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午後６時58分 開会 

○富士支所総務課員 

 皆さんこんばんは。きょうは、お忙しいところ、またこんな夜にお集まりいただきまして

ありがとうございます。大変申しわけないんですけど、姉川支所長がインフルエンザで休ん

でおりまして、ちょっとこの席に出席することができなくなりました。 

 それでは、ただいまから平成25年度第３回富士地域審議会を開催いたします。 

 本日、欠席の連絡が杉山さんと、それから山口博秀さんからあっております。吉浦利清さ

んが、何かちょっと急用で自宅に帰られて少しおくれますということでしたので、始めさせ

ていただきたいと思います。 

 本日は、委員の２分の１以上に当たる、吉浦さんまで入れて13名の委員の方に出席をいた

だいておりますので、本会議は有効に成立していることを御報告いたします。 

 それでは、早速ですが、大変議題といいますか、ボリュームがありますので、議事に入り

たいと思います。 

 冒頭に、嘉村会長から御挨拶をいただき、そのまま進行を嘉村会長にお願いいたします。 

○嘉村会長 

 こんばんは。きょうは第３回ということで、２月10日に市長から諮問があった第２次佐賀

市総合計画（案）の審議ということで、本当に皆さん方お忙しい中参集いただきまして、あ

りがとうございます。 

 総合計画（案）について、前回と今回、たくさんの意見をいただいております。審議がス

ムーズに進むように、皆さん方の御協力よろしくお願いいたします。 

 大体２時間程度の時間を予定しておりますので、どうか御協力お願いいたします。 

 では、座って審議を進めさせていただきます。 

 ２月17日以降に、委員さんから審議意見が出ています。その説明が、今、吉浦利清さん、

この方が一番多く、一番目に書いてあるんですけれども、ちょっと今帰られましたので、こ

れは後回しにするということで、岸川さんの御意見があった分について、まず審議をお願い

したいと思います。６ページですね。岸川さん、この内容についてお願いします。 

○岸川委員 

 皆さんこんばんは。この説明がこの会議になじむかどうかちょっとわからんけど、自分で

一応感じたことをここに書いてみました。富士小学校の跡地に桜の木があって、その桜を見
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に行ったときに、てんぐ巣病にかかったり、コケが生えたりして、そして、これを跡地利用

で切らんばいかんやなかろうかという話があってみたり、切らんでもよくなったような話も

聞きましたけど、そういうときに、やっぱり100年近くたっている桜の木ですから、地元の

人たちの気持ちとして、どうしても切らんばいかんときには挿し木にしてとっておくとか、

切らんでよかならば、てんぐ巣病を治してみたりとかということで、私は旅館しております

けど、旅館の中での話で、みんなに募金を募って桜の木とか、もみじとか、古木ですね、そ

れを守っていこうって。そして、後の者に託して残していこうということで、古湯だけでは、

自治会長さんがそこにおられますけど、まだはっきりしたものではないですが、ちょっとし

た相談をしまして、募金でもするとか、小学校を卒業した方たちに一口幾らかのお金を募金

してもらえませんかというような格好で残したいと思います。 

 それで、そういうときにどうしてもその金額で足らなかったときに、ふるさと創生資金と

いうことを使わせてもらうことができるかどうかをちょっと審議してもらいたいなと思って

提案しましたけど、いかがでしょうか。 

 大筋はそういう話です。 

○嘉村会長 

 この件について、ちょっと市のほうから何か御意見。 

○西企画係長 

 今、お話上がりましたふるさと創生基金ですね、こちらにつきましては地域審議会におい

て議論をしていただきまして、その議論を経まして、ふるさと創生基金に関しましては事業

の審査委員会、どういうふうに使うかという審査委員会が設けられておりますので、そちら

で審査を行っていただいているという流れになっております。 

 今、御意見いただきました桜の治療と、そういったことにつきましては、こちらの地域審

議会で御検討をしていただくところから始めていただければなと思っております。 

○嘉村会長 

 今、市のほうからもありましたけれども、富士町小学校跡地の活用ということで、これは

ふるさと創生事業に関するものということで、そのようなものであると思います。これは後

もって、この答申書の審議が終わった後で、この検討会というのをまた、勉強会なり、皆さ

ん方と一緒にやりたいと思いますけれども、岸川さんどうでしょうか。 

○岸川委員 
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 よろしくお願いします。 

○嘉村会長 

 じゃ、そういうことで、この件については、この答申書をまず検討して、それから岸川さ

んとのまた皆さん方もいろいろそういうものもあろうかと思いますので、検討事項、勉強会

なりなんかを開いてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、ちょっと利清さん見えられていませんので、答申書の反映案からいきますか。 

 じゃ、資料２の答申書の反映案ということで、７ページから出ております。そういうこと

で、事務局のほうでお願いします。 

○富士支所総務課員 

 資料の７ページをお開きください。これも、吉浦利清さんから出ている意見ですので、ど

うですかね。ちょっと吉浦さんがいらっしゃってからということで、９ページから進めさせ

ていただいていいですか。本人さんのおらんところで、皆さんに審議していただくこともい

いかと思いますが、ちょっと本人さんの意見ももう一度聞きながらしたいと思いますので、

９ページの分から行きたいと思います。 

 ９ページで前回、山口澄男委員さんから、交通体系の確立というところで御意見をいただ

いています。交通体系の確立については、この総合計画の第２章の５、９ページに「市民生

活を支える総合交通体系の確立」ということがありまして、次の10ページに、２－５－１と

いうところで「生活交通の維持・確保」というところがあって、概要の中に、「市民の移動

手段を確保するため、必要に応じてバス事業者への支援等を行います。市営バスは経営改善

を図り、生活路線の維持に努めます。公共交通不便地域・空白地域の解消を図るため、地域

の実情に応じた地域内交通の充実を図ります。」とありますので、もしここの地域のところ

で、交通政策について答申書に盛り込むとしたらこの辺かなと私は思いましたが、具体的に

どのような言葉を盛り込むのかとか、こういう種々のことをもっと詳しく書いてほしいとか

ということがありましたら、委員の皆さんに御意見をいただきたいと思います。 

○山口（澄）委員 

 この中で、私がまず１つ申し上げたかったのは、自治会長会の中で例の福祉バスの料金体

系の問題が出た。そして、その直後だったんですね。だから、まず１つは、あの福祉バスと

いいますか、正式な名前では福祉バスでよろしいんですかね。 

○富士支所総務課員 
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 コミュニティバス。 

○山口（澄）委員 

 コミュニティバスですかね。あの料金がおかしいんじゃないかということをまず申し上げ

たかったんです。例えば、古湯は200円やらにゃいかん、自治会長会の中で説明された分は

ですね。じゃ、隣に行くのに200円も払わにゃいかんのかていう話が物の始まりですよ。だ

から、私は基本的には交通料金というのは、いわば距離制のはずだと。その後、また説明が

ありまして、１区間の最低、いわば逆転現象が起きている古湯地区と貝野自治会と須田自治

会については、100円に見直しますという再提案があっていましたので、これはまず了とし

ました。ですから、ここはいいと思います。 

 それからもう１つは、路線バスとの絡みの中で、私は今の佐賀市からいただいている補助

金とかなんとか昭和バスの路線を維持するために、かなりの努力をされているということは

十分受けとめます。今の状況からしてですね。 

 じゃ、もう１つこれを補塡する方法として、私は高齢化社会とも関連がしてきますけれど

も、この間も申し上げましたが、富士地区というのは高齢化率は34.7％ぐらいいっているん

ですね。そういたしますと、これを補塡するには、やっぱり買い物とかなんとかという状況

が当然出てくる。あるいはもう高齢化になればなるほど、例えば、車はあっても運転ができ

ないとか、免許証は返上せにゃいかんとかというような状況が出てくる。そういうことにな

れば、今、地域支援員ですか、そういうふうな制度をもっと活用するということを含めて考

えていけば、この問題は100％なくなるということじゃないですけれども、ある程度、高齢

者といいますか、あるいはもっと独居老人の方だとかということについては、何といいます

か、補塡やないけれども、これとうまく路線バス、あるいは地域支援の動きと合わせていけ

ば、かなり解消されていくのかなというふうに思っています。 

 ですから、ここの項では、大体そういうところかなというふうに思っていますけれどもで

すね。 

 以上です。 

○松尾企画調整副部長 

 前段の部分につきましては、御指摘ございましたので、内部で検討して、運輸支局とかに

ちょっと御相談して、そこら辺は御意見ごもっともでしたので、料金を見直させていただく

ということで検討させていただきました。 
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 一応そういった今現状として、路線バスがあってコミュニティバスが走っている。コミュ

ニティバスをまずきちんとした認可をいただくような形で整理してもらって続けられるよう

な制度にしたいということで、今回特にお願いしていました。 

 そういった意味で御意見をいただきまして本当にありがとうございました。 

 もう１つの意見は、路線バスですね。これを維持しながらコミュニティバスを含めた形で

のお年寄りの方の足確保をどうするかということで、なかなか難しい問題なんですけど、１

つにはシルバーパス、今まで75歳以上だったのを、４月から70歳に引き下げさせてもらって、

1,000円出してもらうと１年間は１乗車100円で乗れるようになるということですね。昭和バ

スの場合は2,000円です。 

 ですから、そういった意味で、少しずつ福祉の幅を広げさせてもらうということにしてい

ますけど、それでもやっぱり佐賀市全域の話になりますから、予算的には５歳引き下げるた

めに相当多額の費用がかかったというのも事実ではございます。ですから、そういったもの

を補完する意味で、今先ほど地域支援員とかの活用といった含みもということであれば、そ

ういったことをこちらの審議会の答申という形にしていただいて、また内部で検討をさせて

いただきたいと思います。 

 それをこの総合計画の中に織り込むのか、それとも、また内部の検討事項としてさせてい

ただくのかはまたそこは判断が分かれますけど、そういった御意見はこちらのほうの答申と

いう形で出していただければなと思います。 

○山口（澄）委員 

 それでいいですよ。 

○嘉村会長 

 このコミュニティバスの運行は、現在暫定的な位置づけということでございますけれども、

これは今から運営はしていくということですね。 

○松尾企画調整副部長 

 今までが試験的運行という形で、要するに運輸支局とかに手続的に出さないといけない─

─いけないておかしいですけど、出すときちんとなるんですけど、それをちょっとしない形

で役所が仮に動かすということで今までしていたんですね。それを今回、自治会とか通して

御提案させてもらっていますけど、その案で、今走っているのは65歳以上の方しかできない

けれども、どなたでも利用できるようになるとか、料金も暫定的に100円だったのを距離制
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にして300円、200円、100円とさせてもらうとか、そういった形でさせてもらっています。 

 この審議会はまた別にございます。運輸支局とか、県とか、佐賀市全体の老人会、自治会

とか、いろいろ関係団体が入った会議ございます。そこに諮って、一応そこで了解受けると、

大体正式な形にできますので、その手続をさせてもらいたいと思っています。それを夏前ま

でにさせてもらって、10月からは正式な形でさせてもらいたいと。そうすると、もう暫定的

という位置づけが一応なくなりますので、市の運営として正式にさせていただけるという形

になります。 

○嘉村会長 

 山口委員、皆さん方もどんなでしょうか。よろしいでしょうか。──はい。 

 次、もう１つ山口さんお願いします。 

○富士支所総務課員 

 済みません、ちょっと今のところでいいですか。私も答申書の案をつくりたいので、ちょ

っとこの辺、どんなふうに表現するかですけど、高齢者の交通手段の確保とかというような

言葉を入れるのか、その辺、地域支援員等での活用で充実を図るというふうな、そういうと

ころで答申書への反映ということでいいですか。 

○山口（澄）委員 

 まず、整理すれば、コミュニティバスの料金はもう決着──決着というか、終わったです

よね。だから、要は、路線バスとのかかわり合いの中で、いわば私が一番心配するのは過疎

化とかが進めば、一番初めに落ちるのは路線バスの縮小なんですよ。過疎化がもっと進めば。

これを私は一番心配するんです。その次になるのが学校の統廃合ですよ。その次は医療機関

の撤退です。その次は金融機関の撤退です。大体過疎というのはそういう順序で進んでいき

ます。そうなりますと、一番最後まで残るのは、その次も私が言っていますけれども、郵便

局と支所ですよ、当時の役場ですよ、過疎地帯の中で残るのは。そういうふうな視点から考

えれば、やっぱり路線バスは先ほど言ったように、富士町は佐賀市にも大分御迷惑をかけて

います、それはわかっています。例えば、昭和バスに対してもですね。しかし、やっぱり１

つは路線バスをきちっと確保してもらうと、現行の路線バスをきちっと確保してもらうとい

うこととあわせて、先ほど言ったように高齢化、あるいは独居老人は今からずっとふえてい

きますね、私が真っただ中ですけれども。そういった意味からすれば、あわせて、この補完

として地域支援員の拡充を図るということでいいかと思いますけれども。 
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○富士支所総務課員 

