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第１回三瀬地区過疎地域自立促進計画策定会議 議事録 

 

【日  時】  平成２７年７月１５日（水） 午後 7時 30 分から午後 9 時 30 分 

【場  所】  佐賀市三瀬支所 ２階 旧議場 

【出席委員】  （委員長）藤野兼治 

        （副委員長）嘉村勝彦 

     （委員）納富隆司、髙栁和宏、岡本正和、杠則子、庄島大助、 

庄島英史、村中美香子、山口光重、藤瀬みどり、森田大輔、 

原口賢太、服巻ツユ子、芹田智代、園田博子、井上文昭、 

篠原清彦、高島清美、山口久美子 …18 名 

【欠席委員】  なし 

【事 務 局】  企画調整部長 松尾邦彦、企画調整部副部長兼行政管理課長 眞﨑武浩 

行政管理課行政評価係長 野田宣心、行政評価係主査 嘉村美緒子 

北部建設事務所副所長 武久巧 

森林整備課基盤整備係副課長 山田勝則 

        三瀬支所長 栗原要、副支所長兼保健福祉課長 百武義之、 

産業振興課長 野中明文、市民サービス課長 豆田幸村、 

教育委員会事務局三瀬出張所教育課長 山田真紀 

総務課 地域振興係長 田中泰司、地域振興係主査 藤瀬三幸 

【議  題】  過疎計画の概要及び策定について 

【傍聴者数】  ２名 

【会議の内容】 以下のとおり。 

 

～～ 午後７時 30 分 開会 ～～ 

 

１．開会 

■栗原支所長 

皆さん、こんばんは。定刻を３０分程経過してしまい、本当に申し訳ありません。 

それではただいまから、第１回三瀬地区過疎地域自立促進計画策定会議を開催します。 

私はこの会の進行役を務めさせていただきます三瀬支所長の栗原です。よろしくお願い

いたします。はじめに、企画調整部の松尾部長より御挨拶をお願いいたします。 
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２．企画調整部長あいさつ 

■松尾企画調整部長 

皆さん、こんばんは。企画調整部長の松尾でございます。 

本日はお忙しいところ、また午後７時過ぎの時間にもかかわらず第１回三瀬地区過疎地

域自立促進計画策定会議にお集まりいただきましてありがとうございます。 

委員の皆様におかれましては、日頃から市政運営に御協力を頂いておりますこと改めて

お礼申し上げます。 

今回の過疎計画でございますけど、現在、平成２２年度から平成２７年度までの計画に

基づいて事業に取り組んできております。しかしながら、平成２３年度に東日本大震災が

起きましたけれど、震災の影響によりまして、特に被災地の関東・東北地区について過疎

対策事業が遅れるだろうという予定をもとに平成２４年に過疎法の一部が改正されました。

過疎計画、過疎法の有効期限が平成３３年３月まで延長されました。これに付随して佐賀

市の方でも、今、上がっている計画、平成２７年度までですけれど、これを延ばしまして

今後５ヶ年間の平成３３年度までの計画を新たに策定しなおそうというところであります。 

今回の計画の改めての策定に当たりましては、市のほうの事務として市役所内部のほう

で少し検討させていただきました。そういったことで本日は、市役所内部で検討してきた

事業について説明をさせていただきたいと思っております。 

また、三瀬地区のほうでも事前に事業の検討をいただいていると聞いております。こち

らのほうも今後、検討いただきまして、地域の実情に即した計画を作っていただければと

思っております。今回は事業の説明をさせていただいて、金額よりは、ここは慎重に議論

すべきではないかとか、そういった議論を絞っていって会議が重点的にできれば思ってお

ります。 

また過疎計画の特徴でございますが、有利な過疎債というものがございます。７割程度

国の方から交付金が貰えるものが過疎債ですが、この過疎計画に上げておかないとこの過

疎債の対象にならないということがありますので、これまでもそうなんですけれども、ま

ずは計画に載せておいて、多少煮詰まっていないものも載せておいて、後でもう一度具体

的な検討をしていただいて、やる、やらないを含めて検討するということもございます。 

そういった意味で、このテーブルに載ったものが必ずしも全部実施するとはならない場

合もありますけれど、そういった性格のものということで御理解いただければと思います。 

また、これまでハード事業、建物等と、ソフト事業というものがありますが、こういっ

たものは特に実施主体とか、誰がこういったものをやっていくのか、そういったことも少

し議論をする必要があると思っております。 

いずれにしてもこの計画は三瀬地区の町の振興に寄与できるように実行してもらう計画
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になるよう検討を進めて行きたいと考えておりますのでよろしくお願いします。本日はあ

りがとうございました。 

 

■栗原支所長 

ありがとうございました。 

続いて次第のほうでは委嘱状交付となっておりますが、本日こちらのほうに担当の職員

が本庁から支所から参っておりますので紹介させていただきたいと思います。 

 

（職員紹介） 

 

３．委員委嘱状交付 

■栗原支所長 

委員委嘱状交付ということで、これから委員の皆様のところに参りまして委嘱状の交付

を行います。本来は秀島市長がお渡しするところではありますが、公務の都合がございま

して松尾企画調整部長のほうから委嘱状をお渡しいただきます。 

これから皆様の席のほうをお廻りいたしますので、皆様につきましては自席のままでお

待ちいただきたいと思います。なお敬称の方は略させていただきますので御了承ください。 

 

（松尾企画調整部長から委嘱状交付） 

 

４．委員長及び副委員長の選任について 

■栗原支所長 

それでは次第に沿って進めさせていただきます。策定会議設置要綱の第５条第１項の規

定により委員長及び副委員長の選出を行いたいと思います。要綱第５条第２項の規定によ

り委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長の指名により選出すると定めてお

ります。 

委員長につきましては、先日の勉強会の折にお決めいただきました。委員長は第２区の

藤野兼治さんにお願いすることになりました。改めて委員の皆さんの御承認をお受けした

いと思いますが、御承認いただけましたら拍手をお願いしたいと思います。 

 

（委員から「拍手」あり。） 

 

ありがとうございます。御承認ありがとうございました。それでは、藤野さん、よろし
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くお願いします。 

続きまして、副委員長の選任を行いたいと思いますが、副委員長につきましては、策定

会議設置要綱第５条第２項の規定により委員長の指名により選出すると定められておりま

す。藤野委員長からの御指名をお願いしたいと思います。 

 

●藤野委員長 

副委員長は僕の指名になっていますが、どなたか御推薦いただく方、又は、自薦の方が

あればと思いますが…いかがでしょうか。 

 

○篠原委員 

ぜひ、今回、新しいメンバーもたくさんいらっしゃいますので、もし、意中の人がある

ならばその方でも結構ですが、できれば若い人達の中から選んでいただければいいのなと

思いますけど、どうでしょうか。 

 

●藤野委員長 

具体的にどなたかお示しいただけたら、篠原さんの方から推薦をしていただけたら思い

ます。 

 

○篠原委員 

特にこの人にというのはありません。 

 

●藤野委員長 

若い人ということで、ここは皆さんの御理解をいただきたいところですが、僕のほうか

ら指名をさせていただきたいと思います。地区的バランスでいいかなと思いますが、活性

化会議の中でいろいろ関わってもらっている嘉村勝彦さんにお願いをしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

（委員から「拍手」あり。） 

 

●藤野委員長 

嘉村勝彦さんに副委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

■栗原支所長 
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それでは、確認をさせていただきます。委員長を藤野兼治さんに、副委員長を嘉村勝彦

さんに決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

お二人を代表しまして、藤野委員長から御挨拶をいただきたいと思います。 

 

