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平成 26年 第２回三瀬地域審議会 議事録 

 

【日  時】  平成 26年 2月 18日（火） 午後 6時 55分から午後 10時 15分 

【場  所】  佐賀市立三瀬公民館 大会議室 

【出席委員】  （副会長）篠原清彦 

     （委員）藤瀬吉德、藤原みち子、行武雅美、服巻ツユ子、徳川正臣、 

中村克久、德川貞幸、納富隆司 …9名 

【欠席委員】  （会長）藤野兼治、（委員）庄島幸雄、豆田守正、小野寺 睦、嘉村勝彦、 

小副川幸成…6名 

【事 務 局】  企画調整部 

（部長）石井忠文、（副部長兼総合政策課課長）松尾邦彦 

総合政策課（副課長兼交通政策室副室長）中村孝幸 

企画係（係長）西 洋徳、（主査）福田秀典、八島直樹 

地域コミュニティ室（室長）武富将志 

         行政管理課（課長）真﨑武浩 

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 

教育委員会三瀬出張所教育課（課長）藤瀬繁利 

総務課 地域振興係（係長）豆田幸村、（主査）田中泰司 

【議  題】  第 2次佐賀市総合計画案について 

【傍聴者数】  1名 

【会議の内容】 以下のとおり。 

 

～～ 午後 6時 55分 開会 ～～ 

 

１ 開会 

○森田三瀬支所長 

 こんばんは。きょうは大変寒い中にお集まりいただきまして、大変ありがとうございま

す。定刻ちょっと前ですけど、本日の出席予定の方が出席されておりますので、会議を進

めたいと思います。 

 まず、欠席委員の方の御報告をいたします。 
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 庄島委員、豆田委員、小野寺委員、嘉村委員、小副川委員、それと藤野会長が体調不良

ということで、本日欠席の届けがあっております。 

 地域審議会の設置に関する協議の第７条におきまして、会議は委員の２分の１以上の者

が出席しなければ、これを開くことができないとなっておりまして、本日９名の出席があ

りますので、過半数となっております。 

 ただいまから平成26年第２回の地域審議会を開催いたします。 

 本日の進行を務めさせていただきます三瀬支所長の森田です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、次第に従って進めてまいりたいと思いますけど、企画調整部長の石井のほう

から御挨拶申し上げます。 

 

２ 企画調整部長あいさつ 

○石井企画調整部長 

 皆さんこんばんは。企画調整部長の石井でございます。今日は本当にお仕事でお疲れの

ところ参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 委員の皆さん方には、先週の月曜日、２月10日に審議会として委員の委嘱状の交付をさ

せていただいたところであります。その後、各地域の会長さんに第２次の総合計画の審議

について諮問をさせていただきました。前回、第２次総合計画案の内容について、非常に

早足で概要を説明させていただきましたけれども、委員の皆さん方から非常にわかりにく

いと、それから、もう少し論点を整理して説明をしてもらえんだろうかと、こういったお

話をいただいたわけでございます。 

 そこで、本日は第１次の総合計画と今回の第２次の総合計画の違い、その要点を整理い

たしまして、改めて皆さん方に御説明をさせていただきたいというふうに考えております。 

 限られた時間でございますけれども、意見、御質問に対して、我々が答えられる分につ

いては今日御返事をさせていただきます。お答えをさせていただきます。ただ、わからな

い分につきましては、次回、また持ち帰りということでさせていただきたいと思いますの

で、どうぞ最後までよろしくお願いしたいと思います。 

 

３ 会長あいさつ 

○森田三瀬支所長 

 それでは、次第の３番目、会長挨拶ということでございますけど、本日、藤野会長が出

席できておりませんので、代わりまして、篠原副会長に御挨拶をいただきたいと思います。

お願いします。 
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○篠原副会長 

 皆さんこんばんは。きょうは急遽、ピンチヒッターということで、会長がどうもインフ

ルエンザらしいんですけれども、皆さんの前に出てこれないということで、他にも風邪で

の欠席者等もございます。委員もちょっと少ないんですけれども、これから協議していた

だくわけですけれども、その辺はフォローできるような形をとってまいりたいと思ってお

ります。 

 今日は非常に寒い日でもあります。スムーズに皆さんの御協力をいただいて進行してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