 地域支援員というと。 

○山口（澄）委員 

 地域支援員というのは、私は、あれは限定的じゃなくて、例えば、年寄りの人の買い物を

手伝うとか、そういうこともやっていいと思うんですね。 

○富士支所総務課員 

 地域で支えるという意味合いですね。 

○山口（澄）委員 

 そうそう。だから、そういうふうなところをやっぱり拡充していかんと、ますます過疎化

は、後ほど出てきます限界集落みたいな形にずっとなっていきますよ。 

○富士支所総務課員 

 わかりました。じゃ、路線バスの確保──確保というか。 

○山口（澄）委員 

 一言で言えば、最低現状維持。 

○富士支所総務課員 

 そうですね、現状維持ですね。 

○山口（澄）委員 

 最低線で現状維持。そして、あわせて高齢者とか独居老人対策としてね、対策と言ったら

おかしいですけれども──に対する、いわば手だてとして地域推進員の拡充とかなんとかを

図って、いろいろその地域を支えていくということがね、これから先の過疎化に対する歯ど

めをかける、これが全てじゃないですけれども、一つの手段だと思います。 

○富士支所総務課員 

 わかりました。 

○松尾企画調整副部長 

 補足ですけど、先ほどから市の補助のことを言われておりましたけど、実は、もうはっき

り言って富士だけじゃなくて、どのバスも、ほとんどのバスが補助が入っていると思っても

らって結構です。別に富士だけの問題じゃない、富士だけがすごく市が出しているというわ

けじゃなくて、平たん部でもどこでも補助がないバスはないですね。例えば、鹿島とか唐津

から佐賀に来ているバスもありますけど、これもほとんど関係の市町が全部金出し合って負
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担している、もちろん県とか国も出してもらいますけど、半分以上は市が出しているという

ふうな状況です。 

 ただ、そういった中で、富士は特に古湯から温泉病院のほうに行くのが20本ぐらい便数が

あると聞いていますけど、これが三瀬のほうに行きますと、朝１便あって、帰り、夕方２便

とか、極端にちょっと道が違うだけで違います。そういった意味で、今、富士に20本ぐらい

走っているのは、うちもぜひそこはずっと維持したいなと思っています。そういった意味で、

この地区に限ったわけではないですけど、助成がどんどん膨らんでくるというのは問題です

が、今のところはそこは地域課題としてはずっと続けていくつもりでございます。 

○嘉村会長 

 ということは、今の路線バスの確保と、あとコミュニティバス等の空白の部分への運行と

いうことで、そういうことで何か反映させていただければと思いますので、よろしくお願い

します。 

 では、次、10ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 10ページにつきましては、一応、支所がどうなるかというようなところで、回答としては

支所は残すという方針ということだったので、ちょっと私は答申書への反映は案とかはない

ところですが、いかがでしょうか。 

○山口（澄）委員 

 支所を残すという、この前の部長の明確な話がありましたので、私は答申書への反映とい

うことは、ほかの皆さんはどうお考えになるかわかりませんが、私はもうこれでいいのかな

と思っています。 

 ただ、残す中身についてはまた別の機会に、ぜひ住民の声を聞く場をやっぱり設けていた

だきたいと思います。 

 例えば、富士町は富士町の特性があるんですね。あるいは川副は川副の特性があると思い

ます。ですから、答申に反映するということじゃなくて、何かの機会があれば──機会があ

ればというより、ぜひ機会をつくっていただいて、住民の声を、最低これとこれとこれは残

してよというような場をぜひつくっていただければ、これは希望ですけれども、要望ですけ

れどもね、反映ということじゃなくて。 

 以上です。 
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○嘉村会長 

 それは審議会の中で検討するということで理解してよろしいでしょうか。 

○松尾企画調整副部長 

 それについては、ちょっと前回回答はここに部長が言ったとおりで、支所は残す方向と。

ただ、どうしても縮小の方向というのは御理解いただきたいということです。 

 今、一番懸念しているのは防災ですね。災害時の対応が特にこちらのほうは山間部でもあ

りますし、距離的な問題もありますから、緊急時に対応できるようなことは必ずしておかな

いといけないというのは一応かなめでございます。それについて、まだ内部で検討している

段階ですので、少し御相談できるような内容がまとまった時点で、こちら地域審議会のほう

に御相談というか、考え方をお示しできればと思っています。 

 その時期になったら、また会長さんに御相談させてもらって、開催の時期も相談させても

らってというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○嘉村会長 

 ということでよろしいですか。（「はい、いいですよ」と呼ぶ者あり） 

 ほかに何か皆さん方からの御意見ございませんか。 

 じゃ、これには答申書には反映しない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 

 じゃ、次、11ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 済みません、座って説明させていただきます。 

 意見として、富士町が生き残る道は、農業、林業、観光だと考えるということと、課題は

高齢化と防災ということでありました。農業については、また別の項目でもありますので、

林業についてですけど、林業については、計画の第１章の10ページをお開きください。 

 ここが、市民全体で支える林業の振興ということで、取組方針の取組基本事業に４項目、

市産木材の利用促進と、それから効率的な供給体制の整備と、担い手の育成と確保、森林の

保全というふうにありますが、ちょっと御意見のほうが、林業というような１つの言葉だけ

だったので、ちょっと私も、この中に何かほかに加えるような言葉があるのかと思いながら、

ここについては案を書いてはいないところです。皆さんの意見を聞きながら、これで十分な
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のか、それとももっと何か言葉を入れて充実させて反映してもらいたいと思われるのか、ち

ょっとその辺の意見を聞きたかったので、案的には記載していません。 

○嘉村会長 

 どうでしょうか、ちょっと難しいですけど。 

 何か今、事務局からありましたように、何かつけ加える部分があるかどうか、皆さん方か

らの御意見等はどうでしょうか。山口さん、どうですか。 

○山口（澄）委員 

 ここの10ページ、11ページ、林業の振興、これは答申ですから、案ですから、そんな詳し

く書かれない部分はあるということは十分承知をいたします。ただ、御案内のとおり、富士

町というのは、私、この前も申し上げたんですが、ほぼ富士町全体が山林ですよね。そうい

たしますと、いわばこの11ページにあります取組方針の中の流通、加工、市内での木材利用

の促進ということになりますけれども、加工して流通するというところ、例えば、私は、例

えば、富士町なら富士町を特化して、今度森林組合に製材所もできるようですけど、こうい

うふうなものを、例えば、ペレットをつくるとか、あるいは富士町全体を特化して、ペレッ

トストーブを入れたら幾らか補助金が出ますよとかいうようなことを考えられてもいいんじ

ゃないかと思うんですね。そうしますと、この富士町全体の林業政策も変わってきますし、

エネルギー対策にもなりますし、いろんな雇用も出てきますし、そういったところで、富士

町だけ特化してくれというのは虫がいい話かもわからんですけれども、しかし、大胆にそれ

くらいは考えてもらってもいいんじゃないかと思うんですね。そこには、先ほど言ったよう

に、林業の育成が出てきますし、雇用が出てきますし、エネルギー政策が出てきますし、そ

ういったところなのかなというふうに思いますけれども。ただ、ここには流通、加工という

ふうにありますから、そういうことを包含して書かれているならば、それはそれでいいかと

思いますけれどもですね。 

 以上です。 

○嘉村会長 

 なかなかこの総合計画というのは、具体的な内容までは突き詰められない部分があろうか

と思います。その点がどんなふうに、市のほうから何か御返答ございましたら。 

○西企画係長 

 今、会長おっしゃいましたように、総合計画というのがいろんな範囲を網羅的にお示しを
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させていただいているという部分でございますので、取り組みの方向性を大きな言葉の中で

お示しをしているという格好というのが現状でございます。 

 具体的には、11ページでありますと、下のほう、関連する計画とございます。これはまた、

施策というのを、例えば、市民全体で支える林業の振興ということで施策を立てているわけ

ですけれども、ここで大きな方向性を示しつつ、具体的にじゃ林業振興についてどう進めて

いくのかと、そういったところについては、この関連する分野別の計画というのをまた別個

につくっていっているというようなことでございます。そういうところでまたこの総合計画

の施策の中よりも、もう少し具体的に詰めて、こういうことをやるといったことを出してい

く形になっております。一応その計画ですみ分けをしているという格好でございます。 

 あと、今、山口委員さん言われたように、エネルギー関係にもつながるとか、いろいろ例

示をいただきながら、お話しいただきました。それもまた、網羅的に分野を示しております

ので、事例として御紹介しますと、４章の２ページに当たりますけれども、こちらに表形式

で４－１－２「再生可能エネルギーの普及促進」とございます。こちらの中で、右側概要の

ほうに、「太陽光やバイオマスなど、本市の特性に応じた再生可能エネルギーの導入を推進

します。」とございます。森林関係でございましたら、木質チップあたりなんかもこういう

ところに包含されて、環境施策の中で推進していこうという形で内容をつかまえていってい

ると。こういうのになりますと、ちょっと少し性質変わるかもしれませんけれども、商工業

の振興の中で雇用を設けていくとか、ちょっとそれぞれ違う受け皿の中で書いている部分も

一方ではございます。ちょっと御紹介ではございますけれども。 

○嘉村会長 

 ということですけど、包括的に出しているということで、特別…… 

○吉浦（武）委員 

 山林所有者に対する何か対策というかな、その辺の表現というのは全然なかですね。あん

まり入ってしまうかもわからんばってん、問題は山林所有者をどうしてくれるかというのが

一番大事なところですよね。いろいろ計画はされておるけど、持ち主さんがどがん考えるか

というのは非常に大きかと思うばってん、その辺がどがんなっじゃろうか。あんまり入り過

ぎるじゃろうか。 

○嘉村会長 

 いや、森林の保全の中に入ると思うんですけれども、持ち主さんというのはですね、ここ
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には全然出てこないからですね。 

