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　　ご当地ナンバー
　
　直近の佐賀県唐津市議会の６
月定例会に関して読者の皆さん
に報告があります。一般質問の
機会を利用し、車の「ご当地ナン
バー」導入を検討するよう市側に
求めたところ、市側は玄海町と
連携して検討を進める方針を示
しました。

　国土交通省は、地域振興や観
光振興に活用する観点から、地
域の要望に合わせてナンバープ
レートに新たな地域名を掲げる

「ご当地ナンバー」の導入を進め
ており、2006（平成18）年度に始
まって今までに図柄（イラスト）入
りは全国で58地域に増えていま
す。導入要件が緩和されたため、
唐津市と玄海町が連携すれば
決して不可能ではありません。毎
日新聞の6月17日付地域面で掲

載されるなど、報道の関心は比
較的高いです。
　今後、カギとなるのは玄海町
側の理解と連携です。国交省が6
月現在募集している新ナンバー
には間に合わない可能性が高
いものの、数年後に実現させる
ためにも玄海町側の理解を得ら
れるように地道にアプローチする
必要があります。唐松地区の知
名度アップを図り、存在感を高め
ましょう。　　（清風会井上裕文）
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これまでの予算概要
　2022年度の当初予算額は711
億円超と過去最大規模です。特徴
は市全域に光回線通信網を広げて
1ギガ以上の高速インターネット環
境を整備することを見据えたＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）
事業や、情報発信の強化です。市
は、今年度を〝ＤＸ元年〟と位置付
けています。
　6月の補正予算額は11億円強で
補正後は727億円弱。新型コロナウ
イルス感染症対策関連事業が大半
を占めています。このページでは主
な事業を紹介します。

唐津市はDX元年
▽DX推進事業費（２４８５万円）　
　転出や転入といった手続きの際
に市役所窓口で、書かなくても済む
ようにする取り組みは、7月の新庁
舎完成を見越したものです。住民の
負担軽減が期待できます。
　職員の在宅ワークの実証実験、
子育てや介護などでオンライン手
続きができるようにするシステムの
導入、自動化を見据えた業務分析
などを盛り込んでいます。ＤＸを通
してサービスや組織、風土を変えて
ほしいですね。（4月定例会）

　　地域の足を守れ
▽乗り合いタクシー利用促進実証
運行事業費（309万円）
　大良と湊の両地区で2か月間に
わたって各地区内の商業施設や郵
便局、病院などを循環するルートを
設定し、乗合タクシーの利用を促す
実証運行を実施。交通の足の確保
は地方で深刻な課題となっており、
事業結果は将来の交通政策の見
直しにつながる材料として注目され
ます。（4月定例会）

がん治療と社会参画を両立
▽がん患者医療用補正具等購入
費助成事業費（165万円）
　がんは誰もがかかりうる国民病と
されるだけに、がんになっても安心
して暮らせる社会づくりが重要で
す。助成の対象は、医療用ウィッグ
と乳房の補正具。補助金額は購入
費の２分の1で、上限は3万円に設
定されています。対象者は、市内で
55人程度いるとみられます。（4月定
例会）

猫と地域の共生
▽地域猫活動団体支援モデル事
業費（275万円）
　飼い主がいない猫に不妊強制
手術を施す取り組みで、地域猫の
面倒を見る住民やボランティアによ
る団体を資金面で支援します。飼い
主がいない猫の繁殖を抑え、フン尿
や鳴き声による影響を減らし、地域
の生活環境を守る目的。手術費の
補助限度額は、オス1万5000円、メ
スは2万円の予定です。（4月定例
会）

DXイノベーションセンター
▽中小企業等DX推進事業費

（2066万円）
　大手口センタービル3階に常勤
のＤＸ専門人材を2人配置するほ
か、アドバイザーを適時派遣する予
定。デジタル技術を活用し、生産性
を上げたり、起業支援をしたりしま
す。
　研究会やセミナーの開催のほ
か、ビジネスマッチング、情報発信な
ども手掛ける計画です。（4月定例
会）