５ 報告事項 

 ・過疎地有償運送事業について 

○森田三瀬支所長 

 ありがとうございました。 

 本日は、市長から諮問がありました第２次佐賀市総合計画（案）について御審議をいた

だくということで審議会を開催していただいておりますが、次第の順番を入れ替えまして、

先に次第の５番目の報告事項の過疎地有償運送事業についてのほうから進めさせていただ

きます。 

 先月の27日に過疎地有償運送運営協議会が開催されました。そこでの合意を受けまして、

今年４月から、三瀬村管内で新たな運送事業を開始するように準備が進められているとこ

ろです。１月28日の佐賀新聞、また西日本新聞にも掲載がありましたので、皆さんも御存

じの方もおられるかと思いますけど、その事業について、総合政策課交通政策担当の中村

副課長から概要を報告させていただきます。 

○中村総合政策課副課長 

 皆さんこんばんは。総合政策課副課長兼交通政策室の副室長をしております中村と申し

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、私のほうからは過疎地有償運送事業について御報告をさせていただきたいと

思います。 

 済みません、ちょっと座って説明させていただきます。 

 今、皆様のお手元の方に１枚紙なんですけど、佐賀市過疎地有償運送運営協議会の開催

について（報告）という資料をお配りしておりますけれども、御覧いただけますでしょう

か。よろしいですかね。 

 この過疎地有償運送というのは、ＮＰＯ法人の三瀬髙原藝術村さんの方から御提案があ
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りまして、これにつきましては、昨年８月30日に開催されました三瀬村活性化会議全体会

において御協議をいただきまして、必要性が認められました。このことを受けまして、佐

賀市におきましては過疎地有償運送運営協議会を開催しております。 

 まず、この運営協議会とはということなんですけれども、資料にも書いておりますが、

行政機関、佐賀市、佐賀県、あと警察とか土木事務所とかも入っておりますけれども、あ

と国の運輸支局、そういったところとか、あとバス・タクシー事業者、あと住民等という

ことで書いておりますが、自治会協議会とかＰＴＡとか老人クラブ連合会の代表者の方、

あと佐賀大学の先生にも御参加いただいておりますけれども、こういった方で構成をして

おります組織です。 

 あと、特に今回につきましては、三瀬地区の方からも、活性化会議を通じまして、代表

者の方１名に委員として御参加をいただいております。 

 この過疎地有償運送を実施するためには、陸運支局のほうに申請を行いまして、登録を

受けなければいけないんですけれども、その際には事前にこういった地域の関係者で組織

をする運営協議会の方で過疎地有償運送の必要性とか、そういったものについて協議をし

て、合意を受けておくことが必要とされております。 

 そこで、今年の１月27日に運営協議会を開催しまして、委員の皆様に御協議をしていた

だいております。このことにつきましては、先ほど支所長のほうからもお話ししましたが、

新聞とかテレビ等で報道をされておりますので、既に御存じの方も多いと思います。参考

までに、裏面の方に佐賀新聞の記事を掲載させていただいておりますので、後ほど御覧い

ただければと思います。 

 協議の内容としましては、申請団体、三瀬髙原藝術村さんなんですけれども、申請内容

につきましては、全て原案どおり合意をされております。ここに主な合意事項ということ

で、四角で３項目上げておりますけれども、簡単に御説明をしたいと思います。 

 まず、運送の区域なんですけれども、運送地域は三瀬地区内ということで、つまり三瀬

の外には行けないということになっております。 

 あと運送先につきましては、利用者の御自宅とバス停留所・集会施設の間ということで、

その下の括弧書きのほうにも書いておりますけれども、それぞれ利用者の御自宅から最寄

りのバス停留所、集会施設というところが原則となっております。ただし、巡回バスが運

行しない土曜とか日曜とか祝日、そういった日は、例えば、三瀬診療所のそばにバス停が

ありますけれども、そういう三瀬診療所とか、そういう最寄りのバス停じゃないバス停と

か、あと集会施設につきましても、ここ市立の三瀬公民館とか地域内の集会施設にも運行

できるというような形になっております。 

 あと、利用料金につきましては、表でお示しをしておりますけれども、右側のほうにタ
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クシー料金の２分の１ということで料金を書いておりますが、これは過疎地有償運送とい

