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佐賀市総合計画審議会 第１回経済産業分科会 会議録  

 

◆日時  平成２６年７月１６日（水） ９：５８～１２：０９ 

◆場所  佐賀市役所 大財別館４－１会議室 

◆出席委員（敬称略：五十音順。◎は分科会長） 

  荒川国子、伊豆哲也、◎香月道生、貞森祀子、杉山和則、藤野兼治、弓削美保子 

◆欠席委員（敬称略：五十音順） 

  徳永重昭、中尾順子 

◆事務局 

  石井農林水産部長、香月経済部副部長、中島農林水産部副部長、鬼崎農業委員会事務局長、 

  坂井商業振興課長、干潟農村環境課長、川副森林整備課長、竹下水産振興課長、本告農業委 

員会事務局副局長、中山農業振興課参事、大城企画政策課長、横田行政評価係長、白濱、 

志津田 

 

◆議事要旨 

≪開会≫ 

○香月分科会長 

 第１回分科会では、委員から意見・質問を出していただきたい。 

次回（第２回）では、出された意見等に対する事務局回答を審議し、第３回では分科会として

の意見集約を行う。 

 

≪議事≫ 

（１）1-1 魅力ある観光の振興 について 

○荒川委員 

事前提出した意見・質問３件について。 

１点目は、成果指標と目標値「観光入込客数（日帰り客・宿泊客）」の基準値について、第一次

佐賀市総合計画よりも低くなっている理由。 

２点目は、海外からの観光客のうち佐賀の温泉への宿泊客数はどうなっているか。 

３点目は、目標値について、観光客の呼び込みターゲットを国内からと海外からに分けて設定

してはどうか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

１点目の目標値が下がった理由だが、国が観光客の算定方法を平成 24 年に見直し、共通基準を

設けたことによるもの。例えば、森林公園の利用者は、従来は観光客数に入れていたが、日常的

に使う公園の利用者は観光客から除外することになった。研修施設の宿泊数なども同様。 

２点目について、佐賀県の統計によると、海外からの訪問者は、平成 23 年度は約 36,900 人、

平成 24 年度は約 41,000 人、平成 25 年度は約 56,000 人。ただし、県のデータでは、温泉宿泊客

数は不明である。佐賀市では、外国人の宿泊者は、平成 23 年度約 2,100 人、平成 24 年度が約 7,000

人、平成 25 年度が約 12,600 人。このうち、古湯・熊の川温泉の宿泊客は、平成 23 年度が 9 人、

平成 24 年度が 48 人、平成 25 年度が 330 人であり、増加している。 
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宿泊施設の方に聞いてみると、外国人の方を受け入れた場合に言葉の問題があって、受け入れ

が難しいところもあれば、積極的に受け入れたいという施設もある。積極的に受け入れたいとこ

ろについては、市から推薦して受け入れを進めている。個人客については、温泉利用が増えてい

る。一方、ツアー客については、今の古湯・熊の川温泉では受け入れが難しい。 

３点目の目標値について、宿泊客数は国内外を分けて把握しているが、日帰り客については、

把握が難しく、目標値としては分けずに設定しているところである。 

 

○荒川委員 

提案だが、海外の観光客は、日本的なものに魅力を感じる。佐賀城など観光施設の入場券で外

国人向けのものを発行し、観光客数を把握すれば良いのではないか。今、ターゲットを絞った戦

略が民間にも言われており、数値が少しでも把握できると、行政だけでなく、民間も動きやすい

のではないかと思う。 

 

○事務局（経済部副部長） 

外国人向けの入場券をつくるというのは非常にいいアイデアだ。佐賀に来る海外の観光客は、

日本的なものに興味を持たれており、市でも中国からのツアー客に茶道や着付け体験を実施し好

評だった。また、古湯の温泉旅館の庭を気に入られて、リピーターになった方もいる。 

戦略として、日本的なものをアピールしていこうと考えており、特に中国向けプロモーション

では、“純”という言葉、ピュアなイメージが好まれているため、そこを打ち出していきたい。 

 

