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第１回富士地区過疎地域持続的発展計画策定会議 議事録 

 

【日  時】 令和３年４月２７日（火） 午後７時から午後８時５５分 

【場  所】 富士支所 ２階大会議室 

【出席委員】 （委員長）吉村剛 

       （副委員長）森木多代子 

       （委員）惠良裕一郎、小川徳晃、白濱弘之、杉山利則、立石信也、友田勢士 

納富博昌、原敏朗、松元健二、満行八千代、森智佳子、山口澄雄 

山口博秀、吉浦明 

【欠席委員】 納富浩 

【事 務 局】 地域振興部長 古賀臣介、地域振興部副部長兼地域政策課長 筒井竜二 

       地域政策課副課長兼地域政策係長 北島健二 

中山間地域支援係長 田代健二、中山間地域支援係主査 桂智之 

地域政策係主査 本告昌信、地域政策係主任 木下裕一郎 

富士支所長 川副光行、副支所長 古川和則 

総務・地域振興グループ副グループ長 水田誠 

総務・地域振興グループ主査 田中喜文 

【議  題】 （１）過疎地域持続的発展計画の策定について 

       （２）「小さな拠点」について 

       （３）その他 

【傍聴者数】 １名 

 

○川副支所長  

皆さんこんばんは。お知らせしておりました時間が参りましたので、ただいまから、第 1回富

士地区過疎地域持続的発展計画策定会議を開催いたします。私はこの会議の進行役を務めさせて

いただきます。富士支所長の川副と申します。よろしくお願いします。初めに地域振興部長の古

賀が挨拶申し上げます。 

○古賀地域振興部長 

改めまして、皆さんこんばんは。地域振興部長の古賀でございます。今日はお仕事の後、お忙

しい中にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

さて、新しい過疎法につきましては、昨年自民党のこれは議員立法でして、自民党過疎対策特

別委員会で議論をされていたんですけれども、富士、三瀬が現行法では過疎地域に指定をされて

いるわけですけれども、新法ではどうなるか冷や冷やしておったんですけれども、先月の国会で

新法が可決されまして、富士も三瀬も引き続き過疎地域として指定を受けることになりました。

新しい法律も 10年間の時限立法ということで、前期 5年、後期 5年の計画を策定することになっ

ております。 

今回の法律の目的としましては、過疎地域の持続的発展というのを掲げてありますけれども、

残念ながら平成 31年に市役所が推計した人口ビジョンによりますと、富士町は 2020年で約 3,600
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人ほどの人口が 2060年、40年後ですけれども、1,300人ほどになるという推計が出ております。

ただ我々これを打破したいと、いい意味で覆したいというふうに思っております。そのために

は、やっぱり富士の皆さんが必要以上に外の地域に行かないで、自分たちが住みなれた場所で、

安心して暮らし続けられる、こういった環境を整える仕組みが不可欠だというふうに思っており

ます。 

今日お集まりの皆さんとそういった計画をぜひつくっていきたいというふうに思っておりま

す。富士の 10年後、20年後を見据えて計画を策定しまして、それを実行しまして、次の世代の子

どもたちにしっかりとこの富士町を引き継いでいきたいというふうに思っております。その第一

歩が今日でございます。これから富士町の未来についてぜひ真剣に一緒に語り合いましょう。ど

うぞ今日はよろしくお願いいたします。 

○川副支所長 

 ありがとうございました。次に次第委任状の交付となっておりますが、その前にこの会議を担

当する職員の紹介をさせていただきたいと思います。 

（職員紹介） 

○川副支所長 

 以上の者で、この会議を担当させていただきますのでよろしくお願いします。 

それでは議題の 3番、委員への委嘱状の交付ということでお願いします。本来は皆様全員に委

嘱状の交付をしたいところですが、時間の都合上、代表の方に交付させていただきたいと思いま

す。山口澄雄さんその場にご起立ください。お願いします。 

（委嘱状交付） 

○川副支所長 

 委員の皆様方には、机上に委嘱状を置かせていただいておりますので、御確認いただければと

思います。 

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 2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号の規定により、委員

長は委員の互選によって成立し、副委員長は委員長の指名によって成立するすると定めておりま

す。それではまず、委員長の選出をお願いしたいと思いますが、どなたか御推薦はございません

か。 

 （挙手あり） 

○委員 

資料 4でいいですかね。これが名簿ですかね。今、メンバーは他の会議のメンバーも非常に多

いところ、よく集まる人もいらっしゃいますけども、やはり過疎計画については若い人に少し引

っ張っていただきたいなと私は思っておりまして、吉村剛くんはいかがかなと私は推薦したいと

思います。 

○川副支所長 

 ただいま吉村委員との御意見が出されましたが、皆さん御異議ございませんでしょうか。

（「異議なし」と述べるものあり。） 

それでは委員長は吉村委員にお願いしたいと思いますが、改めて皆様方から御承認を受けたい
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と思いますので、御承認いただける方は拍手をお願いします。 

（拍手） 

御承認ありがとうございます。吉村委員よろしくお願いします。 

それでは続きまして、副委員長の選任を行いたいと思います。副委員長は、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されております。委員長から御指名をお願いし

たいと思います。 

○委員長 

 そしたら私のほうからですね、委員長ということで、よろしくお願いいたします。それで今で

すね、現在非常に男女参画ということで強く言われておりますので、ぜひ副委員長さんは、女性

の方にお願いしたいと思いまして、福祉関係で長年富士町を引っ張ってきていただきました森木

さんにお願いしたいと思いますけどいかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり。） 

○川副支所長 

委員長より森木委員を副委員長にとの御指名がありましたが、皆さん御異議ございませんでし

ょうか。ご異議がなければ、拍手をもって承認をお願いしたいと思います。 

（拍手） 

それでは副委員長を森木委員にお願いしたいと思います。それでは改めて確認させていただき

ますが、委員長を吉村さんに、副委員長を森木さんに決定させていただきます。よろしくお願い

します。それでは、委員長、副委員長、席のほうに御移動をお願いします。 

それではお 2人を代表して吉村委員長の方から一言御挨拶をお願いしたいと思います。 

○委員長 

 皆さんこんばんは、ただいま委員長に御指名いただきました吉村と言います。よろしくお願い

します。今日は経験豊富な先輩諸氏が多数いらっしゃる中でですね、今、委員のほうから若い人

をということですけど、私ももう還暦近くになって、ちょっとあれですけど、これが富士町の実

態かなと思います。 

今回、私も委員としていろいろ発言をしようかなと思っていたんですけども、委員長になりま

して、自分の意見は極力抑えてですね、皆様方の、やはり貴重な意見をたくさん聞かせていただ

きたいと思いますので、ぜひ御協力をよろしくお願いしたいと思います。そして、この皆様方の

御審議でですね、本当に今後 5年間ですね、非常に富士町が発展するような計画を是非、皆様方

のお知恵をお借りして、つくっていきたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいた

します。 

それと森木副委員長さんも一緒になってですね、私たち取り組んでいきたいと思いますので、

何かありましたら、ぜひいろいろと私たちに御質問等、御質問というかいろいろ御指導をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○川副支所長 

 ありがとうございました。これから計画策定完了まで委員長、副委員長としてよろしくお願い

します。それでは議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきます。 

（配付資料の確認） 
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それではただいまから議事のほうに入っていきたいと思います。議事の進行につきましては、

要綱第 6条第 1項に、策定会議は、必要に応じて、委員長が招集し、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きましては、委員長のほうにお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 それではただいまから、富士地区過疎地域持続的発展計画策定会議に入りたいと思いますが、

第１回目でございますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。 

（委員自己紹介） 

○委員長 

 どうもありがとうございました。多彩な方々に本当にお集まりいただいておりまして、今後議

論が深まっていくのを、私自身楽しみにしております。なお、会議に先立ちまして、佐賀市審議

会等の会議の公開に関する規程第 3条において審議会等の会議は、法令等により非公開とされて

いる場合、非公開情報に関し、審議等をする場合、会議の円滑な議事運営に支障が生ずると認め

る場合を除き原則公開することとなっております。 

また、第 4条において、会議の公開または非公開は、会議の長が当該会議で諮って決定するこ

ととなっております。本会議について公開することとしたいと思いますが、異議ございませんで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり。） 

