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令和元年度 第４回佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議 会議録 

 

 日時 

令和２年２月６（木）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、江頭忠則、杉山利則、池田敦子、田口香津子、蔵本雅史、浜晋治、永石亀、

富吉賢太郎、◎白井誠 

 

 欠席委員（敬称略） 

溝上泰弘、香月道生、垣内一馬、牛島英人、寺本憲功、井本浩之、高祖浩 

 

 議事 

１ 開会 

２ 議事  

（１） 第２期総合戦略の最終案について（報告） 

（２） 令和２年度以降の取組について（意見交換） 

（３） その他 

  ３ 閉会 

 

 

 協議内容 

事務局から資料に沿って、国の第２期総合戦略の概要、推進会議での意見への対応、KPI 案

について説明。 

 

白井会長 

今、全般を説明してもらいましたが、前回の素案からの変更点というのは何か特徴的な

ものがありますか。 

 

武富企画政策課長 

大きくは、KPI（重要業績評価指標）の数値を入れ込んだというところが大きく変更し

ておりますので、そういった部分の内容、また目標などについて御意見をいただければと

思います。 
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白井会長 

文案そのものの変更はないのですか。 

 

星下企画政策課副課長 

本文中の一例で申しますと、37 ページのほうを御覧いただければと思います。基本

目標の「(1)暮らしやすさに磨きをかける」ということで、この項目について、前回の

会議で池田委員のほうから、「磨き上げる」という言葉ではなくて、市民がどのように

感じるかという視点も盛り込んだ表現のほうがよろしいのではないかということで御

意見をいただきまして、下から 4行目、「今後子育て世代をはじめ、」という文言の後に

なりますが、「より多くの市民に暮らしやすさを実感してもらうため、」というような文

言を表記しながら、御意見をいただいたものを盛り込んでおります。 

 

白井会長 

そしたら、前回までの委員の御意見は反映させた上で、今回は KPI の部分が前回になか

ったので、KPI が新しくこの場に登場したという理解でよろしいですか。あと、前回は

11 月 15 日だったが、そのあと 12 月 20 日に国が総合戦略を出したわけですよね。国に

合わせないといけないという気持ちは全然ないのですが、佐賀市は佐賀市の独自の総合

戦略ですけども、かといって、全然かけ離れて突飛なことをやっているかというと、必

ずしもそうじゃなさそうに私には見えました。これも新しい情報だと思うんですけれど

も、その点はどうですか。 

 

武富企画政策課長 

国につきましては、12 月 20 日に閣議決定がなされておりますけれども、6 月に基本

方針ということで、内容については、あらかじめお示しがしてありました。6月に出さ

れた基本方針につきましては、7 月の 1 回目の会議の中で、そのときの資料１の 13 ペ

ージに国の方針ということで、基本方針、それから、そのときの方向性や視点、主な取

組をお示ししております。これについては先ほど言いましたように、そう変わっており

ませんので、そこは踏まえた形でつくっているということで認識しております。 

 

白井会長 

前回の 11 月 15 日以降の議論ということで新しく出てきたものはそういうことだと

いうことでございます。そういうことで、御意見ございましたら、御発言をお願いした

いと思います。各ページにあるそれぞれの KPI が新しく項目として出てきて、それが

2018 年時点ではこれで、2024 年の目標の年にはこのぐらいにはしたいという想いが、

それぞれ具体的に込められているというお話であります。そういう中でお気づきあれば
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そういうことを、また全般的なことでも結構ですので、色々な御意見ありましたら、御

披露いただければと思います。 

 

浜委員 

個別のところで細かいですが、たとえば保育所の待機児童数、KPI が 2024 年は「０

人」ということで目標値が置かれていまして、ただ第１期目の実績状況、24 ページの 1

番下の段の「しかしながら」というところで、「０歳～２歳を中心とした待機児童が年

度末に向けて増加する傾向があり、現時点では解消に至っていない。」というのがあり

ます。「０人」という KPI を達成するための具体的な取り組みというのが、40 ページの

中段ぐらいにあって、保育サービスの充実を図るということで、第１期は達成できなか

ったけれども、第２期の取り組みで「０人」に持っていくという流れになるかと思いま

すけれども、全般を通して、どういうふうに取り組んでいくかっていうのはさらっとし

た記載になっていますけれども、それぞれに何か具体的な達成のための詳細なアクショ

ンプランみたいなものがそれぞれ入っていくというような構成なのですか。さらっと書

いてあるので、今まで増加する傾向があるというのが、本当に「充実を図る」という部

分だけで達成できるのだろうかと、ちょっと思いました。そのあたりはまた第２期で、

第１期の反省を踏まえて、もうちょっとやり方を変えてというような、書かれてはいな

いですけれど、盛り込んでいくような感じでいいのかどうかということをお伺いしたい

と思います。 

 

武富企画政策課長 

全般的な進め方ということになりますけれども、今、御指摘いただきました、例えば、

KPI としては待機児童「０人」を大きな目標にさせていただいております。その取り組

みということで、考え方、方向性っていうことを先ほど御紹介いただいた 40 ページに

記載をさせていただいているところでございます。方向性、それから考え方に基づきま

して、各年度の事業ということで、そこを減らすための取り組みということを各年、こ

の第２期が 5 年間になりますので、その 5年間をかけて、この目標に向かって進んでい

くということになります。この後、御説明いたしますけれども、令和２年度からこの取

組を始めていきながら、この目標に対して進めていくというのが大きな流れでございま

す。またそれぞれの年度ごとに、その KPI の状況、目標数値に対しての乖離の状況とい

う部分を、また皆様方のほうにお願いいたしまして、その進捗の管理の仕方、そこを進

めるときに、さらにどこを進めていくべきかということを、毎年ローリングしていきな

がら、目標に向かって進めていきたいと思っております。 

 

富吉委員 

今お話があったように、39 ページの基本目標の「暮らしやすさに磨きをかける」中で
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の「子育てしやすい環境整備」、「結婚・出産・子育ての切れ目のない支援」。「働きなが

ら子育てできる環境整備」というのはとても興味深く思いました。これを読みながら、

この少子化というのはもう自治体というよりも、国そのものの課題であり、なかなか進

まないですけど、私のところは中学、高校の子ども達が来ているのですが、保護者の人

と話をすると、働きながら子育てをするというのが本当に大変みたいです。そうすると、

やっぱりこれじゃあ子どもを持ちたいというのは少なくなるだろうと思いますので、こ

こに書かれてあるようことが、うまくいくかどうか置いておいて、一応こういう指標を

出していただくと関心は高まると思います。関心を高めないことには色々な意見が出な

いということで、私はこれをつくったならば、これが色々なところで見れる、開ける、

閲覧できるというようなことをやってほしいというのが率直な意見でございます。 

 

武富企画政策課長 

こちらの総合戦略につきましては、佐賀市として今後 5年間これを重点的にやってい

くという位置づけにさせていただいておりますので、今後ホームページに掲載するのは

もちろん、色々な場所でこういった目標に向かって進めていくということで、多くの人

に知ってもらえるような取り組みを進めていきたいと思っております。 

 