○香月分科会長 

県観光連盟はかなり外国人客にシフトしていて、地方自治体から異論が出るほどだが、これか

ら広がっていくマーケットであり、必要なことである。 

 

○伊豆委員 

「円卓会議」で、中国人から、日本的なものがアピールするというのは、ある部分では思い込

みではないかとのアドバイスを受けた。中国人にとっては、日本の農村風景が非常に驚きとのこ

と。農村が整然と整備され、その中に近代的な建物がある風景が中国では珍しいとのこと。 

「北部に広がる自然や温泉、南部の有明海など」とあるが、「農村の風景」というのも良いので

はないか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

農村風景については、これまでのニーズ調査等で出なかった意見であり、今後参考にさせてい

ただきたい。 

 

○事務局（農林水産部長） 

日本に来た中国人が原風景を見て、綺麗だ、美しいと言うシーンをＴＶで観て驚いたことがあ

る。これからの佐賀市の観光の方向性、キーワードが見えてくるのではないかと感じている。 

 

○事務局（経済部副部長） 
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市南部で、観光振興に関するワークショップを開催した。福岡からの参加者から、麦秋の風景

が素晴らしいとの意見があり、麦秋カフェを開催しているが好評である。 

 

○貞森委員 

小城のホタルを見に行った際に、若い外国人客がマイクロバス２台で来ていた。外国人客向け

に夜のイベントを企画すれば、宿泊に繋がるのではないか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

古湯温泉で、ホタルや日本酒を合わせた企画を実施している。今後も宿泊に繋がる仕掛けを検

討したい。まちなかでもギンタという酒を楽しむイベントがある。 

 

○弓削委員 

外国人は、日本に観光に来て Wi-fi に不便を感じている。観光経済新聞が行った、日本での旅

行中に困ったことに関するアンケートによると、｢無料の公衆無線 Wi-fi がない｣が 30.7％、｢コミ

ュニケーションが取りにくい｣が 24％、｢目的地までの公共交通の経路の情報が入手しにくい｣が

20％となっている。佐賀県は Wi-fi を県全体で進めているが、どこでも使えるというのもひとつ

の魅力ではないか。 

観光客は、不便を感じるとその場所にまた行きたくないし、紹介もしたくないと思うもの。便

利なところに、日本的なものや自然があればなお素晴らしいと思う。 

また、取組方針の「1-1-4 コンベンションの誘致」とあるが、佐賀市はコンベンションの誘致が

進まない。国際会議となると会議室が多く必要だが、佐賀にはそういう会議室がないため誘致で

きない。また全国大会レベルでも、宿泊施設が足りず、佐賀県全体を取り込まざるを得ない。コ

ンベンションの誘致については、まずは、宿泊施設や会議室をどうするかという前提が必要では

ないかと思う。 

従って、国際会議はずっと先の話であって、まずは九州の地方会議や全国会議などに取り組み、

その後に国際会議という形にするべきではないか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

Wi-fi については、海外の方のニーズが高いと感じており、佐賀空港～佐賀駅バスセンターのリ

ムジンバスや駅の観光案内所、バスセンターを Wi-fi 化した。また、公共施設のうち観光施設は

Wi-fi 化を進める予定である。 

県は Wi-fi 化に力を入れており、民間施設にイニシャルコストの半額補助をしている。しかし

ながら、ランニングコストは事業者負担であり、実際に利用する外国人客数との兼ね合いもあり、

設置は進んでいない。市が補完するのか、他の方策を考えるのか、今後検討が必要である。 

コンベンションについては、福岡や長崎と同じような大規模施設を整備することは難しい。一

方で、佐賀にあるものを使って、九州大会などの規模であればコンベンションの誘致はできると

考えている。駅前にコンベンション施設を検討してはどうかという意見もあり、施設のあり方に

ついて調査を始めたところである。また、スポーツコンベンションとして、バルーンフェスタが

ある。こうした佐賀の特性に合った大会の誘致なども進めていきたい。 
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○伊豆委員 

