
佐賀市支所再編（案）に係る住民意見書・質疑等の集計表（案）　　※住民意見追加分

番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

意
見
書

70 資料5 1
1.届出・証明・市税に関すること
　2.戸籍に関すること

死亡届、埋葬、火葬許可書の交付は忙しい中、遠い本庁まで行くのはどうかと思う。
※　答申本文へ反映
（１）戸籍に関すること

意
見
書

71 資料5 11
7.環境、ごみ対策、上下水道に
　　・犬の注射について

犬の注射は、本庁まで行かなくてはならないのか？
せめて富士。料金が少々高くなっても三瀬でお願いしたい。

市⇒　犬の注射については、従来どおり三瀬支所と地区の公民館を借上げて実施する。
　　　　変更なし。

質疑に対する回答

説
明
会

72 ・農政事務所について

３点の質問
①農政事務所の業務内容について
②支所に配置されている農政担当職員数、農政事務所は新たなものか？
　人が足らないと行っている中でなぜ新設か？
③農政事務所のエリアを富士、三瀬と考えられているが、その区分けの理由は？

市⇒　①今の支所産業振興課で行なっている農政事務
　　　　②三瀬支所の場合、農政担当職員は３名、農政事務所は新設となる。
　　　　　支所で担当している業務を一旦農政事務所に集約し、農政事務所の必要人員も
　　　　　検討する。
　　　　③中山間地での農業ということで、富士・三瀬を一つのグループとした。

質疑に対する回答

意
見
書

73 資料7
・支所再編に伴う各事務所
　について

相談の件数は確かに少ないかもしれないが、北部建設事務所が富士に出来てから不便に
なった。出来てから先の相談相手は地区の自治会長がその代わりをしている。
今回、また事務所を作ってそこに手続に行きなさいとなっているが、これまでと変わらなけれ
ば場所はどこでもいい。
村民は農協三瀬支所や市役所三瀬支所までは、これまでと同じように行き来できる。しか
し、大和まで富士までとかは出来ない。
どこでもいいというのは、こちらが用事のある時は出てきてもらえば、事務所はどこにあって
も同じだから、どこでも良い。
ただ、それが出来ないならこれまでと同じように産業を三瀬支所に残してほしい。

※　答申本文へ反映
（５）農政事務所について

Ｈ27.2.3審議会資料 2 
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

74 ・農政事務所について

農政事務所は、三瀬でも良いと思うが、高齢者が富士まで行くとなるといつ事故に遭うか分
からない。その時は誰が補償するのか。一つぐらいは、三瀬に置いていただきたい。

会長⇒　残してほしいけど、支所の支所統廃合の観点から言えば基本的にやむを得ない
　　　　　という一つの考え方がある。しかし、そうなった時にどのような形で（住民の足を）
　　　　　補完するかというのは、別に公共交通検討会議で対応し、住民生活に大きな支
　　　　　障をきたさないような形を取る必要がある。これについては、皆さんのこれまでの
　　　　　意見書や今日の皆さんの意見を参考に進めて行きたい。

意
見
書

75 資料5 11、12 ・農林水産業業務の部署

三瀬地域のみならず富士・松梅地域を含む中山間地域にとって
農林水産業は地域の基幹産業である。
また、中山間地域の農業は農業振興のみにあらず、
観光との連携があって成り立っていくことが今後益々重要になっていく。
よってこの地域の農林水産業務部署は中山間地域内に置いていただきたい。

　※　答申本文へ反映
　　（５）農政事務所について

意
見
書

76
資料5

資料7

・農林水産業に関すること
・農政事務所の設置について
・北部建設事務所について
・森林整備課について
・その他の本庁で取り扱うと
　された業務について

８月の資料では、農林業関係は、林業を除くと全てが支所から本庁４階へ取次ぎとなってい
た。
日時を決めて支所に出張して相談に応じるというものもあるが、中には、取次ぎしないから
本庁へ行きなさいというものもある。
今回、農政事務所を北部の３支所のどこかに置きたいということで二つの案を示されたが、
普通に考えたら、利便性、交通網などを考えると大和に置くべきである。
今になって、農政事務所の案を示されたならば、北部建設事務所も林業も、それと今回手続
の場所が本庁へ変更される年金や福祉などの業務の全て、全部を本庁ではなく、大和支所
で取り扱うべきである。
実際に全部の支所から本庁に行かれたら、どれだけ待たせられるか、処理できますか、駐
車場もありますか。行政の中心となる所は、本庁と南に１か所、北部は大和にするべきであ
る。それを地元地域で支えるのが残りの支所の役目である。

