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佐賀市総合計画審議会 第２回経済産業分科会 会議録  

 

◆日時  平成２６年８月６日（水） ９：５７～１１：４２ 

◆場所  アイスクエアビル５階大会議室 

◆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、中尾順子、藤野兼治、弓削美保子 

◆欠席委員（敬称略：五十音順） 

  徳永重昭 

◆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、坂井商業振興課長、 

百崎工業振興課長、干潟農村環境課長、川副森林整備課長、竹下水産振興課長、 

中山農業振興課参事、稲富農業振興課農政係長、池田商業振興課商業振興係長、 

大城企画政策課長、西企画政策課企画係長、横田行政管理課行政評価係長、白濱、志津田 

 

◆議事要旨 

≪開会≫ 

○香月分科会長 

 本日は、第１回分科会で出された意見・質問に対する事務局回答（資料「分科会意見等一覧表」）

を基に審議していただくとともに、追加の意見等も出していただきたい。 

 

≪議事≫ 

（１）1-6 特色ある水産業の振興 について 

 

○事務局（水産振興課長） 

本日御欠席の徳永委員から事前に意見・質問（意見番号 22～24）を出していただいている。 

意見 22 として、ノリや水産物を有効活用した特産品づくりに努めるとともに、佐賀市の特産品

として観光業界での販売促進等を強化していくことが重要である。首都圏での販売促進も必要で

あるが、地元での更なる消費促進に努めるべきではないか、という意見をいただいた。 

意見を踏まえて、取組（基本事業）の「1-6-1 地域ブランドの強化と販路拡大の支援」に「地元

事業者等との連携」を通じた「消費促進」を図る旨を追記することとしたい。 

 

意見 23 として、漁港の環境改善のための浚渫（漁港泊地内に堆積した泥土の除去）について、

現在は 5 年サイクルだが、今後どのようなサイクルになるのか、という質問をいただいた。 

回答として、「漂砂シミュレーション」を平成 27～28 年度において実施し、適切な浚渫サイク

ルを決定することにより、平成 29 年度以降において国庫補助事業を活用することを目指している。

国庫補助事業に採択された場合、市・漁協の事業費負担が軽減されるため、現行よりも短いサイ

クルで浚渫を行うことが可能となるものと見込んでいる。 

 

意見 24 として、漁場環境は年々悪化しており、有明海再生は急務であると考える。特にカキ礁

の効率的配置による環境の復活が望まれるが、市として漁場環境の再生のためどのような取組を



2 

 

検討しているのか、という質問をいただいた。 

回答としては、まず市で行う事業として、平成 26 年度から 4 年間をかけて、海底耕うん事業を

実施し、漁場環境の改善を図る予定である。海底耕うん事業とは、浮泥等が堆積した海底を、船

の後ろに付けた金属製のカギで耕し、底質の改善を図るものである。また、県が実施している水

産資源の回復に向けた取組（アゲマキ量産技術の開発、クルマエビ放流等）に関する情報交換も

積極的に行っていきたい。 

カキ礁については、海洋汚染等の原因となる漂流・漂着物、堆積物等の回収や干潟の保全活動

を行う「水産多面的機能発揮対策事業」が漁業者を中心に取り組まれており、その一環として割

竹・箒・笹竹の立て込みによるカキ礁の造成が実施されている。カキ礁の浄化機能は極めて大き

く、赤潮の原因となる植物プランクトンの異常発生の防止にも寄与することから、実施主体であ

る活動組織及び漁協との連携を図っていきたいと考えている。 

 

○中尾委員 

海底耕うん事業について、4 年間の事業で有明海すべてが綺麗になるのか。 

 

○事務局（水産振興課長） 

海底耕うん事業は、（補助制度上）10 年間の間隔を空ける必要がある。今回も、10 年経過に伴

う 4 年間の事業である。事業は、佐賀市漁協の管轄のうち 75％に当たる 3,300ha で実施する予定

である。残りの 25％は、漁協が実施の必要なしと判断した区域である。 

 

（事務局案について了承） 

 

