保もしくは実感してもらえるまちをつくっていくかという部分と、居住

性や快適性、コミュニティの部分は、2つ違うカテゴリーでとらえたほうがいいと思う。そ

れから最後につけ加えると、先ほど香月委員の言われたまちの水の問題、水害に強いまち

づくりというのも、これもあえて新しく項目を別個に、ＫＰＩ的な重点項目の一つとして、

やっぱりまちづくりの中では、大切なこととして加えてほしい。 
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武富企画政策課長 

確かに「実感する」、もうお住まいの方がそこをわかっていただくということは非常に重

要なことだろうと思う。この件については、実感するという部分が、今いらっしゃる人が、

今の状況を感じていただくということでいいのか、それとも、より暮らしやすい高見を目

指して、やりながらそれを実感していただくほうがいいのか、どういった表現がいいかと

いうのはちょっと考えさせていただければと思っている。 

 

牛島委員 

私のほうからは、参考までということになると思うが、先だって単身者の会という集ま

りで観光に関してお話をする機会があった。そこで、「４つ（①食べ物、②自然環境、③歴

史文化、④コミュニティと人）の中で、あなたがいいと思う佐賀のことを二つ選んでくだ

さい。」と問いかけた。結果は、多かったのがやはり食や自然環境だった。そうだなと思わ

れる方多いと思う。そこで、実のところ、大変少なかったのが、人とコミュニティだった。

すべての方が県外から佐賀に来た方ではなく、佐賀にいる方も数名いるが、多くの方のコ

ミュニティと人ということに関しての受けとめというのは、ずっと住んでいる人とやっぱ

り違うということがはっきりしたわけである。これをどのように捉えるかということにも

なるし、資料 4の 4ページにある、「暮らしやすさに磨きをかける」の中の外国人労働者の

ところの右側に「多様性の寛容度」と書いてあるが、先ほど溝上委員のほうからも言われ

た、暮らしやすさに、機能と安心、安全という２つの部分というのがあるが、これにもう

一つ加えさせてもらえば、佐賀の雰囲気というのか、そういう目に見えないハートの部分、

そういうところも今後考えていく部分の一つではなかろうかというふうに思っている。 

暮らしやすさというところを本当によくして、人口増加を一つのＫＰＩにも書かれてい

るので、中にいる人だけでなく、外にいる人にとっても、やっぱりあそこにいると気持ち

がいい、あそこでやはり住みたいというようなところというのは大事な気がする。では、

何でそうなったかと言うと、佐賀の今までの歴史、文化、環境があると思うし、暮らし方

のところもあると思う。ここの項目の中に公共交通というのがあるが、佐賀の公共交通の

特徴としては、個別交通であり、それぞれが行きたいところに、行きたいときに行くとい

うことで、個別で動いているので、町中には人がいるという印象が非常に少ない言われた

ことがある。ところが夜に行くと、夜は意外と人がいる、歩いているということも言われ、

佐賀の人の多くがばらばらに動いているところも一つではなかろうかと思う。なので、暮

らしやすさというのは、その機能を高めるとか、安心、安全というのと同時に、人とコミ

ュニティという部分も非常に重要ではなかろうかと思っている。そういった意味で、これ

からの施策の中に、そちらのほうに誘導していく、その視点の必要性も感じる。 

 

白井会長 

今思ったことを申し上げさせてもらうと、都市の快適性というか、暮らしやすいという
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ことで日本一になったが、あまりあぐらをかくことなく、やっぱりいろんな視点で考えな

いといけない。おっしゃるとおり、住んでいる人はそういう実感もひょっとしたらしてく

れるかもしれないけど、多文化共生という視点の中で言うと、外から来た人っていうのは

どう見ているかというのも、また全然違うっていう示唆をいただいたわけである。我々は

住んでいる者からの視点しか見えないが、特に外国人が来るなんていう話になると、一つ

の単一民族でずっと長年暮らしてきた中で、今ようやく違う人たちが来ている。そういう

人たちがどういうふうに思って暮らしているのだろうということを想像しながら、やって

いかないといけない。ものすごく想像逞しくしながら、その人たちの立場に立って考えな

いといけない。 

 

