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 会 議 録 

会議の名称 平成 30 年度 第 2 回那珂川市地方創生推進委員会 

開催日時 
平成 30 年 11 月 15 日（木） 

19：00 ～ 20：54 
開催場所 福祉センター3F 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）、佐伯委員（農家）、 

鎌田委員（西日本新聞社筑紫支局長）、深町委員（公募委員） 

※欠席者 藤田委員（九州大学准教授） 

園田委員（㈱キャリア研究所代表取締役） 

千住委員（市商工会副会長） 

森重委員（NPO 法人ミディエイド職員） 

2．執行機関（事務局） 

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 11 名 

3．その他 

傍聴者 0 名 

配布資料 

資料１ 地方創生拠点整備交付金対象事業一覧 

資料２ 地方創生（総合戦略）事業 進捗状況 

資料３ 地方創生（総合戦略）進行管理シート 

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．委員長あいさつ 

本委員会において、第 1 回地方創生推進委員会からの進捗状況の確認、今後の KPI

達成に向けての現状認識を踏まえ、各委員からの意見をお願いする。 

 

～ 議長（包清委員長）より進行 ～ 

 

２．議事 

報告事項 

議長 

資料 1・2 について、事務局より報告をお願いする。 

事務局 ※資料 1・2 をもとに説明 

資料 1 の地方創生拠点整備交付金対象事業及び資料 2 の地方創生（総合戦略）事

業 進捗状況について、報告。 

議長 
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事務局の報告を踏まえ、委員からの意見をお願いする。 

委員 

まちづくり×ローカルベンチャー創造プロジェクトについて、KPI であるテナン

ト（2 階・3 階）賃料（千円）の指標値は、単年度または累計か。 

事務局 

単年度の指標値である。3 階の創業スペースについては、5 月より募集をかけ入

居開始している。今後、更に 2 階及び 3 階の認知度を高め、入居率の向上を図りな

がら KPI 達成に向けて取り組んでいきたい。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員 

「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 KPI であるキャンプ場利用料、レンタル収入（千円）の指標値 72,320 千円の

見込みについて、説明をお願いする。 

事務局 

まちづくり×ローカルベンチャー創造プロジェクトと同様に、単年度の収入で見

込んでいる。 

議長 

資料 1 の KPI の指標値は次年度以降の見込みか。 

事務局 

資料 1 については、地域再生計画申請時の内容を記載しており、まちづくり×ロ

ーカルベンチャー創造プロジェクトのみ平成 28 年度採択事業であるため、最終目

標年月が異なる。「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、「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、平成 29 年度採択事業である。3 事業と

も単年度で見込める数値を、KPI の指標としている。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員 

「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～のキャンプ場利用者数、レンタル収入について、説明をお願いする。 

事務局 

地域再生計画の最終目標である 19,163 人の利用者を想定して、72,320 千円は見

込めると考えている。 

委員 

キャンプ場利用者のみでなく、レンタル利用者も含まれているか。 

事務局 

そのとおりである。 

議長 

キャンプ場の施設利用者数の試算について、説明をお願いする。 
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事務局 

稼働率 30％で試算している。 

議長 

収入については、純利益または総額か。 

事務局 

総額である。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員一同 

意見なし。 

議長 

資料 3 について、事務局より報告をお願いする。 

事務局 ※資料 3 をもとに説明 

資料 3 の地方創生（総合戦略）進行管理シートについて、報告。 

議長 

農地の集積率を 2 年間で 10％上げる手段等について、委員より意見はあるか。 

委員 

市内農地の基盤整備は十分とは言えないが、農業従事者の高齢化が進むため、KPI

達成が難しいとは言えない。 

議長） 

今後、農地が増えるということか。 

委員 

高齢の農業従事者が多く、後継者不足もあるため、空き農地の情報が増えると考

える。空き農地を情報提供して、マッチングさせることが大事である。 

議長 

空き農地だけでなく、潜在的な農地を調査、リスト化することで情報提供する際

に役立つのではないかと考える。 

委員 

新規就農者の耕作地は広いため、空き農地の情報を提供することで、更に耕作地

の拡大が図れる。 

事務局 

昨年度、営農座談会にて農業従事者へアンケートを実施し情報収集している。ま

た、農地最適化推進委員が現地調査し、荒廃農地をリスト化し、所有者へ借用の意

思確認や台帳等を整理し、農地の集積率の向上を図りたい。 

議長 

創業塾に関する意見はあるか。 

委員 

創業者数の課題や取り組みについて、説明をお願いする。 

事務局 

ソフト面については、商工会による「創業塾」の開催、「創業塾」後のフォローア
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ップを行っている。また、女性の就業率が県の平均より低いため、本市の独自事業