成果目標について、「歴史、自然などの観光資源」とあるが、｢文化｣を入れるべきではないか。 

これからは都市観光という方向に進むと考える。自分は市外からの客をシアターシエマによく連

れて行く。こうしたサブカルチャーも含めて、地域資源としての佐賀の文化を発掘して磨き上げ

るということが極めて重要だと思う。 

 

○事務局（経済部副部長） 

意図的に外したわけではないが、｢歴史｣｢自然｣という大きなものがあるので、こういう書き方

になっているが、｢文化｣と言う言葉については検討したい。 

 

○香月分科会長 

生活文化や食文化など、地域独自の文化は魅力として大事だ。検討していただきたい。 

 

 

（２）｢1-2 活力ある商工業の振興｣ 

○杉山委員 

取組方針に「新たな地域通貨の導入」を追加していただきたい。自分の地元の富士町は高齢化

が進み、限界集落も多くなっている。地域の小さな商店が無くなり、買い物をするところも無く

なっている。地域を元気にするためには、商店主が生き残って、地域を活性化することが必要だ。 

今までの地域振興券は、例えば 20％のプレミアム分の負担が役所や商工会に生じることが課題。

地域通貨は、解決すべき課題はあるが、地域に「造幣局」を造り、地域通貨を発行することは合

法的に可能だと考えている。 

大型商業施設で買い物をしても、お金は大都市圏に流れてしまう。地域の中で、お金が循環す

る仕組みが必要。地域通貨の導入により、過疎などの諸問題の解決策になるのではないか。 

 

○事務局（商業振興課長） 

杉山委員が考えるイメージは、日本銀行券と地域通貨が併存するということか。 

 

○杉山委員 

日本銀行券と地域通貨の両方が使え、換金もできるイメージ。例えば市が参画してくれれば、

納税も地域通貨で可能だということ。 

消費税が 10％に引き上げられる際に、低所得者に還付するという話もあるが、ナンバー制で全

員の所得を把握することは困難である。最終的には、日本銀行券も地域通貨も全てポイント制に

なり、電子マネーに代わっていくことになるのではないかと思う。 

 

○事務局（商業振興課長） 

地域で生み出した財、価値を域内で循環させることは、地域の活性化には必要だ。このため、

これまでプレミアム付き商品券を発行して、できるだけ域内で消費してもらう取組を行ってきた。 

杉山委員ご提案の地域通貨だが、過去に諸外国でも第一次世界大戦以降などに事例があるが、

問題が生じている。また、日本では法令上、慎重に検討する必要があると認識している。 
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○貞森委員 

地域通貨は以前、ポイントを遠隔地の人の介護などにも使えるようなものとして出ていたと思

うが、佐賀の場合、遠くに行っている場合には使える範囲がないなどの問題があった。 

ふるさと納税をした人に富士町の特産物を贈るなど、そうしたことをしっかり行ってはどうか。

福島の原発事故以降、東京に干し柿を贈ったら喜ばれた。そういうキャッチがあったときに、す

ぐに対応して、自分たちでやっていくことが重要。商店も生き残っていかなければならない。 

 

○杉山委員 

商店主の減少や買物難民の問題は、山間地だけの問題ではない。どの地域も高齢化して、買物

客も減っている。商店主が生き残っていける方法を考えなければならないと思う。 

 

○香月分科会長 

プレミアム商品券を定期的に発行する仕組みを作るのではなく、恒常的に通用する通貨という

形が良いと考えておられるのか。 

 

○杉山委員 

期間的にではなく、通年で使え、円と同じような使い方ができるようなものを目指すことが一

番だと思っている。世界でビットコインなどがあるが、そういうイメージを持っている。 

 

○事務局（商業振興課長） 

域内の経済循環を高める施策は必要だと思っている。ただ、市内に２つの通貨が併存するとな

れば、現行法の枠内ではなかなか対応が難しいと感じる。法に抵触する恐れが高いのではないか。

信用不安をあおる恐れもあり、慎重に研究する必要がある。 

 

○杉山委員 

言われることはわかる。急に市全体でやるということではなく、小さな町単位で実証試験がで

きればいいと思う。 

法解釈だが、自分は合法的に可能だと認識している。 

 

