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午後７時４分 開会 

○姉川富士支所長 

 開会 

○石井企画調整部長 

 きょうは第１次の総合計画と今回の第２次の総合計画の違い、どこをどう変えたのかとい

う主なところを整理をさせていただきまして、そこを論点の一つとして改めて説明をさせて

いただきたいと思っております。そういった整理の中でのポイントとか、そのほか、いろい

ろ御自宅で気づかれたところがあると思いますので、忌憚のない御意見をいただければと思

っております。よろしくお願いいたします。 

○姉川支所長 

 それでは、本日は委員の２分の１以上に当たる13名の委員の方に御出席をいただいており

ます。２分の１以上の出席がないと開催できないというような規定になっておりますので、

成立していることを報告させていただきます。 

○嘉村会長 

 この計画の中に富士町としてどういうふうに捉えていくかというのが一番重要な部分じゃ

ないかと思っております。佐賀市というのは非常に大きいところでございますので、やはり

地元の富士町をどうするかというのが一番の課題だと思っております。ぜひこういう大きい

問題ではございますけれども、皆さん方の御協力を得まして、よりいい諮問ができるといい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２月10日の諮問内容の説明の際に出された意見というのが皆さん方聞かれたかと思います

けれども、補足説明というのを担当課のほうからしていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○西企画係長 

 説明 

○嘉村会長 

 今説明ありましたけれども、皆さん方からの御質問等ございませんでしょうか。（「あり

ません」と呼ぶ者あり） 

 それでは、２月10日の資料４－４に沿って進めさせていただきたいと思います。 

 初めに、「はじめに」という部分と「計画策定の社会的背景」となっておりますが、吉浦
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委員さんから質問が出ております。吉浦委員さん、質問をお願いします。 

○吉浦（利）委員 

 ちょっと文言の記載についてどうかなというふうに思った部分について上げております。 

 ３ページ、10ないし11行目の「東京オリンピックの影響を受けて」云々とございますが、

2020年の東京オリンピックは、東京オリンピックとパラリンピック、これは１つの一体用語

となっていると思います。ほとんど新聞、それからテレビ等、マスメディアではほとんど東

京オリンピック単体やなくて東京オリンピック・パラリンピックというふうな報道がなされ

ておりますので、パラリンピックを入れないと、ちょっといわゆる障害弱者に対する差別じ

ゃないかというふうに考えております。 

 それとまた「影響」というふうな文言を記入してありますが、「影響」というのは一般的

にはマイナスの部分に使うのが多いわけでございまして、「影響」というよりも東京オリン

ピック・パラリンピックの効果でというふうなプラス思考の文言がいいんじゃないかと考え

ましたので、そのように質問しております。 

 それから、この基本構想の中で、12、15、17ページに「取組（取り組み）」という文言が

ございますが、その12、17ページではいわゆる漢字だけですね。それから15ページでは「取

り組み」というような送り仮名がつけてございます。これは統一されたほうがいいんじゃな

いかと考えます。 

 それから、15ページの「住み慣れた地域で支えあい」云々のところでございますが、私ど

もの富士町が一番当面している問題としては、限界集落の問題、買い物弱者の問題、それか

ら耕作放棄地の問題、山林機能維持対策の問題ですね。嘉瀬川ダムができまして、良好な水

源涵養を進めていく必要があるわけですが、結局、人口減、限界集落の出現等で山林機能の

維持が大変難しくなっております。ということは、有明海に注ぐ嘉瀬川の水が十分な機能を、

豊かな水にはならないんじゃないかというふうに思われますので、こういうものを入れたほ

うがいいんじゃないかと。 

 それから、富士町では莫大な国道、県道、市道、林道、農道がございますが、これも限界

集落等の出現が進んでおりまして、この維持をしていくのはもう並大抵のことではないと。

結局、こういう維持活動をせんばいかんがために若い人が町外に出ていくというような状況

でもあります。そういうこともありまして、この辺を強く要望として上げていってもらいた

いということでの幼稚な質問でございますが、以上の説明でよろしいでしょうか。 
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○西企画係長 

 じゃ、御意見いただきました順にですけども、「東京オリンピックの影響を受けて」とい

うので、パラリンピックまで文言として入れるべきじゃないかという御意見でございますけ

ども、確かにそういった報道もなされておりますし、これは改めてどっちの表現がいいかと

いうのは真摯に受けとめて整理をさせていただきたいと思います。 

 あと、「影響」というのは負をイメージする言葉だからということでございますので、こ

ちらも同様に、例えば、効果でとか、ほかの言葉も考えられると思いますし、それもまた考

える余地が十分あると思っております。 

 あと、「取組（取り組み）」という文言につきまして御指摘をいただいておりますけども、

一応文言として、名詞で使う場合に漢字だけの表記にしまして、動詞で使うときには平仮名

で、間に文字を入れているという形にしておりまして、恐らく15ページのほうでいきますと、

「取り組みます」といった表現のところではなかったのかなと思います。その場合は、一た

んちょっと名詞と動詞で使い分けをしているということで御理解をいただければなと思って

いるところでございます。 

 ○総合企画課員 

 済みません、補足させていただきます。今、確かにおっしゃるとおり、かつてはそういう

ところが線引きをされていませんでしたが、今の行政用語、公文書では、動詞で使う「取り

組み」、「取り組む」というのは送り仮名、「り」と「む」が必要。名詞で使う「取組」と

いうのは漢字だけの表記にという通達が出ております。 

 この質問を受けまして、全国の総合計画を、全てではないんですけど、ちょっと調べてみ

ましたら、全てこういう使い方をされてありましたので、内閣から出された行政用語を全国

的に使用されているのかなと、それを踏襲した形で佐賀市もこういう表記をさせていただい

ております。 

○嘉村会長 

 いいですか。 

○吉浦（利）委員 

 納得できませんが。 

 まあ文言はどうでもいいわけですね。問題はその構想が問題ですから、以上で、はい、通

達が出ているということですので、了解しますので。 
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○西企画係長 

 済みません、じゃ、15ページのほうでもう１点、「住み慣れた地域で支えあい」というと

ころに限界集落対策と具体的な文言が必要ではないかという御意見についての部分でござい

ますけども、こちら、一応こちらの政策が基本的に福祉の政策ということになっておりまし

て、限界集落対策、買い物弱者対策、耕作放棄地対策、インフラ維持で市道、林道、農道

等々、例示いただいております。こういったことにつきましても、またそれぞれの政策、も

しくは施策、道路の施策ですとか林業関係の施策、そういった中で言葉として生かしていた

だく形で、ちょっとこの御指摘いただいた「住み慣れた地域で支えあい」の政策が福祉のほ

うをくくった施策となっておりますので、個別のまた分野ごとのところでこういう文言を生

かしていくということで、また御意見をまとめていただければなと考えているところでござ

います。 

○吉浦（利）委員 

 そのように施策の中で上げていただくということでございますのでよろしいかと思います

が、とにかく、今、富士町が当面している問題は、本当に緊急かつ重大な問題であるわけで

すよ。ただ、文言で済まされるようなものでもないわけですね。ですから、とにかくよろし

く。 

○山口（澄）委員 

 まず、第１次総合計画の結論なり第２次総合計画との比較、今詳しく聞かさせていただき

ました。この中で、何といいますか、重箱の隅をつつくつもりはございませんけれども、例

えば、総合交通体系の充実、この前、自治会長会の中で総合政策課から説明がございました。

私、もう率直のところ言って反対いたしました。これと少しマッチングしていない。ここに

書かれていることと、この前説明があったこととマッチしていないというのがまず１つ。 

 それからもう１つ、この中で、先ほど説明のあった、２ページの一番下の「支所を中心と

した７つの「地域拠点」」というところ、ここの部分でございますけれども、これは市町村

合併時の問題とも絡んできますけれども、支所の統合の具体的な姿がまだ出ていないという

状況の中で、１つはこういったものの判断を求められているのかどうなのか。あるいはもう

支所統合の素案ができたということを前提に議論を進めてほしいと思っておられるのか。も

し素案があるとすれば、やっぱり審議会の中できちっとやっぱり出すべきだと、そうしない

と議論はできないというふうに思っています。なぜならば、今申されたように、この「７つ
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の「地域拠点」を定め」ということになりますと、ここを中心にやっていくということに読

