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平成２７年 第４回三瀬地域審議会 議事録 

 

【日  時】  平成２７年３月１７日（火） 午後７時 00 分から午後９時 08 分 

【場  所】  佐賀市立三瀬公民館 大会議室 

【出席委員】  （会長）藤野兼治 

        （副会長）篠原清彦 

     （委員）藤瀬吉德、豆田守正、小野寺 睦、藤原みち子、 

服巻ツユ子、徳川正臣、中村克久、德川貞幸、 

納富隆司、嘉村勝彦、小副川幸成 …13 名 

【欠席委員】  庄島幸雄、杠 孝子 

【事 務 局】  市民生活部 協働推進課（副課長兼地域コミュニティ室長）武富将志 

        三瀬支所（支所長）森田忠次 

市民サービス課（課長）栗原 要 

教育委員会事務局三瀬出張所教育課（課長）山田真紀 

総務課 地域振興係（係長）豆田幸村、（主査）田中泰司 

【議  題】  三瀬地区ふるさと創生基金の活用について 

【傍聴者数】  ２名 

【会議の内容】 以下のとおり。 

 

～～ 午後７時 00 分 開会 ～～ 

 

 

１ 開会 

■森田支所長 

 定刻の７時となりましたので、地域審議会を始めてまいりたいと思います。 

 年度末の大変お忙しい中に、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 今日の委員さんの出欠でございますけど、欠席の方が、庄島委員さんと杠孝子委員さん

から届があっております。 

 それでは、ただ今から平成27年第４回三瀬地域審議会を開催いたします。私の方で、全

体の進行を務めさせていただきます。 

 それでは、次第に従って進めてまいりたいと思います。 

 まず、会長のあいさつをお願いします。 
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２ 会長あいさつ 

●藤野会長 

 こんばんは。支所再編の諮問を受けて、答申まで皆様には大変御苦労をかけました。あ

りがとうございました。 

 答申後に、国の交付税減額の緩和措置が新聞報道でなされたわけであります。このこと

も答申後ということであったが、諮問時の考え方と答申後の考え方、国の交付税措置が大

きく変わったということで、どういうふうになるのかということを本庁に掛け合いながら、

今月で地域審議会の責めは終わるわけですが、それまでに経過措置、考え方の整理をして、

７地区の地域審議会の会長会を開催するという予定が組まれているわけであります。それ

によって支所再編が多少変わる、要するに人数等々が多少変わるかなという期待を持って

おりますが、実際行政側も厳しい財政状況の中での運営ということで、なかなかそこまで

どうかなという一面も持っているところであります。しかし、支所再編も将来的なことは

別にしても、再来年度から再編が実行されるわけであるし、我々が期待した答申に基づい

た形の中での行政執行がなされることを期待をしたいなと思っているわけであります。い

ろんなことを皆さんに検討いただいたわけであります。審議会が終わった後の過疎計画を

どうするかという議論等々も本庁の枠の中で検討され、自治会の皆さん方には考え方の整

理等々が相談されているとも聞いております。 

 何れにしても今日が私どもの地域審議会４回目が千秋楽になると思います。千秋楽に当

たっては、ふるさと創生基金の活用のあり方について皆さんの御意見を聞きながら、次に

ちゃんとした形で引継がれるような議論の積み上げができればいいかなと思いますので、

忌憚のない御意見、基金が有効活用、振興のために役立つような活用がされるような議論

をしていただくことをお願いして挨拶に代えたいと思います。 

 

３ 議事 

三瀬地区ふるさと創生基金の活用について 

●藤野会長 

 それじゃ審議を始めたいと思います。 

 クサック村成人交流事業助成とかふれあい祭り開催時の会場設営費の助成など含めなが

ら、基本的な基金活用のあり方について皆様方に精査していただきながら方向性を決めた

い。 

 お手元に資料が配布されております。事務局から説明を受けながら質疑に入っていきた

いと思います。事務方の説明を求めます。 
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※（豆田地域振興係長から配布資料に基づき内容説明。） 

 

●藤野会長 

 今事務方から説明があったわけですが、説明についての御質問があればお伺いしたい。 

 ございますか。 

特段資料についての質問ありませんね。 

 それでは、基金の活用について全体的なことで御意見をいただきたいと思います。 

 

○德川（貞）委員 

 地域審議会はこれで終わるわけですけど、それから先のことについて、市当局がどうい

うお考えをお持ちなのかお伺いしたい。 

 

●藤野会長 

 どうなるかということについて、私ども委員としては31日で終わるわけです。ただ、正

式に決まっていないけど、地域審議会後については、過疎計画等々もあるから基本的には

代わるべき方策は考えているということであるわけです。まちづくり協議会とかいろんな

ものの検討を自治会通じながら議論をしていただいているようですので、そのことを含め

ながら本庁として地域審議会後ということで何か御理解いただいていることがあって、発

言を許されるなら教えていただきたい。 

 

■武富副課長 

 御質問いただきました基金、これに関してですけど、７月くらいに支所再編の諮問をさ

せていただいた時に一度ペーパーで御説明させていただいたと思いますけど、地域審議会

は今月いっぱいが任期とさせていただいております。現時点、先ほど豆田係長から説明が

あった内容、これが今基金の使い道として私どもが把握している部分となります。この内

容については今後も生きていく。 

これに不足する分があれば、地域審議会の皆様からこれをした方がいいということで御

意見いただければ、それを今後の基金活用として使っていくことを地域審議会で決めてい

ただくというのが今の委員さんの役割となります。地域審議会がなくなった後の27年度か

らどうなるかということにつきましては、前回の地域審議会でまちづくり協議会というこ

とを説明させていただいております。その中で三瀬としてどのようにしていきたいという

地域計画を御議論いただきますけど、その中で基金を使いたいという御意見があれば、基

金が使えるか御意見いただければ、先ほどの補助金交付要綱の中の市長が認めるもの、若



 4 

しくはそれ以外に該当するものがあればそのまま使っていくということになります。今こ

こに書かれている分はこのまま続きます。 

今後の分については、まちづくり協議会など三瀬全体の地域計画を見直される中で、必

要な分があれば御意見としていただいて、今のものに適するものか新たに判断しなければ

いけないものかというところで基金が使えると認識しております。 

 

●藤野会長 

 今のことでいいですか、德川委員。 

 

○德川（貞）委員 

 はい。 

 

●藤野会長 

 他に御意見、御質問ありませんか。 

 

○德川（正）委員 

 活性化会議では、農業と観光を重点にやってますよね。それに関するものがないようで

すが。ふれあい祭りは観光で挙げたと思うんですが、観光はこれだけではない。人材育成

もクサック村との交流がされているが、その他に人材育成で考えられないのか。 

 

●藤野会長 

 今の質問ですが、事務方から説明を求めたいと思いますが、基本的に資料１のところで

包括されている部分もあるかなという思いもするところですので、そのところも含めて事

務方から説明をしてください。 

 

