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平成 27年度 校区まちづくり懇談会 意見交換要点筆記 

テーマ：まち・ひと・しごと創生について 

小学校区：筑後北小 

開催場所：筑後北小学校体育館 

日 時：10月 21日（水） 19：30～ 

参加人数： 92人 

 

【出席者】 

市長、副市長、教育長、部長職 

【内 容】 

１．開会 

2．市長あいさつ 

３．地元代表あいさつ 

４．筑後市における人口の現状と将来推計について 

５．意見交換 

質問① 

女性Ａ 

男性の数はどのぐらいなのか。また、図書館を利用しているが、図書館にある机等の

備品はどこの管轄になるのか。図書館にいる学生が勉強できる場所がない。南側に２つ

のドア、北側に１つのドアがあり、職員や地域の方が利用される度に、夏は暑い風や虫、

冬は寒い風が入ってくる。高校生が勉強するに至って、市はどういう環境を考えているの

か。図書館は、貸出だけのサービスではなく、学習の場所を提供するサービスも必要で

あると考える。また、他市と比べて、図書館の学びの場が静かではなく、照明がスポットラ

イトと図書館の明るさではない。勉強する場の横が確定申告する場所になっており、個

人情報が筒抜けである。地域から学生の勉強する場を提供してほしいという要望があっ

たので、市長にお願いしたい。柳川市や瀬高町、久留米市は、公共の図書館に自動販

売機が置いてあるところはない。また、学習しているところに外国の方が座っていた。学

習だけではなく、ミーティングルームのような場所を設けて頂きたい。受験の一番大事な

時に、確定申告で騒々しく、勉強できないのではないか。業者に丸投げしているが、高

校生などの利用者に意見を聞いて、作って頂きたい。 

回答① 

企画 

財政 

課長 

男性の人口は、ほぼ横ばいで推移しており、今後の推移も横ばいであることが見込ま

れている。現在は 20代、30代は女性の人数の方が多いが、いずれ男性の方が多くなる

ことが見込まれている。女性の人数が減るということになる。 

回答① 
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教育委

員会 

次長 

図書館とサンコアについて、建物自体は筑後市の中央公民館で、その一画を図書

室として位置づけていた。平成 23 年の 12 月に図書館という位置づけにした時に増築

工事を実施し場所を広げた。今はサンコアのロビーは公民館の一部になるので、そこ

で勉強している状況である。特に、長期休暇中においては、学生の利用が増えており、

入りきれない人は学習室を利用してもらっている。また、飲み物についてだが、自動販

売機が２つ設置されており、一つはソフトバンクホークスとの協定により、少年野球チー

ムの育成のために売り上げの一部を市に寄付することを目的として設置されている。確

かに他の公共図書館には無いかもしれないが、最近では図書館の中で食べたり飲ん

だりする所も増えてきているようなので、必ずしも飲食の販売がないわけではない。 
 

 

質問② 

男性Ａ  

２年前から大学を活かした形で何かできないかと考えている。大谷短期大学にも掛け

あったが、個人的な意見が伝わらなかった。久留米商圏が筑後市の国道 442号線に移

りつつあり、みやま市までが県南部の商圏になるという統計が出ていた。久留米大学の

学生が 5,400人、久留米市内にいる学生は約１万人と言われている。その辺りとの連携

をとって、市内に大学があることを活かしてはどうか。久留米大学の経済学部の先生と

の話は一致している。今後、地方創生の中で大学を利用して人口を増やし、子どもを

活かし、さらに定着することを考えていかなければならない。子どもたちの教育につい

て、大学生に放課後を利用してやってもらうことで、教育にかかるお金の部分を緩和で

きればということを提案する。検討をお願いしたい。 

回答② 

市長 

教育問題で久留米大学との連携というお話を頂いたが、全体的な地域振興につい

て、久留米大学も色々なところと協定を結んでいる。近く、筑後市も久留米大学と協定

を結ぶように準備を進めている。久留米大学の学生と筑後市の子どもたちとのつながり

をどうするかということについては、教育委員会の方で頑張ってもらっている。 

教育長 

大学と筑後市全体の地方創生を含めて、連携の分野を模索している。教育の分野に

関しては、学生の地域貢献ということが大学に求められている。ただ、大学生もカリキュ

ラムの中で動くことになるので、放課後の時間を使うのは難しい。大学生を地域に派遣

して、子どもたちの授業の中に参加してもらい、アシスタントティーチャーとして取り組ん

でもらえないか、検討している。 

また、留学生がたくさんいるということなので、留学生を活用した市の子どもたちの外

国語教育の充実ができないか模索中である。どのような形で実を結ぶのかということは

検討中ではあるが、足がかりを付けている状況である。 

 

