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平成２６年第７回三瀬地域審議会 議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１０月１６日（木） １９：２７～２１：３７ 

 

２ 場 所 佐賀市立三瀬公民館 大会議室 

 

３ 出席者 

【委員】 藤野兼治（会長）、德川正臣、中村克久、德川貞幸、納富隆司、嘉村勝彦、 

小副川幸成、庄島幸雄、藤瀬吉德、豆田守正、藤原みち子、小野寺睦、杠孝子、 

服巻ツユ子 

※ 欠席委員：篠原清彦（副会長） 

【佐賀市】  香月経済部副部長兼観光振興課長、樅木観光振興課副課長、大野観光振興課主査 

大城企画政策課長 

武富協働推進課副課長兼地域コミュニティ室長 

森田支所長兼総務課長 

豆田総務課地域振興係長、田中総務課地域振興係主査 

大野産業振興課長、野中産業振興課産業観光係長、杠産業振興課主査、 

百武副支所長兼保健福祉課長、栗原市民サービス課長、山田教育課長 

【傍聴者】 １名 

 

４ 会長あいさつ 

◎藤野会長   

 今回の地域審議会は、本当は予定を立てていなかったが、やまびこの湯の指定管理

問題の課題が出てきたので、地域審議会として、市からの報告を受けながら今後の考

え方の整理をする必要があるため地域審議会を開催することにしました。 

 今日は、報告事項という形になっておりますが、やまびこの湯の指定管理の問題、

三瀬地区の公共交通検討会議の状況等々を聞きながら地域審議会の責めを負っていき

たいと思っておりますので、最後までよろしくお願いします。 

 

５ 議事 

（１）佐賀市支所再編（案）について 

○住民意見の取扱いについて 

◎藤野会長   

50 件の御意見をいただいておりますが、これまでの議題の中からナンバー24 まであ

ります。24 までのそれぞれの提案を項目毎にまとめながらどうするかということの御

議論をいただきたい。 

４番目から８番目まで御意見をいただいております。一括して御意見を賜りたいと思

います。御意見を賜りたいということは、基本的には市としての考え方の説明をいた
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だいているが、この意見を答申の中にどう反映していくかということになろうかと思

います。 

 ４番から８番までに関して一括して御意見を伺いたいと思います。 

 何もなければ、市が説明されたことになるということですが、それでいいですか。

  

○豆田委員 

確認させてください。４番から 13番まででしょう。 

 

◎藤野会長 

今は、４番から８番でお願いしていますので、後のことは後でお願いします。 

 

○豆田委員 

前回の会議の中で質問させていただいたが、村民の意見質疑等を反映させていただ

いて質問させていただきました。当然、村民の意見を反映させるべきだと思います。 

 

○德川貞委員 

このことに直接繋がることではないのですが、どこに聞けばいいのか、どこに連絡

すればいいのかという事案も出てくると思う。そういうときの本庁一括でやるという

ことについては、どのような対応をされるのか。窓口係にはベテランを置いて、もう

少し詳細にお聞きし、担当課からかけ直しますので電話番号教えてくださいとか。 

たらい回しにされ、相談することをやめたという人が出ないように。そういう柔軟

な適切な対応の仕方ができるシステムづくりがこれ以前に出てくる問題だと思います

けど。 

 

○藤瀬委員 

先ほど德川委員が言われたように、支所の職員が減るということで業務を減らさな

いといけないことは分かるが、それをカバーする手立てを考えていかないと回らない

ことも出てくるのでは。 

それと、德川さんの意見とプラス、前回の意見で申し上げましたように、本庁でし

か受付しない業務がでてくる。それに対しては、せめて大和町までの巡回バスを運行

できるように考えていただきたい。 

 

◎藤野会長 

４番目から８番目ということで資料に出ていることを御理解いただいていると思い

申し上げるのですが、皆さん方に意見として頂戴したいことは、包括的なことも大事

ですが、４番目から８番目と申し上げたことは、戸籍に関することをひと括りとして

このままでいいですかということをお尋ねしているわけです。戸籍に関することです。 

今日は、書いてあることを含めながら市の回答をそのまま受け入れるのか、我々と
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してはどのようなスタンスでいくのかということを基本的なこととしてお考えいただ

かないとまとめにならない。答申の中にどう反映するかということをお聞きしている。 

 

○庄島委員 

この間の説明のときには、４番から８番についてはほとんど本庁でやるのが多いで

すよね。 

出生届、埋葬届などは支所で取り扱わないと。ただ、交付するくらいが支所なんで

すよ。出生届を三瀬支所にしたときに、三瀬支所の中に戸籍の書類は再編されたもの

はないんじゃないですか。支所には。おそらく。そうなると結局本庁へ届けることに

なる。取次ぎをできる分はしていただく形を増やしていただくとかしないと書類は支

所になくて本庁にあって。だから本庁、本庁と言っている。この辺をもう少し本庁で

精査いただいて、住民が本庁へ行かずにできるような方法を。最低限できるものは三

瀬でできるようにしていただきたい。 

 

◎藤野会長 

進め方が悪いのか、新たな意見が出てきておりますが、今日は前回のことの整理で、

皆さんに確認をしている。今日は、行政管理課が来ていないので新たな質問になると

答弁が非常にしにくい。できない。４番から８番といい方をしたのでこういうふうに

なってしまったかと思いますが、僕の不手際で申し訳ないですが、４番から８番のと

ころを４番、５番という形で順を追って答申に反映するのかどうかの確認をさせてい

ただくという形で進めさせていただかないと流れが違っている。いいですか。 

 

      （委員から「はい」の声あり。） 

 

◎藤野会長 

       ４番の出生、死亡届は支所で受付をしていただきたいという要望があります。答申

に取り扱うかということは絶対的要件の中でおっしゃっていただかないと全部を反映

することはできない。精査していただき、絶対的なところで御意見をいただきたい。 

       ４番目の出生、死亡届のところについての取扱い。これについては、中山間地のた

めに受付も支所、簡素化。村民の意がくめるような体制の確立だけはしてもらいたい

ということが大方このことだろうと思う。火葬場の使用許可とか死亡届とかいうのは、

三瀬では自宅葬はそれぞれしなければいけないが、斎場をお使いの場合は斎場さんが

してくれるという認識もある。その辺の取扱いをどうしていくか。 

 