うのは、タクシー料金の２分の１以内より超えない範囲で料金を設定しなさいということ

になっておりますので、三瀬髙原藝術村さんの方では、このような料金設定を１キロごと

にされております。 

 あと、その表の下のほうの利用できる人ということで、三瀬地区内の住民の方とその親

族の方ということになっておりますけれども、ただし、三瀬髙原藝術村の会員となること

が必要ということになっております。ただ、これは三瀬髙原藝術村さんの活動に参加をし

てくださいということじゃなくて、過疎地有償運送を利用するための会員ということで、

あと、この表の右側の丸ポチの３つ目のところにも書いているんですけれども、この利用

会員になるための入会金とか年会費とか、そういうものは一切取らない、無料ということ

で決めておられます。 

 あと、最後に、今後の予定なんですけれども、既に現在、三瀬髙原藝術村さんのほうで

は、佐賀運輸支局の方に必要な書類を提出されておりますので、問題がなければ、今年の

４月から運行が開始される予定となっております。 

 今後、運行開始前に三瀬髙原藝術村さんのほうからは、チラシとか皆様にお配りされる

と思うんですが、三瀬村活性化会議とか、あと自治会長会とかでも、もし可能であれば、

そういったところで三瀬髙原藝術村さんのほうからでも説明してもらいたいというふうに

考えております。 

 簡単ではありますけれども、私のほうからは説明は以上です。 

○森田三瀬支所長 

 ただいまの説明につきまして、御質問等ありましたらどうぞ、お伺いいただけたらと思

いますけど。 

○藤原委員 

 運送先は、利用者の居宅とバス停留所となっておりますけれども、それぞれの最寄りの

場所が原則となっていますね。だから、お友達のところにちょっと行きたいとか、そうい

うふうなことは無理ですね。 

○中村総合政策課副課長 

 そうですね、お友達の方の御自宅ということですね。 

○藤原委員 

 そうですね、何か用事があったら、タクシーを使うということはできないんですね。 

○中村総合政策課副課長 

 そうですね、特に平日については、最寄りのバス、バス停とか集会施設、この過疎地有

償運送というのが、公共交通を補完するという意味合いのものでありまして、バスとかタ
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クシーとか利用できる際にはそちらのほうを御利用いただくということでお願いしたいと

思います。 

○藤原委員 

 三瀬にはタクシー業者がいないものですからね、特に足がないものですから、ちょっと

聞いてみました。 

○中村総合政策課副課長 

 それは、お友達の御自宅も三瀬の。 

○藤原委員 

 ということになるでしょうね。 

○中村総合政策課副課長 

 確かに原則はそういうことで、最寄りのバス停、集会施設ということでですね。 

ただ、土日、祝日、巡回バスが走ってないときには、その辺はもうちょっと拡大して、今

御説明しましたように、三瀬診療所の近くのバス停、それも基本はバス停のところまでと

いうことでですね。 

○篠原副会長 

 ちょっといいですか。これ会員に登録、会員となるということを書いてありますけど、

会員として登録するという形になりますよね。そのときに詳しい説明はあるでしょうけど、

時間帯とかは、一遍聞いたような気もするけど。夜遅くとか、朝非常に早くとかいうこと

は。 

○中村総合政策課副課長 

 運行の時間は、午前10時から午後６時までとされております。 

 済みません、この辺のところも、詳しくはまた後ほど三瀬髙原藝術村さんのほうから、

その他の詳しい内容等も含めて御説明をしていただく機会を設けたいと思います。 

○篠原副会長 

 非常に限られた使い方になりますよね。 

○中村総合政策課副課長 

 そうですね。 

○篠原副会長 

 だけん、利便性の捉え方でしょうけど、今言われていたように、おばさんの年寄りのと

いうか、ちょっと歩くにはちょっと距離があり過ぎるし、村内は村内ですけど、ちょっと

お友達のところに行く用事があるんだけどというような利用というのは、基本的にできな

いですよね。バスの路線を通らんかったらというのを、裏道通ってとか…… 

○松尾企画調整部副部長 
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 お気持ちのほうは本当よくわかるんですけれども、先ほど中村の方からも御説明しまし

