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 会 議 録 

会議の名称 令和 2 年度 第 1 回那珂川市地方創生推進委員会 

開催日時 
令和 2 年 8 月 26 日（木） 

19：00 ～ 20：44 
開催場所 福祉センター3F 会議室 

出 席 者 

1．委員 

包清委員（九州大学教授）、森委員（㈱西日本シティ銀行地域振興本部

副調査役）、大橋委員（西日本旅客鉄道㈱福岡支社総務企画課長）、朝

廣委員（九州大学准教授）、佐伯委員（農業の担い手）、千住委員（市

商工会副会長）、園田委員（㈱キャリア研究所代表取締役）、深町委員

（公募委員）、添田委員（公募委員） 

※欠席者 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）、 

     上野委員（西日本新聞社筑紫支局長） 

     石橋委員（福岡広域森林組合福岡南支店長） 

2．執行機関（事務局） 

川口総務部長、荒木経営企画課長、富川経営企画課課長補佐、南主任主事 

総合戦略検討会議 12 名 

3．オブザーバー 

 庄島副課長（福岡県企画・地域振興部市町村支援課） 

4．その他 

傍聴者 0 名 

配布資料 

・資料 1 那珂川市地方創生推進委員会 委員名簿 

・資料 2 那珂川町まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略 

効果検証シート 

・資料 3 地方創生拠点整備交付金事業一覧 

・資料 4 第 2 期那珂川市まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合 

戦略 施策体系図 

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・副委員長選出 

 （１）委員長・副委員長選出 

  委員の互選により、包清委員長・森副委員長を選出。 

 

 （２）委員長あいさつ 

 

～ 議長（包清委員長）より進行 ～ 

 

２．議事 
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 （１）那珂川町まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略について 

  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 の那珂川町まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略 効果検証シート

を説明する。 

  議長 

   事務局の説明を受け、意見を求める。 

  委員 

   資料 2 に関して、目標達成している KPI に着色するなどして、分かりやすい資料をお

願いする。 

  事務局 

   次回以降に当委員会については、分かりやすい資料の作成に努めたい。 

  議長 

   その他に、意見あるか。 

  委員一同 

   意見なし。 

 

 （２）地方創生拠点整備交付金事業について 

  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 の地方創生拠点整備交付金事業一覧を説明する。 

  議長 

   事務局の説明を受け、意見を求める。 

  委員 

   「まちづくり×ローカルベンチャー創造プロジェクト」の評価指標である「テナント

（2 階・3 階）賃料」について、目標値 5,164 千円に対し、実績値 9,412 千円と大きく伸

びている理由は。 

  事務局 

   計画策定当初は、「オフィステナント（3 階）稼働率」が目標値 80％に対し、「テナン

ト（2 階・3 階）賃料」が 5,164 千円と想定していた。入居しているコワーキングスペー

スの場所に応じて賃料が異なるが、昨年度末時点で、「オフィステナント（3 階）稼働率」

が 93.0％と目標達成したことに併せ、当初の想定以上の結果となった。 

  委員 

   五ケ山ダムの湖面活用の現状について、説明をお願いする。 

  事務局 

   五ケ山ダムの試験湛水が終了していないため、湖面活用の時期は未定である。 

  委員 

   新型コロナウイルス感染症の影響による公共施設などの状況は。 
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  事務局 

   緊急事態宣言を受け、一時的に閉鎖したが、現状は開放している。 

  委員 

   新型コロナウイルス感染症の影響による自粛期間もあり、キャンプや家庭菜園、公園

などに多くの人が集まるなど、屋外活動が注目されている。関東地方では、キャンプ場

で新型コロナウイルス感染症の感染者が出た事例もあるため、感染拡大防止の対策を検

討したうえで、対外的に情報発信してほしい。コロナ禍の中であるが、屋外アクティビ

ティ活動は市民から求められており、市としてもチャンスと考える。 

  事務局 

   市内及び市外から、多くの来訪者に来てほしいと考えている。新型コロナウイルス感

染症の対策を講じながら、外貨獲得と交流人口の増加を図ることと併せ、本市の魅力で

ある自然を知ってもらうチャンスと捉え、引き続き取り組んでいきたい。 

  議長 

   「「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～」

の評価指標である「キャンプ場利用料、レンタル収入」について、キャンプ場利用料よ

りレンタル収入の方が低いのか。 

  事務局 

   そのとおり。 

  委員 

   「「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～」における飲食店の現状は。 

  事務局 

   9 月にテナント募集の周知を行い、また行きたくなるような店舗となる事業者を募集し

たい。 

  議長 

   五ケ山ダムの施設利用者が、再度、利用したかなどの調査は実施しているか。 

  事務局 

   キャンプ場にてアンケート調査している。 

  委員 

   森林空間の活用について、関東地方では、マウンテンバイクのレース場として活用し

ている事例があるが、五ケ山ダム周辺のみならず、森林整備の範囲を広げるなどを検討

してほしい。 

  事務局 

   意見を参考にし、検討していきたい。 

  議長 

   吉野ヶ里町などを含めた広域的な連携について、事務局より説明をお願いする。 

  事務局 

   「那珂川市水源地域振興基本構想」を策定する際、実施したアンケート結果を踏まえ、

検討していきたい。 

  委員 
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   評価指標については、単年または 5 年間での設定か。 

