
第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生
総合戦略について

1

第４回佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議

令和２年２月６日

令和２年２月６日
第４回佐賀市まち・ひと・しごと創生

推進会議

【資料１】

http://www.city.saga.lg.jp/up_images/s8929_20090323055440.gif


１．第２期総合戦略の策定
について

2



3

1-1.【国】第2期「総合戦略」の政策体系
（令和元年12月20日閣議決定）
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1-2.第２期佐賀市総合戦略策定の基本的な考え方

• 経済政策を通して人口規模の拡大を目指す政策

• 人口政策を通して経済規模の拡大を目指す政策

（１）人口政策と経済政策の両面作戦の展開

• 女性、高齢者、外国人など誰もが活躍できる共生社会

• 共助精神を活かした協働のまちづくり

（２）多様な人材が活躍する地域社会の実現

• 政策全体の最適化（経済、社会、環境の統合的向上）

• コンパクトで機能的なまちづくり

（３）真に豊かで持続可能な地域社会の実現

主体
行政・企業・金融
機関・大学等

連携
産学官金労言

国
・県

総
合
戦
略

勘
案

「人口減少問題の克服」と「地域経済の活性化」に対して、実効性、有効性のある
取組に重点化した戦略を策定する
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1-3.第２期総合戦略の体系（案）
基本目標 政策 施策

１．暮らしやすさに
磨きをかける

①子育てしやすい環境整備

①結婚・出産・子育ての切れ目のない支援
②働きながら子育てできる環境整備
③仕事と生活の調和の実現
④子どもにやさしいまちづくり

②誰もが幸せを感じる社会の
構築

①参加と協働のまちづくり
②一人ひとりを尊重する社会の実現
③人生100年時代のまちづくり

③安心・快適で自立したまち
づくり

①安全・安心で快適なまちづくり
②コンパクトで機能的なまちづくり
③持続可能な低炭素・資源循環のまちづくり

２．都市の魅力を
高め人を惹きつける

①都市ブランディングの強化

①戦略的シティプロモーションの推進（佐賀らしさの発信）

②市民が愛着や誇りを感じるまちづくり（シビックプライドの醸成）
③街の顔となる駅前空間の形成
④自然と調和のとれた都市環境の実現
⑤歴史・文化によるアイデンティティの形成

②交流・関係・定住人口の
拡大

①観光ホスピタリティの充実
②特色を活かした移住・定住の促進
③コンベンションの誘致

３．多様な人材で
強い経済をつくる

①人材の育成と確保
①多様な人材の確保
②時代が求める人づくり
③若者を振り向かせる就労機会の拡大

②地域経済を支える産業の
振興

①企業誘致の推進
②創業支援の強化と事業承継の促進
③中小企業・小規模企業の成長支援
④第一次産業の生産・流通の高度化
⑤未来を見据えたバイオマス関連産業の推進
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1-4.佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会
議での意見等
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主な意見・指摘 対応・考え方

