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平成 26 年 第５回三瀬地域審議会 議事録 

 

【日  時】  平成 26 年８月４日（月） 午後７時 30 分から午後９時 27 分 

【場  所】  佐賀市立三瀬公民館 大会議室 

【出席委員】  （会長）藤野兼治 

        （副会長）篠原清彦 

     （委員）庄島幸雄、藤瀬吉德、豆田守正、小野寺 睦、藤原みち子、 

杠 孝子、服巻ツユ子、徳川正臣、中村克久、德川貞幸、 

納富隆司、嘉村勝彦、小副川幸成 …15 名 

【欠席委員】  なし 

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

行政管理課（副課長兼行政改革推進係長）村上 正、（主査）藤本哲也、 

（ＩＴ推進係主査）石橋幸二 

市民生活部 協働推進課（副課長兼地域コミュニティ室長）武富将志 

        三瀬支所（支所長）森田忠次 

保健福祉課（副支所長兼課長）百武義之 

産業振興課（課長）大野宏昭、市民サービス課（課長）栗原 要 

教育委員会事務局三瀬出張所教育課（課長）山田真紀 

総務課 地域振興係（係長）豆田幸村、（主査）田中泰司 

【議  題】  １．地域審議会の進め方（案）について 

２．支所再編に係るこれまでの検討経過について 

        ３．支所再編に係る市民アンケート調査報告について 

        ４．支所で取り扱っている業務について 

【傍聴者数】  ２名 

【会議の内容】 以下のとおり。 

 

～～ 午後７時 30 分 開会 ～～ 

 

１ 開会 

○森田三瀬支所長 

 こんばんは。本日は大変足元の悪い中にお集まりいただきありがとうございます。早速

会議の方を始めてまいりたいと思います。 

 会議を始めます前に、最初に委員の交代について御報告をいたします。 
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 前回まで三瀬村ＰＴＡの代表としてお努めいただいておりました行武雅美さんの後任と

しまして、杠孝子さんに委員をお願いすることになりました。先に辞令交付をいたしまし

たので御報告いたします。どうぞよろしくお願いします。 

 それではただ今から、平成26年第５回三瀬地域審議会を開催いたします。進行の方は私

の方で全体進行を務めさせていただきます。 

 先ず会議に先立ちまして、企画調整部長の松尾の方から御挨拶を申し上げます。 

 

○松尾企画調整部長 

 皆さんこんばんは。企画調整部長の松尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。 

 日頃から地域審議会におきましては、総合計画の審議を始めとして、いろいろな課題に

ついて御審議をいただきありがとうございます。改めてお礼申し上げます。 

 さて、今回支所の再編という大きな課題について、７月31日に地域審議会の藤野会長の

方に諮問をさせていただきました。支所の再編につきましては、後ほどの説明にもありま

すけど、一つには合併時の協定項目として概ね10年後を目途に再度協議をするということ

になっておりました。また、合併算定替えと申しますけども、国の方から有利な交付税措

置というのがですね、合併した自治体に設けられていたんですけど、これが10年を過ぎて

段階的に縮小されるということになっております。概ねですね45億円ぐらい年間削減され

ると。国の方では見直しを今検討されておりまして、少し縮小はされるようですけど、非

常に大きな交付税が削減される見込みであります。こういうことをもちまして、今回こう

いったことで支所の再編の検討ということで進めているところでございます。またこのこ

とはですね市議会の方でも非常に大きな課題として御議論されておりまして、特別委員会

の方が設けられまして議論をされております。その中で議論したことが、先に新聞、報道

とか記事に載ってしまいまして地域の皆さんには大変御不安をおかけしましたことをこの

場を借りてお詫び申し上げたいと思っております。今回の支所のアンケートにあたりまし

ては、支所の統廃合ということも当然課題としてはあったのかなと思いますけど、今回に

つきましては、災害時の体制、こういったことも十分に考えるということで、統廃合は行

わないと、あくまでも７つの支所は存続するということを前提に検討するということにさ

せていただいております。今回、市の方で案を作っておりますけど、基本的にはですね、

できるだけの業務を本庁への集約、こちらの方を検討したいと。片方で住民票の交付など

身近な行政サービス、こういったものは支所の方に残していくというふうなことで検討を

行ったものでございます。とは言ってもですね、支所の方で取り扱う業務が減るという方

向での検討ということは間違いありません。内容について審議会の方で御説明をさせてい
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ただきますけども、いろいろと御意見いただきながら今後取りまとめていきたいと思って

おります。大変難しい課題になると考えておりますけど、うちとしても精一杯検討してい

きたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○森田三瀬支所長 

 それでは、次第に沿いまして進めさせていただきます。 

 次第の２番目、会長の挨拶ということで藤野会長の方から御挨拶お願いします。 

 

２ 会長あいさつ 

○藤野会長 

 こんばんは。今雨があがったわけですが、足元の悪い中にお集まりいただきましてあり

がとうございました。今日皆さん全員御出席いただきました。今回は、（７月）31日に諮

問を受けた、支所再編の方向性を決めるということであります。この三瀬村にとって一番

この再編にとって何が必要であるか、本当に縮小をしていいのかということなんかを含め

ながら皆さんに御議論をいただくわけであります。後もって進め方等については事務方が

説明いたしますけど、基本的には３回の議論を積み重ねて、必要に応じてはまた皆さんに

御足労をかけるかと思いますけど、基本的には３回をもって答申に向けた作業を進めてい

きたいなと考えているところであります。今日はそういう意味で、三瀬村の支所のあり方

がどうあるべきかということでアンケートを取っていただいておりますので、その報告を

踏まえながら皆さんがお手元にある資料を基にして御議論を積み重ねていただけるように、

三瀬村の姿を描ければ一番良いなという思いがしておりますので、どうぞよろしく御審議

のほどお願い申し上げまして挨拶に代えます。 

 

３ 議事 

○森田三瀬支所長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事の方に入っていきたいと思います。 

 各委員の皆様には、先に御案内しておりました７月31日に佐賀市７つの地域審議会の会

長さん、副会長さんお集まりいただきまして、佐賀市長の方から「支所再編（案）」につ

いて諮問が行われました。本日は、先日配布いたしました資料全般について担当課の方か

ら諮問内容や今後のスケジュール的なことを説明させていただきたいと思います。その上

で委員の皆様から質疑や御意見をいただきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願
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いいたします。これから先の進行につきましては、藤野会長によろしくお願いしたいと思

います。 

 

（１）地域審議会の進め方（案）について 

○藤野会長 

 それじゃ進めていきたいと思います。 

 １番目に地域審議会の進め方、先ほど触れましたけど、その（案）が審議会の資料１と

してお手元にございますので説明を受けたいと思います。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 皆さんこんばんは。行政管理課長の眞﨑です。よろしくお願いいたします。 

 早速ですけど、資料１です。地域審議会の進め方（案）ということでお配りしていると

思いますので、まずこちらの方を御覧いただきたいと思います。先ほど会長の方からござ

いましたけど、基本的に３回ということで考えておりますけど、それぞれの回毎にどうい

った内容で会議を進めさせていただくかということをまずもって御説明させていただきた

いと思います。 

 まず今回第１回目であります。全体の概要を、どういう方向性で支所の再編を考えてい

るのかと。あるいは、アンケートの結果ですとか、これからいろいろ御説明をいたします

資料の概要、それから今後の進め方というふうなことでまずもって今日は御説明をさせて

いただきたいと思います。 

①が先ほど言いました支所の再編の方向性、それから再編に係る市民アンケート調査結

果。これは５月から６月にかけまして実施をしておりますので、その結果について今日御

説明をさせていただきます。それから３点目ですけど、支所で取り扱う業務の案ですね。

 現在取り扱っている業務を整理して、引き続き支所にどういった考え方で、どういう業

務を維持する必要があるのかということで整理をしたのか、考え方を御説明したいと思い

ます。支所で取り扱います業務につきましては、お手元にお配りをしておりますけど、資

料４と資料５ということで、ホッチキス留めで２種類お配りをしております。この資料４

が、先ほど申しました支所で取り扱う業務の概要版。それから資料５の方が、内容を詳し

く書いております詳細版ということで作っております。基本的には、概要版を使って第２

回目以降は具体的に内容について御説明を差し上げたいと。必要に応じて詳細版を使いな

がら質問等にお答えをしていきたいということで２種類作っております。あともって見方

等については御説明をしたいと思っております。 

 資料１に戻っていただきまして、資料の作りにつきまして③のところで改めて御説明を
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して、見方について御理解をいただきたいと考えております。 