○德川貞委員 

４番、５番のところで、一番急ぐのは死亡届、火葬場の使用許可証だと思う。葬儀

屋を頼まずに手続したいという人があったときにどうするのかということなので、ど

うしても本庁でやりたいということであれば、支所にこんな事例はこんなですよとい
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う雛形をおいて、テレビ電話などで確認してもらうとか。本庁でやるということであ

ればそういうことも考えていただきたい。今後の対応がどうなるのか。 

 

○庄島委員 

 ４番でいくと、出生届と死亡届だけは支所でしていただくことはどうでしょう。 

 

◎藤野会長 

意見として、山間部であるがためだとか、自宅葬がまだまだ多いということで出て

いる。 

そのことを配慮した形で、答申にあたっては留意いただきたいということくらいし

か答申の中には書けないという気はする。その中で、例えば出生届だけは支所に残し

てほしいというのがあるのかないのか。皆さんにお尋ねしたいのは。 

 

○德川正委員 

出生届には余裕があるような気がする。死亡届の場合は、医師の死亡診断書を持っ

てきて届けるわけですけど、死亡届が受理されて、火葬場とか本庁に行ってやってた

ら死亡したばかりで混雑している状態で時間かけられるのかなと疑問がある。 

 

◎藤野会長 

       審議会の意見としては、こういうことの配慮をいただきたいということでの答申内

容とすることは御理解いただけるのか。 

事務方と答申内容を検討しながら皆さん方に御提案いただいて、それでいいかどう

かということで今のことは進めさせていただいていいですか。 

 

      （委員から「はい」の声あり。） 

 

◎藤野会長 

 ６のところまでそういう形の整理の仕方でいいですか。 

 

（委員から「はい」の声あり。） 

 

◎藤野会長 

       ７番についても基本的な形で市の考え方も書いてあるようなことですので、それを

踏まえた形で８番までは整理をするということで御理解いただいていいですか。 

 

      （委員から「はい」の声あり。） 

 

○小野寺委員 
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どう取りまとめるのか。 

 

◎藤野会長 

        ここに書いてあるような形の中で、三瀬の審議会としては留意して残してもらうよ

うな方向での検討をお願いするとういう文言になってしまうのではないか。 

 

○小野寺委員 

      答申に載せるということですか。 

      今委員さんから出た意見を取りまとめていただいて。 

 

◎藤野会長 

      案を作って皆さんに提出する。それでいいですか。 

 

○小野寺委員 

      わかりました。いいと思います。 

 

◎藤野会長 

        ８番目の戸籍に関することについては、村民の意見の反映を文言の中でどうしてい

くかということで答申の中で反映させていくことでいきたい。 

９番の印鑑登録に関すること。即時発行はできないかということ。交付については

支所で取り扱う業務になっている。登録は本庁になっている。 

 

○德川貞委員 

        今の印鑑登録台帳に載っていないという、以前は三瀬村で印鑑登録はしていたけど

という方がおられる。緊急に印鑑登録証明書が必要になったときに、本庁に行ったこ

とがある。あなたの登録した印鑑証明のカードと実印をお持ちいただいて、あなたが

この人は間違いないと証明していただければ即発行しますということだったので、そ

れで印鑑登録をし、発行してもらったことがある。現実には今と変わらないと思う。

あなたがどうしても支所でやりたいというならやっていただいて結構ですけど、文書

の往復で結構時間かかりますけどいいですかという話になる。結局はそういうやり方

が早いということで印鑑登録及び証明書の発行を。印鑑登録している本人が、別の本

人が証明しますということで添付書類を付けて登録を受理してもらったという経緯が

ある。今も改革してからも同じではないかと思う。 

 

◎藤野会長 

      同じことだから。 

 

○德川貞委員 
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      本庁に移っても問題ない。 

 

◎藤野会長 

      問題ないから反映しなくていいということか。 

 

○德川貞委員 

      私はそう思う。 

 

◎藤野会長 

      今の德川委員のこと御理解いただけましたか。 

 

◎藤野会長 

        資料の精査をしていただきながらですが、今の議論をやっていると、提案をさせて

いただいている今日の趣旨は、答申の中にどう反映したらいいかということ。新しい

意見をもらう場ではない。今のようなやり取りをやっていくと時間だけが過ぎていく

なという気がする。基本的には１回議論している。出せば初めて聞いたという感じで

また新しい意見が出てくる。そうなってくると時間が足りなくなってくる。 

 

○小野寺委員 

        一体どうしたいのかが。 

前回これだけ議論をして、市からのお答えがあるものもありますけど、それほどた

くさんの住民からの御意見があるとは思ってなくて、先ほどの戸籍等の届出のことも

これだけ出されているが、この部分に関しては取りまとめても、答申ということで言

われてましたけど、他の部分に関しても市に答申として、同じ項目なら取りまとめて、

書かれた方には切実な思いがあると思うが。これは私の意見ですが、そのようにしな

いと一つ一つ前回やったものをどうしますか、どうしますかとしても収拾がつかない

と思いましたが。 

 

◎藤野会長 

今小野寺委員の言われたように、村民の皆さんの思いが基本的にいっぱい詰まって

おり、大事にしたいなということもあってお尋ねすると新しい意見が出て収拾がつか

なくなっているということですので、皆さん精査をしていただくといことの中で、答

申に挙げた方がいいなというようなところを私の方で整理させていただいて、次回に

提案させてもらってそれを反映するという形がスムーズにいきますかね。 

いいですか。これを整理しながら、今の小野寺委員のこと含めながら、こういう形

での反映をさせていただきたい。案としてまとめた形で皆さんの合意を形成するとい

う形で進めさせてもらっていいですか。 
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       （委員から「はい」の声あり。） 

 

◎藤野会長 

24 番目のところまでは、前回の議論を踏まえながら整理をして答申に反映させると

いうことで、24 番目までは終えていいですか。 

 

（委員から「はい」の声あり。） 

 

◎藤野会長 

議事として、住民意見の取扱いについては、今申し上げた形で進めさせていただき

たいと思いますので、この議事の１については終えていいですか。 

 

（委員から「はい」の声あり。） 

 

 

６ 報告事項 

（１）佐賀市やまびこの湯指定管理について 

◎藤野会長 

それでは４番目の報告事項に移りたいと思います。 

佐賀市やまびこの湯指定管理についてということで説明をお願います。 

 