溝上委員 

暮らしやすい、子育てしやすいまちで全国 1位や 3位というのは、確かにこれはありが

たい評価であり、それなりに評価したいが、おっしゃるように、佐賀の人がそれを実感し

ているのか、というのがまず第一点。同時に、何でそんな暮らしやすいまちと評価された

り、子育てしやすいまちと言われているのに、人口が増えていないのか、それは何故なの

か。暮らしやすかったら人は増えるはず、育てやすかったら子どもが増えるはずだが、そ

れが全く増えてない。そんなに他の町と変わらないとすれば、そこはもう少し深掘りしな

いと、単に暮らしやすいまちに選ばれたという評価は評価で、それをもっとみんなが理解

し、もしくはもっと実感できるような形にするためには何が必要かを深く議論する、先ほ

ど色々な意見があったように多方面から見つめ直すということをやっていかないと、本当

に上滑りしてしまうのが怖い。 

 

白井会長 

このテーマはすごく重い。もう 1位から落ちることは絶対にできない。もっと高みをや

っぱり目指していかないといけない、そういう順位を頂いたので、本当にあぐらをかくこ

となく、いろんな人が見て暮らしやすい、そう考えてやっていくと、実際に住んでいる市

民も、やっぱりいつの間にかそう実感してもらえる、そういうテーマではないかと思う。

非常に重いテーマで重い課題であるけれども、それを何とか解決していく、その手だての

一応の方向性をこの中で示していくということで、ここは取り上げさせていただきたい。

時間も随分過ぎたので、次のテーマに移らせてもらいたい。 

 

事務局から資料に沿って、基本目標２「都市の魅力を高め人を惹きつける」について、こ

れまでの意見に対する対応や考え方を踏まえながら説明。 

 

溝上委員 

佐賀のまちづくりを短期的に考える場合と中長期的に考える場合の両方で考えていかな
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ければならないと思うが、我々はどちらかというと未来のことから、バックキャストで物

事を考えていきたい。10年、20年と言わず、場合によっては 30年先の佐賀ということを

考えたときに、町がどういうふうにすれば発展するのか、潜在的なものは何があるのか、

先ほどから自然環境等いいものがいっぱいあるが、それをもっと魅力的にしていき、また

賑わいを作る、人の集まる賑わいをつくっていくということになってくると、幾つかのポ

イントがあると思う。 

まず一つは、佐賀空港を活性化することによって、経済にも、それから地域の活性化に

も非常に大きなウエイトがあると思う。日本と東南アジアを結ぶゲートウェイとして、実

は最も地政学的に見ても、またコスト的に見ても、あらゆる意味で、東南アジアに向けて、

いい立地条件、自然環境にあるので、佐賀空港を最大活用化する。そのために、道路や、

例えば、新幹線あたりを合流するようなことができれば、在来線も生きてくるし、福岡通

勤圏は現在の在来線が活用されればそんなに不便はない。30分前後でいくというところを

考えれば、むしろ本数を増やすというようなことで、交通網で人流を増やすためにはそう

いう交通インフラをしっかりする。それには空港と高速道路とそれから鉄道、これをいか

に相乗効果があるような形で活かしていくかというのがまちづくりにおいて重要と思う。 

それから、もう一つは、経済環境をよくしたりするためにはやっぱり人づくりであって、

まちづくりはやっぱり人づくりに尽きるわけであるから、これは中長期的に、10年後を考

えれば、やはり高齢者がいかに健康で長寿でいてもらうかというようなことになる。中高

年の方には、70歳を過ぎても働けるような雇用環境をつくっていくこと。それから、学生

などのこれからの新しい若い方には、新しい時代に対応したＩＣＴ教育などの専門学校な

どが増えていって、そういう近未来の技術修得の場になっていくこと。それから小学生、

中高生に対しては、人づくりの一番根幹である葉隠れ精神だとか、こういったものをしっ

かりと植えつけていくような人づくり教育をおこなうこと。30年後を考えれば幼児、20年

後を考えれば、中高生が佐賀を背負って立つのだから。今の青少年からその上の人たちに

対しては、そういう新しい技術を習得できるまち、そういった専門学校が充実するような、

人づくりの面とそれからそういう人が集まるような仕掛けづくりというのが大事なことだ

と思う。 

 