小城原委員 

「結婚・出産・子育て切れ目のない支援」と、さらっと書いてありますけど、これを

どういうふうにやるのかということだと思います。自治会で考えていることは、今 664

人の自治会長がいますけど、女性が 30 人ほどです。昨年から増やしてくださいという

お願いを各校区にやっていますけど、何でそういうことを言うかというと、昔はお世話

役が周りにいました。結婚しても相談ができる、子育てのときも相談ができる、そうい

う人たちをどうにか増やせないかなと考えています。今、1年で交代する、多いところ

だと 8割が交代します。男性で考えているみたいで、仕事があるから順番にしていると

いうことみたいです。今、婦人会は 32 校区あるうちに確か 6 校区しかありません。そ

れも高齢者ばかりで、若い人は 1人もいません。それを今度自治会に登用しようかなと

考えています。こういう方達を自治会長に登用すれば、もっとうまくいくのではないか

なと思います。民生委員は、昔、ほとんど男性でしたが、今は女性のほうが多いです。

今、女性が多いということは、結局ひとり暮らしの方に女性が多くて、そこに男性が行

くっていうのは非常に行きづらく、会話の内容がしづらいということです。そういうこ

とで、結局近所のお世話役の女性に相談ができるというのが 1番必要ではないかと思い

ます。昔は家庭の中で誰かいました。帰ってくれば、おじいちゃん、おばあちゃん、そ

の兄弟など誰かがいましたが、それが今はいません。そうなると、やっぱり地域の共助・

互助が必要になってきます。それと、地域の教育力がなくなったとは、私は思っており

ません。それは顔を会わせることが少なくなったからなのです。今、小学校の登下校時
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に家の外に出てくださいというお願いもしています。そうすると、引きこもりの人が少

なくなっていき、外に出て眺めれば、「ちょっと景色が変わったね」とか、「知らない人

がいるね」とか色々なことが目に入ってくるわけです。そういうことを具体的に進めな

いと、たださらっと書いてあっても、これは基準値、目標値として書いてあるだけで、

もっと詳しくどういうふうなことを、どういうふうにやればということを、やはり何か

からやっていかないと、増えていかないと思います。そうやって、子育てに不安や負担

を感じているというのは、結局相談する人がいないからです。だから近くに相談する人

がいれば、こういうのは解消されていくと思います。それと、子どもが増えてそういう

年代が増えると、逆に企業が目をつけてきます。佐賀にはこういう若い人材がいる、育

ってくるので、じゃあ企業を持っていこうというようなことになります。今の行政の考

え方は、連れてきて、そこに入れるというようなもので、そうではなく、逆に向こうか

ら来れるようにするというのが重要だと思います。そういうことも踏まえて、もっと具

体的に、この計画の中に取り込んで欲しいです。 

 

武富企画政策課長 

今、小城原委員がおっしゃったとおりだと思います。実際にこちらのほうにはまだ方

向性や目標しか記載をしておりません。実際にどういった進め方をしていくのかという

部分については、毎年度の予算編成を含めながら進めていきたいと思っておりますし、

また今のようにお気づきいただいた部分を、今後の進捗の中でお聞かせいただき、私ど

ももそれに沿った具体的なやり方ということで、進めていきたいと思っております。 

 

白井会長 

つまり、次の議題 2 にあるように、この戦略ができた後、実際これをどう進めていく

か、具体的にどうしていくかという話で、予算をどれだけつけて、誰がどのような形で

参画しながら、これを引っ張っていくか、こういった考え方を実現していくかというこ

とをやっぱりやっていくのが、次なるステップとしてありまして、委員の皆様にはまた

お世話になると思います。そういうチェックをしていくということも大事で、そういう

アイデアはまた次の議題 2の中でも議論できたらと思います。 

 

田口委員 

前回欠席してしまいましたので、事前に送られてきた資料を見ましたところ、欠席し

た際に紙で意見を申し上げたところも、今回きちっと拾っていただいているという印象

を持っております。そして資料も見せていただきまして、今回の KPI、指標をどのよう

に入れ込むかというのは御苦労されただろうと思っております。というのも、本当にこ

れが統計としてきちっと出るものでないといけません。見せていただいて、たくさんは

あげられないので、代表的なものを一つ二つという形で出されていると思うのですが、
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一つだけちょっと、妥当性があるのかなと思っているのが、資料 1 の 22 ページの「多

様な人材の確保」ということで、女性や高齢者、外国人の方々も含めて確保をしながら、

活躍や柔軟な働き方が可能な環境づくりを支援していくということですが、これが「全

産業計の就業者数」ということでまとめて、働いている数がたくさんあるということが

多様な人材の確保としての指標として妥当なのかどうかと思います。これをもって多様

かどうかがわかるのかなというところで、多分、ここで何を入れるのかっていうのは御

苦労されただろうと思うのですが、ほかに何か総計的に、例えば女性が働く割合とか高

齢者が働いている割合とか、もう少しこの多様な人材の反映となる指標として統計上取

り上げられるべきところはなかったのかというところを質問させていただきたいと思

います。 

 

星下企画政策課副課長 

これだけの指標を出させていただいていますが、実は今、御指摘いただいたところが

最後まで悩んだというところが正直なところです。今回、就業者数ということで書かせ

ていただいていますけれど、ここに至るに当たって、まず毎年取れる数値というのが大

前提になってきます。その中からどういう指標がとれるかというところの中で探しまし

た。実はここの就業者数を入れる前に、失業者数というところもまず考えました。しか

し、色々な方が仕事について、結果、そこの失業者の方が少なくなっていくという意味

合いで考えましたが、ここの施策にとってはちょっと沿わない面もあるかなというとこ

ろで、今回は出しておりません。あと、ここの施策の目的としては、「多様な」という

ところがありますので、高齢者の方、女性の方、あと外国人の方、そういった方々の就

労に向けた色々な取り組みの中で、就業につながったという指標がとれればよかったの

ですが、そこが個別にはなかなか毎年の公表データの中では取れないというところで、

結果的に色々な最終的な就業につながったというところが、1番近いところかなという

ことで今回提案をさせていただいているところです。 

 

白井会長 

何かほかに参考になるような数値とか、田口委員のほうでお持ちですか。 

 

田口委員 

毎年たくさんの就業支援がある中で、女性の活躍というか、どれだけ就業者がふえた

とか、障害者雇用率とか、何かそういうものが統計ベースでない、これから多様な人材

を議論するときにベースとなるものが統計上ないということでよいのかなと、これから

先の課題としてはどうなのかなと思いました。 

 

白井会長 
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今回はこれになるかもしれないけれども、統計を取り始めるとか、そういったことも

含めて何か可能であればやっていく必要があるかもしれませんね。 

 

永石委員 

労働者の意見という形で話させていただきます。ちょうど就業の場の確保という話に

なりました。労働者の立場からも、やっぱり就業の場というのは大事な部分でもありま

すが、今 1番大事なところは数十年前、日本型の雇用というのは豊かな中間層というも

のを目指していたわけですけど、現在貧富の格差ということで、非正規職員の問題や、

そういった部分が大変増えています。子育てについても、シングルマザーの方、聞くと

ころによると約 3割の方は支援児童、そういったお金に余裕のない中で生活をしている

ということになれば、やっぱり生活の調和であったり、子育てというところにしわ寄せ

が来ているのではないかなということで、働く者の立場としては、就業者数も大事だと

は思いますが、豊かな中間層の復活というようなことをできれば入れてもらえたらと思

います。 

 