意
見
書

77
農政の件については、今のまま置いてほしい。
その理由は、高齢のために、よその所には行きつらいから。
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

意
見
書

78 資料7
・農政事務所について
・観光事務所について

北部建設事務所や森林整備課の設置については、住民に何も知らされなかった。常会か何
かでどこどこに行かんばと説明を受けたくらい。
担当者を窓口を支所に置くからといっても、詳しくない。事務所が今三瀬で何の工事をしてい
るか知らない。
事務所を持たない三瀬はあまり相手にしてくれない。やはり地元が誰でもかわいいしそうな
るのも良く分かる。
今度の常会資料で農政事務所もどこかに作るから、どっちがいいかと尋ねられているが、Ａ
案は地域間バランスの観点から大和へ、そこで何も課題が無いならＡ案がいいと決まってい
る。しかし、あえて課題があるＢ案を聞いているのがわからない。
Ｂ案の課題として地域間バランスの視点から農政事務所を富士支所に置くなら建設事務所
の設置場所の検討を要するとなっている。
一つの支所に二つの事務所を置けないと読み取れる。
これはセットで考えるのではなく、自ら建設事務所の位置が今のところでは不都合があると
いうことを認めているにすぎない。
ただ、三瀬という案は一つも無い。それなら、三瀬にも北部の観光事務所を検討してほし
い。

※　答申本文へ反映
（５）農政事務所について
（６）地域振興等に関する
　　こと

意
見
書

79 資料8 ・地域振興について

三瀬地域にとって地域振興の柱は、農林水産業と観光業である。
この二つの柱について、住民と密に連携する部署もしくは職員を無くすことは、
地方創生の考えに反することである。
地域に仕事と暮らしとコミュニティを持つ者として、
基本的に地域民で地域を守っていくことはこれからの時代は必須であることからしても、
地域振興を共にリードする部署を残すことは譲ることはできない。
行財政改革という名の機械的構造的なスリム化の前に、
佐賀の中山間地域をどのような場所に育てていくかという地域ビジョンあっての
支所再編を再度熟考していただきたい。

※　答申本文へ反映
（６）地域振興等に関する
　　こと

意
見
書

80 ・全体的なことで

地域は、高齢者が増えるばかりで、本庁への用事等についても交通の便が悪く、金もかか
り、今後年金生活者にとっては大変な問題だと思われる。

農政事務所、建設事務所等も北部と南部に置かれることから、そこへ行く手段等が大変だと
思う。いろいろな話合いにも出向くと書いてはあるが、実際はなかなか職員の方は動いてく
れない。相談もできない。こんなことで地域住民は不安である。

※　附帯意見へ反映
（２）交通弱者対策
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

81 ・避難所物資倉庫について

災害のことがここで出ているようですが、消防格納庫の裏に作ってあるのは、緊急の時の物
資を入れてあるのか。そこの山が崩れてきたら入れてある物を取りに行けないのではない
か。38年災害のこともあり、あそこで大丈夫か。
そういうもの（備蓄倉庫）があることを、自治会長通じてお知らせしていただければと思う。

市⇒　あそこには避難時の物資が入っております。平成２５年度末に設置をした。
　　　場所の選定については、三瀬支所の敷地内ということで、持ち運び、出し入れがし
　　　やすいということで設置している。支所も公民館も危険個所にはなっている。
市⇒　備蓄倉庫が、万が一被災に遭った場合は、近隣の富士、大和支所から。それでも
　　　不足した場合は本庁から配送するという体制はできている。
会長⇒備蓄の問題も初めて聞いた。備蓄倉庫があるとか。市は、縦割りだけどできるだけ
　　　　情報は開示しますよと言うけど、一つ一つがこういう状況。村民が知らない備蓄の
　　　　倉庫があって、誰が利活用するんですか。
　　　　できるだけ情報を流しながら、地域は地域としてしっかり考えていかないといけない。
　　　　今こういう体制にありますよということを行政が村民の皆さんに平等に説明しないとい
　　　　けない。そういうことが非常に行政は欠落している。