まれるわけですね。先ほどの取り組みの字句の問題やないですけれどもね。だから、そのこ

とをやっぱりきちっと整理をしていただくということが必要だろうと、これが２つ目でござ

います。総体的に申し上げます。総括的といいますか。 

 ３つ目は、やっぱり嘉村会長言われたように、これでいきますと、やっぱりかなり間口が

広いですね。だから、この富士町の審議会としては、富士町としてのあるべき姿といいます

か、富士町としての求める姿といいますか、こういったものを少し絞り込んで議論をしてい

ったほうがよくはないか。あるいは川副は川副でそうあられるでしょうし、あるいは諸富は

諸富でそうやられるでしょうし、その集合体として佐賀市としてどうあるべきかということ

での総合計画（案）ということでの集大成といいますか、そういうふうな形でやられるのも

１つの方法ではないのかと思います。 

 それから、４つ目でございますけれども、そういう視点から見ますと、富士町が生きる道

というのは、農業と林業と観光と水なんですね。まだほかにもあると思いますけれども、こ

れは今までのですね。それと、もう１つ欠かせないのはやっぱり高齢化ですよ。佐賀市の中

で、65歳以上は34.7％ですか、佐賀市の中で一番高齢化が進んでいるという状況。この問題、

防災等も含めて、こういった人たちの、例えば、お年寄りだけの家族の問題だとか、あるい

は独居老人の方に対する手立てをどうしていくかといったような問題だとか、あるいは自主

防災組織も一緒でありますけれども、そういったところを中心的に議論をしていく必要があ

るんではないかなと思います。 

 そういったことを前提に考えますと、１つは嘉瀬川ダムの水上スポーツの問題等について

も再三私ども要望も申し上げておりますけれども、今、市当局も一生懸命努力をしていただ

いているやに聞いております。やはりそういったところについても、この審議会の中で明ら

かにできる分については明らかにしていただければなと思います。それは観光といった面か

ら、あるいは水利用といった視点から、この審議会の中でも、ある意味では少し議論をする

必要があるのではないのかなと思います。 

 それから、もう１つは、これは大変言葉はきつい、言いにくい言葉ではありますけれども、

例えば、農業で生きるという、若者が富士町に行きたい。空き家も田んぼも一緒に買いたい

と言ったときに、例えば、休耕田を利用する場合に、どうしても農業委員会のところが壁に

なる部分があるんですね、御案内のとおり。そういったところについて、やっぱり行政とし
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ての任務というのは、僕はその辺だろうと思うんです。民の人が富士町に移住してくる。じ

ゃ、農業でもやってみようか、あるいは野菜づくりでもやってみようかと言ったときに、行

政として、農業委員会のあり方とかというところに少しやっぱり背中を押してもらう。そう

いった手立て、つまり、行政としての覚悟といいますか、行政としての後押し、背中を押し

てくれる手立てといいますか、こういったところがこの総合計画の中でも少し字句であらわ

していただければなと思います。 

 それから、あと一、二点ですが、そういった意味からいたしますと、何といいますか、小

学校の跡地の問題だとか、あるいはこの前の自治会長会の中で出されました公民館制度のあ

り方の問題だとかということも含めて、旧佐賀市と富士町というのはやっぱり違いがあるん

ですね、組織の動かし方にね。だからこれが旧佐賀市イコール富士町という考え方で捉えて

いただきますと、その辺の地域コミュニティだとか、地域のコミュニケーションというのが

非常にとりにくくなっていくという、こういった状況も踏まえて、ぜひお考えを賜りたい。

あるいはそういったところについての議論なりをやっぱりしていくべきだろうと思っていま

す。 以上です。 

 

○平城委員 

 会長、ちょっと今の山口委員のお話も全部含めてなんですけど、基本的なことを最初に１

つ聞かせてもらっていいですか。第２次総合計画基本構想（素案）の資料４－１のすぐはぐ

って、①の特に第２次総合計画のところの右下の「特例市への移行」ってありますよね。そ

の「特例市」というのがいまいち判然としないもので、どういうメリッとデメリットが移行

することによって生じるのかというのをちょっとお聞かせ願えたらなと思います。第２次総

合計画を練る上で、ちょっとここら辺が何だろうかなと思って、基本的なことで本当申しわ

けないんですけど、皆さんおわかりになっているのかどうか。これによって何かが変わるの

かなというのがありましたもので。 

○石井企画調整部長 

 順番的には山口委員さんの質問からよろしゅうございますね。 

○平城委員 

 はい。 

○松尾企画調整副部長 
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 まずちょっと順番で、最初交通のことで御意見というか、この資料の４の前回の18年７月

の答申のときの対応というところに対して、どういうことかということだったと思いますけ

れども、これは18年のときの対応ということで、こちらのほうに一応お答えをさせてもらっ

ているかと思います。御意見としてあった部分については、当然、富士町のほうでいろいろ

路線バスのこととかございますので、その将来的な不安も含めて、コミュニティバスとかの

ことを考えてもらいたいというふうな御意見に対して、私どもとすれば、これからいろいろ

考えていく中だけども、まだ具体的な方策というのは、全然緒についていないというか、そ

いうったことでのお答えをここでしてあったのかなと思います。 

 ただ、その後、私どものほうで交通政策室というのを設けまして、今後どうするかという

ことで地域への公共交通ビジョンというのを策定させてもらいました。これに基づいて今現

在やっているわけなんですけども、これが前回、自治会のほうとかでも御説明させた内容に

つながっていくのかなと思いますけども、どうしても路線バスですね、これはもうバスセン

ターを中心として、そこについていろんな町から集ってくる。もしくはそっちから放射状に

広がるような形であると。ただ、とは言っても、非常に路線バスも経営的に非常に厳しゅう

ございまして、この富士町の路線に限らず、ほとんどの路線が今赤字補塡をしながら運営を

しているという状況でございます。富士町についても、実際そういった形で運営をさせても

らっている。ただ、それを補塡する形での地域公共という意味でのコミュニティバスをどう

するかというのを、前回の会議のほうで御説明させていただきまして、少なくとも今コミュ

ニティバス、こちらの社協のほうでさせてもらっているのがありますけども、それがちょっ

と暫定的な今位置づけになっておりましたので、ここのところを解決させてもらって、少し

改善を図りたいと。まずそこら辺で落ち着かせてもらって、またその御利用を見ながら考え

ていきたいというのが現在のところでございます。 

 そういった意味で、ここの回答の時点とちょっと違っていまして、そういった意味では、

それから進みまして、少なくともそういった御提案ができるような状況には変わってきて、

ぜひその形で地域の公共として利活用が図られればなと、ちょっと交通については思ってい

るという状況でございます。 

 ２番目は、支所のあり方の分ですけども、この部分については、まだ内部でも検討中とい

うところでございます。議会のほうでも、支所のあり方の検討委員会と、特別な委員会を立

ち上げていただきまして、今後のあり方について合併10年をめどに検討するということでご
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ざいますので、まだまだ今から中身を具体的に詰めて、もちろん地域のほうにも御相談をさ

