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 会 議 録 

会議の名称 令和 3 年度 第 1 回那珂川市地方創生推進委員会 

開催日時 
令和 3 年 7 月 21 日（水） 

19：00 ～ 20：26 
開催場所 市役所 2F 第 1・2 会議室 

出 席 者 

1．委員 

包清委員（九州大学教授）、川上委員（㈱西日本シティ銀行地域振興本

部副調査役）、梶谷委員（西日本旅客鉄道㈱福岡支社総務企画課長）、

阿部委員（西日本鉄道㈱まちづくり・交通・観光推進部課長）、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）、石橋委員（福岡広域森林組合福岡南支店長）、深町委員（公

募委員）、添田委員（公募委員） 

※欠席者 上野委員（西日本新聞社筑紫支局長） 

     園田委員（㈱キャリア研究所代表取締役） 

2．執行機関（事務局） 

中村総務部長、長田行政経営課長、西山企画担当係長、南主任主事 

総合戦略検討会議 6 名 

3．オブザーバー 

 釜瀨企画主幹（福岡県企画・地域振興部広域地域振興課） 

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 第 2 期那珂川市まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合 

戦略効果検証シート 

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．市長あいさつ ※市長不在のため、中村総務部長が代理を務める。 

  本日は、多忙の中、夜間にお集まりいただき、心より感謝申し上げる。 

  令和元年度に、地方創生推進委員会の皆様の協力により、第 2 期那珂川市総合戦略を策定し

た。 

  本委員会では、第２期那珂川市総合戦略の昨年度の取組状況について、事務局より報告する。

今後についても、本市の地方創生の実現及びさらなるまちの発展に向け取り組んで参りたい。 

  そのためには、「産・官・学・金・労・言」の各界で活躍の本委員の皆さまから、貴重な意見

や助言を積極的にいただき、「ずっと住み続けたい」と思っていただけるまちづくりを進めてい

きたい。 

 

２．委員長あいさつ 

  本委員会では、昨年度の取組状況について、事務局より報告を受け、市の地方創生が推進さ

れるよう、委員の皆様から意見をいただきたい。 
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 事務局 

  委員の交代もあるため、事務局より順次、自己紹介をお願いする。 

 

～ 事務局⇒委員⇒県の順番で自己紹介を行う ～ 

 

 事務局 

  以降の進行については、委員長にお願いする。 

 

～ 議長（包清委員長）より進行 ～ 

 

３．副委員長選出 

 議長 

  森副委員長の辞職に伴い、那珂川市地方創生推進委員会設置条例第 5 条に基づき、委員の互

選にて副委員長の選出を行う。副委員長に立候補される方はいるか。 

 委員一同 

  立候補なし。 

 議長 

  森副委員長の後任である川上氏を推薦するが、意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 議長 

  川上氏を副委員長に選出する。副委員長よりあいさつをお願いする。 

 副委員長 

  事業所の方々と接する機会が多いため、事業所の意見を踏まえながら、本委員会に役立てる

よう協力していきたい。 

 

４．報告 

 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 第 2 期那珂川市まち・ひと・しごと創生-人口ビジョン・総合戦略効果検証シートの