※　附帯意見へ反映
（３）情報の住民周知

意
見
書

82 ・地域審議会期限後について

今年度3月末にて地域審議会は閉会する。
それ以降は地域の声を諮問・答申という形で行政へ声を届ける機関はなくなることになる。

市街地で実験の行われているコミュニティづくりについては、
中山間地域ではベースとなる条件が市街地とはかなり異なっている。
コミュニティの構成要素となる消防団、婦人会、子どもクラブなどに関して、
中山間地域ではその構成員そのものが減少してきている。
そうした状況ではコミュニティづくりそのものが成り立ちにくく、
たとえ立ち上げても、特定の人に負担が偏っていき、継続が難しいと予想する。

ついては、地域審議会閉会後にも、
行政との正式にやり取りのできる市民機関を設けさせていただきたい。
中山間地域の人口薄を理由に職員数やサービスの抑制で対応するのではなく、
九州の中心地福岡に隣接するこの地域の潜在力を
住民とともにどのようにデザインし引き立てていくかという発想を
支所再編や住民の意思決定機関設置に関して具現化していただきたい。

　※　附帯意見へ反映
　（４）コミュニティの支援
　　　について
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

83 ・村民の意思決定の場

島根県の離島だったと思うが、離島の中に高校を存続させて、特色のある教育をすることで
学生を呼び込んで、高校生が来るということは、父兄も来ますし、それで人口が増えたという
のが新聞に載っていた。
高知県の村では、風力発電、自然エネルギーを村で推し進めて視察に来られるくらいにと新
聞で見かけた。
３月で地域審議会も終わり、高校を誘致することは夢物語だと思うが、三瀬村で何事かやろ
うとするときに、支所も縮小、地域審議会もないということは、村民の意思統一する場がなく
なるということか。

会長⇒　地域審議会はなくなるが、それに代わるものをどうするかということを意見として
　　　　　申し上げている。地域審議会では、過疎計画を作る過程では、時間をかけてでも、
　　　　　三瀬のあるべき姿、ビジョンを描き出していかないといけない。
　　　　　今御意見があったように、離島で高校をして地域が発展した、人口が増えたとおっ
　　　　　しゃったが、三瀬は村技で剣道があるということで、中学校にも何人か剣道留学し
　　　　　ている子どももいる。基金を活用して大会もやっているし、そういうこと１つ１つをビ
　　　　　ジョンとして掲げ、村民理解の中でどう盛り上げていくかを考えて取り組んでいくよ
　　　　　うな努力をしていかないといけない。
　　　　　そのためには、今日集まっていただいたような形で、集まって話して地域ビジョン
　　　　　を作る。行政が地域ビジョンを作ってもどうしようもない。
　　　　　地域審議会の中で出たのは、村民が前に出て、一生懸命考える努力をしていか
　　　　　ないといけない。そういうことを啓蒙することも大事ということ。
　　　　　今の回答になるか分かりませんが、そういう１つの契機と捉え、なくなるものは
　　　　　必要ならば残すような努力をしながら取り組んでいくことで。そしてこういう形で
　　　　　集まっていただいて、その意見を総合的に集約する。
　　　　　地域審議会とかそれに代わる機関が、何人かで村のことを考えても無理である。
　　　　　地域審議会はなくなるのですが、皆さんと一緒になって一人一人がそういうものを
　　　　　構築をしていく努力をしていかないといけないですよねということの確認をこの場で
　　　　　させてもらうとありがたい。

　※　附帯意見へ反映
　（４）コミュニティの支援
　　　について

意
見
書

84 ・支所再編後について
郵政民営化時に3年後の見直しというものがあったが、
支所再編後にも一定の期間後に、
住民の声を基礎とした支所組織や機能の見直しを約束してほしい。

　※　附帯意見へ反映
　（５）合併後の検証
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

85 ・支所再編後の検証

支所再編案に係る答申書（素案）ができているので、この内容についても理解はできる。しか
し、再編をやった後、次それがどうだったかという検証をするようなことを考えてあるのかどう
か。

会長⇒　地域振興の観点からも含めて、どこかの時点で検証はするべきだと考える。検証
　　　　　するとしても地域審議会は３月で終わる。それに代わる機関の設定を求めながら、
　　　　　附帯意見の中で反映させていただきたい。

　※　附帯意見へ反映
　（５）合併後の検証

説
明
会

86 ・人口問題対策

若い世代からして、支所を縮小していくのも大事ですけど、増やしていくための施策、例えば
人口を増やすとかの事業計画を行政的にどう考えてあるのか。
ここの環境は特別だと思う。特別な地域を活かして子育てとか何か特化したもので、人口を
増やす、人の力を増やすのが今から必要になってくるのかなと思う。市としても全体として盛
り上がっていければと思う。

