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 会 議 録 

会議の名称 平成 29 年度 第 2 回那珂川町地方創生推進委員会 

開催日時 
平成 29 年 11 月 30 日（木） 

19：00 ～ 20：43 
開催場所 2 階第 1・2・3 会議室 

出 席 者 

1．委員 

包清委員長（九州大学教授）、長友副委員長（㈱西日本シティ銀行地域

振興部部次長）、中村委員（西日本旅客鉄道㈱福岡支社総務企画課長）、

辻委員（西日本鉄道㈱まちづくり・交通企画部まちづくり担当課長）、

千住委員（町商工会副会長）、佐伯委員（農家）、鎌田委員（西日本新

聞社筑紫支局長）、森重委員（NPO 法人ミディエイド職員）、深町委員

（公募委員） 

※欠席者 藤田委員（九州大学准教授）、野上委員（福岡広域森林組合

福岡南支店長）、園田委員（㈱キャリア研究所代表取締役） 

2．執行機関（事務局） 

八尋副町長、小原総務部長、小川経営企画課長、富川経営企画課課長

補佐、南（企画担当） 

総合戦略検討会議 13 名 

3．その他 

他傍聴者 0 名 

配布資料 

① 地方創生推進委員会委員名簿 

② 地方創生拠点整備交付金対象事業一覧 

③ 地方創生（総合戦略）事業 進捗状況 

④ 地方創生（総合戦略）進行管理シート 

⑤ 総合戦略事業〔案〕（子育て） 

⑥ 総合戦略事業〔案〕（農業） 

公開区分 
開示 ・ 一部開示 ・ 非開示 

     （理由：情報公開条例第 9 条第 1 項第   号に該当） 

１．委嘱状交付 

※町長不在のため、副町長が代理を務める。 

委員の交代に伴い、副町長より中村委員（西日本旅客鉄道㈱福岡支社総務企画課

長）、辻委員（西日本鉄道㈱まちづくり・交通企画部まちづくり担当課長）、深町委

員（公募委員）へ委嘱状を交付。 

 

※町長あいさつ（代理：副町長） 

本推進委員会も 3 年目を迎えるが、各委員の皆様については、これまで町の提案

する事業について審議していただいてきたところである。 

また、本町は、市制施行に向けて、11 月 2 日に総務大臣の同意を得て、平成 30

年 3 月に県議会の議決、国からの告示を受けて、正式な決定となる。現在、市制施
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行に向けたスケジュールに沿って、順調に取り組んでいるところである。 

本日は、取り組んできた事業の進捗状況についての報告、今年度、検討してきた

内容を審議し、各委員から専門的な意見をいただき、地方創生への取り組みを推進

していきたいと考える。 

 

～ 議長（包清委員長）より進行 ～ 

 

２．議事 

（1）報告事項 

議長 

資料 2・3 について、事務局より報告をお願いする。 

事務局 ※資料 2・3 をもとに報告 

資料 2 について、報告する。 

No.1「まちづくり×ローカルベンチャ―創造プロジェクト」は、第 1 回地方創生

推進委員会報告分再掲。№2 および№3 は、今年度、地方創生拠点整備交付金を申

請し、平成 29 年 11 月 7 日に地域再生計画の認定申請を行い採択された事業。 

地方創生拠点整備交付金とは、国予算額 900 億円、事業費ベース 1,800 億円、地

域再生法第 5 条 4 項 1 号及び 13 条に位置付けられる補助金である。 

No.2「ダム」×「自然」×「地域」資源連携プロジェクト ～ダム湖畔キャンプ

サイト～の申請内容は、平成 30 年に完成する五ケ山ダム周辺整備の一つとして、

デッキサイト、クライミングウォールなどからなるキャンプサイトを活動拠点とし

て整備する事業。評価指標は、キャンプ場利用料として 72,320 千円、この他、来

場者数、キャンプ場稼働率を設定。 

№3「ダム」×「自然」×「地域」資源連携プロジェクト ～アウトドアアクテ

ィビティ拠点～の申請内容は、同じく五ケ山ダム周辺整備の一つとして、ダム湖面

を活用したカヌー体験等をはじめとしたアウトドアアクティビティを提供する機能

とアウトドア用品を販売する機能を併せた拠点施設を整備する事業。評価指標は、

商業施設賃料、自動販売機・物販収入として 16,660 千円、この他、アウトドアア

クティビティ体験者数を設定。 

今後は、目標達成に向け、まちづくり活性化支援事業等と連携し、「ダム」と「自

然」、「地域」の資源が連携した事業展開ができるよう進めていく。 

続けて、資料 3 について、報告する。 

昨年度、本委員会において審議、ご意見をいただき事業化した地方創生に関する

事業である、「創業支援事業」、「子育て情報サイト運営事業」、「こども総合相談窓口

設置事業」、「交流人口増加促進事業」の進捗状況について報告。 

議長 

この報告について、意見はあるか。 

委員 

五ケ山ダムの湖面活用について、周辺の大学に声掛けを行い、大学の活動拠点と

することで若者が集まり、閑散とした地域も活性化するのではないか。 

議長 
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交流人口促進事業に関することで、若者を呼ぶ手立てについての意見であるが、