  事務局 

   5 年間での設定をしているため、右肩上がりの数値目標を設定している。 

  議長 

   その他に、意見あるか。 

  委員一同 

   意見なし。 

 

（３）第 2 期那珂川市まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略について 

  議長 

   資料 4 について、事務局より説明をお願いする。 

事務局 ※資料 4 をもとに説明 

   資料 4 の第 2 期那珂川市まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略 施策体系

図を説明する。 

  議長 

   事務局の説明を受け、意見を求める。 

  委員 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、働き方も大きく変化し、イベントなども開

催できていない状況だと考えるが、KPI の見直しは検討されるか。 

  事務局 

   新型コロナウイルス感染症の対策に苦慮している状況である。第 2 期総合戦略につい

ては、今年度より取組が始まったばかりであり、設定した KPI 達成に向けて取り組んでい

きたい。 

  委員 

   体験農園プログラムについて、第 1 期総合戦略では達成できていないが、第 2 期総合

戦略でも、5 年間で 1 件を目指すとしている。具体的なスキームなどは検討されているか。 

  事務局 

   福岡市の先進地の市民農園を視察したが、優良な農地を市民農園として活用できない、

昨年度は農業従事者と協議して検討段階で実施に至らなかったなどが課題として挙げら

れる。第 2 期総合戦略の 5 年間で達成したいため、農業従事者と連携を図りながら取り

組んでいきたい。 

  委員 

   KPI 達成に向けて、重点的に取り組んでほしい。また、観光分野にも重点を置き、生産

法人の枠組みや組織形態などの検討をお願いする。 

  事務局 

   了解した。 

  議長 

   事業費などがかかるため、助成できるような施策が必要と考える。 

  委員 

   市民農園の現状は。 
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  事務局 

   市内在住の方への貸出は、継続的に実施している。今後においては、市外在住の方へ

の貸出などを含め、事業スキームを検討していきたい。 

  委員 

   農業従事者の高齢化、後継者不足が課題として挙げられるため、市民農園を市内在住

のみならず、市外在住の方へも広げることで、農業に興味を持ち、移住などの人口増加

につながると考える。認定農業者・認定新規就農者のみでは、農業を支えることは難し

い。 

  事務局 

   3 年前は市民農園の空きはなかったが、現在は、募集しても空きがある状況であるため、

市外在住の方への貸出を検討していくが、駐車場の課題などを整理し、KPI 達成に向けて

取り組んでいきたい。 

  委員 

   那珂川市の特産品の販路拡大について、やまもものピューレを保育所へ提供するなど、

一般販売を広報 9 月号にて掲載している。今後の状況において、収穫量を増やすなどを

検討している。 

  議長 

   市の特産品がどこで販売されているのかが、まだ周知が不足していると考える。広報

戦略と併せ、情報発信に努めてほしい。 

  委員 

   食育と組み合わせるなどして、イメージ戦略を検討しても良いと考える。 

  委員 

   基本施策における「起業サポートと交流の場を提供する」とあるが、具体的な交流の

場は検討されているか。 

  事務局 

   第 1 期総合戦略との変更点については、商工会を通じた創業者を KPI に設定している。

安易に創業して、直ぐに廃業されてはいけないため、フォローアップに重点を置いて取

り組んでいきたい。また、商工会が仲介になり、他の会員との情報交換できる場を提供

したいと考える。 

  委員 

   南畑地域での新規就農者・認定新規就農者について、条件が厳しいため、自給的農業

従事者などは含まれているのか。 

  事務局 

   自給的農業従事者は含まれていないが、移住交流促進センターSUMITSUKE による情報

発信や移住イベントなどを通じて、南畑地域に興味を持つ方を増やしていきたい。 

  議長 

   自給的農業従事者はハードルが高いため、移住・定住と農業を組み合わせた施策など

を検討する必要があると考える。 

   また、待機児童数について、第 2 期総合戦略でも 0 人を目指すとしているが、現状の

取組の説明をお願いする。 
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  事務局 

   待機児童については、市の課題のひとつとして挙げられる。定員枠を増加するなどの

ハード面の整備だけで解決する課題ではなく、保育士不足による定員割れなどのソフト

面の課題もあるため、潜在保育士を対象にしたアンケート結果を基に対策を検討してい

きたい。 

  委員 

   平成 28 年度に待機児童数 0 人の理由は。 

  事務局 

   平成 28 年 4 月に定員 200 人の保育所が開園したため、一時的に待機児童数が 0 人と

なった。 

  委員 

   潜在保育士を対象にしたアンケート結果による対策の検討状況は。 

  事務局 

   検討中であるため、進捗状況については、当委員会にて報告する。 

  委員 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもたちが外で遊べない、イベントが中

止になるなどで支障が出ている。実施されているイベントなどの情報発信はされていな

いのか。 

  事務局 

   子育てポータルサイトにて、随時、情報発信している。家庭教育の推進などについて

は、関係課と連携を図りながら、具体的な取組を検討していきたい。 

  議長 

   現在、検討中か。 

  事務局 

   そのとおり。 

  議長 

   その他に、意見あるか。 

  委員一同 

   意見なし。 

 

３．その他 

  議長 

   その他において、事務局よりあるか。 

  事務局 

   特になし。 

  議長 

   委員から意見はあるか。 

  委員一同 

   意見なし。 

議長 

以上で、第 1 回那珂川市地方創生推進委員会を終了する。 
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終了 

 