○香月分科会長 

では、法律的な部分と、費用対効果の問題も含めて、事務局でもう一回検討していただきたい。 

 

○伊豆委員 

取組方針に企業誘致とあるが、工業なのか IT 関連なのかなど、ある程度の方向を示したほうが

良いのではないか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

まずは、業種に関わらず、雇用が増えるような企業を誘致する必要がある。今は、特に環境分

野の企業に注力しているが、あまり書き込むと拡張性がなくなるので、こういう表現に留めてい



6 

 

ることに理解いただきたい。 

 

○伊豆委員 

これから成長していく分野の企業というイメージか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

はい。ただ、言葉として入れるのは難しいと思う。 

 

 

（３）｢1-3 賑わいあふれる中心市街地の活性化｣ 

○荒川委員 

空き店舗等の利用対策、コミュニティの再生として、子育てと介護をしている女性の立場から、

子どもと高齢者に特化したサービスの展開を提案したい。 

エスプラッツに保育所ができたが、まだまだ待機児童は多い。それに加えて、産休・育休明け

の保育所の預かり日など、スムーズにいかない場合が現実に起きている。 

また、児童が病気の際に預かってくれる、病院と併設された保育所ができたのは知っているが、

まだまだ数が少ない。また、サービス業が盛んになってくると、土・日、祭日の保育も必要だが、

預かってくれる保育所は少なく、預かってくれる時間も短い。こうした課題への対策として提案

した。 

また高齢者に対するサービスとして、ちょっと介護が必要な方でも、特徴あるおしゃれなデイ

サービスというものを行ってはどうか。例えば、麻雀デイサービス、ダンスデイサービス、男の

料理教室デイサービスなどである。デイサービス施設は郊外に多くできているが、中心部の空き

店舗に子どもや高齢者を預かる施設があれば、施設の職員がそこに集まってくる、送迎する家族

も集まってくる。とにかく中心部に足を運んでもらう取組として提案した。 

また、子育てや介護をしている場合、なかなか買い物に行けない。中心部に子どもを預けたり、

高齢者がデイサービスに来る特典として、地元スーパーなど地元でやっている人たちと連携して、

施設で注文書を受け取り、地元商店街から施設に商品を届ける。そういう仕組みを作れば、子ど

もの送迎と一緒に買い物ができ、しかも地元商店街から買うことができる。子どもと一緒に荷物

も持って帰る、というのは非常に便利だ。 

高齢者も、ヘルパーや介護タクシーなどのサービスもあるが、中心部のデイサービスであれば

サービスと買い物を一緒にできる、こういう付加価値をつけた子どもと高齢者に特化したサービ

スというのは今まであまりない。そういうものに少し目を向けてみてはどうかという提案である。 

 

○事務局（商業振興課長） 

やはり中心市街地の再生を図るためには、様々な機能を集める必要がある。荒川委員のご提案

は、全てではないが、これまで検討したり、実際に実施したものもある。ただ、いろいろな事情

で続かなかったものもある。しかし、お年寄りが多くなるという社会情勢もあり、お年寄りが歩

いて暮らせる街を作っていく必要があると思うので、ご提案いただいた内容については、今後事

業の中で検討をしてまいりたい。例えば、保育所はエスプラッツの中に進出していただいた。ま

た、デイサービスの拠点施設も進出するなど、動きは出てきている。 
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マージャン教室についても、佐賀大学のサテライトオフィスで社会人向け講座として取り組ん

でいるものもある。できるだけ街に人が来て、過ごしやすい、ということは様々な角度から考え

ていく必要がある。 

 

○荒川委員 

少しずつ取組が進んでいることは感じる。だが、空き店舗の利用として、何かに特化したもの、

例えば「高齢者通り｣とか｢子ども通り｣とか、店舗などを特化して誘致するなど、そういう取組が

面白いのではないか。こうした取組が進み、住みやすい佐賀市になることを期待している。 

 