○吉浦（武）委員 

 これがやっぱり特に富士町ではあるもんね。 

○西企画係長 

 何らかの形の支援というか、具体的にはそういうふうな感じのことになってくるわけです

かね。 

 そしたらですね、ちょっとそこの具体的なところというのは、私たちが分野が広く多岐に

わたっているということもありまして、細かく把握できてない部分もございます。本日は出

席はしておりませんけれども、森林整備課がございますので、そこらあたりに確認をさせて

いただきながら、そういう内容が盛り込めるかという部分はまた審議会からの意見としてい

ただければ、そういうところもまた検討しやすいという部分もございますので。ただ、今、

森林整備課の進め方の中でこういうことを考えていますよというのが既にあるかもしれませ

んし、また、今、吉浦委員さんもおっしゃいましたように、この下位の計画のほうに入って

くることになるかもしれませんが、きちんと文言として入る、入らないというのはまた森林

整備課での整理、森林整備計画とかの中に入りぐあいとの兼ね合いは出てくると思いますが。 

○嘉村会長 

 じゃ、答申書の中には、森林所有者への何とかかんとかでしょうけれども、その辺は入れ

るように。 

○松尾企画調整副部長 

 それにも留意してもらいたいみたいですね。いただければそれ……。 

○吉浦（武）委員 

 何か表現して。 

○松尾企画調整副部長 

 趣旨はわかりましたので、それを受けて原課のほうと話して、何らかのものがあるのかで

すね。それとも、さっき言うように、個別の計画の中で、何か少しやっているよとかいうの

があれば、それはそれで、そういう形でということでお答えさせてもらいますので。 

○嘉村会長 

 あとはないでしょうか。 

 じゃ、あとは防災。 
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○富士支所総務課員 

 防災については、第２章にございます。２章の２ページの取組（基本事業）で、２－１－

２に「市民の防災意識の向上や自主防災組織の結成・育成、消防団の組織体制の整備を進め

るとともに各種訓練の実施などにより、災害への対応能力の向上を図ります。また、災害時

における行政と地域の連絡体制を構築します。」とありますが、山口委員さんによると、高

齢化と防災についてということで言われていますので、ちょっとこの辺を少し詳しくお聞き

して、答申書に上げられればと思いましたので、ちょっとその辺をお示しいただけたらと思

うところですが。 

○山口（澄）委員 

 先ほど言ったように、ここで言う私の防災というのは、富士町は非常に高齢化、過疎化が

進んでいるという状況の中で、隣から隣までだって結構距離がある集落というのはあるんで

すね。しかも、御承知のとおり周りは土砂災害がいつ起きてもおかしくないような地形にな

っている。これいつも自治会長会の中でも問題になりますけれども、佐賀市が緊急避難先と

して指定するのは「フォレスタふじ」なんです、御案内のとおりですね。じゃ、例えば、市

川という集落があります、あるいは杉山という集落があります。例えば、このかいわいで申

し上げますと、まず避難しよる途中で災害に遭う可能性というのは物すごく高いんです。そ

れが単なる防災ということで、こういう形でいいのかどうなのか。私は各集落の中で、各集

落の人はやっぱりその知恵は持っていますから、この地域のこの集落はここが一番安全よと

いうのは。やっぱり皆さん、そこの集落に住んでおられる方が一番知っておられるんですね。

だから、私は単に富士町の避難地域は「フォレスタふじ」ですよと、これは余りにも乱暴過

ぎると思っています。乱暴という言葉があれやったら申しわけないですけどね。だから、率

直に言って、もうちょっときめ細かに避難場所を各集落なり自治会長と相談して決めるべき

じゃないかというのが１つです。 

 それから、２つ目です。消防団組織と言われますけれども、古湯が今160自治会員ぐらい

おって、消防団員数が20名切ったんです、19名です。消防団に入ってくれと言っても、なか

なか入ってくれないんです。私も一緒に回りました。消防団に入ってくれんかと。もう最近

の若い人というのは、若い人と言ったら悪いけれども、なかなか消防団に入ってくれないと

いう、片方の私どもの弱さというのがあるわけです。しかし、自治会組織というのは御承知

のとおり、例えば、消防団だとか、あるいは婦人会だとか老人クラブだとか、そういう団体
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の上で成り立っているんですね。その一番肝心かなめの消防団の組織が非常に弱くなってい

る。そうなると、やっぱり江戸時代にやったあれじゃないですけれども、もう隣組組織ぐら

いはつくるぐらいの意識、もっと自主防災組織を強化発展させていくという、そういう視点

での取り組みが必要なのかなと思って、この前、高齢化と防災についてということでの提起

をしたつもりでございます。 

○松尾企画調整副部長 

 そうですね、いろいろ最近、大きな災害とかもあっていますから、市のほうでも消防防災

課のほうで地域防災計画を立てながらやらせてもらっていますし、また、防災行政無線、そ

ういったものも今度新しくつくっていろいろ配備させてもらったりということで、当然、で

きるだけの細かいことはやらせてもらっています。ただ、どうしても全市的な扱いになって

いて、地域の特性に応じたところがまだ薄いんじゃないかという御意見かなと思います。そ

こは確かに、特にこちらのほうは広くもあるし、そういったいろいろ土砂崩れとか、地域の

特性もありますので、そういった地域特性に応じた防災計画、防災対応をしてもらいたいと

いう提言をいただく形にさせてもらって、それでまた持ち帰って担当課と相談しますので。 

 また、それをこの中に反映できるのか、また個別の中で具体的な相談をしていくのかは別

の話になりますけれども、それで御提言いただければ大変助かります。 

 あと、消防団の問題は、ここもそうです。これこそ、佐賀市内どこでも非常に困っていて、

消防担当のほうもですね、実は消防署からも職員が来ているんですけれども、本当に頭痛い

状況になっているということしか今言えないんですけど、そういう状況です。 

○嘉村会長 

 ということで、その詳細までには踏み込めないということでございますので、その点よろ

しくお願いします。 

○吉浦（武）委員 

 やっぱり避難場所が、富士町は公民館が大体しっかりしとるけん、もう北山でも同じこと、

ﾅｶﾊﾞｼに来る者のおんもんね。やっぱり我が公民館に入ったりすっじゃんね。あそこは危の

うなかよと、その集落の人、よう知っとっけんが、あそこは大丈夫とかここは大丈夫とかい

うように。その辺はもう少し配慮した表現かなんかで防災計画なんかはしてもろうたがよか

ですね。 

○西企画係長 
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 そうですね、１次避難所、２次避難所みたいな、まずは近隣のところに行って、少し様子

が落ち着いてから、場合によっては、災害の程度によっては、ちょっと長期にわたって避難

所生活ということもあり得るので、そういうときには「フォレスタふじ」に行くとか、そう

いう段階的なものはあるかもしれません。 

 私の地元の金立のほうでも、先々週、避難訓練があったんですけれども、やっぱり１次避

難所というのは地域の公民館、でもやっぱり、避難所としての機能を発揮するのは小学校の

体育館だよねということでありました。やっぱり段階的なものは、地区の運用の中でも出て

くるものなのかなと。やっぱりそれは一番地域の方がわかってらっしゃるので、まずは自分

で身を守るというか、次にお互いに守り合うみたいなところで、そういうところはある程度

自助共助みたいなところから入ってくる部分があるのかなとは思っております。 

○嘉村会長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○嘉村会長 

 なかったら、次にいきたいと思います。12ページ。 

○富士支所総務課員 

 12ページです。嘉瀬川ダム水上スポーツの点も明らかにしてほしいということでしたので、

観光、私もここがスポーツ振興なのか、観光振興なのかちとちょっと迷ったところではあり

ますが、一応、嘉瀬川ダムの水上スポーツは観光につながると理解して、案としては、「嘉

瀬川ダムが完成し湖面を利用したボート、カヌーなどの水上スポーツ、ダム湖周辺で行われ

るパークゴルフ、ウオーキング、サイクリングなどアウトドアスポーツと温泉をあわせた観

光振興策が期待される。」というところで、最初、第１章の１ページの課題のポツの４番目

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、世界文化遺産

に推薦された近代化遺産、バルーンフェスタや佐賀城下ひなまつり等のイベント」の次ぐら

いに、「温泉、嘉瀬川ダム水上スポーツ、パークゴルフ、サイクリングなどを観光に活か

す」というような旨の記述を追加していただきたいというような答申書、案はどうかという

ことでたたき台として出しています。ただ、こんなにパークゴルフ、サイクリングとかも、

物すごく細かに出せるかどうかというのもちょっと私も迷ったところではありますが。 
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○嘉村会長 

 ここで、この間の会議でも、これは旧佐賀市のバルーンフェスタや佐賀城下ひなまつりと

具体的な名前が出ているということで、富士町でも嘉瀬川ダムを出せないものかということ

で審議があっております。その辺はどんなふうに、今事務局からあったんですけれども。 

○吉浦（武）委員 

 出してよかやなか、出しとって。 

○嘉村会長 

 どういうふうに出すかということが、問題は。 

○吉浦（武）委員 

 遠慮せじ出しとかんば。 

○富士支所総務課員 

 ２ページに取組とありますけれど、そこは観光機能の整備とかというところかなとも思い

はしたんですけど、どこに書いたほうが一番いいのかですね。一番、私が思ったのは、課題

の観光ニーズの多様化という文言がありましたので、やはりここに入れて、スポーツと観光

を合わせたような表現がいいのかなと思ったところではありました。 

○嘉村会長 

 今ありましたように、表現方法ですけれども、この水上スポーツ、パークゴルフ、サイク

リング、こういう名称を出していいものかどうかということですけれども、皆さんどうでし

ょうか。それとも一括して、嘉瀬川ダムの周辺とかなんとかで出すか。 

○吉浦（武）委員 

 そがん細かく出してよかですか。 

○西企画係長 

 その辺の含みはもちろん気持ちの部分が多分いろいろあられると思いますので全然結構で

す。ただ、それを観光のセクションと私どもも調整をさせていただきながら、どの程度の表

記、ほかの施策のバランスもございますので、見ながら、ここだけ細かいとまたバランスを

欠きますので、そこら辺を見ながら調整をさせてもらいます。 

○吉浦（武）委員 

 とりあえず出しんしゃい。 

○松尾企画調整副部長 
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 こう出してみて、もしかしたら、嘉瀬川ダムを活用した何とかという形になるかもしれん

けど、何か入れられないかということは、中でまた検討はしたいとは思います。 

○嘉村会長 

 一応そういうことで今ここに案が上がっておりますけれども、それで出していただきます

ようお願いします。 

 13ページお願いします。 

○富士支所総務課員 

 13ページは、農業に対する意見でした。農業で生きる若者が富士町に来て、家も探してい

る、田んぼも買いたいというようなときに農業委員会が壁になるということで、行政として

何か手だてとか後押しをしてほしいと。それを総合計画の中で示してほしいということでし

た。 

 農業については、第１章の８ページにあります。一番該当するのは、取組（基本事業）の

１－４－４「担い手の育成と確保」というところで、ここには「集落営農組織の法人化など

の環境整備を行い、担い手への農地の集積を進めます。」ということで、これは余りこの地

域には関係ないんですけど、「就農意欲のある担い手の育成・支援及び女性農業者等への多

様な担い手の育成を図ります。」というところに何かしらつけ加えることになるのかなと思

いますが、ちょっとその辺をもう少し詳しく聞けたらなと思うところで、ちょっとここには

案的には出していないんですけど、済みませんお願いします。 

○嘉村会長 

 どうですか、山口さん。 

○山口（澄）委員 

 この８ページの取組方針の中に、「生活環境整備を進めるとともに、集落営農の法人化な

どの基盤整備を行い、生産環境を整えます。」という文言がありますよね。だから、ここを

幅広く解釈すれば、この中でできんこともなかと思うんですよね。要は、行政の姿勢の問題

ですから、いわば後押し、背中を押すよというところがどこかに入ればいいと思うんですね。

そんなに難しく考える必要はないと思う。例えば、農業委員会の設立法から変えろとか、そ

がん難しか問題やなかわけですから。 

 だから、要は、例えば、休耕地とかなんとかで農業をしたいと、家も田んぼも全部買って

農業をしたいとかいう若い人たちがもし来たとしたときには、行政としてそこは何とか後押
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ししましょうというところのスタンスが何らかの形で表現できれば、私はそれでいいと思い

ます。 

○吉浦（武）委員 

 取組方針の中にも大体これは表現されておるごたんね、この８ページは。細かくは入っと

らんばってんね、今言われるやつはね。 

○嘉村会長 

 なかなか難しいんですけれども、どうでしょうか。皆さん方何か御意見ございませんか。 

○吉浦（武）委員 

 そしたら水田さん、どやんすっぎよか。 

○水田委員 

 やっぱりこの農業後継者というよりも、今や地域の後継者ですもんね。地域を守りながら、

やっぱり農業を糧とする、そういう形になるので、ぜひこれは農業者だけではできない。行

政があり、県があり、それから、そこにやっぱりおいでになる人をサポートする、そういう

いろんなもろもろの総合力でこれはつくっていかんといかんことであるので、ぜひ小さな範

囲じゃなくて、もっと大きな器を巻き込んだところで、やっぱりこれからつくっていかんと

いかん。 

 きょうちょっと午後から県内のそういう取り組みの、中山間の多良岳山系から佐賀県内一

帯の発表会があったんですけれども、やっぱりどこも一緒なんです。イノシシの対策と後継

者不足と耕作放棄地の拡大をどがんすっかという話。そいけんやっぱり結局は、とにかく知

恵を出さんといかんという、そういう形ですので、十分これから、やっぱり小さなところじ

ゃなくて大きくもっと広げたところで論議をしていくべきじゃないかなと思いますけど。 

○総合政策課員 

 今のこの13ページの部分をどういう形で総合計画に盛り込むかどうか、ちょっと別といた

しまして、三瀬のほうでもいろいろ耕作放棄地等の御質問はいただきました。農業委員会の

ほうに私お話に行った相場観なんですけど、農業委員会としても、農地を守るといいますか、

農業就労者の支援促進を行っていきたいんだということで、非常に他都市よりも規制をかな

り撤廃して今緩くといいますか、方向で考えていらっしゃるみたいです。これは組織になり

ますから、農業委員会だったら独立しておりますので、これを市長のほうに申請を来年度に

するというお話をちょっと聞いております。 
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 そういう意味では、今おっしゃったような全体像というか、農業就労支援という位置づけ

