
令和２年度 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１０月２０（火）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、荒巻秀泰、江頭忠則、杉山利則、池田敦子、寺本憲功、 

久木野憲司、田口香津子、蔵本雅史、浜晋治、永石亀、富吉賢太郎、吉川一郎（代理） 

◎白井誠 

 

 欠席委員（敬称略） 

牛島英人 

 

 議事 

１ 開会 

２ 議事  

○議論の前提として 

  ・令和２年度まち・ひと・しごと創生の取組について（事務局報告） 

  ・第２期総合戦略の改訂案について（事務局報告） 

  ・佐賀県の金融経済概況（日本銀行佐賀事務所 事務所長 蔵本雅史 氏） 

○議論いただきたいこと 

・目下の緊急的必要な対応について 

・ウィズ／アフターコロナ期の取組について 

３ 閉会 

 

 

 協議内容 

事務局から資料１に沿って、新型コロナ感染拡大に伴う地域経済社会への影響、第２期総

合戦略の改訂案概要について説明。 

蔵本委員から、佐賀県の金融経済概況について説明。 

 

 

○白井会長 

市の事務局の説明と、それから蔵本委員からの景況感を伺ったわけですけれども、一方、

他の委員さん方も、コロナに直面しておられる課題、それぞれがおありだと思いますし、こ

の世の中の変化点を感じておられると思います。 

まず最初の議題は、今、やってもらいたいこと、やらならないといけないこと、目下の課

題、緊急的に取り組んでいくことについてご意見をいただきたいというふうに思います。 



例えば、これは説明の中にありました経済対策。佐賀市や県や国もそれぞれしていますが、

お感じになられていること。あと、市民の不安を解消していくということについても、もっ

と不安解消のために取り組むことがいいと思うようなことがあれば、それから、何かござい

ましたらご発言をお願いします。ご専門の立場以外でも結構です。なにか、世の中の憂い感

も含めて、全般的にお感じになったことがあれば。 

 

 

○富吉委員 

私は学校法人で子どもたちの姿を見てますけれども、この時代に、2020年、2021年ぐらい、

この時代に、例えば大学に、行った子どもたちは、その後 20年 30年後、なにか傾向として、

何か今まで違ったことが生まれてくるんじゃないかなあというような感じがするんですね。 

というのはなぜかというと、今年 3 月に、高校卒業して大学に入学した子どもたちが、大

学というと、ただ単なるそのホームワーク、デスク上の勉強だけではなくって、やっぱり人

とのかかわり合いとか、サークルとか旅行とか、そういったことの中で自分を高めていった

りして、社会貢献できる人間になっていく一番最初の期間ですけれども。 

まず集まっちゃいけないとか、授業がリモートばっかりであるとか、友達がどういう人た

ちがいるかわからないということになると、中学校や高校だとそれなりに関わりもあるんで

すけども。やはりこの時代に大学に行ったこと、子どもたちがとっても心配で、確実にこの

子たちが、例えばふるさと佐賀で、やっぱり育っていかないといけないという時に、どうな

るかなあとか思ったりですね。いい方向にいくことがあれば、想像できないようなことも考

えるんですけども。 

そういったことをちょっと今の現場の中で考えることもあり、ただ単にかわいそうだなっ

ていうことではなくて、同じ佐賀が持続していく中で、担い手としてどうなのかなあとかっ

ていうのも漠然としたもんですけどね。皆さん、いかがでしょうか。大学はもちろん知的な

部分もあるけれども、やっぱり真善美みたいなそういったものも含めて、いろんなものを増

やしていくときなのに。 

 

 

○溝上委員 

今、学生さんに心配だとおっしゃっていることは、一部、理解できる部分と、ただ、これ

から我々の人生っていうのは、100 年時代を迎えているわけですよね。そうすると、学生時

代の４年間、22、23歳で出てからですね、後 80年あるわけです。 

そうするとですね、80年間をですね、豊かにそして、いい人生であった、生きがいがあっ

た、やりがいがあったというふうにするには、再教育というか、社会人になってから、今ま

では学生時代にそういう一般教養であるとか、それから真善美とか言われているようなこと

であるとか、新しい時代に使えるテクノロジー技術とか、新しい知識だとかを学んで、過去

は人生が 60 年ぐらいのときだったら、学校卒業して 40 年ぐらい。それで、何とかまた会社

に入ってからもいろんな知識を少しは身につけながら、体験しながらっていうようなことで

やっていけたけど、60から後 40年あるわけですよ。 

いずれにしても、リカレント教育っていうのは、地域全体で 20代までの学生時代の勉強の

あり方と、それから社会人になってから。例えば、20年たったら、それくらいのスピードで



学ばないと、世界の知識、技術今新しい特に、産業、第４次産業革命なんて言われているけ

ど、次にも第４次ではなくて第５次の産業革命の技術がどんどん出てきてるわけですよね。 

そういうものを、知識やそういう新しい教養を身につけていくということになれば、やは

りそういうことが社会に対応できなくなる。例えばおじいちゃん、おばあちゃんが今スマホ

を使えないっいう人結構いっぱいいるわけで、そんなことがどんどん出てくるでしょ。新し

い技術について、40代でも新しい技術について行けないとか、70なったら全然ついていけな

いとか、そしてあと、90代までどうやって生きますかっていう話になっていく。社会的全体

として、その教育の仕組みそのものを 6・3・3 みたいなことじゃなくて、根本的に、ただ、

いまの教育でも、例えば不足しても、後で補う機会があればいいような気がするんですよ。 

ただ、社会のシステム、教育人間をつくり上げていくというシステムそのものをもう 1 回

根本が新しい人生 100 年時代ということを見据えて、多くは、考え直さなきゃいけないとい

うところにきているかな。そういう社会を例えば佐賀でつくっていくという、要するにまち

づくりとか未来は人づくりで決まるわけでしょうから、どういうふうに、人をこの町では、

我々は育てようかと。やっぱり未来の子どもたちにどういう、そういう教育環境を我々が残

して、この世を去っていくかっていうようなことが、僕らに問われてるかな、そんなふうに

思ってます。 

 