たとおり、基本的には既存のバスとかタクシーを補完する制度ということでこちらの方針

になっています。タクシーの方が村内にないということでもありましたけど、富士のほう

に松原タクシーさんとかがいらっしゃって、そちらのほうでこちらの御利用が時々あると

いうことでしたので、そちらの営業のほうにはどうしても余り影響ないようにというとこ

ろも会議の中でもいろいろございまして、そういった意味で。これにつきましては既存の

バス停とか集会場を起点とするという形で今回申請をされて、それについては認められて

いるということになりますので、おっしゃるところのお気持ちのところは十分分かります

けれども、場所等の制約が多い制度であるということで御理解いただければと思います。 

○藤瀬委員 

 地域自治会でも、１回このことについて自治会の皆さんに、私、自治会長をしているも

のですから、説明したときに、やっぱりお年寄りの方から出た意見が、せっかくよかこと

ばしてくいよんしゃっとこれ、利用したか。使わんやったら、もう本当にもったいなかけ

んがということで言われたのが、どういうふうに使うねと聞いたところ、温泉がやっぱり

お客さんのどんどん少のうなりよっけん、自治会のお年寄りとみんなして何回でんグルー

プで温泉に行きたかと、この利用も増えるし、温泉も幾らかなっとん収入の上がっけんが、

よかことばせっかくしてくいよんしゃっけんね、まちきっと使わるっごとしてもらうぎん

よかったばってんねというような意見があって、ああ、そうねというような感じで終わっ

た次第です。ちょっと無理かなと思うんですけど、そういう意見がやっぱり地域にはある

ということだけ思っておっていただきたいと思います。 

○石井企画調整部長 

 先ほどちょっと松尾の方が言った内容と重複する部分もありますけれども、この許認可

というのは運輸省の方が認可します。やっぱり運輸省はバス事業者、それからタクシー事

業者、その運行、運営に支障のない範囲でということが大原則とされております。そうい

う中で、白タク──白タクと言っていいかどうかわかりませんけれども、どこまで容認さ

れるかというところのせめぎ合いからこの制度ができ上がってきたと。三瀬髙原さんの方

からは、エリアの問題とか金額の問題とか、もう少し幅広い運用ができないのかというふ

うな話も今までは運輸支局とも話をされておりますけれども、最終的に今回の許可をいた

だくために、これだけの制限の範囲内でしかできなかったというのが実態でございます。

そうしなければ、運輸省の方から許可を得られないような状況であったと。 

 それと、この資料の上のほうに、過疎地有償運送運営協議会とあります。運輸支局のほ

うに申請書を出す前に、この協議会の同意を得ることが前提になります。この協議会の中

には、バス、タクシー業者の皆さん方も当然入られまして、その方たちの許容する範囲で
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ないとまず認められないと、そういう二重、三重といいますか、ハードルがありまして、

その中で今回、この範囲内で認められたというような、そういう制度になっているという

ことを御理解いただきたいと思います。 

 

４ 議事 

 ・第２次佐賀市総合計画案について 

○森田三瀬支所長 

 そしたら、よろしいでしょうか。 

 そしたら、次の議事のほうに進めさせていただきたいと思います。 

 ２月10日の諮問内容の説明で、委員の皆様から、総合計画（案）について説明を受けた

が、言われたページを開くのが精いっぱい、また、どこを議論しないといけないのかよく

わからないなどの御意見をいただきました。本日、新たな資料を準備しております。審議

の前に担当から補足説明を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、これから先の進行につきましては、篠原副会長にお願いいたします。よろしくお

願いします。 

○篠原副会長 

 それでは、事務局から説明がありましたとおり、第２次佐賀市総合計画（案）の答申に

向けて審議を進めたいと思います。 

 まず、追加資料があるようですので、担当課のほうからの説明を求めます。 

○西総合政策課企画係長 

 こんばんは。総合政策課企画係長の西と申します。よろしくお願いします。 

 私のほうから、総合計画に関しましての補足の説明をさせていただきます。 

 本日お配りしております資料の御確認をまずお願いしたいんですけれども、資料右肩の

ほうに、第２回地域審議会資料１から資料４までの番号を打っている資料があると思いま

すので、よろしいでしょうか。こちらに沿って説明をさせていただきます。済みません、

座って説明をさせていただきます。 

 まず、部長の挨拶にもございましたけども、本日は第１次総合計画、現在の総合計画の

ほうと今回お諮りをしております第２次総合計画、その変更点の概要について大枠の部分

をお話しさせていただきたいと思っております。 

 資料１のほうをお願いいたします。こちら総合計画が基本構想と基本計画に大きく分か

れてございますけども、基本構想の部分を構成しております４つの項目、「基本理念」「将

来像」「基本政策」「土地利用」になっておりますけれども、この４つの項目について、

それぞれ今の計画と変わっているところについて触れたいと思います。 
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 資料２ということで、Ａ３の資料のほうをお配りしておりますが、こちらのほうをあわ