●藤野委員長 

失礼します。 

前回の会議の折に、委員長ということで御推薦いただいて、今日皆さんの御了解をいた

だいて委員長をすることになりました。過疎計画については、佐賀市の中で三瀬村と富士

町が過疎計画を策定するわけです。 

三瀬村は、前回の過疎計画の策定に関しては、初めて、いわゆる今まで行政が策定して

いたものを地域審議会があるということで、地域審議会に下ろしていただいて計画を練っ

て諮問を受けて答申をしたということで、何回となくやり取りをしながらこの計画を、今、

進められている過疎計画はそのような経過で取りまとめたものであります。 

今回、富士町は前回の地域審議会のメンバーの方々が横滑りでこの計画を進めることで

進められているということですが、三瀬はいろいろな思いを含めながら、新しい形の中で

この計画を、前回も最後だろうと言いながら、最後にならず今回も地域住民が、三瀬村民

が計画を策定できるようになったわけであります。 

特に今回、三瀬の場合は女性の方が８名入っていただいて議論をするということで、非

常にいろいろな課題が深堀りできて議論ができるじゃないかなという提案を受け形の中で

深屈りできるんじゃないかなと期待をしているところであります。開催前に手元にいただ

いた過疎計画実施計画に対する問題と提案ということで、女性委員さんから提案等を早速

頂いているわけであります。とにかく、皆さん方に丁寧に説明しながらわかり易くできれ

ば進めていきたいなと思いますし、皆さん方、むしろ、逆に言えば村民の方にどれだけ過

疎計画が必要か御理解いただきながらすくい上げるか、我々に課せられた課題であるわけ

です。 

委員に自治会長、井上さんに御就任いただいておりますので、自治会長の協力を得なが

ら、この過疎計画は、答申に向けて頑張って行きたいと思っておりますので、皆さん方の

御協力をよろしくお願い申し上げて御挨拶にいたします。 

 

■栗原支所長 

ありがとうございました。これから過疎計画策定完了まで委員長、副委員長としてお二

方がんばっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事のほうに入る前に配布資料の確認を担当のほうからさせていただきます。 
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■田中係長 

総務課田中です。それでは、私のほうから資料の確認をさせていただきます。 

 

（配布資料確認） 

 

■栗原支所長 

委員の皆さん、資料はお揃いでしょうか。 

皆さん、資料をお持ちということで進めさせていていただきたいと思います。 

これから議事に入りますが、議事の進行については要綱第６条第１項に策定会議は必要

に応じて委員長が召集し、その会議の議長となると規定しておりますので、これから先の

議事の進行については藤野委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

５．議事 

●藤野委員長 

それでは議事を進行させていただきたいと思います。先程ほど冒頭で挨拶をした中で、

女性委員から過疎計画の対する提案という形で本日、提案を事務局に頂いているようであ

ります。 

従いまして、この提案について、藤瀬みどりさんの方から会議に入る前にまず御提案を

頂けたら、そのことを理解していただいた上で本題に入っていこうということで考えてお

ります。 

いずれにしても、僕もざっとしか見ていなくて細かいとこまで分からなくて間違いもあ

るかもしれませんが、いずれにしてもこの過疎計画を制定するに当たっては、一つの法律

等々があるわけです。それで、適うところ適わないところもあるのだと、僕たち委員は地

区の代表をしながら、村を代表しながら、やっていくわけではあるわけですが、できるだ

け住民の皆さんから寄せられた御意見等については、この過疎計画の中でその反映をして

行きたい。反映していく努力をして行きたい。 

しかし、どうしてもできないところもあるということもおそらくその都度、できないこ

とがあるとするならばこういうことですよと皆様に御理解いただきながら進めて行きたい

と思うのですが、いわゆるそういうこともありうるということも前提に進めて行かざるを

得ない。親切丁寧にいくけれど、法の部分についてはどうしようもできないこともあると、

まず申し上げながら進めさせていただきたいと思います。 

それでは藤瀬みどり委員から計画に対する考え方の提案等の説明を求めます。 
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○藤瀬委員 

このままでよろしいでしょうか？ 

この間、勉強会を設けていただきました。それはありがたいことと思っています。委員

になっていただけませんかと言われたときに、女性の視点から物事を考えてもらえればと

いうことも言っていただきましたので、本当に全然知らないような考えを漠然と思い描い

て勉強会に臨みました。 

勉強会をして、どうしても悶々としてものが私の中に残っていて、果たしてこれで委員

を受けていいものだろうかとものすごく思いました。それで何人かに問いかけると女性の

方たちは大体私と同じような考えでした。 

本当にこれで進んでいいのかと思って、月曜日に女性だけで、この間の勉強会をどのよ

うに感じたか話合いを始めました。その話合いを３時間くらい悶々として出たものがこれ

です。 

これはみんなの考え、問いをまとめたものです。 

これは批判とかではないです。私たちがよく分かりながら進んで行きたいとの思いで、

行政に問いかけと提案をしたものなので、皆さんが見ていただいて自分も本当にそうだな

と思うところがあればここで言っていただければと思います。 

三瀬村がより良くなるような会議になるようにと思っているので、硬くならないような

明るい会議にしていただくように女性の視点から考えています。 

一つ一つ今日お答えをいただくのはかなり時間がかかると思いますので、この答えは後

日でも時間を設けていただいてもらってもいいです。本当に分からない素直な問いかけを

しておりますので、おそらくこのような人達も多いと思います。 

だから、今日の進め方は行政の方の進め方で結構です。この問いかけは違う形で回答し

てもらっても結構です。今日でなくてもどうですか？答えていただければ今日で…頭の悪

い者ばかりですいません。 

 

●藤野委員長 

いいですか。藤瀬さんいいですか。 

今日の提案で今日でなくてもいいということですが、冒頭言いましたように提案いただ

いたことが皆さんに御理解いただかないと議論を深めることができないという考え方がで

きるわけです。 

したがって、後もってということではありますが、今日から具体的な計画の中身に入っ

ていきます。後々触れるとこもあるとは思いますが、概要というか少なくともこういうこ
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とですよということを受け入れながら、説明を事務局からしていただいて具体的な形の議

論に入る。こういう課題についてはもう一度提案していただいたことに対して答えたほう

がいいというようなことを踏まえながらお互いが何回もやり取りをとるという形で進めて

行きたいなと… 

ありがたいことにもう一回の勉強会でもすればいいとの御意見等も頂きました。そのこ

とも念頭に入れながら進めさせていただきたいと思います。このことについて事務局の説

明をお願いします。 

 

（１）過疎地域自立促進計画の策定について 

■眞崎副部長 

それでは委員長からありましたので、できるだけわかり易くという視点に立ちながら、

貴重な時間でもありますので簡潔に説明させていただきます。 

まずは、資料１です。資料１の計画策定について説明します。内容について分かってい

るという･･･いわゆる過疎法と過疎計画についてわかっているという方もいるかもしれま

せんが、御意見もありますので若干補足をしながら説明したいと思います。いわゆる過疎

って何なのということでおさらいということで聞いていただきたいですけれど、全国的な

傾向として、今に始まったことではないですけれど人口減少社会ということで少子高齢化

ということがもうずっと以前から叫ばれているところです。 

このことで新規の人口がどんどん減少していくとどうなるかということで、地域に暮ら

す人達の生活の水準が下がっていく。それと同時に産業、農業、例えば自営業等、事業を

営まれる方の後継者の不足による生産機能の低下、維持していくのが非常に難しくなって

いる。このような状態を指して過疎という言い方をしています。 

こういう状態というのが、いわゆる地域の活力が低下した状態、これを何とかして活力

を向上させてという狙いもってこれまで過疎計画を策定し事業に取り組まれてきたところ

です。 

この過疎の自治体というのは全国に約８００団体程あり、割合からすると５０％弱とい

うところで、県内でいいますと多久市とか、江北、大町、白石、太良町、唐津市の一部、

神埼市の一部、武雄市の一部、このような所が過疎地域となっております。 

そのような地域課題があるということで、１件目の経緯という事で入っていきたいです

けれど、過疎関係のいろいろな法律ができたのは、昭和４５年になります。その当時は過

疎地域緊急措置法という法律です。それが時代の変遷で平成２４年の６月に過疎地域自立

促進特別措置法、言い換えると過疎法ということで改正をされています。 

ずっと昭和４５年からこれまで過疎地域の活力を何とかして維持向上させるというふう
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なことで法律に明記をされ、いわゆる根拠は法律です。これで全国の自治体が、対象の自