■経済部副部長 

やまびこの湯の指定管理について御報告をさせていただきます。 

新聞記事で、やまびこの湯指定管理者撤退という報道がなされました。今日お話し

するのは、佐賀市やまびこの湯指定管理の取消しと次の指定管理者をどうしていくの

かということについてお話をしたいと思います。 

 指定管理の状況と入館者の推移はどうなっているのかということと次期指定管理者

をどうしていくのかということをお話しいたします。 

やまびこの湯は、平成８年４月に村立の温浴施設としてオープンしております。そ

の後直営でなされておりましたが、平成 23 年 10 月から大規模改修を行いました。平

成 24年４月にリニューアルオープンしております。その時点で指定管理の制度を導入

しております。指定管理ですが、安田建物管理株式会社、福岡の会社ですが、他にも

温浴施設を管理していたり、病院等の給食のお仕事をされている会社です。契約期間

が 24 年の４月から平成 29 年の３月までのお約束で指定管理をお願いしました。現在

３年目の運営を行なっていただいているところであります。 

入館者数と三瀬トンネルの通行量を出しております。お手元の資料では平成 18年か

らになっておりますが、平成８年に開館をいたしまして、年間入館者数は 25 万人程度

までいっております。平成８年が 25 万人をちょっと切るくらいですが、平成９年、10
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年は 25 万人を超えております。平成 10 年に隣の富士の方に、鵆の湯という同じよう

な公営の温浴施設ができました。それから少し入館者数が落ちてきまして、平成 13年

にまた盛り返しまして 25 万人を超えております。その後下がってきて、平成 17 年ま

で落ちてきております。平成 16 年に 20万人程度になり、17 年は 20 万人を切っており

ます。平成 16 年には北方の方に七色の湯という温浴施設ができました。平成 18 年に

は東脊振にトンネルができております。同じく 18年度には東脊振にさざんかの湯とい

う同じような温浴施設ができております。それから利用者が落ちてきまして、平成 22

年には 15万人を切っております。 

開館からも時間も経っておりましたので、市の方で大幅リニューアルをいたしまし

た。全体で１億 7,000 万程かけて改装しまして、平成 23 年は改装期間で半年間休みま

したのでかなり落ち込みました。24 年度は改装の効果もあって、17万人近くまで利用

者が増えました。良かったなと思ったところなんですが、25 年度になると 15 万人を切

ってしまった、改修前のレベルまで落ち込んでしまったという状況であります。 

25 年度の終わり、26 年の３月頃ですけど、安田さんの方から申出がありまして、自

分たちではこのまま運営することは難しいと。状況をお伺いしましたら、平成 24 年度

は入館者が 17万人近くあったけれども、それでも 1,000 万程赤字があった。25 年度は

更に赤字が膨れて 1,250 万の赤字になったと。これ以上は自分たちでは運営はできま

せんという申出がありました。約束では５年間運営をしていただくということで、安

田さんの意見を聞き入れながら改装もいたしましたので、そこはしっかり踏ん張って

いただきたいとお話をしてきましたが、安田さんはどうしても難しいと。特に冬季に

なると、燃料代が非常に高騰しましたので夜間の運営が１時間当たり２万円近くかか

るらしい。それに対して入館者数がかなり少ないので、冬季は運営すればするほど赤

字になってしまうので、自分たちは辞退したいというようなことであります。 

三瀬トンネルの利用者というのも減ってきております。また、同じような温浴施設

が周辺に出てきたということもあって、それだけが要因とは思いませんが、いくつか

の要因が重なってこういう状況になっているのではないかなと私たちも判断しており

ます。 

 安田さんの申出もお受けして、手続上は指定管理の取消しという形になるんですけ

ど、平成 27 年の３月末、今年度一杯はお願いしますということで、今年度末で管理を

終えていただくという手続をしたいと思っております。 

今後も、平成 27 年度以降どうしていくかということですが、私どもとしましては指

定管理の制度を活かしてこの施設については今後も運営をしていきたいと考えており

ます。 

 平成 27年の４月から５年間の期間で指定管理者をお願いしたいということで公募を

しております。９月の下旬に募集を開始しました。現在２社興味を持っていただいて

説明会にも来ていただきました。中旬まで申請を受付して、11 月に審査を行って、候

補者を決定したいと思っております。指定管理ということで議会の承認が必要になり

ますので、12 月議会に指定管理者の議案を御提案して承認をいただく形を考えており
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ます。 

ただ、今と同じような形で運用していただくことは非常に難しいと思っております。

安田さんの課題もお伺いしましたので、今後どういうふうな運営をしていただいたが

いいのかということを考えて、次の指定管理をお願いする時は少し条件を変えたいと

思っております。安田さんからお話を伺った中で一番気になったのは、冬季の問題で

ありました。11 月から３月までは、閉館時間を短縮して、今の午前 10 時から午後 10

時までの時間を午前 10 時から午後８時 30 分までの営業時間としたいと考えておりま

す。このような条件で公募を進めている状況であります。 

 以上で、やまびこの湯の状況説明を終わります。 

 

◎藤野会長 

いろいろ御検討いただいている思いはしますが、今おっしゃったことは基本的には誰

でも分かっていること。例えば議会の経済産業常任委員会で１回ではなく議論をして

いただいていると思いますが、実態として、委員会の中でどういう御議論でこうなっ

たのか、話合いがあったのか。あるいは今後どのようにお考えいただいているのか。 

大きな地域振興の柱、三瀬の大きな柱です。香月さん御存じのように、三瀬は、合

併前は三瀬の振興策は観光と農業ということで踏ん張ってきたわけですよ。片や合併

と同時に観光をもぎ取られ、今回支所再編の検討の中で産業振興課、農業関係は本庁

へ持っていくよという形で、両足もぎ取られる状況です。そういう中で市長曰く、三

瀬村は福岡から佐賀の玄関口だから何とかしなければといろいろ言ってもらうけど、

結局その後何もない。結果的に温泉が指定管理になった、結果として２年間安田さん

に頑張ってもらった。頑張ってもらったけど、できなかった理由は、後付け理由で終

止してるじゃないですか。本当のところどういうことかという精査ができないと思う。

そういうことを執行部ができないとするならば、議会の皆さんがどういうお考えであ

なた達と議論をなさっているかということを教えていただきたい。 

 