せてもらいながら進めるというのが今の段階でございますので、まだそこまでには来ていな

いと。内部で検討は少ししていますけども、まだ方策までは決まってはおりません。それに

ついては今後、また改めてこちらのほうにも御説明等をさせてもらいながら進めていきたい

なとは思っていますけども、この総合計画そのものは、今度の10月ぐらいまでに方向性を出

したいということでやっていまして、少しタイミング的にずれていますけども、それはまた

後ほどお話しさせていただくと。ですから、それを踏まえてすべきという御意見はもちろん

のことなんですけども、ちょっとどうしてもずれてしまっているということがありますので、

それはまた、そういったことで今検討しているということをお含み置きいただいて、これに

ついては御議論いただければなというところでございます。 

○石井企画調整部長 

 ちょっと２番目の支所の計画については補足をさせていただきます。これは昨年10月の市

長選の論点にもいろいろなりまして、それぞれの候補者が自分の考え方を表明しております。

今現職の秀島市長は、市は基本的には統廃合しないと、残すということで言われております。

方針的には、それに基づいて今作業をしております。ただ、残すけれども、今後合併のいろ

んな優遇措置が段階的に縮小される。そのためには、やっぱり住民サービスを維持するため

には、今まで以上に職員数を落とす必要がある。だから、規模の縮小、組織の縮小、これは

もうやむを得ない。しかしながら、支所は維持していきますというのが基本的な今の秀島市

政の考え方になります。この考え方に沿って、おおむね３月をめどとして方向性を取りまと

めるように今作業をしております。だから、今回土地利用のそういう部分がございますけれ

ども、基本的には支所は残るということを基本に考えていただいて結構かと思います。 

○松尾企画調整副部長 

 それと、その後の４点目、５点目、ちょっとまとめてですけど、当然こういった、今回お

示ししている内容が大きなくくりの中でのお話にやっぱりどうしてもなってしまっているの

はたしかでございます。そういった意味では、当然、富士の地域性に鑑みたところでの御意

見ということでありますけど、議論的にはやはりそういった御意見も当然いただきながらと

いうことになると思っております。 

 ただ、これが全体的な話ですので、御意見が反映できるかどうかというのは、また私ども

も持ち帰って検討をしながら次考えていくということになりますけども、もちろんそういっ
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た視点を踏まえながら御意見をいただければと思っています。 

 きょうこの場でいただいてすぐお答えするというのが、私どもも担当も多岐に分かれてい

ますので、今回資料の中に御意見を紙に書いてもらえればというところもございましたので、

きょうの御意見と、また加えてのそういった御意見ですね、あわせていただければ、次回の

ときにはそれに対して、私どもの考えとか担当者としての考え、そういったものを踏まえて

の御質疑ができるのではないかなと思うところでございます。 

○石井企画調整部長 

 ちょっとまた補足を。３点目がまとめ方、これをそれぞれの地域ごとにまとめていけば、

それを合わせたらというふうな御意見だったと思います。 

 総合計画は、やっぱり佐賀市が合併した総合計画でありますので、今のまとめ方は施策ご

とですね。今回でいえば36本。その中で、特に富士地域に関係の深い部分がございます。そ

ういうところを文言としていろんな意見をいただいて修正させていければと思っております。

もう合併してしまいましたので、それぞれ地域ごとの総合計画をつくるということはもう現

実的には不可能かと思っております。 

 もう一歩進んでいけば、幸いという表現は不適切かもしれませんけれども、富士町と三瀬

村は過疎計画というのがございます。だから、総合計画は基本構想、基本計画までですけれ

ども、過疎計画は実施計画になります。だから、基本計画に沿ったところで今後実施計画を、

28年度からまた新たな計画がございますけれども、その中に皆さんとまた話し合いしながら

網羅していくという、具体的な流れになってくるかと思います。 

 それから、高齢化対策とか嘉瀬の水上スポーツ、この辺も明らかにというふうな話だった

と思いますけれども、総合計画の中に水上スペースをどうするかという、そこまで具体的な

施策は、それこそ過疎計画の中に入ってくる分野だなと思っています。 

 それから、農業委員会のいわゆる…… 

○山口（澄）委員 

 農業委員会は一つの例ですよ。 

○石井企画調整部長 

 例ですよね。これも、できれば耕作放棄地の問題とか、例えば、いろんな方たちから、農

地を守っていくためには今の基準をこうしてもらいたいとか、やっぱり意見あると思います

ので、その辺も今の文言に、こういうことを足してもらいたいとか、具体的に提案していた
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だければ、また農業委員会ともそのことはまた協議をして、改めて打ち返しをさせていただ

きたいと思っております。 

 それから、公民館制度のことも言われました。これにつきましては、地域コミュニティー

を平成26年度はどうするかという整理をさせていただいております。教育委員会では、特に

公民館どうするかという計画、方針を出しておりますので、これについては追ってまた機会

あるごとに御説明をさせていただきたいと思います。 

 基本的には、旧佐賀市と旧郡部、これは同じような整備をしていく、体制で組んでいくと

いうことで方針を決めております。ただ、一遍にはできませんので段階的にやっていくと。

地域コミュニティーの推進の状況もございますので、その辺と合わせながら段階的に均一化

していくという方向性を今教育委員会が出しておりますので、その辺はまた改めてそういう

機会の中で説明をさせていただきたいと思っております。 

 それから、特例市ですよね。 

○総合政策課員 

 移譲される事務としましては、環境保全に関する事務とか、あと都市計画に関する事務、

あと計量法とか、（「計量法」と呼ぶ者あり）はい。（「重さをはかるやつ」と呼ぶ者あ

り）はい。このように基づく事務が移譲されるわけですけれども、今、特例市になる前はそ

ういったものは県を通して申請をしたり認可を受けたりしていたものが、直接、佐賀市で申

請を受けて認可もおろせるということでスピードが上がるというのと、そういったことでの

市民サービスの向上、佐賀市でそういったことを直接見ることができますので、地域の実情

に即した事務ができるというのがメリットだと考えております。 

○平城委員 

 一番のメリットは何なんですか。簡単に言うと。 

○総合政策課員 

 一番のメリットは、サービスの向上ですね。 

○平城委員 

 要するに、実質的に何かお金が入ってくるとかあれはあるんですか。 

○総合政策課員 

 それはないです。 

○平城委員 
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 事務の効率化が図れるということ。 

○石井企画調整部長 

 そこんところを補足をさせていただきます。 

 特例市で、一番今回大きいのは都市計画関係ですね。今、開発審査会という審査会を県で

持っております。これを市でその審査会を持てる。それはどういうことかというと、市街化

調整区域の中で開発する際はそれで認めるかどうか、一定の基準はありますけれども、その

審査する権限が佐賀市のほうにおりてくると。それから、大気汚染法とか、水質汚濁防止法

とか、こういうのも全部、問題があれば県のほうが立ち入りしたり監査をしたりしておりま

したけれども、これがもう直接市に権限おりますので、市民の皆さんから何か問題があれば、

直接市の職員が県を通さず現場に来れるというのが主な権限です。 

 ただ、問題は、特例市というのは20万人以上の規模の自治体が対象になるわけですけれど

も、これとこれとこれとおろしますよと、いわゆる県が今持っている権限を市におろします

よというのは国が決めてしまっているんですよ。しかし、本当に市町村が欲しい、いわゆる

住民の皆さんからこれをもらえれば本当にサービスの向上につながるというのとちょっと違

うところがあるんですよね。だから、私たちは今度特例市になって、ほかに特例市の自治体

ございますので、一緒になってそういうのを国のほうに要望していこうと。いわゆる国がお

ろすんじゃなくて、市が本当に必要なものをオーダーメイドでとれるような、そういう改革

をしていこうということで今考えております。 

 それともう１つ問題があるのは、国のほうでは今、中核市というのが30万人以上ですけれ

ども、この中核市と特例市と一緒にしてしまおうということになっております。そのハード

ルの一つが保健所ですね。今、中部保健福祉事務所というのが佐賀にありますけれども、あ

れを市のほうに権限移譲すれば中核市、新中核市と厳密に言いますけれども、それに移転で

きますよと。で、幅広い権限がもらえることになりますけれども、ただ、現実的なことをい

えば、権限をもらっても、じゃ、それに対応できるような資金とか人とかノウハウがあるか

というと、なかなか厳しいです。だから、権限と一緒にやっぱり基礎自治体とすれば、それ

だけの人とかお金とか財源とか、やっぱりセットにしてきちんとおろしてもらわないと、権

限だけもらっても、我々はただでさえ合併特例債そのものがもう縮小されていまして、今後

人を減らさんと今のサービスが維持できんような状況にありますので、国のほうにはお金も

一緒におろしてくれというのが我々の言い分であります。 
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 特例市については、先ほど３つぐらい言いましたけれども、こういうのが一部直接、佐賀