ありがとうございます。それでは本会議は公開することと決定します。それでは、会議に入り

ます。事務局から、御手元に配付されております資料 1 の過疎地域持続的発展計画の策定につい

て説明を求めたいと思います。 

○北島副課長 

 失礼します。資料 1過疎地域持続的発展計画の策定について説明をさせていただきます。御手

元の資料と、前のほうに映し出している資料は同じものですので、見やすい方を見ていただけれ

ばというふうに思います。まず経緯ですけれども、この過疎法というものについて、御存じの方

もいらっしゃると思いますが、改めて過疎法っていうのがどういうものかということを御説明さ

せていただきます。 

過疎法は昭和 45年の制定以来おおむね 10年単位の時限立法として制定され、その時々に応じ

た見直しが行われて、現在まで継続されてきております。また市町村では、これに応じたそれぞ

れの自治体の事業計画を作成いたしまして、計画に沿った事業を実施してきているところです。 

令和 3年 3月までありました過疎地域自立促進特別措置法、前過疎法というものが、この 3月

で時限立法で終了しましたので、その後の過疎地域の新たな持続的発展の支援に関する特別措置

法ということで、今回、令和 3年 3月末に特別措置法が制定されたところです。 

法律は、10年ということになっておりますけれども、この過疎計画っていうものを計画期間の

うち前期 5年、後期 5年に分けまして、まず、今回は令和 3年度から令和 7年度までの 5年間を

計画期間とする新たな計画を策定するということになっております。 

目的及び内容ですけれども、過疎法における一部過疎地域である旧富士町、旧三瀬村の区域に

おいて、総合的かつ計画的な対策を実施して持続的発展を図るということを目的としておりま
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す。県が定める過疎地域持続的発展方針というものに基づきまして、ここに 5つ書かれておりま

すが、地域の持続的発展に関する事項、また、移住・定住等の促進や人材育成に関する事項、産

業の振興、観光の開発、交通施設の整備ですとか交通手段の確保、集落の整備に関する事項など

を定めることとしております。 

過疎計画の構成ですけれども、基本的な事項として上の 3つはですね、地域の概況ですとか、

推移と現況というものを記載することとなっておりまして、4つ目からが、これからどうしていく

かということを記載するということになっておりまして、4番目に地域の持続化発展の基本方針、

それから地域の持続的発展のための基本目標、計画の達成状況の評価に関する事項、それから計

画期間、それと公共施設等総合管理計画との整合ということで、これは市域全体の公共施設の考

え方というものと整合を図るということになっております。 

構成の二つ目以降ですけれども、2番から 13番まで 12項目ありますけれども、この 2番目です

ね、移住・定住、地域間交流促進人材育成、それから 3番目以降に産業の振興、地域における情

報化、交通施設の整備、交通手段の確保、生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、それから集落の整備、地域文化の振興等、

それから再生可能エネルギーの利用の促進、その他地域の持続的発展に関し必要な事項というも

のをそれぞれ書くということになっております。 

この 12項目については、それぞれ現況と問題点、その対策、計画、それから先ほど申しました

公共施設等総合管理計画等との整合について記載するということになっております。 

今回の計画では人口流出防止と移住・定住の促進等による、人口増（維持）を柱として、この

後また説明をいたしますけれども、小さな拠点という考え方を盛り込みまして、実効性のある計

画としたいというふうに考えております。 

計画掲載事業の考え方ですけれども、掲載する事業については、過疎法の目的に合致すると思

われる事業を幅広く掲載するということになっています。財政面から有利な借金であります過疎

債ですけれども、これを財源とする事業は計画に記載する必要があるということで、これまでの

取組の中でも、ハードの面では、道路整備ですとか、義務教育施設、それから消防施設の整備な

どが行われてきております。 

それから、ソフトの面では民有林や私有林の造林事業、バス路線の運行対策、定住とか活性化

対策というものに使われてきております。これに今後、持続的発展のために必要な新たな取組と

いうことが盛り込まれていくことになるというふうに考えております。この掲載事業の取扱いで

すけれども、計画には法の目的に沿った事業というものを幅広く掲載するということになってお

りますが、掲載された事業でありましてもその実施に当たっては、市の財政状況ですとか地域、

事業の取り巻く環境、社会情勢の変化などによって、その都度、実施の判断、経費の精査等を行

っていくということにしております。具体的には毎年行う予算編成過程において、実施の判断と

いうものを行っていくということになるかと思っております。ということで、計画に掲載された

事業が全て実施できるとは限らないということ。それから計画に掲載された事業費、実施時期に

ついても、確定ではないということで、ここら辺も柔軟な対応っていうのは行っていかなければ

ならないということで思っております。 

計画の構成ですけれども、庁内各課で把握している事業、これまでの計画の積み残しの事業で
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すとか、これから、皆さん、地域の皆さんにお尋ねして、提案いただく事業。それからこの真ん

中にありますこの策定会議の皆さんからの御意見等を踏まえて、この会議で協議を行っていただ

きたいと思っておりまして、それを経て新たな過疎計画というものを策定していくということに

しております。 

策定会議ですけれども、新たな過疎計画の策定に当たりましては、広く、地区住民等の意見を

求めることを目的として、計画策定会議を富士地区、三瀬地区それぞれに設置をしております。

今後複数回会議を行いまして、市の提案事業や地域からの提案事業、計画本文の文言などについ

て協議を行っていただきます。おおむね月 1回ぐらいの会議の開催ということになるかと思いま

すが、この中で現況と問題点の洗い出し、その対策の整理、計画の検討といったことを御協議い

ただきたいというふうに考えております。 

最後に策定スケジュールですが、スケジュールの 1番上にあります策定会議、この会議ですけ

れども、令和 3年 4月からありますが、これが本日の第 1回目の会議ということでありまして、9

月、10月ぐらいをめどに計画を策定していきたいと思っております。また、下のほうに地域への

御依頼ですとか提案事業の照会ですとか、そういったものの集約、それから、庁内各課、市役所

内部の照会、調整、検討を行いまして、議会の報告とかを行いながら最終的には 12月の議会に提

案したいというスケジュールを考えているところです。説明は以上です。 

○委員長 

 それでは今事務局から説明がありましたが、御質問などがあればここ出していただきたいと思

います。御質問のある方は挙手をお願いします。よろしいでしょうかね。そしたらまた進行の中

でも、最後にでもですね、質問がある方は出していただければと思います。そしたら無いようで

すで、次の(2)の小さな拠点について、事務局から説明を求めたいと思います。 

○桂主査 

 それでは事務局から小さな拠点についてということで御説明をさせていただきます。資料 2と

いう番号がついた資料を使って御説明をさせていただきます。今回の過疎法の正式名称は、先ほ

どもありましたとおり過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法という名前になっており

ます。 

その目的は、先ほどの資料にも書いておりましたが、人口の著しい減少等に伴って、地域社会

における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域に

ついて、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずるとともに、これらの

地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地

域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とするというふうにされて

おります。これは前の過疎法であります過疎地域自立促進特別措置法の目的である、地域の自立

促進に加え、持続的発展を支援という要素が加わっているものとなっております。 

また同じく新法の前文、これは前のほうにスライドで出しておりますけれども、前文におきま

しても、過疎地域の課題解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域

における持続可能な地域社会の形成及び、地域資源を活用した地域活力の更なる向上が実現する

よう全力を挙げて取り組むことが極めて重要と、前文にも謳われていることからも今回の過疎事

業の目的が、地域の持続的発展という形に変わってきていることがわかります。 
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これから御説明する資料につきましては、この小さな拠点につきまして勉強会を先に開催をさ