■経済部副部長 

お手元の資料で、研究会、議会常任委員会で御説明をしております。 

その中で、今日お話ししたことと同じような内容で説明をしました。その内容を皆

さんにお渡ししております。議会の中でも何でこういうことになったのかという御質

問がありました。 

今私が御説明したように、１つは地域間の競争、糸島の方にお客様は行かれている。

糸島に伊都菜彩という集客力のある地域の物産を販売されるところができまして、そ

この周りにいろいろな施設ができております。三瀬に来ていただいていた観光客がそ

ちらの方に今目を向けられているという現状があるというのも１つの分析です。 

それと、先ほどもいくつか御説明しましたが、同じような温浴施設がたくさん周辺

にできてきたということです。三瀬の周り富士には鵆の湯ができましたし、周辺には

同じようなものができております。それぞれ非常に頑張っておられますので、温泉を
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好まれる方の総数というのはそれほど変わらないと思います。それの数を分け合って

いるということも原因ではないのかなと思っております。そういう説明をいたしまし

た。 

もう１つ議会の中で出たのは、今やまびこの湯で働いている方は、今後はどうなる

のか。地域の方が働いておられるけどその方たちはどうなるのかということでありま

した。これに関しては、できるだけ地元の雇用を進めてくださいというお願いはいた

しますが、経営の考えもありますので会社の方が最終的に選択されるという形になり

ます。 

他には、安田さんに運営をお願いした中で、地域との関わりはどうだったのかとい

う質問をされました。私たちの見たところでは、地域の祭り、田舎と都市のふれあい

祭りにも参加されたり、地域との連携は深められているというふうに思っております

ということです。 

ボイラーの燃料費の高騰のことを説明しましたが、その中では、木材のチップを燃

料としているボイラーもあるので、そういうことを活かすことで、地域内での経済の

循環が図れるのではないかという質問がありました。導入については勉強したいと説

明いたしました。 

議会の研究会の中では、このようなやり取りをさせていただきました。 

 

◎藤野会長 

      お尋ねしたいことがあれば、せっかくの機会ですので。 

 

○庄島委員 

        24 年にリニューアルしましたよね、１億 7,000 万かけて。三瀬の人口一人当たりに

計算すると 13万円です。それなのに、リニューアルする前も今と同じような説明を市

はしたし、三瀬支所もしたんです。他所に温泉ができたとか、交通量が減ったとか。

そういうことは理由にならないですよ。１億 7,000 万もかけたら儲けるようにしなけ

ればいけないではないですか。会社なら潰れていますよ。 

もう少し勉強して儲けられるような施策を考えて指定管理者を選ぶ方法を考えない

といけない。何も考えないで次を応募している。市長は挨拶で三瀬は北の観光の玄関

口でといつも言われますよ。あなたは伊都菜彩に流れたというけど、いつオープンし

たか知ってますか、前触れがあったんです。そういうのは理由になりません。伊都菜

彩に流れない方法を考えるべきです。三瀬に来るように仕向けないと今後も同じです。

何もしないと２年後はこの二の舞になってしまうと思います。 

        

■経済部副部長 

         何も考えていないという厳しい御指摘なんですけど、では一体どういうことをやれ

ばこれがうまくいくのか。皆さんはどういうお考えをお持ちでしょうか。 
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○庄島委員 

         あなたたちが研究をされてないじゃないですか。どういうことを今後されようと思

って指定管理者を選ぼうとしているのか。市はどう思っているのか。 

 

■経済部副部長 

      私たちは出された提案の中から選びたいと考えております。私たちがこんなことを

やってくださいという問いかけをするのではなく、指定管理者を選ぶというのは、こ

ういう施設がありますと。今こういう状況ですと。誰かここを運営したい人はいませ

んかという投げかけをしております。 

これまでとまったく同じ条件では営業は難しいのかなということを考えて、コスト、

収入のバランスを見たときに私たちも課題だと感じましたし、安田さんも冬季の期間

の夜の営業時間を短くすることでかなり収益は改善すると安田さんもおっしゃいまし

たし、私どももそこを見たときにそうなのかなと思いましたので、そこについては条

件を変えて募集をしたところです。そこを変えましたので、いくらかの会社の方はや

ってみたいとおっしゃっていますので、あとはそこの会社がどのような提案をされる

のか見てみたいと思っているところです。 

 

○小野寺委員 

 厳しい話になるかもしれませんが、建設的な話をした方がいいと思いますので。 

そもそも何で指定管理者制度にしたのか。先ほどから話をされている条件の変更と

か競争の話とか競争環境が激しくなっているというのは、全て外部要因に近いです。

主体者が、安田さんがどういう考えの下で、何をやろうとしたのか、どう変えようと

したのか。そこの一番核のところが抜けているような気がするので、そこを庄島さん

は言われているのかなと思いました。 

サッカーでも監督を変えても勝てない。同じようにどういう温泉を目指しているの

か。そこの議論なくして、プレーヤーを監督を変えたとしてもまた同じことになって

しまう可能性が大きいと思います。その辺ももちろん内部で考えていらっしゃると思

いますけど、民間の力を入れるということは、そこに理由があると思う。民間はどん

な業界でも競争はありますので、その中で知恵を絞って、どういうアイデアをどうい

うプランを具体的に実行して、糸島、伊都菜彩がライバルとかじゃなくて、糸島の方

から見れば三瀬はいろいろあるねと聞きます。その中で温泉はどんな魅力的なものを

出していったらいいのか。入館者数が減っているというのは、あれは結果であって、

そこに魅力があるかどうかだと思う。指定管理者を決める前に、何の魅力が足りなか

ったのか、どんなものをお客さんは求めているのかという本当のニーズのところを汲

み取ることが大切です。 

行政としては苦手な部分かもしれないが。例えば中心市街地でのコミュニティをど

うデザインし直したらいいかとか、富士町の方でも他で具体的な例を見てきておられ

る方を呼んでワークショップ等地域の人と一緒に話合いをやっている。 
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先ほど香月さんが、三瀬の方はどうしたいですかとおっしゃられたんですけど、そ

の視点も大事だとは思います。 

会長が元々温泉は地域振興の柱だとおっしゃいましたけど、正にそのとおりで、指

定管理者制度を行政に任せきりになっている地域というのもどうかなと思います。 

安田さんのことでいうと福岡からの会社ですし、住民としては冷めていたのかなと

個人的に感じていました。地域の産物を使ったり人を雇用することだけでなく、ソフ

トの部分をうまく活用というか、共同作業していたかというところではクエスチョン

である。市民を巻き込むような選択というのも考慮していただいた方がいいのかなと

感じました。 

 