治体が過疎計画を作ってきたということになります。 

２４年の６月の法律が３２年度まで法律の期限が延長され、それに伴い今年度で今の計

画が切れるんですけど、新たに５年後の計画を策定する必要があるということで御理解い

ただきたいと思います。 

次のところから、２番目になるんですけど、目的と内容ということですけれど、佐賀市

の対象地域は、先程、委員長からもありましたが旧富士町と三瀬村とそういった区域で、

いわゆる合併する前に既に過疎地域であったことから、みなし地域という呼び方が法に明

記がされている。でこの地域に関しては、自立促進を図るため、言い換えれば先程申し上

げました地域の活力を向上させるために、県の方針に基づいて、そこに何点かあげていま

すけれど、産業の振興、観光の開発、それから交通網、通信網といったものの整備、集落

の整備、こういったことについて定めるということになります。 

その次が、計画事業掲載時の考え方ということでご覧いただきたいですけれど、過疎法

の目的に合致する事業については、幅広く掲載したいと考えております。ただ、原則とし

て、過疎債ということで冒頭の部長の挨拶の中でも触れましたが、過疎債といういわゆる

借金、国が認めた自治体がやっていいよと認めた借金、この借金が非常に有利です。後で

また補足します。この有利な借金を事業の財源として活用することができる。そういうふ

うな計画に活用する場合は、計画に掲載する場合は、その財源ということで確保できるこ

とが必須条件になります。 

次は、市の予算措置を必要としない事業、これはどういうものかというと、例えば個人

の方が直接、国の交付金、補助金を活用して実施するもの、国営、県営の事業等、それか

ら市の財源がふるさと創生基金だけのもの、こちらでいいますとクサック村との交流事業

等、こういうものが過去計画に掲載しないということになります。先程、過疎債と言いま

したけれど、有利な内容というのは、いわゆる借金の一部を国が補ってくれます。補うも

のがいわゆる交付税というものです。これで７０％を国が補填をしてくれます。だから１

０００万円の事業費の場合には、７００万円を国が補填する。市の負担は３００万円。簡

単にいうとそういったとこです。そういったことで大変有利なっています。ですから、過

疎債を活用して三瀬に必要な事業をということで、事業を計画の間に推進していくことに

なります。 

また、有利とはいえ借金であることに違いありません。先程、言いましたように３割は

市の負担となりますので、計画の記載に当っては事業の必要性とか市の財政運営全体を踏

まえたところで、事業の妥当性について十分検討する必要性があると考えております。 

それから次をお願いしたいですけれど、４点目も掲載上の取り扱いということになりま
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す。事業の実施に当たりましては、繰り返しになりますが市の財政状況などを踏まえて、