香月委員 

法人会か税務署から出た資料だと思うが、佐賀の起業率は、九州内で多分一番低かった。

だからその起業率をやっぱり上げていく努力が一つ。そのためには、若い人たちが、別に

長く続ける必要はないと思うが、好きなときに、例えば 5年とか 10年ぐらいで、自分の好

きなものを扱って、趣味の物でも、工芸品でも何でもいいので、そういった若い人たちが

商売をやりやすい環境整備をやっていく。あとＧＡＦＡ等に乗らないところは、「食」であ

る。飲食店とかは結構、改良費用がなくても、小資本でもやっていけるかなと思う。そう

いったところに、さっき佐賀の魅力が「食」と言うのであったら、それをどうやって若い
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人たちにやってもらうような仕組みをつくっていくかというのは、考えなくてはいけない。 

それと、あともう一つは、今までずっと続いてきた中小企業などを、どう事業承継して

いくかという仕組みづくり。それは私たちも含めて、行政においても、いろいろ制度をつ

くりながらやっていく必要があるかなと思う。 

 

蔵本委員 

ブランディング化をするときに、一番やってはいけない失敗は、地元の人が語ることだ

と思う。地元の人は、悪いとこばかり言うので、外の人に良いところを見つけてもらって、

それを否定しない。いかに、「そんなばかな」と思ってもそれを信じて、ディベロップさせ

ていくっていうのがやはり一番重要だと思う。今ある佐賀がそのまま続くのであれば、そ

れはブランディング化する必要はないわけで、ブランディング化は新たな佐賀をつくると

いうことだと思うので、そのためには、外の専門家なり、違うところの人にたくさん意見

をもらう。それを、ほかの地方公共団体の例を参考にしながら磨き上げていく。だいたい

全国 1,700くらい市町村があるので、その人たちと我々戦っていかなければならない。そ

のためには全然違う切り口を出していかなければならない。それは住んでいる人にはちょ

っと難しいと思うので、外のアイデアを活用していただければと思う。 

 

百崎経済部長 

今、香月委員から言われたことは、我々も重要なことだと思っている。起業率について

は、言われたように廃業、休業、それから解散等の率はちょっと高かったという記憶があ

り、ここは非常に大事なところだと思っている。 

また、企業誘致や創業など書いているが、企業の継続ももちろん、まずは地場企業、既

存の企業が振興する、それで業況をよくしていただいて、そこで雇用を生んでいただく。

これも基盤というか、ベースに考えないといけないと思っているので、事業承継、これに

ついては、今先ほど言われたように、国や県もいろいろな支援組織、支援事業をやってお

られるが、佐賀市のほうとしても、隙間の部分、困っている部分のお話をお聞きするので、

そこの部分をどうやって支援していくのか、これも支援団体である商工会議所、商工会等

とお話をしながら、進めているところである。 

 

白井会長 

人づくりや経済のほうも、次の「多様な人材で強い経済をつくる」のほうでもまたやら

せてもらいたいと思うので、この「都市の魅力を高め人を惹きつける」、こちらのほうに少

し焦点を当て直したいと思う。ブランド力を高めていく、要するに、いろんな人によそか

ら来ていただく、そして、佐賀のブランドを認めていただいたり、先ほどの蔵本委員の話

も通じるところがあるかもしれないが、要するに、魅力ある佐賀をつくっていって、そし

て、多くの人に来てもらうということも一つのこの目標かなと思う。佐賀の魅力を先ほど
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ちょっといろいろ質問をされて、魅力がどこにあるのかっていう話を伺ったが、今後どの

ように考えていけばいいのか、その辺の示唆をいただければと思うが。 

 