せていただいておりまして、そちらで御指導いただきました一般社団法人持続可能な地域社会総

合研究所の藤山所長の講義スライドを一部抜粋して、活用させていただいております。内容の詳

細は御手元に冊子がありまして、小さな拠点をつくるという冊子で、こちらは藤山所長が書かれ

た本なんですけれども、そちらのほうに詳しく載っておりますので、ぜひそちらをご一読いただ

ければと思います。その中でもエッセンスの部分を、今日御説明をさせていただければと思って

おります。ご受講いただきました皆様には勉強された内容の振り返りになるかと思いますけれど

も、しばらくお付き合いいただければと思っております。 

さて、市北部中山間地域の現状を振り返りますと、人口減少と少子高齢化の進捗は著しく、そ

の勢いは止まる様子はありません。一例といたしまして、富士小学校区の人口状況を見ますと、

65歳から 69歳、60代後半のほうに人口のピークが来ております。農業の平均引退年齢が島根県

のデータでは 76.7歳というふうになっておりますので、これから約 10年後、大量に引退世代が

出てくるということがわかっております。 

また 20代後半の人口も少しピークが落ちているというか、少ないところでも特徴があるかなと

思っております。年齢階層別の人口増減率をお示しております。こちらも 20代から 40代の流出

超過、特に女性の流出が大きいというのがわかっております。50代、60代のところでは流入超過

がありまして、定年で帰郷した方がいるんではないかというふうな分析を藤山所長はされていら

っしゃいました。 

このままの勢いで人口が減少していった場合に、どういう予測になるかというシナリオを出さ

れていらっしゃいます。ほぼ一方的に人口の減少が進んで、高齢化率も上がってくるというのが

シナリオの中で、モデルの中で見えてくるという形になっております。次に学齢の人口だけを抜

き出して、シナリオを描かせていただいているものでございますけれども、実際は小学校の人数

とかとは少し違うと思いますが、学童の人口だけを抜き出してモデルをした場合、小・中学生数

というのは 15年で半減をしていくということが、シナリオとして見えてきているという形になっ

ております。 

他方お金の流れを考えてみますと、こちらのページに書いておりますのは、他の地方の事例の

研究でございますけれども、仮に 1,000人の村を想定した場合のお金の流れを示したものでござ

います。介護、医療にかかる費用が大きいこともさることながら、食費、交通、エネルギーの 3

部門が非常に大きい割合を占めていることがわかっております。この 3部門から 6億円、1人当た

り 60万円もの金額がですね、域外に出ていくということがこのモデルの中では示されておりま

す。このモデルの中では 1人当たりの所得が 236万円で計算をしておりますので、約 4分の 1が

域外にお金が流出しているという形になっております。地域で回るお金が減っていくということ

は、その地域が支えられる人口が減っていくということに他なりません。 

このモデルはそういった形のものを示したものでございます。こちらのほうでは地域の人口規

模によって、施設や組織がどれくらい単独で存続しているかというものを示したものです。地位

の人口が 2,000人を割り込みますと多くの施設や組織がなくなっていくことがこちらのほうで分

かるというものになっております。このような人口減少とともに失われていってしまいますこれ

らの施設、機能を維持して、持続可能な地域社会を実現するための一つの仕組みが、小さな拠点
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という取組になっております。これは集落地域を支えるため、地域住民が主役となって複合的な

機能を持つ拠点をつくり、運営し、地元に定住と循環の砦をつくっていこうという取組でござい

ます。小さな拠点が持つ機能というのがございまして、一つが自治、コミュニティですね、あと

ネットワーク、交通・交流、ネットワーク、経済、エネルギー循環、都市部との窓口玄関機能、

調整コーディネート、集約、これらの機能を有しており、地域の課題や可能性に応じて、定住条

件をバランスよく支え、暮らし、経済、環境の循環を強化していくという拠点の仕組みになって

いるものでございます。小さな拠点におきましては、このような地域にある様々な人、物、金や

仕組みを集約しまして、福祉、交通、防災、エネルギー、農業など様々な分野を横断した合わせ

技の組織、拠点として機能させていくことになっております。 

一つ、小さな拠点という響きから勘違いされやすいこととしまして、小さな拠点の取組という

のはですね、決して中心部への集落移転や集約化を進めるものではありません。現在の暮らしや

集落を支える拠点や組織、交通等を分野を横断して長続きする形で守り育てる、地域ぐるみの仕

組みづくり事業となっております。 

こちらのほうに示させていただいておりますのは、他地域の事例でございますけれども、島根

県の邑南町出羽地区における取組でございます。この地域では、自治会の機能だけでは難しい収

益事業、ここでは農業と空き家活用でございますけれども、それに対して、機動的に対応できる

合同会社を立ち上げられまして、定住支援や起業支援まで行っているそうでございます。このよ

うにできる部分から複合した機能を集約しまして、地域の持続可能な取組としていくものが、小

さな拠点づくりというものでございます。 

こちらも小さな拠点づくりの第一歩といたしまして、地域関係図づくりというものがございま

す。資料のほうに載せておりますのは、広島県の三次市の事例でございますけれども、地元で

各々活動している団体の情報を集めまして、そのつながりを見える化することで、小さな拠点が

実現できる複合的な機能を把握をしていくという作業を行います。この第 1歩目の活動につきま

して、今回先ほど申し上げました藤山所長をお呼びいたしまして、この地元関係図づくりを行う

ワークショップを 5月 13日に開催することとなりました。御手元の別個の資料にも置かせていた

だいておりますけれども、春日公民館の大会議室のほうで行わせていただくこととなりました。

この小さな拠点づくりは、地域住民を主役としたまちづくりの手法でございますけれども、今後

検討いただきます過疎計画、こちら行政の計画ではございますが、こちらの策定につきまして

も、十分生かせる考え方であるというふうに考えております。過疎計画策定会議の委員の皆様に

おかれましては、地元で活動される団体の情報を御提供いただくとともに、ぜひワークショップ

にも参加をいただきまして、持続可能な地域社会の実現に向けた取組への御理解を深めていただ

ければと思っております。小さな拠点につきましての説明は以上でございます。 

○委員長 

 今事務局から説明がありましたが、御質問がある方は挙手をお願いします。 

○委員 

詳しくお話がありましたけれども、前の辺は余り理解が出来なかったこともあって、質問自体

が浮かんでこないんですけれども、小さな拠点づくりのワークショップ、これは春日公民館であ

るということですけれども、これはなぜ春日公民館か、その辺、私たちは富士と三瀬の過疎地域
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の過疎計画のことを勉強するんだなと思っていたんですけれども、なんで春日公民館であるのか

教えていただきたいんですけど。 

○筒井副部長 

 地域政策課では、佐賀市の中山間地域全体を活性化する目的で、たまたま富士と三瀬が過疎地

域に指定されておりまして、大和の松梅地区がそういう手当がないっていうことでございますけ

ども、この小さな拠点が地域づくりの今後の第一歩となるということで、松梅地区も声をかけさ

せていただいております。 

また、藤山先生の御都合で当日の 21時 17分の佐賀駅から特急で帰られるってこともあって、

山間部の 1番入り口の近いところということで春日公民館を設定したところでございます。 

○委員 

 はい、わかりました。 

○委員長 

 他にないでしょうか。 

○委員 

一つ、何ていうか、私が理解しきらないというか、実は、今日のこのメンバーのうちの約半分

が、まちづくり協議会の準備委員なんですね。そういたしますと今まちづくり協議会では、この

前第 1回目の座団会をやりましたけれども、大変多くの方にお集まりいただきまして、私個人的

にはまだ役員会の総括はしていませんからあれですが、個人的な見解で申しますと、約 70名ぐら

いお集まりいただいてますんで、数的には非常に大成功だったのかなというふうに思っておりま

す。それでそこで、このまちづくり協議会で今議論している分と、今説明があった分と相当重な

っていくんですね。そこの部分を、ちょっとまだ前段階で私の頭の中でまちづくり協議会の進め

る方向性と、この会議の場で進めていく方向性といいますか、というところが、今の段階ではま

だ私自身が理解しきらないというか、どういうふうに進めていったがいいのかというところで

の、この理解をなかなかしきれないというのがありましてですね。 

例えば、ここで交通問題とか、例えば一つの例を挙げます。この前のワークショップの中でも

交通問題とかいうのがやはり出ました座談会の中でですね。そういたしますと、最終的にまちづ

くり協議会がどういうふうな部会とか、どういうふうなセクションができるかっちゅうのはまだ

定かでありませんけれども、恐らくこの前のワークショップの流れからいきますと交通問題だと

か、高齢化の問題だとか、最終的に集約されていくっていうのは大体想像できる、それで、ここ

で出ている部分と大体合致していく。そういうときに、例えば、一つの例としてまちづくり協議

会で上のほうを、例えばマイクロバスみたいなものを買って欲しいとかというふうにまちづくり

協議会の中でいろいろ議論して出たときに、こことの、この場での議論とどうかみ合っていくの

かというところがちょっと少しまだ私自身が理解出来ないでいるもんですから、できれば御教授

お願いしたいというふうに思います。一つの例ですけれどもですね。 

○筒井副部長 

 富士におきましては、今、お願いしております過疎計画策定の会議と今まさに説明したばかり

の小さな拠点の検討会と、一方ではまちづくり協議会の準備会という三つの会議が今日を持って

多分平行してスタートしたかなというところなんですよね。それで、それぞれに将来像があるわ
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けではなくて、富士の描ける共通のまちづくりというのは多分一つだと思います。 