せて御覧いただきますようお願いいたします。 

 資料１のほうに、「(1)基本理念」とございます。「社会状況の変化を踏まえ、第１次総

合計画における基本理念を引き継ぎつつ、新たな理念を加え、以下の５つの基本理念を設

定」と書いておりますが、資料２のほう、こちらのほうを見ていただきますと、表形式で

左のほうに第１次総合計画というもの、そして右のほう、矢印で引っ張って右のほうに第

２次総合計画の素案ということでございます。左のほうの上のほう、第１章の２番に「基

本理念」とございます。現在の総合計画の中では、この１から５までの基本理念を掲げて

おるという状況でございまして、これを矢印のほう、右のほうに行っていただきますと、

第２次総合計画（案）、中ほど３番「基本構想」の中の「(1)基本理念」と、こういうふう

に移行をしてきているということでございます。見ていただきますと、第１次総合計画の

１番に「量的拡大から生活の質の向上」とございますけれども、こちらのほうが右側、第

２次総合計画（案）の基本理念でいきますと、③番「量から質への転換による豊かな地域

社会の創造を！」ということで、大体この考え方はこちらに継承してきているというふう

な形になっております。おおむねこちらの１から、現在の計画の１から５番というのは、

今新しい計画案の②、③、④あたりを中心に継承してきておりまして、一部①のほう、「絆

を強め、情報共有、参加、協働によるまちづくりを！」という部分に引き継いでいる部分

もございます。 

 資料１のほうにお戻りいただいてよろしいでしょうか。こちら先ほどの現在の計画、新

しい計画（案）、こちらのほうを同じように並べておりますけども、①、四角囲みでお示

しをしておりますけども、申しましたとおり、現在の理念を一部引き継いでおります。こ

れは現在の、済みません、さっきの資料２のほうになりますけれども、３番の「自立と自

己責任の時代ヘ」、４番の「知と個性の時代へ」、ここらあたりのエッセンスを一部引き

継いでおりまして、ただ、こちらのほうは参加と協働によるまちづくりを進めていくとい

う大きな考え方のもとで、独立して改めて理念として掲げさせていただいているところで

ございます。 

 そして、あと⑤番のほうを四角囲みでお示しをしておりますが、経済活動のグローバル

化が進む中、佐賀市におきましても有明佐賀空港の路線拡充、新幹線西九州ルートの整備

等の交通機関、こういったものが充実をしてきていると。こういった点を企業誘致ですと

か観光誘客につなげていきたいという考え方に沿いまして、「新たにグローバルに展開し、

国内外から必要とされるまちに！」と理念として掲げさせていただいております。こちら

の分は、また新しく加わってきた考え方ということになってまいります。 

 (2)番のほうにお進みください。「将来像」と掲げております。こちらは２月10日にも簡
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単に御説明させていただきましたけども、暮らしやすさ、暮らしの魅力、そういったもの

ですとか、活力、市民が望む活力でございます。市民アンケートの結果によりまして、こ

ういう言葉がキーワードとして出ておりました。こういう考え方を整理し直しまして、先

日お配りしました資料でございますけれども、資料４－４というのを先日お配りした資料

があったと思います。中ほどに基本構想、グランドデザイン基本構想と書いてある資料で

ございます。 

 こちらの14ページのほうに「将来像」というページがございます。資料４－４、右肩の

ほうに４－４と書いてございます。こちらの資料14ページのほうになっております。済み

ません、ちょっとこっち行き、あっち行きになってしまいまして。ちょっと後ほど御議論

いただくときにここのことなんだとわかるようにということで御案内差し上げております

けれども、こちら14ページの中ほどですね、「恵まれた自然環境に囲まれて」という文章、

以降ありますけども、こちらのほうに佐賀市の10年後の将来像ということの考え方を市民

アンケートでいただいたようなお声を参考にしながら整理をさせていただいているところ

でございます。その考え方というのは、ここでお示しをさせていただいているところでは

あるんですけれども、じゃ、どういった将来像を言葉として、フレーズとして掲げようか

という部分につきましては、こちらの14ページ、また先ほどの資料１、下のほうですけれ

ども、５点ほど案としてお示しをさせていただいております。こちらの案をベースに、こ

ういった言葉を入れたほうがいいんじゃないかとかいう部分あるかもしれませんし、この

辺りをベースにしながらまた御意見のほうを頂戴できればというふうに思っているところ

でございます。 

 では済みません、資料の１のほうを、裏面のほうにお進みください。 

 (3)番「基本政策」とございます。こちらのほうは、現在の第１次総合計画では５つの政

策展開の基本方向ということでお示しをしておりました。しかしながら、この間、東日本

大震災などの社会状況の変化もございましたので、そういった部分を加味しながら、新た

に防災、環境、市民主体のまちづくりと、そういった観点をより強く打ち出した形で新た

に７つの基本政策を設定させていただいております。この部分は、先ほどの資料２、Ａ３

のほうで申しますと、左側の第１次総合計画のほうの第３章、中ほど、下のほうですね、

第３章「政策展開の基本方向」とございます。こちらに１から５番まで掲げておりますけ

れども、１点目、「佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業の実現」と、こちらが商工観

光ですとか農林水産、そういった内容を包含している政策になっております。 

 そして２番、「地域で安心して生活できる社会の実現」、こちらが福祉ですとか防災、

防犯、人権と、そういったものを包含した政策となっております。 

 ３点目、「自然と調和した個性的な美しいまちの実現」、こちらが建設ですとか環境、
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交通といった内容の政策となっております。 