牛島委員 

観光は人が来るきっかけにもなるし、また、こちらからいろんな売り込みをするきっか

けにもなるということで非常に大事なポイントだと思っている。そこで実は今日こちらに

来る前にある人と会った時に聞いた話だが、別に悪く言うつもりはないが、例えば、ラー

メンや明太子など、福岡は自分では作ってなくて、そして自分のものにしてしまって売っ

ていると言われていた。佐賀は、人口は福岡市の半分だけど、確かにその金額ベースで言

えば、いろんなものは福岡のほうが大きいかもしれないが、いろんなものをつくっている

という多様性や、これだけの人を輩出している、といったことを考えれば、大変底力があ

るという話を聞いて、「なるほど」と思ったところである。福岡の強みは、人を集める力が

あり、それは何かと言うと、機能を含めて住む人にとって、それなりに魅力あるというこ

とだと思うが、一方で外からも集めるということではないかと思っている。その点で佐賀

の観光も人を集めるというようなことを、いかにしてやるかと考えなくなくてはいけない

だろうと思っている。その意味では、駅が入り口であり、先ほどの御意見でもあったよう

に、空港が入り口である。さらにマイカーを含めての自動車もあるので、そういう部分で

しっかりとポイントをつくっていって、そして、集める。また逆に今度はこちらからも出

て行ってという部分は、考えなくてはならないと思っている。観光は、それこそ先ほどの

ブランディングという話があったが、ある意味プラスを生み出す一つのポイントだと思っ

ているので、皆さんの御意見をむしろ、お伺いして、取り組んでいきたいというふうに思

っているところある。 

 

白井会長 

ありがとうございます。確かにそういういいものをしっかりとした素材を、底力がある

ということで表現していただいたが、もっているところをちゃんとブランディング化して

表に出していくことで市民自身も自分たちはこういうすばらしいまちに住んでいるんだと

いう、これもまた実感をしてもらえるような、そういったことにつながっていくようなブ

ランディングの仕方とか、あるいは交流人口を増やしていく、そういったことにつながっ

ていくといいと思うし、やっぱりそういうことをしていかないといけない。 

 

香月委員 

佐賀を旅行した人は少ないと言いつつも、佐賀を通過した人が結構多い。よく「長崎に

行ったときに通りました」と言われる。だから恐らく、途中下車してもらえば、あるいは

ツアーを組み直してもらえば、佐賀を訪れるきっかけというのは多分もっともっと増える

と思う。観光協会をこれからどうしていくかっていうところが大事だと思っていて、それ
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はまちづくりの部分と、観光の部分とやっぱり親和性がある。それと「物を売る」という

ことについては、佐賀市の商品じゃなくても別にいいと思うわけである。佐賀県のいろん

な産品も一緒になって売る。佐賀に行けば、呼子のイカが食べられるとか、よそのやつを

持ってきてもいいと思う。だからそういった観点で、観光協会も含めて、もう一回組織を

作り直すとか、そういった考えというのはどうなのかなと思う。やっぱりこの観光自体を

少し変えていく必要があると思う。 

 

牛島委員 

その目的を達成するために必要に応じて、やはり人、組織を変えていかなくてはならな

いと私自身は思っている。なので、さらに人に来てもらえる、また買ってもらえる、離れ

ていても買える、楽しめると同時に、来てもらわないと買えない、楽しめないというよう

なことも含めて、佐賀市の市政の中に観光の部分で、プラスを生みだすように、観光協会

としてもやるべきだということを改めて思ったところである。 

 

白井会長 

資料 1の 50ページに「（ⅲ）街の顔となる駅前空間の形成」ということで、駅周辺の整

備を今、私どもやろうとしていて、最近計画の考えが示されたが、駅のすぐそばに、観光

をアピールしたり、案内する機能というのを持っていきたいということで、観光協会が、

そこに一部進出する。それを市も一緒になって応援する。今の非常に重要な部分について、

行政も議論をしているということを、最近、議会のほうにも御報告させてもらった。佐賀

駅は佐賀市の玄関口であるだけじゃなく、佐賀県の玄関口でもあるわけなので、県のほう

の協力も得ながら、佐賀市のことだけではない、県全体の話のＰＲもしていくというよう

なこともできたらと思っている。県に協力していただければできる可能性もあるので、今

から議論をずっと進めていきたいと思っている。そこは市も一生懸命応援して、一緒にや

っていきたい。 

 

溝上委員 

先ほど言った交通インフラのベースをしっかりすることと、それから佐賀駅周辺の開発

をしっかりすること、それともう一つは、県が今度やろうとしているサンライズパーク、

スポーツ・文化の拠点としてのこの施設をどう最大に活用するか。それが一つは国内のエ

ンターテイメントや、スポーツイベントの場所になるのも構わないし、九州大会が佐賀で

いつも行われるというような仕掛けをつくっていくということもあると思うが、私は東南

アジアのそういうスポーツやエンターテイメントのイベントが、日本の佐賀に行けば、東

南アジアにないものがあるよ、となればいいと思う。例えば高校生や大学生だとか若い人、

お金がそんなに潤沢でない人たちから見ると、東京とか大阪に行けなくても、佐賀だった

ら行ける。多少日本の都市部みたいな雰囲気を味わいたかったら、福岡ぐらいまで足を伸
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ばせば、十分に日本の文化だとか日本の町だとか、また佐賀に行けば日本の古い生活文化