それで、だから今までの過疎計画の反省に基づきますと、ちょっと地域の将来を少し揉んで、

過疎計画の事業に落とし込むという作業が必要ではないかと思って、小さな拠点の考え方を提唱

されている藤山先生と昨年来、勉強させていただいているところでございます。一方では、31番

目に多分なるであろうまちづくり協議会の準備会が出来ておりまして、まちをよくしようという

思いを考えるところは同じかと思いますけど、まちづくり協議会っていうのは、やはり役場がな

くなって地域審議会がなくなったと。富士の将来を考える場としては、まちづくり協議会が必要

じゃないかと私は考えております。 

手段としては、小さな拠点みたいに、具体的に物すごく簡素化して申しますと、古湯にも中原

にも Aコープがございますけど、果たしていつまで存続するのかっていう問題は、誰しも疑問に

思うところ、あと、ガソリンスタンドも中村石油と農協がやっているスタンド、内野にもスタン

ドはありますけども、それも安いから、多分高木瀬あたりに行く人もいらっしゃるでしょうけ

ど、そうしたら地域のガソリンスタンドがどうなるのかなというのも疑問に思いながらも、なか

なかやっぱり安いほうに行ってしまうというのが現状じゃないかと思います。保育園にしてもそ

うです。やはり今あるものが当たり前じゃなくて、ありがたいっていう考え方を持たないと、ま

ず、地域の維持が出来ないと。 

そういうことをベースに考えないと地域には夢も語れないのかなと思っていまして、それぞれ

のまち協にしても、過疎計画にしても、小さな拠点でさらされている現状を見まして、さっき言

いました地元関係図辺りを見ながら、実際どういう活動をしていて、そこの資金がどこから流れ

ていてとか、発展しますとその地域経済のところまで研究したりとか、例えば介護予防の話にな

りますと、山間部のお母さん方は、農作業で健康づくりをされているんで、介護にお世話になっ

てないので、そこにメリットとして浮いているお金も実際見える化できるって話もございますけ

ど、そこは 10年ぐらいかけて、小さな拠点の発想で将来像を考えると。それは考える場はまちづ

くり協議会があるんじゃないかっていうような関係で、私は整理はちょっとできるのかなと思っ

ています。 

例えばその部会に関しましても、具体例、小さな拠点の考え方で、例えば久保田の、この前ま

ち協の先進事例の報告があったと思いますけど、あそこ便利カーっていう足を確保されています

けど、そういうのをこっちに持ってこようかという、そういうことから始められてもいいんでし

ょうけど、それをじゃあ誰がどのようなお金で運営するのかっていう話になると思うんですよ

ね。そういうときにやっぱり地域経済、ここでいう小さな拠点で雇用したり、お金を生み出した

りというところをやらないと、今まで役所のほうも、やっぱり生産年齢人口が減る中で、今まで

どおり地域にお金を供給できるかという課題は一方でございますし、そして、同じ 1,000円でも

ぐるぐる地域の中で回せば、先ほど説明しましたように、雇用できる人数が少しは増えるんじゃ

ないかという発想をベースに、まちづくり協議会なり過疎計画を考えていきたいなと思っている

ところでございます。 

ですので答えを今、ここの現場で言えるわけではないんですけど、よかったらその 5月 13日の

小さな拠点の入り口の話、地域関係図をつくりながら、よりよい過疎計画とはどういうものかっ

ていうのを皆さんで議論できればというものもありますし、まちづくり協議会の準備会におかれ
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ましては、また小さな拠点の考えをフィードバックされて、7月に次の座談会があると聞いており

ますので、そこで揉んでいただければなと思っているところでございます。 

○委員 

 反論するわけじゃありません。ということは、まちづくり協議会とこの何て言いますか、会議

とある意味では、同時並行的に同じレベルで考えていって、いいっていう理解でいいですかね、

すいません。 

○筒井副部長 

 大原則を言いますと、地域は皆さん方のものであって、その皆様で考えていただくと。その手

段を市役所が提供しているっていうようなお考えでいただければいいのかなと思います。どっち

が上とか下とかじゃなくて、有機的にやっぱり結びつけて、いかにこう皆さんお忙しい中、効率

的に時間を有効に使いながら、議論が深めればなと思って、たまたま私は幸運にもこの三つの会

議が一緒に進んでいると思っていまして、3つも一緒に出らんばもんねって思われたらちょっとあ

れなんですけど、せっかくなんでこの 1年で、大きく富士の将来を考えることで、ぐらっと変わ

っていただければなという期待も含めまして、ちょっと御提案というか小さな拠点の話をさせて

いただいているところでございます。 

○古賀地域振興部長 

 ちょっと補足になりますけれども、先ほど筒井が申しましたとおり、たまたま過疎計画の法律

が今変わったと。それと富士のほうでまちづくり協議会をつくろうという機運が盛り上がった

と。それと、我々が特に人口減少が激しいところは、もう日常生活を営めるような施設、お店と

かガソリンスタンドがどんどんなくなっていく、それを何とか維持、地域で維持するためにどう

したらいいかっていう小さな拠点づくりっていう考え方があるっていうのがわかって、それを三

つ同時並行にやっているということです。 

小さな拠点づくりっていうのはまさに、これから人口減少が激しいところをどうやって維持し

ていくか、発展させていくかっていう考え方を学ぶものです。その中からヒントになったこと

を、例えばまちづくり協議会は、最初に組織をつくったと思ってください。地域で困っているこ

とをまずまちづくり協議会っていう組織をつくって、みんなで議論してこれが 1番の課題だよ

ね、2番目だよねっていうのを優先順位を付けて、地域でその課題解消を決めていくと。そこに、

市のほうから人口とか均等割で補助金を出して自由に使ってもらう組織をつくることから入った

のがまちづくり協議会。 

あと過疎計画が何かというと、人口減少が激しい過疎地域を何とか維持するために、国がお金

を出すというものです。100％過疎債というお金を国から借りられます。それは借りるだけじゃな

く、その後に 70％国が交付税をくれるんです。ですから、実質 3割で 3割の借金でいろんなこと

がやれますよと。だから過疎計画は、財源を引っ張ってくるための計画と思ってください。だか

ら、この小さな拠点づくりでどうしたらいいかっていうのを参考にしていただいて、まちづくり

協議会という組織で、それを取り入れてもらったりとか、あとお金は国から過疎計画に上げて引

っ張ってきますよとか、そういうものでございます。 

小さな拠点づくりもなるべく一つの組織でやったほうが効率がいいわけですね、人も少なくて

済む。お店をやりながら、例えば、皆さんを車の移動サービスで運んであげると。その依頼がな
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いときはお店番をするとかですね、ガソリンスタンドを一緒に並行してやるとかですね、そうい