○藤野委員 

荒川委員の提案に買い物や保育があった。エスプラッツの中にアスタラビスタというスーパー

があるが、関係者から佐賀店は経営が厳しいということを聞いた。スーパーが果たせる役割を、

行政がもっと接着剤的な役割を果たして、有機的、機能的に結び付けていくことが基本だと思う。

その接点が希薄になっている。 

アスタラビスタを例に挙げたが、誘致した以上は、荒川委員の提案のようなことを機能的に結

びつける部分をちゃんとした形で計画に謳い、具現化するような方向で取り組んでいかないと、

佐賀の魅力は引き出せないし、醸し出せない。まちづくり自治基本条例を制定したことも、そう

いう趣旨なのだと思っている。 

 

○香月分科会長 

この施策の中に具体的に言葉を入れるべきだということでよいか。 

 

○事務局（商業振興課長） 

機能的な結びつきという趣旨を具体的にご説明いただきたい。 

 

○藤野委員 

いつも行政が縦割りで物事を考えていると感じる。計画の中で、もうちょっと横をめぐらせて、

荒川委員の提案などを繋げていくことが機能性だと考えている。計画でどのように表現するか、

表現できるかはわからないが。 

 

○事務局（商業振興課長） 

様々な機能が集積して初めて、人が住みやすい、行きたいと感じる街になると思う。そこに住

む人。働く人のための機能をできるだけ多く集めていく必要があると考える。 

荒川委員の提案は、子育て世代や高齢化世代が過ごしやすいという、ある程度特化したご意見

であったが、当然に現役世代も含めて、ユニバーサルに住みやすい、行きやすい街をつくってい

く必要があると考えている。 

 

○事務局（企画政策課長） 

個々の施策で審議いただいているが、佐賀市の住みやすさという面に大きく影響してくる部分

であり、様々な施策がかみ合って住民満足度を上げるという形だと思う。どちらかといえば、基
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本構想の部分になると思うので、藤野委員からの意見で基本構想の見直しを行う必要があるか、

基本構想を確認させていただく。 

 

○藤野委員 

賑わいと記述しているが、賑わいには魅力が必要である。荒川委員の提案のような今までにな

い取組が、期待感や期待値となって魅力に繋がる。杉山委員や荒川委員の提案のようなことをや

っていけば、地域の魅力づくりに繋がっていく。 

 

○伊豆委員 

「1-3-3 魅力ある店舗・施設の整備」だが、総合計画なのでどこまで具体的に書けるのかはわか

らないが、方向性がもう少し見えるように、「住民ニーズ」という表現に、荒川委員の提案のよう

な具体的表現を入れる工夫をしてはどうか。 

 

○事務局（企画政策課長） 

他の分科会でも、具体的な事業が載っておらずイメージが湧かないとの指摘があった。具体的

例示を挙げ「○○など何々」と記載するなど、わかりやすい形にするよう検討したい。 

 

○貞森委員 

平日に街に人が集まり、街を歩くような取組を自分たちのグループでも考えているが、市から

の情報発信に期待している。 

また佐賀には、陶芸家や染色家など芸術・文化の素晴らしい人がいる。そういう方を交えた集

まりや、佐賀の素晴らしいお菓子と組み合わせた取組をやって、自分たちで宣伝をしていかない

といけないと考えている。バスのワンコインシルバーパスも７０歳からに拡充されたので、でき

るだけ皆で街に出て行く取組を考えていきたい。 

 

○事務局（商業振興課長） 

情報発信についてだが、なかなか市民に伝わっていないことを痛感している。情報のチャネル、

選択肢を増やし、できるだけ多くの媒体を使い、多くの場で情報発信に努めたい。また、関係団

体との連携も強化していきたい。 

また、３年前くらいから、文化人の講演会や、お菓子を活かした集まりをできるだけ街なかで

やってもらう試みを始めており、続けていきたいと考えている。そういった活動をされている方

に対しては、できる範囲でのサポートを続けていきたい。 

 