武富企画政策課長 

おっしゃるとおりだと思います。豊かな中間層という部分で、今そこをすべて拾える

かどうかわかりませんが、11 ページ目の「多様な人材で強い経済をつくる」のところに

「納税義務者数」ということで所得割がかかる人を増やしていきたいという部分を挙げ

ておりますので、こういったところで中間層の増というところも拾っていければと思っ

ております。 

 

蔵本委員 

ちょっと資料全体の感想を申し上げたいのですが、一回目に参加したときに比べます

と、非常にわかりやすくシンプルになってきていて、良い感じに仕上がっていると思い

ました。そして、私も KPI でやはりひっかかるところが一つありまして、愛着、都市ブ

ランディングの強化のところです。基本目標２「都市の魅力を高め人を惹きつける」と

いうところがございます。どれが惹きつけるのだろうと思うと、この「人」というのは

市民なのか、外の人なのかという二つの目線があるなと思います。その下の「施策/主

な取組」の「ⅱ」が多分市民向けで、「ⅰ」のほうが外向けなのだろうと考えました。

その際に、「ⅱ」のほうは結果が出ているという気がしまして、やった結果、愛着が上

がりましたという形になっています。一方で、「ⅰ」のほうは、やりっぱなしの結果し

か出ていないという気がします。何をもってして、人を惹きつけるまちなのかというの

は難しいと思いますがが、民間も含めて、世の中色々な調査があると思います。知名度

や好きなまちランキング等そういうのを、市としてどう使えるか分かりませんけれども、

ちょっと切り口として、KPI にしなくても、毎回、毎年の評価の中には、そういうこと



8 

 

を入れてやっていかれるのも一つの手ではないかなと考えました。 

もう一つは 23 ページの「地域経済を支える産業の振興」というところで、ここも同

じ KPI の話ですけれども、「中小企業・小規模企業の成長支援」というのがありまして、

これは多分、中小企業や小企業のそれぞれの販売額・出荷額という事だと思っています

けれども、それが成長支援と言えるのかどうかというのは、少し私としてはグレーかと

思います。景気がよくなれば増えますし、景気が悪ければ下がるものですので、もう少

し、その上の相談件数じゃないですけれども、経営アドバイスをした件数とか、何かし

らそのほうが多分、成長支援という内容とリンクするのではと思った次第です。 

 

武富企画政策課長 

2 点質問いただいたかと思います。1 点目の民間調査の切り口、どういうふうにして

ここを拾っていくかという部分は非常に重要だと思っております。例えば、佐賀市のほ

うでも「都市の暮らしやすさ」１位、「子育てしながら働ける環境がある」3 位と評価し

ていただいた部分を参考にしておりますので、民間が調査されているものを、こちらも

見つけて、そういったところでどこが評価されているのか、どこが低いのかということ

も今後の進捗でもお示しできるように、アンテナを張って見ていきたいと思っておりま

す。 

 

星下企画政策課副課長 

二つ目の「中小企業・小規模企業の成長支援」のところですけれども、こちらのほう

も成長の部分というよりも、その結果としての販売額ということで今回出させていただ

いているところです。そこも他の指標があれば、検討はしていきたいと思っています。

あと 1つは、全体的な指標の中で「市内総生産」ということで、全体の基本目標のとこ

ろの代表的な KPI ということで掲げさせていただいておりますので、そこと合わせた形

で判断できればと思って、今回の指標を出させていただいたところです。先ほどの 1点

目のところですが、「都市の魅力度ランキング」というものを民間会社がやっておりま

すので、今回は入れることはしていませんけれども、そこの指標も数値を追っていきた

いと思っているところです。 

 

白井会長 

KPI について、5 年間これをもとにチェックをしていくわけですが、毎回こうやって

同じ意見が多分出るのではないですか。「景気が悪くなりましたから下がりました」と

いう言い訳を聞かないといけないような気がします。KPI は、今だったらまだまだ探そ

うと思って探して、良いものがあれば置き直すことができると思いますが、どうでしょ

うか。 
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武富企画政策課長 

申しますとおり、掲げさせていただいている KPI 以外にも、おっしゃっていただいた

ような部分を、KPI という捉え方でなくて、その事業を追いかける部分という進捗管理

の中で拾っていきたいと思います。先ほどから出ています、例えば、女性の就業率とか

そういう数字が拾える部分があったら、進捗の中でお示しして、それを将来的にはそこ

も参考に上げていくというような形で、対応させていただければと思っております。 

 

白井会長 

公的機関もそうですが、いろいろ市場の調査をずっとされて、定期的に発表しておら

れます。その中の景況感など全体的な景況に左右される部分を除いて、例えば行政が何

かをやったことで、こういう効果があったというような声があったとしたら、そういっ

た声は拾いながら、次なるチェックをしていく、過程の中においては何かそういったも

のも管理していくと、数値だけでないものが見えてくるかもしれないですね。それは先

ほどの都市の魅力度ランキングを追いかけていくという話も同じかもしれませんけれ

ども、数値としてはこれでいくにしても、何かもっと補強できる材料があればそれも追

いかけていきながら、この場で示していくというようなことは、可能かもしれないです

ね。そういった工夫をしていくと、もっと内容の濃い議論が高まっていくかもしれませ

んので、それはちょっとまた努力をしてみたいと思います。 

私のほうから一つよろしいでしょうか。「多様な人材で強い経済をつくる」は、非常

にわかりやすい、非常に魅力的な目標だと思いますけれども、多様な人材をつくりだす

というのは、非常に並大抵の問題ではなくて、要するに、老若男女関係なく、障害のあ

る人もない人も、外国籍の人も、日本人であっても関係なく、色々な人たちを受け入れ

る社会をつくらないといけません。その人たちが活躍できる、活躍もすぐに経済につな

がるかどうか置いておいて、例えば芸術の世界で活躍したり、生き甲斐を持って、生き

生きと暮らす、そういう生き生きと暮らしている人たちがちゃんと暮らせるような、小

城原委員、田口委員、永石委員の意見を全部集約しての話ですけど、そういう人たちが

中間的に増えていって、そういう人達がまた経済を活性化させていった結果が強い経済

になっていくというステップを多分踏むと思います。私が国のことをすごく気にして、

さっきから言ったのは、一つはこれもあったんですけど、国はステップを踏んでいます。

資料 1 の 3 ページで、「多様な人材の活躍を推進する」というのが右側にあります。こ

こで書いてあるのは、「多様な人々の活躍による地方創生の推進」、「誰もが活躍する地

域社会の推進」という言葉がそれぞれ出てきますけど、この活躍というのは、もっと経

済外の文化活動とか、色々な分野で活躍をしているということだろうと思います。これ

がだんだん左側に流れていって、最後の 1 番左の目標の中には、将来にわたって活力あ

る地域社会を実現ししていく、そういう中で、地域の外から稼ぐ力を高めたり、結果、
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人口減少に対応した地域をつくるということで、それは最終的には経済を強くしていく