 

○富吉委員 

以前、新人類とか言ったでしょう。そしたらもう新人類たちがもう 45 ぐらいになる。（大

学生ぐらいの世代は）その独特の価値感とか考え方だから。この時代に一番何か吸収したり、

発散したりする、あの世代が何とかと呼ばれるような。そのときにやっぱり、みんながここ

（総合戦略）にあるように「誰もが幸せを感じる」ような、その子たちもやっぱり自分の存

在感を感じているような、そういったものも今から考えなければいかんのかなという感じ。 

 

 

○白井会長 

大学のほうから話が始まりました。お三方いらっしゃいますけど、何かご意見ありました

ら。 

 

 

○久木野委員 

はい。大学側から委員になっておりますので、一言ですね。 

皆さんおっしゃったように、大きな時代の変わり目で、それから生活は人生設計とあわせ

て変わってくるんだろうと思います。 

大学としては教える内容については、時代にあうようにという改革を迫られております。

それは、必要に迫られて行っている遠隔授業も含めて、教育内容については大学の大きな課

題でございます。それは今、コロナ禍に限らず、いろんな改革で取り組んでいくかと思いま

す。 

一つ、その佐賀県という視点で考えますと、時代に合わせた教育改革というのは必要だと

しても、恐らく佐賀県での課題というのは、高校生が大学に進む時、あるいは、大学で育っ



た学生たちが就職する時に、さらに残る人が少ないという点に、一番問題があるかなと思い

ます。 

そこを改革していくことが、まち・ひと・しごと創生のため、最も大事な点かなと思って

おります。課題としては、私ども大学の立場として取り組むべき事が多ございますけれども、

町として、少しその学生の学びというものも支援していただくような仕組みというのも必要

かなと思っているんです。 

例えば、私 4 月に佐賀に来て、その家探しとか、そういうところから始まって感じました

のは、これは学生も同じなんですけれども、佐賀は土地の価値といいますか、その経済価値

に比べますと、家賃が高くてですね。ちょっと学生には負担が多いとか、アルバイトしよう

とするときに、そういうできる場所というのは佐賀市内に限られている。つまり、学生が住

める場所っていうのはある程度、限られた域内、佐賀市中心になろうかと思うんですけれど

も、そこでの学生が暮らしやすい。 

今私どもが一番気にしているのは、学生の学びを途絶えさせないということでございます

けれども。現実的にはですね、学習をやったり、本学は特に医療福祉系ですので、相対して

の実験実習等で、どうしても人に接するようになりますので、そういう感染防御とかいろん

なこと取り組んでおりますけれども。一番心配してるのは、やはり学生の経済状態でござい

ます。 

国も、今回、そういう速やかな対応をしてくださったり、あるいはやっぱり、独自で学生

に支援金を支援したりとかですね。いろんな取り組みをしておりますけれども、家賃等比較

的高いなかで、学生が学びを途絶える事がない支援というものが、佐賀市、県も含めて、町

全体の取り組みとして、一緒にやられたらありがたいなというふうに感じているところでご

ざいます。 

 

 