回答② 

企画 

財政 

課長 

地方創生の関係で、久留米大と協議をさせてもらっている。久留米市の大学卒業生

の 45％程度は県内に就職しており、20％近くは関東の方に就職している。最近の学生

は、地元志向が強いと聞いており、その意向も含めて、地元で受け入れができないかと
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考えている。久留米市と久留米大学との間では、連携協定がなされており、学生と企業

側の交流セミナーが行われている。我々もやっていきたい考えである。 

 

質問③ 

男性Ｂ 

筑後市にソフトバンクホークスが来るということで、市のイメージもアップしてきたが、ソ

フトバンホークスが来ることで、どれくらいの財政が見込まれるのか。今年度の企業誘致

はどの程度あったのかお聞きしたい。 

回答③ 

市長 

ソフトバンクの件だが、球場が２つと室内練習場、クラブハウス、選手の寮について、

７割程度工事が進んでいる。来年の２月の終わりには宮崎のキャンプを打ち上げた２軍

３軍の選手が入寮することになる。その後、３月になったらウエスタンリーグの試合も始

まり、本格的に稼働していくことになる。ただ、固定資産税の評価をしないと税金をかけ

られないため、評価後に固定資産税を納めてもらうことになる。 

また、選手寮に入寮する選手は、住民票を筑後市に持ってきもらい、市民税の増加

を図りたい。ただ、具体的に、どのような方がどれぐらい入ってくるかはわからず、また２

軍３軍の選手になると、給料の高い選手はいないと考えられる。 

また、ソフトバンクがくることによる経済効果と合わせて、野球を観にくるお客さんにも

筑後市で買い物してもらいたいし、泊まってもらいたい。ホテル等の施設の整備が追い

付いていないので、これからの課題となる。 

建設

経済

部長 

企業誘致について、直近の２～３年では、高江のし尿処理場の横にホンダユーテッ

ク、長浜には（株）高山、442 号の沿線にはビッグモーター、ケーズデンキが開業し、ま

た今年の 12 月末にゆめマートがオープンする予定である。インターから新溝の方に行

ったところに、三菱ふそうのバス・トラック工場ができた。野町には田辺製作所が移転し

てきた。ただ、今は筑後市に誘致できるような場所がないため、相談はあっているが遊

休地がないという状況。 

 

質問④ 

男性Ｃ 
ラグビーワールドカップの誘致について資料が添えられているが、市として誘致、立

候補する予定があるのか。 

回答④ 

総務

部長 

この資料は市が配布したものではない。ラグビー誘致を進められている市民の方に

頼まれて、添付しているものである。立候補するかは、施設の問題もあるので、全くの白

紙の状態である。 

市長 

ラグビーのワールドカップは、福岡も試合会場になっているので、市民の方からキャ

ンプ地を筑後市に誘致してほしいという声がきている。民間ベースで誘致委員会を立ち

上げる準備をしているということなので、そのような団体に対して、市がどのように応援が
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できるか検討している。 

 

