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 会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度 第 1 回那珂川町地方創生推進委員会 

開催日時 
平成 30 年 5 月 23 日（水） 

18：59 ～ 20：47 
開催場所 第 2 別館大会議室 

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）、

石橋委員（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）、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） 

2．執行機関（事務局） 

川口総務部長、大倉野経営企画課長、富川経営企画課課長補佐、南主

事 

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 総合戦略 効果検証シート 

③ 平成 30 年度 総合戦略の進め方 

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、総務部長が代理を務める。 

委員の交代に伴い、総務部長より石橋委員（福岡広域森林組合福岡南支店長）へ

委嘱状を交付。 

 

～ 議長（包清委員長）より進行 ～ 

 

２．議事 

①平成 29 年度までの効果検証について 

 議長 

  資料 2 について、事務局より説明をお願いする。 

 事務局 ※資料 2 をもとに説明 

  資料 2 の平成 29 年度までの総合戦略の効果検証について、説明。 

 議長 
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  事務局の説明を踏まえ、意見をお願いする。 

 委員 

  創業塾について、目標を持って受講される方が少なく、創業塾を受講して目標を 

見つける方が多くいた中で、1 人が創業した。創業塾を受講することで、目標が見 

つかると思われる方が多いため、相談できる場を検討してほしい。 

 議長 

  目標を持たれている方のサポート、及び目標づくりを相談できる場の創出の検討 

について、事務局の意見をお願いする。 

 事務局 

  創業塾を全て受講することで、創業時の支援を受けることができるが、商工会が 

実施しているフォローアップ講座や、昨年度に町独自の女性を対象とした創業支援 

事業についても、商工会と協力して継続的に取り組んでいき、受講者の方が、早く 

目標を持つことができるように支援していきたいと考える。 

議長 

  支援をすることで、受講者も増加すると考える。 

  その他に、意見はあるか。 

 委員 

  博多南駅前ビルについて、ワークスペースで夏にセミナーを企画しているため、 

商工会と連携を図りたいと考えている。 

議長 

  各種事業の連携を図ることで、更なる増加が見込まれるため、ネットワーク支援 

を含む支援体制の検討をお願いする。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

  農地の集積率について、平成 29 年度の実績が 22.2％となっているが、農地の基 

盤整備が行われていないため、今後、農地の増加は難しいと考える。中山間地域で 

は、農地を貸したいと考えている方はいるが、借り手がいないため、農地の集積率 

も伸びにくくなると考える。 

  また、ブランド品の検討について、昨年度もヤーコンについて意見したが、作付 

面積の減少、生産者の高齢化、後継者不足などの課題があるため、他の品目での検 

討も含め、行政と生産者が協力して取り組んでほしいと考える。 

 議長 

  地方創生の計画期間が、残り 1 年 10 ヶ月で終了するため、持続性の確保も含め、 

今後の具体的な展望や手法などの検討をお願いする。 

 事務局 

  了解した。 

 議長 

  その他に、意見はあるか。 

 委員 

  地域課題の解決に協働で取り組むための事業企画提案を行う制度の見直しにつ 
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いて、制度をつくることで課題解決に取り組んでいないか。研修会を継続実施する 

ことは重要だが、先に制度をつくることは行政や住民への影響や刺激も考えられ 

る。研修後の次のステップについては具体的に考えているか。 

議長 

  事務局より意見をお願いする。 

 事務局 

  昨年度、全職員を対象に協働に関する研修を実施した。その中で、地域課題の解 

決に向けて、団体または行政が協働で取り組むことによる、効率的な成果等につい 

て理解を深めた。また、研修会の中で洗い出した課題を集約し、今後、団体と取り 

組むことで KPI の達成を目指す。今後も、継続して研修を実施していきたいと考え 

る。 

  事業企画提案を行う制度については、住民参画条例で定めているが、住民への周 

知不足や職員の認識不足が課題であると考える。課題解決の取り組みを進めること 

に合わせ、既存制度でなお不足する場合は、次のステップが必要になると考える。 

委員 

 大野城市では、モデル事業から制度化し、効果が出ていると聞く。 

委員 

 職員や住民からの意見を聞き、実施内容を検討することに時間を要しているよう 

に感じる。課題解決に繋がる目的を明確にした取り組みが重要だと考える。KPI の 

達成に捉われすぎず、金融機関の立場から考えて、協働で出来ることはないか検討 

したいと考える。 

委員 

 県の社会活動推進課では、昨年度から検証型の事業を実施していると聞く。 

議長 

 検証型の事業については、新規のコンテンツをつくることが難しいと考えるた 

め、コンテンツプロデューサー等の事業検討が必要になるだろう。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 子育てアプリについて、登録件数はどれくらいか。 