市⇒　人口減少対策は全国的な課題ということで、地方創生ということで注目をされて、い
　　　　ろんな支援の施策とか財源の確保とかある。市としても定住の促進でお試し定住と
　　　　か地域協力隊、集落支援員とか他にもそういった事業もあるが、こういったことをし
　　　　ながら交流人口ではなく、滞留人口、住んでいただけないかということで地域の方と
　　　　御相談させてもらいながら、やれる分はやっていこうとしている。しかし、人口減少に
　　　　歯止めをかける特効薬がない。できる限りのことはやっていきたい。

参考意見とする

説
明
会

87 ・人口問題対策

人口の歯止めをされていると言われたが、近隣で人口の歯止めをやって、かつ人口が増え
て村おこし、町おこしができたところがあれば教えていただきたい。

市⇒　私の把握不足もありますけど、いろんなやり方でされているというのは、承知して
　　　　いる。しかし、資料の持ち合わせがないので、お答えすることができない。

質疑に対する回答

意
見
書

88 ・全体的なことで

本庁へのラインを作り、相談事等は、後日連絡を取り合って伺いますと返答があったが、住
民は今問題を解決したいと支所に来たり電話したりしていると思います。
後日だと、もうよいとなってしまうと思います。
本庁までは遠すぎて行けない。せめて大和までならと思います。

参考意見とする

意
見
書

89
・今後の三瀬支所の業務に
　ついて

これまでの業務をこのまま続けるには膨大な人件費が必要なことがわかりました。
支所再編で職員を減らして人件費削減を目指してください。

参考意見とする
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

90 ・職員数

基本方針で７支所を存続し、平成２８年４月から新体制をスタートさせたいというが、職員の
配置数の想定はあるか。減るのか。

会長⇒　行政管理課と議論をしたが、今の段階では分からないという返答だった。
　　　　　個人的見解は、半数近くになるのではないかとの懸念がある。
会長⇒　過去１０年間で三瀬出身の職員採用はない。今後も減っていく。
　　　　　ほかの所から来た職員に地域実態をどのように理解してもらうかの体制づくりが
　　　　　大事になってくる。

参考意見とする

説
明
会

91 ・支所の人員増について

①支所再編と言っているが、人員も経費も本庁が増えていっているが、本庁を減らして支所
を増やすことはできないか。
②部の統廃合は出来ないか。
③支所の統合と部署の統廃合はどちらに比重を置いているか。支所の廃止より部の統合が
先ではないか？

市⇒　①ゴミ処理場の統合や合併後３１０人の削減をし行政改革に取り組んできたが、より
　　　　　一層削減をやらなればならない状況にある。その一つの方策として支所再編を提
　　　　　案し、分散して配置するよりも可能なものは１か所に集めて集約させ佐賀市全体で
　　　　　削減していく。
　　　　②、③その時々で行政課題に応じて統合、縮小、分割し対応している。組織の改編も
　　　　　平行してやっている。

質疑に対する回答

説
明
会

92 ・診療所について

支所再編の背景を見ると、地域住民の意向または社会情勢の動向を考慮し概ね１０年後再
度議論と書いてあります。
そうした場合、三瀬も高齢化が進む中で、診療所のことが心配である。１０年後診療所がど
うなるのか。診療所を永続的に継続していただきたい。

会長⇒　診療所の受診者数により経営が成り立つか成り立たないかが大きな柱である。
　　　　　それと運営には佐賀大学の協力がないといけない。経営が成り立たない場合は、
　　　　　村民の方も御理解をいただくことになる。
　　　　　（今回の支所再編案にはないが）財源問題で、診療所を運営するために莫大な金
　　　　　額を市が補填することになれば検討の課題になることを私達自身が考えておかな
　　　　　くてはならない。

参考意見とする
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番号 資料№ 頁 項目名 意見・質問等の内容 答申の取扱い(案）

説
明
会

93

秀島市長は、なぜ三瀬の診療所まで来るのか？

市⇒　あくまで個人的なことなので、何ともお答えできない。
委員⇒　市長と懇談したときに、診療所の歯科医は、佐賀でも有数の腕の良い
　　　　　医者ということで聞いた。

参考意見とする

意
見
書

94
意見書も理解できず、今さら年老いて何もできないと思います。
皆様の意見に賛同します。

参考意見とする

意
見
書

95
８４歳を迎える年、体調も悪く何も出来ずいえません。
皆様の意見に賛同します・

参考意見とする
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