その都度、実施の判断あるいは経緯の精査を行うことを考えております。 

矢印の下、大きく開けておりますけれど、これも繰り返しの部分になりますが、計画に

掲載された事業はそういったことからすべて実施できるということではありません。事業

実施ができるかできないかは、事業の性格上、どうしても地権者の同意が必要で、地元の

調整が済んでいないことが要因となって実施できない場合もありますし、事業の運営主体

がなかなか地元の調整で決まらないことが要因ある場合もあります。そういったことで計

画に記載された事業、あるいは実施時期については確定したものではないということを御

理解いただきたいと思います。 

次の５番目の計画の構成ですけれど、冒頭、部長が申しましたが、これまで庁内で本庁

と支所でやり取りをしながら、案ということで検討した事業をまとめております。今日、

この後担当の方から御説明いたします。それと富士三瀬りょうし、特に三瀬につきまして

は事前にアンケートをされております。その提案の事業を合わせまして計画策定会議で十

分議論をしていただいて、市の計画と調整協議していただいた上で新計画を作る。 

最後のスケジュールになりますけれど、過疎計画については議会の議決が必要になりま

す。来年３月の議会に議案として提出したいと思っています。これを逆算いたしますと今

月７月に策定会議をスタートさせる必要があります。８月、９月中までに計画をまとめて

いただく段取りになっているようですが、あくまでも富士の方も合わせて計画策定します。

大体全体としては、１０月までに富士も含めてまとめていただいて、１１月に市の内部で

改めて全体を把握したところで妥当性を含めたところで最終案ということで取りまとめて

いきたいと思います。年末にかけまして県との事前の協議が必要になります。それからパ

ブリックコメントということで、広く市民の方のご意見もいただいて、それも十分参考と

させてもらいなから、議案を３月に提出してきたいと考えています。 

資料１のレジメに沿っての説明はここまでとさせていただきます。御提案の内容につき

ましては概略説明いたします。御不明な点や、もっとここを詳しくとかいう部分につきま

しては、またこの会議の中でも、後日でも構いません。いつでも、その都度、その都度で

も構いませんので御質問いただければと思います。 

順番で何のための過疎計画策定かということで、根拠の法令、通達、これは先程、過疎

法ということで御説明いたしましたので省略させていただきます。２点目の９月までに策

定しなければならない背景は、先程、スケジュールのところで御説明させていただきまし

たので省略します。３番目の計画の「自立」は何を期待しているのか、「自立」ということ

で少し分かりにくい気がしますので、先程、レジメで説明させていただきました、いわゆ

る、地域の活力ですね、地域の活力を向上させるということを期待しているということで



 11

す。４番目、過疎債は借金です、借金をしてまでする必要があるのか？それが三瀬地区の

自立促進、地域の活性化、地域力の向上に寄与するものであれば、我々は取り組む必要が

あると考えます。ただ、繰り返しになりますが、何でもかんでも、先程、委員長が申しま

した、何でもできるものではないということを苦言として皆様に御理解をいただきたいと

思います。過去の取組の評価、検証と課題、成果ということで、ちなみに前計画の進捗状

況を申しますと、今の計画は全体で１００項目事業があがっています。その全体の事業費

が、計画を作った当初の見込みでは約８３億円位あります。それから、進捗状況としては

大体、８割強…今年度までに実施が済んでいるもの、実施見込みのものを含めて８割強と

いう状況です。１割くらい残っていますが、これは先程触れましたように地権者の同意、

地元の調整がついていない場合とか、計画の内容に変更があったということで別の事業に

変わったもの等が未実施の事業中に含まれています。そういうものもこれから担当が説明

する計画の中で、これは前計画にあったものを新計画にも必要なものについてはスライド

をしているというふうな御提案をこの後させていただきます。話を戻しますと、評価と検

証については、毎年度毎に市としては全事業の評価を行っております。この事業がどうい

った効果があったのか、今後も継続すべきかどうか、そういうふうに全事業振り返って評

価を行っています。また、予算化する場合には、当然、議会の議決が必要ですので議会か

らのチェックも入りますし、いろいろ監査委員もいらっしゃいます。それから国の補助事

業も絡んでいる場合は、当然、国の会計監査というものもございます。そういったことで

全体を含め評価検証が行われているということで御報告させていただきます。当然、市民

の皆様には市報ですとか、ホームページなどで、この事務事業の評価結果を公表しており

ます。次に６点目は過疎自立とはどのような状況、どのような状態を期待するのかという

ことで、繰り返しになりますけれど、先程言いましたように地域力の向上です。この計画

に載っている事業を全部行ったからといって過疎化のスピードが止まるということはなか

なか難しいと思います。ただ、住民の方も地域振興の意欲があれば…あるいは持ち続ける

ことができれば、そこに我々行政としても一緒になって協力して、今よりも向上する、そ

ういった状態を期待しているところです。大きく２点目、会議の役割と位置づけというこ

とで、委員の役割と権限はという御質問です。委員長の方からもございました、深掘りし

た議論、それから地域のいろいろな意見を出していただきたい。丁寧に分かりやすくとい

うことで先程ございました。なかなか市としても把握できにくい地域特有の課題、そうい

ったものを、是非、出していただいてこの三瀬地区としてこの計画に掲載する案件を一緒

になって協議させていただきたいと考えております。それが役割だということで御理解い

ただきたいと思います。それから権限ですが、この会議の中では、同意しますよという意

見とそれは違うじゃないという意見、いろんな意見は自由に述べていただいくということ
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で想定しています。進め方については、当然ながら、委員長、副委員長、それから各委員

の皆様、事務局の中でもやり取りをさせていただきたいと思います。そういうことで、自

由活発な意見をぜひお願いしたいと思います。当然ながら計画策定の参考とさせていただ

きます。それから次ですけれど、計画の中に委員が直接関わる事業について公正公平の担

保という質問ですが、委員２０名の方、それぞれ賛成、反対の立場で自由に議論をいただ

くということで意見を集約したいと思っておりますので、公平性は保たれると思っており

ます。次、委員としての今後の活動内容、予定ということでいろいろな自由な意見を述べ

ていただいて、不明な点はいつでも御質問いただければと思います。会議の段取りですけ

ど、９月中旬を目処ということで、大体これから２週間に１度、盆を空けて２週間に１度

くらいのペースになるのではないかと思っております。提案１について、会議の進め方に

ついての提案です。明確な運営ルールと運営方針の導入を、先程申しましたように、委員

長、副委員長と相談させていただきながら、当然委員の皆様にも御確認させていただきな

がら進めていくようになると思います。先程、御提案の方もおっしゃいましたが、できる

だけ硬くならず明るい雰囲気ということで、ざっくばらんでストレートな場にしたいと、

そういうことで建設的な場にできればいいなと思っているところです。具体的に申します

と、時間配分とかそういったもので、キチンとコントロールするようなそういったルール

も考えられるのではないかと思っております。合理的な、建設的な、会議手法と。これは

おっしゃるとおりでございます。ファシリテーターということで提案ですが、これは、実

際、会議進行には機能するとは思いますが、計画の策定とかについては深めることの必要

性などあるためどうかなと、不明な点もありますので、これについては先程の繰り返しに

なりますが、委員長、副委員長と皆様方とやり取りをしながら、場合によっては事務局が

その役割の一葉を担えればと思っています。提案２、情報共有と情報活用の提案というこ

とで、計画の評価、検証をこの会議で行うことはできないかなと…この点については、先

ほど申しましたとおりでございます。ただ、新計画の中には、前計画からスライドして計

測するものもありますので、あと関連の事業もありますので、当然、そういった点では、

前事業、前計画ではどうだったのかと都度、都度、振り返る場面も出てくると思いますの

で、そういったことも含めて検証ということで考えられるのではないかと思っています。

他の地域の事例を学ぶこと。これは非常に建設的な御提案だと思います。でも、実際に視

察に行くのは、期間的になかなか難しいと思っています。けれど、いろいろな先進地の事

例は、当然委員の皆様の御提案、御意見、あるいは事務局からの事前の相談を含めてそう

いった事例を参考にするということは十分やっていく必要があると考えております。以上、

時間を押してしまって申し訳ありませんが、概略の部分を説明させていただきました。不

明な点については、随時お伺いしていただきたいと思います。こういった感じでよろしか



 13

ったでしょうか。 

 

●藤野委員長 

ありがとうございました。概略の説明ということで殆ど眞崎副部長から説明いただきま

した。基本的に説明をいただいということでよろしいですか。 

 

○藤瀬委員 

はい 

 

○庄島英委員 

すいません。これについて聞きたいんですけど… 

提案いただいた内容を見て自分も違和感を感じている部分があって言わせていただきた

いですけど。会議の目的ということで説明いただきましたが、お金が出るから、お金をど

う使うかが先にきているように感じて、三瀬をどうしていくかということを議論したくて

皆さん来られていると思うんですね。そこの部分の話合いがないと、例えば、お金だけど

うやって使っていこうかという話だけだと、我々が審議する必要がないと感じました。一

つ一つをやる、やらないの議論では、トータルとしてばらばらの意見を一つ一つ○、×を

付けただけで終わってしまうような感じがします。過疎の状態を少しでも良くするために

三瀬として何をしていくのかを、議論していく中でもいいですが、それを考えることを念

頭において、目的として話合いをしていきたいと私は思います。本当はこれを最初に議論

できればいいですけど、なかなか決まるものでもないので…例えば、道路やこういうもの

もの必要となるかもしれないし、一つ一つを議論しながらでも、三瀬としてないをしてい

くか、三瀬はどうやって今後、過疎を脱出していくのかを議論したいと思いました。 

 

●藤野委員長 

ありがとうございました。庄島委員から御提案をいただきましたが、ここで確認をさせ

ていただきのですが、庄島委員に言っていただいたことは、いわゆる三瀬村の基本的なマ

スタープラン、あるいはビジョンをどう描いていくかと論点から過疎計画を議論すべきと

いう趣旨かと思います。もっともであります。ありがたい意見ですので、今後御協力いた

だきたいことは、三瀬村活性化会議というものがあって、本当はそこでいろんな議論を、

篠原委員がその会長ですが…やっているのですが、なかなかそこまで行き着かないです。

そこまで行き着くような形に今後していきたいなと納富委員、篠原委員、自治会長等とい

ろいろ話合いをしているけれどなかなかいかないということで、そういうふうな会議にぜ
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ひ積極的に参加してもらいながら、提案をいただいて、我々もあなたたちのような若い人