 今大きく３点申し上げました内容が今回第１回目ということで、全体の概要をまず掴ん

でいただければというふうに思っております。第２回目以降の段取りを御説明いたします

が、第２回目以降がいよいよ具体的な業務の内容について御説明をしていくことになりま

す。 

 まず第２回目の会議内容の①を御覧いただきますと、支所で取り扱っている業務につい

てということで全体で10の区分で、それぞれ届出ですとか国民健康保険とか障がい福祉関

係等々整理をしております。まず第２回目については、全体の10の中から１番から６番ま

で、まず１番が届出・証明、市税、２番目が国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年

金、障がい福祉など高齢者福祉、介護福祉、その他福祉関連、それから子どもに関するこ

と、保健に関すること。こういった大きく６つの項目について先ほど御説明しました概要

版と詳細版を使いまして詳しく御説明をしていきたいと思っております。それで今回は、

企画調整部の担当課であります行政管理課の職員が来ておりますけど、第２回目以降はそ

れぞれの分野分野の担当課の方から課長若しくは係長を同席させて詳しく御説明すると同

時に御質問にも丁寧にお答えしていきたいというふうに考えております。第２回目は、９

月の議会後のそういった時期を予定しておりますので、10月中には第２回目を終えたいな

というふうに考えております。まだ日程調整はこれから会長の方と御相談したいと思って

おります。 

それから次の第３回目になります。第３回目は、残りの７番から10番までの４つの業務

区分の内容について御説明をしたいと思います。環境ですとかごみ対策、上下水道、農林

水産業、公民館、スポーツ、地域振興、それとその他の項目ということで考えております。

それと２点目ですけど、南北事務所ということで書いておりますが、これは内容について

は、これは後ほど補足させていただきますけど、今建設事務所ということで富士支所に北

部の建設事務所を設置しているところですけど、ここの中に建設事務所に加えて、例えば

農政関係ですとかそういったものについて設置する必要があるのかどうか等々について現

在関係部署と内部で調整、検討しているところですので、その調整結果を踏まえたところ

で、南北事務所の考え方について御説明をしたいと考えております。それから③ですけど、

なんと言ってもやはり支所には安全安心の対応ということで、冒頭部長も申しましたけど、

災害時の対応、これをきっちりとやる必要があるというふうなことで考えておりますので、

この災害の対応、考え方につきまして併せて第３回目に御説明したいと考えているところ

です。出席予定部署につきましては、第２回目、第３回目、１番右側のところに挙げてい

るところです。なお第３回目は、11月中には終えたいというふうに考えております。これ

も日程調整を改めてさせていただきたいと思っております。それから基本的には３回とい
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うことで冒頭会長の方からも話がありましたけれども、３回で終わりということで考えて

いることではございませんので、必要に応じて４回目も会議の開催はすることになった場

合は、当然ながら私どもきちっと対応をさせていただきたいというふうに考えております。

それから、自治会につきましてもできるだけ地域の方々には時間をかけて丁寧に説明する

必要があるというふうに考えている観点から、自治会についても会長と御相談しながら説

明の時期等については御相談をさせていただいて適宜説明をしていきたいというふうに考

えております。説明は以上です。 

 

○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 今、資料１の今回の地域審議会の進め方（案）について事務局から説明がありました。

このことについて御意見ございますでしょうか。進め方について御意見ありますか。 

 ございませんか。 

 無いようですが、南北事務所について現在調整中ということで、調整がいつまでどうな

るか分かりませんけれども、今調整していることは副部長から話があったように、建設事

務所に加えて、農政事務所をどうするかということだけですかね。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 そうですね、資料２の方で若干補足させていただきたいと思っております。 

 

○藤野会長 

 そうですね。分かりました。 

 いいですか、これは皆さん御承認いただいたということで。 

 

 （委員から「はい」の声あり。） 

 

○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 

（２）支所再編に係るこれまでの検討経緯について 

○藤野会長 

それでは次に進みたいと思います。 

 支所再編に係るこれまでの検討結果、順次一つ一つ説明をいただきたいと思います。 
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 まず、支所再編の方向性についてということでの説明を求めたいと思います。 

 一括が良いですか。一括で４までいきますか。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 資料毎にお願いしたいと思います。 

 

○藤野会長 

 資料毎にね。地域審議会資料２についてお願いします。 

 

○村上行政管理課副課長 

 資料２の支所再編の方向性について御覧いただきたいと思います。 

 まず捲っていただきまして、今何で支所再編の検討をするようになったのかということ

等々につきまして、経緯、背景から概略を御説明させていただきたいと思っております。 

 まず１点目の市町村合併の経緯ですけど、三瀬地区につきましては、平成17年10月１日

第１回目の合併で新佐賀市ということで合併があったと。19年に２回目の合併があったと。

それで、合併前のそれぞれの市町村が合併を選択した主な要因ということで大きく４点ほ

ど挙げております。これはそれぞれの団体の財政状況が厳しいということで、いろいろ国

の方でも合併推進の特例法等々を公布いたしまして、平成の大合併ということで進めたと

いう背景がございます。合併というのは一つの大きな意味で行政改革になるというふうな

ことで、財政状況の改善というのが一定のねらいとしてあったと思います。 

 日常生活圏域の拡大ということで、ここに書いているとおりでございますけど、それぞ

れの市町村の圏域を超えて、実際交通網も飛躍的に進歩しておりますので、それに伴う生

活圏域の拡大ということも当然ながら現状としてあったというふうなことから、ある程度

その地域を拡大した方がより行き届くのではないかという考え方があった。３点目が、地

方分権の推進ですね。これは分権推進ということでかねてより大きな時代の流れがござい

ました。できるだけ権限は、住民の身近なそういった団体に委譲すべきであるというふう

なことで、ここに自分で決めて自分の責任と原理原則のもとでそれぞれの市町村の役割と

いうものが、その代わりより一層重要になってくると。そういったことからもある程度の

団体の規模、まとまって力を合わせて、一体感を高めて行政運営を行う必要があるという

のが地方分権の推進ということで挙げております。 

 それから少子・高齢化の進展ということで、いわゆるこれは、生産年齢人口がどんどん

どんどん減少していくというふうなことで、冒頭の厳しい財政状況とも関連してきますけ

ど、やはり住民一人当たりの財政指数額がどんどん高くなっていくと。これはある程度の
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人口規模を持たなければサービス提供を維持すること自体も困難になってくると。こうい

ったことからそれぞれ合併を選択したという経緯があったということで、これはあえて言

うまでもないことではございませんけど、整理の意味で挙げております。 

 ２点目の再編を検討する背景ということで、御存じのように合併協定の内容に、役場の

統廃合については段階的に縮小していく。しかし、社会情勢、社会動向等を考慮して、概

ね10年後、１回目の合併から10年後、２回目の合併から８年後。単純に合併から10年後と

言いますと、平成27年、来年ということになってきますけど、だいたいその１、２年前ぐ

らいから検討する必要があったというふうに考えておりまして、去年から内部で検討会議

を立ち上げて進めてきたという状況であります。 

 財政見通しにつきましては、冒頭部長も申しましたけど、普通交付税というのが、合併

をすることによって優遇措置が与えられておりました。これがですね、来年、平成27年か

ら段階的に削減をされます。27年が１割減、28年が７割減、あとずうっと５割、３割、１

割と段々と削減をされていきます。影響額ということで書いておりますけど、全体でです

ね、最終的に今よりも交付税の額が45億円ぐらい削減されるということになっております。

ただこうなるとですね一方的に自治体の財政はますます困窮することになりますので、一

番下のところに小さい字で見にくいですけど、今現在国においてですね、新たな財政支援

措置が検討されているところであります。ただ内容についてははっきり示されておりませ

んが、45億円というのがですね、影響額が少し薄まるような方向で検討をされているとい

うところであります。 

 次捲っていただきまして、支所の現状ということで挙げております。これは御案内のと

おりですけど、１点目が現在の支所の組織体制ということで、６課ございます。ただ三瀬

支所につきましては、総務、産業振興課、それから環境課はですね市民サービス課の中に

環境係を設置しております。保健福祉課、それと診療所ですね、それから教育課、この以

上６課ということになります。 

 ２点目。職員の配置数ですけども、今年度４月１日現在、支所全体が283名、三瀬が32

名ということで、各支所バラつきがありますが、30名から多い所で50名程度ということに

なっております。一方本庁ですけど、企業と病院を除きまして1,281名の体制になっており

ます。 

 それから３点目の人件費、それから庁舎の維持管理費ということで、これは直近の24年

度の決算額をお示ししております。人件費が支所で22億5,000万、本庁で94億くらいですね、

合計で117億くらいですけど、割合から言いますと支所２に対して本庁８というような割合

になっているところでございます。維持管理費につきましては、支所が１億1,000万ほど、

本庁が１億7,000万ほどでトータルが２億8,000万ということで、これはだいたい４割が支
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所、６割が本庁というふうなことで、ここはあくまでも組織体制、人員、人件費、あと維