で柔軟には考えておられるということをちょっと聞いております。 

○嘉村会長 

 今の農業就労支援ということになれば、移住者の方に対しても、それは可能だということ

でございますので、その辺をどこかに組み込まれるような方法でよろしいでしょうか。 

○山口（澄）委員 

 一言ね、今言われたようなところを入れてもらえればね、いいのかなというふうに思うん

ですよね。 

○嘉村会長 

 なかなかこの移住者については、やっぱり地域の問題もございますのでね。 

○山口（澄）委員 

 そうそう。ちょっと言えば、変なとの入ってきてもらうとまた困ることになるけんね。 

○総合政策課員 

 10アールでしたかね、何か制度がありまして、ちょっと農業を始めたい方は、その面積で

はやらないらしいんですよ。そこを緩和することによって、農業者の就労の促進を農業委員

会としては図っていきたいということで、どんどんどんどん小さくする、規制を撤廃してい

く方向ではあると見ています。 

○西企画係長 

 数字は覚えていないですけど、50アールを富士のほうでも多分、下限を下げてありますよ

ね。（「三瀬だけ」と呼ぶ者あり）50のままか。 

○水田委員 

 私は九州各県ちょっと山奥の中をずっと見て回るんですけど、鹿児島、宮崎というのは、

そういったところは非常に進んでおりまして、やっぱり農業公社みたいなのがしっかり立ち

上がっております。そこには定住する住居もありますし、夫婦でおいでになったときは月々

15万円で、そこで宮崎県では200人ぐらいおいでになって子育てして。５年間過ぎたら農地

も農業委員会があっせんをして住むという、そういう山の奥の富士町よりもっと奥の中にそ

ういう人たちがどんどんおいでになっております。非常にそういった面では、県自体が私ど

もの県はおくれていますので、そういった形を佐賀市バージョンとして富士町にぜひそうい

うのをつくっていったらどうかなと思うんですね。そしたらやっぱり人が来る、人がふえる
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ですね。子どももふえてくるという、そういう形になるんじゃないかなと。 

○平城委員 

 今、農業のことでおっしゃっていました。それはもう林業も同じことで、全くその農業を

林業に言葉を変えれば同じで、もう支援という形になっておるんですね。やっぱりそれがな

かなか、僕も10年前にこっちに来たんですけれども、これが、やるやると言って何もできて

いないというのが実際ですよね。僕も今回、この場で言うとおかしくなるんだけど、今月い

っぱいで失職しますので、こちらに住めなくなっちゃうという、そういう形で何の支援も受

けられないのが実情ですよね。という形で、やはり若い方は若い方で、若い方がどれだけの

ものができるかわからないのをなかなか本当に支援はできないみたいな形で、言葉ではある

けれども、実質的な支援は全く、農業も林業も受けられませんというのが実際の問題ですね。 

 僕は10年間ここにいて、自分なりに頑張ってみたけれど、なかなか厳しいなと。やっぱり

年齢が高いせいもありますけれども、それでも年齢が若くてもなかなか、掛け声だけと言っ

たらすごく失礼ですけど、それだけではやっぱり──ただ、林業のほうも和歌山のほうなん

かではやっぱりさっき言われたような住宅も供給して若い夫婦には一応支援をして、ある程

度のところまではして、要するにある程度生活が確立するまではというのはやっているんで

すけど、そこまでしないとやっぱり本当に移住して定住することは難しいと思います。 

 私も10年間、どうにかこうにか頑張ってきたけれども、もう職がなくなれば、ここで仕事

することができないんで、要するに下手すると今月いっぱいでここを離れなければならない。

本当は離れたくないけど、もう実情がそういうことになっています。それが現実です。 

○立石委員 

 今、農業にしても林業にしても非常に厳しいということで、もともとこのままいけばどこ

の集落も、個々の力量では農業の運営とか、それから林業にしても非常に厳しいんじゃない

かなと私も思います。 

 ここに書いてあるように、集落営農の法人化というところが、今後、本当に各集落、大き

くなれば富士町全体でも、そういうふうな組織をつくって、新しい人たちを入れてやるとい

うのを今後考えていかんと非常に厳しくなるじゃないかなと。今から若い人たちも入ってこ

られてどういうふうな農業をされるかというのはわかりませんが、今の農業をやっても非常

に所得の部分がかかってくると思うので、だから、そこら辺もあわせて、若い人も農業に取

り込んでいくというのも必要ではあるんですけど、一つの体制、農業する体制づくりを、基
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本的にやっぱりもう少し考えていかんばいかんじゃなかろうかなというふうには思います。 

○嘉村会長 

 ということですけれども、この１－４－４については、「就農意欲のある担い手の育成・

支援」ということがあるんですけれども、山口さんの意見では、その移住した人たちの育成、

支援というのもあると思うので、その辺をどこか盛り込んでいただければということですよ

ね。 

○富士支所総務課員 

 住宅の支援とか、経済面の支援とか、あるいは先ほど言われた農業体制づくりの見直しと

かというふうな言葉で、ちょっと考えます。 

○嘉村会長 

 そういうことでよろしいでしょうか。 

 次、14ページお願いします。 

○富士支所総務課員 

 ここは小学校跡地活用と公民館制度の問題というふうなことで出ているところなんですけ

ど、一応、公民館制度の問題というところが自治会長さん言われていた富士町、この間、自

治会長会で公民分館長をなくすというようなことを言われていたので、そのことだろうかな

と思ったんですけど、そういう問題が最終的に地域コミュニティ活動ということにつながる

のかなとちょっと私思いましたので、第６章の２ページの６－１－２の「地域コミュニティ

活動の推進」というところにかかってくるんではないかと思って、ちょっとここを上げてい

ます。ここには「様々な地域活動の主体が、それぞれの特性を活かして活動することで相乗

効果が発揮されるよう、地域コミュニティ組織の設立と運営を支援します。」とはあるんで

すけど、ここに文言を足して、そういうそれぞれの地域の特性に合ったコミュニティーづく

りをするような文言を入れるのかなと思ったので、ちょっとその辺をもう少し詳しく聞きた

いなと思ったところです。 

○山口（澄）委員 

 先ほども申し上げましたとおり、自治会組織とか、地域の組織というのは、いろんな団体

の中で成り立っている。これが支えていただいて、例えば、自治会とか、あるいは富士町の

地域だとかというのは成り立っている。これは言うまでもないことですが。 

 この中で、私はこの前、一つの例として公民館長のあり方について申し上げたんですが、



- 22 - 

これは回答としては段階的に均一化していくということになっていますけれども、市町村合

併をするという前提の中には、行政としては当然均一化というのは最終的な目標としては求

められていくと思いますけれども、これはやっぱり各地域のそれぞれの特性、あるいは歴史

があるんですね。それから、その地域に住む人たちのさまざまな思いがある、その地域に対

する思いがある。こういったものは、ぜひやっぱり大切にしながらのこの地域のコミュニテ

ィーをどう図っていくかということをぜひ基本の中で、スタンスとして、ぜひお考えいただ

きたいと思います。 

 そういうことになりますと、例えば、一つの例として富士町というのは公民館長といいま

すか、今正式には公民館長て言わんですかね、よかですかね。公民館長さんの担う役割とい

うのは、地域コミュニティーの中で、むしろ自治会長よりも中心なんですよね。で、そうい

った意味で、要は結論的に申し上げますと、その地域に合ったコミュニティー制度のあり方

ということについて、均一化を求められる気持ちはわかるけれども、そこにちょっと後ろを

振り向いていただいて、この公民館制度も含めて、地域コミュニティーのあり方ということ

について、進めていただければというふうに思います。 

 だから、要は、この答申への反映ということについては、どこかにあるかもしれません。

ちょっと詳しく斜め読みしかしていませんけれども、「地域活動の主体が、それぞれの特性

を活かして活動することで相乗効果が発揮されるよう、地域コミュニティ組織の設立と運営

を支援します。」ということを書いてありますけれども、まさにここだと思うんですね。だ

から、そういった意味からすれば、この前、自治会長か何かで提案されたのは、いささか富

士町の自治会長会全部やったですよね、ちょっとおかしかという話になったのは。というこ

とで、この前もあえて申し上げたところです。 

○嘉村会長 

 １ページの背景の中にも、「地域では、自治会を中心として、老人会、こども会、体育協

会」等ということで、公民館入っていないですよね。公民館活動というのが。 

 だから、山口委員の言われるのは、富士町では公民館活動が非常に重要な分野であるとい

うのを受けとめてもらいたいということだと思うんですけれども、その辺をこの中に、公民

館というのももう少しはっきりと入れていただきたいということだと思いますけれども。 

○吉浦（利）委員 

 富士町では公民館長という、いわゆる役職が各集落に残っておるわけですけれども、いわ
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ゆる佐賀市の教育委員会の組織のあり方の中では、もう既に、平成21年になくなっておるわ

けですよ。公民館長という役職名はなくなって、生涯学習指導員となっておるわけです。も

うその時点で、公民館長のあり方の議論がもう既になくなっておるわけですよ。ですから、

こういう画一的な、均一的なというのとが出てくるわけですよ。 

○嘉村会長 

 ということは、富士町では公民館というのは、もっと大事であるということをここにうた

いたいということでしょう。 

○吉浦（利）委員 

 そうです。改めて、もうそれをまたもとに戻さんばいかんということですよ。富士町の場

合は。 

○嘉村会長 

 ただ、富士町の場合、もとに戻すというか、今も公民館活動は当然やっているわけですか

ら、佐賀市は…… 

○吉浦（利）委員 

 佐賀市は、富士町の公民館長というのはなきものになっとるわけです。 

○吉浦（武）委員 

 何か推進員じゃい何じゃい名前になっとる。 

○吉浦（利）委員 

 生涯学習推進員ですよ、指導員じゃなか、推進員です。 

○吉浦（武）委員 

 俺は知らんやったて言うたさい。いつ変えたかいて。 

○吉浦（利）委員 

 いや、平成21年ですよ。 

○吉浦（武）委員 

 いんにゃ、そいがね、集落に言うてなかじゃん。 

○吉浦（利）委員 

 言うてないです。 

○吉浦（武）委員 

 全然。 
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○吉浦（利）委員 

 はい。それはですね、私が公民館長をしよったとき、いきなり生涯学習推進員という辞令

が出たわけですよ。そうしたら、そのときは公民館長会の会長さん、副会長ておんさったっ

ばってん、もうその人たちはへのつんばいもなかわけですよ。そいぎ何で、その公民館長会

の会長てん副会長に全然てんなわんでぎゃんことしたねて言うたばってん、もうそのときは

もう何もなかわけですよ。もうぎゃん本庁で決まったけんて。ということですよ。 

○吉浦（武）委員 

 佐賀市にはコミュニティ活動ば、きょうの新聞かな、載っとったように、するということ

言いよらしたもんね、私言うたさい、富士町はせんて言うた、公民館のあっぎよかて。もう

既に一緒に活動しよって、そがん言うたわけですね、あの伊藤会長にも。「どやんですか」

て言わすけん、「いや、富士町はでけん」て俺言うた。 

 せんていうか、その活動はしよっとよね。ただ名前がどうなのかと言わるっときに、そや

んじゃなし公民館活動しよっけんて、さっきからあるごとですよ。そいけん、コミュニティ

ーで、この間、兵庫ができたというて、塚原さんたちが出とったですね。ああいうふうなこ

とばせろということばってんさい、中身は同じさい。ばってん、うちは反発するわけじゃな

し、そういう話やけん、今言うように、この中にも公民館の活動というのは山間地がさい、

三瀬も同じ、そがん言いよらすけんね。多分そういうふうな感じであるとですよね。だから、

その辺は、さっき言うたように表現の仕方は、ここから言わすっぎ入れてほしかねという考

え方ですね。 

○総合政策課員 

 インデックスがついている資料の第５章の８ページなんですが、５－４「自ら学ぶ生涯学

習の推進」というところのページ、課題の一番下のところに、一応今、「公民館や図書館な

どの社会教育施設は」と明記しておりまして、今、佐賀市全体の話では、公民館の位置づけ

が社会教育施設と位置づけているんですね。それらを一歩進めて「利用者のニーズに応じた

機能拡充を進め、生涯学習の拠点や交流の場などとして活用していくことが求められま

す。」というところで教育の分野で書いております。 

 今言われたのは、もう一歩進めて、地域コミュニティーの拠点のような位置づけと明記せ

よということだと思うんですが、今たしかあり方検討しよったですよね。 

○松尾企画調整副部長 
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 ちょっとそれは一律的というのと、特性を生かしてというのは、ちょっと話が分かれるん