 ４点目、「豊かな心を育み、楽しく学習できる社会の実現」、これが教育、学校教育で

すとか社会教育、そういった内容になっております。 

 ５点目が「地域経営の推進」、これが協働によるまちづくりですとか、市政運営、行財

政運営、そういった内容の政策になっております。これを矢印で引っ張っている、右のほ

うを見ていただきますと、新しいほうの案の(3)番「基本政策」ということで、①から⑦ま

で整理をさせ直していただいているという形になります。その内容につきましては、資料

１の先ほどの基本政策の欄のほうにお戻りください。 

 こちらのほうに、同じように①から⑦まで掲げております。 

 ①につきましては、「地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち」、これ

は商工観光、農林水産といった内容で、政策の名称というのは改めておりますけれども、

包含している内容というのは継承をしております。 

 ②「災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち」、こちらにつきまして

は、先ほどの今の計画の福祉、防犯、防災、人権といった政策の中から、防災、防犯を分

割しまして、道路とか交通、そういった内容の施策と統合した形で整理を改めてしておる

ということでございます。防災・危機管理体制の充実ですとか、地域における防災力の向

上、また、大雨に伴う平野部の洪水ですとか山間部の土砂災害、そういったものに対する

治水、治山対策、こういったことを通して安心して暮らし続けることができるまちを目指

すと、そういった考えで新たに設定をさせていただいているところでございます。 

 ③ですけれども、「住み慣れた地域で支えあい、自分らしく自立した生活ができるまち」、

こちらは福祉関係の政策ということで、基本的には今の計画の内容でそのまま引き継いで

おるところでございます。 

 ④番でございます。「恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち」という部分で

ございます。こちら、これまで建設とか環境、交通といった内容の政策がございましたけ

れども、その中から環境の部分を取り出しまして、緑化ですとか景観、そういった内容の

ものと統合した政策ということで整理をし直しております。太陽光ですとか水力といいま

した再生可能エネルギーの普及促進を通しまして、低炭素社会の構築、またリデュース、

リユース、リサイクルといったいわゆる３Ｒ、それを進めることによりまして循環型社会

を構築していくと、そういったことを通じまして、持続可能な社会の実現を目指していく

と、そういった趣旨で新たに設定をさせていただいているところでございます。 

 ⑤番、こちらは「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち」という

ことで、こちらは社会教育、学校教育といった内容の政策で設定をしております。 

 ⑥番「互いに尊重しあい、共に創るふれあいのあるまち」ということでございますけれ
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ども、これは⑦番に「効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち」という

ことでございます。これ、今の計画では地域経営の推進という政策がございまして、協働

によるまちづくりですとか市政運営、そういった内容でしたけれども、協働によるまちづ

くりと、こういった観点をより強く打ち出していくという趣旨で、その分を独立させまし

て、⑥と⑦に分けさせていただいたというような整理をさせていただいております。 

 続きまして、(4)番「土地利用」のほうにお進みください。 

 土地利用、これ第１次総合計画のほうでは「山麓ゾーン」「都市ゾーン」「自然と農業

の振興ゾーン」「有明海干潟ゾーン」と、大きく４つの基本ゾーンに分けて考えておりま

した。こちらの三瀬のほうは「山麓ゾーン」のほうに含まれているといった形になってお

ります。その中でも、また例えば、「山麓ゾーン」でございましたら、それをさらに「自

然公園ゾーン」「みどりといやしの振興ゾーン」「古湯、熊の川、三瀬拠点地区」といっ

た形で二層構造というふうになっておりまして、二層構造でさらにそれを細区分した形で、

その下のほうにゾーンと拠点を改めてしているということで、非常にわかりにくい形にな

っておりました。ですので、シンプルにしていったほうがわかりやすいんじゃないかとい

うことで、第２次総合計画のほうでは大きく「都市ゾーン」「田園集落ゾーン」「山村集

落ゾーン」「有明海沿岸ゾーン」と、名称は異なっておりますけども、大きく同じような

形でゾーンを区分けし直しております。そして、さらに将来都市構造としまして、「拠点」、

それと「都市軸」ということで設定をさせていただいております。 

 「拠点」につきましては、基本ゾーンとはまた別に、歴史的経緯ですとか地域特性など

を踏まえまして、「中心拠点」と「地域拠点」という形で大きく２つに分類をしておりま

す。地域拠点につきましては、それぞれの支所を中心とした７つの地域拠点を位置づけま

して、それぞれの地域特性に応じまして、都市機能の充実ですとか日常生活を支える機能、

こういったものの維持向上を図ることというふうに計画の中ではお示しをしている案にな

っております。 

 続きまして、資料２のほうをお開きください。 

 こちらは総合計画の基本構想の部分、そしてその前提となる基本構想の関係の部分につ

いての全体の構成を、こういうふうに構成し直していますということをお示ししている資

料でございます。第１次総合計画、左のほうの表でいきますと、例えば、下のほうですね、

「基本計画」という中に「将来推計」とございます。「将来推計」の中にも人口のフレー

ムですとか産業のフレームといったものがございますけども、これは今まで基本計画とい

う部分に位置づけ、記載をしておりました。しかし、こういったものは基本構想ですとか

基本計画、計画全体の前提となる部分だろうということで、右のほうでは、上のほうに、

１番「はじめに」、２番「計画策定への社会的背景」とございますが、その社会的背景の
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中、(2)番の「わがまちの姿」、さらにその中の⑤番「人口」、⑥番「産業」とございます