首都圏向けに動画でＰＲ
▽メディア活用推進費（9292万円）
　30~４0代の子育て世代向けに映
像と音楽で唐津の魅力を発信する
予定です。海をテーマに映像を3本
制作します。
　また制作した動画などを活用し、
インスタグラムなどのSNSによる広
告を展開。テレビ番組のタイアップ
企画も。（4月定例会）

河畔公園がリニューアルへ
▽松浦河畔公園再整備事業（2723
万円）
　1970年代から大きな改修を経て
いない河畔公園。再整備計画を策
定し、利用率が高い総合公園を目
指す。今年度に基本計画をつくり、
来年度の実施設計を経て、2024、
25年度に工事予定。（4月定例会）

各地の道路改良
　市道の拡幅改良や舗装改修を
行う。今年6月現時点で以下の通
り。◎旧唐津　高畑二号、和多田二
タ子、七ツ釜、唐津駅旭が丘、虹の
松原宇木、東町和多田、美帆が丘、
西ノ門、千々賀石志、湊浜４号、大
谷川、石原◎厳木　石原、岩屋本
山◎相知　天徳の丘公園2号、大
野夕日、下牟田部◎肥前　上ヶ倉、
星賀納所◎呼子　吹上、呼子町内
◎七山　樽門藤川仁部、野井原後
川　（6月定例会）

唐松で車「ご当地ナンバー」検討

唐津市・玄海町が連携

知名度アップに期待
玄海町側の理解がカギ　数年後の実現?
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【質問】
　1990年代以降、地方分権が日本全体で進んでいたと
いう背景があり、いわば国主導ながら、唐津市は旧自治
省の通知から10年以上遅れて2011年3月に「自ら考え、
自ら判断する組織」になるという目的で、組織の担い手で
ある職員育成方針を明確にするために方針を策定しまし
た。次の質問以降は人材確保や育成、評価、職場環境と
いった分野別に、人材育成の方策や方針そのものの中
身を探っていきます。合併後の唐津市の採用状況をご説
明ください
【総務部長】
　申込者数は、2006（平成18）年度の574人がピークでし
た。以降は減少傾向で16（平成28）年度は最少の231人。
その後、18（平成30）年度は342人と増加したものの、19
（令和元）年度と20（令和２）年度は再び200人台で、今年
度は316人です。受験者数に対する合格者数の割合であ
る競争率は15（平成27）年度以降は3.3倍から５倍と低い
数値で推移しています。このような中、多様な経験を持つ
人材を確保するために、16（平成28）年度から全国大会
で優秀な実績のある人材を対象としたスポーツ枠、平成
29年度から民間企業に勤務している人材を対象とした社
会人経験枠、ＵＪＩターン枠も実施しています。それまでの
年齢制限も拡大しながら、採用枠の拡充を行っています。
また18（平成30）年度からは、成績重視の採用から人物
重視の採用にシフトさせるため、面接試験を１回から２回
に増やしています。
【質問】
　全国の各市と各区を対象として大卒程度や高卒程度
といった全ての試験区分を合計した競争率は、全国の市
と区の競争率は最新の20年度の数値で6.9倍なので唐
津市の競争率が相当低いことが分かります。採用試験の
年齢制限撤廃や試験日程の前倒し、グループワークなど
の人物試験の傾斜配点、実地試験の導入、他の自治体
との共同採用、デジタル人材に特化した試験区分の導入
などを進めてください。最初に、求める人材像に関する唐
津市の取り組み状況と基本的な考え方を教えてください
【政策部長】
　唐津市人材育成基本方針で目指すべき職員像を定
めています。「実現すればすばらしいであろう未来を心に
描ける力を持ちその夢を実現しようとする不抜の信念が
ある職員」とし、豊かな人間性、創造力、企画力、挑戦力、
実行力、忍耐力などを育成するため、研修など各種取り
組みを実施しています。
【質問】
　二つ問題点があります。一つ目の人材像として不適当
である理由は、人口減など唐津の現状や課題を全く考え
ていないことや「時代遅れ」の理想像のようであることで