ですけど、最初に言った公民館長さんとか分館長手当とかいう問題があって、これは非常に

デリケートで難しい問題で、その地区によってこれも全然違うのを市が一律にどうしてもし

ないといけないという中で今回お願いしているのは、その特性じゃなくて、一律にさせてく

ださいということのお願いの御相談で今していると思います。ここはやっぱり今、社会教育

課が担当して、ずっと各地区にお願いに回っているというのがあると思いますけど、そちら

のほうで一応御意見等あると思いますけど、御審議とか御意見いただければなと思います。 

 片方で、公民館の話なんですけど、旧佐賀市と旧町、これで公民館に対する職員のあり方

が違っていまして、旧佐賀市のほうは館長１人と主事とかが２人ついて、３人ちゃんといる

んですね。ところが、旧町のほうは支所の教育課の職員が兼務みたいな形でやっているとい

うことで、そこが仮に公民館の中にいても、そういった特別に公民館だけの職員とはなって

いないと。ここは差があるんじゃないかと。じゃ、どうするかという中で、今、今回方針と

出したのは、旧佐賀市に合わせて、公民館としての職員を３人配置すると。ただ、職員をふ

やすことになるので、急にはできませんので、ここが書いてあるとおり、段階を追ってふや

して、旧市と旧町をそろえますという形で述べている。 

 こちらは、逆に言うと、そろえることによって高いほうに合わせられるというふうな形か

なと思っております。 

○嘉村会長 

 それから、今の話とはちょっと違うんですけど、先ほど山口さんが言われたのは、地域の

特性、それは公民館にあるんだということなんですよね、今のこの富士町では。富士町が公

民館主体で動いているということなんで、その特性を生かしてもらいたいというのがこれだ

と思うんですよね。だから、一律に見ますという方向じゃないと思うんですよね。 

○吉浦（利）委員 

 会長さんですね、旧佐賀市の19校区はそれぞれ公民館があって、そこに今言われるように

館長、職員を配置してあるわけです。ところが、富士町の公民館というのは、いわゆる人間

の組織ですもんね。佐賀市は建物プラス人間の組織になっているわけです。ところが、富士

町の公民館というのは、各集落にあって、公民館長を基軸にした、いわゆる人の組織ですも

んね。これは全然違うわけです。そいけん、我々は人の組織をもっと充実させていただきた

い。そこにお金の支援ばっかりじゃいかんばってんですね、究極はそこですもんね。 
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○吉浦（武）委員 

 １万円じゃいやっとば、やれんてったい。 

○吉浦（利）委員 

 いや、もう１万円で済むごたっ問題じゃなかですもん。 

○富士支所総務課員 

 今、吉浦委員さんが言われたように、ここでこの計画で言われている公民館と、それから、

私たちが話している公民館は全然性質が違って、ここは佐賀市の旧佐賀市にある校区の公民

館のことを言われていると思うんですけど、ここで問題になっているのは、各地域にある、

地域がつくった公民館という、集会所みたいなのがあって、その自治会の組織の中で公民館

長さんという役職があって、その人たちが地域のコミュニティーをぐっと固めている人なの

で、それが今回、旧佐賀市の公民館を持ってこようとされていて、もともとのそういう旧町

にあった自治会の公民館はもうなしにしますよ、辞令もやれないし、謝金もなしにしますよ

というふうなことがあったので、それがなくなると、今まで自治会の中心になっていた公民

館長さんがいなくなると、自治会のコミュニティーもちょっと崩れてくるということを言わ

れている、そういうところです。だから、ちょっと公民館の意味合いが委員さんたちが考え

られているのと、こちらのほうと少し違います。 

○松尾企画調整副部長 

 その課題はわかりました。それは逆に言うと、旧市と旧町じゃなくて、旧市の中でも、こ

ちらとまた考えは違うかもしれませんけど、地区地区の公民館がかなめになっていて、今、

佐賀市が言っているように急に言われても、なかなか地区として難しいよと、それは旧佐賀

市の中にもある話になっています。そういった公民館に対する手当の問題含めてですね、と

いうのは、今、社会教育課が御相談しているのは、また別の意味で御相談しているという話

になります。 

 ただ、地域のコミュニティーを守るというのは、確かにコミュニティーのところであるよ

うに、特性に応じて考えていくという姿勢は、そこはもう全然変わりませんので、地区地区

によって違うというのは当然わかっていますので、それに応じた中で考えていくという姿勢

は変わりません。ただ、公民館を核として動いているという地域特性の部分に対して、今回、

社会教育課のほうで相談しているのが、ちょっとなじまないという今実情になっているのか

なというふうには思います。 
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○嘉村会長 

 何かございませんか。 

 ということは、 

○山口（澄）委員 

 なじまないということはわかりましたということですけれども。 

○松尾企画調整副部長 

 ですから、それはですよ、ちょっと私たちが今言える話じゃないんで、それは社会教育課

が御相談させてもらっている中で御検討というか議論していただきたいというふうに…… 

○山口（澄）委員 

 社会教育課と議論してほしいと。 

○松尾企画調整副部長 

 済みません、そこはですね…… 

○山口（澄）委員 

 答申の中に反映することはできないと。 

○松尾企画調整副部長 

 はい、そうですね。ここではあくまでも特性に応じたコミュニティーの活動を行いますと

いうことで。 

○吉浦（武）委員 

 24日に来って言わしたさい。 

○松尾企画調整副部長 

 ああ、そうですか。 

○吉浦（武）委員 

 そいぎ、今度４月の富士町の自治会に話さにゃいかんでしょうけどね。来って言わすばっ

てん、さっき言うごと、「でけんて」言うさい。 

○嘉村会長 

 わかりました。ちょっと先に進みますので。 

 では、特性を生かして活動するということが入っておりますので…… 

○山口（澄）委員 

 ここばうまく利用すればよかと思うばってんね、特性を生かしてというとばね。 
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○嘉村会長 

 そういうことで、これは特性を生かしてということで生かして、あと、公民館については、

自治会で反対をするということで。 

○山口（澄）委員 

 この前、本当33自治会、全部反対やったです。 

○吉浦（武）委員 

 やかましかったもん。ばってん、佐賀市の自治会でもそがんやったですよ。この間３月５

日、あらってなったですね。 

○松尾企画調整副部長 

 何か聞いています。ちょっと私、行ってなかったんですけど。 

○嘉村会長 

 わかりました。 

 じゃ、次、今の話はもう既に入っておられるということで、自治会長さん方、よろしくお

願いしたいと思います。 

 あと、15ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 15ページは、地域活性化、まちづくり関係の専門の部署を置き、専門知識を持ってしゃか

りきになる職員が必要ではないかという御意見だったので、この計画でいけば、第７章にな

るのかなとちょっと思いました。第７章の２ページ、「効果的・効率的な行政経営の推進」

という７－１の施策があって、７－１－１、ここは行革大綱となっていますが、この中に盛

り込むのか、それとも６ページの７－３－１「職員の資質の向上」のところに、何かそうい

うもっと専門的な知識を研修とか行うようにするのか、７－３－２に人事的な面でそういう

ふうなのを盛り込むのか、ここら辺にそういう文言をどんなふうに盛り込んだらいいのかな

というところでちょっともう一度御意見をお聞きしたいなと思います。済みません。 

○吉浦（利）委員 

 ちょっと済みません、三瀬・富士に地域おこし協力隊を導入する、これはどういう内容で

しょうか。 

○松尾企画調整副部長 

 あんまり深く知らなくて申しわけないんですけど、要するに、例えば、農業支援なら農業
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支援という形で、そういったことを希望される人、これを言ってみれば、全国、例えば、東

京とか大阪とかに、ぜひこういった地域の農業とか、山間部とかの支援したいという方がた

くさんいらっしゃるわけですね。そういった方に、例えば、富士町のこういった形での営農

支援について、お手伝いをしてもらえませんかということを、少し条件を出して募集をする

わけです。そうすると、そういったことを希望する人が出てきて、例えば、四、五人いらっ

しゃったら、その中からこちらのほうの条件とかそういったものを示して来てもらうと。そ

れを３年間、国の補助もいただきながら、市のほうも出しながら、その人を派遣してもらう。

うまくいけば、その人たちは、一応ある程度前提があるんですけど、できればその期間が終

わったら、まちのほうにまた住んでもらって、続けてもらいたいというふうな気持ちのある

人というのがまた１つあるんですね。結果として帰られる場合もあるかもしれませんけど、

場合によっては残っていいよと、そこまで気持ちのある人に来てもらうという形になります。 

 ですから、ちょっと今そういった形で、富士と三瀬のほうに来てもらえるような方をとい

うことで、今、農林水産のほうで募集をかけていて、ちょっと業種がどういった業種になっ

ていたか、私覚えてないんですけど、そういったことをやらせてもらっています。それを今

度の４月以降になると思いますけど、こちらのほうに来てもらうような手だてを今やってい

るということですね。来てもらったら、何らかの事業のところでお手伝いをしてもらうとい

う形になりますので、もし来られたら、ぜひ町を挙げて御支援いただければと思っています。

よろしくお願いします。 

○富士支所総務課員 

 今ので少し。三瀬はロッジやまびこって物産販売所がありますよね。あそこの建て直しを

してもらえる方というのを募集されているみたいで、富士は林業支援をしてくださる方を募

集されるというふうに聞いています。 

○嘉村会長 

 山口さん、この件について、職員さんたちの非常に難しい問題だと思うんですけど、何か

どこかに入れるという文言があるようでしたら。 

○山口（澄）委員 

 私がこの前申し上げたのと、部長がお答えいただいたのとちょっとミスマッチじゃないけ

れども、したんですよね。しかし、時間が長かったですから、あれ以上、私、言わなかった

ですけれども、要は職員の数の問題だとか、あるいはそれに伴う人件費の問題だとか、これ
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は当然発生するということはわかっています。しかし、これはあるいは佐賀市の職員の皆さ