持管理費ということで現状を参考に載せているところでございます。 

次が再編案の考え方ということで、①ということで挙げております。まず基本的な方針

ですけど、現在７支所存続するとしております。理由といたしましては、支所は地域の方々

の拠り所であるということがまず１点。それから繰り返しになりますけど、防災対応を迅

速にする必要がある。災害対応の迅速性が支所は存続すべきであるということで現時点の

方針として１点目がある。しかしながら先ほど来、財政状況等々御説明したところですけ

ど、やはり一定のサービスを維持していくためには全体的な行政改革を推進していく必要

があるという考えから、一部の業務は本庁へ集約して、それに併せて組織体制、人員も含

めてですけど、縮小を図らざるを得ないということで、大きく２点基本方針として挙げて

いるところであります。これを踏まえまして、引き続き支所でどういう業務を扱うのかと

いうのをこれまで内部で検討をしてきたところです。大きく考え方として整理をしている

のが、まず住民生活に身近な窓口業務ですね。届出、手続き、証明書、住民票等の交付で

すとか緊急を要する相談対応、そういったものについてはやはり支所で行う必要がある。

それと地域の特性に関するいわゆる団体の支援ですとか、あるいはイベント等々ございま

す。そういった地域の特性に関する業務、そういったものについては引き続き支所で取り

扱うということで大きく４つを想定をしているところであります。繰り返しですけど、１

点目は窓口サービス業務ということで、そこに挙げているような業務を考えております。

それから地域振興は、先ほど申しましたような地域特性を生かした業務。それから何と言

っても防災関係。情報収集、本庁への連絡、緊急対応、そういった迅速性が求められてい

るところであります。その他ということで、内部の維持管理ということで、大きく４点を

今整理をしているところでございます。 

 次捲っていただきますと、支所再編案の考え方の②ということで、こういう業務を残す

わけですけど、当然一部はですね専門的な業務に該当するものについては、本庁の方に集

約をするということで２回目以降詳しく説明することになるわけですけど、一部を本庁に

集約した場合に当然支所でのサービスの低下というのは避けられなくなってきます。でき

るだけ我々はサービスの低下を抑制する考えから大きく３点の方針を持っております。 

 まず１点目がですね、届出、受付が集中するような業務。例えば税の申告ですとか、児

童手当等の手当関連が集中するような、特定の時期に集中するようなこういった業務につ

いては、支所に臨時の窓口を設けて、本庁から職員が出向いて対応をしたいと。それから

２点目は、テレビ電話ということで、いろんな情報通信の情報網を活用しまして、本庁の

職員と離れた所でも連携を積極的に図ってできるだけ窓口の窓口対応をしたい。それから

３点目は書類の取次ぎですね。全てというわけにはまいりませんが、支所の窓口にお見え
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になった方に対して本庁に行ってくださいというような対応は当然考えられませんので、

内容によりますけど、できるだけ取次ぎを行って、改めて本庁の方から本人さんの方にお

尋ね確認等々することによってできるだけ御負担を抑制をしたい、減らしたいというふう

に考えております。 

 次は組織体制ということで、何点か挙げております。こういったことで、支所で取り扱

う業務に応じた職員配置を残していくことになりますけど、まずは、どういう業務を支所

で取り扱うべきかということを地域審議会の御意見をいただいた上で、最終的に全体とし

てどうするかということで業務をまとめていきたいと考えております。その上で必要な職

員は、何名ぐらいになるのか。その時に注意をしておく必要があるのが、先ほど来申して

おります災害時の体制ですね。初動体制と入れておりますけど、この体制をどうするか。

初動体制の部分につきましては、当然ながら職員を配置していく必要があるというふうな

考え方を持っております。そういったことで、配置の検討を行いながら組織職員の全体と

しては縮小を図っていくことになります。現在の６課ある体制は見直しまして、やはり柔

軟にですね繁忙時期に職員を重点的に忙しい所に充てるというふうな考え方をもった体制

にする必要があるということで検討をしているところであります。 

 それから３点目。これは先ほど御説明いたしましたが、南北事務所の考え方になります

けど、頻繁に現場での対応が必要となる業務については、先ほど御説明しました建設事務

所関係が現場の確認、状況確認、そういったことが必要になるわけですけど、そこに技術

職を集約して南北事務所を設置しております。他に効果的な業務の例ということで、先ほ

ど農政関係の業務を挙げさせていただいたとおりです。まだ設置するしないについては、

先ほど申しましたように農政の分野については検討をしているところですので、その考え

方が整理できたところで、３回目で御説明をしたいというふうに考えているところです。

組織再編の全体のイメージといたしましては、先ずもって支所は住民生活に身近な窓口業

務、あるいは地域の特性に関する業務を行うこと。それから事務所については、迅速な現

場対応が必要となるようなもの。そのためには専門職を集約することが効果的な業務につ

いては南北に設置をしていくという考え方でございます。これ以外の分が本庁に集約をし

ていくというふうなことで全体のイメージをもっているところであります。以上でござい

ます。 

 

○藤野会長 

 はい、その前にあれやろ。支所再編の考え方で現在の６課体制というか、うちは５課体

制だよな。 
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○眞﨑企画調整副部長 

 診療所まで入れると６になります。 

 診療所を集約するということではないのですが。 

 

○藤野会長 

 温泉病院が入らんで、うちだけが診療所が入る。温泉病院が入らんで。 

 

○松尾企画調整部長 

 温泉病院は直轄ということで、部とは別な位置づけです。 

 

○藤野会長 

 分かった。 

 今説明を受けたところでの御質問等ありませんか。 

 詳細については、次回以降の議論に移ると思いますが、今説明を受けたところで後もっ

て重複しても構いませんが、御意見を伺いたいというふうに思います。 

 ございませんか。 

 

○德川貞幸委員 

 再編の方向性については提示をされていることではないことですが、何かおかしいんじ

ゃないかなというふうに思いましたのは、いわゆる地域内の交通手段なり、そういったも

のについての、コストが高くつくんで何とかそれを抑えたいと。応分の負担をお願いした

いと。そういうふうなことを基調にしながら、どんな方法があるか検討してほしいと。い

うふうなことを各町村毎にですね対応を迫られて、その中で大和地域はこうだ、富士町の

地域はこうだと三瀬はこうだというふうな話が別の角度で話が進められている。考えるの

は、いわゆる高齢化した交通弱者に対しての配慮、そういったものを考える時に、これは

トータルで地域と話すのも良いけれど、トータルでどうするのかということを考えないと、

何かの計画だけは統一した形で、こんなのは皆さんよろしくというような。要するに私は

知らんよというような、何かそこに一本筋の通ったものは無いような気がしてならないわ

けですね。その辺のことについて市としてはこの支所の再編問題との絡みの中で、どうい

うふうな位置づけで今のような対応の仕方を進めてこられたのか。その辺のところをお伺

いしたい。というのは、同時スタートじゃないわけですね。大和も終わったよ、富士町も

終わったよ、三瀬はどぎゃんすんねという話で三瀬にはきたわけですね。だからその辺の

あり方というのがどうも私には納得がいかないんですよね。 
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○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 今のいわゆる交通、巡回バス等の検討を今三瀬でしているわけですね。そのことに関連

した支所再編との絡みの中で、整合性に欠けているところがあるんじゃないかとの御意見

じゃないかと思うんですが。このことについて。 

 

○松尾企画調整部長 

 交通のあり方につきましては、德川委員からお話のように別の形で御相談申し上げて、

地域審議会とか活性化会議とかいろんな方に話して、各団体とか、地区から出てもらって

別の形で審議した方が良いということで、そういった場を設けさせてもらって、前回１回

目開催して、今度２回目を開催する流れになっております。この交通のあり方ですけど、

元々支所のあり方も当然そうですけど、高齢者対策とかそういったものをどうするか。特

に北部地域。南部地域は市営バスが走ってるところがありますけど、北部の方は本数も極

端に少ないとかいろいろありまして、佐賀市の方で公共交通ビジョンを作りまして検討を

していくということにしておりますけど、まず北部の方から検討をしていきたいというこ

とでしております。その中で、順番がどちらが先かと言われるとあれなんですけど、松梅

の方がちょうどバスが走ってたんですね。非常に乗車率が悪く廃止せざるを得ない状況で

ございまして、それがなくなると何もなくなるという状況もありまして、まず松梅の方か

ら検討をさせてもらったという経緯があるわけでございます。 

今回７月からですかね、こちら三瀬の方でもコミュニティバスが走っておりますけど、

そういったことの見直し。御負担のことも話し出ましたけど、それだけじゃなくてですね、

やっぱり便利になるような将来的なことも踏まえてこれは考えていかないといけないとい

うふうに思っております。検討する場所は結果として違う場所になっておりますけど、根

っこの部分はおっしゃるように非常に同じところにあります。やっぱり、これから高齢化

が進む中で、こういった足のあり方はどうしていくか。片方では支所をどうしていくかと

ありますけど、支所の規模を少し縮小させてもらう中で、片方では交通は交通できちんと

検討をしていかないといけないということでさせてもらってますので、多少はセクション

に分かれて担当が違ってというのはあるかもしれません。ただ、根っこでは同じところで

やらせてもらってますので、企画調整部の中でさせてもらってますので、そういった意味

では同じスタンスに立ってさせてもらっているつもりでございます。結果としていろいろ

交通のことを御相談させていただいた時には別の検討会議をもった方が良いというふうな

ことで検討をさせてもらっているというところで御理解いただければと思っています。 
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○藤野会長 

 いかがですか、今の説明で。 

 

○德川貞幸委員 

 説明は前に聞いたとおり繰り返しみたいに説明されたので特別に申し上げることはない

ですけど、そういうふうに同時スタートじゃなくて、進めざるを得なくなったというのは

松梅地区の云々とか問題もあったんでしょうけど、その辺がですね企画調整部の中で進め

ているという中で、何でそんなことをしないといかんのかというのがですよ、少し分から

ないということを申し上げているんで、このことについては別のところでこういうふうに

話が決まりましたんで、これをたたき台にしながら進めていきたい。こっちはこっちの会

議で出てきたんでこういうふうなことで進めていきたいというふうにばらばらにやったん

じゃですね何のための総合計画なのかですね分からんようなことになるんですね。だから

その辺のあり方についてもう少し工夫をしてほしかったなということを申し上げたわけで

す。他に特別回答の御用意も無いようですから、この上に更に回答をくださいというのも

無理のようですからこれで結構です。 

 