す。二つ目は方針の根幹である人材像が不適当であるた
め、この方針に基づく育成や研修、評価、職場環境の整
備は場当たり的にならざるを得ないことです。市としての
将来像や使命、課題などを踏まえた上で人材像は練り直
してください。選ばれる組織となるための魅力発信という
点で、市の取り組みと考え方をお示しください。
【総務部長】
　採用試験は以前と比べて申込者数と競争率が減少し
ている状況で、魅力的な発信に至っていないと感じていま
す。今後は、業務の内容と市の魅力なども効果的に発信
できるような取り組みを試行錯誤しながら行いたいと考え
ています。
【質問】
　魅力発信という点で圧倒的に質も量も足りません。組
織を補完するための外部人材や広域的な人材の活用に
対する市の取り組みと考え方をご説明ください。
【総務部長】
　情報政策監としてソフトバンクから職員派遣があり、原
子力対策監、危機管理監など外部人材計4人を登用して
います。、ボートレース企業局でも、経理、情報システム、広
告宣伝といった専門分野でプロパー社員を合計５人雇
用しているほか、七山では地域おこし協力隊員２名を雇
用しています。今後も必要に応じた外部人材の登用を考
えたいと思います。　
【質問】
　外部人材が足りません。英語で伝えればいいというわ
けではありませんが、これから求められる地方公務員像
は、アイデアを取りまとめる「コーディネーター」、地域資源
を活用して新産業を興す「アントレプレナー」、学んだ経済
学を問題解決に向けて行動に移せる「エコノミスト」、組
織内や組織の間を調整しよりよい習慣をつくる「オーガナ
イザー」です。市長として採用や育成、評価、職場環境整
備といった各分野で、人材育成をどう進めて組織力を上
げていきますか。
【市長】
　職員が持っている可能性を発揮させるためには、仕組
みが必要です。そして、そのよい仕組みがなければ職員を
活かすことができない、そして正しく仕組み化がなされば
仕組みは人を縛るものではなく、彼らの能力を発展させ、
最大限に発揮されるものになるという考えを持っています。
　したがって、職員の人材育成のための方針や計画、並
びに仕組みづくりは、大変重要なものであると認識してお
り、今回の議論や地方公共団体における今後の人材育
成の方策に関する研究会の報告書も踏まえ、昨今の社
会情勢や多様化する市民のニーズに合った実効性の高
い方針となるよう、来年度の見直しに反映させていきたい
と存じております。

【質問】
　なぜ唐津市のリサイクル率と最終処分率が芳しくない
のかという点を、実際の燃えるごみの袋の中身を通して
探ります。厚生省（当時）の通達により自治体は燃えるご
みの中身を年に4回調べて報告しなければなりません。
市の場合、2019（令和元）年度で可燃ごみ袋に入ってい
たごみ・資源の内訳は紙類で36．3％、布類9.0％、生ごみ
17.2％、木・竹・ワラ類11.7％、プラ類23.0％、ゴム0％、金
属1.１％、ガラス0％、陶器・砂類が0.６％でした。この割合
に対する見解をお示しください。　
【市民環境部長】
　環境省が全国８カ所で行った調査結果は、容積重量
ベースで、紙類33.8％、布類3.5％、生ごみ27.9％、木・竹・
わら類6.0％、プラ類14.8％、ゴム0.5％、金属4.5％、ガラス
5.1％、陶器・砂類、その他の不燃物が0.7％です。この調
査結果を踏まえての本市の見解でございますが、生ごみ
の割合が１０％以上少ないのは評価できるものの、焼却
処分を行っているプラ類の割合が逆に１０％弱多いという
のが気になる点です。改めてプラスチックごみの分別収集
を行うことがごみ減量化のポイントとなると感じました。
【質問】
　全国モデル地区との比較は、紙と布の分別が徹底さ
れていない可能性が極めて高いことも導き出しています。
合計で燃えるゴミの約３割を占める木・竹・ワラと生ごみを
分別収集すると、リサイクル率は飛躍的に上がるのでは
ないかという期待を抱きました。次の質問に移ります。一
般的に中間処理の方法は焼却をはじめ、燃料化や溶
融、メタンガス化、トンネルコンポスト、複数の処理方法の
組み合わせなど処理方法は千差万別です。ただ、日本国