○寺本委員 

佐賀大学の寺本でございます。皆さんからいろいろご意見いただきました。 

実際、私たちどもの大学で学生は教育してるわけですけれども、「新コロナ世代」という言

葉がやはり生まれてきております。それはやはり、こういった、ちょっと正常ではない状態

で、学園生活を送っている学生さんが、現在も本当に多数いると。 

もちろん１年生はもう全然大学にきたことがなくて、恐らく同級生とも顔を合わせたこと

がない。２年生、３年生は、去年、知り合ってるわけですけれども、やはりどうしても、会

うということ自体、その３密という言葉が出てるように会うこと自体がもう厳しいかな。で

すので、人間関係が随分、疎になってきたなっていうのは、実際あります。 

しかし、一方で、若い人は先ほど溝上委員もおっしゃられたように、新しいツールを持っ

ております。それは、いわゆる皆さんもご存知のようにＳＮＳなんですね。ですから、彼ら

は別に会わずにしても、いわゆる自分の考えとかを文字に起こして、それで、いろいろ連絡

をしあうと。ですから、そのツールとして、ＳＮＳっていうのが、皆さんご存じのラインと

かツイッターとか、そのほかに、いわゆる普通のＳＮＳっていうのは、公開性の高いものが

多いんですけれども、中には、会員しか見れないものもあります。具体的にいうと、スラッ

クというソフトウエアで、これは登録した人を許可して、そこでお互いの情報交換するかな

りクローズドなＳＮＳで、そこでも本当に、生き生きと実は会話をしあっているわけですね。 



ですから近年、ＤＸ、デジタルトランスレーションっていうことばが言われてるように、

やっぱりそのこういう困難に来たときに、学生さんはしぶとくというか、ちゃんとそういう

ツールを使いながら、コンタクトをしています。 

実は僕なんかの 50代ぐらいの昭和の世代から見ると、本当にお酒を飲んだり、話をしたり、

会話をしないと人間関係できないんじゃないかと思ってるのは、実は、僕らだけの世代の考

えで、若い人は若い人でちゃんとなんかうまくやってますね。 

それとあと、一番かわいそうだと思うのは、恐らく今年の４年生ではなくて、今の 3年生。

それは何かというと就職です。必ずどこの企業もこのコロナが続くとなれば、雇い止めとい

うか、いわゆる就職の人員をおのずと大幅に削ってくると思うんです。あるいは、今年の就

職戦線は終わってしまったので、何か知らないうちに終わったんですけど、今度の 3 年生は

かなり氷河期に向かうんじゃないか。それは、先ほど日銀の方もおっしゃられたように日本

の経済がどんどんどんどんシュリンクしてきて、縮まってくる。それに伴って、募集する新

卒の方の就職数もおのずとこう減ってくるのかなと。 

ですから、実は大学として一番恐れているのも、これからですね。僕自身は医学部の教授

で、基礎医学者の端くれでございますので、コロナが今後どうなるのかっていうのは、今こ

こで日本では落ちついてますけど。今度、これがいわゆる諸外国との開国ということを迎え

たときに、違ったタイプのいわゆるインフルエンザウイルスが日本に入ってくると思うんで、

そうなると先ほどおっしゃったみたいに第２波、もう来てるんですけど、第３波、４波が五

月雨式に。そして、それが結局落ちつくのはある会社さんの統計だと、あと１年半は、こん

な生活がずっと続くんじゃないかっていう、悲観的な見解も出てるんです。ですから、今日、

市の方がおっしゃられるように、短期的な観点と中長期的なビジョンを急いで立てないと、

すべて後手後手というか政府に翻弄されてしまうというのが、私の考えです。 

 

 

○白井会長 

はい、ありがとうございました。短期的にっていう話をしながらもやっぱり話の話題は中

長期的なものまで含めて、テーマとしてありますから、短期的な話を先にっていうふうにお

願いしましたけども、これは一つのテーマの中で、中長期的に取り組むべき話があればそれ

はそういう形で取り入れてまいりますので、自由に発言していただいて。 

先ほど、今は若い人達の関係は疎遠だって話がでました。逆に、シニア層の交流も、誰と

も話さないっていう人が（資料１の P30では）13％から 20％、むしろこちらのほう大変なん

だという意見も。子育て世代もそうだろうと思いますので、いろんな意味で疎遠になってい

るのがコロナの現状でもありますから。そういった幅広く捉えてご意見いただいても。 

 

 

○田口委員 

大体、佐賀県内に 8,000 人ぐらい学生がおりますので、100 人に 1 人が大学生という形か

なと思っております。うちはもう小さいのでだいたい 4％ぐらいなんですけれども、この佐

賀市の総合戦略の 28ページには、女性学生が極めて多いのが佐賀市の特徴ということで書い

てありまして、結婚、出産等の適齢期を今後迎える人口の割合は、佐賀市は高いというふう

に、資料２の 28ページに書いてあります。事前にあらあら読ましていただいた時にどうして



も、私の関心のあるところに目がとまりまして、女性の人口の学生割合が佐賀市は非常に高

いというふうなところが書いてございますが、子育て支援サービスへのハードルがやっぱり

これは競争率が高いということなので、せっかくこうやって、適齢期を迎える人口の女子学

生が、もし佐賀市にそのまま結婚出産をするということになるんであれば、子育て支援サー

ビスをやっぱりハードルは、低くしておかないと、せっかく残った女子学生の暮らし向きっ

ていうのはどうなのかなというところを考えたところでございます。 

一点、私が今年のコロナでは、やはり遠隔授業も大変だったんですけれども、大きいのは

地域連携型授業っていうのを、今どの大学もやってたと思うんですが、本当に今年は、佐賀

市様とのいろんな企業とか団体と連携をして、産業界とあるいは地域との学びの中で育って

いくっていうのを進めていたんですよ。今年、本当にできなかったっていうのが残念でなら

ないんですけれども、そこをまた来年、少しずつ回復できたらなというふうなことを思って

るところです。 

それともう一つ、留学生がうちは 1割以上、今年も 15％ぐらいいるんですけれども、この

学生が大変な状況を生きているんです。その中でも、佐賀をとっても好きになってくれてい

て、それでやっぱり先ほどＳＮＳ話は出ましたが、ＳＮＳの中で佐賀がいいよと、福岡から

佐賀に来た留学生が十数人にいるんですね。福岡より佐賀が安全だということで、そこで佐

賀はいいよと。家賃も安いし安全だし人もいいし、とってもいい所だということで、Ｔｉｋ

Ｔｏｋという若者に流行っている（ＳＮＳで）、全国的に発信したんですね。その留学生の発

信が、東北と関東とか関西とかからの留学生が志願をしようと言って願書取り寄せるという

ような。今までになかったようなことが。このうちの一人の留学生が「うちよかよー、佐賀

女子よかよー」て言ってくれたことが、まさかまさかで、そんなふうに広がる時代になって

きたんだなあというふうに思ってます。本当に「ここ良いから」という声がですね。それで

福岡から５～６人留学生が募集してくれてオープンキャンパスに来てくれて、佐賀に来たい

と言ってくれてるので、こうやって今まで福岡に流れていたのを、こうやって佐賀に呼び戻

す流れがちょっと今、今年はこの留学生のところで多くできていたなというふうに思ってる

ところでございまして。コロナの時代で大変さもあるんですけども、ちょっと新しい流れも

感じているところでございます。以上でございます。 

 

 

○白井会長 

はい、ありがとうございます。もともと佐賀市のこの強みっていうのは、人と人との繋が

りでもって、地域コミュニティーが息づいている中、それがまた社会の魅力だったり、子育

てしやすい、子育てしながら働きやすい環境っていうのは強みであると話しておりました。

それが、今回、いろいろご意見いただく中で、それが疎遠になってきてるっていうのは非常

に佐賀市としては、危機感を感じないといけないかもしれませんね。 

学生さんとか、私はシニア世代の話をしまして、子育て世代のあるいはこれから、働く女

性の世代、だんだん広がってきてますけども、ほかに何かないかご意見ありましたら、ご発

言お願いしたいと思います。 

 

 