が、基本構想の前の部分ですね、前提の部分に改めて記載をしていると、こういった形で

構成をし直しているということをお示ししています。こちらは全体の構成がどう変わって

きたかという参考資料に見ていただければと思います。 

 結果としまして、基本構想のほうは、先ほど触れました「基本理念」「将来像」「基本

政策」「土地利用」と、大きく４点というシンプルな構成にさせていただいているところ

でございます。 

 続きまして、資料３のほうをお願いいたします。 

 こちらは総合計画を構成する基本構想と、もう１点基本計画の部分ですけども、基本計

画の中にはいろんな──よろしゅうございますか。済みません、本日お配りしている資料

の右肩に資料３とある部分で、Ａ３の資料になっております。よろしゅうございますか。 

 こちら左のほうに、同じように第１次総合計画、現在の計画の施策を並べております。

右のほうが第２次総合計画の案の部分でございます。それぞれの先ほど御説明しました今

の計画でいくと５つの政策、新しい計画の案でいきますと７つの政策に、それぞれここで

お示しししているような施策が、その下のほうにぶらさがっているという構成になってお

ります。今の計画で申しますと、38の施策がそれぞれ分野ごとに御説明しましたような政

策のところにぶら下がっております。これを改めて今の時点で見直しまして、整理をし直

しているのが右側、第２次計画の案ですが、全体で36の施策ということで整理をし直して

おります。どういった整理をさせていただいているかと申しますと、左側、第１次計画の

３番のほうをごらんください。農林水産業の振興でございます。こちら矢印のほう、右側

を見ていただきますと、３番、４番、５番ということで、農林水産業をそれぞれ農・林・

水産と、それぞれの産業ごとに施策として分割をしております。そして、１次計画のほう、

下のほうに、21番、22番とございます。21番「農業振興地域の保全」、22番「森林の保全」

ですが、こちらそれぞれの基盤整備的な内容の施策になっておりまして、これを先ほどの

３番の農業の振興、４番の林業の振興、そういったところに含み直して整理をしておりま

す。 

 そして、左の１次計画のほうの８番、９番でございます。「健康づくりの支援」「地域

医療の充実」、それぞれ施策として分かれておりましたけども、これは一体のものとして

整理をさせ直していただいて、右のほう10番「健康づくりの推進と保健・医療の連携」と

いった形で整理をしております。 

 そして、１次計画の12番のほうでございます。「防災・危機管理対策の充実」とござい

ますが、これ右のほうの13番を見てもらいますと、同じ名称で変わっていないように見受

けられますけれども、これまでの政策では自主防災組織の充実とか、そういったソフト面
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の形の部分の内容と、河川改修ですとか、そういったハード面の内容、両方を含んだ施策