ことにつながっていくというような流れが国の場合はあります。国は、全国的にこうい

う手順を踏まないといけないということでしょうけど、佐賀市は目標の 1つに「強い経

済をつくる」としてやっていく、それに向かってダイバーシティもやっていく、何かそ

ういったことが力強く言えることが書かれてないといけないと思います。「多様な人材

で強い経済をつくる」はすごく格好いいけど難しいテーマなので、そういうことをちょ

っと感じました。そういう中で、資料 2 の 56 ページには、そういうことが一応書いて

あります。「担い手不足が深刻となることから、女性や高齢者、外国人等、多様な人材

の活用が期待される」と書かれています。これはすごく難しいけど、やらないといけな

いことで、結果それが強い経済をつくっていく、すごく意味として、重くて深い。言葉

的に言うと難しいけど、ダイバーシティを受容した社会をつくっていって、それが経済

につながっていくということが分かりやすく表現できればいいなと思いました。 

先ほどの小城原委員がおっしゃったのは、これの地域版ですけど、子育てがしやすい

社会をつくっていくためには、これも難しいテーマですけど、それをいかにどういう手

順でやっていくのかというのが、これから我々が試されることであって、どのテーマも

そうですけど、やっぱり何を具体的に実践していくのかが、次には問題になっていると

感じました。 

 

江頭委員 

労働力の問題等の議論があっていますけど、特に我々、海苔産業では当然、海苔を採

る方、また、それに付随していろんな作業がございます。それを何とか確保するために、

いろんなチラシを作成したりして募集をかけていますけど、なかなか集まりません。先

ほどの労働者の目線で言うと、例えば子育てしながら働きたいと思っていても、学校の

送り迎え等で午前中は 1 時間ぐらいしか仕事できないけど、何かないか等、そういうこ

とできるようなると働きやすい環境になってくると思うが、逆に雇う立場から言うと、

そんな細切れの労働では困るというのが正直な話です。しかし、労働がなければどうし

ようもない状況なので、細切れをつないでいただければ、我々の必要な労働はつながっ

てくるわけです。そういうのを我々もなんとかこう努力してやらなければいけないとい

うところで、パートタイマーの 1時間とか 2時間でもいいからお願いできませんかとい

う取り組みをやったり、授産施設に、こういうことできませんかということで、実は去

年、単純労働のシミュレーションを 1 回リサーチしてもらいましたが、「ちょっと無理

です。もう少し簡単だとできます」ということでした。我々、企業として本当に地場の

労働力を使わせていただきたいという想いがありますけど、なかなかそこまで事細かく

労働力への配慮、思いが伝わっていかなくて、非常に苦慮しているところです。漁業に

ついても、ちょっと右肩上がりに数字を上げていただいていますけど、生産者も労働力

も非常に少なくなってくるという形になると、果たしてこれが維持できるかと、今度は
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逆に不安になるところもありながら、生産をつなげているというのが現状でございます。

何とか働きやすい、多様な人材をうまいところ経済につなげていくための工夫というの

ができないだろうかということを、今、最近特に考えているところで、農業でも同じよ

うなところがあるかと思っております。そこには外国人労働というのも一部ございます

が、もう 1回地元の労働者、働きたいという人を拾い上げる、つなげるようなことの取

組が、佐賀市内にあれば、まさに住みやすい、暮らしやすいということにつながってく

るのではないかと思いました。 

 

武富企画政策課長 

今、江頭委員がおっしゃっていただいたことは、本当にそうだと思っています。特に

行政のほうには、市民の声ということで、こういった働き方をしたい、じゃあそれを受

け入れていただくところが受け入れる体制にあるかどうか、というつなぎの部分も必要

になります。特に国などは、就業支援の中でこういったやり方をしたら補助金を出すと

いうような仕組みというのはよくつくられますけど、それが仮に全部広がるかというと、

なかなかそこはハードルがあるということで、やはりこれは、こういった色々な主体の

方にお話いただいて、それを受け入れる土壌を佐賀市の中につくっていくということも、

こういった場の一つだと思っております。今いただいたような意見もここに含めながら、

そしてまた、皆様方と共有しながら事業を進めていけたらと思っております。 

 

白井会長 

「多様な人材で強い経済をつくる」は本当に難しい、そういう両方の面からいろいろ

考えていかないといけない問題だと思いますけど、いずれにしましても、これを実際に

具体的にどう実践していくのかっていうのが、次第の議事の二つ目です。令和 2 年度以

降の取組についてということでありまして、このことについてまた、事務局のほうから

説明をしてまいりたいと思います。 

 

 

事務局から資料に沿って、「令和２年度以降の取組について」を説明。 

 

 

白井会長 

今説明いただいたのは、令和 2年度以降に向けたファーストステップということでの

取組の具体的な施策を全部出せないので、主なものを出しているというようなことで御

理解をいただきたいと思います。33 ページ目に、意見交換のテーマとして特にお願い

したいのが二つありまして、今先ほどの議論の中にもありましたように、これから実際

にどうこれを回していくのかというのが重要なことでありますので、令和 2 年度以降、
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これから 5年間で当面やっていかないといけないことについて、今説明があったような

事業名を参考にしながら、御意見をいただければと思います。もう一つは、やはりこう

いう地方創生の取り組みはもう行政だけでやれるものではないということもあって、こ

こにありますように産学官金労言が一緒になって、協働、連携しながら、取り組んでい

かないといけないということでもあります。それぞれの団体あるいは社会の中で、どう

やって協働して、この目標、目指すところを実現していけるのかということのアイデア

や知恵もあれば、また教えていただきたいと思います。 

 