だとか、田舎の自然環境、日本の環境のすばらしさみたいなものを経験できる、そういう

ものを東南アジアに広げるチャンスになるだろうと思う。だから私は交通インフラのベー

スをしっかりして、駅前とそれから今度のサンライズパーク、この三つをいかに相乗効果、

それぞれがバラバラになるのではなく、三位一体となって相乗効果が出るようなまちづく

りをしていくことによって、人口の物流が活性化してくる可能性を秘めているのではない

かと思っている。 

 

白井会長 

県がつくるアリーナは、色々な可能性があるが、先ほどおっしゃった海外の話でいけば、

よく日本人も芸能人と行くツアー等があって、外国のホテルでコンサートをやって、そこ

に日本人のファンが行ったりしていたが、同じような現象が他の国でもある。それを日本

のどこかが受け入れて、そこでやるみたいなこともあって、そういう意味では、あそこの

アリーナは、日本人のためのアリーナだけではなく、外国人などがあそこにいるというシ

ーンも、営業をやっていけば必ずできる、そういう施設である。なので、そういう大きな

マーケットも秘めているという意味では非常に、新しく佐賀が今までやらなかったことを

やっていける。それから、あそこにはコンサートなどで若い方がドッと来る。親が結構送

迎で送ってくるが、そうなるとその親が子どもを降ろして、その後どこに行いうかという

ことで、佐賀市内の地図を広げたり、観光パンフレットを見て、佐賀で時間を過ごす。そ

ういう意味では、アリーナで色々なイベントがあることで、実は佐賀市内全域でブランド

化できる。ここがおもしろそうだ、となると、そこに人が来る可能性が増える。そこを生

かさない手はないということもあって、駅周辺にやっぱり一つ大きな情報発信拠点が必要

になる。何でもあそこに行けばわかるし、あそこから発信されている情報というのは、佐

賀市域全域に及ぶようにやっていかないといけないと思う。そういう意味でこの「街の顔

となる駅前空間の形成」というのは非常に重要と思っているので、そこは市も一生懸命取

り組んで頑張っていきたいと思う。 

 

浜委員 

3月に佐賀駅に初めて降り立ったときに、西友が完全になくなってしまった跡地が、壁に

覆われていて、やっぱり第一印象として駅前の一等地が空き地というのは、やっぱり印象

としては悪かった。そういう意味では、新たな拠点ができて、県産品のＰＲにつながるよ

うな施設ができるということは非常に期待したいところである。あとは、この間、バルー

ンフェスタのほうも行かせてもらって、物産館のほうも行ったが、かなり規模も大きくて、

本当に佐賀というのはいろいろな農作物も含めて、特長のある商品がこんなにたくさん揃

っているのだなと改めて感じた。家族も連れて行ったが、いろいろな物産展の中でも非常

に佐賀のレベルが高いということを言っていたし、また来たいとも言っていた。そういう
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意味では短期のバルーンフェスティバルだけの設置で、一週間だけでなくなってしまうの

は本当にもったいないとも感じたし、そういうものが一部でも常設するような形になれば

ＰＲにもつながると思う。あともう一つ、前回も申し上げたが、やっぱりＪＲ。バルーン

佐賀駅に博多駅から多分お客さんが相当乗ってきて、列車も相当混み合っていたが、当然

ながら皆、ＩＣカード使えないので切符を買って出入りをしていた。往復切符を買ってい

る人はいいが、往復切符を買っていない人は、駅から降りて、2人しかいないような販売所

にズラッと列が並んで、切符を買わないといけない。これはなんとか解消できないのかと

思う。一部でも市が負担して、臨時のＩＣの出入口をつくるとか、そういうこともできな

いのかというのを改めて感じたところである。 

 

川副農林水産部長 

確かにあそこには、佐賀市の本当の農林水産物が入っており、非常に好評で、今回も売

り上げがまた伸びている。こういったものをどんどん展開していきたいと思っている。そ

れと、今、西友跡地のほうに、新ビルの建設をされており、そういったところを、私たち

もしっかり活用していく。農産物だけに限らず水産物も含めて、本当の佐賀の良いものを、

県外の方にもっと買っていただけるような形でできないかということで今鋭意検討をして

いる最中である。 

 