■森田支所長 

 平成27年度の基金の活用予定でございますが、これにつきましては補助金交付要綱に従

いまして、各団体から申請があった分を審査していただき、27年度事業の予定額として上

げられているところでございます。 

 

■武富副課長 

 三瀬でいろんな行政支援をしており、ふれあい祭りやこれ以外の農業振興、観光振興が

あります。今回地域審議会で御議論いただいておりますのが、あくまで基金の活用という
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ことで表の方で出させていただいておりますので、先ほど言われた分以外でもやっている

ものはございます。ただ、今御議論をお願いしているのは基金を使ってどういうものを、

三瀬で不足しているものとか、今後こういうふうに使うべきではないかという御意見がご

ざいましたら御議論をいただければと思っております。 

 

●藤野会長 

 よろしいですか、今の答弁で。 

 

○德川（正）委員 

 実は、４、５年前から三瀬太鼓、太鼓グループを作って村の活性化に繋げようじゃない

かということでやりだしたが、なかなか太鼓を買う金がなくて。役所に聞いたら宝くじで

やったらとか創生基金では無理だとか、なかなか右往左往して困っている。そういう事実

もあることを御承知おき願いたい。最初は、とにかく200万円くらいで太鼓を５つくらい揃

えて、子供まで含めてやろうじゃないかということでやってたんですが、だんだん日にち

が経つにつれてしぼんでいる。最初からやり直さないといけない感じにきております。 

 三瀬村で何かやるときにそこに行って気勢をやれるんじゃないかな。そういうことに役

に立たないかなと思っている。 

 

■武富副課長 

 貴重な御意見ありがとうございます。地域伝統芸能、そういったものをどのようにして

いくかについては、現状、まちづくり協議会の地域計画にこういうことを皆で伸ばしてい

こうということになればまちづくり協議会の補助金お使いいただくことは当然かまわない。

ただ、補助金も限られておりますので地域の中での優先順位が出てくると思います。その

ようにして御購入いただくことが一つ。 

もう一つが、今日入った情報で確定ではないですが、もうしばらくすると県の方が地域

創生の補助金を準備をしているみたいです。近々発表されるということですが、そういっ

たものをお使いになられて、地域伝統芸能を進められる方法もあると思います。基金だけ

じゃなくていろんな補助金メニューがございますのでまちづくり協議会で参加、議論され

て、こちらの方では補助金メニューを提案していく形をとらせていただいているという現

状です。 

 

●藤野会長 

 地域創生の県の補助という話がでたが、19日に知事さんお見えになるのでそのことを含
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めながら御質問していただければと思います。 

 他にございませんか。 

 

○豆田委員 

 これからのふるさと創生基金の活用、使い道も含めて将来まちづくり協議会に移行して

いくという考えでよろしいか。 

 もう一つは、自治会に対しては審査委員会が個別にそこは生きていくということでしょ

うか。あとは基金活用に対する検証とかそういう部分も全てまちづくり協議会の中で議論

していくと。それと残高の9,000万円についても、まちづくり協議会の中で考えていくとい

う考え方でよろしいでしょうか。確認です。 

 

■武富副課長 

 １点目のまちづくり協議会に移行するのかということについては、そのとおりになって

いくものと思っております。最終的な決定権よりも三瀬地域としてどのような方向性、そ

のためにこういうものに使いたいという御意見をいただくものだと思っております。 

３点目に関しましても、今後残額に関しましてもまちづくり協議会で事業される場合、

若しくは個別にこういうことをしたいという御意見いただいたときに、これが果たしてで

きるものなのかということは個々に判断させていただく。その基本になりますのが、ふる

さと創生事業助成金交付要綱は生きてまいりますので、例えば、②の地域・産業活性化事

業に該当するものであればそこを活用していただく。それが、今後の基金の使い道の一部

になってくる。 

検証については、その前に審査会を設けているという資料２にあったかと思います。こ

の審査委員会は内部で事務調整を行っているところですけど、審査会自体は28年度まで継

続しようかなと検討をしております。そこまでは審査委員会で議論をしていただくことに

なるが、その後はどの地区も同じですが、行政内部で検証していくことになると思いま

す。 

 

●藤野会長 

 審査委員会は継続するということだが、審査委員そのものが地域審議会から出ているか

ら地域審議会そのものはなくなる。そうしたときに地域審議会の名前が残って従前の形の

中で委員さんとして残っていただくものなのか、まちづくり協議会ができればそこでやる

というのだから、そこまでの繋ぎとしておっしゃっているのか教えていただきたい。 
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■武富副課長 

 審査委員会には地域審議会から参加されている。この分については、まだ正式には決め

ないですが、学識経験者、若しくは地域審議会経験者という形で引き続きが望ましいので

はないかということを今議論しているところです。 

来年度は過疎計画の議論もあり、引き続き地域の議論というのはお願いするという形に

なると思います。 

 

●藤野会長 

 いいですか、豆田委員。 

 

○豆田委員 

 一番最後が、ちょっと意味が分からなかった。 

 

■武富副課長 

 前々回くらいに企画政策課の方がお伺いして、課長の方が来年度過疎計画の策定をする

お話を申し上げたかと思います。その際に、まだ正式には申し上げていないと思いますが、

地域審議会さんの委員さんを基本として過疎計画を作りたいというふうに思っております

のでそういった議論の場というのは残っていくのではと思います。 

 

○豆田委員 

 ということは、地域審議会に代わる組織として過疎計画は議論するということですか。 

 

■武富副課長 

 地域審議会に代わると言いますか、過疎計画を審議する場として地域審議会の経験者の

方で御議論いただく流れで思っているところです。やり方は同じで、位置付けの違いだけ

ですが、地域の方の御議論は必要になりますのでそういった審議会を設けたい。10年後で

地域審議会がなくなりますので、過疎計画を審議する審議会をお願いしたいと検討をして

おります。 

 

○豆田委員 

 そうすると、基金の活用、活かし方についてはまちづくり協議会になって、過疎計画の

審議に係る機関が別にあるという考え方でよろしいですか。 
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■武富副課長 

 過疎計画につきましては、来年度１年間ということになりますので、この期間の審議会

は存在すると思っております。それが今後ずっと継続するものではないと思っておりま

す。 

 

●藤野会長 

 僕の方から質問だけど、まちづくり協議会が速やかに出来るとするならばそれと平行し

ながら活動があるかもしれない。まちづくり協議会が28年度にずれ込んだ場合については、

過疎計画等々もあるから地域審議会に代わるべき形の何らかの会が出来て、そこで過疎計

画等の議論をしてもらうという理解でいいのかな。 

 豆田委員いいですか。 

 他にありますか。 

 