○杉山委員 

｢1-6-2 担い手の育成と確保｣について、後継者育成に関する事業はどういう状況か。 

 

○事務局（水産振興課長） 

後継者育成は、漁業・ノリともに苦労している状況である。対応策として、唐津市に後継者育

成のための研修所があり、正・準の 2 コースで一年間の研修を行っている。この研修所に対して、

市は補助金を出している。 

 

○事務局（農林水産部長） 

第一次産業はすべて同じ傾向。高齢化しており、若手が少なく担い手が減少している。 

 

○杉山委員 

産業の活性化のためには新たな担い手の育成が最も重要な課題である。その職業でご飯が食べ

られるようにならないと、若手を引き込むことはできない。担い手育成の活動を行政もできる限

り進めていただきたい。 

 

○香月分科会長 

漁場環境の再生のため、以前、青年会議所で植林事業を行っていた。腐葉土などの栄養分を海
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に流すための取組である。現在も同様の取組はあるか。 

 

○事務局（水産振興課長） 

各支所漁協において植林事業を毎年実施している。 

 

○事務局（森林整備課） 

漁協の 60 周年などの機会を利用して、今年も市有林の階伐、新たな広葉樹の植栽を行った。農

協からも、県有林で植林事業をしたいという問い合わせが来ている。 

 

○杉山委員 

富士大和森林組合でも、6 年間継続して東与賀の漁協と協力して活動を実施している。 

 

 

（２）1-5 森林保全と林業の振興 について 

 

○事務局（森林整備課長） 

貞森委員から、学生が楽しみながら森林を保全する取組を進めてはどうかという意見をいただ

いた（意見 21）。 

回答だが、草刈りや植林、自然観察等の体験を通した森林環境教育や協働による森林づくりの

活動を、林業研究会や森林ボランティア団体等と行っているところであり、引き続き今後も推進

していきたいと考えている。 

 

○弓削委員 

林業研究会や森林ボランティア団体等との協働による森林づくり活動について、一般の方への

公募はどのように行っているのか。 

 

○事務局（森林整備課） 

団体からの情報発信による。森林整備課に問い合わせがあった場合には、各団体の活動内容を

紹介している。 

 

○弓削委員 

そうした団体は「学生が楽しみながら」という部分に連動できるのか。 

 

○事務局（森林整備課長） 

年齢の制限はないので、各自の希望に対する受け皿にはなりうるし、希望に応じて団体を紹介

している。 

また、森林整備活動だけではなく、市が育成した森林セラピストによる森林セラピー活動など

も、市報に掲載して参加者を募っている。 

 

○中尾委員 
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農業分野で｢ふるさと自慢教室｣という事業を市報に掲載したところ、30 名の定員に 90 名の応

募があった。森林分野における募集人員、応募人員の状況はどうなっているか。 

 

○事務局（森林整備課） 

先日行った森林浴体験ツアーは、非常に反響が強く、すぐに定員 25 名に達した。受け皿の問題

もあり定員を抑えているが、好評な活動については、開催回数を増やして対応していきたい。 

 

 

（３）1-4 総合的な農業の振興 について 

 

○事務局（農業振興課） 

香月委員から、米、麦、大豆など、主要な作物については、戦略的にどのように産出額を高め

ていくのかの記述が必要ではないかという意見をいただいた（意見 19）。 

回答としては、作物ごとの栽培戦略については、第一義的には JA が主軸となって考え、市が

それを支援すべきだと認識している。JA においては、短期計画は策定されているものの、市の総

合計画と合致する長期計画は策定されていない。また市内の JA支所の所管区域が分かれており、

支所ごとに栽培戦略が異なることなどもあり、市として長期的な栽培戦略を明記することは困難

であると認識している。 

 