百崎経済部長 

バルーン佐賀駅のＩＣカードの御提案については、確かに切符売り場のほうが、ズラッ

と人が並んで、切符を買うのにも、また、乗るのにも時間がかかるような状況である。こ

の件については先ほど、何日間かの開催期間でということもあるが、それについてはＪＲ

のほうにまたこちらからもちょっと相談をしたいと思う。ＩＣの機械自体が、うちのほう

で設置できるのか、費用がどれくらいかかるのか、その辺もちょっと相談をまずさせてい

ただきたい。 

 

白井会長 

もう時間が大分来たので、次のパートに移りたいと思うが、今回、「都市の魅力を高め人

を惹きつける」という意味では、ブランディングの強化と、あるいは定住人口の話がちょ

っと出てこなかったが、やはりその都市の魅力が高まっていけば、住んでいる人も実感を

して、また誇りに思ってもらえるし、また、他都市に住んでいる方も、佐賀の魅力を理解

してくれて、移り住んで来てもらえる。いずれにしても、このことについては非常に重要

な要素でもあるので、先ほどの暮らしやすさを実感する、磨きをかける、その一つの方法

としても、取り組んでいかなければならないと思ったところである。では、最後の「多様

な人材で強い経済をつくる」についてまた説明をお願いしたい。 
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事務局から資料に沿って、基本目標３「多様な人材で強い経済をつくる」について、これ

までの意見に対する対応や考え方を踏まえながら説明。 

 

蔵本委員 

他のところもそうだが、施策がいろいろ個別に書いてあると思うが、特に経済について

は、戦略的にアプローチできるのではないかと思う。この計画は 5年間なので、その間の 5

年という時間も戦略軸として置いて、具体的に何をやっていって、どう何を拡張していく

のか、どこに重点を置いていくのかっていうのを、継続的につくっていただき、かつ、そ

のＰＤＣＡを年ごとに見直していただくというところを、是非とも執行部にお願いをした

いと思う。ほかの項目に比べると、ターゲットを置きやすいのではないかと思う。 

その上で、私自身の率直な感想を申し上げると、佐賀県は非常に優秀な人材を輩出され

ていると思うが、結果、みんな他県の大学に行ってしまい、戻ってこない。この現状どう

するのかというのが非常に重要だと思っていて、今回の戦略の中で「若者を振り向かせる

就労機会の拡大」というのが一番大事だと思っている。なので、今の状況から言うと例え

ば佐賀大学は、半分以上は他県の学生の方なので、そういった方は佐賀に残ってもらって、

出て行かれた方々は何とかこっちに向かって来させる。それが一生懸命つくってきた優秀

な人材の方を、佐賀のために活用する一番手っ取り早い方法ではないかと思う。 

その上で、例えば国勢調査を見てみると、佐賀県の職種別の特徴というので、一番ユニ

ークなのは、やっぱり工場で働いている方々の比率が全国平均に比べると高い。逆に言う

と、事務職、営業職、専門職などそういった方々の比率が相対的に低いということである。

例えば、有効求人倍率を見ても、年齢はちょっとわからないが、事務職の有効求人倍率は

0.3倍ぐらいになっている。全体が 1.2倍とか 1.3倍の中で、やっぱりここに働きたいとい

うニーズがある一方で、どちらかというと、工業団地とかを中心とした工場勤務者の方々

のほうの手当てが厚い状況になってきていたのが、これまでじゃないかなというふうに思

う。なので、当然そういう製造業の団地も重要なので、それは引き続きやっていただきた

いが、これまでもやってらっしゃる、そういうデスクワークみたいな仕事を、いかに増や

していくかという視点を持ち、重点を置いた取り組みも、今後少し考えていただければと

思っている。 

その中で、私自身、佐賀市で成功しているのは、ＩＴ関連の企業を、東京から佐賀に持

ってきている。去年 10件ぐらいあるということで、すごく良いことだなと思う。佐賀市の

一つの特長になりうると思うし、よくそれで人手不足になると言うが、それでよい。人手

不足になったら、ほかの県や市から働く人を呼んでくればいいだけの話である。それをや

っぱり戦略として、明確に打ち出してアピールしながらやっていただけると、さらに効果

が大きくなるのではないかと思っている。そういった意味で、この「政策①人材の確保と

育成」の「（ⅲ）若者を振り向かせる就労機会の拡大」っていうのは非常に重要ではないか
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と思う。 