○藤瀬委員 

 一つ気になるのが、クサック村との交流事業で、私も受入れ側として何回か関わりまし

たけど、１回当たりの金額がこれだけお金をかけないと本当に出来ないのかなと。外国の

方ですので特にお金を使うと思うが、少人数となっているが本当にこのままでいいのかな。

我々委員以外の気持ちとかけ離れた金額になってないのかな。もう少し内容を審査すると

か。もう少し検討した方がいいのでは。 

 

●藤野会長 

 要するに、クサック村の受入れのことをおっしゃっているのか、派遣のことを・・・。 

 

○藤瀬委員 

 両方です。 

 

●藤野会長 

 内容的な見直しをということかな。 

 

○藤瀬委員 

 金額も含めて。これだけお金をかけないとできないのかということ。 

 

●藤野会長 
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 今、藤瀬委員の意見は、金額、内容のことを含めて検討をすべきではないかという御意

見であります。皆さん方の御意見を集約しながら、仮に藤瀬委員の意見を地域審議会の統

括的な意見とするならば、そのことを踏まえて人材育成協会の方にその旨を文書でもって

お伝えすることになろうかと思います。 

 藤瀬委員の御意見について議論をしたいと思います。 

 御意見はございませんか。 

 

○德川（貞）委員 

 私も聞いたんですが、経費の配分、プランの作り方なり、終わった後の報告なりという

のが、特定の審議会のメンバーということでされていると。早く言えば、内輪で話が終わ

っているという話が聞こえてきた。その辺のところは、藤瀬委員の話に繋がっていると思

います。 

 

○豆田委員 

 私はそういう立場の中にいまして、発言していいものかどうかとはと思いますけど、費

用についての話を含めてですけど、交流は過去何百人と参加されており、実際広報等が足

らなくて、内輪的になっているみたいな話は聞かないわけでもないが、ただ交流というの

は自ら参加する方向でやらないと過去行った方が１回で終わりますよということで、行っ

ているケースも多いわけです。費用を除いて相当な活動をやっていくためには、自発的な

参加がないと交流というのは続けていけない部分が大きいわけです。子供たちの派遣に対

して費用が適正かどうかという話があったんですが、それでも親の負担は結構あるわけで

す。当初の目的そのものが、参加するためにはどうするかということがあっての議論でず

っと続いてきているわけです。そういったことも踏まえて精査する部分も当然必要ですけ

ど、逆に言うと中に入ってもらって交流を深めていけば広がっていくと思いますし、決し

て門戸を広げていないというわけではありませんし、過去行かれた方は当然会員という形

でお願いしているわけです。積極的に参加されて交流を続けていこうという力も相当必要

なわけです。そういったことも踏まえて検討はしているつもりですけど、どういうふうな

方向でいくかは議論が必要でしょう。ですけど続けていく難しさも一方であっていること

も事実あります。 

  

○德川（正）委員 

 資料１で見ますと、第１条の抜粋ですけど、基礎となる人材を育成すると三瀬の発展の

ためにですね。現在行っているのは往復含めて10日くらいですから、中学の１、２年生。
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そういう人が25周年ですから、一番最初に行った人は40歳近くなっている。何か貢献して

いるのかなという疑問があったり、必要だけど役に立っているのかなという疑問が残りま

す。 

 それと、30歳、40歳、50歳になったら行ったことを忘れてしまうんじゃないかなと。本

当に人材育成に貢献しているのかなと。大きいものですからあえて言わしてもらってます

けど、役に立たないとは言わないですけど。 

 

●藤野会長 

 なかなか難しい議論になってきたんですが、基本的には今の御意見、御発言していただ

いている。最後だから整理をしないといけないが、人材育成に関しては前に確認をしたと

きに、協会から長くやってくれというようなことで議論をし、それは良いだろうというこ

とでの大筋的なことは確認し、15年間、平成42年までの活動として試算まで出させていた

だいているわけであります。当然当たり前として延々として続くというのも如何なものか

という思いもします。そのことを踏まえながら藤瀬委員の意見を基に少なくとも取りまと

めて人材育成協会には申し上げないといけないなと思います。整理することも含めながら

御意見を整理していければと思います。それぞれ御発言をいただけますかね。 

 

○小副川委員 

 自分も成人派遣で行かせていただいたんですけど、お金のことを先に述べさせていただ

きますけど、決して派手にした研修ではありませんでした。日本からフランスは遠いとこ

ろで、１人当たり30万円くらいですか、金額は分からないんですが、かかっております。

もうちょっとこうしてほしいなということころはありましたが、自分たちは大人だったん

で頑張りなさいというところもありました。新幹線に乗る時はスーツケースがすごく重く

て、それを２階に運ばなくてはいけなかったので労力がいるとかありました。いろいろあ

りましたが、自分的にはこれくらいはかかると思いました。 

この交流は身になっているのかというお話ですが、交流はあった方がいいと思います。

25周年ということで自分のクラスが第１期生でした。自分はその時関係ない感じだったん

ですが、去年行ったことによって良かったと思いますし、成長してから意味があるのかと

いうことになりますけど、それを言うと外国はなぜ行くのということになるので、その地

域に行って、まず異国の文化に触れて、そしてそこでふと思ったことでも大人になってそ

れが続いて、それが何か仕事に対して影響を受けて現在に至っているところもあるのでは

ないかと思っております。形的にこうなっているというのは自分も分からないが。 
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○德川（正）委員 

 私は、全面的に否定しているものではありませんが、後のフォローがないというか足り

ないというか。条項には、三瀬地区の発展の基礎となるとか書いてあるので、観光目的で

もいいけど、その中の一つでも二つでも取ってきて三瀬村の発展のために活かしてくれる

というようなことがあれば元を取れると。今のところそういうのが目に見えてこない。結

論付けることはできないですね。先のことですから。 

 

○嘉村委員 

 うちも３人娘が行かせていただきました。ホームステイも２回ほどさせていただきまし

た。理事として参加させていただいた時期もあります。反論になるのであればすみません

が、德川委員さんの発言についてですけど、私の記憶では人材育成の理事会でそのことが

議論されたことがありました。その後に中学生の保護者にどういうことで行きたいかとい

う作文を書かせるようなパターンに変わったと記憶しております。それなりの作文を審査

して、審議すればということが議題になったことがありました。私はその場で反対しまし

た。審査することに自信がありませんでしたし、皆さんできなかったと予想しましたし、

私の考え方は、中学生が伝統ある交流、外国に行けるというのに、行きたいという基本的

な気持ちで手を挙げれば平等に子どもたちに機会を与えるというのは大人の役割だと考え

ていますので、それを第１の優先で考えたいので。確かに条例で発展の基礎とありますが、

30年先、50年先を期待値として大人として持っておけばそれでいいんじゃないかという考

え方です。費用の件についても23年に当時の杠会長さんから伺いについて議論したと思い

ます。これで現在のところ妥当という考え方です。 

 