の知恵を借りながら、三瀬のあるべき姿を描いていく努力をしていきたいと思います。た

だ、残念ながら、今回の過疎計画は、いわゆる法で決まって、いつからいつまでと期間内

に計画を実行するというような取り決めがあるわけです。その中でやっていくという縛り

がありますから、こういうふうな形にならざるを得なかった。非常にいい考えであり、三

瀬の将来にとってすばらしい発想ではありますが、過疎計画に載っていなければ、過疎計

画の過疎事業で取り上げられないというようなことがありますので、村民の皆さんのいろ

いろな意見を拝聴しながら、前回、今回も過疎計画を制定していく。制定していくという

のは、少なくとも、いま、三瀬に生活していることで、直接、不具合や困っていることが

あって、公共的に必要というものを、行政が気付かないところを我々の地域の中で計画に

あげていこうとしているわけです。ハード事業、ソフト事業、分かれていますが、そうい

うことを前回から６、７年かけて議論をしながら過疎計画を進めてきました。したがって、

新たな上で、またいろんなことがあればその段階での提案自体は皆様で協議をしていただ

くにしても、三瀬のあるべき姿においてどうしても、委員提案の中、地区からの提案の中

であがっていない意見があればどうするかは皆さんで考えていかなければいけないと思い

ますけど、まずは村民の皆さんから御提案について議論しながら、また、市が提案する三

瀬のインフラ整備等について、これでいいのか、これが必要かを議論していく場にしなけ

ればならないと思っております。いま、僕が申し上げことで庄島委員、御理解いただけた

ら、あとで確認しますが、一つは藤瀬委員の提案の中で、眞崎副部長が申し上げたように

ファシリテーターを入れてやるようなものではなく、みんなの知恵を出し合いながら時間

経過がありますので全地域を網羅してこの会議はやっています。それぞれの委員が地区の

帰ってこのことの状況の報告をしていただき、そこで意見があればそれを吸い上げながら

可能なものは可能、無理なものは無理という形で進めていくべきだろう。村民自らが考え

る計画であると御理解いただきたいと思います。それと、問２のところに（２）、委員に選

出されたものの計画が受益者、これは僕のことを指しているとこれを見て思いました。前

回の計画の時、委員長をさせていただきました。僕も基本的には、提案をさせていただき

ました。それで事業をさせていただきました。過疎計画にあげていただきました。ただ、

僕がやった事業は、国の６次産業化という国の補助事業を行って、過疎計画の過疎法に則

り補助金を貰ったのかなと思っていましたが、基本的にはそうではなく、過疎計画、過疎

法に則った事業ではないということでないということで聞いております。もちろん、委員

が提案されたことがどうかということよりも、三瀬の基本的考え方で三瀬にとって必要な

のか、それで本当に事業の実施主体になりきるのか、負担金を出してというところまで基

本的には求められてきているし、国の制度もいろいろ変わっています。僕がやっている６
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次産業というのは、僕みたいな人間が手を上げて、国と折衝しながら事業計画し、国がＯ

Ｋと言えば６次産業の事業に乗っかったわけです。今は、同じ６次産業でも市を通じて、

県へ申請して国にあげる。それで今までは国が１／２の補助だったけれど、今は１／３の

補助、なおかつ三者が、生産者、加工業者、流通業者でやらないと６次産業に該当しない

と非常にハードルが段々高くなっています。これは６次に限らずいろんな事業があります

けれど、そのような状況下でありますし、私たちは、できるだけこういうことを情報とし

て提供しながら、そういって精細の振り分けにのっかって、振り分けされないような形の

中でこの地域をしっかり守っていく必要があると思っています。そういう思いでこの過疎

計画の策定には臨んでいますし、皆さんが疑念に思われることはしっかりと個人に関わる

ことであっても情報開示しながらやっていければ一番いいかなと思っていますので、よろ

しくお願いします。庄島委員、回答になりましたか。 

 

○井上委員 

議長、いいでしょうか。 

 

○庄島委員 

もう一つ質問がありまして、会議毎に何時までやるか、どこまでやるかを決めたらどう

かなと…いつも会議開始は書いてありますが、終わりは書いていないので… 

 

●藤野委員長 

そうですね。基本的には会議は２時間程度だと思っています。そういうふうにしていき

たいし、皆様の御協力をお願いしたい。せっかくの御提案ですので、２時間以内に進めた

いし、あともって今後の日程について御相談します。行政側からも皆様方に申し上げたよ

うに９月の初め頃にはまとめくださいということもありますので、タイムスケジュールも

少し遅れてもいいかなと思うけれど、無理に先送りすることではなくて、皆さんの合意が

得られれば、行政が言う９月中旬までに取りまとめしたい。その代わり今日みたいにとに

かく会議に入ろうといいながら３０分遅れて、１時間はこのような形できていますので、

実質的には今日は議論に入れないのかなと思っています。そういうことも含めながら、回

数は多少、中身を濃くしっかり丁寧にやっていくには時間がかかるということは御理解い

ただきたい。中身を濃くやっていく、基本的に２時間程度でやっていく。ここで御了解い

ただくのは、開催を４、５回程度予定しているのを２、３回増えても構わないということ

を御理解いただいてよろしいですか。 
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（委員から「はい」の声あり） 

 

●藤野委員長 

公で開催し、もっと深掘りするためには勉強会をすることもありうるということで御理

解いただいてもいいですか。 

 

（委員から「はい」の声あり） 

 

●藤野委員長 

では、よろしくお願いします。 

では、井上委員よろしくお願いします。 

 

○井上委員 

私は、自治会の代表ということで参加していると思いますけど、自治会はですね、松尾

部長さんが来ていらっしゃいますが、この過疎計画のことについて地域によく話してくだ

いというお願いがありました。それで、そのとき時間を作りまして、話はしますけれど、

自治会が各地域であると思いますが参加する人は家族から１人なんですよ。ですから、こ

の話が家族に伝わらないことがあったと思います。ですから、いろんな女性の方の意見も

ありますし、委員の意見もあると思います。わからないという意見は、自治会長の中でも

ありますので、これ本当に当然だと思います。今後、自治会においては、勉強会の報告会

をしていきたいと思っております。それで、皆さんからこういうことも言ってほしいとい

うことは、私に言っていただければ、毎月１回、自治会長会がありますので、自治会長の

皆さんに連絡をお繋ぎしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

●藤野委員長 

ありがとうございました。とにかく、この手の会議は自治会長の協力を得なければいけ

ないと、常日頃申し上げていますけれど、逆を言えば、直接、自治会長になっている方な

ら村民の方、地区の方にお伝えできるけれど、そうでなかったら、又聞きになるからなか

なかこの種のことは伝えにくいところもあるし、理解できるような下ろし方もなかなかで

きないかなという思いも懸念もしているところであります。したがいまして、常会の折に

ついては、とにかく資料の全戸配布をするように行政にお願いをします。とにかく、一つ

一つの資料を全戸配布しますので、協議をしたことについてはできるだけ村民の方に御説

明をいただきたい。仮に問題点が出たときには、事務局等に問い合わせていただければい
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いし、あるいは、僕なり嘉村副委員長なりに言っていただければ分かる範囲で答えさせて

いただきます。そんなふうで、我々自身も分かりやすく面白くやっていかなければならな

ので、それを十分に存分に地区の皆さん方に説明をしていただきながら、前回以上に仕上

げられたらと思っています。井上委員の御協力をお願いしながら進めていきたと思います。

他に何かありませんか。 

 

○納富委員 

先程、各地域には私たち若しくは自治会長から周知をしていただく旨のお伝えをすると

いうお仕事をいただいたわけですが、私もですが、なかなかこの会議の内容を１００％お

伝えするのは自信もありませんし、責任を持てといわれても困ります。そこで提案ですが、

私たちも努力しながらお伝えをする中で例えば出張講座をしてくださいと、いま、会長か

らも話がありましたが行政もそういう要望があった場合、そういうことは可能ですか。そ

こまですると少し複雑になり過ぎるということなのか、その辺をお尋ねします。 

 

●藤野委員長 

地域の要望があれば基本的には日程調整がうまくいけば、行政の協力あるいは僕たちが

出向いていくということでやらないとなかなか下に下りないということで考えていますの

で、そういうことはするということで進めいただければと思います。 

 

○納富委員 

それでは、そういう旨で進めさせていただきます。そういうことでよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

 

●藤野委員長 

他にございませんか。 

 

○山口光委員 

法律の話が出ましたが、この場ですいませんが、過疎地域自立促進特別措置法の計画を

立てるという時に県や市の実施要綱、実施要件みたいなものはありますか。これがまとま

った分がこれになるのですか。 

 