う一つの組織でやったら効率がよくてしかも収益が上がってくると。それをまちづくり協議会で

やってもいいし、新たな地域活動組織をつくってもいいということになります。 

ですから、簡単に言うと小さな拠点は人口減少が激しいまちをどうやって維持、発展させてい

くかっていう勉強するところで、まちづくり協議会は、組織をつくって、組織から何をするかを

考えていくところ、それから過疎計画は、国からお金をもらって、その地域を維持、発展させて

いくための計画と、お金を引っ張ってくる計画と思っていただければいいと思います。以上で

す。 

○委員長 

 ほかに御質問はございませんでしょうか。 

○委員 

 5月 13日は、公民館ということですけども、何人ぐらい入って、どこが来るんですか。私たち

だけじゃないと思いますんで、はい。 

○筒井副部長 

 小さな拠点の検討会に期待するっていうか、この委員さんはもちろんなんですけど、もうちょ

っとこういう会議に、そういう機会を、会議に参加することが今までなかった人たち、フラット

な会議にしたいと思っています。 

それで実際 7月ぐらいからその検討会が始まる予定でございまして、今ちょっと三瀬でやる

か、富士でやるか、あれなんですけど、2回目ぐらいに小学生を入れた実際にレゴブロックでまち

づくりをやってみようとかいう、そういう柔らかい検討会を想定しております。 

ですので、委員さん方はもちろんですけど、もうお声をかけていただいては結構です。だけれ

ども、コロナの関係もございましてですね、一方では、あそこは 170人のキャパなんですけど、

半分ぐらいでお願いしたいなっていうことを施設側から言われております。だから富士に何人と

いう割合ではちょっと、やるつもりはないんですけども、あと 1人ずつぐらい連れて来ていただ

いても何とかなるのかなと思っています。 

松梅が多分四、五人で来られるかなと思うんで、三瀬もそれぐらいで 50人ぐらいになるのかな

と思っています。制限をあんまりかけるつもりないんで。実際にその地区の検討会が始まった時

にはですね、フォレスタがいっぱいになるように、話合いをしたらいいのかなとは思っておりま

す。 

○委員長 

 ほかにございませんでしょうか。ちょっと今事務局からですね、この資料を説明していただき

ましたけども、この藤山さんの講演会を聞かれたことがない方はいらっしゃいますか。それを聞

いたら、中身が分かるとですけど、やっぱり 1時間強の講演を今回この資料にまとめてあってな

かなか理解が出来ないと思います。事務局のほうでＤＶＤ、講演会のＤＶＤとか持ってあるとで

しょう。貸出しとかできるとですか。よかですね。もしですね、この内容がなかなか飲み込めな

いと思いますので、ＤＶＤをやっぱりこの方の講演を聞いたら理解できると思いますので、も

し、そういうことであったらですね是非、5月までにですね、見ていただいとったらいいかなと思

います。 
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○北島副課長 

 今日ＤＶＤはお渡ししておりますので、御覧ください。 

○委員長 

 はい、それではほかございませんか。そしたらほかにないようですので、次のですね(3)のその

他で北部中山間地の今ということで、資料 3によりですね、事務局より説明をいただきたいと思

います。 

○筒井副部長 

 私から説明させていただきます。今回の過疎のポイントが移住・定住とか、人を増やすってい

うことがありまして、たまたま小さな拠点でも、先ほど人口の推移を資料として出させていただ

きましたけども、人の動きっていうのがかなり重要になってくるかと思います。それで、私がち

ょうど富士町にお世話になり始めて 10年になりまして、私の身の回りで起きていることをちょっ

と紹介しながら、今後の議論のネタや活動のヒントになればなと思って、この資料をつくらせて

いただきました。 

関係人口づくりとか移住・定住、地域資源の活用の視点から見ていただければ幸いだと思いま

す。あとそれと、私より詳しい関係者の方がいらっしゃいますけども、広く情報を共有するとい

う意味で、話題にさせていただいてますんで、そこのところはよろしくお願いいたします。 

まず、チヤノキエンデューロということで、苣木のほうで、2012年、平成 24年にですね、福岡

マウンテンバイク友の会のメンバーが自分たちの楽しみとして、昔、苣木から貝野までとか、苣

木の公民館までとかいう、歩いて使っていた古道を手入れして、乗ることをさせてくれっていう

提案がございました。その楽しみのために年に数回の区役をお手伝いすることで、集落の山を自

由に使っていいという地元との約束のもとに、遊びに来始めたのが始まりでございます。写真の

左上が、その区役の様子ですね、30人から 35人、1回の区役に道具を持って加勢するようになっ

て、もうとうとう 4、5年、もっとなりますね 7年になりますか、その下の写真は地域の人が大会

を見て楽しまれている様子です。 

右側が古道のコースづくりを、手作りでやっている様子の写真でございます。上の左二つが、

その大会の様子でございます。実は世界選手権に出られるような、日本人なんですけども、選手

も来ておりまして、この大会に参加した後に、そのあとにスイスの世界選手権に出るとかいう結

構レベルが高い大会になっております。遠くは室蘭から、あと関東、関西、70人ぐらいのライダ

ーが集まってやる大会でございます。右側のケーキ入刀の写真ですけど、この大会がきっかけで

ゴールインしたカップルも出てきております。2017年、平成 29年にその専用コースを設けて大会

のほうに降りました。それで、たまたま令和 2年には、昨年の暮れですけど、総務省主催の過疎

地域自立化優良表彰事例で最高賞の総務大臣賞もいただいております。チヤノキエンデューロ実

行委員会が受賞されています。その下の集合写真ですけど、選手や運営スタッフ、あとマウンテ

ンバイク友の会、地域の人、学生や社会人、企業のボランティアの人たちから成る大会の集合写

真でございます。 

次のシェハイジですけど、フランス、パリから移住してきたステファンと、佐賀市出身でＵタ

ーンしてきた船津丸さんが結婚を機にフランスの焼菓子と、手作りチーズを使った料理の店シェ

ハイジを 2年前に古湯にオープンしております。それで手作りで自分たちで店を改修した写真と
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オープン後の写真でございます。右側の写真のような料理を提供して、菖蒲に今ヤギを飼ってる