事務局 

 平成 30 年 4 月末時点で、180 件の登録がある。 

委員 

 登録するきっかけは様々だと思われるが、木育推進事業で配布した世帯数は、把 

握しているか。 

事務局 

 5 月に、木育推進事業第 1 号の配布を実施したところである。 

議長 

 周知については、出生時などの手続きの際に登録する機会があるということか。 

事務局 

 その通りである。来庁時に窓口で紹介する他、病院などへチラシ設置し、周知し 
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ている。 

議長 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 木育推進事業について、配付方法について説明をお願いする。 

事務局 

 赤ちゃん訪問時に配付している。木育推進事業については、産業課、健康課、こ 

ども応援課が連携し、地方創生の取り組みとして実施している事業である。 

議長 

 木育推進事業を含め、更なる発展を期待する。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 こども総合相談窓口の充実に向けた具体策、その先の展望について説明をお願い 

する。 

事務局 

 昨年度、相談者への支援情報等について、相談者と町が共有するツールとして、 

仮称ケアプランを検討している。現状、支援に必要な関係課と協議し、説明チェッ 

ク表を渡す方向で調整中であり、相談者との情報共有ツールが確立し、子育て世帯 

包括支援センターへの移行を目指す。 

議長 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 待機児童解消について、小規模保育事業所を 2 箇所開設しているが、保育士の確 

保はされているのか。保育士が確保されていない場合、大学等で説明会を検討され 

ているが、これまで説明会を実施していない場合、今年度の保育士の確保について、 

説明をお願いする。 

事務局 

 保育士の確保はできている。仮に、退職等により保育士が減少した場合、受け入 

れ可能な児童数が減少するため、保育士の確保に向け、大学等で説明会を開催し、 

人員体制に影響がないように努めていきたい。 

議長 

現状、保育士の人員は確保されているということである。 

その他に、意見はあるか。 

委員 

 待機児童について、平成 26 年度から平成 27 年度は増加しているが、平成 27 年 

度から平成 28 年度は減少している。この増減について、説明をお願いする。 

事務局 

 平成 27 年 4 月 1 日時点の待機児童が 87 人を解消するため、保育士の確保など 

に取り組み、平成 28 年 4 月 1 日時点の待機児童 0 人を達成した。その後、子ども 

を預け、就業する世帯等により待機児童が発生している。行政として、住民ニーズ 
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に対応する取り組みを継続しているが、KPI の実績値は資料に記載されている状況 

である。 

委員 

 子どもの人数が増加したのか、または働きたい母親の人数が増加したのか。 

事務局 

 働きたい母親の人数が増加していると分析している。 

議長 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 五ケ山ダムの活用について、中ノ島公園以南の国道の道幅が狭くなっているた 

め、中ノ島公園から五ケ山ダムの間にロープウェイを設置する検討をしてはどう 

か。 

議長 

 交通手段、安全性の確保を含めて、事務局より意見をお願いする。 

事務局 

 町がロープウェイを設置することは、現実的に考えて実現は難しいと考える。国 

道幅員の改善等については、県へ町単独で要望するのではなく、福岡都市圏として 

改善要望している。 

議長 

 五ケ山ダムを訪れた方が楽しんでもらえるプログラムの検討をお願いする。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 五ケ山ダムへ車で行けない方の交通手段は検討しているのか。 

事務局 

 五ケ山ダム周辺での催事企画の際は、博多南駅から五ケ山ダムまでシャトルバス 

を運行させる等の検討がある。 

委員 

 一定の車の通行が想定されると考えるため、渋滞対策へのマネジメントについ 

て、駐車場の運営等を第 3 者の意見を取り入れる手法、ワークショップ等による住 

民意見を取り入れる手法の 2 つの手法が必要ではないかと考える。 

議長 

 課題として、地域が観光客を受け入れるマインドの醸成が必要であると考える。 

今後の取り組み方針の中で、警察等関係機関との連携などを検討してほしい。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 休日滞在人口について、どの地域から訪れる人数が多いか。 

事務局 

 福岡市が 1 番多く、次に春日市や大野城市などの筑紫地域が多い。その他に少数 

で、佐賀など他の地域となっている。 

委員 
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 施設を中心とした誘客を目的とした観光に行きがちになるため、近隣の太宰府市 

と連携した、インバウンドの活用を検討してはどうか。また、近隣の福岡市や春日 

市では、外国人を誘客するために、有効な手法について交通基盤整備するだけでは 

なく、予算をかけない手法を検討していると聞くため、インバウンドも含めて他の 

視点から検討してはどうかと考える。 

 また、体験型農園については、西鉄や JR 西日本と連携することで、幅広い地域 

からの誘客が見込めるのでないかと考える。 

議長 

 太宰府市など幅広い地域へのプロモーション、戦略拠点として検討してほしい。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 休日滞在人口について、再度説明をお願いする。 