■経済部副部長 

御意見ありがとうございます。 

私どもがリニューアルしたときに考えたことなんですが、１つは温泉というのは大

きな柱、もう１つは食ということに力を入れようということでレストランも改装しま

した。そのときに今おっしゃったような地域の物を使ってレストランをやると。最初

バイキング形式で地域の地産地消のものをやってもらいました。そういう提案だった

のでそういうこともやっております。お客様が付くまでに息切れしてしまってバイキ

ングもやっていくことができなくなって、私たちの勉強不足だったのかもしれません。 

地域の方は一生懸命いろんなイベントもやっていただきましたし、餅つきなんかも

そこでやっていただいて、感謝と言いますか一緒にやっていただいているなというこ

とは感じております。 

今、小野寺委員から会社が冷めていたという気がしたということですが、私どもの

感覚がぬるかったと言いますか、一生懸命やっていただいているというふうに見てお

りましたので、そこは地域の方の感じと違うところだったので、距離が離れていたの

かなと密接に感じていかなければいけなかったのかなということを改めて感じました。 

指定管理をなぜしたのかということですが、行政としてどうしても稼ぎにいくとい

う感覚が難しいところがありまして、そうであってはいけないんですけど、積極的に

働きかけていくというところが公務員の性ですけど、そういうところもあってこうい

うのは民間の方にやっていただいた方がいいのではないかと。他の指定管理も同じ考

えでやっているんですが、民間の考えを取り入れてやった方がうまくいくのではない

かというようなこともあって指定管理でお願いしたところです。 

それまでは人件費を入れると 2,000 万円くらいここにはつぎ込んでいたというふう

に記憶しております。指定管理にしてからも修理代とかは必要ですが、そこはいくら

か軽減できたと思っております。 

 

○豆田委員 

糸島とかななの湯とか吉野ヶ里温泉とか出来て客が逃げたというのも当然あると思

いますが、千石の郷が一番大きいと思います。行かれたことがありますか。というのは、
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三瀬のお風呂に入ってもらったら分かりますけど、昔は三瀬に来てほっとするという福

岡のお客さんが多かった。それが、三瀬に来なくてよくなったという声もある。それと

三瀬村というのが合併して佐賀市三瀬村になったということ。単価の改訂があったこと。 

疑問に思ったのが、大和とかその周辺、富士町も含めてですけど、仕事帰りとか来れ

る人の収入が大きかったが、あやふやですけど、鵆の湯が 250 円と決まったという気が

するんですけど、通常銭湯でも 350 円程度かかると思いますが、住民サービスのために

平等の単価にしなければならないという話を聞いた記憶をしておりますが、料金を下げ

ると収入の回復はなかなか難しいと思います。 

佐賀市全体のサービス料金という考え方にするのか、経営的な考え方の金額にする

のか、単価の決め方に疑問に感じたことがあります。そういったところも踏まえの議

論はされたのか。増やすこと経営の努力も当然必要ですが、公共施設的なことで捉え

られたことがベースとして残っているのでなかなかそこを変えていくのはどういう形

でしていくか分かりませんが、その辺ももう少し見直したらどうかなと思いますけど。 

 

■経済部副部長 

 仕事帰りにお風呂に入るという話がありましたけど、鵆の湯が今市民料金で５時以

降 300 円になっております。やまびこの湯が 200 円。どういう算定をしたのか資料を

持っておりませんが、やまびこの湯が安く設定されておりますので、今後は検討しな

いといけないかなと思っております。 

最初会長がおっしゃった中で、三瀬は農業と観光が非常に重要だと思っていると。

その２つをもぎ取られたというような表現をされました。三瀬の観光は重要だと思 

っておりますので、それをないがしろにしているというつもりはありません。今後も

三瀬については、しっかりできることをやっていきたいと思っておりますし、先ず私

どもができることは、ＰＲの部分からということで、福岡で発行される雑誌であった

り、そういうところに三瀬だけではありませんが佐賀の北部を重点的にＰＲをしてお

りますし、今年度につきましては、エフエムで番組を１つ持っており、北部について

重点的にＰＲしていくような取組をしております。 

 

○藤瀬委員 

先ほど小野寺委員からソフト面の充実という意見が出ましたが、私も以前から同感

の意見を持っておりました。 

私、民宿をやっておりまして９年目になりますが、１年目が年間 300 人くらいのお

客さんと温泉を利用させていただきました。一緒に行く時、行かない時もありますが、

必ず温泉どうでしたか、施設はどうでしたか、従業員さんのサービスはどうでしたか

とこれは癖になっています。今まで誰一人として、接遇が良くなかった、汚かった、

従業員のサービスが悪かったと言う人が一人もいなかった。実際の話です。私も常々

行ったら従業員さんの動きとかを目で確かめながら、何か問題はないのかなといつも

注意をしながら見ていますが、取り上げて問題になる行動はないですし、あれで十分
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かなと思っておりますので、あとはソフト面をどうするかという話なんですが、お客

さんからの話はないですが、私が実際食べてみて、食事が以前からもう少し三瀬らし

い素材を使った特徴のある料理が、全てとは言いませんが、１品ぐらい特徴のある三

瀬らしい食事があったら良かったなと思っております。 

つい最近ですけど気付いたのが、造花を結構飾ってあり、あの造花の代わりに、例

えば三瀬村老人クラブの皆さんが一生懸命やっておられる芝桜の鉢植えとか、紫陽花

のちょっとしたプランターとか、そういうのがあって、そこにこの花は三瀬村老人ク

ラブが三瀬村を元気にするため一生懸命汗を流して頑張っておられる花ですよ、どこ

どこに行ったらこの花は見れますよとか。そういうのがあったらもっと楽しくなるの

かなと。ソフト面の協力というのは、老人クラブだけじゃなくて、私たちにもできる

連携だと思いますので、これから先は私なりにそういう努力もやっていきたいと思い

ます。 

 

○德川正委員 

私が思うのは、温泉はサービス業である。サービスが他所のところと比べて悪かっ

たという場合は、お客さん来ないですね。はっきりしています。 

環境の整備というか、外回りが温泉という気がしない。草は生えている、植木の手

入れもしない。老人クラブで植えたツツジも手入れされていない。そういう外回りの

問題。 

サービスの面では、「いらっしゃいませ」とか温泉に行くからにはお客さんと従業員

なので、そういうふうな態度、帰る時には「またお出でください、どうでしたか。」と

か言葉のやり取り。食事にしても持込み禁止となっている。そういう問題。浴場の掃

除が悪くて、髪の毛が溜まって水が流れないところがあるとか、ぬるぬるしていて従

業員が滑ってころんで骨折したとかいう話です。他所の施設が増えたと言うよりも良

いサービスですよ、一言で言えば。それに徹すると思う。福岡からトンネル、ガソリ

ン代払って、入館料払って結構お金かかりますからね。良い所に行くのは当たり前で

す。その辺を考えていただきたい。 

 