市が権限を持って判断をできる、サービスができるというふうな状況になったということで

あります。 

○平城委員 

 つまり、現時点ではお金は一緒についこないわけですね。財源は。 

○石井企画調整部長 

 今回、特例市になって3,000万円ぐらい、地方交付税かな、多くなります。ただ、人間も

それに基づいて３名から五、六名はやっぱり必要になってくるわけですよ。 

○平城委員 

 一時的なところで、恒久的な財源にはついてくるわけじゃないんですね。 

○石井企画調整部長 

 一時的に来る金と、恒久的に来る金と２本立てであります。最初は、準備が要りますから

ちょっと大きいんですけれども、あとは減らされます。なかなか我々からすれば、それに見

合うお金をもらっていないというのが悩ましいところです。 

○平城委員 

 ランニングコストまではいかないという形なんですね。 

○石井企画調整部長 

 はい。 

○平城委員 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

○嘉村会長 

 山口さん、どがんですか。 

○山口（澄）委員 

 いや、いいですよ。あえて言わせてもらえば、いろんな、私も中途半端なところがありま

すけれども、地域の活性化だとか、あるいは新しい事業を起こすとか、例えば材木なら材木

を使って新しい事業を起こすとか、農業でも一緒ですけれども、やっぱりそこの役所の中に

ね、ここでいえば佐賀市役所ですよね。市役所の中に専門と言えば言い過ぎかもわかりませ

んけれども、今の組織がどういうふうになっているのか、どの課がどこまでの権限で仕事を

しているかというのは、僕は詳しくわかりませんけれども、地域おこしなら地域おこし、事
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業起こしなら事業起こしの専門の組織を、大体本とかいろんなもので読んだり見たり聞いた

りしますと、やっぱり持っていますね。だから、本気でって、部長、本気でされていると思

いますけれども、本当にこの過疎に歯どめをかけて、よその人を、富士町なら富士町に来て

もらう、あるいは若者にきちっとしたたすきで次世代につなぐということのまちづくりとい

う視点に立って考えれば、そういうふうなしゃかりきになって──何も市役所の人がしゃか

りきになっていないということじゃないですよ。要は、専門的知識を持ってトップセールス

なり、あるいは材木をこういうふうに利用したらどうかとか、農業はかくあるべきだとかと

いうようなところの専門の組織をね、僕はやっぱり１つつくったほうがいいんじゃないかと

常々思っているんですね。そこが全国的にいろんなパイプを持っていく、あるいは民とのパ

イプ役になる。そこが、いわば先ほど言った農業委員会だとか、いろんな役所の背中をちょ

っとぽんと押してあげる。そのことが全体的に一歩前に進む一つのポイントやないのかな。

これは、私が個人的に常々思っていることなんですけれどもですね。 

○石井企画調整部長 

 山口委員さん御指摘のとおり、全国的にはいろんな組織、機構のあり方、先進地でやって

いる事例から、そういう事例も確かにございます。やっぱり今からの自治体は、今一千幾つ

ぐらい全課で事務事業あるんですよ。これも幾らかまとめて一千幾つで、本当はもっと数が

あります。この数が減ることはないんですよね。今からさらにふえていく。これもあれもと

いう時代じゃないかなと。やっぱりもう今からは、これか、どれか絞って専門的にやってい

く。そういうのもやっぱり今後の組織のあり方としては必要だと私も思っております。 

 今のところはもう全て何でもかんでも屋さんになってしまっている。町役場のときよりも

市役所は人間が多くて、割と専門的な部署はあったんですけれども、でも、それでももうお

ぼつかないような状況になっているのが現実。先ほどの特例市の話じゃないんですけれども、

また、さらに権限がおりてくるとなれば、さらに専門的な知識、技能、技術が必要になって

くるわけですけれども、非常にやっぱり現実的には何というかな、必要と現実的な今の市の

財源と合わせれば、相反する移譲の部分があるというのは事実です。 

 それと、市の職員で組織でできなければ、じゃ、外部にお願いするという方法もあります。

その一つが地域おこし協力隊という、今全国でいろいろやっていますけれども、このまちで

こういう部分で専門的にやりたいと、そういう人はこの指とまれということで募集してやる

というのがありますし、来年はこれをぜひやりたいと思っております。来年度、26年度です
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ね。これ、まだあんまり議会に諮っていないので、あんまり説明できないんですけれども、

三瀬のほうと富士のほうに、そういう特化した分野にそういったすぐれた人たちに直接来て

いただいて、そして地域の皆さんと一緒になって何か活性化できないかなということも来年

からまた…… 

○平城委員 

 ということは、ＮＰＯとかＮＧＯとか、そういった関係の組織を…… 

○石井企画調整部長 

 組織というか、個人さんですよね。 

○平城委員 

 個人さん。 

○石井企画調整部長 

 はい、個人さんでそういうことも考えております。一つの例としてですね。 

 それとか、国のほうにもいろんな専門機関がございます。そういうことで、現に個別にい

ろんな相談をしております。６次産業化といってもなかなか難しいし、それもやっぱりそう

いう専門機関を、ちょっとこういう相談あるからお願いしますということで、部分的にはい

ろいろ国の機関もお願いしながらやっているのが現状であります。市でできないところは外

部にお願いしてやるというのも一つの方法かなと思っております。 

○嘉村会長 

 今、いろんな質問が出てまいりましたけれども、まず、今の段階で基本構想、基本理念と

いうことで、今質疑やっていますので、これに対してまた後で基本計画１章から７章までご

ざいます。その中で、先ほど吉浦さんの意見等も出ましたけれども、具体的なものについて

の審議が必要かと思います。 

 今の件については、時間も押し迫っておりますので、これ答申書に反映させるというのは

どんなですか、できる。事務局、何か今のことでできる。 

○石井企画調整部長 

 今、山口委員さんからいただいた、それから、水田さんからもいただいたし、その辺は議

事録をとっておりますので、どういった形で答申できるか、意見の部分もあるやろうし、そ

の辺は整理をさせながら、意見は意見でそれは私たちは真摯に受けとめさせていただきます

ので。 
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○嘉村会長 

 はい、わかりました。そういうことでございますので、じゃ、先に進めさせていただきた

いと思います。 

 基本計画、１章から７章、先ほど言いましたようにたくさんございます。まず、１章から

意見等をお聞きしたいと思いますので、まず時間的にこの７章まできょう行くというのは非

常に難しいことでございますので、まず１章から説明をいただいて、１章ずつの区切りとい

うことで説明お願いいたします。 

○西企画係長 

  説明 

○吉浦（利）委員 

 いわゆる第１次の総合計画でそれぞれの基準値と目標値が掲げてございましたですね。で、

今いただいている資料では、現在は2013年で、目標は2014やったですね。一応、達成率はこ

れで置きかえて考えていっていいわけですね。。 

○西企画係長 

 そうですね。 

○吉浦（利）委員 

 当初、いわゆる第１次の目標が2014で掲げてあったわけですが、いただいている資料では

2013の数値として目標がこれになっているという捉え方でいいわけですね。目標というか、

達成率が。 

○西企画係長 

 今の計画でいうと、目標値が2014年、そして今度示している案によりますと、基準値が20

13年となっておれば、数字は比較してみると大体ここら辺が今の実績ベースなんだろうなと

いうことで見ればいいかということでございますかね。 

○吉浦（利）委員 

 ということですね。 

○西企画係長 

 はい。 

○吉浦（利）委員 

 ちょっと、いわゆるこの38の施策の達成率とか、そういう表はできていないわけでしょう。 
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○西企画係長 