質問⑤ 

男性Ｄ 

私は筑後北小の第２期の卒業生になるが、この 30 年間、国道 209 号沿いの歩道は

広がっていない。北から南まで狭く、子どもを大事にするのなら、危険にも合わせては

いけない。狭い所は１ｍもない所もあり、現状より倍ぐらいは広げてもらいたい。国道 209

号沿いになるため民家やお店もあり、土地買収は難しいとは思うが、もう少し歩道を広

げて欲しい。商業施設やバイパスも整備され、大型車が通る機会も多くなると思うので、

子ども達が安心して通学できるよう整備してもらいたい。 

回答⑤ 

建設

経済

部長 

国道 209号沿いについて、整備は尾島の自由歩道設置工事、野町の交差点の整備

は来年の３月までには終わると聞いている。上原からいろはの方に向けた歩道の設置、

赤坂の歩道について、国から予算をもらって進めている。残念ながら赤坂の歩道が進

んでいない。その背景には、平成 26 年度に国から事業化してもらい、想夫恋から大谷

短大の信号までの計画ということで、平成 27年の３月に地元説明会を開催させてもらっ

たが、商売や住宅地などの賛否があり、計画が頓挫している。整備工事実施に向け、

今回が最後のチャンスということで、国からも市からもお願いに参りたいと考えている。 

市長 

国の方からもやっと予算をつけてもらったが、やはり地権者の協力がないと進まな

い。地権者の方々に不利益にならないような方策を見つけだして、理解を頂く努力をし

ていく。国の事業にはなるが、地元の意見を十分吸い上げていきたいと考えている。こ

のチャンスを逃すと次のチャンスは回ってこないため、理解をして頂けるように、努力を

していきたい。 

 

質問⑥ 

男性Ｄ 

消防団からの依頼になるが、今度、国立病院跡地に防災拠点施設ができるということ

で、消防団が訓練する場所を設置して欲しいということを市にお願いしていた。現状

は、ＪＡふくおか八女の協力のもと、よらん野を借りて訓練している。それぞれのコミュニ

ティの消防団が小学校のグラウンドや農協の場を借りて訓練していたり、消防団の総合

大会もトライアルの駐車場やナフコの倉庫を借りたりしている。せっかく、筑後市が大き

い土地を取得できたのに、筑後市の消防団が訓練できる場所をなぜ作ってくれないの

か。筑後市のために頑張っている消防団がわざわざ頭を下げて場所を借りなければな

らないのか。頭を下げなくても、訓練できるような施設を作って頂けると、今後さらに消

防団は盛り上がる。横幅 30ｍ、全長 100ｍの場所を提供してほしい。市民の安全を守る

のと同時に、消防団員がケガしてはいけないために訓練しているのだから、どうにかな

らないのか。 

回答⑥ 
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建設 

経済 

部長 

消防団なくして、筑後市民の安全は守れず、日頃から頑張ってもらっていることに感

謝している。訓練の場所は、県南公園の駐車場に一つできる場所がある。市で整備し

たのは、中心部の市民の森の駐車場に、車が入れるように整備している。北部拠点に

は、計画の中で 100m×30m は非常に厳しい。また、昨日消防団の方が関係部署にお

願いに来られて、話は聞いているが、100m×30mの場所を確保するのは大変厳しい状

況である。防災拠点については、コミュニティ協議会の中で協議をしながら進めている

ので、検討させて頂きたい。 

 

質問⑦ 

男性Ｄ それならば、私が持っている図面は、まだ計画段階なのか。 

回答⑦ 

建設 

経済 

部長 

この図面は国の方に提出しているので、この通りに作らないといけないわけではな

い。一部変更ということも可能である。グラウンドが狭くなることになるので、その辺の兼

ね合いもあるため、この計画は現段階ということになり、変更しなければならないが、

100％要望を聞いてほしいというのは困る。防災拠点については、地元の方と協議をし

ながら進めていき、その中でお話をさせて頂きたい。 

 

質問⑧ 

男性Ｅ 

市は人の命をどう思っているのか。赤坂の農用跡地に施設ができているが、工事車

両が入るために、ダンプカーが細い道を通るが、小学生の通学路になっている。まずは

そこを整備して、安全を保って工事するようにお願いしたが、市役所の人には「整備す

るためにダンプカーがまた入らないといけない」と言われた。また、消防団の方たちは人

の命を助けるために一生懸命になって訓練しており、最低限これだけの距離が欲しい

と言っているのに、「考えています」と言うだけである。この懇談会の意味がわからない。

懇談会は話の結果を出して、それに対して自分たちが「こうしたらいいのではないか」と

意見を出すところと思っていたが、「考えています」とか「そういうふうに持っていきたいで

す」というだけで、全く意味がわからない。小さなことでも良いから、結果を出してほし

い。特に市役所の方には人の命を大事に思ってほしい。 

回答⑧ 

市長 

我々もこの場で即座に対応できることと、できないことがある。先ほど団長（男性Ｄ）か

らお話があった点については、昨日も消防団の副団長３名が私のもとへ尋ねてこられ

た。早速、担当課と消防と打合せをしており、即決はできないが、どうしたらできるのかと

いう検討を始めている。 

また、何をしているかわからないという意見があったが、我々としてはこういった場で

頂いた意見については持ち帰って、どうしたらできるかということを検討していくので、今

日結果が出なくても、後で結果が出てくるということを理解してほしい。 
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質問⑨ 