○杉山委員 

「1-3-3 魅力ある店舗・施設の整備」「1-3-4 賑わい創出の支援」に「無料駐車場の整備」を追加

していただきたい。人が集まらない一番の原因は、無料駐車場が無いことではないか。佐賀は車

社会であり、人はどうしても無料駐車場のある便利な郊外型施設に行ってしまう。大きな土地を

確保することは難しいとは思うが。 

 

○事務局（商業振興課長） 
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駐車場対策として、市内 28 箇所の有料駐車場を対象に、加盟店を利用した場合に、えびす駐車

券を発行して駐車料金を一定時間無料化する事業を行っている。中心市街地には 2500～3000 台

の駐車場があり、えびす駐車券を利用していただければ無料で駐車できるため、現況で対応して

いきたいと考えている。 

 

○杉山委員 

何もしなくても無料の駐車場が、煩わしくなくて良いと考えている。 

 

○香月分科会長 

大型商業施設の駐車場が無料といっても、誰かがコストを負担している。中心市街地に無料駐

車場を作った場合、誰がそのコストを負担するのかという問題を解決していかないといけない。 

 

○杉山委員 

大型商業施設であれば、負担も比較的容易かと思われるが、小さな商店主であれば、その負担

は大変に難しい。ある程度は行政が補助金を出す必要があると思っている。 

 

○事務局（商業振興課長） 

個々の商店は小さいが、商店街組合を組織されている。組合として駐車場を整備し、加盟店で

えびす駐車券の負担をされている事例がある。やはり、誰がコストを負担するかという問題であ

り、現行のような、商店を利用すれば有料駐車場が実質無料になるという取組を続けていきたい。 

 

○藤野委員 

魅力的なイベントであれば、駐車料金で文句を言う人はいない。駐車場が無料が良いか有料が

良いかは別として、魅力がないと行かない。1-3-3「魅力ある店舗」の概要として「住民ニーズに

合致した」とあるが、行政言葉で訳が分からない。魅力とは何か、という肝心の部分を見据える

ことが解決には必要だ。 

 

○杉山委員 

魅力がないと行かないということはわかるが、魅力ある街づくりの特効薬があるかというと非

常に難しいと思う。 

 

○香月分科会長 

杉山委員は、中心市街地へのアクセス確保のひとつの方法として無料駐車場を提案されており、

魅力ある店舗や施設とは別次元の話だと理解している。 

 

○杉山委員 

魅力ある街と駐車場と、どちらが先かは鶏と卵のような話でどちらが先とは言いがたい。ただ、

自助が前提だが、自助のためには公助も必要だと思う。既存の考え方を打破し、風穴を開けるに

は、きれいごとではなく、思い切った対策をしないと難しいと思う。 

それと、基本構想、基本計画全体を良くするということであれば、市がもっと一生懸命になっ
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て婚活に取り組む必要があると思う。人が多くなれば、必然的に物事は解決していくと思うので、

力を入れてほしい。 

 

○荒川委員 

無料駐車場というのは曖昧で謳いづらいと思う。今は、目的の店で買い物をしないと無料にな

らない。ぶらっと歩いて、買い物をしなくても無料になる、というニュアンスで言われているの

かなと感じた。 

 

○杉山委員 

目的がないと駐車場を利用しないという点と、目的がなくても、無料駐車場があるから行って

みようかというのは両方だと思う。 

 

○荒川委員 

買い物をしなくてもアーケードを回るだけでもその駐車場代を処理できるシステムがあれば、

ということでよいか。 

 

○杉山委員 

 はい。 

 

○貞森委員 

アスタラビスタで買い物をすると、１時間分駐車券が貰える。自分は、その１時間で街なかを

回っている。 

 

○香月分科会長 

十分なキャパシティがあれば、社会実験的に、昼間は無料にするとか、50 円に値下げするとか、

そういった取組もできると思う。現状の中心市街地にあまりそういったキャパシティがあるとは

思えないが、取り組める部分があれば検討していただくということでよいか。 

 

○杉山委員 

努力はしてもらいたいと思う。 

 

○伊豆委員 

成果目標の｢歩行者｣について、元々の目標が、一日何千人が動くまちということを知っている

ので意味はわかるが、｢歩行者｣という書き方には意味があるのか。 

 