○香月委員 



佐賀県物産展を昨日まで玉屋さんでやってたんですけども。結構人出としては、売上は多

分よかったじゃないかなというふうに思います。いや、佐賀県物産展の玉屋さんでやって、

果たして、お客さん来るのかなって実際出店者の人たちも思ったらしいんですけども。やっ

ぱりその、みんな外に出たがってるし、買い物したがってるというのは間違いないなという

ふうな実感したのかもしれないです。 

それとあと、ブックマルシェなんかも、今回は出店者は佐賀県内だけで、いつもは福岡県

から熊本から県外から多くの出店者ですけども。今回、佐賀県内だけに限ってあったんです

けども、これも人出はかなり多かったし、飲食はなしで、ただ自分たちの持ってる本を売り

買いと持ってくるだけで、欲しいのは探しながらウロウロ歩く。それだけのことですけども、

これが結構、人出があったなと思います。 

だから、今もう最初のころは、イベントって今の時代できないよねっていうふうに、半ば

ちょっと諦めたんですけども。サイズはサイズなりのですね、またあと、いろんなガイドラ

インとか守りながら、オープンエアーどこでやるとかですね。いろんなやっぱりそういうふ

うにし、制約あるかもしれないんですけども、やってくことが大事かなっていうふうに思い

ました。 

一番やっぱり困るのは、何もしないで、例えば街なかに人が出ないような、そういったも

のは固まってしまうのが一番困るわけでありまして。飲食店なんかでは通り沿いに（オープ

ンエアーでイベントをしたり）、それからそういう仕組みっていうのは、何かやっぱり若い人

たちとか、いろんなアイデアを出しながら、やっていくことが大事かなと。動くことは、今

の私たちに課される課題なんだろうなというふうに思ってます。 

ただし、売り上げ的に考えると、既存のやっぱり私たちの商店とかでやってる売り上げっ

ていうのは、はっきり言って売れたとしても、２割か３割減なんですよね。来店客数も少な

いし、あるいはお一人お一人の買われる客単価も減ってるところはあります。これは業種業

態によって非常に影響が大きく変わりますけども、押し並べて全部がいいわけでもなく悪い

わけでもありません。そういったものが状況です。以上です。 

 

 

○白井会長 

本当に半年前に比べて 4 月か 5 月に比べてみて、だいぶ皆さん知恵を出しながら、いろん

な工夫で、お客様が安心な環境作りながら、そういうイベントなどに取り組み始めてる。こ

れもちょっと知恵の出し比べだと、出し頃ですね、そういうことだなと思うんですけども。

そういう意味で、ほかに何か知恵があったり、あるいは気づき等ありましたら。 

 

 