■眞崎副部長 

過疎法に沿って策定するので、それと別にそういった要綱がある訳ではありません。た
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だし、説明の中で申したとおり県が指針ということである程度の方向性を定めますので、

法に沿ってそれを踏まえて作っていく進め方です。 

 

○山口光委員 

指針の中には、今、説明された内容が網羅されているということですね。市の方から提

出されている計画の中身とかいうのは。 

 

■眞崎副部長 

先程、説明しました大きく資料１の２の目的、内容で説明しました県が定める自立促進

方針というのが今申し上げた指針のことですが、これは要するに過疎法に沿って、佐賀県

のいわゆる特色、特徴を練り込んでいる部分ですので、そういって点では、法との整合性

をとった上で、なおかつ地域特性も入っていると… 

 

○山口光委員 

地域特性が入っているなら、佐賀市の三瀬地区とか富士地区とかに特化した何か指針か

方針みたいなものは基本的にはないのですか。 

 

■眞崎副部長 

市としてそのような方針は作っていません。あくまでも、先程、申したとおり県の指針

や方針に沿ってということです。 

 

○山口光委員 

それから、もう１点。過疎法の概要をもらいましたが、概要の中に対象事業が入ってい

ます。三瀬から出された内容で水路整備が入っているのですが、それはどこに該当するの

ですか。農業整備関係に入るのか、農林道としてするのか。そういうのがいいのであれば、

先程の自治会の話で出ましたが、うちのほうでもこういった話合いがあってますよ、５年

前から進められていることなので、私は知らなかったのですが、また今から自治会に話を

するとなったら、「それならこっちの水路もしてほしい。」とが「山が崩れているからどう

にかならないか。」とか要望が出るのではないかと懸念をしています。そういった要望があ

った場合、今から提案してもいいのかというのも問題ですけど、事業の内容や具体的なも

のがきちんと示されているものがあれば考えやすいと思います。 

 

■眞崎副部長 
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基本的な考え方を申し上げますと、住民の方が提案した分をこの事業はいい、だめとそ

れが客観的に見て、なんでこちらが良くて、こちらが悪いとならないように、ある程度地

区全体にとってある程度本当に過疎計画として必要かということを議論してもらうのがこ

の会議の場だと考えていただきたいと思います。この会議の中で三瀬全体の、地域力の向

上のために必要なことであれば、市としてそれは尊重させていただく。ですから、個別に

細かく指針、方針を作っていませんが、三瀬地域全体としての議論をしていただいて最終

的な判断をしていただきたいと思っています。 

 

■野田係長 

野田と申します。補足をさせていただきます。お手元の資料、見られている資料という

のが（２）の過疎地域自立促進のための地方債の対象事業ということでよろしいですか。

お尋ねのあった水路関係に関しましては、ここの対象事業の中の産業振興施設というのが

左の上の方に四角であります。この中の農林漁業の経営の近代化のための施設というくく

りに該当すると考えております。ただ、いろんな国の事業、国の補助を受けた事業とかの

補助金を除いた部分が対象ですよとそのような縛りは若干ありますので御了解いただきた

いと思います。 

 

●藤野委員長 

今の説明でよろしいですか。同じ水路でも公有水面でも、例えば農業用で取るとき農地

はどうなっているか等の縛りは当然あります。確認事項としてできるだけ説明しながら、

今、副部長が言ったように、同じものでは基本的にできるけれど、できないとするならば

なぜできないか理由を明らかにしていきたいということで理解していただきたい。 

 

○山口光委員 

根拠がないと、こちらとしても質問されたときの受け答えができませんので、制度でも

例えばこういったものに使えますとかいうきちんとしたものがないと、ある意味では水路

整備みたいなものがあると、過去５年間やっていてもっとないかという事なので、そのよ

うなものを示させていただくともっと具体的に説明をできるし、今度の自治会とか水路整

備等が出た場合、提案していいものか。そこらへんを、ここに出ているのは過去５年間分

と市が提案された分は新しいものが出てきているでしょうけれど、実際、私たちが自治会

で話があったときに関係ないという感じで受け止めていましたので、私の自治会から１件

も要望が出ていません。この説明をしていくとそれならうちもできるよねというものが出

てくると思います。そのとき、どういう考え方で臨めばいいのかと思います。 
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■眞崎副部長 

結局、法の縛りということでここにも書いてあるようにいろんな縛りがあることは間違

いありません。要するに制度を理解して住民の方に説明するとかえって分かりにくいとい

う気もします。おっしゃるように、あくまでも三瀬地区にとって本当に必要かどうかが最

終的な判断になりますので、説明でも言いましたように、できるだけ幅広く目的に合致す

るものはと考えていますので、まず地域の中で困り事とかそういったものがあった場合は

出していただいて、その上でそれが当てはまるのか、当てはまらないのか、我々も具体的

な内容が分からないと分からない部分がありますので、そういったことで、今どうしても

必要とかそういった観点でまず相談いただければなというところが正直なところです。 

あと一つ補足させていただくと、もう一つ辺地法という法律があります。お聞きになった

ことがある方もいらっしゃるとは思いますが、これは三瀬地区の中でも井手野と山中地区

だけが辺地法に該当します。辺地法に該当するような事業であれば、公共的施設を整備す

るのが対象です。だからあくまでも市が、所有する公共的な施設、例えば道路、林道、い

ろんな管理する施設を整備するときに財源ということで辺地債、これも借金ですが過疎債

よりも国が補填する分が１０％多い８０％、１，０００万円の事業をしたら、８００万円

国が補填します。１０％有利ですのでこの過疎計画を作るのと合わせて、いずれ自治会長

には説明させていただきます。その時も制度云々というよりもまず、私が先程言ったよう

に、生活の環境改善とかそういった視点で地区の方に説明していただければと思います。

まず、何が必要か、どういたことに困っているのかということで相談いただければ思いま

す。 

 

○山口光委員 

できるだけがんばって説明したいと思います。ありがとうございました。 

 

○庄島委員 

地区から追加で要望があったときどっち側を窓口にして、早めに配ったほうがいいと思

うのでできれば支所の方に出せた方がいいのかなと思います。どういう形で持ってきたら

いいですか。 

 

■栗原支所長 

今、それぞれ５月の自治会で皆さんの要望されるものがあればお出しくださいというこ

とで、住民提案、事業所提案ということで出されています。これは出された方、皆さんが
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過疎の計画に載せることを目的に出されていると思いますが、どういう要件が過疎法に該

当するかはわかっていない。やはり眞崎副部長が言われたとおり、困り事とか要望したい

こと、通常ですと窓口に来て対応できるもの含めて出されております。過疎計画の要望は、

陳情とかと違い、あくまでも三瀬全体で必要なもの。例えば水路にしてもそれは中山間の

事業でできるではないとかいうものもあります。でもあげてあると、テーブルに載ったか

らにそれなりの回答をして、説明も必要となってきます。ですから、なんでも過疎にあげ

てするということになると収拾がつかない状況になるというのはお分かりいただけると思

います。あくまでも、過疎の自立という観点から考えていただく部分で出していただけれ

ばと思います。よそがあいば出しとっけん、うちもこいば出すよということでなくて、あ

くまでも議論をしていただいて、これは過疎計画に載せるものではないと振り分けを当然

していきます。今、出されている要望が全部載るということではありません。 

 