■経済部副部長 

先ず藤瀬委員のソフト面では地域も御協力いただけるということで、心強い御意見

ありがとうございます。地域との繋がりというのは、非常に大切だと思っております

ので、次の指定管理者を決める際にはそういう点もポイントとしたいと思いますし、

私どもも新たな指定管理者にはその辺を指導、お願いをしていきたいと思います。 

         德川委員のサービス業として環境の整備ができていないという厳しい御意見でその

とおりだと思います。私どもの指導、会社とのやり取りができていなかった部分もあ

るかと思います。挨拶についても、私も時々行きますが、それほどつっけんどんとは

思ったことはないですが、確かに別の温浴施設に行くと、入るときには非常に大きな

声で「いらっしゃいませ」と言われますので、そこまでの雰囲気はなかったなと今思
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っております。清潔感であったり清掃であったりというのは非常に大切なところだと

思いますので、今後そういうところには十分気を付けていきたいと思います。ありが

とうございます。 

 

◎藤野会長 

         今、香月副部長がいろいろ言ったけど、どういうことをやればいいのかということ

で、要するに分かってないということをおっしゃっているわけだから、もう少し皆さ

ん方の意見も市側に分かってもらわないといけないし、議会側にも御理解をいただか

ないといけないことがある。言いにくいことは言いにくいです。一杯あるんですよ。

第一、お客様の声というのは、香月副部長お聞きになったことあります。 

 

■経済部副部長 

市の方に御意見をいただくとかある場合は私のところにも回ってきます。 

私も読んでおりますし、そうだなと思うところもありますし、私が見た限り、特定

の方が集中と言いますか、御意見をいただいているなという感じはあります。 

 

◎藤野会長 

そういうのはあると思います。 

どういう思いで来ていただいているかというのが、お互いに理解していない。お客

様の気持ちを。開き直った形で言ったってお互いしょうがないから、これから頑張っ

て温泉をうまくやってもらわないといけないし、かつて言っていたように、18 万人お

出でにならないと赤字よねって昔から言ってたんですよ。それを踏ん張りところでや

っていかないといけない。 

基本的に德川委員が言ったように、従業員さんの接遇問題。お客さんは悪いとおっ

しゃる。挨拶の仕方ができてない。入っていってもこそこそやっているとか。あんな

ところに行くもんねと結構の人数、僕が温泉前の地場産直売所に行ったときさえも声

を聞くくらいだから、結構お出でになると思います。そういうことを覆面調査までし

なくていいでしょうけど、ちゃんとした形でやっていかないと、いけないことはいけ

ないのよ。良いことは良いんだよ。そこをちゃんとした形でできていないというのが

大きな問題としてある。これは合併前からの問題であった。今の問題ではなくて。地

元の人を採用したいけどそういうのに慣れていないから、にこっとすることもできな

い。それじゃいけないよねということをお互いが気持よくやろうよと、ちゃんとした

形で何か改善する方法も考えていかないといけないし、接遇問題は大きな問題として

ある。 

いろいろ出ているんですが、一番お客さんがおっしゃるのは、持込み。持っていけ

ないと。今までは持って行ってゆっくりして、そういう時間を過ごせた。今はそわそ

わして長く居るといろんなことを言われたり、いろんなことがあったりするんですよ

ねと。今德川委員おっしゃったように、三瀬に来てお金をかけて何で来るか。確かに
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温泉はいっぱいあるけど。やっぱりゆっくりできたし、自分たちが持ち込んでいろん

な物を仲間と一緒に来て時間を有効に過ごせたけど、今はそういうことができないか

ら駄目よというお客さんが僕には多く聞こえてくる。持込みが何でいけないのか。安

田さんは絶対いけないと言った。衛生管理上何かあった時の問題があるから誰が責任

とるかというふうな問題があって持込みはさせないと安田さんは言っていた。それに

代わるべきことをしてくれんといかんよねと。そうしないと必ず減るよと。一番最初

から安田さんと社長と話したことである。お客さんとして持込みを希望する人が多か

ったということですよ。 

それと、他の委員も言われたように食事の内容。バイキングにしても何にしても地

域性が全くないから、そして美味しくない。こんな物はどこでも食べれるよと。わざ

わざ三瀬に来て食べなくてもという方が非常に多かったんです。一番大事にしないと

いけないことを一番大事にしていないんですよ。 

だから、僕はこういう形で研究会の中でどういうことが議論になったかということ

で話合いを議員さんたちがしていただいた中で、どういう議論があったのかというこ

とになると、そういうこと一切出ていないじゃないですか。何人の方が三瀬の風呂に、

僕は１回も入ったことはないけども、来てお出でいただいているかということが分か

らない。ちゃんとした形でお伝えいただきたいんです、副部長、議会の委員さんたち

に。ちゃんと来て、ちゃんと精査してくださいと。もう少し内容精査、課題精査。そ

いうことをしていただいて一緒になって考えていかないと薄っぺらのところで当たり

前のことを当たり前に言ってしまうだけだと改善、改革ができない。お互い言いにく

いところを言いながら、せっかく合併したんだから。合併したことの良さをどういう

形で出していくかということを議論をしていく必要があると思う。後付け議論ばかり

していっても、副部長がおっしゃったことは後付け。よく分かっていることばっかり。

新しいことが出ない。新しいことを出していくためには、言われたようにどういうこ

とをやればいいのかとおっしゃったから僕たちが言っている。そのことを逆に言えば

しっかりした形で反映をしていただかないといけない。執行部の中であっても議会に

対するときに何らかの形でお話しいただく機会があるでしょうから。そういう中でし

ていただくということが大事かなということを皆さんと話し、やり取りする中で、日

頃自分が思ってきたことを今申し述べさせていただいたわけですが、他に御意見ござ

いますか。 

 

○德川正委員 

交通問題と絡んでくるんですが、公共交通の審議委員にもなっておりますけど、直

通というか、佐賀、大和、三瀬というようなバスなり何かの便があると佐賀市内から

も増えると思う。神埼回りだと１時間半ぐらいかかるし、温泉までバス回ってますけ

ど全然乗っていない。その辺の絡みも市の方で検討していただきたい。よく、やまび

こ温泉へ行きたいと佐賀市内の方から聞くが、車乗れないからと話を聞くので、大変

な問題ですけどバス会社、あるいは公共的な小さな車でもいいから頻繁に行けるよう
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な方法がとれないのかなと思っております。 