 これは、各施策ごとに施策評価という形で毎年度の振り返りをやっております。 

○吉浦（利）委員 

 今回のこのマスタープランをつくるに当たっての、いわゆる達成率というような表はでき

ていないわけですね。 

○西企画係長 

 済みません。今、2012年を2013年の年度当初に振り返ったものが最新でございます。で、

今2013で基準値を置いてございますけれども、これは2024までどう目標を上げていこうかと

いうところの仮置きの姿でございます。そして、これは2013年度終わりまして、2014年度入

った当初に実績をすぐ積み直していくということです。 

○吉浦（利）委員 

 ああ、そうですか。はい、わかりました。以上です。 

○山口（澄）委員 

 ちょっとこの中に入っていませんけれども、１章で言っていいのかどの章で言っていいの

かわかりませんので、これは行政のほうでちょっと判断してください。どの項に入れたらい

いかというのは私自身わかりませんので。 

 この状況から変化しているのが、富士小学校の統合の跡地の問題ですよね。検討委員会等

を重ねていきまして、近々最終報告案ができると思いますけれども、これは基本的には水上

スポーツ、それから、パークゴルフ、あるいは今回、おかげさまで佐賀市に大変お世話にな

りました温泉地活性化計画を含めての道づくり等々の集大成としての小学校の跡地、これは

先般、中間報告という形で部長にもお願いしたところでございますけれども、あれからかな

り部長の御意見等もいただきながら、修正といいますか、変えたつもりで、最終案を出す報

告をまとめるつもりでおります。これはぜひ、先ほど言ったように、どの項かわかりません

けれども、この跡地検討委員会の報告について、どういう文言がいいのかというのは私も今、

ちょっと頭の中整理できていませんけれども、ちょっと一行でも一文字でもつけ加えていた

だければというふうに思います。 

○嘉村会長 

 その件に関して、ちょっとよろしいでしょうか。 

 その跡地の問題というのは、今この審議会の中では全然わかっていない部分ですよね。そ
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れをもしできれば、ここで──後でいいですから、そういう内容がどういうふうにできてい

るかというのを聞かせていただければと思うんですけどね。それがわからないと、その全体

の状況もわからないので。 

○平城委員 

 それはこの審議会で諮ることであれば、ちゃんと聞かせてもらわんといかんし。 

○嘉村会長 

 いや、全体像としては、やっぱり富士町のあるべき姿というのがあるわけですから、それ

を今、検討されているわけですから、それは聞かせてもらって当然だと思いますけどね。 

○平城委員 

 それはきちんとした形で聞かせてもらいたいですよね。ちゃんとした諮問としてですね。 

○姉川支所長 

 跡地の中間報告の件については、もう前回の委員さんにはある程度しておりますけど、今

度の全委員さんについては、まだやっておりませんので、あと、新しい報告書を一応３月20

日ごろ提出するという予定になっておりますので、今度の地域審議会で……（「20日です」

と呼ぶ者あり）20日というぎ遅かですね。 

○山口（澄）委員 

 遅うはなかと思うですよ。要は富士町としての審議会の中でというか、政策といいますか、

総合計画の中に何らかの形で入れてほしいなと。今、嘉村会長が言ったように、そのために

は資料が必要ですよということを言われているわけですから、その資料をここで全部オープ

ンにして、じゃ、これはどうなのかということの議論をしていただければいいことですから、

余り難しく考えんでようはなかですか。 

○平城委員 

 前回そういう話があったときですよ、その小学校の跡地のことは、古湯の問題だから古湯

でやるんだという形で一応蹴られたんですよね。 

○山口（澄）委員 

 古湯の問題じゃないんです、これは。 

○平城委員 

 違うけど、古湯の人からは、古湯地区の問題だから古湯地区のほうで全部処理しますとい

う形で言われたんですよ、前回。 
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○山口（澄）委員 

 委員からですか。 

○平城委員 

 委員会というか、何かの、一応その話も出たんですけど、以前。それは一応全体で審議し

たほうがいいんじゃないかと言ったら、いや、それは古湯地区のことだから古湯地区のほう

で全部私たちで処理しますという形で蹴られた経緯が一応あるのはあるんですよ。 

○山口（澄）委員 

 ちょっと誤解があったら済みませんね。これはあれですけど、検討委員は富士小校区から

全部出ているんですよね。 

○平城委員 

 はい。 

○山口（澄）委員 

 で、富士小校区の人たち13名やったかな、14名やったかで検討しているんですよ。だから、

単に私どもが今言ったように、古湯という限定的な考え方はいたしておりません。 

○平城委員 

 いや、富士小校区から僕たちも、その校区の関係者だけで決めますという形でやったです

ね。 

○山口（澄）委員 

 ただ、さっき言ったように、富士町全体にかかわる…… 

○平城委員 

 僕たちはそう思ったんですよ。ただ、その校区の方が富士町の校区のことだから富士町校

区だけで決めますからという形で言われたのはありますよ、前回。 

○山口（澄）委員 

 少なくとも検討の過程の中では、先ほど言ったように、例えば、ダムの問題だとか、ある

いはパークゴルフ場の問題だとか、いろんなところとの絡みの中で、どういうことにするか

ということを考えていこうよという話でずっと進めてきているんですよね。 

○水田委員 

 よかですか。25年９月24日の勉強会の中で、その話が上がりました。審議会としては、そ

ういう合併の委員会があるから、その人たちの意見を尊重せんといかんけんがということで、



- 19 - 

具体的な議論は私どもの審議会の中ではお話をお伺いしたんですけれども、先ほどおっしゃ

るように、意見というお話では、そういう論議はしておりません。 

○山口（澄）委員 

 だから、それはそれであれですけれども、じゃ今回、やっぱり私は少なくとも今の富士町

全体でどう利用するかということを考えるべきだということを議論してきたわけですから、

会長がまとめられたように、全部資料を出して、そしてかくあるべきだということで、これ

が審議会の中でやっぱりこの答申の中に盛り込むべきだということであれば、ぜひ盛り込ん

でいただきたいというのが私の希望です。 

○嘉村会長 

 はい、わかりました。 

 今のは、富士町いろいろあったんですけれども、やはり富士町内を考えるということであ

れば、当然跡地の問題というのは非常に重要な問題でございますので、そこは後、出しても

らって話し合いをするということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 この１章について何かございませんか。 