ん方が全力を挙げてやられているということも承知をしながらも、やっぱりその地域の特性

に応じた地域おこし、村おこし、あるいは活性化、こういったものをやるには、職員の中で、

なおそういったところのプロパーといえば言い過ぎかもわかりません、わかりやすく言えば、

プロパー的な人を、いわばセクションをつくって、そこから情報発信をしていく。あるいは

一緒になって、地域の人と一緒になって汗をかく、知恵を出すという、そういう部署が必要

ではないですかと、そういうような部署をぜひつくるべきじゃないですかということを申し

上げたつもりだったんですね。 

 この前も例として申し上げましたけれども、阿蘇の一の宮とか、あるいはほかのところで

もまちおこし、村おこしで、成功というまでもなく、一生懸命頑張っておられるところは、

やっぱりそこの行政の中に専門のセクションが必ずあるんですね。そういう人たちが地域と

のつながりをやる、業者とのつながりをやる、あるいは流通業者とのつながりをやる、生産

者とのつながりをやる、こういうふうな形でやられている事例が多々あるもんですから、佐

賀市も、先ほど農業の問題とか水田さんあたりからも出ましたけれども、そういうことも含

めて、単に観光とかということじゃなくて、農業でも林業でも、観光でも、そういうエキス

パートの部署をやっぱりつくっていくべきじゃないですかと、これは単に富士町という意味

じゃないですよ。例えば、川副のノリだとか、いろいろそれぞれの地域の中にいろんなもの

がありますからですね。そうすることによって、そこに活性化が出るし、そこの商品がブラ

ンド化されていくという、そういう仕組みをつくっていく必要があるんじゃないですかとい

うことをこの前、意見として申し上げたんですよ。 

○松尾企画調整副部長 

 御趣旨わかりました。そういった形で地域活性化のためのいろんな専門のセクション、そ

ういったものを検討すべきではないかという御意見だと思いました。ですから、そういった

意味で今回提言という形でいただければと思います。それが、済みません、何回も同じこと

を言ってしまいますけど、この総計に反映するかしないか検討はしますけど、しなくてもそ

ういった御提言があったという形で、今後そういったことも視野に入れながら、組織のあり

方、特に支所のあり方とか、見直す片方では、そういったものもやっぱり１つの検討材料か

なと思いますので、そこは十分、御趣旨、賜りました。 

 １つで、集落支援員とかいう形で、三瀬と富士には一応職員を委託ですけど、置いたよう
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で形になっています。こちらはどっちかというと、業者の方がいらっしゃって、御存じのと

おりですね。三瀬のほうには、嘱託職員みたいな形で職員が張りついているという形で、ち

ょっと差があるんですけど、そういったことで地域に特化したような支援策をというのは、

今個別でやってはいます。 

 あともう１つは、定住促進という形ですけど、いろいろ集落活性化事業とかその中で、う

ちのコミュニティー係のほうでやらせてもらって、これもどちらかというと、富士と三瀬の

ほうに特化した形でやらせてもらって、いろいろ集会の活性化会議とかそういったものに支

援させてもらったりというのは、今具体的にはそういったところになります。ただ、今、山

口委員がおっしゃるように、もっと組織的にもっと大きくきちんと考えられないかというこ

とかと思いますので、そこはそこで御意見としていただいた中で、考えさせてもらいたいと

思います。 

○嘉村会長 

 わかったですか。じゃ、そういうことで。 

 次、お願いします。16ページ。 

○富士支所総務課員 

 16ページは質問でしたので、特例市のメリット、デメリットは前回回答をいただいていま

すので、反映ということではちょっと私は考えなかったんですけど。 

○嘉村会長 

 どうですか、よかですか。 

○山口（澄）委員 

 いや、これ私じゃなかですよ。 

○富士支所総務課員 

 済みません、これは平城さんやったですね。済みません。 

○嘉村会長 

 どうですか。よかですか。 

○平城委員 

 いいですよ。 

○嘉村会長 

 はい、わかりました。 
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 次、17ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 17ページは第３章について、ケースワーカーとかの人員をふやす計画がありますかとか、

60歳以上の人たちの力を生かすような施策はされていますかというようなことでしたが、こ

れについても、一応質疑で回答は出ていますが、施策への反映というようなところはいかが

でしょうか。もしするとなると、第３章の11ページ、３－５の「自立を支える福祉生活の充

実」というようなところで、３－５－１に「適正扶助の推進」というところで「ケースワー

カーや相談員の専門性の向上を図ります。」という文言はあるんですけど、質疑と回答とい

うようなところでいいのか、何かここに何か加えるようなことがあれば。 

○平城委員 

 特別加えて云々というのはいいんですけど、自分が現実問題、その問題にぶつかったとき

に、全然横の連携がとれてなくて、すごく画一的な対応といったら語弊があるかもしれませ

んけど、があったもんで、要するに、特にＤＶとかの場合は緊急性を要するし、相手が子供、

小学生がほとんどだと思うんですね。その場合が多いので、やっぱり学校に入れるにも２週

間待ってくださいという形では、ちょっと小学生に対してその２週間の間どうするんだとい

うことで、その間、家でぼーっと待っているのかと。親もこっちに来て仕事もない状態で放

っておくのかという形になるので、やっぱりその辺は何らかの対処を早急に、こちらから書

類を最終的に出すにしても、横の連絡をとり合って、仮にという形でできるような体制を、

一応そういう体制も取り組めるようにお願いしたいと、要望に近いですよね。 

 自分がそういう形で、１年前にやったときに、余りにもちょっとこれじゃどうにもならな

いなと思ったもんですからね。実例になりますので、自分が感じたことをちょっと申し上げ

て、やっていることはやっているんだけど、やっぱりどうしても部署部署があるのはわかり

ますけど、教育と学校と子供支援と、みんなにかかわってくるんで、それをひっくるめてす

るのは難しいのはわかりますけど、やっぱり各部門の方が集まって、こういうケースのとき

はこうしましょうねと、１つのモデルケースみたいなのをつくっておって、対応がすぐ迅速

にできるようにお願いしたいということです。 

○嘉村会長 

 そういうことで市のほうにお願いしたいということでございますので、答申書への反映と

いうのはないということで。 
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○平城委員 

 そうですね。その言葉としては入っていますので、言葉の中の内容をもうちょっと、言葉

は十分入っていると思うんですけど、実際の内容がそこまでいってないなというのがちょっ

とあったもんですから。 

○富士支所総務課員 

 先ほど言われたＤＶについては、この資料の19ページ、さらに詳しくＤＶについて、同じ

ような意見を前回いただきましたので、第６章の９ページをお開きください。「個性と能力

を発揮できる男女共同参画社会の実現」というところの課題のポツの３番目に、「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。」とありますので、この項に行政の各組織が連携して、迅速に対応

できるよう努めますという旨の文言を追加していただきたいというふうにしてはどうかと思

ったんですけど、これでいいですか。 

○平城委員 

 そんな形で結構です。 

○富士支所総務課員 

 わかりました。 

 じゃ、先ほどのはなくて、ここで反映させたいということでいいですね。 

○嘉村会長 

 あと、次、均等な教育機会の確保。 

○富士支所総務課員 

 次は、17ページの下の段に、均等とか公正か公平の取り扱いは、特にこの反映にはいいで

しょうか。均等ではなく、公正か公平がいいという御意見だったんですけど、これは……。 

○平城委員 

 いいです。 

○嘉村会長 

 よかですか。はい、わかりました。 

 次、18ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 18ページですね、嘉瀬川ダムの観光について、背景か課題の中に入れたいということでし
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たので、基本計画の１－１魅力ある観光の振興というところの背景と課題の背景の中に北部

に広がる山地等の自然や嘉瀬川ダム・北山ダム、温泉というふうな文言をここに入れ込んだ

らどうかと思って盛り込むこととするというふうに名称を具体的に入れていただきたいとい

うことで答申書への反映はいかがかなと思って案を出しています。 

○嘉村会長 

 私か。私はよろしいですけど。 

 次は、いいですね、19ページの下の段ですね、４核エリアとは。 

○富士支所総務課員 

 19ページの下の段も、４核エリアとかちょっとわかりにくい言葉については、注釈をつけ

てほしいということだったので、これはこれで答申書への反映はいいかなと思ったところで

す。 

○嘉村会長 

 次、最後の20ページ。 

○山口（澄）委員 

 この20ページは議事録に載せんでよかですよと、僕はあらかじめ断っておったわけですか

ら。 

○富士支所総務課員 

 もういいですね。 

○山口（澄）委員 

 はい、抹消してください。 

○嘉村会長 

 はい、わかりました。じゃ、今の抹消ということで。 

○松尾企画調整副部長 

 いや、そこまでは。これもわかりましたので。 

○嘉村会長 

 じゃ、７ページに戻っていただきたいと思います。 

○富士支所総務課員 

 ７ページはオリンピックの表現ですけど、別のところにも「夏季オリンピック・パラリン

ピック」とされているので、これはもう、そういう検討したいという回答だったので、よろ
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しいですかね。答申書へ特に書き込まないでもいいでしょうか。 

○嘉村会長 

 吉浦さん、よかですね。 

 次、お願いします。 

○富士支所総務課員 

 次の「取組」という表記についても、一応行政用語の使い方でこういうふうになっている

ということなので、答申書には反映はいいですかね。 

○嘉村会長 

 この間も説明がありましたけども、よろしいでしょうか。 

○吉浦（利）委員 

 わかりません。動詞と名詞て言んさったばってんが、動詞て、どうしていいのかわかりま

せん。 

 大体タイトル的なところは名詞扱いですけど、文言の中は動詞の文言になっておると思う

ばってんですね。 

 ばってん、もうこれはもうこれ以上は申し上げません。 

○嘉村会長 

 非常に国語、文章の問題だと思うんですけれども、ちょっとわかりませんけれども、よろ

しく。 

 次、８ページをお願いします。 

○富士支所総務課員 

 限界集落対策とか、買い物弱者対策とか、耕作放棄地対策というようなところで、限界集

落の対策は、私が思ったのには第６章の部分にまちづくりの部分かなというような気がしま

して、参加と協働によるまちづくりというようなところで、過疎化が進む本地域において、

地域コミュニティー活動推進のためには限界集落対策が必要であり、活動の母体となるコミ

ュニティー維持のための取り組みを進めるというような趣旨の記述をしていただきたいとい

うふうなことにしていますけど、いかがでしょう。この記述を加えたいというようなところ

でですね。 

○嘉村会長 

 吉浦さんどうですか。 
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○吉浦（利）委員 

 本音としては、きれいごとでは絶対乗り越えられない状況になっているわけですよ。これ

はもう富士町に限らんと思うんですけど、いわゆるすべての山村、漁村も一緒ですけど、人

口がずっと少なくなっていって、富士町のこれだけの広大な面積の中でインフラ関係とか、

人が今後良好な状態で住み続ける状態はもうちょっとできないわけですね。ですから、これ

は絶対的に山村防衛隊、いわゆる山村自衛隊、そういう考えのもとで、佐賀市独自と言わん

でも、日本全体を上げて、国を防衛する、戦争から防衛するというような、そういうことじ

ゃなくて、山村、漁村を防衛する組織をつくり上げんと絶対日本は滅びていくと思うわけで

すよ。そういう組織をぜひ見出してもらいたいと。あんまり飛び跳ねた考えですかね。 

○嘉村会長 

 ということは、どういう文言で。 

○吉浦（利）委員 

 結局ですよ、今、富士町では一斉清掃とかしよっですね。ばってん、それももう既に高齢

化して、若者がいなくて、あと何年続けられるかわからないというような状況にあるわけで

すよ。 

 それと、山林が荒廃して、農地の耕作放棄地が出てきて、絶対的に山村が持つ機能が失わ

れて、良好な空気とか、良好な水が生み出せない状況がもうあらわれてくるわけですよ。そ

れではもう遅かわけですね。ですから、国を守る、山村を守るような組織をつくって、そし

て、若者とかそういう組織の中で地域を守る仕事を生み出して、そして、所得を与えんとこ

の山村は守れないという、そういう大きな構想を打ち出してもらいたいと思うわけですよ。

あんまり突拍子もなかですかね。 

○嘉村会長 

 それはわかりますけれども、どういうふうな文言で答申をするかというのは。 

○吉浦（利）委員 

 それがわからないわけですよ。 

○嘉村会長 

 ちょっとそれをどういうふうにここに…… 

○吉浦（利）委員 

 そいけん、ここに分野ごとに具体的な意見をまとめて出してほしいとしてあるけんが、と
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にかく、ずばり言うとですよ、山村防衛隊の設置ですよ。 