●藤野委員長 

過疎計画に載せておかないと過疎の事業では取り扱えない。あるいは過疎計画に載せて

いても他の事業でやらざるを得ないとかいろいろなことがある。例えば、中山間地の事業

等もあるわけで、そこで水と何とかいう事業等の国のメニューがあるわけですので、地域

事情にあったところでできることはそちらの方で手当てをしていただくことが基本と思っ

ております。しかし、地域でどうしても必要という場合についてはあげてくださいという

ことでお願いをしているから、原則論は原則論でやらなければいけないが、地域の中でも

う一度話をしたときに提案していない地区においてどうしても必要ということであれば、

それなりに考えていかなければと思います。皆さんと議論を進めていくわけですが、原則

は今提案いただいている中で議論をしていきたい。それをしっかりとお繋ぎいただきたい

ということであります。 

 

■栗原支所長 

追加でいろんな案件をということですが、この過疎計画は５年前も住民提案、事業者提

案というやり方をしております。ですからその時点でもやり取りをしたわけです。あくま

でも５月の自治会で期限を切ってそれぞれの地区の中で話合いをしていただいて、事業に

ついて案内していますので、期限が９月末という中で進めておりますので、随時要望を持

ってこられても収拾がつかないことは御承知いただきたいと思います。 

 

●藤野委員長 

事務局からのお願いでありました。そういうふうな方向で御協力いただきたいと思いま
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す。庄島委員が言ったように、終わりを９時と決めましたが、あと５分位しかありません。

１時間半のうちにまだ本題に入っていません。ただ、さわりの部分だけでも入っておきた

いと思いますので、１５分か３０分延長させていただいてもよろしいですか。 

（委員から「はい」の声あり） 

そういうことで、お時間をください。お手元にある資料で事業計画（資料２）から入りた

いと思います。事務局に資料の説明をお願いします。 

 

（２）市提案事業計画（案）について 

■野田係長 

資料２、市の提案分ということで説明させていただきます。まず、簡単に表の見方を、

番号が左のほうに振ってあります。これは左から４つ目の事業内容、これが一つの事業と

説明する事業ということで考えていただいて、それに番号を振っています。自立促進施策

区分、事業名ときております。県の方針、市の計画の区分と思っていただいて結構です。

それから、３つ目のハード、ソフトの部分ですが基本的にハードという部分が市が持って

いる施設、これの整備、新築、改築、改修、こういったものをハードという言い方をしま

す。加えまして、市が持っている施設でなくても公共的な団体、例えば農協、森林組合等

が機械の購入する時に市が一部補助する場合があります。その補助金が上がっている分が

ハードという言い方をしています、１ページにはハードしかないですが、２ページ目にソ

フトがずらりと並んでいまして、基本的にはハード以外がソフトといいます。それから実

施主体というのは、どこがやる施設整備か、どこがやるソフト事業ですかということです。

概算事業費と５年間のそれぞれ年度区分、単位は千円となっています。非常に見づらいと

は思いますがよろしくお願いします。それから一番右に備考ということで事業が該当する

地区を記載しています。富士、三瀬、両地区に跨る場合は富士･三瀬というふうに記載して

います。ところどころに新規という文字が入っている事業があります。これは今回審議い

ただく平成２８年度からの計画に初めて出てきた事業です。ついていないのは継続という

ことで平成２２年度から平成２７年度までの計画にも載っている事業で、引き続き平成２

８年度以降も続けていく事業であったり、なんらか事情で今の計画で出来なかったけれど、

必要なので平成２８年度以降に改めて載せる事業が含まれています。説明としては、この

事業の中で三瀬に関係する分について御説明させていただきたいと思います。８ページに

渡り７３の事業が載ってまして、その中で三瀬に関係するものが４３ありました。とても

今日だけでは無理なので、さわりの方時間の許す限り説明させていただきたいと思います。

まず、通し番号の２番、林業機械導入事業です。これは三瀬の森林を区域としています佐

賀東部森林組合というのがございまして、そこが２８年度以降、高性能の林業機械、伐採
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だったり、切り揃えだったり、木を搬出するための機械を整備することに対して一定の負

担金を求められているものです。富士･三瀬で概算事業費が載っていますが、この中の三瀬

分、東部林業分は２９年度の１，８３６千円が三瀬に該当します。御質疑等もあると思い

ますので、あと１０分から１５分続けさせていただきます。続きまして６番の事業です、

ハード事業の農産物直場所建設事業で継続となっています。これは農産物直売所のロッジ

やまびこです、これが建築後約３０年経っています施設の老朽化に伴う腐食が進んでいる

こと、販売店の強化というところもありまして、改築あるいは新築を検討する。改築、新

築のための事業ということになります。ただし、引き続き市の方で改修なりをしてやって

いくのか。あるいは、運営組織の地場産品振興部会等の民間の方でされるのかいうところ

が、方針が出ていないとも聞いています。したがって、この分については市がするという

方針になった場合にこの事業に該当します。年度区分については２８年に３４０万円の設

計、２９年度に５０００万円強の更新ということで計画しています。それから１２番です。

ハード事業でやまびこ交流館の改修事業ということで２７００万円ほど事業費があがって

います。現行の計画にもあがっていましたが、点検等の結果、もう少し大丈夫だろうとい

うこともありましたが、茅葺屋根の葺き替え、屋根の改修がメニューになっています。合

わせまして、２７年度から火災報知機、自動火災報知設備の設置が義務付けられています。

猶予期間が２９年度まであるというところの中で茅葺屋根の改修と合わせて自動火災報知

機の設置を行っていく事業内容になっています。それから１３番。交流拠点等整備事業に

なります。こちらが少し特殊というか金額が入っておりません。これは想定しているもの

が富士地区の方の旧富士小学校といって小学校の合併で今使っていない小学校が古湯にご

ざいまして、これを地元の方々含めてどうやって活用していこうか、どう使っていこうか

いう協議を進められているところです。交流拠点として活用していきたいというところも

ありますが、まだ協議の途中ということもあって金額が入っていません。三瀬がここに入

っていきていることですが、基本的に今の時点で具体的な予定があるかというとないです

が、向こう５年間、２８年度から３２年度の計画期間の中でなんらかそういった話が出て

くる、三瀬の方にも交流拠点の整備という話が出てきた時に、言い方は悪いですが、備え

と言うことで頭出しをしていることで三瀬を加えているというふうになっています。区切

りがいい所までと言いますと２ページの１４、１５くらいまでが区切りがいいので、あと

２事業お願いします。１４番につきましては、吉野山キャンプ場のトイレ改修事業という

ことで、２８、２９で９００万円程載せております。キャンプ場については、今の計画に

も山中キャンプ場のトイレ改修ということで２５年度に改築をしています。内容について

は、管理棟のトイレ等のトイレの簡易水洗化というふうになっております。汲み取り式の

トイレを簡易水洗化にしてお客様の利便性を高めようという計画になっております。それ
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から１５番目です。洞鳴の滝及び水車小屋整備事業ということで２８年度２億２０００万

円程あがってきております。これも現行の計画で進んでおりまして、実は２７年度、今年

度に中身、実施設計をやっているところです。施設内容を調整している段階になっていま

して、２８年度の新計画では整備工事の分だけを、分断したような形になりますが、あげ

ているというふうな内容になっています。小水力発電設備ですとか、関連施設の整備とい

うふうになっております。 

 

●藤野委員長 

ありがとうございました。こういう形で、入りのさわりの部分になったのですが、議論

を深めていきたいと。ここで皆様方の御意見等を聞きながら、この事業をこういうふうな

形で進めていくんだということでよろしいですか。何かこのことについて皆様方の御意見

等ございますかね。今までの１５のところまで… 

 