 １つですけれども、先ほど嘉瀬川ダムの話がございましたけれども、背景の中にそういう

のも全然入っていないですよね。課題の中にも、観光ニーズということに対しては、バルー

ンフェスタや佐賀城下ひなまつりというイベント等が上がっておりますけれども、やはり富

士町としては、今から先、自治会の方も頑張っていらっしゃいますので、現在、嘉瀬川ダム

もう既にあるもんですから、その観光というのもやはり取り入れていただくべきじゃないか

なと思うんですけれども。どういうふうにしていくかというのは、まだそれは具体的な案と

しては定かじゃないでしょうけれども。 

○西企画係長 

 それは、例えば課題の４点目に、「観光ニーズの多様化に対して、本市ならではの豊かな

自然や歴史資源」云々というところにも入って、その下にバルーンフェスタとかひなまつり

が入っているので、そういうところに例示するようなイメージで加えてはどうかということ

でございますか。 

○嘉村会長 
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 そうですね、はい。背景の中にも「北部に広がる山地等の自然や温泉」って書いてありま

すけれども、この嘉瀬川ダムというのは富士町の中では非常に大きな重要なものなんですよ

ね。だから、その辺をぜひ加えていただければと思うんですけど。 

○西企画係長 

 そういうのは、非常に富士町のまさに地域特性、地域性の部分でございますので、答申の

中にもぜひ盛り込んでいただければ、こちらのほうの扱いというのが答申を受けたというこ

とで整理もしやすい部分があっですね。 

○嘉村会長 

 あと、ほか皆さん方からございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 じゃ、ないようでしたら、第２章のほうの説明、お願いいたします。 

○西企画係長 

 説明 

○嘉村会長 

 今、説明ございましたけれども、皆さん方からの御質問、御意見等お願いします。 

○吉浦（利）委員 

 これは説明を聞くだけのあれでしょう。 

○嘉村会長 

 はい。 

○吉浦（利）委員 

 あとは、この中身について、答申の段階で先ほどの山口委員とか、それぞれの方の意見を

組み込むという形になるわけでしょう。 

○嘉村会長 

 そうです。 

○吉浦（利）委員 

 きょうはもう説明を聞く…… 

○嘉村会長 

 これを聞いて質問とか意見等があれば述べていただいて、また…… 
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○吉浦（利）委員 

 それぐらいですね。 

○嘉村会長 

 そうです。 

○吉浦（利）委員 

 事前に全部これを読破してこんばいかんやったわけですけど。 

○嘉村会長 

 そうですね。 

 じゃ、第２章よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 じゃ、第３章お願いします。 

○西企画係長 

 これは福祉関係の政策になってまいります。 

 説明 

○嘉村会長 

 何かございませんか。 

 この３章の中で、例えば、吉浦委員から出ていた老齢者の買い物難民、そういうコミュニ

ティバスとか自治会では出ていたようなんですけれども、そういう対策等のことは、これに

は。 

○西企画係長 

 高齢者対策なんかは、もうまさに高齢者の施策、また、独居老人の話が山口委員のほうか

らも出ていましたけれども、そういった話は、例えば、この３章の中の２つ目の施策の高齢

者福祉とか、そこら辺に関連をしてくるものだと思ってください。 

○石井企画調整部長 

 買い物難民という文言が入っているのかということです。（それは入っていません」と呼

ぶ者あり） 

○西企画係長 

 済みません、買い物難民という言葉自体は、ちょっとこの計画書の案の中には今、入って
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いない状態でございます。 

○石井企画調整部長 

 だから、問題、課題としてここに入れたほうがいいというような御提案をいただければで

すね。もし入れるとすれば、どこになりますかね。 

○西企画係長 

 ３－２に高齢者福祉の政策がございますけれども、ここらあたりになってくるのかなと思

いますが。 

○嘉村会長 

 これから先、非常に山間地というのばそういう高齢者の方のみというところが非常に多く

なってきて、また、この地域性から買い物するまでの距離というのが非常に遠くなってくる

ので、その辺をどうにか考えんばいかんかな。また、今入っていないということであれば

我々も考えてまた出しますけれども。 

○平城委員 

 ちょっといいですか。３－５の「自立を支える生活福祉の充実」のところで、文言云々じ

ゃないんですけど、ちょっとこの中で、３－５の10ページの下の課題のところで、「いくつ

もの課題を複合的に抱え、」云々として、「ケースワーカーや相談員には専門的知識が求め

られています。」一応このとおりなんですけど、それに対して、ケースワーカーや相談員、

要するにどうしても充実するにはやっぱりある程度人材が要りますよね。その場合、今現在

の人員よりまだまだふやしていく予定なのかどうなのかみたいなことも、ちょっとお聞かせ

いただけたら。やっぱり高齢化とかが進んでいくにつれて、やっぱりそういう人たちも必要

になっていく、今は相談員みたいな形で募集をしてありますけど、ああいった形になるんで

すかね。 

○西企画係長 

 生活保護のケースワーカーといったことでなってくると思いますけれども、こちらケース

ワーカーは、保護課というところがございますけれども、そこの保護課の職員がケースワー

カーという形で大体対応をさせていただいております。 

 こちらに記載がございますとおり、非常にいろんな保護世帯から寄せられる相談内容とい

うのも複雑、高度化しておりますので、そこら辺の研修というのは今、手を入れて、今年度

もそういう形で研修に非常に力を入れてやっているといったところでございます。どうして
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も職員の人数というのは限りがある中で融通をしていくことになりますので、スキルアップ

というか、そちらのほうで取り組んでいるところでございます。 

○松尾企画調整副部長 

 補足ですけれども、とはいっても、保護の件数もやっぱり最近、経済の悪化で急激にふえ

ています。ですから、本当に限られた職員なんですけれども、ほかの部署に比べると、１名、

２名とか、少し配置をふやしているという状況はございます。 

 もう１つ、専門性が非常に問われますので、比較的やっぱり過去に経験がある人が、しば

らくほかの部署を経験してまた戻ってもらうというか、そういった意味の形での専門性とい

うことで、やっぱり実績、経験のある者が入っていくようなことを努めているというところ、

必ずじゃないですけれども、ということになります。 

○石井企画調整部長 

 これには佐賀市はかなり力を入れております。就労支援も含めて、ハローワークを１階の

部分に一緒にやるとか、あと、ニート対策とか。結局、市役所まで来れる人はまだいいんで

すけれども、来れない人もいるんですよね。そういう人たちに対しては、民間委託してＮＰ

Ｏ等で中に入っていって、いろいろ支援すると。個人さんだけじゃなくて家族全部含めたと

ころでいろいろな支援をさせてもらうということで、今、佐賀市は物すごくこれ、力を入れ

ている部分であります。 

○平城委員 

 実績はどうなんですか、上がっているという、言い方はすごく悪いですけど。 

○石井企画調整部長 

 いや、あのですね、これは簡単に数字がぼんぼん上がるようなものじゃないです。 

○平城委員 

 ものじゃないですけど、やったところに対してある程度の、何となくちゃんといっている

なみたいな実感はあるんですか。 

○石井企画調整部長 

 はい。いわゆる生活保護受給者が就労された実績はあります。数はそんなに多くないんで

すけれども。 

○平城委員 

 いやいや、いろいろ北九なんかのホームレスの関係の実績もずっと見たことあるんですけ
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ど、ちょっとうまくいっていない。まあ、一時期はちょっといったけど、途中で砕けて、も