○事務局（商業振興課長） 

｢歩行者｣というのは、街が賑わうということは、人がいるということ。一箇所だけで帰るので

はなく、できるだけ街を散策してほしいという思いを込めて記述している。 

 

○伊豆委員 
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意味はよくわかるが。施設の中にたくさんの人はいるけれども、街なかに人気がないという意

味で｢歩行者｣という記述なんだろうと思うけれども。 

 

○藤野委員 

成果目標の「魅力」とは何を指すのか。 

 

○事務局（商業振興課長） 

魅力というのは人それぞれ捉え方が違い、様々なものが求められている。中心市街地において

は、魅力とは、機能が集積しており便利だということだと思っている。 

 

○藤野委員 

便利さだけでは市民ニーズに応えていない。人は来ないし、賑わうことはないと思う。 

 

○事務局（商業振興課長） 

便利さとは、多種多様な住民ニーズに対応できる機能が備わっている、ということだと思う。 

 

○香月分科会長 

コンビニエンスストアのコンビニエンス（便利）も、時代に応じて変わってきており、そうや

って店舗も増え、世代を超えて利用されている。ニーズに応えるという意味で、便利という言葉

は的を得ているのではないか。 

 

○弓削委員 

全部の多種多様な魅力を揃えようとすることは、お金の面も含めて無理だ。大型商業施設には、

駐車場もあり、多種多様な目的に対応している。しかし、そうではない部分で、１つのものを捉

えて魅力をつくることも方法ではないか。１つの特別なものによってお客さんを集めることによ

って、関連して様々なものができてくるというのがひとつの街づくりのあり方だと思う。 

個人的意見だが、魅力がなくても人が集まればいいと思う。人が集まり、交流が生まれ、流通

が始まれば街は活性化する。人が集まる流れを作ることが重要だ。 

 

○香月分科会長 

｢魅力的｣というのは使い古された言葉でもあり、わかりにくくなっている部分もあると思うが、

捨てがたいことも確かだ。事務局で整理をして提案していただくということで良いか。 

 

○杉山委員 

｢魅力的｣という単語を他の言葉に置き換える必要はないと思う。 

 

○藤野委員 

変更する必要はないが、何が魅力なのか分からないまま、言葉遊びで記述してはいけない。少

なくとも分科会に対して、漠然とでもいいから、どういう魅力を醸し出すのか、やっていくのか

を確認できるようにしてほしい。 
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○杉山委員 

基本事業としてこれだけのものが盛り込まれている。これらを魅力に変えるように努力すると

いうことではないか。 

 

○藤野委員 

三瀬の魅力は井戸水の美味しさ。地元にいると気付かない。そういう魅力を基本計画の中でど

のように醸し出せるかが重要だ。 

 

○香月分科会長 

藤野委員の発言は首尾一貫していて、具体的には書けなくても、どうやって表現を膨らませて

いくのかというところだと思う。その辺りを整理して御意見を事務局に出していただき、また次

回の会議等で御提案いただきたいと思う。 

 

 

（４）｢1-4 総合的な農業の振興｣について 

○事務局（農林水産部長） 

（追加資料の説明） 

諮問後の提案となり申し訳ないが、事務局で検討した結果、成果指標について、「農業生産額」

から「農業産出額」に変更させていただきたい。 

「農業生産額」は、「農業産出額」に所得率、市独自の補正率などを掛けた煩雑なもの。近年の

国の統計資料に用いられている「農業産出額」に統一したい。 

また、目標値について、過去の実績を踏まえ、毎年度 5,000 万円の伸びに改めたい。 

⇒了承された。 

 

○杉山委員 

農業産出額の目標値について、平成 36 年度まで右肩上がりとなっているが、実際は右肩下がり

になるのではないか。 

 

○事務局（農林水産部副部長） 

厳しい状況ではあるが、６次産業化など、付加価値をつけて販売するなどの戦略を進めていく

ことにより、農業産出額を伸ばしていくような目標設定を行った。 

 