事務局からの意見はあるか。 

事務局 

ダム湖面を活用したスポーツを提供する場所が福岡都市圏になく、県外で遊ぶ若

者が多く、ニーズがあることは把握している。本町が福岡都市圏から 30 分圏内で

あるという利便性を活かして集客できないかを検討している。 

委員 

大学のサークルの活動拠点を設けることで、より集客が見込めるのではないか。 

事務局 

大学の合宿ができる活動拠点を設けることは、現実的には難しいが、キャンプサ

イトを大学の合宿などに利用していただきたいと考える。仮に、大学側から相談を

受けた場合、行政も積極的に支援していきたい。 

議長 

その他に意見はあるか。 

委員 

地方創生拠点整備交付金の対象事業について、ハード面の整備、またはソフト面

の整備か。 

事務局 

基本的には、ハード面に関する交付金である。 

委員 

対象事業一覧の目標年度について、年度が異なっているのは、ソフト面の整備を

含めているためか。 

事務局 

目標年月が異なるのは、申請年度が異なるためである。No.1「まちづくり×ロー

カルベンチャ―創造プロジェクト」については、平成 28 年度に申請し、No.2「ダム」

×「自然」×「地域」資源連携プロジェクト ～ダム湖畔キャンプサイト～、及び

No.3「ダム」×「自然」×「地域」資源連携プロジェクト ～アウトドアアクティ

ビティ拠点～については、今年度に申請し認定を受けたため、事業の目標年月が異

なる。 

議長 

その他に、意見はあるか。 

委員 

キャンプ場の来場者数について、平成 30 年度は 10,645 人、4 年間で 19,163 人

となっているが、積算方法について教えていただきたい。 

事務局 

来場者の積算については、年間交通通行量から見込んで積算している。キャンプ

場利用料及びレンタル収入については、近隣自治体及び県外自治体のキャンプサイ

ト利用料金等を参考に、担当課と議論を行い積算している。 

なお、キャンプ場稼働率については、グリーンピアなかがわをベースにして算出

している。 

委員 

グリーンピアなかがわの稼働率の減少は見込まれているのか。 

事務局 

グリーンピアなかがわの稼働率の減少ではなく、相乗効果が期待できると考えて

いる。 
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議長 

キャンプ場を利用希望する方については、予約がしやすくなるということである。 

事務局 

グリーンピアなかがわについては、ロッジ型であり、五ヶ山ダムのキャンプサイ

トについては、ウォールテンデッド型やオートサイトを設けることで区別している。 

委員 

キャンプ場の来場者数について、2 年目から 3 年目は減少し、4 年目から 5 年目

は増加しているが、数値の増減に関する変動の理由はあるのか。 

事務局 

数値の変動については、増加分であるため、初年度である平成 29 年度から平成

30 年度に 10,645 人増加し、平成 30 年度から平成 31 年度に 5,324 人増加すると考

えていただきたい。 

委員 

5 年目の増加分が 4 年目の増加分より多い理由について、教えていただきたい。 

事務局 

キャンプ場の周知が進むにつれて、4 年目の稼働率を 2.0％から 5 年目は 3.0％へ

増加すると見込み、その数値を反映して来場者数を算出している。 

委員 

キャンプ場稼働率から想定して、来場者数を算出していることで良いか。 

事務局 

良い。 

委員 

3 年目を低く想定しているが、それから数値回復することではないということか。 

事務局 

数値回復ではなく、徐々に事業が浸透していくと考えていただきたい。 

議長 

運営側のスキルアップ等を期待して、算出した数値であると考える。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

ジビエ肉の提供については、本町のジビエ肉を提供することで良いか。 

事務局 

良い。 

委員 

提供する場合、ジビエ肉の加工所が必要だが、本町には加工所がないため、加工

所を設けることが必要だと考える。 

事務局 

加工所がないと、ジビエ肉の販売は出来ない。近隣では、吉野ヶ里町に加工所が

ある。五ヶ山ダム関連協議等を通じ、連携について検討している。また、ジビエ肉

に関心を示す民間企業からの相談がある。民間企業と連携した、ジビエ肉提供の可

能性について検討している。 

委員 

民間企業との連携や運営主体については、どのように考えているのか。 

事務局 
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現状、本町は㈱モンベルと包括連携協定を締結しており、キャンプ場の設計につ