○藤野会長 

 今進められているコミュニティバスの運行等については、逆に支所のあり方のことも委

員さんが重複されている方もおいでになられるようですので、十分その辺のことを御理解

いただきながら取りまとめをしていただくようにお願いをしておきたいと思います。 

 他にございませんか。 

 はいどうぞ。 

 

○豆田委員 

 資料のお願いをしたいんですけど、支所の現状の中で、統廃合の話も含めて集約したい

ということで、人経費総決算額での費用等を挙げてありますけど、今後総職員数等がどう

なっていくのか、もし計画等があれば資料を出していただければなと思います。と申しま

すのは、業務の効率化を含めて、その必要性の中でも人員が減少していくんだという説得

論みたいなところがあればですね分かりやすいし、その現状が変わらないということであ

ればその資料も含めたところでいろんな考え方が出てくるんじゃないかと思いますのでよ

ろしくお願いします。以上です。 
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○眞﨑企画調整副部長 

 全体のですね職員数につきましては、今、定員適正化計画というのを市全体で、支所だ

けでなく本庁も合わせたところで数年計画で進めているところです。今回の支所の再編に

当たりましては、まずは支所に残すべき業務をきっちりと御意見をいただいた上で改めて

整理をさせていただいて、再編案ということでまとめたいと思っております。その上で必

要な人員ということで初めて必要な人員の話が検討できるところですので、それが大体来

年度ぐらい、来年度の初めぐらいを予定をしております。何人体制と仮にしてですね、本

庁に当然集約する業務もありますので、その分について必要な人員が何人かというのを一

方では出すことになります。そこで支所だけの人員を当然削減ということだけでなくて、

佐賀市全体として、先ほど申し上げました定員適正化計画というものを作りまして、何年

間で全体の職員は何人削減していきますということで考えておりますので、支所で維持す

べき業務に必要な体制、人員。それから本庁に集約する上で必要な人員、体制というもの

が来年度の初めぐらいにならないと結論が、支所に必要な業務を決めるのにもうしばらく

時間がかかりますので、それが結論が出た後で人員体制ということでまとめていくことに

なりますので、もうしばらく時間が必要ということになります。当然計画が策定された時

点では、これは当然議会にも御説明しますし、内容については開示をしていくことになり

ますので、まずは支所に必要な業務は何なのかということで防災面も含めたところでいろ

いろ御意見を７地域審議会お聞きした上で再編案ということでまとめていきたいと考えて

おります。 

 

○藤野会長 

 はい。良いですか。 

 他に。 

 

○庄島委員 

 市民サービス業務についてなんですが、住民票の写しとか戸籍抄本とか証明書の発行と

かありますけど、大和にありますよね自動、なんて言うんですかＡＴＭみたいな。ああい

うのをね支所に設置すると人員、かなり削減が出来るんですよ。いらないんですから。機

械ですから。機械でやりますから。だからああいうのは全然謳ってないんですから、自動、

何て言うんですかＡＴＭみたいなのを設置することも今回挙げていただかないと人間減ら

すだけで出来るもんじゃないと思うんです。やるところはやると。 

それと同時に合併当時に10年間したら交通手段の見直しをやるということで合併当時言

ってますんで、今度の支所の再編の時もさっき德川さんが言ったように、支所再編の案に
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最初から少子高齢化、三瀬なんか特に高齢化率30％以上ですから、特にネットワーク、コ

ミュニティバスのネットワーク。私もずうっと自治会長している時から部長にも言ってき

たんですが、やっと何か立ち上がったようなんですけど、そういうのは支所再編の中に初

めから入れとかんと、あっちはあっちでやるよということじゃまずいと思うんですよ。 

それともう１つ、今聞いていますと南部、北部事務所に建設以外に何か入れようかと検

討しているとおっしゃったですけど、それは何を根拠として本庁は考えていらっしゃいま

すか。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 はい、３点ございましたので順を追って御説明したいと思います。 

 まず１点目、交付機を設置することによってサービスの維持ができるのではないかとい

う御指摘、御質問でした。大和支所にあるのは自動交付機という機械を置いております。

あの交付機で取れるのは、住民票、印鑑証明、税の証明、この３種類です。おっしゃると

おりあの機械をずうっと設置することによってそれぞれ取るということは当然可能です。

しかしながら、今回窓口サービス業務ということで考えている業務の中には住民票の発行、

印鑑証明、税の証明、全て含んでおりますので、交付機がなくても窓口で職員が発行する

というふうなやり方を考えております。やはり何と言っても証明書などにつきましては、

生活に密着しているということで、この後また御説明いたしますが、アンケート結果を見

ても第１位ですかね。支所に残すべき業務。そういったことも住民の方の意向ということ

でも出ておりますし、我々もそう思っておりましたので、それは交付機を置かなくても業

務として支所に維持をしていきたいと、する必要があるという風に考えております。 

 

○庄島委員 

 じゃどうして大和には交付機を置いていますか。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 大和についてはですね、あそこが取扱い件数も７支所の中では多うございましたので、

その辺のまず利用状況をみてみたいということもございまして、大和支所に置いたところ

でございます。 

 

○庄島委員 

 私も昨日ですね大和支所で印鑑証明を取ったんですよ。簡単に取れますもんね。そうい

う出来るもんは理屈じゃなくてやっていく方法を考えないといけないと思うんですよ。 



 16

 

○眞﨑企画調整副部長 

 御指摘が御もっともだと思います。あとは費用対効果でですね、どこまで置けるのかと

いう部分についてもですね、併せて検討していく必要はあると思っております。 

 それとあとはですね、住基カードというのが必要になりますので、このカードの普及率

が佐賀市は全国平均より若干高いんです。でもですね、まだまだ10％には届いて。 

 

○庄島委員 

 その低いとか高いとか、自分たちのサービスはそこに置いといてそいうことを言わずし

て、上げる努力をしてないじゃないですか日ごろ。住基カードにしても。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 あと、もう１点よろしいですか。 

 あくまでも交付の割合がですねそういう状況にあると現状を申し上げたところですので、

今また国の方でマイナンバー制度という新しい制度も進められておりますので、将来的に

はその辺の新番号制度に対応するような形でですね、できるだけ役所だけではなく、今は

コンビニにでも取れるような方向性が少しずつ見えてきているところでありますので、今

いただいた意見というのは将来的な検討課題ということにさせていただきたいと思ってお

ります。 

 それから２点目の交通の手段を一緒にこの再編の中で考えるべきではないかと。こちら

についても御もっともな御指摘だと思います。ただ考え方につきましては、先ほど部長が

答弁したようにですね、本庁としては、佐賀市としては、同じ企画調整部のセクションで

所管をしておりますので、内部的に情報はきちっと共有をしていきながら、支所のあり方、

あるいは交通ビジョンのあり方については当然関連する部分については、きちっと内部で

情報共有して、そして食い違いがないよう整合性をできるだけ保ったところで検討を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

 それから最後３点目が、南北事務所でございましたけれども、南北事務所につきまして、

何でそういったところを検討しているかという御質問ですけど、やはり私共といたしまし

ては、１つには専門職、いわゆる技術職の職員ですね、これがなかなか支所にはですね人

数として少のうございます。それで、例えば１人が何がしかの用務で席を外していた場合、

緊急な対応で現地確認の要請があった時に、なかなか十分な対応ができないというふな場

面も考えられます。全部の業務がそうかというと、そうではないんですけど、そういった

中で可能性がある部分については、本庁に全部集約するということではなく、できるだけ
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地域に近いところに集約することで、そこから迅速な対応ができるのではないかという視

点で今検討を進めているところでございます。以上でございます。 

 

○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 今委員の意見の中で、交付機の設置の問題とそれに伴うアンケート調査の結果というふ

なことも踏まえながら、あるべき姿というのをもうちょっと掘り下げていかないかんかな

という思いはしますので、このことについては後もっての議論でまた意見があれば意見と

して言っていただいて、住民の基本的には御意見を尊重させていく形の中の方向で進めて

いった方が良いのかなというふうな思いをしておりますから、後の議論で次回の議論でも

うちょっと掘り下げていくというふうに思います。 

 それと德川委員等々言われた、庄島委員も言われてるんですが、これは考え方で確かに

この中で一体となってやることも重要だとも思います。逆に考えれば、非常に大事なこと

ですから今回交通体系のことについては、自治会長さんが会長となって議論を深めていた

だいております。だからそこに我々と体系のところはちゃんとした整合性をもってやって

いった方が、逆に我々が何でもやるということよりも検討の場を違うところでするという

のも１つの考え方であろうと思いますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

 今の資料２のことについて他に御意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

 