○嘉村会長 

 いや、それはわかりますけれども、答申書に山村防衛隊の設置とは、ちょっとそれは無理

だと思うので。 

○平城委員 

 別個に協議機関をつくってその協議をするとかいう形で、新しい組織を立ち上げてすると

かということでしか書かれんですね。もう言われるとおりだと思います。 

○嘉村会長 

 確かにわかります。その内容はわかりますけれども、それを今ここで出ている中で、ここ

をどういうふうにするかというのは、ちょっとわからんですけど。 

○吉浦（利）委員 

 次まで考えてきますので、きょうはこの辺でお願いします。ちょっと汗の出る。 

○西企画係長 

 一つ考え方としては、今、森係長のほうが説明されているその分野のところに散りばめた

案、これはそれぞれの場所に散りばめられないかということで多分御提示されていると思う

ので、そこに何かしら文言を入れていくというやり方が一つ。 

 それと、総合計画とはまた別に、過疎計画というのがありますので、そこの中に、過疎は

ある程度面で切り取った計画でございますので、分野別に切り取っている総合計画よりは納

めやすいという部分があるかもしれませんので、そこに具体的な事業も、計画もくっつけて

いきますので、そっちのほうで入れるというすみ分けをするかですね、２通り考え方がある

のかなと今お聞きしながらちょっと思っておりました。 

○吉浦（利）委員 

 基本計画の意見のほうで上げておりますので、そこでまた議論してください。それぐらい

にして。 

○嘉村会長 

 次、お願いします。 

○富士支所総務課員 

 買い物弱者対策は、第３章の福祉の部分になるかと思います。３ページの３－２「住み慣

れた地域で安心して暮らす高齢者福祉の充実」というところで、そういう買い物弱者対策等
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を支援しますというふうに入れるのかなと思ったんですけど、いかがでしょう。ちょっとこ

こには入れていませんけど、ここで「在宅で充実・自立した生活を送ることができるよう、

高齢者の日常生活を支援します。」というふうにありますので、この辺が買い物弱者対策を

網羅しているのかな、それとも、ここに一つ買い物弱者対策というものを入れるのかなと思

ったところですが、いかがでしょうか。 

○吉浦（利）委員 

 支援しますというのは、それは当然のことですもんね。具体的にどういう支援策をここに

打ち出すかですもんね。 

○嘉村会長 

 ただ、一番当初言ったんですけれども、この答申書に具体的策を果たして盛り込むか、盛

り込まないかという非常に重要な部門で、もし盛り込んだ場合、それだけしかできないとい

うこともあるのでですねに。この支援しますというのは、その分野も含まれていると思うん

ですよね。 

○吉浦（利）委員 

 それで、基本構想ではもうこれでいいと思うわけですよ。基本計画においては、やはり具

体的にどういう支援をするかというのを上げてもらいたいわけですよ。これはお手元の資料

の３ページ、いわゆる基本計画の中の３－２の「住み慣れた地域で安心して暮らす高齢者福

祉の充実」で、意見のところに市街地、過疎地で見られる買い物弱者の問題を盛り込まれた

いというのは、具体的な支援策を盛り込まれたいということを言っているわけです。ですか

ら、構想はもうこれでいいと思いますので、計画のところでぜひ具体的な施策を上げていた

だきたいと思います。 

○富士支所総務課員 

 そしたら、例えば、高齢者福祉保健計画等にこの具体的なのを盛り込んでほしいというふ

うに、答申書はそういうふうな文言でいいですか。 

○吉浦（利）委員 

 そうです、そうです。 

○富士支所総務課員 

 わかりました。 

○嘉村会長 
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 次、お願いします。 

○富士支所総務課員 

 次は、ちょっと終わりましたので、あれなんですけど、途中言い忘れてましたが、小学校

の跡地のことについても、この総合計画に入れてほしいというふうな、前回意見がありまし

て、それについては、過疎計画のほうで盛り込んだほうがいいだろうというふうな、こちら

市の回答でした。で、皆さんが跡地のことをよくわからないというような御意見があったの

で、まさにきょう午前中、跡地検討委員会の検討結果報告ということで、報告書を市のほう

に提出しました。報告書は冊子になって厚いんですけど、これはプレゼン用に集約したわか

りやすい資料となっていますので、ごらんいただきたいと思います。真ん中のこの資料が一

応跡地検討委員会で考えられた跡地の活用案です。 

 ちょっとこれについては、どうですかね。今ここで説明しても…… 

○嘉村会長 

 これはちょっと後で、これはまだ後の問題でお願いします。まだあとだんだん時間が来て

おりますので、資料１のあと吉浦さんからの意見書追加分についてお願いしたいと思います。

１ページから。お願いします、吉浦さん。 

○吉浦（利）委員 

 済みません、私ちょっとおくれて出席した関係で、会の進め方をよく理解せんで発言をし

ておりまして、申しわけないんですが、さっきまでの会議は、構想についての分のあれやっ

たですね。いわゆる答申案の検討やったですね。 

○嘉村会長 

 そうです、そうです。 

○吉浦（利）委員 

 今度は計画案ですね。 

○嘉村会長 

 いや、違います。 

○富士支所総務課員 

 基本計画案やった、今までの分も。 

○吉浦（利）委員 

 基本計画案についての審議ですね。 
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○富士支所総務課員 

 はい。 

○吉浦（利）委員 

 どうも済みません。 

○富士支所総務課員 

 皆さんの意見が何か計画案のところに入るような具体的な…… 

○吉浦（利）委員 

 それで、ちょっと私がおくれてきた関係で、その会の進め方がよく理解でけんでおったも

んですから、申しわけなく思っております。 

 それで、ちょっと私の基本計画での意見は、質疑と、それから、意見等で上げております。

これは一つずつ行かんばいかんですか。 

○嘉村会長 

 いや、まとめてもよかですよ。 

○吉浦（利）委員 

 それじゃ、１－１「魅力ある観光の振興」、取組方針に、「特産品のブランド化、戦略的

な観光プロモーション」とうたってありますが、取組（基本事業）、概要ではこれを具現化

した文言がないわけですね。特産品のブランド化と。例えば、特産品はどういう特産品をブ

ランド化するかというようなことが、それは余りあり過ぎて上げないよということか。それ

と、戦略観光プロモーションとあるわけですけど、これも具体的にどういう観光プロモーシ

ョンと、これは、これを見ると、１－１－１から１－１－４まで上げとっとが観光プロモー

ションと言えばそれまでのことですけどですね。ばってんが、余りにもちょっと具体的な文

言はないというのが、これでよろしいわけでしょうね。 

 次に行っていいですか。１－４「総合的な農業の振興」、これは課題に耕作放棄による農

地の荒廃対策と、過疎化による農道・水路の維持困難を掲げ、取組方針及び取組（基本事

業）では、農地の荒廃対策、農道・水路の維持のための具体策を掲げていただきたいと。集

落内での共同作業を支援し、集落全体での保全活動に取り組める環境整備を行います、では

窮状を救えないと。これは先ほど申し上げましたように、共同作業をする人間、それから、

集落全体で保全活動を進める人間がいなくなっているわけですよ。ですから、これはきれい

ごとをここに書いてあるばってんが、結局、こういうきれいごとではこれからの状況は救え
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ないということを念頭に基本計画をつくってもらいたいということです。 

 次の１－５の林業の振興も一緒です。森林所有者の高齢化と担い手不足による森林の荒廃

と林道機能維持困難をうたってありますが、結局、林業後継者の施業技術向上、林内作業路

や林道等の基盤整備を行いますというふうな文言が書いてあるわけですけど、こういうこと

は今までやってきておるわけですよ。で、このままでは絶対林地の機能を保持していくのは

難しいということを念頭に、具体的な対策を掲げていただきたいということです。 

 次に行きます。２－３「地域で守る生活者の安全確保」、過疎化が進み集落が維持できな

い「限界集落」が出現しています。市土、いわゆる市の財産の保全上、また、市民が安心し

て生活を送るため、この問題を盛り込むべきではというふうにしております。これはずっと

私が言ってきていることですね。 

 それから、意見、取組方針の２－３－２交通安全施設の整備と書いてありますが、これに

スクールゾーン、シルバーゾーンの充実、路面、路側帯の表示の充実を含めた交通安全施設

の整備とされたいと。交通安全施設の中にスクールゾーン、シルバーゾーン、路面路側帯の

白線引きというのは当然含まれておると思いますが、こういうものについて、具体的に上げ

たがいいんじゃないかと思うわけです。この路面路側帯の表示が、特に市道については富士

町内、大和町中ほとんどなくなっております。これは交通安全上、大変問題ですね。子供た

ちの通学上も問題と思います。そういうことで、具体的に上げていただきたいということで

す。 

 それから、３ページの２－６「道路ネットワークの充実」では、11、12ページの問題です

が、運動方針で市民の自主的な清掃活動への支援がうたわれておりますが、取組（基本事

業）では具現化した文言がありません。また、自主的な清掃活動さえ不可能になってきた過

疎地であって、ネットワークの維持、市道の良好な維持をどのようにしていくかということ

を考えていただきたいということです。 

 それから、３－２「住み慣れた地域で安心して暮らす高齢者福祉の充実」、これは先ほど

申し上げましたので、省略します。 

 次に、４ページの５－１「安心して子育てができる環境の充実」、取組方針の中にきめ細

やかな子育て支援を受け、取組（基本事業）では産前、産後の相談事業をさらに発展させ、

市直営の産前・産後ケアセンター設置を検討されたいというふうに意見を上げております。

これは、今の子育てをしていただいているお母さん方は、なかなか核家族で大変苦労されて
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おります。昔はおじいちゃん、おばあちゃん、それから、隣近所が子育てに協力をしていた

だいておりましたが、今は全くそういう支援ができない、結局、若者が、自分たちが楽しい

ように自分たちでアパート、マンションで過ごしている関係で、その反動として子育てが全

く下手くそになっています。ですから、そういう児童虐待、それから心中とか、自殺等の事

例がありますので、市直営の産前・産後ケアセンター、これは東京都目黒区がやっています

ですかね、そういうものも佐賀市で受け入れてもらいたいということです。 

 それから、７－１「効果的・効率的な行政経営の推進」、これはちょっと希望的なことで

意見を上げております。ごみ処理事業、国民健康保険事業については全県、県統合になろう

としておりますが、こういうものについてごみ処理、国民健康保険、介護保険事業等は、市

町村の垣根を超えて全県的に取り組むのがいいんじゃないかということで、佐賀市がリーダ

ーシップをとる方向性を盛り込まれたいとしております。 

 それから、５ページ、７－２「適正かつ効率的な議会活動への支援」、佐賀市を含めた地

方自治体は成熟度を増し、議会の存在価値が薄れています。したがって、議員数削減の方向

性を盛り込まれたいと。これはいささか踏み込んでおりますが、私は佐賀市の職員さんは大

変優秀で、そして、せんだっても全国的な行政システムで、全国７位になられたというよう

な佐賀市の状況を見ますと、本当に職員の方、市長を初め、頑張っていただいておると思い

ます。 

 その反面、議会の存在感が全くないですね。給料は56万ももらっていながら、本当にちょ

っとどうされているかと思います。で、富士町の場合は、大体議員さんは係長級の報酬やっ

たわけですよ。ところが、今、佐賀市は部長級をはるかに超えておるわけですね。そういう

給料をもらっていながら、何しよっかいて。ですから、アメリカでは、もう議会は物すごく

数が少ないわけですよ。佐賀市ぐらいの市で議員さんの数は10人ぐらいですね。しかも、議

会は夜開かれよるわけですよ、この地域審議会みたいにですね。ですから、これからはやっ

ぱりこの議員さんの数を10人ぐらいに減らしてですよ、市の職員が優秀ですから、議会はた

だ後追いでいいわけですよ。そういうものを目指していただきたいということです。 

 以上です。 

○嘉村会長 

 なかなか踏み込んで意見で、ちょっと答えにくいところもあるかと思いますけれども、時

間も大分過ぎておりますので、お願いします。 
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○西企画係長 