いて助言をいただいている。今後については、キャンプ場の管理、運営主体を決め

ていきたい。 

委員 

本社が所有している取引先を紹介し、キャンプ場の運営体制、管理について、助

言をしているところである。 

議長 

その他に意見はあるか。 

委員 

本町を知ってもらい、多くの来場者を望む場合、民間企業の活用を検討していた

だきたい。 

事務局 

行政の得意分野、不得意な分野があるため、不得意な分野については、民間企業

を活用して事業を進めていきたい。 

議長 

運営については、様々な分野の民間企業との連携を検討していただきたい。 

その他に意見はあるか。 

委員各位 

意見なし。 

議長 

資料 4 について、事務局より報告をお願いする。 

事務局 ※資料 4 をもとに報告 

資料 4 について、第 1 回地方創生推進委員会にて委員からいただいた意見への対

応について報告。 

議長 

この報告について、意見はあるか。 

委員 

6 次産業化について、具体的な食材などの検討はできているのか。 

事務局 

現在、農協と協議を行い検討中の品目の一つとして、ヤーコンがある。ヤーコン

ジュース、ヤーコンのかき揚げを試作しており、試作品が好評であれば、卸売りを

検討している。 

議長 

ヤーコンをベースに今後も、スケジュールに沿って試作・検討を行っていただき

たい。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

観光プログラムについて、来年度以降の運営主体や人材育成に関して、これから

体制を整えていくとなっているが、受託事業者の体制、スキルを踏まえた場合、体

制を整えるのは難しいと考える。現在、有志で勉強会を開催して、観光プログラム

のコーディネーターの育成を図っている。体制の構築について、担当課と受託事業

者で調整等を行っているが、難しい状況であるため、来年度以降の受託事業者や運

営体制については、内容を詰めて検討していただきたい。 

議長 

観光プログラムに関する人材育成、来年度以降の運営体制について、事務局より
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意見をお願いする。 

事務局 

担当課で検討を行っているところである。 

議長 

その他に意見はあるか。 

委員各位 

意見なし。 

 

（2）調査審議事項 

議長 

資料 5 について、事務局より説明をお願いする。 

事務局 ※資料 5 をもとに説明 

資料 5 について、今年度、検討会議にて検討してきた子育てに関する事業〔案〕

の事業の進め方、事業展開のイメージを説明。 

議長 

この説明に意見があれば、お願いする。 

委員 

子育てに関する行政サービスを利用できる方は問題ないと思われるが、実際に悩

みや相談をできない方がいるという話を聞いたことがあるため、その方々を救える

体制を整えてほしいと考える。 

議長 

委員の意見、地方創生の子育てに関する事業について、事務局から補足説明があ

れば、お願いする。 

事務局 

Web サイト及びアプリについて、広報 12 月号にて周知を行う。Web サイトにつ

いては、子育てに関する情報を取りにいくものであり、保護者のみならず子どもも

閲覧できるようになっている。アプリについては、健診の時期などをプッシュ通知

により、登録者が情報を受け取るものである。 

また、市制施行に伴い、福祉サービスの充実に向け、各種サービスとの連携を取

りながら、子育てに関するサービスの充実を図りたいと考えている。 

この他、相談できない方に対して、幼稚園・保育所では、子どもの体調変化につ

いて保育士が、こども応援課や子育て支援課などの関係課へ相談し、相談を受けた

後、専門機関である児童相談所、専門員である家庭児童相談員や民生委員と情報共

有し、様々な相談に対して対応していきたい。 

議長 

その他に、意見はあるか。 

委員 

潜在的な人数の中には、相談しないといけないと判断できない方もいると思われ

る。判断できない方へのアプローチは難しいと思われるが、行政からのアプローチ 

をお願いしたい。 

議長 

事務局への要望について、他にあるか。 

委員 

事務局の報告は大事なことである。相談者の情報共有に力を入れていく必要があ
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るため、専門機関との連携を充実して対応していただきたい。 

