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佐賀県多久市の概要
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市の花（うめ）
市の木（かえで）
人口 19,052人
 男性 8,963人 / 女性10,089人
 世帯数 7,875世帯

（令和２年1月1日現在）

多久聖廟（1708年創建、毎年春と秋に孔子を祀る伝統行事「釈菜」（せきさい）開催）

多久翁（たくおう）さん

秀峰天山と
田園地帯



多久市の観光資源
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秋田県湯沢市・千葉県千葉市・
静岡県浜松市・佐賀県多久市・
長崎県島原市の5都市

多久市が有名になったのは、

シェアリングシティ認定 (全1８自治体)

平成２８年１１月２４日シェアリングシティ宣言

中頓別町（北海道）

2019.8.1現在

中頓別町（北海道）、関市（岐阜県）、小菅村（山梨県）



シェアニッポン100に多久市が掲載！
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シェアリングエコノミーとは
• 個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを
含む）を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も
利用可能とする経済活性化活動 ［シェアリングエコノミー検討会議中間報告］

仲介者
（プラットフォーマ―）

サービス供給者
（ホスト）

サービス利用者
（ゲスト）

自治体

公共施設の稼働率が低
いなぁ。。

賑わいを取り戻したい

社会人サークル

活動スペースが欲しい

⼦供が巣⽴っ
て部屋が沢山
空いてるんじゃ

⽼夫婦 外国人旅⾏者

⽇本⾷も古⺠家も
Coolだね︕

⾞保有者

⼦連れ家族

たまは⾞で出かけたい
けど維持費高いね…

料理教室に通っ
たおかげで得意
料理増えたわ

専業主婦買物⼤好き︕

平⽇忙しいから
買物をお願いし
たいな

共働き若夫婦

収穫終わったしト
ラクター遊んでる
なぁ

篤農家
引退するべぇ

新規就農希望者

ノウハウ分かん
ないなぁ

≪仲介者の役割≫
• 提供者と利用
者を相互に評
価する仕組み
を用意（レ
ビュー制度）

• エスクロー決済
機能
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⾞持ってるけど忙
しくて乗る暇ない
なぁ…



シェアリングエコノミー（共有経済）
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シェアリングエコノミーのカテゴリーとサービス例

【シェア事業者のための政府による省庁横断ハンズオン支援の強化】

内閣官房シェアリングエコノミー促進室において、新事業特例制度・グレーゾーン解消制度を

活用しようとする事業者に対して、関係府省庁と連携してハンズオンで必要な支援を行うなど、

民間事業者・地方公共団体等からの相談への対応や情報提供を一層充実させる。

【ユーザー向けガイドラインの策定・モデルガイドラインの充実】

C2C サービスが適切に消費者に評価され、シェアリングエコノミーに対する不安感を払拭するため、

消費者行政新未来創造オフィスにおける実証とも連動しながら、来年度早々にユーザーガイドライ

ンを策定するなどモデルガイドラインの充実を図る。

【シェアリングエコノミーを活用した地域課題の解決を促進、活用事例を倍増目標】

・地域における社会課題解決や経済の活性化を図るため、自治体等によるモデル的取組へ

の支援を行い、低未利用スペースの活用や働き場の創出などシェアリングエコノミーの活用

を促進する。

・本年３月に「シェア・ニッポン 100」として発表した活用事例を本年度末までに倍増させる。

【官民連携による国際的ルールづくりへの貢献】

・官民連動による国際的なルールづくり等の場に引き続き

参画し、我が国の取組事例の発信等を通じて国際的な

合意形成に貢献する
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地方創生加速化交付金事業の活用
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①平成２８年３⽉議会「地⽅創⽣加速化交付⾦事業」として
「⼈としごと創⽣事業補助⾦」の中に「ローカルシェアリング
センター事業補助⾦」
②平成２８年度繰越明許費（総務費・総務管理費・企画費）地
⽅創⽣加速化交付⾦事業（４１，６２３千円）により、平成２
８年度事業として実施

【ソフト事業】
ローカルシェアリング事業+

チャレンジショップ事業

【ハード事業】
コンテナハウス建築



①多久市ローカルシェアリングセンター

【目的】

• 仕事をしたくても環境上できない方に対し、スキルを高める
研修を行い、就業の機会を提供する。

• 創業を検討されている方の地方でのスタートアップとして仕
事の受注機会を増やす。

• 都市圏での仕事を地方で実施する流れを作り、地方の所
得増と、ワーカースキル向上による都市圏企業の本社機
能を誘致できる地域としての下地を作る。

【機能】

・研修所（学べる場所）
・交流の場所（気軽に集い、相談できる場所）
・コワーキングスペース（仕事を行う場所）
・託児スペース
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②ローカルシェアリングセンター事業概要
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一社）シェアリング
エコノミー協会