○事務局（農林水産部長） 

農業者の平均年齢は 66 歳程度であり、平均年齢 70 歳以上の集落も多く存在している。後継者

が生まれてくるというのは現実的には難しく、佐賀市では 15～20 人、全国でも 5 万人程度しか

いない。 

しかし、国の「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、農村全体の所得を今後 10 年間で倍

増させるという目標になっている。こうした中、佐賀市が現状の目標として右肩下がりの数値を

総合計画に入れるのは馴染まないと判断し、現実的な数値として設定した。 
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○香月分科会長 

柱となる作物は何か。 

 

○事務局（農業振興課参事） 

米、麦、大豆で６割以上。あとは野菜である。 

 

○香月分科会長 

これから農業が何をしていくのか分かりづらい。主要な作物については、戦略的にどう生産額

を増やすのか記述が必要ではないか。 

 

○事務局（農林水産部長） 

地域別の産地づくりをどう進めるか、ＪＡ佐賀本所と意見交換を行った。今後３年間の短期計

画は策定されていたが、長期計画は無かった。また、市内は佐城地区、中部地区、神埼地区に農

協の区域が分かれており、地域ごと農協の戦略も違う。これらを部分的に切り合わせて佐賀市の

総合計画に盛り込むことは難しいと感じている。栽培戦略については、やはり農協が主軸となっ

て考えて、それに対して市が支援する形になると整理している。 

 

○香月分科会長 

本日はＪＡの委員が欠席なので、議論は深められないが、次回議論したい。 

 

○弓削委員 

付加価値の高い農産品や農作物とは、どんなイメージか。 

 

○事務局（農林水産部副部長） 

より美味しいもの、無農薬の農産物など、高品質な農産物を作ることと、６次産業化で農作物

に付加価値をつけた加工品を作ることという両方の意味である。 

 

 

（５）｢1-5 森林保全と林業の振興｣について 

○事務局（企画政策課） 

保健福祉分科会の溝西委員から意見をいただいている。施策名称を、｢市民全体で支える森林保

全と林業の振興」とすべきとの意見である。 

市民全体で支えるのは全産業に共通との諸富地域審議会からの意見により、「市民全体で支える

林業の振興」を「森林保全と林業の振興」に改めていた。委員からは、森林保全という表現だけ

では、一般市民は身近な問題と捉えないので、森林保全は市民全体の共有環境という意味から「市

民全体で支える」を加えた方が市民共働の精神をよく表すのではないか、と言う意見をいただい

ている。 

 

○事務局（森林整備課長） 
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森林保全を一般市民の方にも身近な問題として捉えていただきたいという意見であり、非常に

ありがたい。ただ、｢市民全体で支える｣というのは、林業分野だけでなく、幅広く共通する言葉

であるという指摘があったため、｢森林保全と林業の保全｣と改めさせてもらっている。 

 

○伊豆委員 

以前、大分県の森林ボランティアで活動していたが、大分県では企業が入札に手を挙げるため

に、ボランティアに参加しなければいけないという義務があったが、佐賀でも同様の取組がある

のか。 

 

○事務局（森林整備課長） 

佐賀の企業もボランティアで市有林の保全をされており、現在４企業に取り組んでいただいて

いる。また、NPO や三瀬・富士の林業研究会など含めると８団体が活動されている。 

 

○伊豆委員 

企業に義務付けてはいないのか。 

 

○事務局（森林整備課長） 

義務付けはない。 

 

○貞森委員 

高校生の時に学校林の草を年 1 回刈っていた。学生が楽しみながら森林を保全する取組はでき

ないか。 

 

○事務局（森林整備課長） 

森林整備課として団体の紹介は可能。ご連絡いただきたい。 

 

 

（６）｢1-6 特色ある水産業の振興｣について 

○香月分科会長 

 本日は有明海漁協の委員も欠席されているため、次回時間を確保して議論を深めたい。 

 

 

≪次回開催について≫ 

第２回分科会は、８月６日（水）午前１０時から、アイスクエアビル５階大会議室で開催 

 

 

 