○溝上委員 

せっかくのテーマのウィズコロナ、アフターコロナ、それから、目下の課題ということで

ちょっと。寺本先生の前で大変恐縮でございますけれども、医療に少しは従事しているもの

として、皆さんにお伝えしておいた方がいいかなと思ってるわけでありまして。 

緊急に取り組むべきことも、提案としては、一つ申し上げたいと思う。ウィズコロナ、ア

フターコロナという言葉があるんですけど、先生のおっしゃるように、アフターコロナはな

いと思ってるんです。ウイズコロナがずっと続くというふうに考えていなきゃいけないだろ



うと。ウイルスというのは３万年以上まえから、人間とずっと一緒に共存してきたわけで、

これからも共存せざるを得ないわけで。次から次に、常にそれがノーマルというか、ウィズ

コロナ、コロナじゃないかもしれませんけども、ウィズウイルスという感染はもうずっと永

久に人間が生きてる間中、多分、これから付き合わなきゃいけないと思う。じゃあそれを今、

我々はワクチンと、それからあと特効薬でもって、何とかとりあえずウイズコロナ、新型コ

ロナを対応したいと思ってるんです。 

ワクチンについて、ちょっと誤解があるかなあという気がしてまして、私どもワクチンを

扱っているものとして言わせてもらうと、一般的にワクチンの有効性っていうのは、80から

90％。普通のワクチンであると、大体それぐらいだと言われてるんですけども、インフルエ

ンザ的な、こういうワクチンにウイルスに関しては、大体有効性が 30 から 60％ぐらいとい

うふうに言われてます。 

東京に国立国際感染症センターというのがありますけれども、実はこの国立感染症センタ

ーのセンター長が、実は佐賀医大のご出身で、佐賀県の塩田出身の先生で、今日本の感染症

センターのある意味でトップなんですね。大曲則夫先生とおっしゃるんですけども、今度は

11月に佐賀にお呼びしています。それで何をしようかというと、佐賀医大で御講演をまず学

生さんだとか、大学の関係者に、今日本の最先端もしくは世界の最先端のウイルスのこうい

った感染症対策、もしくはこれからの見通しということで、これぜひ市の保健関係の担当者

がいらっしゃればご参加いただきたい。今、リモートで、大学の方だけじゃなくて、佐賀県

の医療関係者のぜひこういう先生の話を聞いてもらえれば、佐賀県が日本一、こういう対策

が進んだ県になってほしいなというふうに思ってるわけです。 

先ほど言いましたように、私が心配するのは、結局、インフルエンザ、コロナのワクチン

が出たとしても、そんなに全員が、90％以上が、これで有効でないということがまずありま

す。ＷＨＯで、許可するのは、有効率が 50％で許可するんですよ。有効性だけじゃなく、有

効性が半分で、あと安全性が担保されることっていうことになってるけども。今までの例か

ら言いますと、大体 10年かかって、一つのウイルス、開発の経験で、今年は一生懸命いろん

なとこでやってますんで、短期間になる可能性がある程度できたとしても、今、ワクチンの、

なお、有効率そのものが、そんなに高くないんでですね。引き続き、ワクチンができたとし

ても注意をして生きていかなきゃいけないというふうに、コロナの生活が厳しいということ

を知っておくべきだろうということをまず皆さんに。 

じゃあどうするかというと、やっぱり共存する生き方をしっかりと、今言われてるような

新しいルーティンにしていくしかないと。３密であるとかマスクであるとか、手洗いとか喚

起するとか。今、皆さんご存じのように、結局、感染を広げないということもあるんですけ

れども。広げないことよりも、重症化をとにかく徹底して抑えるということによって、感染

しても生きていれさえいれば、我々はよみがえるわけですから。とにかく重症化を防ぐ、そ

して感染症を早く見つけることが大事で。 

佐賀市では、全体からいうと検査するところが少ないと思います。だからやっぱり、市と

して取り組むべきは、感染症の検査所をたくさんつくって、1 人でも多く検査を受けられる

ように。これから風邪とインフルエンザと、このコロナウイルスと３つが、ひょっとすると、

インフルエンザそんなにいかないかもしれないけど、一応、冬場に必ずある程度出てくるで

しょうから。その発熱外来の検査所みたいなものをしっかりと、今の病院さんとか、診療所

にやってくださいと言っても、無理なんですよね。結局、ほかの患者さんが本当に病気の人



が行けなくって、今、ご存じのように大体患者さんは２割ぐらいは、診療科目によっては３

割以上、患者さんが行ってますが、高齢者、外来にすごく少なくなっています。自分は病気

なんだけど、病院に行くとコロナに感染するんじゃないかということで、本来の自分の持病

さえも治療ができないような環境で、外来が減っている。そういう環境を何とか打破するの

はやっぱり、感染症の検査をするところ。これを、佐賀市で佐賀県でたくさんつくってです

ね、早く見つけて、そして重症化の可能性がある人を早く専門家の病院とか連れていって、

今とにかくこれを最小限にするというようなことが、私は佐賀でぜひ緊急の取り組むところ

コロナ対策だという意味では、ぜひそういうことを、佐賀市の予算をそんな立派な建物じゃ

なくていいんですよ。いわゆる、よくあるようにちょっと外にですね、駐車場あたりに、簡

易の感染症の検査だけをできる、そういうものはそんなに時間もかかりませんし、金もそん

なにかかりませんし、その体制をつくっていただきたいな、これが僕は緊急の提言としてぜ

ひ、今日お話したかったことなんです。 

 

 

○白井会長 

はい。ありがとうございました。安心で安全な暮らしを守るため、まずは感染症に対する

検査体制などや、さらなる整備ですね。資料１の 20ページ総合戦略の体系でございます。こ

れもちょっと見ながら、またそういうご意見いただきたいと思います。 

今の溝上委員さんの暮らしやすさの安全安心、香月委員さんの街の中の景気とか活気の話。

やっぱりその地域経済を支える産業の振興、多様な人材強い経済でつくるっていうのは、こ

のテーマの一つでもあって、その中でやっぱり街の中しっかり賑わってなきゃけない。本来

あるべき姿かもしれませんけれども、こういう経済については、この２、３人さんご紹介あ

りましたけど、今後どんなふうにあるべきなのか。例えば、日本政策金融公庫の浜委員、な

にかございますか。 

 

 