クラウドワークス
ガイアックス
軒先
スペースマーケット 等

ローカルシェアリングセンター
（集える場・学べる場・働ける場・相談できる場・・・）

（持続化できる収入源としてシェアリング会社の代理店機能を今後検討）

地域からお金を生み出す（受発注など）センス
都会から仕事を受注できる組織の構築

シェアリング・ディレクター、ワーカー等の人材を育て・活動させる

価値創造プラットフォーム
シェアリングエコノミー

協会会員

クラウドソーシング
発注会社

クラウドワーカー

認知・活用 認知（セミナー）
学習（職業訓練）
実務支援（仕事）
＝所得向上

自

治

体

指定管理・契約

支援

企業支援 雇用支援（新しい働き方）

事業連携

検証

本社機能移転企業
可能性調査・営業
本社機能移転企業
可能性調査・営業

今後の就労の機会提供

創業創業
創業支援



③クラウドソーシングで稼げる能力をつける
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④シェアリングエコノミーセミナーの実施

月日 登壇社１ 登壇社２ 登壇社3 登壇社4

7/29

クラウドワークス エニタイムズ

9/20

ココナラ AsMama

11/1

ガイアックス 軒先株式会社 notteco バズポート

1/27

スペースマーケット Airbnb

2/17

クラウドワークス
内閣官房シェアリングエコ

ノミー促進室
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⑤多久市ひととしごと創生協議会
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⑥多久市での効果（口コミ）
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市民満足度の向上！！（多久市何かやってる？）
少額でも収入につながった！⾃分のためにお⾦を使える喜び︕
女性の就労支援→今後の就職にも有利！！
多久市外者からの認知度向上（ワーカーは多久市外者もOK）
シェアリングシティとして多久市のイメージアップ
働きたい人のサークルができ、定例会開催等により、事業継続や

る気・モチベーションアップ！
シェアリングエコノミーにより市民の便利な生活に期待
防災、観光、福祉など新たなIoTへの理解が深まった



多久市のシェアリングで課題解決

１．仕事（雇用）

→ → →在宅ワーカーの育成

２．観光資源

→ → → TABICA（タビカ）体験型観光連携

３．多久市の魅力発信

→ → → シェアリング効果により魅力的な街へ
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多久市の取り組み①（平成29年度～）
１．地域おこし企業人の活用

（地域おこし交流プログラム事業）

⇒シェアリングエコノミー協会事務局

株式会社ガイアックス（タビカ）との連携
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多久市の取り組み②（平成29年度）

２．総務省地域IoT実装実験事業
【防災】 IoTとG空間情報を融合した

多久市G空間地域防災システムの構築事業

【観光】

官民協働による九州の地域資源

観光シェアリング化事業

⇒タビカ体験コンテンツ造成

18



多久市の取り組み③（平成30年度）

３．スマートフォンタブレット勉強会

（ドコモのスマホ教室＋地域老人会）

→→→ IoT活用による便利な生活

→→→シェアリングエコノミーの地域コミュニティの

形成（たすけあい）

→→→シェアエコで少額でも収入につながる

４．佐賀県子育てしたい県宣言関連事業

→→→エニタイムズの活用

【例】庭木選定、大掃除手伝いなど

→→→アズママの活用

【例】保育園お迎え、食事、お風呂
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多久市の取り組み④（平成30年度）

５．ドクターシェアリング事業（遠隔医療相談）

→→→ ドクターの隙間時間の活用

→→→チャットによる医療相談

→→→セカンドオピニオン

６．ＩＣＴ教育アワードにて総務大臣表彰受賞

→→→夢つかむ子と素敵な先生になるためのフル

クラウド改革～小さな「たく」の大きな「たくらみ」

７．志田林三郎ＩＣＴクラブプログラミング勉強会

→→→総務省 地域におけるＩｏＴ学び推進事業
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ＩｏＴの活用による多久市の未来

• 志田林三郎ＩＣＴクラブ プログラミング勉強会
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志田林三郎
（初代電気工学博士）

1855 年佐賀県多久市

生まれ。東原庠舎で
学び、工部大学校（現
在の東京大学工学
部）を

首席で卒業し、日本初
の工学博士となった。
今のIT 社会を実現す

ることを予測してい
た！



多久市のＰＲ（多久未来プロジェクト）
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クラウドファンディング実施中（マクアケ）
マクアケで5000円以上の支援で返礼品「つるの隠し酒」

災害復興と新たな取り組み（酒粕からお酢をつくる）の支援をいただきたい。

多久未来プロジェクト
収益金は、多久市でやりたいことを支援する基金として積立

夢をかなえたい人を応援するプロジェクト
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ご清聴ありがとうございました。

佐賀県多久市
ー緑園に輝くー
みんなで創る

文教・安心・交流のまち

ぜひ、一度おいでください。
ご案内いたします。