富吉委員 

令和 2年度以降の取組で、資料を見ながら思いましたが、例えば、26 ページの「暮ら

しやすさに磨きをかける」ということの中で、「発達障がい支援のさらなる充実」とあ

りますけど、この 1 年間で 1 番意識改革をしなくちゃいけないのが、「発達障がい」と

いう言葉に対して、どうしても「障がい」と言うとネガティブに考えてしまうことです。

しかし、例えば公立で受け入れられなかった子どもたちが、発達障がい関係とうことで

私学に来ますけど、よく見ると、とても特性のある、いわゆる発達障がいという認識を

ネガティブじゃなくて、ポジティブに捉えると、多様な人材の育成にもつながると思い

ます。例えば、そういった子どもが本当に全国優勝したこともあります。結局それが「あ

の子は発達障がいがあるから」ということだけだと、多分そのコンクールにも出なかっ

ただろうし、でも特性をみれば、ほかの子どもはもうとても太刀打ちできないぐらい能

力を発揮するというようなことがあります。欧米では異能と言われて、例えば、中学生

でも数学のこの計算ができれば飛び級があって、大学でも行けるというようなことがあ

ります。その子を生かすということで、佐賀市の中で発達障がいという言葉などには必

ず括弧して「特性のある子ども」など前向きにするようなアナウンスをしていってもら

うと意識が変わると思いました。 

それと、江頭委員の話を聞いて、授産施設のほうから、「もうちょっと優しい作業で

あれば」というようなことがあって、それは江頭委員がアクションを起こして、これぐ

らいはできるかなと思ったら、「いやそれはちょっと難しい」と言われたということで

した。そこを知ると、この授産所では、例えば、結束で 10 枚ずつはできないが、輪っ

かをつくることはできる、といったことを知ってくると、まさしく労働力の確保にもな

るし、お互いがプラスになると思います。発達障がいという言葉に、佐賀市の文書では、

必ず「特性がある」等の表記があると、「これはどうして」となり、「実はこうです」と

皆が学習して、人材の育成にもつながるし、すべてがプラスに動いていくような気がし

ます。単なる言葉だけど、言葉はとても大切です。うちも専門の教師はいなくても、ち

ゃんと愛情を持ってまなざしを向けると、この子はひょっとしたらっていうようことに

気づきます。それが社会のいろんな分野でも気づかれたらいいと思います。 

それともう一つ、小城原委員の話を聞いていたときに、少子化で労働力不足の中で、
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私はいろんな人を活躍させる有償ボランティアというのを正当なものとして考えるよ

うなことが必要ではないかと思います。何となく日本ではお金のことを言うと卑しいみ

たいなことだけども、今この時代において、幾らかなりと有償であるということもとて

も大切なことで、それがひょっとしたら大きく動いていくということにもつながるかも

しれません。だから行政には、例えば、朝の一時間ぐらいなら時間があるというような

ことを、必要とする仕事にマッチングや誘導してくれるプラットフォームのような、何

でも相談できるような機能があると、それこそ暮らしやすい佐賀市になるような気がし

ます。 

 

武富企画政策課長 

前段のほうの「発達障がい」という言葉はおっしゃるとおりだと思います。名前を聞

いてそこにやっぱり行きづらい、そういった相談じゃなくて行きたいというようなこと

もあるので、もっと柔らかいとか、もっと親しみやすいというような表現の部分は併せ

て考えていきたいと思います。 

また、有償ボランティアにつきましても、一部では NPO 等もございますので、そうい

ったつくりがあるかどうかというのもちょっと研究させていただければと思います。 

 

大城保健福祉部長 

発達障がいについての現状の取り組みですが、確かに今、委員が言われたような理想

形に持っていくのがベストだと思いますが、やはり組織の体制、予算の関係で段階的に

進めていっている状況でございます。 

例えば、今は医者、教育機関、労働関係などの外部の委員が一緒になって、トータル

ライフの支援ということで取り組んでいます。就学前、学校、大人になってからの就労

の問題ということで、ここをトータルで支援していこうということでやっています。就

学前は、やはり心配されている保護者も非常に多いということで、一部衰えたところを

平均まで持っていくっていうような形でやっていく、逆に発達障がいと言うと、自分の

子どもが本当に発達障がいなのかということで、非常に心配される方もいらっしゃいま

す。そういったことで、いいところはやはり個性として認めてやるような形で、我々も

支援をしていきたいと思っております。 

それで、やはり 1番大事なのは親、それから周りの環境を整えてやることで、その人

の障がいのレベルが落ちるので、周りの方が支援するような形で、順次進めていってお

ります。令和 2年度のことは、まだ議会も通っておりませんので、なかなかはっきり申

し上げることはできませんけれども、今は準備室という形で設置しておりますけれども、

少し進めていきたいと考えております。 

 

永石委員 
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わたしは、産別では自治労のほうに入っていますが、その中で障がい者の方たちで組

織をするというようなところもあります。そちらのほうに私、昨年入ったのですが、発

達障がい者の方の部門もありまして、そこの話をずっと聞いていると、やはり先ほど富

吉委員からお話がありましたけど、やっぱりすごい特性、能力を持ってるんだと、ただ、

その平均並みの部分の何かが足らないことによって、その特性、能力を発揮できないだ

けというようなことで、その中ではルールブックというか、上司の方に、私はこういう

特性があるので知ってもらったらこんな大きなこともできるというのを、その方たちが

伝えることが大事だということが、話の中でありました。それと私たちが一緒に働く仲

間としてできることは、そういう方達のことを知って、しっかり能力が伸びるような形

で、一緒に仕事をやっていくことだと思っています。そして、ここの中では「子どもに

やさしいまちづくり」という教育の分野で入っていますが、やはり「多様な人材」、今

ずっと言っておりますので、そこの中でもう少し触れていただきながら、広報などもし

ていただきたいと思います。併せて、先ほど障がい者の話もありましたが、ＬＧＢＴの

方達も 6％～7％くらい隠れてあって、なかなかそういう方達が社会に出られない、学

校ではいじめに遭っている、そういう話も聞きますし、今の働く現場の中でも、分かっ

てもらえず厳しい環境に置かれているということでございます。 

 

蔵本委員 

資料 1 の 28 ページで「観光ホスピタリティの充実」というのがありますので、充実

させるのは良いですが、少し長い目で見ていくと、今年のオリンピック・パラリンピッ

クというのはすごいチャンスです。これを前提に、外国人が来ることになるわけですが、

その人をいかに最初のこのタイミングで呼び込めるかというのが、多分この後の当地の

観光ビジネスの将来性を決める大きな部分になってくると思います。なので、観光案内

機能の強化ということも重要ですけれども、今年度の施策という意味では、何がしかの

手を打つということが必要になってくるのではないかと考えています。その上で、観光

に来られる方の目線を、いかにこの計画の中に入れていくかということが重要だと思い

ます。私どもだけでつくるとやっぱりどうしても思い込みが出てしまいますので、そう

いった点を踏まえて、何かしらお金を払ってでも外からのアイデアを集めたり、アンケ

ートやられたらどうかと思います。 

もう一つはこの中に、５Ｇをいかに入れていくかというのも次の切り口になってくる

と思います。そういうデジタル革命をいかに情報発信の中に反映させていくかというこ

とも御検討いただければと思います。二つ目に、30 ページでこれも言葉だけの話です

けれども、「新たな企業の成長」の「ＡＩ等技術活用懇話会」ということですが、多分

もうＡＩは大分ノーマルになってきておりまして、デジタル技術など何かもう少し違う

言葉にされて、より幅を広げて懇話をされたほうよいのではないかと思っている次第で

す。最後は提案ですけれども、29 ページの「テレワークの推進」でございまして、実は
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私ども日本銀行もテレワークをやり始めておりまして、やってみないとわからないとい

うことです。どれだけ議論をしても、家でできる仕事には限りがあったり、やってみる

とすごく良い面もあって、これを推進していくには市役所でも１回やってみたらいかが

でしょうか。実際にそれで広くやってみて、いいところ、悪いところが分かってくると、

多分それを民間企業の方々に、よりポイントを押さえて伝えていけるのではないかと思

った次第です。 

 