 

百崎経済部長 

今、蔵本委員が言われたことについては、我々も十分理解をしている。オフィス系のＩ

Ｔ関係の企業を中心に、今は誘致をしているところであるが、一方で工業団地、土地が欲

しいというような製造業の引き合いもあるので、東山田のほうに工業団地、それと県のほ

うがコロニー跡地に、これも大和だが、そこに産業団地をつくっていただくということで

今進めているところである。とりあえず今、受け皿がないということで、事務系について

は、今言われたような形で進めているところであり、佐賀県の人材は非常にまじめでいい

というお話も聞くし、暮らしやすいというお話も聞いているので、その辺をアピールしな

がら、引き続き事務系の誘致については取り組んでいきたいと思っている。 

 

溝上委員 

仕事を含めて、人材を集めて強い経済をつくる。この場合に大きく、4つのステージに分

けて世代別に、中期的、長期的ということも含めて、考えていく必要がある。事務職その

ものはこれから減っていくだろうから、若い人たちが来てもらうためには、佐賀大学にあ

るオプティムのようなＩＴ系の企業が必要だと思う。 

だけど、当面やっていかなければならない問題は、もう一つは高齢者の雇用の問題だと

思う。高齢者がこれだけいる町、そして高齢者が増えていく中において、二つ問題があっ

て、一つは仕事の場が少ないという問題と、もう一つは、佐賀は医療費が非常に高くなっ

てしまっているという問題。佐賀市は、日本の平均よりも、10万円ほど年間医療費が高く、

日本でもトップクラスである。ということは佐賀市が、ほかの県に比べて、ほかの地区に

比べて、1人頭 10万円年間医療費が高いということは、23万人いるとすると、230億円高

く佐賀はかかっている。 

これは高齢者の健康管理ということもあるが、教育をする、いわゆるヘルスケア教育、

ヘルスリテラシーを高めるという部分、それと、仕事の場を提供する、そして社会参加し

てもらうということによって医療費が下がり、雇用につながり、そして、経済活性化にも

貢献できる。そういう意味では高齢者をどうするか。 

それから若い方については、先ほど言われたようなことなのだろうが、むしろ小学校、

中高生、幼児から小学生ぐらいまでの子育てをどういう目的でやっていくのか、ねらいを

つけてやるのか、それから中高生はどうするのか。青年から中高年の方には、ＩＣＴでも

いいと思うが、やっぱり小さい子どもたちには、佐賀の英語教育だとかいうより、個人的

には、もう少し先ほど言った共助の精神であるとか、葉隠れの精神であるとか、日本人的

な精神、それから佐賀の文化だとか、そういったことをしっかり教育することのほうが重

要だと思う。 

英語で話す必要性がある人っていうのは 5％から 1割、多くてそのぐらいだと思う。それ
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に、今、自動通訳機みたいなものもあるので、普通の観光客だとか、ちょっとしたコミュ

ニケーションは、別に英語にあれだけの時間かけて勉強して、使う頻度とすると、費用対

効果としては非常に無駄ではないかと思う。もちろん、そういった海外と英語を通じて仕

事をしたいという方は一生懸命やってもらっていいと思うが、全員というのはいかがなも

のかと思う。そういう意味で子どもの教育のあり方、中高生、青年から中高年、そして、

高齢者、これのリカレント教育、こういったものをちゃんとステージごとに目的を持って

しっかりやっていく。まちづくりは人づくりなので、結局は長期的な視野、当面の課題、

産業につながる教育、というようにしっかりカテゴリーを分けて、世代ごとに分類をして、

重点的にやられたらどうかと思う。 

 

白井会長 

前回の小城原委員の意見は、30年、50年の中長期スパンで考えて、人づくりをやってほ

しいということだったが、やっぱり人づくりの中でも、マインドに訴えかけていくような

部分が、教育の現場でも、また家庭でも、地域でも必要だし、色々な関わり方で人づくり

をしていかないといけないと思う。そういう中で、思いを持った人たちが、一生懸命勉強

していって、そして地域社会に貢献していく、そこを経済が支えていく。多様な人材で強

い経済をつくるというのは、そういうことなのかなと思う。地域からの関わり方とは、こ

ういう経済をつくるというところまで担うとなると、結構大変なこととは思うが、小さい

ことも含めて、地域力で子育てをするのは大事なことで、佐賀の強みだと思う。 

 