・子育て世代を増やすことが重要。子育てしながら働ける環境

があるという評価を伸ばす施策が必要ではないか。

・子育て施策に男女共同参画の視点をリンクさせるべき。子育

ても男性側の指標がないか。

・働き方の自由度が高いテレワークの導入は、子育て中の女

性には魅力的。

・個々人の希望をかなえるための少子化対策（結婚、出産、子

育て）が必要。

・子育てしやすい環境整備の政策の中に「仕事と生活の調和

の実現（ワーク・ライフ・バランス）を位置づけており、成果指標

として、「男性の家事時間」を盛り込みたい。

・テレワーク等の柔軟な働き方を推進する。

・外国人労働者を受入れる為には、語学や生活支援など幅広

い対応が必要。

・今後、多様な価値観を受入れるダイバーシティの成熟度が求

められる。

・多様性への寛容度は、佐賀市の弱み・課題と指摘がなされて

おり、一人ひとりを尊重する社会の実現を目指す。

・特に外国人が今後益々増えることが予想される為、多文化共

生を推進していく。

・少子高齢化の問題で、当面の５～１０年でやるべきことは、健

康寿命の延伸。

・高齢者に外出を促す取組が必要。

・人生１００年時代のまちづくりの施策を追加。成果指標として、

「健康寿命」を盛り込みたい。

・生きがいづくり、社会参加の促進に加えて、生涯学べる社会

づくりを推進したい。

・高齢者の視点での“暮らしやすさ”という意味では、買い物難

民など、公共交通の課題も大きい。

・市民意向調査でマイナス評価がある公共交通の不便さに対

する対策が必要。

・交通空白地域等の解消をはじめ、地域の実情に応じた交通

網の充実が必要。現在は中山間地域の交通網の再編を検討

している。

・市全体の公共交通に対する基本的な方針を整理し、公共交

通網の充実に努める。

・宅地の供給をある程度制限しないとコンパクトシティの実現は

難しい。

・病院や商店等を集約した生活拠点エリアとそれを結ぶ交通体

系が必要。

・社会資本の整備や維持管理に係る財政負担や空き家増加

等の要因の一つにもなっていると思われるが、その一方ではコ

ミュニティの維持や人口の受け皿として機能している面もある。

・早めに課題の整理・分析を行い、方向性を定めたい。

基本目標１．暮らしやすさに磨きをかける
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主な意見・指摘 対応・考え方