武富企画政策課長 

御指摘いただきましたように、「ＡＩ等」っていう言葉、実態がどうかということで、

ここについては、例えば、行政だけでというよりも、自動車メーカーやマイクロソフト

等をはじめとした事業者、それから例えば通信機器を持っていらっしゃる方、それから

大学の先生等色々な方々に、市民が生活しやすくなるための仕組みづくりというのが何

かというようなことを広く意見をいただいて、それが実装できる部分がないかというこ

とで、いわゆるブレーンストーミングのような形で進めていきたいと思っています。そ

のように、やはりデジタル技術という部分が出てまいりますので、そういったとこは視

点に入れて進めさせていただきたいと思います。 

またテレワークについても、今、九州管内では、佐賀県を初めかなり県のほうも実施

されていますし、近々久留米市のほうもテレワークをされるということですので、そう

いった部分、特に市レベルだとあまり業務内容に変わりはありませんので、そういった

ところの評価を見ながら、佐賀市のほうでもできたらやれるように頑張っていきたいと

思っております。 

 

百崎経済部長 

今、インバウンドに力を入れておりまして、着地型観光の提案等をできるような形で

観光案内機能の強化をやっていきたいと考えております。それから、外国の方のアンケ

ートについても、今やっておりまして、その結果も含めて、施策に生かしていきたいと

思っております。それから、Youtube で外国にも、佐賀の観光地や良いところをＰＲし

ながらやっておりますので、これについても引き続きやっていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 

池田委員 

気づきでちょっと感じたのですが、今の方針は、佐賀に住んでいる人が実感できると

いうのが 1 番の基本だと思います。例えば、26 ページの「暮らしやすさに磨きをかけ

る」というのは、どこか特定の人になってしまっているのではないかと思います。一般

の人たちが、これで実感できるのか、高齢者、障がい者、子ども、どうしてもこういう

縦割りになっているのではと思います。厚労省あたりは、もう地域共生社会とずっと言
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って、私たちも地域に出ていって、そういう話をしていますけれども、27 ページの「防

災に向けた取り組み」の「学校での防災教育の充実」、ここもなぜ「学校」なのかとい

うことをふと思いました。これは地域も職場もあるのではないか、「学校」と指定され

たということは何か特定の意図があって、「学校での防災教育の充実」としてあるのか

なと。自治会も今、自主防災とか立ち上がっていますが、今回の水害のことで、本当に

災害というのを身近に感じていると思います、社会福祉協議会もそうです。だからここ

をあえて、「学校」とされたのが、私としてはなぜなのかと思いました。もしここにつ

け加えていただけるのであれば、地域とか職場も防災教育の充実というのはしていって

もいいのではないかと思いました。 

 

武富企画政策課長 

今、池田委員おっしゃいましたように、結婚、出産、子育てでない方々にも、当然佐

賀市での暮らしやすさという部分は必要になってくると思います。通常そういった事業

についても、佐賀市として日々やっておりますし、その中でも特にこの方々というとこ

ろで、総合戦略のほうに入れております。あくまでもそれ以外の人たちをしないという

ことではありません。今のベースをある程度維持等をしながら、それ以外に、特に外の

人たちに見てもらったり、また市内の人にこういったところは佐賀市いいよねと思って

もらうような形で、ここに出しております。すべてに上乗せするということが、本来は

住みやすさという部分につながると思いますが、当然予算的な制約もございますので、

「特に」という部分で、ここでは、結婚・出産・子育てという子育て世代ということに

見えているかと思います。先ほどの「学校」の部分も、学校が特段遅れているとかそう

いう話ではなくて、地域では自主防災組織をはじめ、市役所で言いますと、消防防災課

のほうが各地域を回って説明会をしたり、それぞれのまちづくり協議会や自治会と一緒

になってこの防災という部分はしております。その中でも子ども達は年々学年が上がっ

ていきますので、それに応じた防災教育という部分を、子ども達にもやっていこうとい

うことで、「学校」という形で入れさせていただいております。地域や企業を置いてい

くというわけではなくて、「特にここを」というような形で今記載をさせていただいて

おります。 

 

江頭委員 

「地域交通の充実」ということで、色々な動線のことについて書いてあります。暮ら

しやすさについては、以前、発言をさせていただいたと思いますけど、コンパクトシテ

ィ、例えば公共施設や医療機関がそこの一つのエリアに集約してはどうかということで、

特に高齢の方というのは、複数の病気をお持ちで医療機関を渡り歩く、そういう苦労を

されていますし、高齢になれば、免許証の返納もございます。こういう動線を検討する

なら、佐賀市として再度、どういうエリアにコンパクトシティのような公共施設のまと
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まりが必要なのかというのを、並行してやっておく必要があるのではないかと感じてお

ります。そういうまちになったら安心して年が取れると感じておりますので、交通の計

画だけではなくて、そのあたりの動線をつなぎ合わせていく、というところまで、項目

なりに入れていただければと思っているところです。 

あともう一つ、「都市の魅力を高め、人を惹きつける」というところに、佐賀の食に

関するものが余りないなと思いました。佐賀市内を見渡しても郷土料理を食べさせると

ころがございません。当然、一部のお店で若干郷土料理らしいものが一品とか出ます。

しかし、他所からこられたお客様をおもてなしし、佐賀のものをくださいと言われたと

きに、おもてなしをするエリアがないというのは非常に残念だなと感じているところで

ございます。 

 

武富企画政策課長 

まず一点目の部分ですけれども、公共交通につきましては佐賀市全般のあり方の見直

しを進めていきたいと思います。御指摘いただきましたように、コンパクトシティとい

う部分も併せて考える必要がございますので、そういうところの視点も入れながら、ど

ういった交通網がいいのか、それから例えば施設誘導まで可能であれば、そういったや

り方についても、議論ができればと思っております。 

二点目の食のところになりますけれども、計画の本文でいきますと 49 ページのとこ

ろのですね。「都市の魅力を高め人を惹きつける」という基本目標の中に、「政策①都市

ブランディングの強化」ということで書かせていただいております。中段に、「食や自

然、景観、歴史・文化などの地域資源を磨き上げ」ということで、ここがまさに佐賀市

の強みであると認識しておりますので、具体的な取り組みというところまではないです

が、そういうところを意識しながら、やっていきたいということで記載をさせていただ

いております。 

 

富吉委員 

郷土料理ということで、シシリアンライスがあるかと思いますが、今、NHK の前のと

ころで、シシリアンライスが食べられるけど、先ほど言われたように、外から来たとき

に、シシリアンライスをどこで食べたらいいのかというのが分かりません。佐賀市がシ

シリアンライスというなら、協力するところ、しないところがあるかもしれないけど、

知恵を出して独自のシシリアンライスを作って、安くおいしく提供し、市内ではどこで

もその店独特のシシリアンライスがあるというような感じでするとよいのではないで

しょうか。宇都宮の餃子ではないけど、少なくとも複数食べられるところがないといけ

ないと思ったことがあります。 

 

百崎経済部長 
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シシリアンライスについてはマップがあったと思います。それぞれいろいろ特色ある

ものを出しておられます。 

 