内では８割近くが焼却を採用しているから、焼却が一番
ふさわしいというのはいただけません。焼却施設と埋め立
て処分場に力を入れなければならないのはごみが増え
続けた過去の時代であり、国や県の方針も焼却を前提
にしているきらいがあるものの、私は焼却ありきの考えに
は反対の立場です。将来的なごみ処理の在り方をお示し
した上で、市の新しいごみ処理施設の構想・方針に関す
る基本的な考え方をご説明ください。　
【市民環境部長】
　現状では様 な々処理方式を検討している状態です（焼
却ありきでは考えていません）。有識者及び関係者で組
織する建設候補地選定員会（仮）と基本計画策定検討
委員会（仮）の中で議論し、その決定された内容をもとに
本市として最適なごみ処理施設の建設を行います。
【質問】
　徹底したごみ減量・資源化を提唱するゼロ・ウェイスト
という考え方があり、北米や欧州、日本の一部自治体が
採用しています。直訳すると「ごみゼロ」ですが、地域振興
や伝統技術、低コスト、低環境負荷という四つの指針を
特徴としています。市でもゼロ・ウェイストを採用し、その推
移を見守りつつ新たなごみ処理施設の計画策定に取り
組むべきだと私は考えます。ごみ減量化と資源化、新たな
ごみ処理の考え方について市長にお尋ねします。　
【市長】
　（宣言以前に）社会全体でごみゼロへの取り組みが必
要かと考えております。ごみの発生抑制や分別、堆肥化、
リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）を徹底して、ご
みの減量化と資源化に向け市として積極的に取り組んで
まいります。

【質問】
　ご当地ナンバーの要件が緩
和され、近隣自治体との合計で
はクリアできます。唐津市として
導入の是非や、その可能性をお
答えください。
【政策部長】
　市単独では導入要件を満た
すことができませんが、複数市
町村を対象地域とすることで、
要件をクリアすることができます
ので、導入に向け検討したいと
考えております。
【質問】
　地域名表示に関して国土交
通省の要綱には①行政区域や
旧国名②読みやすく、覚えやす
いものであり、既存の地域名表
示の名称と類似し混同を起こ

すものではない③原則漢字２文
字で、例外的に漢字またはひら
がなで４文字――などと地域名
の基準が示されています。表示
と対象地域の想定を示してくだ
さい。
【政策部長】
　ご当地ナンバーの対象地域
ですが、日常的な生活や観光、
商工、交通体系の連携など、経
済的な一体性を考えると、対象
地域として可能性が高いのは、
唐津市と玄海町かと考えます。
また、ナンバープレートの地域
名表示としては、想定されるもの
の一つとして、「唐津」がありま
す。いずれにしても、まずは玄海
町との協議を行いたいと考えて
います。

ごみ減量化・資源化に取り組もう！
井上「紙と布の分別不徹底」　　市、減量化・資源化に積極的に取り組む意向表明

車「ご当地ナンバー」導入検討　「唐津ナンバー」も視野
目指せ唐津市を支える職員育成
市、時代に合わせた見直し方針を表明
魅力発信をてこ入れ　採用強化へ
市長「今回の議論を踏まえて見直しに反映」

登録車 軽自動車 合計
唐津市 40628 51511 92139
玄海町 2365 3003 5368
唐津市＋玄海町 42993 54514 97507
伊万里市 21140 24645 45785
唐津市＋玄海町＋伊万里市 64133 79159 143292
糸島市 31776 32811 64587
唐津市＋玄海町＋伊万里市＋糸島市 95909 111970 207879

唐津市周辺自治体の車両数　単位:台

国土交通省九州運輸局と軽自動車検査協会佐賀事務所、福岡県軽自
動車協会の情報を基に井上作成。糸島市の軽自動車数は昨年3月末。
糸島市以外は今年3月末が基準。登録車は道路運送車両法第13条にお
ける登録自動車、軽自動車は糸島市を除いて同法第59条が規定する
検査対象軽自動車。伊万里市と糸島市などは実現ハードルが高いと
理解しているものの、「頭の体操」として掲載。


	バインダー1.pdf
	003裏修正

	003.pdf