○納富委員 

 国際交流、人と人の交流はなかなか形に表れにくいです。昨日フランスに行ってきたか

らアメリカに行ってきたからと言って何か目に見えて、何か役に立ったりするものではな

いだろうとは思うんですが、異文化を見たり聞いたり体験するというのは、人の気持ちを

豊かにする、人の心を豊かにする。そのことが今後の成長する段階で何か役に立ったり、

ヒントになったりするものだろうと思います。フランスでなくても、このような交流とい

うのはあって私は良いと思います。 

 

○中村委員 

 私は、クサック村とか行ったこともないし、考えてもいなかったので発言自体が難しい

なと思っております。私の子供たちも行っていません。あの頃は人数も多くて、子供も抽
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選もれで行っていないし、私も興味がなかった。子供が行っていないからじゃなくて、そ

ういう感じで見てました。行く人は帰ってからもいろいろホームステイしたりされていま

したので、良いことされてるなと思っておりました。 

藤瀬委員の発言に対しては、異国文化を身につけて、子供たち、また大人の方も初めて

異国に行かれて、異国文化の良さと、そういうのを発見したり、いろんな経験をされたと

思います。子供たちも何十年と行って、何百人と今まで行っていると思いますけど、先ほ

ど言われたとおり、最初行った方が40歳くらいになっていると思います。やはり１回異国

文化を見て、そこに行ったことは一生涯忘れないと思います。いろんな面で良いことも悪

いことも。やはり自分の宝になると思う。子供も大人も宝になると思う。この派遣事業を

続けてほしいと思います。 

ただ藤瀬委員の言ったことも金額が特別に何千万と多いので、その点を言われたものと

思います。だから金額的にこれだけの大金を使うからには、村民を寄せた報告会、ペーパ

ーで出されているが、こういう場で私はこういうふうに思っておりますとか簡素化でいい

んですよ。費用がこれくらいかかりました、これで、収支はとんとんでしたとか住民に周

知したらこういう発言とかあまりないと思います。そういうふうに発展的なことを今から

やっていってもらったら良いかなと思います。 

 

○篠原副会長 

 特に藤瀬委員の意見については、十分節約するところがあれば節約し、見直しすること

も一度見直して内容の精査をやればいいと思う。豆田委員は当初から深く関わっておられ

て、うちの娘と同級生がいらっしゃるんですが、25年続けてきたことは凄いことで、たぶ

ん外国に行って三瀬村からですよと言って、クサック村で三瀬村から来ましたということ

だけで、どこかに話を繋いでよく来た、よく来たで構ってもらえるということがあるとい

うことは凄いことだし、早急に答えを求めるということは、非常に行くにしても１週間く

らいのもんです。行ったり来たりという中で、少しは大人の人たちも、今度女性がいっぱ

い行かれて非常に良かったなと思っておりますが、そういうことも含めて、これからまた

何かのとき続けていれば、何かのときに良いこと出てきたり、悪いことが出てきたりそう

いう歴史を続けて、続けられる間はなんとか頑張って関わっている人たちを応援してあげ

るというところで大きく見守っていければ良いのかなと個人的には思っております。 

 

○藤原委員 

 私も一応行ってきましたので、大変ためになったのかなと。自分で思えばどうだったか

なと思うところもありますけど、今度の自治会で報告書が入っておりましたので目を通し



 13

ておりましたけど、子供も大人も大変実績報告が書かれておりまして、交流が出来たんだ

なと思いましたので、高い安いというのは簡単に言えますけど、本当に当事者となればこ

れくらいの金がいるんじゃないかなと思って、この事業を長く続けていただきたいと思っ

ております。 

 

○小野寺委員 

 費用云々というよりも、異国、異国という言葉が明治時代みたいですけど、僕は25年前

に交流が始まった経緯を詳しく知らないんですけど、なぜ今フランスのクサック村なのか

というのが分からないもんですから、交流、海外とか、東京でも大阪でもいいんですが、

三瀬以外の場所に子供たちが大人も行って、そこではほとんど観光だとしても自分の住む

街以外の体験というのは、非常に意味のあることだと思います。それは行かないより行っ

た方が良いと思います。ただ、もちろん25年続けてきた伝統というか、歴史というのはあ

ると思いますし、そこで三瀬村とクサック村との絆というのが、先ほど副会長おっしゃっ

たようにできていると思いますが、僕から見て、今40になっている人を先頭として、三瀬

に何かフランスの影響、クサック村に行ってきた、積み重ねてきた何かものというのは一

体何だろう。例えば私の素人考えだと、ぶどう栽培を取り入れたりとかして、上質なワイ

ナリーが三瀬村に出来ているとか、それは効果ばかり期待しているからそうかもしれない

けど、効果を期待しなくても何かしら、村の人が行っていない人でも25年間三瀬村がやっ

てきたそういう証というか、手応えみたいなものが私には感じられない。どこにあるのか。

立派な感想文が常会で配られましたけど、確かに行った人は、良かった、すばらしかった、

価値観変わった何だ、それはフランスじゃなくて、イギリスだって中国だってシンガポー

ルだってどこでも行って書くと思うけど、ずっと同じ場所と25年交流をしてきたことは、

それなりにいろんなところに行かずに一箇所と交流してきたということは、それなりに目

的というか三瀬がクサックと付き合っている一つの何か理由、根拠、だからクサック村と

付き合っているんだというものがないと、行っていない人、関わりがない人は何なんだろ

うというふうに正直思います。 

僕が大人の交流があったときに仕事があって行けなかったというのもありましたし、正

直今更クサック村行って、別にワイン作りたいわけでもないし、別にフランスに行くんだ

ったら自分で行きたい街に行けば良いし、一昨年自分でイタリアを巡って生産者と話をし

てきましたけど、それは将来のことを考えて行ったことがあります。例えば湯布院があん

なふうになる前に、旅館御三家の人たちが若いときに、廃れた湯布院をどうすべきかと考

えたときに、ドイツのバーデンバーデン街、先進地。そこに自費で行って学んできている。

これからの温泉地はこれだと。そこに音楽祭があったり、映画祭があったり、今湯布院が
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やってることですよ。そういうヒントがあった。人材育成とは違うんですけど、そういう

お金をかけただけの結果を残していくというのは素敵だなと思います。もちろん行った方

が全然フランスと関わりなくても、一生の思い出だし、何か価値観、人生観が変わってい

るんだろうと想像しますけど、何でクサック村と付き合って、これからもずっと15年関わ

って、村の皆の金を使ってやっていくのかというのはもうちょっと皆に分かる形にした方

が良いと思います。行った人はそれはすばらしいと言うでしょうけど、本当は果たして、

今と違う25年前の三瀬のおかれている立場。地域審議会でずっと支所再編にしても話をし

てきた今後の三瀬村にとって本当にこれでずっと続けていいのだろうかというところです。

ふれあい祭りにも言えると思いますし、他のものにも言えると思いますけど、そういうと

ころが私は気になりますし、だからと言って反対しているわけではないです。同じ場所と

やってきた証というのを皆さんどう感じているのか。子供の交流はよかねというそういう

感覚なのかなと気になってます。 

 