○中尾委員 

JA 佐賀としては、作付面積の拡大も大きな目標ではあるが、平成 27 年度は商品力が高い、生

産性に優れた新品種の導入と作付面積の拡大を目標にしている。うるち米の｢さがびより｣は、平

成 23 年度は作付 4,440ha だが、平成 27 年度は 6,000ha に拡大したい。小麦の｢ミナミノカオリ｣

は非常に品種がよく、平成 23 年度の 760ha を平成 27 年度は 1,700ha まで拡大する。JA 佐賀で

は、このように、安全安心で美味しい、魅力ある品種を拡大して作付していく取組をしていると

ころである。 

また、佐賀牛レストランの「季楽」が福岡・佐賀ミシュランで１つ星をいただいた。ミカンや

イチゴなど、農産物の佐賀ブランドのイメージアップのため、付加価値のある、安心で美味しい

プレミアム商品づくりを目指しており、商品づくりの実践や、市場への出荷段階での選別強化・

集約化などに取り組んでいきたい。 

 

○香月分科会長 

そうした取組を、もう少し踏み込んだ形でどこかに表現できないか。長期計画であり、難しい

のは分かるが。 

 

○中尾委員 

JA 佐賀の計画は 3 ヵ年計画であり、現状では長期計画はない。 

 

○香月分科会長 

 きちんとした数字でなくても、何か表現できないか。ちょっとすり合わせをお願いしたい。 
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○事務局（農林水産部副部長） 

検討させていただきたい。 

 

○杉山委員 

中尾委員にお聞きしたいのだが、｢さがびより｣は、特 A ランクで評判が良いということだが、

地域によって食味に差があるのではないか。 

 

○中尾委員 

気温も違うので、地域差はあると思う。 

唐津の「上場こしひかり」は味も良くブランド化しているが、真夏に出る新米は美味しくない

との評判である。一方で、それでも珍しいから買うという消費者ニーズもあり、そうしたニーズ

に応じた地区ごとの栽培戦略を採っている。 

 

○杉山委員 

福岡県と佐賀県では、ブランド力が違う。ブランド力の強化をお願いしたい。 

｢博多なす｣「博多万能ねぎ」など、「博多」という地名のイメージ戦略が活発だ。全国的には「長

野県」だが、ネーミングや販売戦略を行政と JA がタイアップしながら進めていただきたい。何

かひとつでもブランドとして立ち上がれば、商品単価も上がるのではないか。 

 

○事務局（農林水産部副部長） 

知名度において佐賀県が劣っているのは事実。今年度からシティプロモーション室を立ち上げ、

市長のトップセールスなど、知名度を上げる取組に着手した。この中で、どういうものを取り込

んでいけるか検討したい。 

 

○香月分科会長 

６次産業化と最近よく言われているが、農業政策の中で打ち出さなくても良いのではないか。 

 

○事務局（農林水産部副部長） 

良い農作物を作り、安心安全をアピールして売っていくというやり方もあるが、付加価値を付

けるという意味では、６次産業化による加工にもアピール性があると思う。また、例えば、今ま

で捨てるしかなかったもの、商品にならなかったものが、加工することにより、別の商品に生ま

れ変わって価値を見出せたといった点でも、６次産業化の意味はあると思う。 

 

○香月分科会長 

餅は餅屋ではないが、６次産業化にこだわり過ぎず、製造、販売のプロと連携することも重要

だと思う。 

 

○事務局（農林水産部副部長） 

（第一次産業の事業者で）すべてを一緒にやるということはなかなか難しい。（６次産業化とは）
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第一次産業の事業者と加工・販売事業者が協働して実施するもの、というイメージで捉えていた

だきたい。 

 

（４）1-3 賑わいあふれる中心市街地の活性化 について 

 

○事務局（商業振興課長） 

意見 12 だが、荒川委員から、空き店舗活用策について、コミュニティの再生、子どもと高齢者

に特化してはどうかという意見を、具体的な事業例示も含めて御提案いただいた。 

回答として、中心市街地の再生を図るためには、人が住みやすいと感じ、行きたいと思う街づ

くりを進めていく必要があり、そのためには、子どもから高齢者まで、幅広い世代に必要な様々

な機能の集積を図ることが重要であると考える。このため、総合計画において、特定の世代等に

特化した施策展開を図る旨を記述することは適当でないと考える。 

 一方で、「1-3-3 魅力ある店舗・施設の整備」の「住民ニーズに合致した店舗や公共施設、事務

所等の立地促進」という記述に具体性がないとの意見も出ているため、「住民ニーズ」の具体イメ

ージの例示として、「子育て世帯、高齢者、若者など、住民や来訪者のそれぞれのニーズ」と記述

することとしたい。 

 