かと思いますけど、前はミルンのミルクでしたが、今はヤギのミルクでチーズをつくることがや

っとできるようになったっていうことで、夢が一つ叶って、また今後、音無のほうでお店を構え

る話もちょっと聞いております。 

次に農業の法人化、株式会社の話でございます。高齢化に伴いまして担い手不足が深刻になっ

て、5年後 10年後は既存の組織体制では、農地の維持は無理かなと、あと、農作業の受託や農地

の受皿となる広域的な営農組織が必要だというような思いから、株式会社北山神水川ファームっ

ていうのがつくられております。1年目、これは令和 3年、今年なんですけど、農作業の受託、集

落協定の一本化から始まりまして、令和 7年、5年目には、野菜の生産、10年目に当たります令

和 12年には、農地の受皿の機能、就農希望者の受入れ研修などを予定されている株式会社でござ

います。次が、会議立ち上げまでの様子でございます。 

次に、苣木木綿っていうことで、これはマウンテンバイクの 1年前から活動をしておりますけ

ども、もともと有明海の干拓事業につくった農地の塩抜きのために、綿を植えたのが始まりでご

ざいまして、ヨーロッパでは絨毯はウールで出来ておりますが、鍋島緞通にありますように、綿

で出来ております。こういう産地と商品が直結した形がやっぱり昔は素材と製品が密着な関係で

ございましたので、そういう綿を苣木のほうで栽培しておりまして、今年で 10年目になります。

その綿を使いまして、座布団を作っている様子です。今度、古湯の方に移住してくる方がお店を

開く予定でございまして、その人たちもテキスタイルに興味があるということで、活動の幅が広

げられれば、お金に変えられるようになればと思ってちょっと細々と活動しているところでござ

います。 

次に、苣木お茶倶楽部、これは地元の人が管理が難しくなったお茶山を管理されて、ここはも

ともと標高 300メートルっていう高さと、周囲の田畑から離れているところで、農薬を使わない

栽培が出来ているということです。緑茶、紅茶にも加工され、商品は好評を得て評判が本当にい

い商品でございます。 

次は日本ミツバチの栽培、養蜂でございます。三瀬のほうから始まったかと思いますけども、

そこも移住、移住というか 2拠点、福岡と三瀬を行き来されている安岡さんという方が、いらっ

しゃいまして、その方がかなり広められて、日本ミツバチは地域環境のバロメーターということ

で、あと、そういうことが栽培できる地域っていうのがある、よそから見るとかなりうらやまし

い地域に見えるのかなと思っております。 

また集める量が西洋ミツバチに比べて少なく、また飼いにくいということもありまして、貴重

性を増しております。日本ミツバチを飼っているよという話をしますと、実はハチミツ好きは物

すごく思ったより多くて、そういうことでも人を引きつける商品かなと考えております。これも

行く行くは、地域特産のほうにお金を稼ぐ商品としてなればなと思っているところでございま

す。 

最後に三瀬ゲストハウス、シェアハウスということで、三瀬には今ちょっと泊まれる場所がな

いということで、レストハウスやシェアハウスをつくりまして、移住・定住の一歩の足がかりに

なればと思って、ＮＰＯ法人ムラークさんが取り組まれている事業でございます。資料 3の説明

は以上でございます。 



15 

○委員長 

 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、何かこの件につきまし

て、御質問のある方は挙手をお願いいたします。ございませんか。そしたら無いようですので、

一応今筒井副部長さんから御説明がありまして、本当に苣木地区は、何かちょっとユニークな取

組をされているなというふうに思っております。 

このほかにも多分富士町内でいろんな取組をされていると思いますので、今後、この会議の中

で、いろいろそういう話題も提供いただいてですね、ぜひみんなが情報共有できるようになれば

と思っていますので、よろしくお願いいたします。そしたらその他で、地元提案事業の自治会へ

の照会についてっていうことで、事務局のほうより説明をお願いします。 

○北島副課長  

地元提案事業の照会ということですけれども、前回もですね、多分、各自治会にお願いをし

て、地元から提案、要望される事業というものがないかということをお尋ねしていると思いま

す。今回も同じように地元の単位自治会のほうから、事業の提案がないかどうかということを確

認させていただきたいと思っておりますので、5月の自治会長会があるというふうに聞いておりま

す。そこで、御依頼をさせていただければというふうに思っているところです。 

○委員長 

 今事務局から説明がありましたけども、この件について御質問のある方いらっしゃいませんで

しょうか。よろしいですかね。そしたら、他にないようですので、次のですね、次回策定会議の

開催日程についてということで、いいですかね、一応決めておきますか。お願いします。 

 （次回開催日程について事務局説明） 

○委員長  

26日水曜日、午後 7時からよろしいですかね。なかなかちょっと日程を全員調整するとなると

非常に難しくなるので、もうこの案で行かせていただいていいですかね。よろしいですか。は

い。そしたら、よろしくお願いいたします。質問、この件で日程に関しての質問はないですか。 

○委員 

 今、過疎計画が今回、2回目という前回の、先ほどの説明があった中で、積み残しもあるという

ことがあったんですけど、どういうふうな事業が残って、今コミュニティーバスとかですね、道

路の修理等をされたということなんですけど、その点ちょっとお聞かせいただければと思ってお

ります。 

それから、もう一つ先ほど、自治会のほうにいろいろ御意見を聞いて、前回のときもいろんな

要望といいますか、そういうのが出とったんですけど、今回もそういうふうなやり方で進められ

るのかというのをちょっと聞きたいんですけど、よろしくお願いいたします。 

○北島副課長 

まず、これまでの積み残し等のお話ですけれども、これまでずっとやってきた過疎対策事業に

ついて、どれだけ出来たかということについては、そういう資料がないと、もうわからないとい

うことは昨日の三瀬の策定会議のほうでもご意見をいただきましたので、内容がわかる、これま

でといいますか、最近のことになるかと思いますけれども、そういうものが分かる資料というの

を、皆様にお配りしたいと思っているところです。 
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それと、あと自治会さんへの依頼というところも、そういうものも、お示ししながら、地元か

らの事業要望というかですね、何か今後、そうやって持続的発展のために必要な事業というもの

がないかというようなことも、あとまだこういうところもまだしてもらってないとかですね、そ

ういうものもありましたら、上げていただければというふうに思っているところです。 

○委員 

 はい、わかりました。ちょっとやっぱり、前回のときも、私たちもちょっとわからんままにで

すね、こう来たんですけど、先ほど言われたように、三瀬のほうからそういう意見があったとい

うことで実際にどういうふうな事業に使われたかとかですね、私たちにもいろいろ皆さんから意

見が出ると思うんですけど、実際にはこうでしたよっていうような形になるかと思うんで、そこ

ら辺がわかれば、後もって御提示していただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長 

 はい。今日程の件はもうそれでいいですね。それで一応ですね、私がもらっているシナリオで

は口座番号を聞いてもう終わりになるわけですけども、一応、2時間程度っていう時間があったの

で、皆さんよければ、もうその終わりが 21時ぐらいで、もうこれからいろいろとみんなで意見出

し合って、いろいろやりたいなと思うんですけど、それでよろしいですか。事務局のほうはどが

んですか。そういうふうに進めていいですか。そしたらもうちょっとフリートークっていうかで

すよ、いろいろ皆さん思いもあったりすると思いますので、もうテーマは決めないでちょっとい

ろいろ出し合っていきたいと思いますので御発言をお願いしたいと思います。今度ちょっと議題

に関係なくよろしくお願いします。 

○委員 

 さっき市役所の方が小さな拠点を言われましたけれども、全体富士町が小さな拠点なんで、ど

れを小さな拠点とするのかですよ、これを見よったら、ちょっと否定的じゃないんですけども集

約、住宅の集約をしたらいかんとか、これに書いているじゃないですか、この藤山さんが。小さ

な拠点ってどれくらいのキャパを小さな拠点とするのかをそして本を読まないと、読んできて次

に行きたいなと思うんですが。 

○筒井副部長 

 小さな拠点は本を読んでもらえれば、集りっていうか、集落、いわゆる隣近所からずっと市町

村までの固まりで説明をされていますけど、いわゆる 300人から 3,000人ぐらいの集まりを一般

論として書かれております。いわゆる今 33自治会があると思いますけど、それが幾らか集まった

塊って思っていただければいいのかなと。どっちかいうと今、金融機関だったり、学校だった

り、買物ができるところとかが残っているところが、拠点になりうるところかなと思っていまし

て、今ここでどこどこって言うと、多分それに引っ張られてしまうので余り言いたくないんです

けど、イメージ的には、多分、北と南というか、そういうところでイメージしていただければい

いのかなと思うんですけど。 

ちょっと小学校が三つあって、そこにそれぞれ拠点的な要素が存在しているかというと、ちょ

っとそうではないのかなという思いもあってですね、あと生活圏とかそういう文化圏、小さな文

化圏ですね、そういうのも加味して、あと、日頃の行き来がどうされているのか、そこまでちょ

っと私は詳しく知らないんであれなんですけども、そんなイメージかと思います。よろしいでし
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ょうか。例えば鎌原一つの小さな拠点ということではないです。 