事務局 

本町についても、横の連携がとれるように会議で情報共有し、迅速に対応できる

ように努めており、今後も、継続していきたい。 

議長 

横の連携を図ることは重要であるが、相談者の情報の匿名性の確保などの情報管

理に努めてほしいと考える。 

事務局 

了解。 

議長 

その他に、意見はあるか。 

委員 

ケアプランについて、介護保険に関する用語で浸透していると思われるが、子育

て世帯に浸透されるものと考えているか。 

事務局 

ケアプランは、相談者と町が情報共有するために作成するものであるため、相談

者である子育て世帯に浸透するよう、用語も含め検討する。 

議長 

その他に、意見はあるか。 

委員各位 

意見なし。 

議長 

意見なしということで、子育てに関する事業〔案〕は承認されたものとする。 

資料 6 について、事務局より説明をお願いする。 

事務局 ※資料 6 をもとに説明 

資料 6 について、今年度、検討会議にて検討してきた農業に関する事業〔案〕の

事業の進め方、事業展開のイメージを説明。 

議長 

この説明について、委員から意見はあるか。 

委員 

農家の高齢化により、農業をやめる方がいるという情報もあるため、情報収集に

努めていただきたい。新規就農者もいるが、本町の農地については、基盤整備がで

きておらず、中山間地域では大規模農業の経営に向いていない。以前、農地の基盤

整備についてのアンケートが実施されたが、その情報が活かされず現在に至ってい

るため、行政として農業に関する対策をしてほしい。 

事務局 

農地を集積して大規模農業にすることも大事であるが、農地が少なく、農地の集

積を行うと費用がかかるという課題もある。農地を集積していく方法か、集積せず

別の方法で取り組むことができないかが、今後の検討課題である。 

議長 

農業の現状を踏まえて、来年度の事業〔案〕については、耕作者の意欲に関する

情報収集を行い、広報戦略に活かして情報発信していただきたいと考える。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

ブランド品の創出について、具体的なイメージはできているのか。 
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事務局 

ヤーコンをブランド品の一つと考えている。関係課及び関係機関と協議し、南畑

でとれた米、かしわ飯などをブランド品として確立できないかを検討している。 

委員 

農業体験プログラムについて、進捗状況を教えていただきたい。 

事務局 

農業体験プログラムについては、観光農園ではなく、農地を貸し出して農産物の

生産を行っているが、農業の指導をどこまで行うのかなど、それぞれの農地で異な

っており、農業体験プログラムまでに至っていないため、KPI の項目に設定してい

る。 

それぞれの農家で努力しており、行政として支援していきたいと考える。 

また、福岡市の「かなたけの里公園」の農業体験農園などを視察し、町の農業体

験プログラムに活かせないかを検討しているところである。 

議長 

観光農園を整備するにあたって、交通の環境整備も必要であると考える。 

委員 

町の農地が少ないため、少ない農地の中できくいもなど、まだ知られていない品

目の生産を検討してはどうか。 

議長 

作付品目の検討について、事務局の意見をお願いする。 

事務局 

若手農家から水田と同じ手法で出来る品目の検討をしているという話を、別の会

議で聞いている。 

議長 

詳細が分かり次第、事務局からの報告をお願いする。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

きくいもを生産して直売所に出荷している。その他に、40ha の農地で 55 品目を

生産しているが、消費者のニーズに対応するため、少量多品種の生産を行っている。

若手の新規就農者については、大規模農業だが農地の集積を考えると、工事や費用

の問題などがあるため難しいと考える。 

議長 

近年、農地は多面的機能を有しており、作物の生産だけでなく農業体験といった

健康に関する側面を持っているため、農家の意見を含め検討してほしい。また、機

能性食品の認可を受けることで、ブランド品の創出につながる可能性があるため、

検討してほしい。 

事務局 

了解。 

委員 

農業体験プログラムについて、うきは市の米づくり体験・収穫祭に参加したこと

があるが、指導者は福岡市からの移住者で、西日本新聞にも掲載された。情報発信

することで、多方面から参加者が見込まれると考える。 

事務局 

今後の事業検討の参考にしたいと考える。 

議長 
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農業体験プログラムについて、プロセスの楽しみを教える指導者の育成が必要で

あるため、今後の事業検討に含めてほしい。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

安徳南小学校の総合学習にて、地域のレシピを参考にしたかしわ飯を作った。各

家庭にて、料理方法が異なり物語があると考える。仮に、かしわ飯の生産・販売を

検討するのであれば、脚色を加えてみても良いと考える。 

議長 

農家の意見を参考にし、地域レシピがブランド化に繋がるかを検討してほしい。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

交通の利便性が悪いのが課題であるが、博多南駅の改修工事に伴い、自転車のレ

ンタルスペースを設けることで、町外の方が町に観光に来た時に対応できると思わ

れる。 

事務局 

11 月 19 日（日）に開催した南畑美術散歩では、こととば那珂川が博多南駅を起

点とし南畑地域の工房を自転車で散策している。今後の可能性として情報共有し、

検討していきたい。 

議長 

交通の拠点を整備することは必要であり、自転車のレンタルスペースの設置につ

いては検討してほしい。 

その他に意見はあるか。 

委員各位 

意見なし。 

議長 

意見なしということで、農業に関する事業〔案〕は承認されたものとする。 

 

３．その他 

議長 

その他について、意見はあるか。 

委員各位 

意見なし。 

議長 

意見なしであるため、第 2 回那珂川町地方創生推進委員会を終了する。 

 

終了 

 