○小野寺委員 

 説明をお聞きしてまして、おそらく約10年前の合併の時は、私は外から移り住んでいた

んですけど、やはり何と言っても財政、お金の問題が一番の大きいところかなとお聞きし

て思っているところです。それを何とかやり繰りしなければいけないというところは非常

に分かる部分ではあるんですけど、１つですね、私が三瀬に来て感じるのは、市街地とい

うか都市部と違って、こういう中山間地というか、支所の役割というのが非常に、役割と

言うか存在感、存在が非常に大きいと感じていました。それはここにいらっしゃる委員の

方はそういう中で暮らしていらっしゃったと思うんですけど、いろいろな意味でその日々

の住民票とか印鑑証明とかアンケートを取って一番利用頻度ベスト10で、そういうものを

上から取っていきますよということでは割り切れない。そこに特に三瀬支所の場合、地元

の方が職員さんとしてそこにいつもいらっしゃる。最近は本庁や他の地域の方も来ていら

っしゃいますけど、そういう意味では非常に行けばそこで自分たちが仕事とか暮らしで抱

えている問題を解決、解決というか相談に乗ってくれるというそういう実際的、心的なと
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ころがすごく大きいと思うんです。多分分かっていらっしゃると思うんですけど、そうい

う意味で私はちょっと話をしたいんですけど、基本方針を４つに集約しますということで

非常にちょっと印象ですけどかなりすっきりしてるなと。先ほど人件費の問題の質問もあ

りましたけども、窓口業務をどういうふうにしてから、それから人的の方を考えるとおっ

しゃいましたけど、これを見ると相当、分からないんですけど、人をすっきりさせても成

り立つ業務内容になるのかなというふうに想像しました。そうなってくると先ほど私が申

した、そこに、支所に地元の職員さんじゃなくてもいいんですけど、それはわがままなの

かしれませんけど、そういう方々がいろんな方面で役割としていらっしゃるのは、非常に

私たち、山に住んでいる者にとっては、大切な部分だと思います。 

それと後ですね、どうしても今回の発端が、再編の発端がお金、45億円ですか、減らさ

れるということで佐賀市の方々も大変だと思うんですけど、一生懸命頑張っていらっしゃ

ると思うんですが、去年ですか、佐賀市総合計画というのを練る時に私たち審議会一緒に

いろいろ話をさせていただいた中で、確か三瀬地域のところはシンプルに今後どうしてい

くかという文章だったと思うんですけど、結構福岡の玄関口として発展させていこうとい

うような主旨が書いてあったように記憶しております。それからすると、果たして本当に

こういう整理、支所は非常にこういうところにとって、市役所という大切な部門が非常に

シンプルになっちゃうことによって、そういう前向きなこの地域をいろんな意味で盛り上

げていこうという積極的さて言っていいんですかね、そういうものがやっぱりパワーダウ

ンしてしまうんじゃないかなと。それだけ人間も減るでしょうし、最低限の業務で最大公

約数の業務だけを残していくという話だと、これから三瀬が何かをやって、よく言われる

言葉ですけど、地域活性化とか地域おこしとかという面では、一緒に相談する支所の人た

ちがいなくなってしまうというのは、それは勿論本庁の人が来れば良いよとおっしゃるの

かもしれませんが、やっぱりそこにいて、いつもいて、私たちのことをよく知ってるとい

うのがですね、だいぶ違うような気がします。なので、これからの地域を前向きに少子高

齢化が進む中で、どういうふうにやっていくのかという面に関しても、ちょっと考慮をし

ていただきたいなというふうに感じました。この後おそらくアンケート調査ですとか、そ

の辺の説明が、まだ目を通してないんですが、おそらくアンケート調査というのは、自分

が支所と関わり合う中で、最低限こういうものは使うよねとかいうところでの結果が出て

くることであって、今後まだ自分も考えてない、だけど何か地域活性化で何かやっていき

たいていうまだ見ぬこれからのアクションだとかビジョンというのは、アンケート調査で

はなかなか反映しにくいものだと思うんですね。そういうこともここに入れて、再編に関

してまだ練っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 
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○眞﨑企画調整副部長 

 今御指摘があった、冒頭都市部と違って支所の役割が大きいというようなことは、まさ

しくそういったことだと思っております。説明する中でも地域の特性というふうなことも

当然支所に必要な業務と考えておりますというような御説明をさせていただいたところで

すけど、地域の特性というのは、まさしく今おっしゃったような福岡の玄関口であるとか、

いろんな地域の団体ということで、７支所当然、北部、南部それぞれ特色があるところで

すので、そういった特色については佐賀市全体を発展させていく上で地域の宝になってく

るとそういうふうに思っております。当然今回の再編で体制というのは縮小せざるを得な

い部分があるんですけど、必要な業務ですよね、例えば地域振興、あるいは観光関連、い

ろんな業務がありますけど、仕事がなくなるわけではございません。先ほど本庁から来れ

ばという御意見があったんですけど、場合によっては本庁から支所に出向いて、いろんな

御相談、あるいは会議等々することは当然今よりは増えることは十分考えられます。あと

それ以外に、地域コミュニティの推進ということで、これは全市的に取り組んでおります

ので、そういった方面からも担当職員は当然ながら地域、地域と密にコミュニケーション

を図っていくという覚悟で臨んでおりますので、そういった意味では現場に職員がいない

ということで御不安は感じられるかと思うんですけど、その辺については、日程調整を行

いながらとか、そういったことで仕事がなくなる、廃止するわけではございませんので、

引き続きやっていくという観点で、いただいた意見を踏まえて、またいろいろと検討をさ

せていただきたいというふうに思っております。やはり地元を知っている職員がいた方が

良いというのは、私も７支所回らせていただいて支所長からも聞きますし、地域審議会の

会長さんからも聞くことであります。ただ、今の現状を申しますと、６割ぐらいが市外、

県外からの職員になっております。だんだんこれが進行していくのではないかなというふ

うにも思っております。 そうかと言って、それをなかなか地元職員ということで、現状

として募集をしてもそういった実態がございますので、なかなかそういう思いはあります

けど上手くいかないと。 あとは、やっぱり地元の職員でなくても佐賀市を発展させて、

地域の皆さんと一緒に発展させていくんだというそういうやる気ですね。そういったもの

を持つように高めさせていく必要があるんではないかなというふうに考えております。何

れにいたしましても貴重な御意見ということで、地域の特性ということで支所には当然置

くべきだということで考えておりますので、また今後いろいろ御意見いただく中で検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○藤野会長 

 よろしいですか。 
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○小野寺委員 

 はい、ありがとうございます。 

 

○藤野会長 

 他にございませんか。良いですか。 

 ちょっとだけ教えてください。後もって結構ですが、今の職員が26年４月１日現在で、

諸富41名から支所のトータル283名の数字がありますよね。これ人口割りになるとどのくら

いになるか数値的にでてくる。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 職員１人当たりに直して何人ぐらい当たるとかということでしょ。 

 

○藤野会長 

 そうです。 

 

○眞﨑企画調整副部長 

 今手持ちで持っておりませんので。 

 

○藤野会長 

 そういうことも教えてください。今じゃなくて良いですよ。 

それでは、資料２については終えて良いですか。 

 今議論いただいたことも、細かいことについては再度次回会議の中でも当然出てくるこ

とでもありますので、議論を深めていきたいなというふうに思いますのでよろしくお願い

します。 

 それじゃ次の資料として、資料３支所再編に係る市民アンケート調査の報告書というこ

とでお手元にございますので、このことについての説明を求めます。 

    

（３）支所再編に係る市民アンケート調査報告について 

○村上行政管理課副課長 

 資料３の支所再編に係る市民アンケート調査報告書というものを御覧いただきたいと思

います。 

 経過報告の前に、今回のアンケートの概要について説明をさせていただきます。 
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 資料３の１ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちらの方に調査の目的等を載せておりますが、ここに記載しておりますとおり、今後

の支所の再編の方向性に関して佐賀市民の意見を聞き、今後検討する際の参考資料とする

ために実施をしたところでございます。 

 支所の再編につきましては、支所管内に居住されている市民の皆様への影響が大変大き

いことは承知しておりますけど、この問題は、佐賀市としてどうするかという大変大きな

問題でございますので、佐賀市全体で考えいく必要があると。そういうことから私共は、

主に佐賀市民全体としての意見の傾向がどうなのかという視点でアンケート結果を今後参

考にしていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして２の調査の概要ですが、記載しておりますとおり調査対象者は、市内に居住

する20歳以上の男女5,000人。抽出方法としては、住民基本台帳から居住地域と年齢を加味

して無作為に抽出。郵送による配布、回収を行いました。時期は、５月21日から６月４日

までとなっておりました。 

 ３番目のアンケートの調査票は、後もって詳しく説明をいたしますので捲っていただき

まして、次のページの旧市町村ごとの対象者数及び回答結果というところを御覧ください。 

 表の中ほどに抽出者数の欄がございます。そちらの方を見ていただくと、均等割と人口

割というものがございます。アンケートを実施する上で、それぞれの地域からある程度の

数を確保したいということで、まず均等割ということで、200人ずつ、計1,600人に配布し

ております。残りの3,400人を人口規模に応じて割り振って抽出をするという方法で行って

おりまして、計の欄がそれぞれの地域の対象者数となっております。その右側が回答数と

回答率ということで、それぞれの地域ごとに出しておりまして、一番下の計の欄を御覧い

ただきたいと思いますが、最終的に回答数が1,603人。回答率が32.1％となりました。一般

的に統計学上サンプル数は、1,000を超えれば誤差も少なくなるというふうに言われており

ますので、その点でも1,600を超えてますのでクリアしてますし、回答率につきましても毎

年行っている市民意向調査、それから昨年議会で実施をされたアンケート。こちらもいず

れも30％前後の回答率となっておりますので、決して低い数字ではないというふうに考え

ております。 

 続きまして、実際にどのようなアンケートを実施したのか内容について少し説明したい

と思います。 

 資料飛びまして、18ページを御覧いただきたいと思います。 

 18ページから25ページまでが実際のアンケートの調査票になっております。 

19ページからですけど、まずアンケートの設問に入ります前に、説明資料ということで、

先ほど資料２のところで説明した内容のもの、合併の経緯ですとか検討の背景ですとか支
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所の現状、そういったものをまず説明をさせていただいて、21ページに支所再編案の方向