意見 13 だが、荒川委員から、「1-3-5 まちづくり団体との連携の充実」に「市民活動団体、大

学等との連携を進めます。」とあるが、街づくりにおいて企業が果たす役割は重要であるため、連

携先に「企業」を追記すべきという意見をいただいた。 

委員御指摘のとおり、「企業」を追記することとしたい。 

 

意見 14 だが、伊豆委員から、「1-3-3 魅力ある店舗・施設の整備」の「住民ニーズに合致した

店舗や公共施設、事務所等の立地促進」という記述について、荒川委員の意見も踏まえて、もう

少し具体性のある表現ぶりを検討していただきたいという意見をいただいた。 

意見 12 の回答どおり、記述ぶりを修正させていただきたい。 

 

意見 15 だが、杉山委員から、「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という意見をいただいた。 

回答として、中心市街地の駐車場対策としては、市内 28 箇所の有料駐車場を対象に、加盟店を

利用した場合に共通駐車サービス券（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

事業を行っており、今後もこの取組を継続していくとともに、中心市街地における駐車場のあり

方については、場所、あり方も含めて、有料・無料を問わず不断に検討していきたい。 

 

○事務局（企画政策課長） 

意見 16（杉山委員）は、人口増加をめざすことを明確にすべきではないか、そのような視点か

ら、市はもっと婚活に力を入れるべきである、という人口に関する意見であり、総合政策分科会

での審議事項とさせていただいた。人口問題については、他の分科会からも意見をいただいてい

る。 

市では、平成 20 年に「人口問題調査報告書」を策定し、具体的な対策に取り組んできた。ここ
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最近、人口問題が大きくクローズアップされており、市としても、再度、施策の再構築を行う必

要があると認識しており、庁内での検討作業を進めることとしている。 

人口問題については、人口に視点を絞った様々な施策の組立を行う必要があると考えており、

総合計画とは別に報告書を作成して取りまとめたいと考えている。このため、具体的な施策とし

て人口問題を総合計画の中に盛り込むことは考えていない。 

しかし、人口問題は大きな課題であり、総合計画の中でも認識を高めていくことは必要である

と考える。このため、総合政策分科会で審議した結果、諮問案 P4「1 はじめに」の｢（１）社会

潮流の変化｣の｢■人口構造の変化に伴い顕在化する諸問題｣の部分に、次の文章を追加することと

なった。 

｢そのため、様々な取組により人口減少の抑制を図ることが必要となっています。さらに、一部

の地域では過疎化が進行していくものと考えられ、地域に暮らす人々が地域のコミュニティ機能

を高めていくことが求められます。｣ 

 

意見 17（藤野委員）は、中心市街地と福祉・子育ての連携など、施策の縦割りではなく、横の

つながりを考えることも重要ではないかという意見であった。御指摘のとおり、それぞれの施策

はさまざまな分野と関連を有している。しかし、すべての関連を各施策に記述した場合、計画自

体が分厚くなり、煩雑になってしまう。 

委員の意見は、行政側の姿勢として、横のつながりを意識すべきとの趣旨と思われるため、「3

基本構想」の「（１）基本理念」の中で反映してはどうかとの指摘が総合政策分科会から出された。 

具体的には、諮問案 P12「④地域の個性を磨き、自立したまちに！」の「知恵と工夫を最大限

に発揮し・・・ていくことが必要です。」の部分に、「総合的な視点に立ったまちづくりを進め」

という表現を挿入することとなった。 

 

また、各分科会から、｢次世代の育成｣が重要であるという意見が出ている。｢次世代の育成｣は

すべての分野に関わる事項であり、総合政策分科会では、P13 の「（２）将来像」に盛り込むこと

がふさわしいという意見があった。このため、｢このような将来の姿の実現に向けて、市民や行政

が相互に絆を深め、知恵と工夫を結集する・・・ことで、新たな未来を築きあげます。｣の部分に

「とともに、次世代の育成を進める」という表現を挿入することとなった。 

 