として、女性の創業支援も行っている。ハード面については、博多南駅前ビルの 3

階を創業スペースとして、今年 5 月にしごと荘を開設している。しごと壮利用者に

ついても、KPI の実績値に含めたいと考える。 

議長 

ハード面とソフト面の課題を解決することで、創業者数も増加すると考える。 

この他に意見はあるか。 

委員 

新規創業者について、なぜ創業に至っていないのかということを考える必要があ

り、新規就農者も同じである。今後の取り組みについて、商工会との情報交換のみ

では難しいと考える。まずは、働く場の創出から始め、その後に企業立地や第 2 創

業を検討し、平成 31 年度までの成功するロードマップの作成が必要であるため、

必要に応じて協力をしていきたいと考える。 

議長 

企業立地や第 2 創業の支援体制の手立てを継続して検討する必要があるが、事務

局より意見はあるか。 

事務局 

協力をお願いする。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員 

ブランド化について、やまももやかしわごはんは、物語性があり語り手が多くい

るが、ヤーコンについて、生産量は多いのか、また語り手はいるのか。 

ヤーコンについては、情報が少なく、市民から情報を多く聞かない。暮らしに根

付く存在になることが、ブランド化に繋がるため、更なるアプローチが必要である

と考える。 

委員 

小学校の家庭科の調理実習でヤーコンを調理し、「美味しかった」と子どもから感

想を聞きヤーコンを知った。小学校の先生がヤーコンについて詳しく説明してくれ

たことから、ヤーコンを購入しようとしたが、販売場所が少なく、時期的な課題も

あり、入手困難であった。他市在住の知人にも紹介できるよう、販売場所等につい

て情報発信をお願いする。 

議長 

情報発信に工夫の余地があると考えるが、事務局より意見をお願いする。 

事務局 

ブランド化の検討時、物語性が大事であるため、ヤーコンの物語性を整理し、今

後も検討していきたい。 

また、今年度から南畑地域で採れた野菜等を地元の子ども達に知ってもらう機会

の創出から、学校給食や地場のスーパー等へ販路拡大を図る事業を実施している。 

議長 
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この他に意見はあるか。 

委員 

木育事業について、木製玩具の累計配布数を教えていただきたい。 

事務局 

概算で年間 600 人の出生数を見込んでいたが、現状、年間 500 余数の出生数であ

る。木育玩具については、出生数と同数を配布している。 

委員 

那珂川市の PR 材料のひとつとなる。民間事業者では、同じような取り組みを行

っているため、切り捨て間伐材を広めていくのか、新たな切り口を検討するのか、

木育事業に真剣に取り組む必要がある。 

議長 

KPI 切り捨て間伐材を利用した事業件数の今後の見込みについて、事務局より説

明をお願いする。 

事務局 

新たな 2 件の事業については、具体的な見込みはできていない。 

議長 

この他に意見はあるか。 

新規協働件数が増えない理由について、事務局より説明をお願いする。 

事務局 

昨年度、協働に関する研修を実施し、自分の業務の中で協働に繋げることができ

ないか検討し、12 項目を整理している。1 月に実施予定の研修を通して、団体や職

員の理解を深めたいと考える。 

委員 

どのような項目があるのか。 

事務局 

子育て、環境、高齢者、健康等に関する項目である。 

委員 

専門で行っている民間事業者もいるが、最終的な目標はどこか。民間事業者を積

極的に活用することで、新たなアイデアが出ると考える。 

事務局 

民間事業者活用の検討もあるが、地域で出来ることは地域で解決することが望ま

しいため、協働による課題解決モデルを模索する。また、NPO 団体の活用も検討し

ていきたい。 

議長 

民間事業者を上手に活用して、今後の新規協働について検討してほしい。 

子育てについて、待機児童解消の目途はあるか。 

事務局 

平成 31 年度、待機児童 0 人を目指して取り組んでいる。 

議長 

この他に意見はあるか。 
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委員 

「子育てしやすい市」だと思う小学生以下の保護者の割合について、実績値では

安心できるが、障がいを持つ子どもの保護者で孤立している方や引きこもっている

方、中学生から高校生の子どもを持つ保護者の相談する場所がないと聞くため、子

育て支援の情報提供をお願いする。 

事務局 

孤立や引きこもっている方については、子育て専用アプリの活用や子育て情報サ

イトのご利用をお願いしたい。市役所へ来庁することが可能になれば、こども総合

相談窓口で子育てに関する情報提供ができる。なお、訪問が必要な方については、

実際に自宅を訪問し、必要に応じて関係機関へ繋ぐなどして対応していきたい。 

議長 

この他に意見はあるか。 

休日滞在人口について、平成 26 年度から平成 28 年度は横ばい、平成 29 年度は

微増しているが、今後の見込みについて、事務局より説明をお願いする。 

事務局 

市制施行に伴い、メディア等で本市の紹介がされ、認知度は向上していると考え