 

◎藤野会長 

今いただいた交通の問題については次にありますから、やまびこの湯の指定管理に

ついては取りあえず終えていいですか。女性の方で細かいことでも何かありますか。 

 

○服巻委員 

よく聞くのは、持込みができないということが一番。固定した客がおられたが、毎

日でも来ているような方が。その方たちはいなくなりました。持込みの問題で。 

 

○杠委員 

私が聞いたのは、従業員さんの人数が少なくなって、髪の毛とかがいっぱい落ちて

いて汚くなったという口コミを聞いて行かなくなったということを言われました。口

コミは恐ろしいなと感じました。 

 

○藤原委員 

持込みというのがいいかなと思います。それとやっぱり食事です。内容を、地域性

を活かすような物があったらいいなと思います。 

 

■経済部副部長 

 御意見ありがとうございます。 

 今日御指摘を受けた中でも私も反省することが沢山ありました。原因を外に求めす

ぎているのではないかという小野寺委員からの御指摘、反省するところもあります。

また、藤野会長からは後追いの説明ではないかという御指摘もいただきました。 

 食事について地域性を出すということは大切だと思いますので、次の指定管理の企

画の際大切にしていきたいと思います。あと、接遇の問題であったり、持込みの問題

であったり、この場で今後どうしますとお約束できませんが、そこら辺は十分注意を

して今後進めていきたいと思います。 

 

◎藤野会長 

 是非とも意見尊重しながら、地域振興、三瀬振興の核として我々も意見を言わせて

いただくし、一緒になって頑張っていかないといけないとつくづく思っておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

（２）三瀬地区公共交通検討会議の状況について 

■企画政策課長 

 資料はお手元にあります、「三瀬地区公共交通検討会議だより」になります。これに
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会議の内容をまとめております。 

今三瀬の方では、コミュニティバスが東回りと西回りで回っております。このバス

について今後改善をしていきたいということで、佐賀市から三瀬の活性化会議に御相

談しまして、この公共交通について、どういった形で話をしたがいいか、会議をどう

いうふうに持つべきかということで話をしております。５月 20 日に活性化会議に話を

しまして、その後自治会長会、地域審議会の会長、副会長にお話をしてメンバーとし

ては、表のように 20 人に方を選んでおります。 

20 人のメンバーについては、自治会から１人ずつ、地域審議会から５名入られてお

ります。バスに一番関係のある老人クラブ、女性部、ＰＴＡ会長ということで合計 20

名の方に入っていただいています。会長には井上校区の会長、副会長に篠原副会長、

佐賀大学の五十嵐先生にファシリテーターとして調整をお願いしております。 

これまでの会議の経過は、７月７日から 10 月６日まで３回開催しております。７月

７日については、今の現状を認識いただき、共通認識を持つということで会議を開い

ております。８月６日の第２回目は、現状が分かった上でいろんな意見をいただいて

おります。改善するためにはどうするかという意見をいただいております。それで２

回目の会議の意見を受けまして、３回目にその対応について事務局から改善案を提案

させていただいております。まだまだ今回は中間報告になりますので、料金、運営形

態、路線はまだ決まっておりません。これから検討することになります。 

裏の方で委員の中からでた主な意見として、今現在昭和バスが佐賀駅、神埼駅の方

に走っておりますけど、神埼の方は行きが７便で帰りが６便。三反田を通って佐賀駅

に三瀬の車庫から行っておりますけど、朝が１便、帰りが２便。三反田を通るバスが

少ないということで佐賀に直通できるようなバスを増やしてほしいと言われておりま

す。特に高校生の保護者の方から高校のゼロ校時とかクラブ活動に間に合わないとい

うことで、温泉病院まで送って富士から下りてくるバスに乗せて７時くらいに着くよ

うなバスで佐賀駅に着いてゼロ校時に参加するような形をとられておりますので、そ

ういったところが非常に不便であるので、そういった改善をしてほしいということが

ありました。 

 ２番目に富士町のフォレスタ富士に頻繁に行かれる委員さんがおられまして、富士

町まで行くようなバスを置いていただきたいという意見がありました。 

 ３番目ですが、今東回りと西回りと５便回っておりますけど、一周 60 分かかるとい

うことで、最後の方になると 50 分くらいバスに乗っておかないといけない。バスに乗

っている時間が長い。そういったところで話ができるということで、コミュニティに

なって良いと言われる方もいらっしゃるが、できれば時間を短縮していただければと

いうような意見をいただいております。 

次にバスを利用している方の生の声を聞くべきだということで、乗られている方の

意見を聞いてほしいということで、我々もバスに乗込みましてアンケートとか取って

おります。利用されている方は、なくなったら困る、無料のままいってもらえばいい

なというような話もありました。 
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 ５番目は、巡回バスの有料化については、大和の松梅がデマンドタクシーというこ

