
　第２次小城市総合計画に市民の皆さまの意見
を反映するため、「まちづくり市民会議」を開
催しています。平成26年度は全４回の市民会議
を開催し、「基本構想」をつくりあげました。
平成27年度は小城市の将来像『誇郷幸輝-みん
なの笑顔が輝き 幸せを感じる ふるさと小城市-
』を実現するための基本事業や事務事業などに
ついて話し合う予定です。8月19日（水）に27
年度の１回目、第5回の「まちづくり市民会
議」を開催し、参加者は、市民と職員あわせて
40名でした。
　これまでの取り組み等を説明した後、グルー
プ分けを行い、「何年か後の自分」というテー
マで対話による市民会議がスタートしました。
　その後、皆さんが小城市のガイド役だったら
という設定で、９年後の小城市をどう案内する
か（９年後の小城市がどう変わっているか）を
班ごとに考えていただきました。現在ある資源
を活かした提案から新たな名所や名物など夢の
あるご意見がたくさん飛び出しました。
　　　 （会議の進行：十時裕さん・辻桂子さん）

ほっと一息
コーヒーブレイク
カフェのように
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ときには真剣に
ときには笑顔で
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まちづくりに
参画できます。
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１ 開会・あいさつ

２ 総合計画とは

３ これまでの取り組みと

今後のスケジュール

４ 対話による市民会議

５ グループ分け

６ 将来像の共有
（小城市の案内シュミレーション）

７ 発表・総括・閉会

第５回 プログラム

＜ 案内シュミレーション 設定 ＞
あなたはＮＰＯ団体の一員です。

小城市を訪れる団体が小城市に興味を持ってくれ

るように、10時から20時（宿泊）までの案内プ

ランを考えてください。

（案内する人たち）

Ａ．小城に移住を考えている退職者夫婦

Ｂ．田舎移住を考えている東京の家族

Ｃ．デザート遺産選考委員（シュガーロード）

Ｄ．新たな活動を考えるアーティスト

Ｅ．大手バスツアー会社の企画担当

Ｆ．ななつ星列車のおもてなし

Ｇ．バルーン大会の選手団

Ｂ．田舎移住を考えている東京の家族

佐賀国際空港
　・有明海見学
　・有明海苔（物産館）
　・牛津赤れんが館、牛津会館

三日月の暮らしやすさアピール
　・教育、病院、スーパー
　・貸し農園、住宅
　・老後の介護施設
　・小城スマートＩＣ

昼食（マジェンバ）

小城公園
　・桜、歴史散策
　・新スポーツ公園

対
象

10:00

11:30

12:00

13:00

15:00

17:00

18:00

19:30

・竹下製菓（ブラックモンブラン）
・牛尾梅林
・酒蔵見学

温泉

夕食（鯉料理）

ホタル見学

14:30 悟竹記念館
羊羹資料館

牛津駅着（南口改札）

観光バスで移動

ムツゴロウ見学と干潟

アイルで昼食（佐賀牛）
　・足湯でリラックス

10:00

10:20

12:00

対
象 Ｆ．七つ星列車のおもてなし

16:00

18:00

20:00

天山酒造見学（試飲）
江里山棚田見学

清水の超高級旅館で鯉料理フルコース

清水の滝ライトアップ見学
三日月カジノ（自由参加）

・アウトレットモール

・移住祝い金制度

（新）小城温泉

ミシュラン

☆☆☆

運動公園

総合レジャー施設

Ｆ．ななつ星列車のおもてなし



対
象 Ｄ．新たな活動を考えるアーティスト

対
象 Ｂ．田舎移住を考えている東京の家族

10:00 佐賀空港へお迎え
（有明海沿岸道路を通って小城市へ）

10:30 小城市の産業見学
のり・米・羊羹・酒蔵等

12:30 清水で鯉料理
江里山で農家レストラン（いのしし料理）

14:00 保育園・小中学校・病院・児童施設
保健福祉センター等見学

空き家・古民家見学

18:00 ライブエリア散策

20:00 三里　古民家風ゲストハウス

対
象 Ｇ．バルーン大会の選手団

10:00 佐賀空港へお迎え

小城市内（家族風呂、スパ）

12:00

13:00 小柳酒造（蔵）

16:00 芦刈干潟

10:00 小城スマートＩＣ（小城市の玄関口）

11:00 江里山の棚田

12:00 小城Ｃafe
※人も物も地産地消

16:00 農業体験塾（山・海を選んでもらう）

18:00 ホームステイ（夕食も各家庭で）

「夜桜」「ホタル」「夏祭り」「竹灯り」
※季節により色々

12:00 昼食（佐賀牛焼肉）

20:00 宿泊

対
象 Ａ．小城移住を考えている退職者夫婦

10:00 空港～有沿
干潟体験

伝統文化（餅つき・酒・新米）
　小城公園竹まつり
　小城太鼓、小城公園
　新しい羊羹スイーツ

対
象

13:00

17:00

対
象

Ｃ．デザート遺産選考委員
（シュガーロード）

14:00 清水の滝　散策　※マイナスイオン
階段が整備されている

16:00 地場産業案内
天山酒造・ようかん・友枡飲料

18:00 温泉施設（アイル）

16:00 天山頂上を案内
（観光バスで有明海へ）
有明海の干満差（世界遺産）

清水の鯉（通訳あり）
　日本酒で乾杯
　新しい鯉料理（名物）

14:00

小城公園
桜・みかんちぎり・書聖悟竹・小城羊羹

14:00 地酒を飲みながらバス移動

15:00 芦刈干潟体験（ムツゴロウ）
観光農園体験

16:00 六角川クルーズ
牛津川ジャングルクルーズ

Ｅ．大手バスツアー会社の企画担当

10:00 スマートＩＣ

11:00 天山酒造

12:00 清水の滝散策　　昼食（鯉料理）

10:00 牛津駅（新幹線）

11:00 ムツゴロウ

12:00 マジェンバ・カルチャー焼き・牛津ロール

梅林　梅酒

18:00 料亭で夕食　※海の幸
　シーボルト宿泊料理
　参勤交代殿様料理

アイル（天然温泉）体験

20:00 民泊　※三夜待に参加

案内をした夫婦が「小城に住みたい」と考えた…
赤字は９年後に　　　　　　　　というものです。

14:00 牛津赤レンガ館・牛津会館

17:00 物産館

20:00 鯉・ホタル

21:00 観光ホテル（小城地区）

13:00 ブラックモンブラン

14:00 子どもビール

15:00 羊羹ロード

20:00 宿泊　龍水園（鯉のあらい）、夜景

22:00

17:00 土生遺跡

18:00 アイルの温泉　※癒しの時間

19:00

有名ブランド化

＜設定＞ 30歳～40歳くらいの４人以上家族 20組

市民病院を

メディカルモールへ移転

大学・高校を含めた

中心街の若者エリア

明確な案内表示

アーティスト村

空港から清水まで新しい道路がある

＜設定＞ カナダの選手団 10名

ロープウェイ整備済（風力発電）

新しいレストラン

春を満喫！南北縦断！

小城よくばり山から海まで

ウルトラツアー

川沿い

桜を植える

交流プラザ内に新設

羊羹の食べ比べ

全国展開！

＜設定＞ 関東からの選考委員 10名

チャンピオンサケ受賞

・宿泊できる（宴会） ・美肌の湯に認定

・新しいマジェンバ ・牛津竹灯り

あるだろう
あったらいいな

ムツゴロウ焼復刻版

テーマパーク