（事務局案について了承） 

 

○荒川委員 

商店街の活性化策として、企業がコンビニの空き店舗にお化け屋敷を作り、町中の飲食店がお

化けに因んだメニューを作り、相互に紹介し合うという取組をテレビで観た。若者は、珍しくて、

そこにしかないものを求める。 

佐賀には化け猫伝説がある。基本理念を持ちつつ柔軟な発想で文化的な掘り起こしをすれば、

人が集まる可能性がある。なにかきっかけがあれば、まちの連携が生まれるのではないか。 

 

○伊豆委員 

化け猫ツアーなど、県庁通り付近でそういった動きがある。化け猫というキーワードがあった
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が、そういう佐賀にしかないものを素材にすることは重要だと思う。 

 

○香月分科会長 

街に特徴のある切り口を見つければ、そこから広がりが出てくる。観光分野とも連携して進め

られればいいと思う。 

 

 

（５）1-2 活力ある商工業の振興 について 

 

○事務局（商業振興課長） 

意見 10（杉山委員）は、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、とい

うものであった。 

回答だが、委員ご提案の地域通貨は、日本銀行券（円）と互換性を持って流通するイメージで

あり、現行法令上、かなり実現は難しいと認識している。 

また、諸外国での先例や、国内での合法かつ限定的な取組を見ても、失敗例や効果が出なかっ

た事例が多く、市として委員御提案の地域通貨を導入する考えは持っていない。 

ただ、地域経済において、域内循環を高めることは極めて重要であり、官公需の市内本店事業

者への優先発注、６次産業化の取組を通じた地元調達に取り組んでいるほか、首都圏・東アジア

などへの販路拡大など、域外からのお金が流入する取組も進めていく必要があると考えており、

実施しているところである。 

 

○杉山委員 

地域通貨については、行政にお願いしたいということではなく、小さな地域からでも始められ

る地域活性化の取組として提案した。こうした手法もあると知っていただきたいし、佐賀市外に

お金が流出せず、市内に留まるような手法を考えていっていただきたい。 

 

○香月分科会長 

域内の流通を高めるという観点では、他の自治体や商工会議所で地域振興券に積極的に取り組

んでいるところがある。佐賀市でも取組をお願いできればと思うが、文言の上でも触れていただ

けないか。 

 

○事務局（商業振興課長） 

域内の経済循環を高めるということは必要だと思うし、市としても努力していく必要があると

考えている。財源の問題もあるが、前向きな姿勢で仕事を進めていきたい。表現ぶりについても、

域内の経済循環を高めるという趣旨で検討したい。 

 

○伊豆委員 

秋葉原の高架下に、全国の食を集めた｢CHABARA（ちゃばら）｣というアンテナショップがあ

るが、佐賀市からは出店していなかった。 

 



9 

 

○事務局（商業振興課長） 

検討したが、費用対効果の面で厳しく、佐賀市の事業者は出店していない。他の場所でもそう

した話があれば、積極的に話を聞いて、事業者に情報提供していきたいと考えている。 

 

○貞森委員 

小さいことだが、市内で図書券を買って、県外の子どもにプレゼントして、子どもが県外で本

を購入した場合、市への経済効果はあるか。 

 

○伊豆委員 

 若干だが、書店の売り上げになるので、効果はある。 

 

○事務局（商業振興課） 

地元購買についての御意見だが、たばこが良い例で、たばこ税は購入した地元自治体の税収と

なる。 

趣旨は変わるが、行政視察を全国から受けるが、市内宿泊を条件にしている。そうした小さな

ところから、佐賀市に出来るだけお金が残るような取組に努めていきたい。 

 

○中尾委員 

数年前に地域振興券が出たが、今後出る予定はあるのか。かなり好評だったが。 

 

○香月分科会長 

商工会議所などで、県も含めて働きかけをしていこうかと検討している。消費税率が上がって

から、全国各地で取り組まれている。住民の要望としては大きいと思う。 

 