浜委員 

令和 2年度以降の取り組みのところの「創業支援の充実」というのは、市の産業支援

相談室が引き続きやっていくという形になるかと思いますけれど、事業承継というもの

も、戦略の取組に入っておりまして、それについては特段この資料には入っていません

けれども、「中小企業・小規模事業者振興条例の制定」、この条例の中に事業承継という

ものも、かなり強く謳われていると理解しております。恐らく条例が制定した暁には、

これは理念条例と聞いておりますので、それに基づいて、色々な施策がまた展開されて

くる、検討されてくるのではないかと考えております。 

あとは、KPI についても、基本は市が取り組んだものということで、恐らく産業支援

相談室の取り組みというものが中心になってくるだろうと理解しています。その中で、

創業については創業セミナーでもかなり数多くの方を集めて、その方に対しての創業の

ビジネスプランの相談なども手厚く相談をされて、こちらもいろいろ連携をさせていた

だいていますけれども、事業承継については、事業承継の方向をどうしていくかという

のを新たな課題として考えています。県の事業承継診断では、佐賀県内でも 4割近い企

業に後継者がいないというような統計もございますし、後継者のいない、特に小規模事

業者などをどう承継していくのかということを考えた場合に、やはり創業しようという

人を、一から創業するということもありますけども、後継者のいないところで、その地

域の味やサービスをきちっと引き継ぐ形で創業するというのも必要かと思います。引き

継がせるにも、店を畳むにも費用がかかりますし、当然創業するにも費用がかかります

けれども、既存の基盤を引き継いだほうが安く上がるし、またお客さん等の顧客基盤も

引き継げると成功確率もゼロから立ち上げるよりは高くなるのではないかというとこ

ろもございます。事業承継は色々な機関とのネットワークを活用していくというのが、

今後、進めていくに当たっての肝の部分ではないかと思います。既存では県の事業引き

継ぎ支援センターも、後継者不在の企業と、創業を目指す事業者をデータベース化して

マッチングみたいなことをやっています。基本的に佐賀県内の創業予定者と後継者のい

ない企業が中心なってくると思いますけど、地方だけですとやはり創業をしようとする

人の母数も限られてくるということもあります。そこで、我々も全国組織ですので、創

業しようという人と事業の後継者がいない企業のマッチングというものを、ちょっと試

行的に都内で始めましたけれども、それを来年度から全国展開をしようということも考

えています。起業したいという人はやっぱり都市部に多いものですから、そういう方が

例えば地方に移住して創業しようというときに、そうした後継者のいない地域の企業と

マッチングをする、小規模事業者であればもう自分が乗り込んで移住してやらないとい

けないということもあります。ですから、通常の M&A のように、都会に儲けの部分は引
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っ張られるということではなくて、ちゃんと地域に根づく形で事業を引き続いてもらえ

ば、それはそれで後継者が不在の企業を残していく、地方に残していくには重要なこと

だと考えています。施策のほうも今の産業支援相談室のやっているセミナーの中で、そ

ういった人材バンクの話ですとか、そうした後継者不在の企業を引き継いで創業する道

もあるということも周知していき、そういう選択肢をどんどん広げていくことも、今後、

事業承継を具体的に進めていくに当たっては重要じゃないかと考えておりますので、ま

た具体的な施策を検討するに至っては、そういうところも視点として加えていただけれ

ばと考えております。 

 

百崎経済部長 

中小企業・小規模事業者振興条例でございますけど、12 月に懇話会のほうから提案

いただきまして、その後、議会に提出するような形で手続を進めているところでござい

ます。浜委員にも、懇話会に委員として入っていただいておりまして、ほかのところに

負けないような条例ができたと思っております。それと、今言われたように地場企業、

創業も大切ですけど、事業承継も非常に大切です。地域の資源、宝でもありますので、

あとに引き継げる分は引き継いでいきたいと思っておりますし、国、県でも手厚い支援

事業がありますので、まずは佐賀市としてはそういう支援事業の広報をしっかりやって

いきたいと考えています。それから、隙間の部分もちょっとございますので、そちらの

ほうについては、佐賀市で新規事業も今年度つくりましたので、そういうのも広報して

いきたいと思っております。言われるように非常に重要な課題、最優先に取り組む施策

だと思っておりますので、そこについてはしっかりやっていきたいと思っております。 

 

田口委員 

「大学コンソーシアム佐賀」といいまして、県内の五つの大学がございます。4 つの

大学、短大に加えて、放送大学様もコンソーシアムの一員ということで一緒にやってい

ます。今年の 3 月で文部科学省の支援事業である COC+事業というのが終わりになりま

す。4 月以降はコンソーシアムの中で、独自にこの事業に取り組んでいくということで

すが、この COC+事業は地元就職率をアップさせるということでさまざまな取り組みを

させていただいておりまして、地元企業様との説明会や相談会を一緒にやっていく、イ

ンターンシップを進めるというようなことをしてきております。今からもしっかり進め

ていこうという話をしているところですが、今日のお話の中で、もちろん企業とのつな

がりというのは今後も進めていくけれども、佐賀らしさを考えると、先ほどの江頭委員

のお話で、佐賀は一次産業というか、農業と漁業がしっかりと根づいているところです

ので、大学生がこの一次産業の魅力をわかるような、そういう取り組みというのももう

少し進めていってもいいのではないかなということを考えています。また、NPO や市民

活動というような、人権など色々な、豊かな暮らしに結びつく働き方といいますか、そ
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ういうことも大学生にもっと魅力を伝えていくということが必要だろうと思いながら

聞いておりました。 

今日、午前中に実は長崎短大の先生が来られて、長崎短大では、短大でありながら 3

カ月間の有償インターンシップを、前期、後期の間の夏休みもかなり広くとるような形

で工夫して、さまざまな自分のやりたいことをインターンシップという形で、そしてお

金を貰いつつ取り組んでいます。普通の短大、4大では難しいところも、既に取り組ん

でいるお話を聞きまして、やっぱりそういう努力もしないといけないと思って聞いてい

たところです。それがちょっと今後の大学としての役割として必要なことかなという意

見です。 

もう一つは質問ですけれども、国の資料の中にやっぱり SDGs という新しい流れとし

て、位置づけてありましたけれども、佐賀市はこの SDGs に自治体としてどのように関

与していくのかというのが、やっぱりこの部分では見えにくいと思っています。この頃、

学校や企業もそうですが、SDGs をどこまで本気でやっていくかっていうところで、か

なり価値付けされるというようなお話を聞いているのですが、今回のお話の中であまり

それが表に出てきていませんが、今後の取り組みで、この SDGs というのを佐賀市はど

のように位置づけて発信していくのかということも含めて、何かお話いただければ思い

ます。 

 