う今ぐずぐずになっているからですね。佐賀市のはどうなのかなと思って。 

○富士支所森林整備課長 

 私、森林整備課ですけど、ちょうど森林組合の職員の方からの御質問でございましたので、

実は森林組合の組合長さんも、そういった就労支援ということ、それとか、佐賀市の生活自

立支援センター、あと、佐賀若者ステーション、こういった方たちと協議をして、若い方た

ちの労働のほう、森林、林業の担い手として受け入れていきたいと。そのための方策として

何かないだろうかということで、関係森林組合、また事業体も集まって、実際にもう動いて

おります。 

 ただ、行政で福祉の部分ではあるんですけれども、私たちも林業は林業ということだけじ

ゃなくて、そういった福祉の部門とのタイアップをして、縦だけじゃなくて、横の流れもつ

くっております。 

 ただ、今御質問があったのは、多分、そこまでまだ具体的に森林組合のほうで研修をする

とか、そういったことがないものですから、なかなか地元で地域の方には見えない部分があ

るんですけれども、そういった御希望されるような若者、また、自立支援につながるような

ものについては、横の連携をしながら、今、着々と事業を進めているところでございます。 

 以上です。 

○平城委員 

 反論するわけじゃないんですけれども、若者支援のほうは今、ある程度それなりに力を入

れてやっているんですけど、自分がちょうど60を過ぎたから言うわけじゃないんですけど、

それも若干あるかと思いますけど、ある程度年齢が行った人に対しての──今、流れとして

は、そういった60過ぎた人の力を生かそうという形の一応流れになっているけど、やっぱり

佐賀のほうではなかなかそれが難しいのかなと。要するに、やっぱり若者に力を入れる分は、

ある程度年配の人にはちょっと下がってもらおうかという雰囲気がちょっと見えるんですけ

ど、佐賀市としては、その辺はどうなんですか。 

○石井企画調整部長 

 それはもう両方ですね。特に高齢者の方には、やっぱり健康でぜひあり続けていただきた

いということで、そういう施策もずっと今やっておりますし、高齢者は高齢者に応じた対策、

それから、若い人は若い人ということで、両面で今、やっております。どっちが重要という
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ことじゃないですね。どっちも重要です。 

○平城委員 

 それはそうだけど、意見的にはそうなんだけど、実際の自分たちが感じているのは、やっ

ぱりちょっとそうでもないなという感じが実感的にあるもんですからね。 

○石井企画調整部長 

 やっぱり福祉対策というのは、もう毎年毎年、今、予算の３分の１は社会保障関係でです

ね。やっぱり１つ新しいものをすると、今度はほかの予算が削られるというふうな。 

 ただ、でも、やっぱり重要視しているのは福祉対策でありまして、これは若い人も高齢者

もあわせて、やっぱりまず一番重要であるという位置づけには今なっております。 

○嘉村会長 

 ほか何か御質問等ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 ないようでございましたら、第４章お願いします。 

○西企画係長 

 第４章のほうは主に環境関係の施策が中心となっております。 

 １点目から４点目まで、低炭素社会の構築、循環型社会の構築、あと身近な生活環境の部

分、それと緑化と景観を統合した施策と、以上４点を含む政策となっております。 

○嘉村会長 

 この件について、何か御質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 ないですか、よろしいでしょうか。 

 じゃ、次、第５章をお願いします。 

○西企画係長 

 ５章は教育関係の政策となっておりまして、１点目から６点まで施策、子育て環境の充実、

就学前からの教育、３点目、家庭・地域・企業の教育力の向上、まなざし運動、佐賀市がや

っている部分がここらあたりに関係してきます。４点目、生涯学習、５点目、市民スポーツ、

６点目、文化の振興というような形を含む政策となっております。 
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○嘉村会長 

 何かございませんでしょうか。どうぞ。 

○平城委員 

 ３ページの５－２の「就学前からの教育の充実」のところの背景と課題のところに、「核

家族化」云々として、「社会が目覚ましく進展していく中で」とありますけど、「目覚まし

く」というのが何かいまいちぴんとこないんですよね。「目まぐるしく」のほうがいいよう

な、そんな気がするんですけど、要するに今の進んでいるとは限らないような感じがちょっ

とするもんですから、その辺はどうかなという、あくまでも疑問なんですが。 

 それとだから同じことに、課題のところの３番目の、「社会の発展に貢献できる人材を」、

「発展」という言葉よりも「進展」ぐらいのほうがいいんやないかというような気がしたも

んで、その辺をちょっと。「発展」というと、何かそこまでいっていないんじゃないかみた

いな気がするもんですから。 

 それと、５ページのところの５－２－４の「均等な教育機会の確保」というのが、何か均

等という意味をどういう形でとっておられるのかというのをちょっとお聞かせ願いたいんで

すけど。 

○西企画係長 

 右側の概要のほうでもちょっと触れておりますけれども、経済的理由ですとか地理的理由、

そういったところでお示しをさせていただいているところでございます。特に経済的な理由

というのは一般的にイメージもしていただけるところかなと思いますが。 

○平城委員 

 どういう言い方をしたらいいか、ちょっと何かおかしな言い方になるとすごく悪いんです

が、やっぱり富士とか三瀬も含めて、こっちのほうはなかなか本当に均等に受けるというの

はかなり厳しい。特に高校なんかに進学するときは、やっぱり地理的なものがあって、ここ

から通うよりは下に下宿されたほうがいいような状況がありますので、その中で本当に均等

となると、それだけの補助をとなったら、補助を出すこと自体も今度は下の人にとっては均

等じゃないよねと、両方の話が出てくるので、その辺のバランスをどうやってとるかという

ことも含めてですね。均等という言葉はすごく難しいと思うんですね。だから、公正なとか

公平なとかいう言葉のほうがまだいいんじゃないかなというような気がしたもんで、それだ

けを、済みません。 
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○石井企画調整部長 

 ありがとうございます。先ほど何点か進展とかも含めて意見をいただきましたので、これ

については持ち帰って、また改めて。 

○平城委員 

 はい、検討をお願いします。 

○嘉村会長 

 佐賀市では、保育園とか放課後児童クラブの待機ってたくさんいるんですか。 

○石井企画調整部長 

 多いですね。待機児童は４月ぐらいは大体ゼロに近いんですよ。年末から年度末ぐらいに

なると、やっぱり100人ぐらいにふえてですね、それのずっと繰り返し繰り返しで。これに

ついては社会問題にもなっていますし、いろんな補助事業を活用しながら支援はさせてもら

っているんですけれども、なかなか追いつかんというのが今の実情です。 

 だから、今、多様な団体でそういう受け皿先をということで、今ずっと仕組みもふえてお

りますので、これはやっぱり行政だけじゃなくて、民間の皆さんと一緒になって受け皿をつ

くっていくしかないのかなと思っています。 

 10ページ目、ここでは2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会という表現をして

いますよね。きょう御指摘いただいた点で、ちょっと同じうちのたたき台の中で、この辺は

均衡をとる必要があると思います。正式にはこっちの名称が正式な名称だと。 

○嘉村会長 

 ほか何かございませんか。 

○山口（澄）委員 

 これは議事録とは関係ありません。この前、環境保全推進大会が市民会館でありましたね。

あのとき、出雲さんがミドリムシのあれで2020年を目標に佐賀空港からジェットを飛ばすと

いう話だったんです。それはそれでいいんですが、あの話が終わった後ね、ここに子どもへ

のまなざし運動だとかいろいろきちっと書いてありますけれども、来賓の方、ほとんどお帰

りになったですよね。あのとき新栄小学校と北山小中一貫校と春日北小学校の生徒が環境問

題についてこうやって頑張っていますという、３校の生徒が発表したんですけれども、その

とき一番初め壇上に並ばれていた方が一番前のほうにずっとおられましたが、子供が一生懸

命今まで学習してきたことを発表しているときに、ほとんど前のほうの席の方、お帰りにな
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っとったですよね。僕はやっぱり本当のまなざし運動というのは、あそこの壇上に座ってお