○荒川委員 

美容師としてブライダルの仕事も受けているが、買物だけでなく、結婚式というお金を使う人

生の大イベントも福岡に流れている。企業などが佐賀で買い物をしよう、結婚式をしようという

取組をしているが、市全体、県全体でそうした取組の推進を図ってはどうか。 

 

○事務局（農林水産部長） 

地域内循環の例として、佐賀市産の農産物を積極的に佐賀市民が消費して、佐賀市の農業を活

性化する「ファーム・マイレージ運動」を、平成 21 年から直売所の協力のもと実施している。無

農薬、減農薬、生産履歴が管理された農作物に「うまさがシール」を貼り、安心安全を証明する

取組。地元の農産品を市民に買っていただくことを通じて、農家との連携や、自然環境・多面的

機能の保全につなげて行こうという運動である。 

 

 

（６）1-1 魅力ある観光の振興 について 

 

○事務局（経済部副部長） 
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意見 5（伊豆委員）は、中国人に対して日本の農村風景はアピール性があるため、背景の「北

部に広がる山地等の自然や温泉・ダム湖、南部の有明海等の豊かな自然、」に「農村の風景」を加

えてはどうか、という意見であった。 

意見を踏まえ、農村の風景のほか、麦秋やホタル等も含めた「特徴ある景観」という文言を追

記することとしたい。 

 

意見 7（弓削委員）は、取組方針の「佐賀市ならではの観光の魅力」として、外国人観光客に

ニーズの高い Wi-Fi 整備を進めることにより、観光客が不便を感じず、リピーターになり、周囲

にも佐賀を勧めてくれるようになるのではないかとの意見であった。 

回答として、市が所有する観光施設については Wi-Fi 化を進めているが、民間等所有施設につ

いては、整備・維持費等の費用対効果の問題もあり、今後の検討が必要と思われる。また、Wi-Fi

環境も含めた観光客の利便性向上については、取組方針の「観光機能の整備」及び「1-1-1 観光機

能の整備」の「観光サービスの質の向上」という表現に包含しているものと整理している。 

 

意見 8（弓削委員）は、「1-1-4 コンベンションの誘致」について、佐賀市の宿泊施設・会議室

の現状からは、国際会議の誘致は困難であり、九州大会、全国大会を先行して誘致する方針を記

述すべきではないかという意見であった。 

回答として、コンベンションについては、九州大会、全国大会はもちろんだが、国際大会につ

いても、現有施設で対応可能な大会の誘致を目指していくこととしており、九州大会等を先行し

て誘致する旨の記述は行わないこととしたいと考える。 

 

意見 9（伊豆委員）は、成果目標に「歴史や自然などの観光資源」とあるが、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ことは重要である。「文化」という

単語を追記すべきではないかという意見であった。 

意見を踏まえ、「文化」という単語を追記し、めざす姿（成果目標）を、｢歴史や自然、文化な

どの観光資源が効果的に整備され｣と修正したい。 

 

（事務局案について了承） 

 

○伊豆委員 

「恵比須ステーション」の活性化について話をしていた際に、単一のものでブランド化するこ

とは難しい、観光地、特産品、暮らしなど、総合的に組み合わせてブランディングし、地ブラン

ド化して発信していかなければならないという考えに到った。ブランド戦略が重要だと思うが、

市のシティプロモーション室はそういう役割を担っているのか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

ブランド戦略の段階までは到っていない。まずは佐賀市の知名度を上げる段階であり、それを

主眼に取り組んでいる。ブランドとはすなわち信頼であると思うので、まずは佐賀という固有名

詞を信頼してもらう段階を目指し、それから次のステップに移ることになると思っている。 
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○香月分科会長 

 シティプロモーション室がやらないならば、別でやる必要があるのではないか。 

 

○事務局（農林水産部長） 

シティプロモーション室では、農林水産や経済など、ブランド化できるメニューのある部署が

集まって素材集めを始めている。これまでどのような取組をやってきたかの情報共有などを行っ

ているところであり、集めたものの中から、何をメインとしてブランド化するかという戦略が組

まれていくことになると思う。 

ただ、では佐賀市は何を柱にするのか、佐賀市のイメージに合うのは何かということが初めに

あって枝葉が付いていくのだと思うし、そうした視点が今後必要になってくると思う。現状では、

これ以上は申し上げづらいが。 

 