取組状況を説明。 

 議長 

  事務局の説明を受け、KPI の達成状況、取組状況について、助言や質問等をお願いする。 

  基本目標 1 より意見を求める。 

 委員 

  施策 1-2 について、KPI「新たな認定新規就農者」の実績 0 人であり、KPI 達成するのはハー

ドルが高いと考える。課題に現実的でない農業を希望していると記載されてあるが、農家 2 世

が現実的でない農業を希望しているのか。 
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 事務局 

  農家 2 世については、基本的に就農している。課題に関しては、農家 2 世ではなく、新規就

農希望者が現実的でない農業を希望している。 

 委員 

  新規就農者の定義は、18 歳以上 45 歳未満の方または 65 歳未満の方で技術を持っている方で

あり、観光農園、有機農業だけでは不十分と考えるが、何を栽培することで自立した新規就農

と想定するか。 

 事務局 

  米を主とする農業従事者が多い。米は水を多く使用するため、野菜の栽培は難しい。農業従

事者を個別に支援する等、新規就農へつなげたい。 

 委員 

  米の新規就農者を 5 名増やすことで KPI 達成に向けて取り組むのか。 

 事務局 

  米のみではなく、他の品目も視野に入れ支援したい。 

 委員 

  市外からの通作については、認定新規就農者に加えるのか。 

 事務局 

  そのとおり。 

 委員 

  観光農園、有機農業だけでは主な農業にはならないかもしれない。農あるくらし、観光につ

いては、市の重要な柱になると考えるため、農業や農村集落の支援をお願いする。 

 議長 

  認定新規就農者については、農業委員会にも関係するため、委員より意見あるか。 

 委員 

  新規就農者の中には会社員もいる。作付面積が少ない等の課題があり、米だけで生計を立て

ることは難しい。福岡市に隣接しているため、新規就農者の中には、消費者が望む野菜である

レタスやアスパラガスを栽培している。個人で 56 種栽培しており、自分で販路拡大等も行っ

ている。新米を友人に提供し、提供した後に新たな消費者を紹介されることもある。現在は、

コロナ禍の状況もあるため、家庭内で消費することが多い。市内で農業を継続するには、立地

や地形に沿った農業をすることが望ましい。 

 議長 

  委員の意見は、参考になると考える。意欲のある新規就農者へのカウンセリング等の支援は

あるのか。 

 委員 

  市として戦略的農業、地域支援型農業において、民間企業が農業を開始した事例等もあるた

め、民間企業を活用し推進してはどうか。 

 議長 

  民間企業を活用するなど、市としてできることを整理してほしい。 

 事務局 

  了解。 
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 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員 

  西日本シティ銀行を伺った際、博多大丸の飲食店にて那珂川産の野菜を使った串揚げが販売

されるチラシを目にしたが、もっと多くの方に目にしてもらえるよう周知してほしい。 

 副委員長 

  市と協議し、窓口にチラシの設置や Twitter 等の SNS へ掲載を本日より開始した。 

 議長 

  周知する機会を増やしてほしい。 

  その他に意見あるか。 

 委員 

  施策 1-1 の KPI「創業塾の受講者数」については、目標達成しておらず見直しとなっているが、

セミナー形式から個別受講形式に変更している。受講者数は少ないが内容は充実しており、今

後も継続することで創業者は増加する可能性はある。 

  コロナ禍であるが、商工会会員数が令和 3 年度は 1,063 者と増加している。令和 2 年 4 月か

ら令和 3 年 3 月までの日本政策金融公庫の融資に約 130 件の申込があり、融資されたのが 109

件、金額ベースでは約 6 億円の融資等もあったことが、商工会の会員数の増加につながったの

ではないかと考える。 

 議長 

  起業サポートについては、カウンセリングと組み合わせ、情報を整理し取り組んでほしい。 

 事務局 

  了解。 

 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 議長 

  意見なしであるため、基本目標 2 について意見を求める。 

 委員 

  施策 2-3 について、KPI「移住促進事業による南畑地区への移住世帯数」の実績が 9 世帯と十

分に成果が出ている中、移住促進イベント等の開催は必要か。 

 議長 

  令和 2 年度の実績値 9 世帯については、今後も同等の移住世帯が見込まれるのか。または、

急に増えた実績値なのか、事務局の考えをお願いする。 

 事務局 

  実績値は 9 世帯と多いが、今後、何も取り組まなくても移住世帯数が増加するとは考えてい

ない。空き家物件の発掘等を継続して取り組まなければ、KPI 達成は難しいと考える。 

 議長 

  KPI「移住促進イベントなどへの参加者数」における必要性は。 

 事務局 
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  南畑地区への移住世帯数が 9 世帯と成果が出ていると言って、移住促進イベントを開催しな