○服巻委員 

 私の子供は１回目で行きまして、今度２回目を行かさせていただきましたけど、どうだ

った、楽しかったよとそれくらいの意見しか聞いてなかったんですが、配られた冊子を見

て、書いていたのが、自分が最初言ったときと今度行ったときの25年間続いたというのが

凄く、長く続いてあったからこういう歓迎とかそういうのがしてあるんだなという書き方

をしてたから、長くすることも良いのかなという感じを受けました。あれを見て皆さんも

読んでもらったら人それぞれの考えだと思いますけど、何でも一つのことを長くするとい

うのはどこかに良さが出てくるんじゃないかなと思うんですね。これは続けてもらいたい

と思います。 

 

○德川（正）委員 

 この目的の（１）ですね、１項目ですから重点事項だと思うんですけど、こう書いてる

から反対じゃないけど、皆さんどう思っているのかなという意見が出てくると思う。 

 （２）の国際感覚を高揚させるということで併せて三瀬村の発展の基礎となる人材を育

成する。ちょっと文章を変えた方がいいんじゃないかと思う。そうしないと参加された方

が三瀬村の基礎となるような活動をされておられますよね。反対ではありませんが、考え

る必要があると思っております。 

 

●藤野会長 

 いろいろな御意見ありがとうございました。 



 15

 僕も１回団長で行かせていただいた経験を持っております。小野寺委員が言われたよう

に、一つは何でクサック村なのということを含めながら、それと続けることの大事さも言

われたけど、小野寺委員の言葉が適切かどうかは別にしても、形骸化が出てくることが一

方ではあるよねという思いがしている。ただ、このクサック村がそもそも始まったのが25

年前。当時の横尾物産がフランスの喧嘩鳥と日本の鳥の交配によって、新しいニワトリを

作られたわけですね。それがフランスの喧嘩鳥であったと。それがたまたま三瀬鳥という

形で受入れ農家が何軒もあったわけだから、それで養鶏をやってもらおうということで三

瀬鳥という形になって商標登録されて、そういう中で、フランスでどこか良いところない

だろうかということで、間違っていたらごめんなさいですが、当時の原口県議等々とヨコ

オの今の会長との話の中でフランスの交流はどうかと。フランスの交流をするに当たって

は、当時の原口県議が福岡商工会議所の方と御相談いただいて、三瀬と環境的に似ている

クサック村はどうかというようなことで、クサック村との交流が始まったのではないかな

というような思いをしております。 

 したがって、当時僕がよく言っていたのは、クサック村も決して豊かな村ではない。ま

さに寒村なんですよ。交流をするといって、じゃあ三瀬から15人行ったからフランスから

15人来れるかというとそうじゃない。限定をされていた状況があるんですよ。それで国内

研修については、当時はヨコオさんが大半の費用をみていたんですよね。これは冠事業じ

ゃないかと僕は言っていたくらいなんですよ。それと併せて、クサック村は政争の非常に

激しいところ。田舎だから。公選選挙でやっているわけではないけど、一応選挙をして議

員さんもいるし村長もいるけど、今は良く分からないけど、かつて日本に来ていただいた

青年が今は村長ということですが、その時その時によって何回も村長が変わったりしたの

で、僕がそこはおかしいよね、どういうふうな流れなのということを思いながら、その時

団長として行かせてもらった時に報告書に書いたのは、正に三瀬ということで全国的に三

瀬鳥を核として三瀬を売っていただいているヨコオさんがやっていること。そのために、

ただ残念ながら事業としては冠事業にする必要があるんじゃないのかという提案と政争の

地に巻き込まれないような形の中での交流というのをしていかないと本当の交流ができる

だろうかと。というのは、フランスからお出でになる団員さんというのが、当時は、半数

近くは何回も来ていた。それを不思議とも思わずにきていた。それはなぜかというと、株

式会社横尾物産がお金を出していたから何も言えなかったというような状況を踏まえて今

日があるわけですよね。今は殆どと言っていいと思うんですが、フランスの方から自分た

ちの自費でこっちに訪問していただいていると思っておりますけど、そういう形の歴史を

踏みながらクサックとの交流は始まった経緯がある。 

人材育成協会では、これらのことを全てを踏まえてはいただいてはいると思うけど、異
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国、異文化とおっしゃるけど、そういうふうなチャンスを少なくとも三瀬の子供たちに与

えようというようなことで、カルチャーショックをちゃんと受けてもらって、たまたま創

生基金があったので、それを原資としながら、当初は利子いわゆる果実でやろうとやった

んですが、果実じゃやっていけなくなって原資を崩しながらやっていくような事業になっ

て今日に至っているわけであります。 

おっしゃるとおりに、いろんな意見が出ました。なかなか反対とは言えないから、心の

中で思っていても言葉はそういうことじゃなくて出たんでしょうけど、実質的には反対の

人もお出でになるでしょう。しかし、かつて今、今年度行かれた成人研修についても経済

活用の交流の礎にしてというようなことが、そうそう基本にあったということを御理解い

ただかないといけないだろうし、小野寺委員が言ったように、ぶどうの事についても、実

は僕が行った翌年にやろうということで、どんぐり村にぶどうの木を植えたんですよね。

そしたら、管理が悪いのか気候が合わないのかちょっと分からないし、井手野にも植えて

もらった。うまく育たなかった。それは当時フランスのぶどうを持ってきて育つもんかと

いう考えが一方じゃあったんですよ。管理が不十分だったというのもあるんですが。そう

いうことはチャレンジ、挑戦した経緯があります。あるんですが、先ほど言ったように、

フランスの方は、人が代わると考え方が違うもんだから、そういうことを訴えた青年が今

は核となっていない関係があって、そういう話が出てこなくなったことなどなどもあって

今日に至っているというのが実態である。 

フランスの交流を今後どうするかということについては、少なくとも皆さん方に要望が

あったときに、いろいろ議論をしてもらって、この事業は残そうよねということで今日の

向こう15年くらいの計画を出させてもらっているわけです。いろんな意見があって、その

意見は非常に大事なことであるし、藤瀬委員が言われるように、村民からの御意見もある

とおっしゃったようにあると思います。あると思いますが故に、そう言えども結局この地

域審議会で創生基金を使って良いよと決めたのも逆に言えば僕たち自身なんですよね。し

たがって、こういう意見が新たに出たということは地域審議会の委員が３月で終わるとい

うようなこともあって、そういう先の御懸念、御心配があっての御発言であろうと思いま

す。それぞれがそういう思いを持っての発言だったろうと思うし、決めてもらったことも

事実ある。 

したがって、今私どもがやっていいとかやっていけないということよりも、これはお諮

りをさせていただきますけど、当時の人材育成事業協会の杠会長も傍聴いただいています

ので、人材育成事業のクサック村との交流事業については、やるやらないではなく、どの

ような形で積み上げをやっていくか。それが村の子供たちにどのような役割を果たしてい

くのか、あるいは、大人になって地域にとってどういう有効性が醸し出されるか見分けて
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いかないと積み上げることができるかということを協会内で御議論をいただくということ