 個別にということも思ったんですけど、全体を通してなんですけれども、大筋のところよ

り具体的に具現化した言葉でということでございました。そういった部分については、本日

もこれまで答弁の中でお話しさせていただいたようなことで、個別の関連する計画の中に個

別具体入れる部分、それと、今記載している部分でも、他の記述とのバランスをとりながら、

盛り込める部分はどこだろうということを探りながら、担当課のほうと整理しながら進める

部分と、意見をいただいた後にその整理をさせていただく形になるのかなと思っております。 

 ただ、具体的に申しますと、幾つかちょっと厳しいかなというのがありましたので、その

部分だけ。４ページの上段のほう、「きめ細やかな子育て支援を受け」ということで、直営

の産前・産後のケアセンター設置を検討されたいということでございました。これは具体的

な施設整備計画になってまいりますので、取り組みの方向性を示すということでは、その中

では具体的にどこまで表現できるかというのはあるんですけれども、整備計画のことそのも

のをずばり入れるのは、整備することの方針とかが決まらないと入れられませんので、その

分についてはちょっと厳しいのかなと正直思いました。 

 それともう１点、最後に踏み込んで御意見いただいたところでございますけれども、基本

的に議会のほうは二元代表制といいますか、地方自治の原則になってまいりますけれども、

その部分で役割が違ってまいっております。今回、この総合計画に議会活動の支援と上げて

いますのは、あくまでも議会の事務局がございまして、職員のほうがそこに配属されてやっ

ていますけれども、議会活動の支援とか議会の広報広聴活動の支援とか、そういった部分に

ついてにとどめさせていただいております。それは市長の権限で予算をつけて執行している

部分というのがございますので、そういった形で整理をさせていただいておりまして、議会、

議員の活動については総合計画に盛り込むのはちょっと難しくて、議会のほうが独自で協議

して決定されていく事項に当たるということで、議員さん、議会、それぞれの活動について

は、ちょっと今、総合計画の中には入れられていないという、あくまでも事務局の活動とい

う部分にとどめさせていただいているという部分がございます。この意味では、お聞きした

中で難しいのかなというのを現時点で思っているところです。 

○吉浦（利）委員 

 それはもう初めからわかっております。ただ、これは希望的意見ですから。もうそれは

重々わかっております。 
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○嘉村会長 

 今のはどうですか、今あった回答で。 

○吉浦（利）委員 

 いいです。 

○嘉村会長 

 あとほかに何か皆さん方からございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○藤田副会長 

 やっと私の出番が。４ページのさっき言われましたきめ細やかな子育て支援ですね。この

産前・産後のケアセンターの設置が検討される、この分について、参考なんですけど、私が

審議委員になったときに富士町における子育て支援の環境ということで提案して、今、２階

のほうに富士ふれあいるーむという子育て支援のお部屋をつくってもらったんですよね。富

士町の保健師さんと保健福祉課のほうでは、富士町内の子供さんとか少ないのもあって、結

構行き届いた保健師さんの訪問とか、産後に関しては、母子保健推進員という佐賀市の子育

て応援隊というのがあって、生後４カ月から５カ月の赤ちゃんに対しては全戸訪問というこ

とで取り組んでいます。だから、その時点でお母さんたちが何か悩みがあったり、また訪問

によって、虐待まではいきませんけど、お部屋を玄関から見た様子ですね、そういうのをチ

ェックというか、見たりして、母子保健推進員と保健師さんが訪問しています。だから、こ

ういう子供が生まれる人数が少ないというのもありますけど、生まれる前、妊産婦のときで

もちょっと不安があったり、いろんな場合は２階のふれあいるーむに来てもらうような推進

を私たちで富士町内、今は大和のほうからも、旧佐賀市内からもお母さんたちが来てくれて

います。そこでコミュニケーションをとることで何とか解決できている分があるかなという

のはちょっと思っております。 

 以上です。 

○吉浦（利）委員 

 そういうふうにして一生懸命やっていただいているということは本当に感謝申し上げたい

と思っているわけですよ。そして、佐賀市のほほえみ館の前にも、いわゆるこちらのような

施設があるわけですね。問題は、ここに来られない人がやっぱりおんさるわけですよ。来ら

れない人をどう把握して、どう支援するかというのもぴしゃっと組織化せんばちょっと難し

いんじゃないかと思うもんですから、ここに上げている。 



- 45 - 

○嘉村会長 

 時間も来ましたけれども、ほかに何かございませんでしょうか。 

○吉浦（利）委員 

 １つだけよかですか。ちょっとこれは参考までですけど、いわゆる富士小学校跡地活用検

討委員会の答申が出ておりますが、この答申をつくるのには大変お骨折りいただいたと思い

ます。皆様方、七山の「ななのゆ」に行かれたことありますか。あそこはお客さんの内容を

見たら、若い人からお年寄りまで、もう年代に関係なくいっぱい来よんさるです。それも福

岡ナンバーもあるしですね。結局、「ななのゆ」は物すごく富士町の温泉地にない先進的な

取り組みをされておるわけですよ。ですから、跡地検討委員会での内容は、「ななのゆ」等

については検討はされたでしょうか。 

○富士支所総務課員 

 「ななのゆ」等を見学して、「ななのゆ」の取り組みについての勉強はしてはおりません。

ただ、砂田さんというまちづくりのアドバイザーの方を入れて、私たちも委員さんもほとん

どこういうまちづくりってよくわからないものばっかりだったので、その方がいろんな地域

を回って、成功事例とか、自分でつくった施設の成功とかもされているので、そういう人の

意見を聞きながら、各委員の思いをこういう絵にしてくださったというようなところです。 

○吉浦（利）委員 

 古湯の温泉旅館の皆さんは大変頑張ってもらいよるですね。これはもうすばらしいと思う

わけですよ。ただ、「ななのゆ」は違った魅力があるわけですよ。さっき言ったように、年

代を超えたリピーターの方が来られておるし、それから、そこに働く人も若い人からある程

度年配の人まで結構働きよんさるですね。やっぱりああいう施設を古湯に持ってこられれば

相乗効果が出るんじゃないかという気もするわけですよ。ただ、今からはそういうものは難

しいよという時代背景があるわけですね。あるわけですが、しかし、その辺も検討してもら

いたいなと思うんです。ちょっと意見です。 

○嘉村会長 

 はい、わかりました。この富士小学校跡地の問題については、また改めて勉強会なりやら

せていただいて検討をしていただくということにさせてもらってよろしいでしょうか。 

 ほかに、きょうは非常に難しい問題たくさんございましたけれども、何か皆さん方から言

いたいということはございませんでしょうか。 
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○吉浦（武）委員 

 山間地では法人組織ですね、以前私も農協では有限会社グリーンファーム富士ってつくっ

て、農地をしたわけね。非常にきつかったですが、今後はそういうふうな法人組織をして全

体の農地、あるいは山林でも一緒でしょうけれども、いろんな形でやっていくために法人に

対する支援対策、我々がやってみてちょっと困ったわけですね。補助事業で箱物をちょっと

つくったとか、耕運機やトラクターを援助するとかいうのはあったですけれども、これだけ

の広域の中で高齢化した地の農地とかいろんなものをやっていくためには、ちょっと発想を

変えてやらんと、なかなかうまくいかんじゃなかかなという感じがしよるわけですよ。 

 ですから、仮に法人組織ができるとすれば、それに対する考え方等を佐賀市でもしっかり

考えてもらえたらいいなというふうに思うんです。我々ちょっと経験した上で、嘉村理事等

もよく知っとるですけど、そういうようなのを十四、五年ぐらいにしたんですよね。ところ

が、なかなか無理。農地を買って借地料を払うのは固定資産税だけ払ったんですよね。あと

はもう全然払わないで、それでもやっぱり合わんとです、なかなかそれだけの収益。なしか

というと、山はあっちこっちいっぱいあんもんやけんですね、行ったり来たりするとに大ご

とです。しかし、全体で法人組織でするならば、じゃ、地域地域に請けないをさせたりとか

いう方式があるかもわからんですけど、そういうふうなやり方等とかですよ、支援の方法と

か、その辺何か研究することがあればやってほしいなというふうに思います。 

○吉浦（利）委員 

 会長さん、それが山村防衛隊ですよ。 

○吉浦（武）委員 

 私は言葉はよう知らんけんが、ちょっと研究をしながら取り組んでいただけたらなと。 

○嘉村会長 

 地域の過疎化対策、それから荒廃地対策の問題になろうかと思います。そういうことで、

やはり今後の検討課題ということで、また改めてそういう検討もやっていかなければと思い

ますので、これで終わりたいと思います。はい、どうぞ。 

○富士支所総務課員 

 それでは、きょういろいろな意見が出まして、答申書に盛り込むものとか、こういう形で

盛り込んでくださいというような意見が出まして、事務局のほうできちんとした答申書の案

を今度はつくりたいと思うんですけど、その案についての御審議はもう一回開催されますか。 
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○嘉村会長 

 答申はいつまでに出さんばと。 

○富士支所総務課員 

 ４月の終わりには各支所の審議会の会長さんが集まって、市のほうに答申書を出されます

ので、できれば４月の初旬までにはここで答申書まであらかじめきちんとしたいと。 

○嘉村会長 

 どうしますか、答申書を回してもろうて見て。 

○吉浦（利）委員 

 答申書ができたとを一番確認せんばいかんやなかですか。 

○嘉村会長 

 会議で。それとも各自で。 

○吉浦（利）委員 

 会議やろうね。 

○富士支所総務課員 

 そしたら、次の日程を決めていただけたらと思うんですが。 

○山口（澄）委員 

 それは答申のとは、例えば、これは過疎対策のところでやりますとかというところまで全

部入れてくるわけ。 

○富士支所総務課員 

 これにありましたとおり、関連計画の部分に盛り込んでほしいとかというところまでは入

れようかなと思っています。 

○山口（澄）委員 

 先ほどの回答の中にも、これはどこどこで計画しておりますとかという話があったやない

ですか。 

○富士支所総務課員 

 というのはありましたけど、皆さんがやっぱりそういうのをそこでするにしても、答申書

には書いてほしいということであれば。 

○山口（澄）委員 

 いや、答申書やなくてですよ、この場ではやっぱり出してもらわんとわからんと思うです
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よ。というのは、この答申書というのは、言われているように、総論的な答申内容になって

いますから、だから、私たちが言っているのは、ある意味では各論なんですよ。目の前のこ

とで発言しているんですよね。だから、そこで多少、行政側と私どもの意見とのミスマッチ

が起きていますから、だから、例えば、今私が申し上げた──私じゃなくても、委員の誰か

が申し上げたことについては、例えば、過疎対策の事業として扱いますとか、これには盛り

込まないけれどもとか、あるいはこれはどこどこで扱いますとかという整理の仕方をしてい

ただければ一番いいのかなというふうに思いますけれども。 

○富士支所総務課員 

 もう既に。 

○西企画係長 

 一応ですね、今私たちが予定として考えていたのが、７審議会、富士ももちろん含めてで

ございますけれども、それぞれから答申をいただいた後に、総合計画の中でどう扱うかとい

うのを整理をさせていただくと。この分はここまで担当課と調整もしながら、ここまで表現

入れられそうだとか、ここはちょっとかくかくしかじかの理由で、御意見いただいたけど入

れられないとか、次の手順としまして、そういう整理を一通りやらせてもらうことになりま

す。そして、その結果というのをですよ、まだ答申をいただいた立場ですので、また各委員

さんのほうにはその結果を整理したものを郵送になるか、ちょっと形はわかりませんけれど

も、何らかの形でお返ししていかないなというふうには思っておりました。ですから、答申

をいただいて、即答というのがやっぱり難しゅうございますので、検討させていただいた上

で、その結果をお返しさせていただくというふうには思っておりました。 

○山口（澄）委員 

 結果は返していただければいいと思います。 

○西企画係長 

 はい。 

○松尾企画調整副部長 

 前回の会議のときに、４年前の意見をもらった結果についてこう整理しましたというのを

お出ししていたと思いますけど、ああいう形で答申もらった後にもう一回整理してからお返

しをさせてもらうということで思っています。ただそれが、これは計画に反映しました、こ

れは個別の計画で考えます、これはちょっと難しいとか、そういったことのお返事になると
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思います。 

○西企画係長 

 それは御報告をさせてください。 

○富士支所総務課員 

 ですから、一応皆さんの意見は答申書には個別意見ということでつけて出そうかと思って

いるところです。それに対して、対応がどうだったのかは、また返ってくると思いますので。 

○山口（澄）委員 

 はい、お願いします。日にち。いつですか。 

○嘉村会長 

 そっちの都合でいいですよ 

○富士支所総務課員 

 ３月だったら28日か、あとは４月になるかですね。 

    〔日程調整〕 

○富士支所総務課員 

 それでは、次回は４月10日の木曜日、19時からこの場所で開催しますので、皆さんよろし

くお願いいたします。 

 きょうは本当に長い間お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後９時16分 閉会 

 

 