・佐賀の中だけで佐賀のことを語っても限界がある。いかに佐

賀市外に情報発信をするかが大切。

・中学生・高校生といった頃から佐賀に対する愛着を育む必要

がある。

・佐賀への愛着は、５０代の次は２０代が高い。新しい価値観

やアイデンティティをどう作るかという視点が重要。

・佐賀の魅力を、市外にＰＲするとともに、佐賀市民に再認識し

てもらう取組も重要。

・都市ブランディングの強化の中に「戦略的なシティプロモー

ション」と「市民が愛着や誇りを感じるまちづくり（シビックプライ

ドの醸成）」を位置づけている。

・都市のブランディングの強化を図るために、福岡都市圏を意

識して、以下の３本を記載。

（１）街の顔となる駅前空間の形成

（２）自然と調和のとれた都市環境の実現

（３）歴史・文化によるアイデンティティの形成

・佐賀駅は佐賀の人が使う駅というだけでなく、県外から来た

人が使う駅、楽しい駅、便利な駅という視点が必要。

・佐賀駅周辺整備は、第１段階（Ｒ１西友跡地の民間開発）、第

２段階（Ｒ２～４駅前広場、市道三溝線整備）、第３段階（Ｒ４～

旧西友駐車場跡の民間開発に誘導）で進めることとしている。

・観光資源の魅力は高いが、インフラの老朽化やメンテナンス

不足を感じる。

・訪日外国人が増加している。ただ、泊まる、食べる、買うだけ

でなく、生活体験を感じてもらうことも大切。

・人口減少時代に経済の活力を維持するために、観光客やビ

ジネス客など、交流人口を拡大させる取組は重要。

・交流人口を、関係人口、定住人口の拡大に繋げていく意識も

必要。
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基本目標２．都市の魅力を高め人を惹きつける



主な意見・指摘 対応・考え方

・英語教育やＩＣＴ教育は、これから重要であり、人材育成は最

も重点化すべき。

・産学官連携の中で、地域経済に結びつく、本格的な講義を開

設してはどうか。

・人材育成は容易でない面もあり、人材獲得の視点も重要。

・心の教育、福祉教育の理解も大切。知識だけでなく、人の優

しさを育むことが重要。

・教育は短期間で成果は出ないが、３０～５０年の計として、

しっかりやって欲しい。

・担い手不足が顕著な中、女性や高齢者、外国人等、多様な

人材が働くことができる環境整備は重要な課題。

・義務教育の段階から、時代が求める資質と能力を備えた人

材の育成を目指す必要があり、情報教育の推進、外国語教育

の強化、キャリア教育の推進などを進める必要がある。

・特に、産業を支える人材の育成の観点では、大学等と連携し、

進めていく必要がある。

・人口減少しても経済規模を維持するためには、一人当たりの

生産性を上げる必要がある。

・人口減少と経済的マイナスが街の衰退と決めつけないことも

必要。

・人口減少時代において、経済の活力を維持する取組は必要。

そのためのまち・ひと・しごと総合戦略であり、市としては重点

化して取組みたい。

・毎年意向調査で市民の幸福感の推移を図っており、市民の

幸福感の向上を目指している。

・足腰の強い第一次産業を作っていくことが重要。

・水産業（海苔）の人材不足も深刻な課題。

・農業の生産性、収益性を上げていくことが重要。

・本市の特長でもある農林水産業の成長産業化の取組を進め

るために、関係団体と連携し、ＩＣＴ等の新技術の活用による生

産性の向上や販路開拓に向けた取組を推進する。

・藻類バイオマスに関する事業を未来産業として育てていく必

要がある。

・成長産業として期待できるバイオマス関連産業は、本市の重

点事業として、関連企業の誘致や新たな産業の創出、育成を

図る。
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基本目標３．多様な人材で強い経済をつくる



1-5.第２期総合戦略の政策方向（案）
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基本目標／政策 成果指標 基準値 目標値

１．暮らしやすさに磨きをかける

①子育てしやすい環境整備
②誰もが幸せを感じる社会の構築
③安心・快適で自立したまちづくり

年少人口（0歳～14歳） 31,931人 31,202人

暮らしやすいと思う市民の
割合

80.9％ 86.0％

２．都市の魅力を高め人を惹きつける

①都市ブランディングの強化
②交流・関係・定住人口の拡大

佐賀市に住み続けたいと思
う市民の割合

58.0％ 64.0％

社会増減数 ▲41人 0人

３．多様な人材で強い経済をつくる

①人材の育成と確保
②地域経済を支える産業の振興

納税義務者数（所得割） 102,360人 108,657人

市内総生産
867,985

百万円
877,783
百万円

佐賀市人口の将来展望

2060年 人口20万人の維持



基本目標１
暮らしやすさに磨きをかける
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基本目標１：暮らしやすさに磨きをかける
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• 子どもをうみ育てたいという子育ての希望を叶え、切れ目のない支援を行う

• 子育てをしながら働き続けられる環境づくりの推進

政策の方向性

政策１：子育てしやすい環境整備

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標
(2024)

ⅰ）結婚・出産・子育ての切れ目の
ない支援

・合計特殊出生率 1.54 1.62

・不妊治療への支援
・育児に関する情報発信、相談体
制の充実

・子育てに大きな不安や負担を感じている
市民の割合

44.5％ 39.0％

ⅱ）働きながら子育てできる環境整
備

・待機児童数（保育所） 85人 0人

・保育士、放課後児童クラブ指導員
の確保
・延長保育、病児病後児保育など
の充実

・待機児童数（放課後児童クラブ） 112人 0人
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政策１：子育てしやすい環境整備

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標
(2024)

ⅲ）仕事と生活の調和の実現
・男女共同参画推進協賛事業所の登録
数

176事業所 266事業所

・男性の家事・育児参画、育児休
暇・休業取得推進
・多様な働き方の推進に向けた環
境整備支援

・男性の１日の家事関連時間「30分未満、
全くしていない人」の割合

55.2％ 45.2％

ⅳ）子どもにやさしいまちづくり
・「子どもへのまなざし運動」を意識して子
どもと関わるようになった市民の割合

34.9％ 45.0％

・子どもへのまなざし運動の推進
・子どもの居場所づくり

・園児が楽しく幼稚園・保育所（園）に通っ
ていると感じている市民の割合

89.7％ 95.0％

・児童生徒が楽しく小中学校に通っている
と感じている市民の割合

87.6％ 87.6％

基本目標１：暮らしやすさに磨きをかける
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• 地域特有の課題の解決や暮らしやすい環境づくりに向けて、参加と協働のまち
づくりを推進する