○浜委員 

まずは、全体の先ほど蔵本所長のほうから、佐賀県の銀行預金貸出状況がございましたけ

れども。やはり貸し出しのほうは、我々も含めて民間の金融機関さんもかなり貸し出しを行

っております。ちなみに全国我々の 152 支店あるんですけれども、全体で、9 月末現在で、

全国なんですけれども、約 66 万件の 11.3 兆円という金額が出ております。リーマンショッ

クのときが大体年間で 50万件ぐらいでしたので、それを半年余りでも上回ってると。これだ

けの貸し出しが全国で出てるという状況です。 

佐賀においても、もちろん都市圏が中心になりますけれども、9 月末時点で 3,150 件の約

454 億円の融資が出てると。民間金融機関さんも当然ながら国の同様に無利子の融資制度も

出ておりますので、民間機関さんトータルすれば、我々以上に融資のほうが出ていると。当

面の資金繰りということで、お客様は借り入れを抱えてる。特に小規模事業者の方は、借入

負担も重い中でさらに借入を重ねているという状況の中で、ただ据え置き期間を置いてる方

がほとんどでございまして、大体１年から３年据え置く中で、その中で経営改善を図って、

積みあがった負債をこれから３年間あまりの猶予の中で、経営改善を図って返していこうと

いうところではあるんですけれども。なかなか現状でも、飲食店の方に聞いても、特に団体



客の方が戻らないということもあって、戻ってもらいたいけれども、六、七割の水準しか戻

らないと。 

先ほど香月委員会の方からもありましたけれども、業種業態によって違いますけれども、

特に団体客中心の料亭なり、あるいは団体客中心の飲食店等が特に打撃をうけている状況も

ございまして。やはりここは我々もちょっとフォローアップともに、力を入れていかないと

いけないんですけれども。それに民間金融機関も同じでございまして、これからコロナに対

応して新しい需要を取り込んで、経営改善に取り組んでいるような企業も中には当然いらっ

しゃいますので、そうした事例を収集しながら、経営改善に我々も力をいれていかないとい

けないというところです。 

ただ、コロナが第２波、第３波がくるということになると、なかなかその後、借り入れを

返していく以上にまた借りないといけない状況になれば、非常にこの苦しい状態に追い込ま

れるということもございます。そこは借り入れも限界がございますので、その際にはやっぱ

り市の財政事情も多分あるかと思うんですけれども、何かしらの対策をうっていかないとい

けないのかなと。特に対面型のビジネスについては、借入では限界がありますので、何かこ

う助成金なり新たなものを対応していかなきゃいけないかなと考えております。 

あとは創業というものも出ておりますけれども、創業のほうも、創業前に申し込む方が、

前年比で、９月末現在で４割ほど減ってるという状況でございます。創業して、創業直後の

方の利用は増えてまして創業直後にコロナにおそわれて、資金繰りが苦しくなったというこ

とで、そういった申し込みのほうは、前年比でかなり、５倍ぐらい増えておるんですけれど

も、創業前の方が減っているということです。やはりそうした方、新たな需要に対応した創

業をいかに増やしていくのかということもこれから、市の施策としては重要だと思います。 

ちょっと話聞いた内では、佐賀市のビジネスプランコンテストを今年度は初めて開催され

る予定で、募集分野が新しい生活様式を踏まえたニュービジネスの創出が、ＩＣＴの活用と

いうこともございますので、そうした新たな需要に対応するような創業も増やしていく中で、

そうした視点で、経済の活性化させていく。特に据え置き期間を置いてる中において、何と

かその全体の底上げを図っていくように、全体で市の施策も含めて、対応していかなきゃい

けないのかというふうに感じておるところでございます。 

 

 

○白井会長 

ありがとうございます。永石委員さん、働く人の代表でお願いしたいんですけど。（資料１）

20ページの一覧でこのように総合戦略作ってますけど、何か感じてらっしゃる部分とかあれ

ばご披露いただければ。 

 

○永石委員 

はい、ちょっと働く者の立場からということで、先ほど日銀の佐賀事務所から話があった

んですが、所得環境といいますか、そういった形が随分減っていると。私たち連合のほうに

も、緊急相談っていうか、電話窓口等を出してるんですけど、そういったところで休業給付

金の問題だったり、雇いどめの問題、非正規の方とか結構来ております。そういった方々に

向けて、緊急融資の部分とか、いろんな部分はあることをご案内をしてるわけなんですけど

も、割と知らない方が多いということで、しっかりそこを広報すべきじゃないか、またより



しっかり確保していく必要があるんじゃないかというのは、もう緊急的な部分だというふう

に思っております。 

また、今後も私達で働き方改革を一緒にやっていかなきゃいけないわけなんですけども、

今回のコロナで本当に働き方改革が、一気に進んでいくっていいますか、テレワークであっ

たり、早く帰らせる、家ですると。本当に変わってきた中で、雇用環境の中で、私たちの働

き方が変わってくる。すると、その８時間労働制、正規雇用の問題、そういったことが大き

く変わってくる。この波の中でどういうふうに、働く場所、所得水準というものも確保して

いく。そして、日本全体がこれがよくなってくって思うんですけど、そこに問題点っていう

のを見出しておりますので、私たち自身も、そこにどういった回答があるのかっていうのも

今模索中なんですけど、そういう視野を持って考えていきたいというふうに考えてます。以

上です。 

 

 

○白井会長 

はい。ありがとうございます。社会福祉の関係で池田委員さん、何かありましたら。 

 

 