○委員 

 富士町が 3,000ぐらいで小さな拠点っていうところ、これ読んでいたら集合住宅は論外ですよ

と書いてあるんだったらですよ、僕なんか若い頃思っていたんですけども、ゾーンがあって、生

活ゾーン、それから観光ゾーン、農業ゾーンというのが富士町いっぱいにあって、それを道路で

結んでやればいいんじゃないかと、僕が 26歳の頃に思っていたんですよ。だからその小さな拠点

が、そうなのか、もう本当に麻那古だけ、鎌原だけ、市川だけという考えでいくのかで、これで

大分ちょっと話が違ってくるんですよ。 

○筒井副部長 

 多分 33自治会が一つずつの小さな拠点にはならないと思います。5月 13日に地元関係図をつく

って、その関係性からとか、見え始めて、浮き彫りになってくるところもあるのかなと思いま

す。多分そういう作業を通して、皆さんがここが拠点だねっていう共通認識の上で、成り立って

いくプロセスが必要かなと思っていますので、今日は私の口からちょっとそこは明言は避けたい

なと思っております。 

○委員長 

 はい、他に何かありますか。 

○委員 

 空き家のことです。定住のことですけども、空き家対策をされてる人が富士町にいらっしゃる

わけでしょ。対策委員かなんか。その人の紹介でどれぐらい入ったのか、それが不動産関係で入

られた方とか、その辺でですね、どうなって、ここに来られて定住されている方は、いろいろ自

分で探されて来られて、いるかもしれないし、空き家で来られているかもしれませんけれども、

私がどこやったか、名古屋のほう、愛知県のほうにこのあいだ研修に行かせてもらったときに、

その辺の定住の在り方といいますか、その点で、いろいろ話をちょっと聞いてきたところがあっ

て、誰でもかんでもは入れませんと、あそこはですね、言われたんです。やっぱりきちんとした

この地域に合った人を、住民の話合いのもとに、進めていますよというお話もあっていたんです

けれども、それはいいなと思いましたけど、何かそれだけで、住民の人がもう入れたくなかった

らいれんっていう、それでいいのかなとか、ちょっと思ったもんですから、今どんな貸す方のと

いうことでそれも関係しますかね、これ今日んとと。ちょっと教えていただけたらと、今までの

経緯を。 

○筒井副部長 

 この委員さんの中にも集落支援員さんということで、空き家のサポートに汗をかいていただい

ております。市役所の制度としましては、空き家バンク制度というのがありまして、自分の家を

空き家になったので、貸していいよっていう市役所の制度として、お預かりして、それを市役所

は宅建業を持ってないので、斡旋までは出来ませんけど、ホームページに載せたりという物件の

紹介はネット上で出来ます。 

物件を登録する方と移住したい方の情報がまた別にありまして、あの物件にちょっと見てみた

いっていう情報が、登録した人の中からですね、今 60人ぐらい移住したい人は、実はストックが

ありまして、全部が佐賀市の中山間地に住みたいと思ってる方ではないんですけど、どこか山に
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二重登録、三重登録して住みたいという方の延べ人数が 60人いらっしゃいます。物件が出ます

と、あそこを見たいということで、そのオーナーと日程調整をしまして、まず空き家見学会をさ

せていただいて、そこに集落支援員がお手伝いしていただいて、あと三瀬、富士で不動産屋さん

が納富不動産がお手伝いをいただいて、お見合いみたいな形ですね、そこで複数人いらっしゃっ

たら、オーナーさんの意見と、あと、地元懇談会か、その自治会のほうにこういう人があの家に

住みたいとおっしゃっていますけどっていうことで、昼でも夜でもいいんですけど、地元の人と

の顔合わせがあって、委員さんがおっしゃったように一応フィルターというか 1人だったら断る

か入れるかだけなんですけど、複数組いらっしゃって、あの人ならっていうことだったらという

ことは、自治会とオーナーさんのほうに決める権限がある制度があります。 

でも、全体像としましては、空き家が非常に少ないと、貸していただく空き家、いわゆる空き

家バンクに登録されているという方が非常に少ない状態でございます。空いている家はたくさん

あると思います。その一つのネックといたしましては、仏壇があると。仏さんの魂が入った仏さ

んがまだそのままあると。わざわざそこまでして貸さんでよかもんねっていうようなマインドが

まだ多いっていうことです。小さな拠点の話を突き詰めていきますと、多分、住んでもらう家が

ないもんねという話になってきます。もう一方では、仕事を持って移住をしてくる人がそうはい

ません。それで、そういうことでは、中山間地域支援係では地域経済の分析のためにヒアリング

をさせていただいています。ちょっと聞きにくいお金の話をさせていただいていますけど、行く

行くはこの富士町であとどれぐらい人を抱えられるか、雇用として、抱えられるかっていうとこ

ろも一方で調査をしております。 

そういうことで、もっと今の現状で何人抱えるかっていうと、新しい仕事をつくって、どれだ

け抱えられる人間の可能性があるかというところまで、小さな拠点のほうで話をしたいなと思っ

ています。なるべく間に合うんであれば過疎計画のほうにも、実効性のある事業を盛り込んでい

きたいなっていうことで、理想論ではありますけど、空き家に関しましてはそういう話の広がり

っていうか、根本的な課題になると思っています。今回の過疎の部分ではですね。やっぱり今回

のコロナとか、3.11の震災でこちらに来られた後、そういうやっぱり端の、日本の端のほうに動

くっていう動きは、今回またコロナで加速している感じもしますので、コロナが収束したとき

に、収束して、異動がもっと活発になったときの準備としても、いい人に来てもらえるような受

皿をつくっていくべきかなとは思っているところです。 

○委員長 

 せっかく集落支援員で移住関係をされていますので、委員ちょっと何かお願いします。 

○委員 

 今、集落支援員の仕事を請け負っているんですけど、私自身も約 10年前に移住したときに空き

家バンクっていう制度を利用させてもらって、自治会懇談会、現時点、自治会懇談会を受けて、

移住させてもらいました。そのときに自治会のほうから区役があるよとか祭りがあるよとか、い

ろいろ教えてもらったんですけど、それがあったおかげもありまして、移住してからも、皆さん

に、集落の皆さんに声をかけてもらって、すごく入りやすかったということを記憶しています

し、今実際、集落支援員っていう立場になって、いろいろ移住者の方とか、空き家を探したりし

ているんですけど、当時 10年前よりも、今のほうが移住のハードルが下がってきているんじゃな
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いかなと思います。 

ただ、問題としまして、自治会懇談会の場が設けられていますけど、実際、区役に参加しない

移住者とかもいるようですし、うまくいってない、出ていく人もいますし、その辺はもうちょっ

と入ってくる時とかにも詳しく説明してやらなきゃいけない課題はあると思います。 

あと、先ほど事務局の筒井さんがおっしゃられたように、空き家、全ての部落を足で歩いて、

この家は空いているっていうのをつぶさに、昨年、1年ぐらいかけてやったんですけど、確かに空

き家はたくさんありました。もう住めない家もたくさんありました。自治会、当時の自治会長さ

んたちにも空き家はありますかと聞いて回ったんですけど、自治会長さんのそれぞれの考え方に

よってこれは月に一度くらい来よるけん空き家じゃないもんねとかっていうので、なかなか現在

誰がその所有権を持っているとか、そういうところまで行きつかなかった物件もいっぱいありま

すので、その辺をもうちょっと人をふやすっていうときには、今ある空き家を活用しなきゃ無理

だよっていうのを、今住んである富士町の方々に理解していただいて、物件化していくっていう

のがとても大切なことなんじゃないかなと思っております。 

○委員長 

 ありがとうございます。空き家の関係で、自治会としてですよ、自治会長さん、なんか自治会

の中でそういう話題とか移住者の話題とかなんか出て来ないですか。 

○委員 

 取りあえず出て来ないですね。私が今ちょっと発言させてもらおうかなと思っていたのは、集

落支援員、それともう一つは地域おこし協力隊、この二つの仕事が何かっていうのを住民はよく

理解していないと思うんです。それを私は今度自治会で要望しようと思っています。 

自治会長さんたちに集落支援員さんはこうして、こういうことをしていますよと、実際の集落

員さんに来てもらう。あるいは地域おこし協力隊の人に来てもらって、私たちはこんな仕事をし

ていますよというのを訴えて欲しい。そうすると、それともう一つ、この過疎計画、持続的な…

この策定会議ですね、こういうところにも出てきて、お互い意見を闘わし合いをする必要がある

んじゃないかなというふうに考えています。集落支援員とか、もう一つの地域おこし協力隊は行

政だけで、動いていないかなっていうのは、若干心配があって、多分そうじゃないとは思いま

す。思いますけれども、私自身、ただ単に、それは地域の中に入り込んで活動するのが、その人

たちの役割じゃないかなと私自身は理解しているので、こういう過疎のところに、策定会議等に

出て来て、その人たちから私たちが話を聞くことも非常に重要じゃないかなというふうに考えて

いるところです。それは今後御検討ください。 

それともう一つまちづくり協議会でこの間ワークショップを行いました。たくさんの意見が出

ておりまして、それを今事務局で、協働推進課でまとめてくれているんじゃないかなと思ってい

ます。準備委員会をこの次にしますけれども、10日の日が役員会、そしてその翌週の 17日が、準

備委員会が計画されております。その準備委員会のときに、この間のワークショップの結果が分

かるんじゃないかなと思います。それで、11日がまちづくり準備委員会で、23日が藤山浩さんの

春日公民館でのワークショップですよね…13日か。そしたらちょっとあれね…なかなか同じよう

なことが、できるかなと、そういう結果になるんだろうかなあというふうには思っていますの

で、その辺をうまく利用して、策定会議に持っていければなあというふうに考えております。ま
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ち協のワークショップの結果についてもですね、策定委員さんたちに御参考にしていただければ