とでやっておりまして、富士町がコミュニティバスということでやっております。今

回三瀬の検討ということで、今後、南の川副とか諸富も買物とか通院とか不便に感じ

られておられる方がおられますので、そういったところまで進めていく形で進めてい

ますが、大和から富士、三瀬に来る中で、大和、富士が１回当たり大体 300 円料金を

取っている形になっておりますので、今回改善する形の中で利便性を高めるというこ

とで有料化できればということで御相談しておりましたけど、その中で第３回目の意

見としましては、有料化はやむを得ないけど、より便利な形にしてほしいという意見

をいただいております。 

 最後に４回目の宿題となっていることで、有料化するのであれば、行政も身を切る

覚悟で行政改革をやるべきだということで、バスに掛かっている経費の問題もありま

すので、今現在西回りと東回り、社協と直営でやっております。この問題について行

政側も経費がかかるようであればきちっと見直すべきではないかということを言われ

ておりました。 

 主な意見を受けて、改善案検討の方向性ということで挙げていますが、巡回バスを

改善する方法を考えております。やはり 60 分かかるということで、これを短縮すると

いうことで、裏に運行の路線を書いております。 

（村内路線は、路線図を示した資料を用い、現行と改善案を説明） 

 ２番目の村外路線ですけど、三瀬村から外に出るバスになりますけど、昭和バスが

佐賀駅まで朝１便と帰り２便。このバスの代わりにコミュニティバスを温泉病院まで

延ばすという提案を３回目にさせていただきました。温泉病院まで延ばす時の時間と

いうのは、高校生の保護者の方が、ゼロ校時とかクラブ活動に間に合うために温泉病

院まで送られている方もいらっしゃいますので、その方の時間帯に合わせて、朝温泉

病院に６時20分頃着けば富士からの一番のバスに乗っていけば佐賀駅に７時に着きま

すので、そういった乗り継ぎができるような形でコミュニティバスを走らせると。 

三瀬の住民の方も温泉病院まで行きたいという方が要望として多いので、温泉病院

まで運んでいくバスを８時以降の時間帯に設けると。帰りは、富士のバスが１日往復

で 36本くらい走っておりますので、それに乗ってきて、温泉病院で降りられて、温泉

病院から三瀬の車庫までコミュニティバスで送るというような形で、少し時間を遅ら

せれば帰りの便が、クラブ活動とか終えて帰られるというような。塾まで行くと間に

合わないですけど、そういった形で少し遅らせればということで提案をさせていただ

きました。 

まだコミュニティバスの分で温泉病院まで何本走らせるかというのは今のところ決

めていないんですけど、なるべく住民の要望に応えられるような形ではやりたいと思

っています。ただ、財政的な面もありますので、補助金を受けられるかどうかという

ことが一つポイントになってきますので、あまりコミュニティバスをどんどん走らせ

るとタクシー会社とか路線バスが非常に影響を受けて大きな問題になりますので、そ

こはあまり重ならないような形でコミュニティバスを運行して、そうなると国からの



20 

 

補助も半分くらい出るというような形になっておりますので、そこを利用してやって

いきたいと思っております。 

 有料化の導入については、今のところ決まってるんですが、料金については設定し

ておりません。これはバスをどのくらい走らせるかによって料金も決まってきますの

で、次回以降に提案して行きたいと思っております。 

 今後の予定ですけど、あくまでも目標ですが、12 月頃までに改善案の取りまとめを

行いたいと思っております。ただ、今三瀬の車庫から佐賀駅までバスが行ってますけ

ど、これが温泉病院までのコミュニティバスに代わりますと三反田より上のバス路線

がなくなりますので、そうなると三瀬の車庫を出て、三反田から名尾を回って行って

おります。そこをどうにかしなくてはいけないということで、その分については、松

梅の交通会議に諮らないといけない。松梅の方もデマンドタクシーを始めて２年くら

い経ってますので、またその話をもっていくといろいろ感情を害される可能性もあり

ますけど、住民の方がメリットになるような提案を持って行って三反田線をなくすよ

うな形で調整をしたいと思っております。三瀬から佐賀駅までの昭和バスについては、

赤字という形になっておりますので、そこは市で負担しているところもありますので、

その分を削ってなるべくコミュニティバスを利便性の高いような形にしたいと考えて

おります。 

 この会議は、20 人でやっておりますけど、当初会議を設立する時から住民の方に知

ってもらって意見を聞いた方がいいということで、今回も「だより」というのは今月

の８日に全世帯にお知らせするような形でやっておりますので、４回目の会議では本

当に乗っている方の意見が出るかもしれませんので、そこを聞きながらこの公共交通

のコミュニティバスを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。 

 最終目標としては、今後の予定に書いてあるとおり、27 年 10 月くらいから運行がで

きればと思っております。 

 

◎藤野会長 

 今説明をいただきましたが、お手元に「だより」があるように、検討委員さんで検

討をいただいております。この会議の調整役として、佐賀大学五十嵐先生が熱心にや

っていただいております。公共交通検討会議のことにも御関心をお持ちいただきなが

ら御意見のお寄せをいただきたいと思うし、地域審議会のことはもとよりですが、こ

の公共交通検討会議のこともできるだけ皆さんの足元、地区、出身母体の中でお話を

していただかないと資料を配ってもなかなか御理解いただけていないところがいっぱ

いある。御理解いただかないと決めたことが後もって変えることができるかというと

できない。決まってしまえば変えることはできないということだけでも、自分たちの

足元の中ではお伝えいただきながら関心を持って、できれば声を寄せていただくとい

うことでよろしくお願いしたいと思います。今説明を受けたとおりでありますので、

そのことの御理解をいただきながら交通会議のことについての説明を終えたいと思い

ます。 
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７ その他 

○庄島委員 

 過疎地有償運送事業のことについては、始められて３か月くらいしかなりませんが、

半年くらい経ったら橋田さんにお話を聞かせていただきたい。聞くところによると利

用者が３人くらいという情報でもある。 

 

◎藤野会長 

 橋田さんの状況は、事務局で状況を掌握していただき、本人が出ていただくのかど

うかは別として状況を報告するということでよろしくお願いします。 

 

■企画政策課長 

 過疎地域の自立促進計画ということで、今現在計画がありますけど、この計画が平

成 27 年度までということになっております。今度 28 年度からの計画を作るような形

になります。 

 これまで過疎計画については、地域審議会で議論していただいて、前回は６回ぐら    

い会議をしていただいて、その後、住民の方に計画を配布していただいて、住民の意

見を聞いて最終的に答申という形で佐賀市がいただいた。流れ的には、その後に、最

終的には議会にかけて承認がされて決定されるわけですけど、今回も同じような形で

やりたいと思っておりますが、もちろん住民の方の意見を聞いて。 

それで、地域審議会が今年度一杯となっておりますので、我々といたしましては、

平成 27 年度にこの過疎計画の審議を本格的にやりたいと思っていますので、その時は

地域審議会が平成 27 年３月 31 日までで切れますので、その後どういうふうな形にす

るかということで、我々は、今 15人の方で地域審議会組まれておりますので、このメ

ンバーを基本に次の策定会議という別の組織を作って、そこの中で審議をしていただ

こうというふうに思っております。これは、富士町とも足並みを揃える必要がありま

す、富士町も過疎地域になっておりますので。富士町の方も今のところどういう組織

で審議をするか決まっておりませんけど、やはり地域審議会が母体というか基本にな

って構成されると思いますので、そういったところで、今後内容については取りまと

めた形で過疎計画の内容を 27年度にお持ちするという形になりますのでその時はよろ

しくお願いします。組織については、まだまだ支所と会長とお話をしながら固めて行

きたいと思いますので、来年また御足労をおかけしますけどよろしくお願いしたいと

思います。 

 