○池田委員 

はい、社会福祉協議会の池田と申します。先ほど、資料（資料１の P35）のほうで説明が

あった生活福祉資金のコロナの特例ですね、昨日現在で、1,362 名貸し付けを行っておりま

して、金額のほうも４億を超えております。県内全部で見ると 13億だったっていうふうに記

憶をしているんですが、今回のは特例の特例中ということで、保証人がないとか、そのあた

りで貸し付けはもちろんできるんですが、本来なら７月までというのが延長で９月になって、

さらに厚労省から延長で 12月ということで、毎日本当にひっきりなしに電話まだかかってき

ております。 

ただ、私たち社会福祉協議会としては、まず命を守るっていうこと、最前線にということ

で、あわせて食料支援っていうのを行ってきております。この貸し付けについてなんですが、

最高齢の方はですね、86歳の方です。この返済は、１年後から 10年かけて、86歳で 10年か

けて返すということは、96歳ですよね。私どもも、お金を貸し付けっていう業務もしており

ますが、単にお金を貸すだけではなくやっぱり生活を見ようということを重点的に、すべて

面接を基本にしております。全国の社協では追いつかなくて、郵送という形をしているとこ

ろもあると思いますが、佐賀市に限っては、すべて面接っていうことでしてきております。 

この 10 年の返済をどうやっぱり支援をしていくかっていうのも私たち社会福祉協議会に

課せられた生活支援をするっていうところになってくるのかなと思います。そういう意味で

は、今回のコロナについての、まだまだこの先、ウイズコロナ、一緒に生活を立て直すため

の支援、仕事があればそれで解決する方もたくさんいらっしゃいますが、ここのコロナによ

って見えてきたものっていうのが若干ありますので、そのあたりを今、コミュニティーソー

シャルワーカーにつないだりとか専門機関につないで、対応しているっていう状況が一つあ

ります。 

もう一つですね、私ども社会福祉協議会は、今まで居場所づくりだとかサロンだとか、人

が集まって、はい。集まることを目的としてそこでふれあいとか絆とかっていう、業務をし



ていきました。それもコロナによって、一遍に変わってきて。ただ、佐賀市内で、旧市内で

すけれども、19の校区社協っていうの住民団体があります。そこの会長さんたちとも定例定

期的に話し合いをしていくんですが、できないできないばかりじゃということで、社会福祉

協議会も喝を入れられまして、どうやったらできるかっていうことを考えていこうと。まず、

集客型の例えばサロン、それから、そういう集いとかっていうものを、地域の方の努力によ

るんですけれども、チャレンジしてそれから、アイデアを出してもらって、訪問型に切りか

えたりとか、その辺のところっていうのは、皆さん方、住民さんも含めてですけれども知恵

とか、それからアイデアをもらって、今、行っているところであります。 

ある校区ではですね。ＳＮＳを高齢者の方への勉強会じゃないですよ、研修会をして、ラ

インで安否確認をしてみようと。それは、もともと高齢者の方は、ＳＮＳは使えない、スマ

ホは扱えないいじゃないかっていう、そういう発想を打ち破って参加される方、80代の方も

いらっしゃいます。そういうふうなところで、少し見方を変えたりとか常識、今までこうだ

ったからっていうのは、もう通用しない社会になってきてるなっていうのは、実感として考

えております。 

集中型が、先ほど言いましたサロン活動もできないならじゃどうしたらできるのか、安否

確認できるのか、きずなを持っていけるのかっていうところで、集まるのを先ほど言いまし

たけれども訪問型に切りかえて、地域の力ですよね。そういうところで工夫をしてもらって

るっていうのが今の現状ですので、これがしばらく続くと思います。 

私ども、私ども社会福祉協議会も、地域福祉の各っていうところでは、まだまだ、できる

ことがたくさんあるかと思いますので、皆さんの知恵を借りながら、高齢者を一人にしない

地域の中で孤立させない、命を守るということで、今後、進めていけたらいいんじゃないか

ということで今、協議会の中で話をしている地域の方とお話合いをしているっていう状況で

す。 

 

 

○白井会長 

ありがとうございます。佐賀市らしい取り組みとして、うれしい話ですよね。まだまだこ

れからも、努力をしていかないといけないとこありますけれども、本当に地域コミュニティ

ーのまだまだ息づいてる佐賀らしいお話でありました。自治会の方でなにか、ご意見等あり

ましたらお願いします。 

 

 

○小城原委員 

自治会が何ができるかっていう、今、高齢者のことをおっしゃったんですけど、勧興校区

で高齢者スポーツ大会をやりました。老人会の会長から相談を受けて、とにかく３密をさけ

て、どうやったらできるかどうしたら、こういうことができるかって、みんなで知恵を出し

てくださいと言ってたら、今までが 120前後だったのが、208人参加してくれたんですよね。

それは時間を変え時期を変え場所を変え、公民館がだめだったら、体育館使いなさい。それ

でだめだったら、運動場でやりなさい。そういうことで、やはりあの高齢者の方も家にじー

っとしているのが嫌で、やってくれっていうような、逆にそういうふうな提案が出て、そし

てみんなが知恵を出し合ったっていうことなんですね。 



それと、見守りを青少健がやりますけど、これは下校時に対して、お互いに登下校時に家

の前に立ってくださいということで外に出す方向ですね。そうすると周りが見えてきます。

そうすると顔を合わせることによって、その地域が活性化していくということです。そうい

うことを非常に今推奨しております。 

それと、結婚出産子育て切れ目のないと書いてありますけど、自治会長は今 664 人で女性

が 5％ぐらいしかいないんです。それを３年前からふやしてくれっていうことで、言ってお

ります。やはり子育てで、身近にそういうふうに相談する人がいたら、児童虐待が起こらな

いでしょうし、また安心をするでしょうし、地域でいろいろと考えていけるんじゃないか、

そういう観点でですね。もうとにかく、今年はハンドブックを作り直したので、５年ぶりに

そこに１ページに書いてます。そういうことで、地域では女性が非常に活動していただいて

るんですけども。上に立つということがないんですね。女性が上にたつと、新たなアイデア

がうまれてくるんです。男性にない観点で考えてくれますので。 

それともう一つ、富吉先生がおっしゃったような、非常に私も危惧してるのが、大学生が

大学に行くと全国のいろんな友達ができるのに、（コロナの影響で）そういうのができないっ

ていうこと。やはり顔合わせていろいろ話すことによってコミュニケーションが生まれ、そ

ういういろんなことが生まれてくると思うんですけど、それができないっていうのが非常に

私も危惧してるんです。２年生になって一挙に広がってくれればいいと思うんですけど。 

私も孫が今大学に２人行ってるんですけど、やはり関東から帰ってきてるんですね。静岡

に住んでるんですけど、リモート授業で帰ってきてるんです。そうなると、会う人がいなく

なってるんですね。確かに、今のいろいろな機器を使えば、若者がどんどん（コミュニケー

ションを）とってるんでしょうけど、しかしそれは限られた人なんですね。しかし大学に行

くと、そこの学園に行くといろんな人と会うことができる。いろいろ授業を受けたり、いろ

いろなゼミを受けたりとか、そういうのができてないと、非常に今危惧しているんです。そ

ういうことを、自治会ができることは、地域で安心、安全で暮らしていけるということは、

念頭において、いろいろと施策をやってるところです。 

 

 

○白井会長 

ありがとうございます。だいぶ時間も押し迫ってまいりまして、全員の方にお願いすると

いうのは難しくなってきたんですけども、一次産業から、林業、漁業、農業でおいでいただ

いてますけれども、全員というのは、ちょっと時間的に無理かもしれませんけど、どなたか

代表してお願いします。 

 

 