で、藤瀬委員の意見を端に発して皆さんの意見を聞いたわけですが、整理をさせてもらっ

ていいでしょうか。 

 この中に協会の委員の皆さんもおられますから、協会内で今一度精査をやっていただい

て、より良い効果を収めるような活動にしていただきたいということでこの議論を終えた

いと思いますがいいですか。 

 

  （委員から「はい」の声あり。） 

 

●藤野会長 

 そういうことで整理をさせていただきたいと思います。 

 他にこのこと以外について御意見ありますか。 

 例えば剣道大会が３年を目途ということで今年が３年目。これをどう理解するかという

ことで、次期の体制の中で御判断いただくということでよろしいですか。確認です。 

 当然創生基金の助成金については、お使いいただいていないところは、検討しながら熟

慮していただいて御活用いただくという形で進めていただく。 

 ５番目のふれあい祭りの補助で、当面ということになってますが、基本的には皆さん関

わっているわけですが、形骸化している正にそうですが、じゃあ、やるかいやめるかいと

いう話になるとやるになる。そこら辺で責めを負っていただいている方の難しさがあると

いふうな思いはしております。しかし、そういうのを基本的には実行委員会ではやるとい

うふうなことで決めていただいて、この開催費の助成ということになっているわけですか

ら、それはそれとしながら認めていくというか、今の段階では特段の意見として出さない

ということでいいですか。何かありますか、このことについて。 

 

○德川（貞）委員 

 他に意見がないから続けてよかろうじゃなしに、検証するということで約束してたわけ

ですから、これは広く意見を求めて、今後続けたがいいのかどうかというような開かれた

会議としてその審議をやってほしいなというふうに思います。 

 三瀬旗少年剣道大会の件です。学校もやるというから続けていこうねという安易な形じ

ゃなしに、その辺は開かれた形で、もちろん学校の関係者の御出席はいただいて、開かれ

るべきですけど、そんなふうな形で審議はやっていただける場が設けられたらなと思いま

す。 

 



 18

●藤野会長 

 このことを含めながら、剣道だけでなくふれあい祭りも含めて、地域審議会としては終

わるにあたっては、活用について再度検討を内部の精査をやっていただきたいということ

の意見として各それぞれの委員会に挙げていくことでよろしいですかね。 

 

○德川（貞）委員 

 例えば、ちょっと言ったら、ふれあい祭り実行委員会のメンバーがやりたいと言うから

当分続けますよと。あるいは、さっき言ったように、三瀬旗剣道大会も関係者が集まって

協議した結果やりたいと言えば続けましょうよという形だけでいいのかなという気が少し

します。 

 

●藤野会長 

 ふれあい祭りの方は、実行委員会で各種団体いろいろ村内を基本的網羅していただいて

いるものであるからそれ以上、自治会も入っていただいているわけだから、実行委員会の

枠の中で検討していただければいいけれども、今德川委員の言われるように、中学校の問

題について３年間ということでお話をさせていただいとって、27年度まではこの金額はお

使いいただいていいですよということにしているから、それ以降については、德川委員の

意見を借りると、このことについては、やったがいいのかやったらよくないのか、それだ

けの成果が上がったか上がってないのかということを自治会等を通じながらちゃんとした

形で整理をして継続とかやめるかの判断を仰ぎなさいということなんですかね。 

 

○德川（貞）委員 

 私が危惧しているのは、要するに後からふうふう言いながらついて行ってるということ

で、いつ潰れるか分からんような運営状態というふうなことだと後々大変難しい問題にな

ってくることも考えられますので、特に少子化の関係で母体となるのは、一番頑張っても

らわないといけないのは父兄さんたちに結局影響してくると思うので、その辺のところは

父兄さんプラスアルファの支援というのが今後もうまく続けてもらえるのか検討しておか

ないと後々困るような時代になると。すぐ立ち消えたばいという形になっては具合が悪い

から、その辺のところをは３年目という節目を設けて検証しようということにしてるわけ

ですので、その辺のところは特段の御配慮をお願いしたい。 

 

●藤野会長 

 特段の配慮というか、ここで言えることは、そういうふうなことの精査をちゃんとした
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形でやってくださいよということの要望として、スポーツ振興課を通じて三瀬旗少年剣道

大会の実行委員会の方に地域審議会の意見として出すということをおっしゃっているわけ

ですかね。 

 

○德川（貞）委員 

 できれば。 

 

●德川（正）委員 

 これははっきりさせておかないといけない。 

 前の審議会で５年案が出てたのに３年と決めた。皆さんの意見で。３年という期限を切

って27年度で終わるわけです。確かに２回目を見てると、１回目よりも九州全域、山口、

広島までも広がって団体が参加しているような状態ですので、主催者というか剣道連盟が

途中でやめるわけにはいかないと思います。まだ三瀬も１回も優勝してませんので。それ

はそれとして、３回やるといったら３回で切って、４回目以降については連盟主催者の方

でよく考えて、必要であれば申請していただくというようなことにして、この判断はどう

いう委員会ができるか分かりませんけど、28年度以降についてはそうすべきではないかと

私は思います。 

 

●藤野会長 

 という御意見が出ております。御意見を承ります。 

 

○篠原副会長 

 私も会議に何度か出席させてもらってます。３年間というのは、当初優勝旗がいる、何

だかんだということで助成をお願いしたいということでスタートしたと思うんですね。ゆ

くゆくは、運営費については自分たちで賄えるようになりたいということが当初あったと

思う。そういうことも含めて３年を目途に、そこは運営を考えてもう一度見直し、そうい

うことは議題の中でやっていかれるものだと私は理解しております。 

 

●藤野会長 

 来年で終わりということ。 

 

○篠原副会長 

 違う違う。助成金をやってるのは３年間で。德川委員と一緒です。当初は優勝旗とかい



 20

るからその分のお金が出てこないので、寄付だ助成だということで、大きいお金がいると。

それについては、寄付をしましょう、助成をしましょうということで、優勝旗は出来てい

るわけですよ。備品だ何だかんだというのも出てきて、運営費は参加費と寄付で賄えるよ

うに３年後にはなりたいというのが当初の予定だったので、今年の３年目を終わって、当

然その後についてはどうしようという話が出るだろうから、次の組織がそれを受けてどう

するかというような話はその後からなるだろうと私は理解しています。 

 