なというふうに思います。以上、何を言ったかわかりませんけれども、以上でございます。 

○委員長 

 ありがとうございました。私のほうからですけど、まち協でアンケートをとられていましたよ

ね、この前座談会のときに初めて見させていただいたんですけども。もしよかったらそういうの

も、せっかく 7割ぐらいの回収率があったっていうことですので、まち協の準備会に参加されて

いない方もいらっしゃいますので、ぜひ配布していただいて基礎資料をちょっと情報共有できれ

ばというふうに思いますけど。それともう一点ちょっとこの資料の中で富士小校区だけ子どもの

数とか人口予測が上がっていましたけども、藤山先生の講演を聞いていたら、北山小校区も北山

東部小校区も資料があったみたいに私は記憶していますけども、いかがですかね。 

○筒井副部長 

 実は富士は 3校区とももう推計が出ておりまして、ちょっと時間の関係で今日富士小だけを出

しております。次回ですね、2回目をどうやるのかというのをまだちょっとはっきりは決めてない

んですけど、先ほど言われた過去の過疎計画の実績のお話と小さな拠点の 5月 13日のお話を聞か

れて、どうだったのかっていうことをメインにちょっと議論をさせていただきたいなとは考えて

おります。 

それと先ほど言われました、まち協があって、いい動きがあるアンケートのこととか、いいと

ころ、悪いところとか、話があっていたと思うんですけど、あの辺の出た意見も効果的にここで

活用させていただくような取組になればなとは思っております。 

○委員長 

 他校区のですよ、北山東部とかは、子どもの数がふえるみたいな感じで分析してあったので、

やっぱりちょっとその辺もみんな知っとかんといかんとやなかかなっていう、校区で全然動向が

違うっちゅうのがあるからですね。 

○桂主査 

 他校区のデータに関しましては御手元のＤＶＤの中に資料として入っておりますので、もしよ

ろしければそちらのほうを御覧いただければと思っております。 

○委員長 

そしたらば、何かありましたらもう気兼ねなく、もうこんなこと聞いたらちょっともう知って

あるやろうじゃなくてよかったら、特に若い方ぜひ。 

○委員 

 先ほどから小さな拠点、小さな拠点とありますけど、別に大きな拠点になっても構わないんで

すよね。自分なんかですね、富士町に製材所、プレカット工場がありますけど、富士町の木を販

売させてもらってですね、うちの会社だけでも言うとですね、ここ出店し、こっちに出店、富士

町に出店させていただいてからもですね、たった 4年程になりますけど、弊社としては 43億の会

社が 60億に簡単になったという、何にもしなくてもそんな会社の地域の資源がここにはあるんで

すよね、富士町には。三瀬にもあります。そういうところにですね、自然環境とか、今カーボン

ニュートラルとか、結構政府が、世界的にもそういう事例に立っていますけど、そこを乱獲する

とかそういう問題じゃなくてですね、地域の資源を活用させていただいて、そうやって農地もあ
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りますし、そういうとこも林業もあります。そういうところを上手に使っていけるといいんじゃ

ないかなと。弊社にもですね、うちの工場ともう一つ 2人、富士町から若い青年たちが働きに来

ていただいていますけど、ほかの社員にない――会社の草刈ろうかって言ったら、草刈り機を自

宅から持ってくると、うちの社員ではあり得ないような、そういう貴重な人材が物すごく今、そ

の子たちが、ほかに劣っているかっていうと全然劣ってなくてですね、何しろ、木材、林業、地

元で育った子どもたちが、そうやって物すごくうちの戦力となって、トップで働いてもらってい

ます。そういう人たちを、自分たちはいかにふやしていくかという会社でも、そういう会議があ

ってますんで、そこを小さな拠点とか、小さなとらわれ方をしなくて、大きな目線でですね、こ

の富士町、三瀬も含めてやっていけると、この業界もうちの木材業界もですね、潤っていって、

拡大していくのかなという目線で、ちょっと今しゃべらせていただきました。いや、その確認で

あります。 

○委員長 

はい、ありがとうございます。外の、いろんな目線でですね、言っていただければというふう

に思います。ほかに何かございませんかね。 

○委員 

せっかく来たので、私は 5年間富士小学校にいた中でですね、ちょっと気になったっていうの

が、富士町に住んであるお子さん、今度入学のお子さんが学校に来ない。つまり、別の学校に行

かれると。何でだろうと思っていろんな取組をしてきました。中には不登校で本校に――佐賀市

に住所があれば、本校に通えるという特認校になっておりまして、これは北山校も東部小もうち

も松梅校も、佐賀市に住所があれば登校できるというようなことで、たまたま唐津で不登校だっ

たお子さんが本校に来て、最後卒業まできちっとですね、ほとんど休まないで、学校に来れた

と、そういうことがあると思うんですから、そのときに古湯でどっか部屋がないかということで

大分探したんですが、結局、場所がなくて、先ほどのお話とつながってくるんですが、住みたい

場所がちょっとなくて、結局金立から毎日送って来られたと。 

そうやっていろんな課題を抱えながらも、そういう小学校のほうにですね、入学してきて、人

数をふやしたいなあと思っておりました。でも逆に同じ町内に住んであっても違う学校に行かれ

るっていうところでもですね、私たちもまた考えないといかんなあと思いながらですね、感じて

いたところでしたので感想だけですが。ありがとうございました。 

○委員長 

いろいろですね、ちょっと、いろんな問題があると思いますけど、本当に過疎計画って言って

も、本当に多岐にわたる問題があると思いますので、第 2回目以降は皆様方から意見がたくさん

出るようにですね、進行をしていきたいと思いますし、もしよかったらそれぞれの委員さんであ

る程度事前に考えをまとめていただいとって、ぜひ、1日一言発言をですね、承りたいというふう

に思います。それでちょっとやっぱり事務局ともやっぱり余りにも問題が広過ぎるので、あっち

行ったりこっち行ったりするのもどうか、時間的に上手に使っていかんといかんかなと思います

ので、事務局にも優秀な職員さんたちがいらっしゃいますので、その辺は交通整理をちょっとさ

せていただきながらですね、最後の締めまでにきちっとした形でまとめていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。そしたらちょっと今日はもう大体こんな感じでよろしいですか
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ね。そしたら私もですね、初めてでなかなかうまくいきませんでしたけども、また皆様方に、

個々にひょっとしたらいろいろ意見を聞いてくるかもしれませんけどもそのときはまたよろしく

お願いします。そしたら事務局にちょっとお返ししたいと思います。事務局から連絡事項をよろ

しくお願いします。 

（事務局から事務連絡） 

○委員長 

 はい、ありがとうございます。そしたらほかに事務局のほうからないですかね。そしたら一応

議事はこれで終了したいと思います。あと、事務局のほうでお願いいたします。 

○川副支所長 

 吉村委員長、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆さんにおかれましても御協議、

御意見ありがとうございました。本日出されました御意見については、今後の会議のほうに反映

させていただきたいと思います。10 月までの半年間ぐらいの長丁場になりますけども、最後まで

よろしくお願いします。それではこれをもちまして第 1 回策定会議のほうを閉会させていただき

ます。次回は 5月の 26日水曜日 19時から富士公民館フォレスタ富士のほうで開催しますのでよろ

しくお願いします。本日はどうもお忙しい中ありがとうございました。 