られる方というのはまさに地域のオピニオンでしょう。やっぱり子供のためにも最後まで、

どうしても時間がない人はそれは別ですよ。別ですけれども、それは子供に対する一つの礼

儀だと思うですよ。子供たち一生懸命頑張って発表しているわけですから。まず、あそこで

率直に僕は相当違和感を覚えましたね。これは議事録はもう関係ありません。 

○嘉村会長 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 第６章お願いします。 

○西企画係長 

 ６章につきまして、市民と一緒に行政がまちづくりを進めていくといった部分の色合いが

強い政策になっております。１点目、参加と協働によるまちづくり、２点目、情報共有の推

進、３点目で人権尊重の確立、４点目で男女共同参画社会の実現に関することといった政策

になっております。 

○嘉村会長 

 ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 ７章お願いします。 

○西企画係長 

 ７章は行政運営の話になっております。 

 １点目、効果的・効率的な行政経営の推進、２点目、財政の健全性の確保、３点目、業務

執行体制の充実、４点目が議会活動への適正な支援といった性質の４つの政策で構成をされ

ております。 

○嘉村会長 

 ７章について何かございませんでしょうか。 

○平城委員 

 ６章に１つだけ戻っていいですか。済みません、セクハラとＤＶのことについて１つだけ。 
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 ９ページの「セクハラやＤＶに関する正しい知識の啓発を行うとともに、被害者が相談し

やすい環境づくりを進めていく必要があります」はいいんですけど、これは自分ごとになる

んですが、ＤＶのことで市庁舎のほうに相談に行ったことがあるんですけど、なかなか話が

うまいぐあいに通じないんですよね。総合的に関連が、要するに子供がいるから、教育関係

のこともひっくるめてあるから、連携がとれなくて、すごく話をごり押しさせてもらったん

ですけれども、その中でＤＶのことと、要するに小学校、中学校も含めて教育関係とのコミ

ュニケーションをもっととらないと、市庁舎の中だけでは、ちょっと待ってください、ちょ

っと待ってくださいという形になって話が通じない。本当のＤＶの方は、逃げてきているん

ですよね、その場合は。逃げてきた場合は１週間、10日、要するに子供を入れるのを待って

くれというのは、子供を１週間も２週間も小学校に入れないで待機させるというのはおかし

いんですよね。そこは何らかの形の特例を一応決めとって、すぐ即日、子供だけでも学校に

入れるという形のことを一つ市としては考えてもらいたいなと思っております。そのときは

ごり押しさせてもらって、翌日から小学校に入れたんですけどね。 

 そういうこともありますので、佐賀市のほうがそういう形で、人権に優しい云々とかあり

ますが、すごくＤＶのことに関しては、やっぱり女性と子供にしかわからない部分がたくさ

んあるので、男にはちょっとうかがい知れない部分があるので、特に女性の専門の相談員の

方と、あと教育関係のほうとの連絡がすぐとれるような体制をつくるのをお願いしたいなと

思ってですね。 

○石井企画調整部長 

 男女共同参画の計画があって、その中にＤＶを佐賀市は入れていなかったもんで、一昨年

から去年にかけてＤＶ計画をつくりました。そのときは、それこそさっき言われたように、

学校の先生からいろんな分野、県の関係機関の所長さんとかも入ってつくったんですけれど

も、現場としてやっぱり即効性ですね、何かあったときにすぐ連携をとれるかというのが一

番キーになると思っております。この辺は結構今までは、ケース・バイ・ケースあるかもし

れませんけれども、割とスムーズに今まではさせてもらったつもりにしております。ただ、

これも権限移譲で、基本的には県のほうが福祉、そこに市のほうからお願いして連携とって

ということで、ちょっといろいろありますけれども、でも、かなり市としてもこの辺はさせ

てもらっているつもりでしております。非常に重要なことだと思います。表面にあらわれて

いない部分がたくさんあるのも私たちもわかっておりますし、この辺は本当に啓発で今やっ



- 30 - 

ているところでありまして、皆さん方にまた御協力お願いしたいと思っております。 

○平城委員 

 よろしくお願いします。 

○嘉村会長 

 あと何かございませんでしょうか。 

○吉浦（利）委員 

 ちょっと申しわけないんですけど、第１章の１－３、５ページ、主要商店街の歩行者の通

行量が増加傾向にあるというふうに記載してありますが、主要商店街というのはどこを指し

ておるわけですか。 

○西企画係長 

 中心市街地でございますけれども、ちょっと済みません、ピンポイントの部分で、今すぐ

確認をとれないんですけれども。 

○総合政策課員 

 旧佐賀市内ですね。いわゆる中心市街地、イメージでいきますと、旧アーケードの中なん

ですけど、エスプラッツとか玉屋とか、あの何点かで歩行者の通行量調査をやっております。 

○吉浦（利）委員 

 その次の６ページの施策の１－３－１の４核エリア、これはどことどこを指すわけですか。 

○西企画係長 

 これは中心市街地の中でも、玉屋、エスプラッツ、柳町、徴古館、これを４核と申しまし

て、この４核を結ぶエリアを４核のエリアと称しております。 

○石井企画調整部長 

 柳町は古賀銀行があるところですね。今ひな祭りをやっているところ。 

○嘉村会長 

 ほかに何かございませんか。 

○吉浦（利）委員 

 この文言はですね、ちょっと私たちから読んだ場合は全くわからんですね。ですから括弧

書きで、例えばそういうものを、４核のエリアを入れられたらいいんじゃないかというふう

には思うわけですが。 

○総合政策課員 
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 今後作成するに当たりまして、全ての部分において、注釈という形でつけさせていただき

たいと思いますので、答申の中でそういった文言等ございましたら御指摘いただければ幸い

でございます。 

○吉浦（利）委員 

 それから、中心市街地の問題で私たち思うわけですけど、今いろいろ商工会館とか職業安

定所とか、それから国保連合会の建物等がずっと周辺に整備されてきたわけですが、やっぱ

り中心市街地の再生を目指すなら、今エスプラッツを中心としたエリアの周りに大駐車場を

つくって、そして総合商業施設を持ってこんと、恐らく単発では無理じゃないかね。ゆめタ

ウン、それからヤマジャス、今はイオンですが、ああいうものをぼーんと持ってこんと、恐

らく無理じゃないでしょうかね。それには莫大な経費が要りますけどですね。これは意見で

す。 

○石井企画調整部長 

 御意見として。 

○吉浦（利）委員 

 これは意見です、はい。 

○嘉村会長 

 一応きょうの審議会はこれをもって閉じさせていただきたいと思います。あと、また意見

等あるようでございましたら、次回の審議会の前でも結構ですので、お出しいただいて、ま

た、きょう出た意見については事務局のほうでたたき台を用意していただいて、この次の会

議の中で検討をするということでよろしいでしょうか。 

○姉川富士支所長 

 皆さん方にお配りしておりますこの様式、地域審議会の審議ということで入っているかと

思います。これに具体的に書いていただければ非常に私たちも助かるので、次回お持ちにな

るか、その前にいただければ幸いでございます。（「次回はいつですか」と呼ぶ者あり） 

○嘉村会長 

 次回は３月20日です。 

○姉川富士支所長 

 １カ月ぐらいありますので、じっくり読んでいただいて、じっくり研究していただければ

と思います。 
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○嘉村会長 

 よろしいでしょうか。 

 じゃ、佐賀市総合計画基本構想についての審議はこれにて閉じさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

 続いて、２番目の富士地区ふるさと創生基金ですけれども、これは一応ある委員さんから

要望がございまして、審議会の中でこの創生事業についても審議するのであればということ

でございました。今まで基金の内容等がここに出ております。これを皆さんごらんになって、

またこの審議会でどういう基金を使用していったほうがいいかというのもあろうかと思いま

すので、この件についてはこの書類を見ていただいて、あとまた検討をするということでよ

ろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○姉川富士支所長 

 きょうは大変ありがとうございました。きょうで２回目で、一応計画の７章まで進んだと

いうことで、あと、きょうの説明を受けて、皆様方に先ほど申し上げましたように、内容を

把握されて、質問表とかに書いて出していただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

午後９時 閉会 

 