○事務局（商業振興課長） 

やはり顧客のニーズに合った商品の提供が重要であると思う。一方通行ではなく、顧客ニーズ

を把握し効果的・効率的に情報発信していかなければならないと思う。 

 

○伊豆委員 

「恵比須ステーション」も含めて、単独ではなかなか難しい。その奥に、何か魅力的なもの、

ストーリー（物語）を作るべきだと感じており、プロジェクトチームによるネットワークを組む

必要があると思う。 

 

○杉山委員 

佐賀市の観光のターゲットの年齢層はどこか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

福岡都市圏在住の 40～60 歳代の女性をメインターゲットにしている。 

 

○杉山委員 

全国で様々な取組が行われているが、画一的な取組が多く、ブームが過ぎれば何も残らない場

合が多い。他所にないようなものを作る企画力が重要である。 

宝くじが良く当たる、など、年齢や季節を問わない、面白みのあるもの、年間を通してできる

ものが佐賀でも考えられないだろうか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

佐賀固有のものとしては、熱気球の大会だと思う。着陸地である農地が多いことや、建物が少

ないことなどの特性により、アジア最大の大会に育っている。佐賀のシンボルであり、文化であ

ると思う。 

委員が言われるとおり、面白いもの、変わったものという視点は必要だと思っている。 

 

○香月分科会長 
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富士しゃくなげ湖は、ダム湖として九州有数の規模であり、佐賀大和インターチェンジからも

近い。ダム湖の利活用をもう少し打ち出してはどうか。 

 

○事務局（経済部副部長） 

全体会議（６月 30 日）資料 4「まちづくり推進プロジェクト」の P7「個性が輝くまちづくり

プロジェクト」に｢④富士しゃくなげ湖を活かしたスポーツのまちづくり｣を掲げている。富士し

ゃくなげ湖の広い湖面を活かし、観光も含めたスポーツのまちづくりに取り組んでいくものであ

る。 

 

 

（７）第１章全般について 

 

○事務局（企画政策課長） 

 意見 1（総合政策分科会：五十嵐委員）として、第１章における施策の順番について意見をい

ただいた。観光に関する施策が１番目に配置されている理由を整理していただきたいという意見

である。 

回答として、観光施策については、第１次総合計画においても施策順の１番目に配置していた

が、今後においても、熱気球世界選手権の開催やバルーンミュージアムなど、現在も特に重点的

に取り組んでいる施策であること、市民アンケートにおいて、「佐賀市がさらに取り組むべきとこ

ろ」として「観光の賑わいや活気に欠ける」という回答が最多であり市民の関心も高いことなど

から、今回の諮問案でも１番目に位置付けている。 

 なお、商工業と農林水産業については、第１次総合計画における「農林水産業」を「農業」・「林

業」・「水産業」の３施策に細分化するとともに、第一次・第二次・第三次産業の就業人口等を踏

まえて、従来どおり商工業、農・林・水産業の順に配置することとし、商業との関連が深い中心

市街地の施策を商工業の次に配置しているものである。 

 なお、他の章についてだが、例えば第２章は「災害に強く、安全で利便性が高い暮らしが実感

できるまち」という章の名称に沿った順番、教育分野である第５章は、出産から子どもの成長、

生涯学習に到るまでの順番としており、各章を通じたルールがあるわけではない。 

 事務局としては、第１章の順番については、原案どおりで良いと考えている。 

 

○香月分科会長 

 これで良いと思う。皆さん理解いただけると思うが。 

 

（事務局案について了承） 

 

≪閉会≫ 

○香月分科会長 

 次回は、今回出た意見等について事務局で整理した内容を示してもらうとともに、分科会から

全体会議に報告する内容の取りまとめを行う。 

次回（第３回）は、８月２６日（火）１４時から、アイスクエアビル５階大会議室で開催する。 