• 多文化への理解を深め、国籍、性別、世代など様々な違いを超えて共に支え
合う地域共生社会の取組を推進する

政策の方向性

政策２：誰もが幸せを感じる社会の構築

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標
(2024)

ⅰ） 参加と協働のまちづくり
・市民活動（まちづくりや地域の活動等）を
行っている市民の割合

33.1% 50.0％
・地域コミュニティ活動の支援
・市民活動団体の取組の支援

ⅱ） 一人ひとりを尊重する社会の実
現

・地域での助け合いが行われていると感
じる市民の割合

70.9% 75.0％

・多文化共生の推進
・人権尊重の確立

・人権や同和問題に関心がある市民の割
合

55.7% 60.0％

ⅲ） 人生100年時代のまちづくり ・健康寿命と平均寿命の差
男性1.14年
女性2.66年

男性1.08年
女性2.57年

・生きがいづくりや社会参加の促進
・健康づくりの推進

・自分らしくいきいき生活している高齢者
の割合

71.0％ 75.0％

基本目標１：暮らしやすさに磨きをかける
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• ソフト・ハード両面の防災対策を推進し、自助・共助・公助による対応能力の向
上を図る

• 持続可能なまちづくり実現のため、各拠点の価値を高め、拡散型の体質改善を
図る

政策の方向性

政策３：安心・快適で自立したまちづくり

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標
(2024)

ⅰ） 安全・安心で快適なまちづくり ・自主防災組織率 71.0％ 77.0％

・地域防災力の向上
・交通安全対策の充実
・排水対策の推進

・人身交通事故発生率（人口10万人当たりの人
身交通事故件数）

800件 413件

・河川整備率 79.2％ 80.0％

・汚水処理人口普及率 92.6％ 95.3％

ⅱ） コンパクトで機能的なまちづくり
・自然と都市が調和した計画的な土地利用が行
われていると感じる市民の割合

53.2％ 57.3％

・計画的な土地利用の推進
・地域内交通の維持・確保

・市民１人当たりの公共交通機関（バス）の利用
回数

14.1回 14.7回

・中心市街地居住者数 9,238人 9,462人

ⅲ） 持続可能な低炭素・資源循環の
まちづくり

・温室効果ガス排出量削減率 11.0％ 17.9％

・再生可能エネルギーの普及促進
・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイ
クル）の推進

・１人１日当たりごみ排出量 1,009 g/人日 964 g/人日

・リサイクル率 18.2％ 20.5％

基本目標１：暮らしやすさに磨きをかける



基本目標２
都市の魅力を高め人を惹きつけ
る
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基本目標２：都市の魅力を高め人を惹きつける
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• 食や自然、景観、歴史・文化などの地域資源のブランド力を高める

• 市民が佐賀への誇りと愛着を共有し合い、国内外へと発信することで、人の流
れの創出につなげる

政策の方向性

政策１：都市ブランディングの強化

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅰ） 戦略的シティプロモーションの
推進（佐賀らしさの発信）

・シティプロモーションページのアクセス数 2,423回 5,000回

・SNS、デジタルプロモーション等を
活用した情報発信
・市民による情報発信

・ＳＮＳ（フェイスブック、インスタグラム、公
式ツイッター、ライン）のフォロワー数

25,531人 32,700人

ⅱ） 市民が愛着や誇りを感じるまち
づくり（シビックプライドの醸成）

・佐賀市に愛着を持っている市民の割合 88.2％ 92.0％

・市民の郷土意識や愛着を深める
機会の提供
・プロスポーツチームの支援と交流
の促進

・佐賀が好きと答えた子どもの割合 89.5％ 92.0％
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政策１：都市ブランディングの強化