○德川（貞）委員 

 私はなぜそれを言ったかと言いますと、試算表が資料２で出てますよね。これが一人歩

きするのではないかということを１つは懸念しているわけです。これはあくまでもこれを

出していったときはこうなりますよという内部文書であって、狭い三瀬ですから一人歩き

するので大丈夫ばいということになってしまうんじゃないかなと。それじゃ本来の３年後

の検証をしますよというのにはならないのではないかということを懸念している。 

 

●藤野会長 

 このことについて、それぞれ御意見あると思うんですが、承りたいと思うんですが、そ

れぞれ委員さん、服巻さん。 

 

○服巻委員 

 ３年間出すと決まっているなら、３年間はそれでいって、３年後はその結果を見て再度

検討をすればいいんじゃないですか。 

 

●藤野会長 

 再度検討するとなれば、内部文書で資料が出ているけど、これは基本的には外さないと

いけない。小野寺さんどうぞ。 

 

○小野寺委員 

 三瀬旗に対しては、本当に経緯とか分からないので、ただやりたいと言った方がいたし、

三瀬は剣道盛んですし、それを応援したいという気持ちは僕にもあります。ただ、何で卓

球大会やんないのかなと。卓球三瀬旗。凄くずれますけど、僕が三瀬の子供だったら剣道

だけ凄く優遇されているような感じがする。人によっては三瀬は村技だと言う方がいるの

で、それに抗うことはできないかもしれないけど、検証ということで言えば、どういうこ

とを言いたいかというと、本当はフェアじゃないような気がするんです。三瀬旗という良
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い大会を大人たちがやってくれて、もちろん父兄も頑張って、子供たちが一番頑張ってい

て、晴れの舞台を作っていただいているのだから、それに対して３年で検証、そこで１回、

本当に３回やってきてこれまでで良かったのだろうかと。お金のことだけじゃなくて、ど

うやっていったら良いかということを考えるということを、すみません僕の変な考え方か

もしれませんが、卓球やっている子、親に対しても必要じゃないかなと感じます。 

 

●藤野会長 

 人によっては村技じゃなくて、基本的には村民として、一応前々から剣道のことを承知

いただいている方は、そういうふうな理解をしながら常に村技、村技と言い続けてきたか

らそういう理解をしていただいているというのが正しいかなと。人によってではなくて、

基本的に三瀬の村技という理解かなと。そういう表現ではかつての官報等にも書いている

し、村技じゃないよと言う人は１人もいなかったという経緯もある。 

 

○藤原委員 

 15年間継続した場合と書いてありますから、一応３年間ということでしたけども、これ

は金額的には少なくなる可能性もあるわけですね。試算はしてありますけど、自分たちで

運営していければいいんでしょうけど、足りない場合は補助を継承して、金額は少なくて

も補助をしてやるべきではないかと思っております。 

 

○豆田委員 

 ３年間で見直し若しくは検証することは、当初剣道大会を承認するにあたって地域審議

会で決めたことですので、まず３年を経過した時点で、あくまでも事業主体、実行委員会

が主体でさせてくださいと手を挙げられたことですので、その中で議論されて、続けてい

きますとかいろんな問題を含めたところで、地域審議会に代わる機関に続けていきます、

じゃあ費用はどうですかと。こちら側がストップかけるとか、続けてくださいとかいう議

論ではないのかなと。ただ３年間という見直しでやってくださいという投げかけは必要か

と思います。 

 

○藤瀬委員 

 豆田委員さんとまったく同じです。 

 

○小副川委員 

 自分も、豆田委員さんと同じように思っていました。 
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○嘉村委員 

 ３回終わって１回検証するというのは、地域審議会が審査した創生基金から80万という

助成をやるか妥当かということを審議したわけで、４回目以降が当然継続は予想されます

ので、継続されるかされないかというところまでは我々には権限はないと思います。ここ

でこういう文言が書いてあると３月で地域審議会も終わるので、迂闊だったなというのが

実感です。誰が検証するのかというところまで気付かなかったという、決めなかったとい

うことが迂闊だったなと感じたところです。 

 

○納富委員 

 正に今言われるとおりでして、３年で検証するは地域審議会で決めて、御説明の時にそ

う申し上げたんですよね。実行委員会、剣道連盟が主体なんでしょうけど、体協、教育委

員会も実行委員会という形で確か名前が挙がっていたように記憶してますので、検証する

ことにはなってますので、どういう形でしていくか。まちづくり協議会なりが出来るとす

るならばそこで検証していただくことになるだろうと思いますけど、その辺が私も分かり

ませんが、検証すると言ったものの。後のことについては、今言いましたように実行委員

会なりできちんと精査をされながら、特に今の子供たちの御父兄たちが30代、40代とまだ

まだお元気のようですので、この大会を引っ張っていただくことを願うしかないという気

持ちです。 

 

○中村委員 

 私も小野寺委員が言われたとおり、三瀬小学部、中学部も昔はバレーボールもありまし

たけど、卓球部もあります。剣道もあります。卓球も相当な人数が入っておりますので、

違和感があるなと小野寺委員と同じような意見もちょっとあるなと頭の隅にはあったんで

すけど、やはり三瀬旗の少年剣道大会として発足して３回を超えて各地域から規模が拡大

してきた以上は途中でやめられないというか、もちろん３回目で検証するわけですので、

父兄さんとかいろんな方が４回以降も続けたいということだったら、続けていって三瀬の

剣道、村技を全国、九州に広めていっていただけたらいいなと思います。全体的にはそう

思います。 

 

●藤野会長 

 要するに３回の大会終了後に検証ということで見直しますよということですね。 

検証というのが、今意見の中で２つに分かれていました。 
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 一旦27年度で終わりですよ。だから28年度以降については、しかるべき手続きを踏んで、

もう一度申請してくださいよという御意見と、継続は基本的には継承だから、父兄さんた

ちが見直して必要ならばやればいいということですね。二つの意見だと思う。それを整理

しないといけない。 

 ３年を検証だから、とりあえず私たちの任期は終わるけれども、それは別にしても27年

度で一旦これは打ち切りなさいと。再度申請して、次なる手続きを踏んでやってください

よと。どちらかだと思うんですよ、意見が分かれているのは。もし仮に、このことについ

てちゃんとした形で残さないといけない。 

 

○篠原副会長 

 剣道大会をやるにあたって、費用がこれだけほしいと、やるにあたって。とりあえず３

年間。その間80万円ということで、当初優勝旗も買わないといけない、そういう費用が発

生するから補助をお願いしたいと。ゆくゆくは、剣道大会を続けていきたいというのは当

然あると思うんですよ。だからこれはここで一旦切ると。３年間で。例えばやるにあたっ

て、あといくらいりますよという具体的な費用明細が出て、私たちはこの先続けていくた

めに実行委員会としては、こういうふうにやりたいんだけど、どうしてもあといくらほし

いとかいうことがあれば、その時点で再度検討していただくというような形でいいんじゃ

ないですか。 

 