○江頭委員 

佐賀有明漁協の江頭でございます。一次産業という立場の中ですね。今、コロナ対策のほ

うを今一生懸命やってるところで、ちょうど海苔のシーズンが始まりました。当然、海苔っ

ていうのは、全国から買い付けにお客様がいらっしゃいます。我々の生産過程では各個人、

また協業体という大人数の加工場がございまして、そこでも仮にコロナが発生したら、生産

が一時中止になります。ということは、とってきた海苔が作れなくなって、捨ててしまうよ

うなことも出てくる可能性があります。また検査場では、検査場で出たら出荷できなくなる



とか、検査が間に合わなかったりとか。そういった事態もあるので、ちょうど昨年の３月ち

ょうど最後の入札会あたりは何とか切り抜けましたが、今シーズンここまで、コロナが、正

直長引くとは思いませんでした。 

ただ、私としても非常に危惧をしていたので、万全の体制でやる為にいろんな多種多様な

対応策を３月以降、一生懸命やってきたところでございます。先ほど企業の設備投資が非常

に増えているというところで、我々もコロナ対策で、いろんな設備にお金をかけさせていた

だいております。というのは、そうしないと、お客様も安心して買いにきてくれない。そう

いうところで、当然、トイレが自動ドアになるとか、手を洗わなかったら扉が開かなくなる

とか、入口入ってくるときはカメラで温度を測って、だめな時はビーとなるとか、あとはす

べてそのカメラの履歴は残るようなシステムを入れさせていただいております。そういう面

での設備投資は、かなりかかりました。 

ただ当然、生産者が一生懸命とってきたものが、売ることができない、滞ってしまうこと

は、いわゆる組織として非常にいけないということで、しっかりと今できる限りのことをや

らしていただいてるところでございます。それで、我々も保健所等で、いろんな相談にも上

がったりしたんですけど、なかなか具体的なところまでは、本当に詰めたことを僕たちも話

したかったんですけど、保健所のほうは、なかなかそこまで突っ込んでは、議論にならなく

て。あとは結局我々が手弁当でっていうか、ここはこうだろう、やっぱこうだよっていう点

で詰めてマニュアル化をし、つくったところでございます。そういった面で、一生懸命そう

いう対応やってきたというところで、先ほど委員の皆さんからウイズコロナというところで、

今後そういった、今まではどちらかというとトイレが自動的に開くなんて、そんなのは過剰

設備じゃないかと、ちょっと安直に思っていたのが、まさにウイズコロナの時代は、衛生管

理の行き届いたものをお届けするために、当然生産から出荷まで流通まで、しっかりそうい

った管理をしなきゃいけないなというのを改めて感じたところでございます。 

我々もとにかく今シーズンコロナが出なくてよかったねって、我々海苔業界っていうか

我々の組織の合い言葉になっております。残念ながら、多分、街なかでも飲食が少なくなっ

たっていうのは、多分生産者がなかなか出歩いてないのも一つのちょっとした要因なんかな

というふうに感じているところでございます。できれば、佐賀版もこれはここ大丈夫だよっ

ていう、何かそんなところが提案できるようなお店の提案に至るがあるといいですよね。変

に差別化することで、マイナスになるかもわからないけど、お客様としては、あそこ行った

ら大丈夫よっていうのがあれば非常に安心して行けるのかなっていうところが、ちょっと（佐

賀市に）ないのが残念だなと、あれば面白いかなと思ったりします。 

今回も唐人町の辺りがカフェのようなオープンテラスになっております。何かヨーロッパ

に行ったような感じが私はしているんですけど、佐賀の街でヨーロッパみたいな雰囲気が味

わえるようなああいう街並みとか、ああいう提案をしていただいたほうが非常によかったか

なというふうに思っているところです。そういう面では、飲食に誘いこむための、少しお客

様に安心の伝えるような情報なり、ここまでちゃんとやってるから大丈夫だよっていうふう

な、そういうキャッチボールみたいのがあれば、非常にいいかなというふうにちょっと思っ

ているところでございます。ちょっと雑駁な意見になりましたけど、そういうふうに思って

いるところでございます。 

 

 



○白井会長 

ありがとうございます。まずは、感染症については、検査体制をしっかりと拡充をしてい

きながら、佐賀らしく、例えば地域の自治会活動にあっても、社会福祉活動にあっても、地

域のつながりをもっともっと強くして、工夫して取り組みながらやっていく。働く人も、働

き方改革の中でどんどん進んでいっている中で、またこれも知恵を出して、対応していくと。

企業にあっても、その支援をされながら、例えば団体であれば、産業の支援のために、施設

の投資もある場面必要であるし、まちなか商店街にあっては、新しい工夫をいろいろしなが

ら、これも知恵を出しながら、今までにない取り組みでもって人を呼び賑わうようにしてく。

そして、疎遠になりがちな若い人達にも、シニアの人達など、それから、新しく職場に出て

行く女性の人たち、こういう人たちもまた、それぞれの工夫の中で、この新しいコロナの時

代に、ちゃんとうまく対処していくというようなことで、すべて佐賀市の強味にしていくと

いうような感じになっていければ。 

 

 

〇溝上委員 

感染者数にあんまりこだわらなければ、重症化しなきゃいいんですし、生きてればいいわ

けで、罹ったぐらいで、あんまり感染者数が上がった下がったってね。それよりは、早く見

つけて、早く重症化しないようにして、可能性がある人だけはきちっと命を救ってあげれば。

その代わりに経済が活性化するという、そっちを選ばないとね。感染者数が上がった下がっ

た、今日何人出たなんて毎日毎日、あんなテレビとか新聞でやるなと。佐賀は、より重症し

た人が１人出たから気をつけろとか、もっと早く検査をみんなでしなさいよとか、そういう

ことのほうに力を使ったほうが、このへんはやっぱり、戦略と規制を市で中心にやったほう

がいいですね。はい、というふうでございまして、自信を持って、新しい時代にも取り組ん

でいきたいと思っております。 

 

 

〇白井会長 

はい、それでは本当にたくさんの貴重なご意見ありがとうございました。今日いただきま

したご意見を参考にしまして、第二期の総合戦略を検討してもらいたい。また、まとめまし

たら、お届けしたいと思います。 

今後も、このまち・ひと・しごと創生に向けては、委員の皆様と一緒に力を合わせて取り

組んでいきたいというふうに、市としても考えております。引き続き、ご指導ご支援を賜り

たいと思っております。どうぞよろしくお願いします。事務局にお渡ししたいと思います。 

 

 

〇事務局 

はい、長時間にわたりありがとうございました。その他でも特に事務局から連絡事項ござ

いませんので、これをもちまして、令和 2 年度佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議を終

了いたします。本日はどうもありがとうございました。 