性ということで、基本方針や引き続き支所で取り扱う業務、それから組織体制、そういっ

たものをまず説明をさせていただいております。この文を回答の前に御覧いただいた上で、

設問の方に、アンケートに答えてくださいというような流れになっております。 

 22ページから設問が始まっておりまして、全部で問９までございます。そういった流れ

ということで御理解をいただいた上でアンケートの結果について、概略、報告、説明をさ

せていただきたいと思います。 

 資料戻りまして３ページを御覧ください。 

 こちらは回答者の年齢構成になっております。 

 一番下の※印のところに参考として、対象者抽出の際の年齢構成比ということで載せて

おりますけど、この時点で60歳代、70歳代以上の割合が高くなっておりますので、自然と

その年代の回答率も高くなってございますが、ただ若年層の回答率は低い傾向にある、そ

ういう結果となっております。 

 捲って４ページを御覧ください。 

 こちらの問いといたしましては、まず市役所の利用状況をお聞きしております。 

 平成25年度中に市役所を利用したかどうか。本庁、支所は問いません。どちらか１回で

も利用されていれば、利用しているという回答になります。全体の７割の方が利用してい

るという回答が得られております。 

 次に５ページですが、今の質問で、利用していると答えた方に対してその利用回数をお

聞きしました。本庁を２回以上複数回利用している割合が44.5％。支所を２回以上利用し

ている割合が38.5％となっています。ここで０回とありますのは、これは本庁だけを利用

している人、または支所だけを利用した人だけがいらっしゃるということになります。参

考までに下に円グラフがあると思いますけど、旧佐賀市に住んでいる人の利用状況が左側、

旧町村に住んでいる人が右側ということで載せておりますが、旧佐賀市は本庁のみ利用さ

れている方が８割強を占めております。一方旧町村に住んでいる人、右側の円グラフを見

ていただくと、勿論支所のみ利用されている方が７割弱と多くはあるんですけど、４分の

１ぐらい、25％程度は本庁と支所両方を利用したというふうなものが結果として見てとれ

ると思っております。 

 続きまして６ページを御覧ください。 

 こちらの方最初の問いで、利用していると答えた方にお聞きしたもので、では何の目的

で利用しましたかという質問でございます。 

 先ほど来申し上げているとおり、窓口サービス業務が圧倒的に上位を占めております。 

 住民票関係ですとか各種届出、国保、国民年金、そういったものが割合としては高くな
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っております。参考までに７ページ。これは昨年度市民意向調査で同様のことを聞いてお

りますけど、ほぼ同じ結果となっております。 

続きまして８ページを御覧ください。 

 ここからは全ての方に回答をいただいておりますけど、行政サービスの変化ということ

で、合併前後のサービスの変化を聞いたものです。全体の傾向として見てみますと、ほと

んど変わらないと回答された割合が38.7％と最も多く、次に合併前のサービスを知らない

ので分からないという方が29.7％。良くなった点と悪くなった点の両方があるというのが 

16.9％と続きます。便利になったことが多く満足しているという割合が8.6％。不便になっ

たことが多く不満があるというのは4.6％という結果になっております。こちらも参考とい

たしまして、下に平成25年度、昨年度の市民意向調査の結果を載せておりますので御覧い

ただきたいと思います。 

 続いて９ページを御覧ください。 

 今後も支所に必要と考える業務についてお伺いしております。 

 こちらは、必要と考える順番に５つまで記入してくださいということで回答をいただい

ておりまして、必要度の高い順に５点、４点、３点と点数を付けて、合計点数で集計した

結果を載せております。こちらの方も先ほどの利用目的とほぼ同じような結果となってお

りまして、やはり窓口サービスの業務が上位を占めているということになっております。 

 捲っていただいて10ページを御覧ください。 

 ここからが、事前に説明資料として掲載していた内容。まず初めに、基本方針について

どう思いますか。７支所を存続すること。ただ一部の業務は集約し組織体制の縮小を図り

ますということについてお尋ねしたところ、78．8％の方が理解できると。この理解できる

というのは、理解できる、概ね理解できると答えた方の合計の数字でありますけど、78．8％、

８割弱の方が理解を示していただいているということになります。 

 次に11ページ。こちらの方は、引き続き支所で取り扱う業務、先ほど説明したとおり、

大きく窓口サービス、地域振興、それから防災、その他の内部業務を想定してますけど、

これについていかがですかということですが、こちらの方も78.1％の方が理解できるとい

う回答をいただいております。 

 捲っていただいて12ページです。今度は組織体制になります。災害時の初動体制を考慮

しつつも業務に応じた職員配置を行うですとか、現在の課の体制を見直して体制を検討す

るですとか、あとは南北の事務所の設置の検討を行うですとか、そういったことについて

は、72.1％の方が理解できるというような回答を示されております。 

 10ページから12ページまで基本方針、市の考え方について回答状況を見る限りでは、概

ね市民の理解は得られているのかなというふうに考えているところでございます。 
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 それから13ページ。これは今後の参考とするために将来的な支所のあり方についてお尋

ねをしております。現段階では、７支所存続ということで打ち出しておりますけど、将来

的にはどうですかということで聞いたところ、56.3％の方が現在の７支所は維持すべきだ

というふうにお答えになっております。 

 続きまして、支所の統合を進め、数を減らすべきとお答えになった方が31.5％。支所は

すべて廃止すべきというものは2.6％と少数になっております。 

 14ページ以降は、主な自由意見を掲載しております。 

 全体で500件超の自由意見御記入いただいておりましたが、とてもすべて掲載するとかな

りのボリュームなりますので、主立った意見について載せております。 

 14ページは支所の再編に関する意見。高齢者の利便性でありますとか、あとは公民館の

ようなところで窓口を残す。何らかの形でそういうのは残してほしいと。それとか再編の

スピードが急ぎすぎずゆっくりが良いのではないか。そういった意見があっております。 

 その下（２）の職員体制や人件費。ここも防災等の仕組みが保てれば人件費を減らして

も良いのではないかとか、人材育成強化を図れば構成人員も圧縮できるのではないかとい

うような意見があっております。 

 15ページは財政に関する意見ですけど、財政状況が厳しいということは十分理解ができ

たと。そういったことを考えるとそれに見合った業務の組織体制を作るべきだというよう

な意見があります。 

 捲っていただいて16ページ。 

 （４）合併に関する意見ですけど、今回の再編は重要な問題ですので、十分に議論を尽

くしてほしいですとか、正直自分の町の役場や支所がなくなるのは悲しいけれども、合併

して５年以上経ったのだから佐賀市という意識で物事が考えることができればいいという

ようなところがあってございます。 

 あと交通や地理に関する意見は、主に山間地。人口が少ないですとか、いろいろな自然

条件そういったところが異なるのでその辺は考慮してほしいというような意見があってご

ざいます。 

 最後17ページは、ＩＣＴ。こちらはテレビ電話ですとか、今いろんなツールがございま

すので、そういったところを積極的に活用をしていけばその分のサービスは維持できるの

ではないかと。 

それから最後、防災に関する意見は、やはり地域の安全安心については支所は必要だと。

そういった点でも支所があると安心感があるというような意見をいただいております。 

以上でアンケート結果報告についての説明を終わります。 
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○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 今、アンケート調査の報告書の概要を説明いただきましたが、これについては後もって

十分御議論いただいて今後の討議の資料として反映させていただくということで次に移り

たいと思いますが、良いですか。良いですか。 

 

 （委員から「はい」の声あり。） 

 

（４）支所で取り扱っている業務について 

○藤野会長 

 それじゃ、次の資料４に移ります。 

 支所で取り扱っている業務に関する整理表ということで概要版がありますので、その概

要版について。 

 

○村上行政管理課副課長 

 引き続き資料４の説明をさせていただきます。 

 一箇所すみません資料の訂正をさせていただきたいと思います。 

 ２ページの１番右の特記事項の上から２番目の※印、「③は原付バイク（125㏄）・」と

なっておりますけど、この125㏄の後に、「以下」という言葉をすみません追加させていた

だきたいと思います。「③は原付バイク（125㏄以下）・小型特殊自動車」ということで続

きますので、申し訳ございませんが「以下」という言葉を追加していただきたいと思いま

す。 

 それでは説明に入りますけど、まず整理に当たっての経過について簡単に説明をさせて

いただきたいと思います。 

 現在支所で取り扱っている業務というものを全て洗い出しをしました。その後本庁へ集

約できるかどうかそういったことの検討を進めてきたところでございます。その検討の段

階では、市民生活に密着した業務かどうか。それから専門性が必要とされる業務かどうか。

または、他の業務との関連性はどうか。そういった視点から整理、仕分けを行ってまいり

ました。まずは各部局において作業を行った後、企画調整部で取りまとめて全体的な調整

を行ったところでございます。最終的には本庁と支所の担当係長レベルで確認を行って、

その結果がこの資料４の表でございます。ただこの整理表につきましては、あくまで内部

で整理した結果でございますので、これで決定というわけでは当然ございません。これを

たたき台として今後皆様方に御意見をいただいて、その後再度検討を行ってまとめていき
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たいと考えております。 