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅲ） 街の顔となる駅前空間の形成 ・中心市街地居住者数（再掲） 9,238人 9,462人

・佐賀駅周辺整備の促進
・中心市街地活性化の推進

・主要商店街通行量 51,349人 100,000人

・佐賀駅乗降客数 12,624人 12,813人

ⅳ）自然と調和のとれた都市環境の
実現

・市街地の緑が増えて景観が良くなったと
感じる市民の割合

57.2％ 60.2％

・景観形成の推進
・自然環境の保全の推進

・水辺空間に親しみを感じている市民の
割合

69.6％ 75.7％

ⅴ）歴史・文化によるアイデンティ
ティの形成 ・市内で開催された歴史関連のイベントや

活動に参加または自ら取り組んだ市民の
割合

24.6％ 25.0％

・三重津海軍所跡整備事業
・徴古館との連携事業

基本目標２：都市の魅力を高め人を惹きつける
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• 多様化する観光ニーズに対応できるよう、受け入れ環境の整備を行う

• 地域資源を活かし、国内外からの交流人口を増やし、域内消費の拡大を図る

政策の方向性

政策２：交流・関係・定住人口の拡大

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅰ）観光ホスピタリティの充実 ・観光入込客数（日帰り客） 378.0万人 387.2万人

・効果的な観光プロモーション
・外国人観光客への対応と観光案
内機能の充実

・観光入込客数（宿泊客） 72.1万人 73.1万人

・観光客１人当たりの消費額 6,568円 6,768円

ⅱ）特色を活かした移住・定住の促
進

・30歳～39歳の転入超過数 63人 168人

・佐賀古湯キャンプの活用
・福岡都市圏、東京圏からの移住
の促進

・ふるさと納税寄附件数 19,359件 96,536件

ⅲ）コンベンションの誘致

・大会等誘致数 45団体 57団体
・アフターコンベンション、ビフォーコ
ンベンションの充実
・スポーツキャンプ、合宿、スポーツ
イベントの誘致・開催

基本目標２：都市の魅力を高め人を惹きつける



基本目標３
多様な人材で強い経済をつくる
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基本目標３：多様な人材で強い経済をつくる
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政策１：人材の育成と確保

• 多様な人材が個性と能力を発揮し活躍するため、柔軟な働き方が可能な環境
づくりを支援する

• 地域施行の意識醸成を図り、地域を支える次世代の人材を育成する

政策の方向性

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅰ）多様な人材の確保

・就業者数（全産業計） 120,282人 123,936人・新規就業の促進
・リカレント教育への支援

ⅱ）時代が求める人づくり ・生徒（中学２年）の基礎学力の水準 0.77 0.83

・情報教育の推進
・外国語教育の強化

・仕事や学校以外で何らかの知識や技術
を身に付けるための取組をしている市民
の割合

27.9％ 50.0％

ⅲ）若者を振り向かせる就労機会の
拡大

・20歳～29歳の転出超過数 392人 243人

・大学生と地元企業のマッチング推
進
・産学官連携によるキャリア教育の
充実

・ＩＴ企業誘致数（累計） － 18社
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• 人材育成や生産性の向上に向けた経営への支援に取り組む

• バイオマス資源を活用した新たな産業をはじめ、付加価値が高い成長産業を
後押しする

政策の方向性

政策２：地域経済を支える産業の振興

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅰ）企業誘致の推進 ・誘致企業数（累計） － 28社

・工業団地整備、オフィスビル
の確保の検討
・企業の流出防止

・新規雇用者数（累計） － 510人

ⅱ）創業支援の強化と事業承継の
促進

・創業に関する相談件数 238件 262件

・創業機運の醸成
・事業承継の促進支援

・事業承継に関する相談件数 44件 77件

ⅲ）中小企業・小規模企業の成長支
援

・年間商品販売額（商業） 5,746億円 5,746億円

・経営相談の充実
・資金調達の円滑化支援

・年間製造品出荷額等（工業） 2,786億円 3,232億円

基本目標３：多様な人材で強い経済をつくる
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政策２：地域経済を支える産業の振興