いとは考えていない。コロナ禍を踏まえ、オンライン形式等を含めた手法で開催を検討してい

るが、移住促進イベントについては、南畑地区を含め、本市を知ってもらうきっかけづくりと

なる。 

 委員 

  糸島市の「空き家活用推進補助金」を参考にしたスキームを検討中と記載しているが、八女

市では建築士の助言または提案等をしている事例もあるため、活用してはどうか。 

 議長 

  福岡 R 不動産がアドバイザーと想定して良いか。 

 事務局 

  そのとおり。 

 議長 

  選択肢を増やすことも含め検討してほしい。 

 委員 

  空き家発掘については、南畑地区のみか。 

 事務局 

  そのとおり。 

 委員 

  西畑等の別の地域を含め、市全体となれば空き家件数は増加すると考える。 

 議長 

  市街化調整区域での空き家の取り扱い、及び移住希望者への施策は実施しているか。 

 事務局 

  市街化調整区域については、南畑地区のみを想定。施策については、結婚新生活応援補助金、

高齢化が進んでいる地域へ移住された方へ固定資産税の補助を行う施策を実施している。 

 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員 

  市が主催するイベントについて、可能な限り協力したいと考えているため、随時、情報提供

をお願いする。 

 事務局 

  了解。 

 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 議長 

  意見なしであるため、基本目標 3 について、意見を求める。 

  市内に産婦人科はあるか。 

 事務局 

  中原及び道善に 2 か所ある。 
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 委員 

  児童虐待等の相談件数が増加していることについて、市内で対応できる施設はあるか。 

 事務局 

  松木にある療育センターにて対応。 

 議長 

  療育センターに関し、市民への周知等はしてあるか。 

 事務局 

  相談を受けた際、療育センターを案内し、対応。 

 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 議長 

  意見なしであるため、基本目標 4 について意見を求める。 

 委員 

  公共交通ネットワークについて、各地域にてコミュニティバスを運行している中、維持費に

事業費がかかり、利用者数が少ないという課題がある。今後、高齢化が進む中、公共交通を残

す必要がある地域のみ残すなど、様々な意見を踏まえて検討していきたい。現状、弊社だけで

公共交通を支えることは難しく、同業種と連携を図り、地域に沿った公共交通や観光事業に活

用する等、低コストかつ現実的に実現可能な事業を検討している。 

  また、スマートフォンでタクシーのように手配できるバスがあり、アイランドシティや福岡

市西区、長野県等で運行しているが、これで全ての課題が解決される訳ではなく、地域特性に

沿って導入されたと考える。新たな技術等の情報提供をさせていただくことで、公共交通の拠

点強化に向けて、地域や行政と一緒に考えていきたい。 

 議長 

  公共交通の確保と市街地・住宅地のブランディングは一体的に考える必要がある。公共交通

の確保における計画または審議する会議等はあるか。 

 事務局 

  公共交通事業者等で構成される協議会がある。都市計画マスタープラン及び立地適正化計画

の構想に基づき協議し、その意見を踏まえ交通体系を検討している。本市の北部地域において

は、公共交通が充実しているが、南部地域においては、隅々までの公共交通を行き渡らせるこ

とは難しいため、山田区に乗継拠点を整備。また、デマンド交通を南部地域で運行し、公共交

通の確保に努めている。 

 委員 

  弊社おいても、バス運転手が不足し、20 代のバス運転手が少なく、運転手確保に努めている

が、20 代等の若い世代がバス運転手を定年まで勤務することを希望する方は少ないため、今後

も運転手は減少していくことが見込まれる。デマンド交通については、バス運転免許ではなく、

普通自動車第二種免許でも運転が可能となるため、地域の方が担い手となり、地域の公共交通

を残していきたい。 

  福岡市に隣接し、福岡市への移動する方も多いため、市単独で課題を解決するのでなく可能
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な限り協力し、連携できること等あれば提案していきたい。 

 議長 

  地域間の公共交通ネットワーク及び市街地・住宅地のブランディングについては、戦略的発

想が必要と考えるため、何か進捗があれば本委員会にて報告をお願いする。 

 事務局 

  了解。 

 議長 

  景観行政団体に移行することで市の魅力向上につながるため、取り組んでほしい。 

 事務局 

  了解。 

 議長 

  その他に意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 議長 

  意見なしであるため、昨年度の取組状況について、本委員会にて確認したこととする。 

  司会を事務局へお返しする。 

 

５．その他 

 事務局 

  委員より意見あるか。 

 委員一同 

  意見なし。 

 事務局 

  以上で、第 1 回那珂川市地方創生推進委員会を終了する。 

 

終了 

 