 それでは実際資料の中身を見ていきたいと思います。 

 １ページを御覧ください。 

 まず左上に、１届出・証明、市税に関することとございます。この部分ですけど、ここ

は関連する業務ごとに10のグループに分けております。そのグループの名称になります。 

 １のグループの名称が２ページまでありまして、３ページは国民健康保険、後期高齢者

医療制度、国民年金に関すること。更に４ページが障がい者福祉に関することと続いてお

りまして、最終の12ページがその他というふうになっております。 

 １ページに戻っていただきますけど、１の届出・証明、市税に関することの下の表のと

ころの１番上の段、左から行の区分、支所等で取り扱う業務、本庁等へ集約する業務、書

類の取次ぎ、特記事項と。そういうふうに並んでいるかと思います。 

 まず１番左の業務の区分についてですけど、これは１つ１つの個別業務をある程度のま

とまりとして示しております。先ほど説明しました左上のグループ。これを大項目とすれ

ば、この業務の区分は中項目というようなイメージで見ていただければ分かりやすいかと

思っております。 

 次にその業務の区分の右側、支所等で取り扱う業務。更にその右側、本庁等へ集約する

業務。ここについては、一緒に説明をしたいと思います。これを先ほどの続きで言えば、

小項目ということで個別の業務になります。 

 ここでいう支所等の等というのは、公民館を一応想定しております。本庁等の等という

のは、今検討を進めております南北事務所、これを想定しているところでございます。 

 左側の支所等で取り扱う業務にあるものにつきましては、再編後も引き続き支所で取り

扱う業務として整理をしているものであります。一方その右側の本庁等へ集約する業務は、

ここは、再編後は支所では取り扱わない業務というように整理をしているものになります。 

 例えば業務の区分の１、住民異動に関することの欄を見ていただくと、支所等で取り扱

う業務のところだけに転入届、転出届の受付と書いておりますので、この業務は今までど

おり支所で取り扱っていくと。 

 次の２の戸籍等に関すること。ここは支所等で取り扱う業務欄には、支所等では取り扱

いできませんとしておりまして、今は支所でも業務取り扱っておりますけど、再編後は本

庁へ集約する業務として整理をしておりますというようにみていただければよろしいかと

思います。 

 

○藤野会長 

 ちょっと良いですか。 
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 並行していこうよ。その方が良いやろ。４と５を。 

 

○村上行政管理課副課長 

 すみません。 

 詳細版はですね、概要版と同じような見方になりますので、資料５につきましては再度

詳しく説明はちょっと省略をさせていただこうかなと思っておりました。 

 

○藤野会長 

 そうね。それで皆さん見てるから良いかな。 

 

○村上行政管理課副課長 

 そしたら詳細版についても少し見て。 

 

○藤野会長 

 見ながらいこうか。その方が良かよ。 

 

○村上行政管理課副課長 

 はい、そしたらすみません、詳細版のこの資料５の詳細版の１ページを御覧いただきた

いと思いますけれども、同じように業務の区分１住民異動に関することのところを見てい

ただきますと、Ａの支所等で取り扱う業務のところには、転入届、転出届、更には転居届・

世帯変更届の受付ということで少し詳しく掲載をしておりますけど、そういったものは引

き続き支所で取り扱いますよということです。 

 ２番目の戸籍等に関することは先ほど言いましたように、再編後は支所では取り扱いま

せんという整理です。 

 ３番を見ていきますと、戸籍、住民票の写し等の交付は、今までどおり支所で取り扱い

ますよというような形で順次並べております。 

 概要版は、まさしく概要版ですので、主に住民生活に関連が強いものを中心に概要版の

方に掲載をしておりますので、主に概要版の方を御覧いただいて、内容を確認していただ

いて、もし業務がないとか、この辺は詳しく見てみたいとかいうことがあれば詳細版を御

覧いただくというような形で見ていただければと思います。 

 概要版の方で、書類の取次ぎ、詳細版の方にも取次ぎという項目はございます。詳細版

では１番右側になりますけど、概要版の方で言うと印が付いているのが、２ページを御覧

ください。1番上の個人市県民税に関することをちょっと例として挙げさせていただきます。
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詳細版では１ページの７番、個人市県民税に関することという欄になりますけど、原則申

告期間中を除いて、市県民税の申告とかは支所では取り扱いはできませんという整理をし

ております。 

 ただ書類の取次ぎのところに○印がありますけど、これは申告書を持参いただければ支

所の窓口で受付をします。それを本庁の担当部署へ送りますというような形で受付をしま

すよというものを○印を付けているところです。 

 当然全部が全部という訳にはいきませんので、可能な限り書類の取次ぎはしていきたい

と。横棒があるのは今後については、支所での取次ぎはできないというような整理を今の

段階ではしているところでございます。 

 書類の取次ぎにもいろいろやり方がありまして、先ほど言ったように申告も申告期間中

は当然支所に担当職員が出向いて、臨時の受付窓口を設置したりというような対応の仕方

もありますので、この辺につきましては、２回目、３回目で担当部署から詳しく説明をし

ていく予定にしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、概要版でいうと１番右の特記事項の分ですね。こちらの方は、業務の内容、や

り方、そういったものに関して補足の説明を記載しているものです。 

 資料の詳細版で言いますと、右から２番目の手続きの場所・手続きの方法などというよ

うなところを御覧いただければ同じ内容のものが載っているかと思っております。 

 以上資料の内容について説明をさせていただきましたけれども、あと２点ほど補足の説

明をさせてください。 

 先ほど言いましたように、この概要版には主立った業務のみを掲載しておりますので、

それ以外の業務につきましては詳細版の方に掲載をしています。 

 今後資料４の概要版を主に資料として説明をさせていただきたいと思いますけど、必要

に応じて詳細版を使っていきます。 

 それからこちらの整理表に載せておりますのは、市民サービスに関係のある業務を載せ

ております。それ以外のいわゆる内部事務。例えば庁舎の維持管理ですとか電算システム

の管理、運用、そういった業務については、こちらには掲載をしておりません。 

 以上で資料４と５の説明は終わりたいと思います。 

 

○藤野会長 

 はい、ありがとうございました。 

 説明を今いただいたわけですが、２回、３回に分けてこの概要版の個々については、委

員さん方の御意見をその時にお伺いしたいというふうに思いますので、十分御熟読いただ

きながら御参会いただいていると思いますけれども、とにかく支所が統廃合から再編に変
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わり、その再編のあり方で支所機能をどうするかということであります。 

 このことは、私ども地域審議会として基本的に考えていかなければいかんなと思うこと

は、村民の幸せ感、幸福度がどういう形で受け入れていただくかということが１つの考え

方の基本になるだろうというふうに思いますが、皆さんも御案内のとおり、佐賀市には先

だって佐賀市のまちづくり自治基本条例というのもできております。そのことも十分御理

解いただいておると思いますし、いわゆるその中に謳われておる１つの中に、協働の力。

いわゆる村民が行政にどれだけ行政の役割を担うことができるだろうかね。できるように

しようよと。で、行政ももっと市民サイドに立ち入って、その中で共に手を携えながら新

しい佐賀市をつくっていこうというのが基本条例の精神だろうと思っております。 

 先ほど言ったように、そのことはそれぞれがいろんな御意見等、考え方等あると思いま

すけど、あくまでもやっぱりその地域。私は三瀬ですので三瀬にお住まいいただく皆さん

が、そして新しく三瀬に来ていただく、喜んで来ていただけるようなことでの基本的な再

編計画にならないといかんだろうというふに思っております。アンケートの問題について

も取り方の課題とかいろんな見方があるかも分かりません。分かりませんけども結果とし

て残念ながらワースト２番ぐらいの回答率ではあるんですが、それはそれとして、村民の

アンケートの配布に当たった、いわゆる抽出された方々の御意見が集約されているという

ことで、それを少なくとも、もっと良いような方向での補完的なところをこの地域審議会

では議論をしていかなければいかんだろうというふうに思っておりますので、そういう意

味でこれからの、今後の２回の議論を進めていかんといかんだろうというふうに思ってお

るところであります。ただ、地域審議会は諮問を受けていますので、答申をしないといか

んわけです。どういう答申にするかということもそれぞれ皆さんの御意見を掘り下げる中

で考えていただきたいというふうに思います。 

 例えばの考え方ですが、いわゆる委託業務が仮に出てきた。ここは委託で良いよねと言

われた時には、その委託については村民が、例えば地場産の皆さんが、そういう形で委託

受けられるかどうかということも含めながら、検討しながら、三瀬は三瀬スタイルをちゃ

んと貫きながら、それぞれが冒頭に申し上げたように、この三瀬の中に住んで良かったよ

ね。こういうふうになって良かったよねて、感謝する気持ちが持てるような形の中での議

論に深めたいし、まとめていきたというふうに思いますので、１つ皆さん方のこれからの

資料精査を十分にやっていただいて、次回の議論を深めていければなというふうに思って

おりますので御協力をいただいて、審議会の答申に向けたものについての議論をここで終

えたいというふうに思いますが良いでしょうか。良いですか。 

 