武富企画政策課長 

SDGs に関しましては、先ほど資料 1 の 5ページ目のほうで触れましたけれども、「真

に豊かで持続可能な地域社会の実現」というようなことで、SDGs の理念はそちらのほ

うで受けているような形で考えております。実際に今回の総合計画、総合戦略もそうで

すけれども、SDGs と一対一で、いわゆるアイコンを張りつけるというところまでは考

えてはおりません。ただ SDGs のゴールと佐賀市の事業がどうなっているのか、どれを

どうクリアしていけば、どこにどうつなぐのかっていうことは、当然追いかけていこう

と思っております。ただ、SDGs のためにこれをやっているということを、直接ここで見

せるということはしておりません。しかし、世界の共通言語というような位置づけがご

ざいますので、今度、企業版ふるさと納税が新たに制度として変わってきております。

そういった企業様とお話をする際には、共通言語も用いながら、佐賀市はこのためにや

っているというほうが分かりやすいということもあると思いますので、その場所によっ

て、使い分けはしていこうかと思っております。繰り返しになりますけれども、総合計

画や総合戦略で表には出しておりませんが、裏ではつながっておりまして、例えば佐賀

市の中でも、環境部や水道局など表に出してやっているとこもありますので、見せ方と

して、出せる分はそこをつなげながらアイコン化して見せていくということで考えてい

ます。 
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星下企画政策課副課長 

本文の 35 ページのほうを御覧いただきたいと思います。こちら総合戦略策定に向け

た基本的な考え方ということで、まず、前段のところ、下から 3 行目のところにありま

すが、AI や IOT など未来技術の活用ということで Society5.0 の部分ですとか、SDGs の

視点というのは、すべての部分に共通する視点として、必ず入れていきますということ

を、こちらで書かせていただいております。加えまして 35 ページの 1 番下のところの

部分になりますが、「真に豊かで持続可能な地域社会の実現」の冒頭に「経済、社会、

環境の諸課題は、様々な要因が複雑に相互に関連しているため、それらを不可分のもの

として統合的に向上させていく」と、これもまさに SDGs の理念そのものということで、

具体的な取り組みに一対一での整理はしておりませんけれども、そこはしっかり踏まえ

てやっていきたいということで書かせていただいております。 

 

白井会長 

最初の議題 1 のときに、小城原委員から提起された、暮らしやすさの話で、地域社会

との協働の点について改めてお尋ねしたいのですが、暮しやすさに磨きをかけるという

ことで、野村総合研究所が成長可能性都市ランキングで佐賀市は暮らしやすい都市とい

うことで、日本一の理由の中に地域コミュニティが息づいているというのが理由の一つ

としてあって、佐賀はそこが魅力であるというようなことが書いてありました。先ほど

自治会の役割、それと、この中に出ている課題となっている子育て支援等様々なことに

ついて、この中には具体的な取り組みの事業名は書いていないですけれども、実際に市

が考えている具体的な協働の取り組みは何かありますか。 

 

武富企画政策課長 

地域コミュニティにつきましては、資料 1 の 15 ページをご覧ください。考え方とし

ましては、「誰もが幸せを感じる社会の構築」ということで、「参加と協働のまちづくり」

の中に「地域コミュニティ活動の支援」という部分、また、資料 2 の 43 ページになり

ますけれども、そこにも具体的に書かせていただいております。今、協働推進課のほう

が、まちづくり協議会の支援ということをしておりまして、まずは全校区につくって、

その後、そういった皆様方が活動しやすいやり方というのを今、様々な機会を設けて意

見を聞いております。そういった意見に沿いながら、地域コミュニティ活動を進めてい

くことで助け合いが進み、そしてそこに住み続けたい、また先ほど言われたネットワー

クができていくというような形の支援を、今後進めていけたらということで考えており

ます。特筆して出す部分というのは、先ほどの資料にはございませんけれども、まちづ

くりの支援という部分は引き続き行っていくという形になっております。 

 

古賀地域振興部長 
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コミュニティの醸成っていうのは、大きく分けて二つあると思っています。小城原会

長が言われるとおり、一番身近なのはやっぱり自治会だと思います。今、単位自治会が

約 670 あります。日常生活をそのエリアで営めればいいですけども、やっぱりなかなか

行政の財政面、また、それぞれの単位自治会に病院や店舗があるかというと非常に難し

いので、我々が考えているのは、向こう三軒両隣は単位自治会にお任せして、もう少し

広い範囲、小学校校区単位の校区自治会、32 校区ありますけども、地域の課題や特色が

いろいろ違いますので、そこにまちづくり協議会を設置して、地域に主体的にまちづく

りを進めていただきたいと思っています。今、30 校区のまちづくり協議会が既にでき

ておりまして、まちづくり協議会の中にはそれぞれ部会があります。特に子育てに力を

入れたいところは子育て部会、交通政策に力を入れたいところは、移動支援の部会など

がありまして、実際、久保田あたりでは、地域で移動支援をされております。 

これが子育てに寄与するかどうかわからないですけれども、我々が考えているのは、

まちづくり協議会で独自に色々なイベントをされることによって、いろんな方々が参加

されます。特に子どもが参加すると、親がついて来て、祖父母もついて来るということ

がわかっておりまして、そうなるとどういうことが起きるかというと、おじいちゃんお

ばあちゃんたちが他の子どもたちに、その地域のいろんな伝統、餅つきやいろんな細工、

例えば、竹とんぼやしめ縄作り等、そういうのを自ら教えられて、そこで年齢交流が生

まれ、地域の方が子育てにちょっと関わってくるというようなことも起きております。

そういうことを、地域と一緒になって、コミュニティづくりをやっていきたいというこ

とで今進めています。そういったことが、子育てや地域の後継者の育成にも寄与すると

思っています。実際イベントに参加されて、それから地域活動に継続的に参加される方

もいらっしゃいます。子育てとか地域で子どもを育てるとか、地域の後継者をつくると

か、そういうのは、佐賀の強みなので続けていきたいと思っております。 

 

白井会長 

大体予定の時間を経過いたしました。たくさんな貴重な御意見、ありがとうございま

す。一応それではこの案、内容をまだまだ検討、研究しないといけないところはあるか

もしれませんけど、とりあえず、この案でまた進めさせていただきたいと思っておりま

す。本当にありがとうございました。 

第 1 回目から本当に中身の濃い深い議論を重ねることができたのは本当に委員の皆

様のおかげだと思って、深くお礼を申し上げたいというふうに思います。地方創生を実

現していくためには、本当にさまざまな分野で行政と民間、色々な分野の方々と一緒に

仕事をしていくというか、汗を流していくということはすごく大事なことだと思ってい

ます。そういう意味では本当に委員の皆様には重ねてお礼を申し上げますともに、これ

からも地方創生の取り組みの推進、あるいはその見直し、そういったことを私ども図っ

ていく中で、さらに御意見、御支援、御指導を賜りたいと思っております。今後ともこ
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のまち・ひと・しごと創生の実現に向けて、一緒に協力をお願いしたいと思っておりま

すので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは事務局のほうにお

返しをしたいと思います。 

 

武富企画政策課長 

「その他」のほうで私のほうから 2 点ほど御報告、御連絡をさせていただきたいと思

います。本日まで議論いただきました、第 2期佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略

でございますけれども、この後、3 月に議会のほうにも最終報告をした上で、3 月末に

公表という形をとらせていただければと思っております。その後、4 月からは、総合戦

略に基づきまして事業のほうを進めていくということになりますけれども、また皆様方

におかれましては、今年の 10 月ぐらいに、その時点での進捗状況、また社会情勢の変

化、それから次の年からどういうことをしていったほうがいいのかというようなことに

ついて、御意見をいただきながら、この目標に向かって進めていきたいと思っておりま

す。 

 