●藤野会長 

 という篠原副会長の意見ですが、他に何か御意見は。 

 今言われたように、一旦切って、必要性をちゃんとしたところで言っていただくように

した方がいいよということでしたね。 

 それでいいですかね。 

 このことについての御意見は。いいですか。 

 

  （委員から「はい」の声あり。） 

 

○篠原副会長 

 もう１点。卓球の話が出てました。卓球がどうのこうの。 

 じゃ、卓球が言ってくればどうしたか。卓球が三瀬で卓球大会をこんだけでやります。 

 当然同じ扱いをしたはずです。だから、差別をしているんではなく、言ってきたものに

ついては私たちはこういう答えを出したと。だから卓球部の人たちを私たちがどうこうい
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うのは一切ないですから、その辺は御理解いただきたい。 

 

●藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 他に、他の事業等についてはありますか。特段ありませんか。 

 時間も随分経ったようで御意見もないようです。 

 創生基金の活用のところで、三瀬旗少年剣道大会については、今日のまとめとしては、

27年度をもって終わると。創生基金の活用については終わる。この事業は、継続の期待す

るわけですけど、それについては、もう一度内容精査しながら新たな手続きを踏んでほし

いという形でまとめていいですか。 

 

○嘉村委員 

 １点いいですか。 

 その流れでいいんですけど、今年３回目ですよね。４回目が来年予定されますよね。 

 ４回目に80万が出るか出ないかというのは、どういう形で、誰に言えばいいのか。 

 実行委員会の方に、誰に申し出ればいいのかを言ってやらないと。 

 

●藤野会長 

 代わるべき組織ができたときにはその組織。仮にできなかったときには市長。 

 

○嘉村委員 

 その確認です。できればそこになると思います。まちづくり協議会とか。 

 

●藤野会長 

 そうそう。 

 できなかった場合は、スポーツ振興課を通じて市長。 

 

○嘉村委員 

 実行委員会が直に市長に申し出て判断してもらう。 

 

●藤野会長 

 そうです。 
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○嘉村委員 

 そこをはっきりしておかないと皆困ると思う。 

 

●藤野会長 

 そうなると思います。 

 

○嘉村委員 

 はい。 

 

●藤野会長 

 他ないですか。 

 いろいろ創生基金のことについては、細かいところで御議論いただきました。ありがと

うございました。 

 武富室長にお出でいただいているわけですが、まちづくり会議というか、コミュニティ

とかいろいろ仕事をしていただいている中で、三瀬に対する期待等もあるわけです。そう

いう中で、かつての審議会の中で、事務局体制をそうしたときには必要よねと、必要にな

ってくると。専従なのか非専従なのか、どういう形になるか知らないけど、そういうとき

に対しての費用弁償が当然発生してくるんだと。事務局的な役割をしてもらう方について、

基金の利活用ができないかという意見が出てたと思います。最後このことだけの整理を武

富さんにお聞きをしておきたいと思います。 

 

■武富副課長 

 今御質問いただいたのは、三瀬の今後の発展のため事務局的なものを設置した場合、基

金の方から費用が出るかということだと思います。それでよろしいですかね。 

 私の見解としては、ストレートに基金から事務局費を真っ直ぐ出すことは難しいという

認識です。と言いますのも、事務局の事務量に応じて、その人が常勤なのか非常勤なのか、

あくまでもどれだけするかによって変わってくると思います。そうなった場合に、先に事

務局があって、相応の事業をするかというよりも、これだけ事業があるからこれだけの事

務がいるんだという発生になってくると思います。事業に対してそれぞれ事務費を作れま

すので、事業の量に応じて、雇う方の常勤なり非常勤で変わってくるのではないかなとい

うのは基金に対する考え方です。 

もう１点、まちづくり協議会という話をしておりますが、まちづくり協議会をする際に

は、三瀬の方での地域計画。三瀬ではこういうのをやっていこうよということを住民の皆
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さんで話合いをしていただきます。それを進めていく際には、どうしても事務局長、役員

であったり必要になります。その事務については、当然地域の方が主体になってもらいま

すので、行政も支援させていただくという形をとらせていただいております。他の校区も

そうですけど、そういった事務に関しては、役割分担をしながら一緒になって進めていく

という方法をとっております。 

そういうやり方も１つありますし、もう１つが、佐賀市からまちづくり協議会にお出し

している補助金の使い道は自由としております。特に三瀬の方は、今の基金事業であった

り、過疎計画のソフト事業というのがございますので、そういったもので事業をして、私

どもから出している補助金で事務局経費を使われるという方法もあると思います。そうい

う使い方をしていくことで、基金から直接事務局費ではなくて、これだけ事業をするから

こういった事務が必要なんだという観点で御議論いただければと思います。 

 

●藤野会長 

 ということですが、よろしいでしょうか。御理解いただけました。 

 はい、分かりました。 

 特段ございませんかね。 

 特段ないということであれば、本日予定しておりました最後の審議会を終わりたいと思

います。 

 終わってからよりも終わる前に、地域審議会に長くお付き合いいただいた武富室長何か

あればどうぞ。 

 

■武富室長 

 ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。 

 私事ですけど、平成18年に企画に来てから、19年に人口問題対策室で三瀬の方を関わら

せていただいております。平成22年からは、地域審議会の直接の担当ということで５年間

お世話になりました。30代から長くお付き合いをさせていただいておりますけど、特に三

瀬の方は一番参加させていただいておりますし、一番印象に残った地域審議会でありま

す。 

今後も来年度からまちづくり協議会の方も、自治会さんも前向きに進めていくというふ

うな御意見をいただいておりますので、是非皆様方と今後の三瀬、これで終わりではなく

て、今後の三瀬をどうしていくかということを御議論させていただければと思います。 

長い間、地域審議会ありがとうございました。 
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●藤野会長 

 それでは、地域審議会をこれで終えます。 

 

４ その他 

５ 閉 会 

■森田支所長 

 長時間にわたり御議論ありがとうございました。 

 その他の項目は、こちらからはありません。 

 本日これで終わるわけですけど、この地域審議会、平成18年２月から実質９年１か月設

置されておりましたが、その間多くの課題に御審議いただき、それぞれ方向性を出してい

ただき感謝申し上げます。委員の半数以上の方が３期以上と長く委員を務めていただきま

した。会議回数も他の地域審議会と比べましても多く、内容も多岐に亘っておりまして熱

心に御審議をいただきましてありがとうございました。 

 これをもちまして、本日の地域審議会を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

～～ 午後 9 時 08 分 閉会 ～～ 