○納富委員 

１点いいですか。１４番の吉野山キャンプ場トイレ改築事業、これ９００万円、各ハウ

スの簡易水洗にするという話ですよね。これは簡易水洗ですか、合併浄化槽…今のところ

汲み取りということですね。合併浄化槽を付けるという案はないですか。これ簡易水洗に

したら汲み取りの回数も多いし、もちろん合併浄化槽は管理費が要りますけれど、そうい

う案はでないでしょうか。 

 

■野田係長 

所管から伺ったところでは、こちらの利用が殆ど週末だけだと、そういったところで合

併浄化槽には馴染まないのではという意見が出されています。 

 

○納富委員 

わかりますが、今、三瀬から水をきれいにするという方針で合併浄化槽の補助金をいた

だいているわけでしょ。頻度の問題を言われると私もわかりませんが、単純に合併浄化槽

というのが浮かんだのでお尋ねしました。馴染まないということであれば、さらに私が強

調するわけではないですけれど…少し疑問に感じたので述べました。 

 

■栗原支所長 

合併浄化槽については、微生物で分解して浄化するということで、利用がないと餌にな

る養分がないということで、例えば家庭ですと台所の排水やお風呂の排水などありますし、
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もちろんトイレの排水もありますので微生物が死ぬようなことはないですけど、逆に使わ

ないと微生物が死んでしまって機能が維持していけない状況になります。キャンプ場のよ

うに利用が多くて量が多い場合は、そういったところもありますけど、そういった利用状

況を踏まえて簡易水洗ということになっていると思います。 

 

○納富委員 

最近はブロワーの高性能なものを使うとかで、微生物を維持できるってことはないです

か。 

 

■武久北部建設事務所副所長 

先程、支所長が言われたとおり、合併浄化槽には微生物が分解をいたします。微生物の

餌がないと微生物が死ぬわけで、先程言われたブロワーは微生物に酸素を与えるもので、

餌が少なくなると微生物の維持が出来ないとなり、お客様が来られる時期に機能を上げる

ような処置が必要になります。構造的なものがあってこちらの浄化槽は簡易水洗というふ

うなことにしています。 

 

○納富委員 

はい、わかりました。 

 

●藤野委員長 

はい、庄島委員。 

 

○庄島英委員 

３点ほど質問がありますが、１３番の交流拠点等整備事業ですが、三瀬でも可能なよう

に一応載せているような説明されたと思うのですが、そういうことが可能なのですか。二

つめが１４番の吉野山キャンプ場トイレは、辺地債に該当するのではないですか。３点目

は要望ですが、事業１つ１つに簡単な説明を書いたものがあると家で読めるのにと感じま

した。可能であればお願いしたいです。 

 

■野田係長 

まず、交流拠点等整備事業は、具体的な計画がないのに計画にあげられるのかという話

です。おっしゃるとおり本来なら５年間の内でこういう事業をやりますという、それにつ

いては、こういう事業ですというのが本筋ではあります。だだし、５年先を見越して計画
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をするわけですから、なるべく可能性がある部分については項目として載せておいたほう

が… 

あるいは、載せておかないと過疎債という有利な財源が使えません。３、４年後にこう

いうことをやりたいねということになって、市の方も進めていこうとなった時、財源をど

うしようかということになりますので、そこで項目だけでも挙げておけば、この事業に該

当するということで対応できるということであげています。ということで、具体的にここ

とここというようなものがなくても、こういう項目出しが出来る場合があります。それか

ら吉野山キャンプ場の辺地債の話ですが、基本的に井手野地区になるので辺地債に該当す

るだろうと思います。辺地計画を別に作る必要があります。それも議会の議決を得る必要

があります。辺地債という更に有利な借金を借りるということですが、基本的に地域住民

のための施設整備になります。地域住民の生活向上のための施設整備は辺地債を使えます。

なので、いざ、辺地債の計画を作って借りようとして、地域住民の生活環境の向上になる

かと言われた時に、辺地債が借りれなかったとすると困るので、そういった場合は過疎債

を使ってトイレ改修をやるということも出来るということであげています。最後、概要を

記したものがあればというところですけど、行政管理から各課に聞き取りを行って説明し

ていますが、基本的には概要入りをお渡しすることはできますが、住民の方にお示すこと

になれば中身の確認が必要になります。この表現でいいかとか、そういったところが必要

となりますので、少し時間がかかるかなと思います。 

 

●藤野委員長 

よろしいですか。 

 

○庄島英委員 

はい。ありがとうございます。 

 

●藤野委員長 

時間が１５分ほど過ぎて、３０分まで１０分ほどありますが、最後にハードとソフトの

違いについて御理解いただきましたか。御理解いただけませんよね。６番のハードの直売

所とまだ説明していない２５番の直売所との違い、ハードとソフトの違いをここで説明し

てください。 

 

■野田係長 

１ページの６番の農産物直売所建設事業。これはロッジやまびこを市が建て直す場合と
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いうことで説明しました。３ページの２６番の方にソフト事業ということで直売所・加工

所等整備事業補助事業というものが載っております。これは実施主体が法人等になってお

ります。つまり、佐賀市や農協等以外のところが実施主体でやる事業というところでソフ

トいう区分をしています。概算に事業費で２億１０００万円上げていますが、これが全て

ロッジやまびこ、農産物直売所を民間の方でされた場合にこれくらいかかるよというわけ

ではありません。２億１０００万円の一部にロッジやまびこを市ではなく民間の団体等が

整備をするという方針になりました。それに対して一部、市から補助金を出しましょうと

いう場合にはソフトの方で対応するという形です。 

 

●藤野委員長 

わかりましたか。ソフト事業とハード事業の違いを単純に言えば、行政、農協等が事業

主体の場合がハード事業、それ以外が事業主体の場合がソフト事業と理解していただけれ

ばと思います。それによって補助率や事業内容等も違ってくるし、ソフトの場合は当然受

益者負担が発生するということです。細かいことは決まっていませんが、１５％とかあと

もってでてくるわけですので、そこは受益者負担があるとないとか御理解、この種のソフ

ト事業は最低でも１２．５％の負担金を出してもらうことなど行政側にあるわけです。大

体、ハードとソフトのことわかりました。 

 

（委員から「はい」の声あり。） 

 

そういうことで、ただソフトで直売所、加工所の整備補助事業ということであげていた

だいています。法人等、地場産は基本的に予定をしているし、地場産の方からも別途計画

であがっているようです。ただ言うように、地場産といても任意団体です。だから、任意

団体でいいのかといろんな問題があります。本当にするのかということで…そういうこと

を今、地場産の中で検討をしていただいているようでありますので、そういったところを

踏まえながら、あとの住民提案のところで議論していただければと思います。触りだけに

なりましたが、このような感じで進めて行きたいと思います。 

 

 

■栗原支所長 

どうも、ありがとうございました。本日の審議につきましては、以上を持ちたいと思い

ます。その他のところで、次回からの開催を前もって決めておきたいと思います。全て１

９時から開始ということで御理解いただきたいと思います。こちらのほうで提案させてい
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ただきますが、次回を今月２７日（月）にお願いをしたいと思います。スケジュール都合

で今月中にぜひ２回目をさせていただければと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

（委員から「はい」の声あり。） 

 

それでは２７日（月）１９時からさせていただきます。委員２０名全員出席でお願いし

たいのですが、どうしても都合がつかないこともありますので、その場合は事前に事務局

総務課までご連絡ください。 

次回は７月２７日（月）１９時からここ旧議場で開催します。 

以上を持ちまして、第１回の策定会議を閉会させていただきます。本日は大変遅くまで

御協力いただきありがとうございました。 

 

～～ 午後 9 時 30 分 開会 ～～ 