施策／主な取組 重要業績評価指標（ＫＰＩ）
基準値
(2018)

目標値
(2024)

ⅳ）第一次産業の生産・流通の高度
化

・農業産出額 242.3億円 245.5億円

・経営力強化の支援
・ブランド化と販路拡大
・ＩＣＴ技術を活用した生産環境の整
備

・木材生産額（素材生産額） 1.33億円 2.36億円

・漁業生産額 169.7億円 170.9億円

ⅴ）未来を見据えたバイオマス関連
産業の推進

・バイオマス等関連企業の進出数（累計） - 4社・バイオマス資源・エネルギーを活
用した取組の推進
・バイオマス産業創出に向けたマッ
チング支援

基本目標３：多様な人材で強い経済をつくる



２．令和２年度以降の取組について
第２期佐賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき進める具体的な政策のイメージ
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Ⅰ．暮らしやすさに磨きをかける

（１）結婚・出産・子育ての希望をかなえる支援

〇出会いの場の創出

〇不妊治療の支援拡大

〇児童クラブ待機児童解消の取組み

（２）子どもにやさしいまちづくり

〇児童虐待への対応強化

〇発達障がい支援のさらなる充実

（３）多文化共生の推進

〇在住外国人への生活支援

令和2年新春記者会見資料より
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Ⅰ．暮らしやすさに磨きをかける

（４）防災に向けた取組み

〇国土強靭化地域計画の策定

〇浸水軽減対策のさらなる強化

〇防災行政無線の全域デジタル化

〇学校での防災教育の充実

（５）地域交通の充実

〇地域とともに交通空白・不便地域に対応

〇地域の公共交通の計画を策定

令和２年新春記者会見資料より
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Ⅱ．都市の魅力を高め 人を惹きつける

（１）佐賀駅周辺の整備

〇駅前広場、市道三溝線の整備に着手

（２）歴史・文化を生かしたまちづくり

〇徴古館とのまちづくり協定の推進

〇三重津海軍所跡をはじめとした幕末・維新期遺産の保存・
調査・活用

（３）観光ホスピタリティの充実

〇観光案内機能の強化

令和２年新春記者会見資料より
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Ⅲ．多様な人材で強い経済をつくる

（１）多様な働き方に応じた職場環境の充実

〇テレワークの推進

（２）若者を振り向かせる就業機会の拡大

〇ＩＴ系企業の誘致

（３）時代が求めるひとづくり

〇大学やマイクロソフト等との連携

〇情報教育、外国語教育の充実

令和２年新春記者会見資料より
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Ⅲ．多様な人材で強い経済をつくる
（４）新たな企業の成長

〇創業支援の充実、ＭＡＩＣの充実

〇ＡＩ等技術活用懇話会の設置

（５）雇用の場の創出

〇東山田工業団地の造成と企業誘致の開始

（６）経済を支える中小企業の振興

〇中小企業・小規模事業者振興条例の制定

〇中小企業の人材確保の支援

（７）バイオマス産業都市の推進

〇ゆめファーム全農SAGAの「きゅうり栽培」とグリーンラボの
「バジル栽培」が稼動など

令和２年新春記者会見資料より



令和２年度開設の地域拠点施設

◇ 佐賀古湯キャンプ（富士町）

合宿施設×サテライトオフィス×地域交流拠点

令和２年４月オープン
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◇ 東よか干潟ビジターセンター（東与賀町）

東よか干潟を生かした観光・学習・交流等の拠点

令和２年度開設の地域拠点施設

令和２年 秋頃オープン
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意見交換テーマ

令和２年度以降の取組について

産学官金労言の協働・連携による
取組について
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