事務局 

 RESAS の旧仕様では、滞在時間が 2 時間ごとの滞在人口の平均であったが、昨年 

度に仕様が変更し、4 時、10 時、14 時、24 時の滞在人口の平均となっている。 

議長 

 太宰府市では異なり、3 時間の滞在人口としていると聞く。 

 農業体験などについて、意見はあるか。 

委員 

 農業体験プログラムについて、町が検討している規模は、どの程度を検討してい 

るのか。農業従事者へアンケートを実施しては、どうか。 

 農業体験してみたい方からの相談を受け、家庭菜園をしている。相談者からの紹 

介が広がり、現在、100 区画の規模に至る。始めから大きな規模や予算をかけて実 

施するのではなく、家庭菜園に近い農業体験プログラムであれば、農業についてア 

ドバイスできる方もいると考える。 

議長 

 家庭菜園を支援するプログラムの検討が、農業体験プログラムの KPI 達成に繋が 

ると考えるが、事務局から意見をお願いする。 

事務局 

 かなたけの里は 12ha あり、同じ規模の農業体験については、町での実施は難し 

いと考える。また、農業従事者へのアンケートについては、昨年度実施した。しか 

し、全員から回答が出ていないため、随時、農地最適化推進委員を活用し情報収集 

に努め、KPI 達成に向けて取り組んでいきたいと考える。 

議長 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 西鉄那珂川営業所の在り方について、今後は区画整理等を行い、賑わいのあるま 

ちづくりに協力したいと考える。 

議長 

 行政と協力して、具体的な手法を検討してほしい。 
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 トライアルステイについて、課題等はあるか。 

事務局 

 現在のところ、課題等はない。 

議長 

 移住に関する評価、今後の展望について、事務局より意見をお願いする。 

事務局 

 移住については、地域の方々の意見を踏まえ、移住希望者とマッチングさせてい 

るため、支障等は出ていない。 

 また、今後の展望については、株式会社ぼうぶら会議、南畑活性化協議会や行政 

が連携し、南畑にある SUMITSUKE で紹介している空き家バンク活用の活性化を目 

指すため、南畑ぼうぶら会議を中心に、物件の掘り起し等を行っていきたい。 

議長 

所有者不明の物件について、事務局より意見をお願いする。 

事務局 

 物件の掘り起しの中で、所有者不明の物件もある。所有者不明の物件については、 

近隣住民に話を聞き所有者が見つかる事例もあり、地域の方との繋がりが重要であ 

るため、今後も連携を図りながら取り組んでいきたい。 

議長 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 現在、社会問題となっている空き家問題について、町も空き家の戸数の把握が必 

要と考える。 

事務局 

 平成 27 年度に空き家調査を実施し、集約した情報を基に、安全安心課を中心に 

空き家対策に取り組んでいる。 

議長 

 空き家の継続調査等も含め、今後も対策に取り組んでほしい。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 移住促進事業について、南畑地域にある空き家の件数を教えていただきたい。 

事務局 

 平成 30 年 3 月末時点で、空き家が 8 件の登録があり、累計 150 件の移住希望の 

相談を受けている。 

議長 

 福岡都市圏周辺では、空き家の情報を第 3 者に伝えて問題となっているため、空 

き家の情報を保護する対策が必要であると考える。 

 その他に、意見はあるか。 

委員 

 南畑小学校の生徒数が減少しているため、南畑地域の活性化を含め、他の小学校 

との合併しないように対策が必要であると考える。 
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事務局 

 南畑地域の活性化については、南畑小学校の存続を含めた子育て世帯の移住を目 

標とした取り組みを、今後も継続実施していきたい。 

議長 

  その他に、意見はあるか。 

 委員各位 

意見なし。 

議長 

  資料 2 について、地方創生推進委員会として承認することで、よいか。 

 委員各位 

良い。 

議長 

  資料 2 について、地方創生推進委員会として承認する。 

 

 ②平成 30 年度 総合戦略の進め方について 

 議長 

  資料 3 について、事務局より説明をお願いする。 

 事務局 ※資料 3 をもとに説明 

  資料 3 の平成 30 年度の総合戦略の進め方について、説明。 

 議長 

  事務局の説明を踏まえ、意見をお願いする。 

委員 

  以前、検討会議に地方創生推進委員が参加していたが、今年度については参加で 

きるのか。 

事務局 

  検討会議への参加の意向があるということか。 

委員 

  そのとおりである。任意で構わないため、可能であれば、開催時は通知をお願い 

する。 

事務局 

  関係課と協議し、委員長と相談の上で判断する。 

議長 

  その他に、意見はあるか。 

 委員各位 

意見なし。 

議長 

  資料 3 について、地方創生推進委員会として承認することで、よいか。 

 委員各位 

良い。 

議長 
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  資料 3 について、地方創生推進委員会として承認する。 

 

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 1 回那珂川町地方創生推進委員会を終了する。 

 

終了 

 