小城原委員 

地域の教育力は非常に難しいところだが、今、溝上委員からお話があって、やっぱり各

年代でそれぞれやっていくっていうのが一番だと思う。やはり幼児など小さい時から周り

と交わっていくということが非常に必要である。これが中学生になってから、こっちから

注意しようというのは、とんでもない話になってくる。なので、やっぱり顔見知りに、常

に幼児のときから一緒になっておく。そうすると、中高生になっても向こうから挨拶して

くれる。そういうことが地域の一つの教育力かなと思う。我々の時は、よそのおじさん、

おばさんから怒鳴られていた。それが普通、やはり地域で育てようという一つの考えがあ

って、その中で我々育ったので、それが当たり前だったが、今は少子化で、結局親から、

何かこう上から命令されたような育て方をされている。だから地域に出て行って、子ども

会とかいろんな行事に出ていけば、やはり違ってくる。子ども達同士の学校とまた違う交

わりが出てくる。そういうことを我々がどう構築していくか、その子どもたちを育ててい

くかというのは、やはり大人から声をかけていくというのが一番重要である。だから朝、

門の前に立って、「いってらっしゃい」や「今帰っているね」とか、そういう声掛けが絶対

必要であり、これを地道にやっていく必要がある。どこかに集まってやるのではなくて、

もう家の前でできることをまずやろうよということである。それが非常に子育てに一つプ
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ラスになって、地域で見守られているとう感じも受けてもらえると思う。 

 

浜委員 

60ページの「（ⅱ）創業支援の強化と事業承継の促進」というところ、事業承継の促進と

いうところが、今回新たに加わった部分ではないかとは思うが、創業支援については、駅

前に佐賀市の産業支援相談室もあり、本当に立地のいいところに立派なセミナールームも

あって、年 2回創業セミナーも行われている。我々も 1コマいただいているが、今月開催

するものも 40名以上登録があるということで、そのあたりの創業支援の施策はかなり充実

しているかと思う。一方で事業承継、これをどうしていくのかというのは、特に小規模事

業者の事業承継については、我々も含めてどうやっていったらいいものかと考えている。

大半の人はもう自分の代で店を閉めてしまおうということで、それは最初からもう自分の

代でやめようと思って開業された方もいるし、事業承継しようにも子どももいないし、子

どもにも継ぐ意思がないという方もかなりやっぱりいらっしゃるというところもある。な

ので、こちらのほうにも事業承継の認知度向上と書いてあるが、やはり事業承継の重要性

というのをいかに周知して認識させていくかというのも、これもやっぱり関係機関が連携

しながら、認知度向上を図っていかないといけない。やはり「こういう事例がある」とい

うものを一つでも二つでも生み出して、そういう方を目立たせて、「そういう事業承継もあ

る。場合によっては、従業員とか身内でなくても、第三者に承継した事案もある」という

ＰＲを行っていくことも、周知を図っていく上での大きな手段なのではないかと考えてい

る。 

 

白井会長 

浜委員のこの事業承継、それから香月委員さんの起業についてもそうだが、起業数が少

ないといった部分が佐賀市の弱い点として指摘をされているところである。いずれにして

も、総合計画のほうにも盛り込んでいるところだが、これも大きな課題であり、暮らしや

すさを実感してもらったり、磨きをかけるためにも、これは大事なことなので、これはま

た取り組んでいかないといけないことだと思う。 

それではちょうど時間も来たので、今回、皆様方からいただいた御意見を参考にしなが

ら、もう一回この素案の内容をしっかりと検討して、表現も含めて、あるいは追加する項

目等もあったので、そういったものも含めて、素案をつくっていきたいと思う。そして、

年内には国のほうでも第 2期の総合戦略の策定が予定されているので、そういったものも

考慮しながら、次の推進会議において、最終案を委員の皆様に御提示したいと思っている。。

それでは事務局のほうから「その他」ということで何か連絡事項とあれお願いしたい。 

 

武富企画政策課長 

今後のスケジュールとして、12月に国の総合戦略が策定される予定であり、また 1月に
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パブリックコメントを予定させていただいている。その結果を踏まえて、2月ぐらいに再度、

会議のほうを開かせていただければと考えているので、よろしくお願いしたい。 

 