男性Ｅ 

そういう結果が後々こちらにもわかれば良いのだが、懇談会に初めて参加したし、こ

れまで懇談会が開催されていることも知らなかった。市がどのような取組みをして、どの

ような結果になったか、結果は失敗であったとしても、公にして欲しい。そして、取組み

や結果に対して市民の意見が集まるのではないか。一つひとつやってきた取組みが伝

わっていない。 

回答⑨ 

市長 

まず、市政に関心を持ってもらい、懇談会へも足を運んで頂きたい。ご自分で発言さ

れたことについても途中経過を尋ねられると思うので、問題の進捗状況や時間の見通

し、検討した結果などの答えは出していく。この場に多くの方々に来て頂けると有難い。 

 

質問⑩ 

男性Ｆ 

魅力あるまちづくりということで、人が集まらないとまちづくりも進まないので、やはり仕

事、企業を増やしてほしい。隣の広川町には工業団地があり、大きい土地を提供して

企業を誘致している。 今度、久留米市が荒木の方に土地を整備している。やはり、大

きい会社でなくても、企業があると町がいきいきとしてくる。ソフトバンクも良いが、企業

誘致に積極的でない気がする。交通の便や食べ物が美味しいということではなく、市の

政策として魅力あるまちづくりにしてほしい。 

また、小さい子ども達がいきいきと学校に行く姿が必要だと思う。広川町の小学校で

は、土曜日も勉強を教えていると聞いた。今は学校も土日休みで、ゆとりある教育を目

指しているが、小さい頃はたくさん勉強した方が良いのではないか。土曜日や夏休みな

どの長期休暇中にも授業の確保が必要ではないか。学力が上がっていないのならば、

土曜日も通学して勉強を多くするなど、他市町がしていないことに取り組んでいくべき

だと思う。広川町がやっているのならばできないことはない。教育と企業誘致など、積極

的な施策をお願いしたい。 

回答⑩ 

市長 

企業誘致について、色んな新しい企業が出来ている。筑後市の工業製品出荷額の

統計をみると、久留米市、大牟田市、古賀市などと並んで 10 位以内に入る。既に、先

人である前市長達が色んな企業を市に誘致してきた。例えば、大日本印刷やロッテの

工場、ヤンマー建機、クロレラ工業などの既存の企業と新しい企業も入ってきている

が、その点のＰＲが足りない気がしている。市の商工観光課が東京や大阪、企業誘致

のフェアに出向き、筑後市への企業誘致を進めている。ヤンマー建機の土地が埋まれ

ば、新たに企業造成できる土地がなく、土地の確保については今後の課題である。しご

との創生という点では、企業を誘致できる土地を確保することも考えていかなければな

らない。交通アクセスや新幹線、ＪＲもあり企業側も立地するには良い条件であると評価

してもらっている。その点を活かしながら、活発に企業誘致に取り組みたい。 
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教育長 

教育について、昨日は筑後北中学校、先週は筑後北小学校を訪問し、子どもたちの

様子を見させて頂いた。２つの学校ともに、子どもたちが落ち着いて勉強に取り組んで

いる姿を見て、すばらしいと感動した。地域の皆さんの熱意が子どもたちを安心して学

ぶ姿をつくっていると感じた。他市町との差別化としては、教育の施策で一番お金がか

かる、小学校の 35 人学級体制に取り組み、市雇用の講師の先生方を学校に入れ、全

ての小学校で運営をしている。６市２町の教育委員会の施策を把握しているが、土曜日

の授業を開催しても生徒は揃っていない実態もある。スポーツ少年団のような社会体育

は土曜日の日程で取り組まれており、学校としては授業を行っているが、欠席が多いと

いうのも実態である。週休２日制が浸透している中で、一律に土曜日の授業を行うこと

は無駄が多いと考えており、決断をしかねている。 

夏休みついては、今年の９月にはエアコンが整備されたので、来年から２学期は８月

25 日スタートにしようと準備を進めている。子どもたちにとっては不満かもしれないが、

子どもたちの学ぶ時間を増やすこと、学校の中で体験を含めた色んな取り組みができ

る時間の確保を目的としている。 

 

６．閉会 