る。また今後、五ケ山ダム周辺にキャンプ場や商業施設が整備されることで、更な

る休日滞在人口の増加が見込まれるため、KPI 達成に向けて取り組んでいきたい。 

議長 

メディアに紹介されることで認知度も高まるため、更なる休日滞在人口の増加に

繋がると考える。 

この他に意見はあるか。 

委員 

休日滞在人口については、国内の方がターゲットか、内訳等を教えていただきた

い。 

事務局 

RESAS で分析した際、福岡市、佐賀県、長崎県からの来訪者が多い状況である。

福岡市がインバウンド対策等の観光施策を行っているため、呼び込みも考えられる

が、目標設定時については、国内向けで設定している。 

昨年度、自転車を活用してインバウンド型の体験イベントを実施。今年度につい

ては、こととば那珂川と博多南駅前を考える会で、インバウンド型のイルミネーシ

ョン事業を検討している。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員 

道善エリアの開発について、那珂川市の新たな拠点になれるように取り組んでい

る。また、一部を商業ゾーンで検討しており、今後、公共交通の在り方等について、

行政と連携して取り組んでいきたい。 

議長 

南畑地域への移住・定住に関する取り組みの関連事項として、那珂川市に民泊は
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あるか。 

事務局 

市で把握している民泊はない。 

委員 

トライアルステイの KPI 達成が困難な理由に空き物件がないと報告されたが、南

畑地域に空き物件がないのか、具体的な説明をお願いする。 

事務局 

空き物件については、活用可能な空き物件があるかを整理している。活用可能な

空き物件を地域から情報収集し、賃貸や売買が可能な物件については、SUMITSUKE

で紹介している。今年度から定期的な物件掘り起しを実施し、10 月末までに 4 件の

掘り起しができた。掘り起しした物件をトライアルステイに活用した場合、移住希

望者へ提供する物件をなくすことになる。なお、南畑地域へ移住された 5 世帯から

トライアルステイに関する意見はなかった。 

委員 

トライアルステイを目的に空き物件を整備する自治体もあるが、整備せずとも移

住希望者がいるということか。 

事務局 

そのとおりである。 

委員 

移住希望の相談件数を教えていただきたい。 

事務局 

相談件数については、累計 150 件。地域活動を積極的に行える方など、移住に関

する条件もあるため、地域と移住希望者のマッチングができるように取り組んでい

きたい。 

委員 

相談者のトライアルステイ希望有無は把握しているか。 

事務局 

相談者の内訳として整理はしていない。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員 

移住については、相談件数 150 件に対し、活用可能な空き物件が 8 件と報告され、

ミスマッチが生じているのではないかと考える。全国では、過疎化が進み空き家が

多くなっていることをメディアで取り上げられているが、南畑地域は異なるため、

上手く結び付けられていないと考える。1 件でも成功事例があることで、次に繋が

ると考える。移住及び農業の体験プログラム同じ考えである。他の自治体から情報

収集して、的を絞って取り組んでいただきたい。 

議長 

成功事例をつくり、次に繋げることで、地域の理解も得られると考える。成功事

例をつくることは難しいが、第 3 者の機会の創出など、今後も取り組んでいただき
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たい。 

事務局 

昨年度「南畑の本 2」を発行し、南畑地域を情報発信し、移住促進に取り組んで

いる。 

農業体験プログラムについては、農地を提供してくれる農業従事者の情報を得て

いるため、農業体験実施に向けて検討している。 

議長 

この他に意見はあるか。 

委員一同 

意見なし。 

議長 

事務局より意見はあるか。 

事務局 

本日、本委員会を欠席した委員より、2 点の意見を預かっているため、意見及び

回答を報告する。 

1 点目はジビエ肉について。実現には困難が伴うが、市内の獣害被害は深刻であ

るため、被害を減少する計画として、獣害被害とジビエ肉への投資や利益の両方で

成功するモデルを検討していただきたい。 

この意見については、ジビエ肉の活用に向けて、佐賀県吉野ヶ里町と協議を進め

ているが、その実現については厳しい見通しである。獣害減少に有効な対策につい

ては、今後も継続して検討する。 

2 点目は、農業戦略委員会や事前協議で出された意見や方向性の内容を本委員会

が適切に把握できるように、事務局で整理し、検討内容に反映させるように努めて

いただきたい。 

この意見については、今後、具体的な事業策定の際、本委員会で審議や意見を頂

けるよう、関係課と随時連携し、情報共有に努めていきたい。 

議長 

資料 1 から 3 について、本委員会で承認することで良いか。 

委員一同 

良い。 

 

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 回那珂川市地方創生推進委員会を終了する。 

 

終了 

 