 （委員から「はい」の声あり。） 
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○藤野会長 

 じゃそういうことで、是非ともですね精査いただきながら、内容精査いただきながら、

次回の地域審議会の中で細かい点については議論を深めながらやっていきたいなというふ

うに思います。 

これで今日の議事は終えます。協議事項に移りたいと思いますが、協議事項は事務局で

進めるのかな、こっちで進めるのかな。 

 

４ 協議事項 

 （１）三瀬地区ふるさと創生事業審査委員会委員の選任について 

○藤野会長 

それじゃ、お手元に次第があるように、４の協議事項があります。 

 協議事項の（１）のふるさと創生事業審査委員会委員の選任についてということであり

ます。 

 ８月でもってふるさと創生事業の審査委員さん２名。今現在は德川貞幸さんと藤瀬吉德

さん２名になっていただいております。残任期間中の審議会来年３月まであるんですが、

たぶん３月までの話だと思うんですが、創生事業の審査委員の選任を行いというふうに思

います。 

 御意見ございませんか。 

 特別ありません。 

 

 （委員から「はい」の声あり。） 

 

○藤野会長 

 そしたら残任期間ということで、今までの経緯等々を御理解いただいている德川貞幸さ

んと藤瀬吉德さんにお願いしたいと思いますが、如何ですか。 

 

 （委員から「はい」、「賛成です」の声あり。） 

 

○藤野会長 

 それでは、今申し上げた２名の方に委員になっていただくことでお願いしたいというふ

うに思います。 

 その他の項であります。 
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 その他の項については事務局で、地域審議会についてのことであろうと思いますので進

めてください。 

 

５ その他 

○森田三瀬支所長 

 その他の項目なんですけど、市民生活部協働推進課の方から地域審議会についてという

ことで資料が出ております。担当課の方から御説明いたします。 

 

○武富副課長 

 協働推進課の武富と申します。よろしくお願いします。 

 本日１番最後に地域審議会についてということで、上下両面の資料を付けさせていただ

いております。これについて若干御説明をさせていただければと思います。 

 地域審議会御承知のとおり、先ほどのお話にもありましたように、こちら三瀬を含めた

１次合併については、任期が本年度いっぱい、27年３月までというふうになっております。

この地域審議会につきましては、資料の１ページ目上にありますように、所掌事務といた

しましては、市長の諮問に応じた審議、答申。例えば、新市建設計画であったり基金の活

用であったり、その他市長から諮問をしたものについて審議を行っていただいております。

併せて２番目になりますけど、市長に意見を述べる。地域の振興に関して必要と認めるも

のについては意見具申というようなことをしていただいております。 

 これまでの諮問にいたしましては、その下にありますように、１番最初の総合計画の策

定に関することが平成18年、それから見直しであったり、三瀬においては平成22年には過

疎計画。また23年にはふるさと創生基金の活用についての諮問をさせていただいておりま

す。また現在、支所のあり方について諮問をさせていただいている状況です。 

 裏面の方を見ていただきますと、各７地域審議会においては、今年の４月までに審議会

をそれぞれ諸富は15回、三瀬31回、勉強会についても三瀬の方は20回と回を重ねていって

いただいております。意見具申につきましてもそこに書いておりますとおり、地域審議会

からいただいている状況でございます。 

あと、併せてそれぞれのふるさと創生基金は、残高とありますように、三瀬の方では３

億3,000万円の残高が残っているというような状況であります。 

この地域審議会、先ほど言いましたように、任期の方が27年３月までとなっております

が、その対応について４ページの方に書かせていただいております。 

 この地域審議会につきましては、そもそも合併議論の時に設置しましたように、設置期

間満了をもって地域審議会の方は廃止ということで考えさせていただいております。 
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 その後の地域意見の集約につきましては、下の方に説明書いておりますが、地域コミュ

ニティ、まちづくり協議会というふうに書いております。このまちづくり協議会を発足さ

せていただきますと、それぞれの小学校区を対象に、自治会さんであったりＰＴＡさん、

民生委員さん、老人クラブ等、それぞれ地域で活動されている方々のネットワークの中で、

その地域をどのようにしていくかという議論をしていただいております。そこで、今後の

それぞれの地域が目指す方向性や課題解決の手法。こういったものを議論して活動してい

ただいているというまちづくり協議会になります。 

これは、佐賀市の方では本年度から全小学校区。自治会校区の方に進めていくという方

針を出して設置を進めさせていただいている分なんですけど、こういったまちづくり協議

会で、地域意見集約、議論ということをお願いしたいと思っております。 

あと、総合計画等その他の計画に対する意見の反映は、それぞれの審議会、若しくは策

定委員会。こういったものの委員構成において地域意見の集約を別途配慮することを検討

していきたいというふうに思っております。こういう対応を行うことによって、地域審議

会に関しては、１次合併、諸富、大和、富士、三瀬につきましては、今年度いっぱいで廃

止ということ。それと川副、東与賀、久保田については、２年後、平成29年３月をもって

廃止ということでさせていただきたいというふうに思っております。 

 併せまして、ふるさと創生基金。これは現時点でもそれぞれの地域審議会において、基

金の補助金交付要綱等を議論していただいておりますが、今後の活用についても最終的に

確認を行っていただき、その意見を尊重しながら、その後の利用については考えていきた

いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 この内容につきましては、今後の対応があくまでも設置期間をもって廃止するというこ

とと基金の活用については、設置期間満了までにそれぞれの地域審議会で再度御議論をお

願いし、その使い道について意見をいただければと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。説明は以上です。 

 

○森田三瀬支所長 

 今の説明について御質問等がありましたらお願いいたします。 

 

○藤野会長 

 質問じゃないですが良いですか。 

  

○森田三瀬支所長 

 はい、どうぞ。 
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○藤野会長 

 １つは、担当所管の武富副課長の方から基本的な流れの説明をいただきました。 

 それが基本的な資料になっているかなと思いますが、過疎計画は27年度で終わるのかな。 

 28年以降５年間再延長ということで過疎計画があります。所管が分かれる関係か知りま

せんけれども、地域審議会ということじゃなくて、今武富さんがおっしゃったまちづくり

協議会になるのか、あるいはそれとも別の組織になるのか分かりませんけれども、この過

疎計画を前回地域審議会の方で、活性化協議会と一緒になって議論をしてきたわけです。 

 それを受けて、向こう５年間の過疎計画については、今の地域審議会に代わる組織とし

て議論をしていただくような方向で考えてますよというような御意見が１つあるのと。そ

れと特例債が５年間延長されたが故に、５年間、この地域審議会という名前が残るかどう

か別ですけど、地域審議会が残らんとするなら別立てで検討をしていただきたい旨の執行

部に対して意見をまとめようという動きが、地域審議会の正・副会長会、地域審議会の会

長、副会長会という任意の団体があります。この任意の団体で前回の諮問の時に意見を取

りまとめて意見書を出そうというようなことになっております。そういうふうに今、武富

さんがおっしゃった廃止は約束事でありますので、それは基本的にはなるでしょうけど、

２つの過疎計画については、三瀬、富士が別になるわけですが、その議論する場。それと

地域審議会に代わる組織を５年間ぐらい議論する局面をつくってもらったらどうかという

意見等もありますが、どっちにしても今話があったように、南部３町さんについては、ま

だ地域審議会が残っておりますので、それとの整合性をどうとるかというふうなことが課

題として残っておりますが、そこまでの議論は正・副会長会の中ではまだされておりませ

んが、少なくとも考え方の整理をしていって残れるような体制をとろうよねっていう話に

なってますよということだけお伝えをしておきます。 

武富さんが言った１つの行政としての合併時の約束事でありますので当然そういう方向

でいくということでありましょうけども、課題が横たわっていることについての取組を地

域審議会の存続を可能かどうか、あるいは、その他の組織をどのような形で立ち上げるか

ということで今進んでいるということで御理解をいただければと思います。以上です。 

 

○森田三瀬支所長 

 はい、どうもありがとうございます。 

 他質問等ありましたらお願いします。 

 無いようでしたら地域審議会すべて終了いたしました。 

 藤野会長、議長の責務どうもありがとうございました。 
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 次回の審議会につきましては、資料１の進め方に従いまして、資料の４と５の前半の部

分の審議をお願いすることになるかと思います。 

 

○藤野会長 

 ごめん１つだけ言い忘れとった。 

 今日のことを受けてですね、８日に自治会長会があります。 

 自治会長会にですね、資料がどこまでどれが良いかということは検討させてもらいます

けど、自治会長会にこの問題についての認識を村民の皆さんに図っていただくために全戸

配布をしていただきながら、各自治会単位での議論を深めていただきたいお願いをする予

定であります。従いまして、各自治会に席を置かれている皆さんについては、このことに

ついては、今日話があったことを含めながら積極的に御指導の方をよろしくお願いいたし

ます。 

 

○森田三瀬支所長 

 はい、ありがとうございます。 

 次回の地域審議会につきましては、９月の議会以降ということで、詳細の日程につきま

しては会長と打合せをしてお知らせをしたいと思います。 

 それでは本日は遅くまで大変ありがとうございました。 

これで終了いたします。 

 

～～ 午後 9 時 27 分 閉会 ～～ 