でございましたけれども、河川改修といったハードの部分を切り離して、そちらのほうは

左側、第１次計画の23番のほうでございます。「水辺空間の充実」でございます。親水的

なもの、そういった施策のほうと統合しまして、右のほう21番でございます。「安全で美

しい河川環境の適切な管理」ということで、これは担当します河川砂防課のほうで一体的

に進めるような形で整理をさせ直していただいております。 

 少し上に戻りますけども、第１次計画のほうの19番、20番、「景観の形成」と「都市緑

化の推進」でございます。こちらも一体的に取り組むということで、右のほう20番、「都

市のみどりと美しい景観の創出」ということで整理をさせていただいておるところでござ

います。 

 ずっと下の方へ下がっていただきまして、１次計画のほうの31番、32番でございます。3

1番「魅力ある文化の醸成」、これは歴史的なもの、文化財とかそういったものの施策でご

ざいます。32番「文化芸術活動の振興」、これは文化芸術のほうでございますけれども、

第１次計画の策定時点では、教育委員会と市長部局のほうとでそれぞれちょっと部署が分

かれていたということもありまして、当時分かれた施策で整理をしておりましたけれども、

現在文化振興課というところで一括的に取り組んでおりますので、それを施策としても一

本としたという形で、右側30番の「未来につなげる文化の振興」といった施策のという形

で整理をしておるところでございます。 

 済みません、１点飛ばしておりましたけれども、１次計画の24番「環境の保全」とござ

います。これを右のほう、22番、23番になりますけれども、「地球に優しい低炭素社会の

構築」と、これは再生可能エネルギーとか、そういった部分を含む、再生可能エネルギー

の普及促進とか、そういったものを含む施策でございますけれども、そういったことも力

を入れていく必要があるということ。それと23番、こちらのほうは、もっと身近な生活環

境の向上と、こういったものに施策の性質を分割して２本に分け直したという形で整理を

しております。 

 現在の総合計画と新しい総合計画（案）の比較の概要は以上でございます。 

 資料４のほうでまた御説明をしますけれども、こちらＡ３の、こちらも表形式の資料で

ございます。 

 右肩のほうに資料４とございます。こちらは、現在の第１次総合計画を策定しましたと

きに、今回と同様に、こちらの地域審議会のほうにも諮問という形で意見をお伺いいたし

ております。その際に答申をいただいた内容、それと、それをどういうふうに取り扱わせ

ていただいたのかというのを整理した表でございます。左上のほうに、８項目中８項目反

映と書いてございます。これはどういったことかと申しますと、意見として８項目意見を
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いただきました。その８項目を新しい総合計画の中では反映をさせていただいたという結

果をお示ししております。８項目、裏面までございますけども、１つ、１点目を例にとり

まして御説明をさせていただきますが、右から２点目、７月31日原案でございます。「…

…がスタートを切りました」、以降文章がございますけれども、そこから２つ目の欄、答

申内容という欄がございますけども、そこの下から３行目の後段のほう、括弧書きでござ

いますが、「市民の一体化の形成」、こういったことの記述が計画（案）のどこかにあっ

てもいいのではないかという御意見をいただきました。それで、その右側の欄で対応でご

ざいますけども、結果として計画の趣旨に反映すると。先ほど言いました７月31日原案の

部分でございますけれども、この中に反映をしたということで、最終的に一番右側の欄で

ございます。修正後という欄がありますけれども、こちらの下から３行目、「経済情勢の

大きな変化に適格に対応しながら」、以降ですけれども、「融和と発展のもと」という形

で、市民の一体化ということを、こういう言葉で捉え直しまして、ここの部分に御意見い

ただいた趣旨を反映させていただいたという形で整理をしているところでございます。こ

ちらは参考ということでお示しをさせていただいたところでございます。 

 済みません、ちょっと長くなりましたけど、私のほうからの説明は以上でございます。 

○篠原副会長 

 ただいま事務局から説明がありましたとおり、今までの説明について、御質問ございま

せんでしょうか。よろしいですか。一応説明ということですので、審議についてはこれか

ら入っていきますが、説明についてはよろしいですか。 

 それでは、審議に入りますが、今日の審議の進め方についてですけれども、当然皆さん

から御意見をいただいていくわけですけれども、全部の資料を一括ということだと、あっ

ちこっちと散らかって、ちょっとまとめていくのが大変ですので、資料のページを区切り

ながら進めていきたい、ここの部分での皆さんの御意見伺いながら、じゃ、次はこの部分

ということで区切ってやっていきたいと思いますので、そういう形で進めていってよろし

いでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 わかりました。ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきます。 

 それと、２月10日の諮問のときの資料を御覧になったと思うんですが、今日は新たな資

料と、それについて今まで説明を受けております。今日の会議は６名欠席者がいらっしゃ

います。これから審議をしていく中で意見がどれくらい出るのかなというのもありますし、

今日はここでの意見に加えて、皆さんが家に帰られて資料を御覧になるうちに質疑や意見

等がありましたら、そのことを書面で事務局に提出していただきながら、その分も合わせ
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て取りまとめをしながら、答申案のたたき台ということで資料の作成をお願いしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 ありがとうございます。では、そういうことで進めさせていただきます。審議がスムー

ズに進みますように、皆さんの御協力をお願いいたします。 

 最初に、資料４－４について審議をしたいと思いますが、ここの内容を区切って皆さん

の御審議、御意見を伺っていきたいなと思います。 

 まず、１ページの「はじめに」というところからですね。これでいいとでしょう。 

○西総合政策課企画係長 

 中ほどに基本構想と書いてある部分でございます。 

○篠原副会長 

 よろしいですか、これですよ。開けてもらって、「はじめに」と書いてあります。そこ

のところから11ページまでのところでの御質問、あるいは討議を、審議というか、皆さん

の御意見を伺いながらちょっと進めていきたいと思いますけれども。 

 こういう進行の仕方で質問が出るのかなというのが、疑問がちょっとありますけど、予

習されてこられた方はある程度。でも、ここについては基本的に基礎データですよね。 

○西総合政策課企画係長 

 計画の内容の前提になる部分で、こういう将来推計で見込んでいるとか、そういった部

分が前提の部分になってくるかと思っておりますので、どちらかといえば、御質問とかそ

ういった内容のほうが中心になろうかと思います。 

○篠原副会長 

 将来的に人口がこうなりますよ、産業の構造がこういうふうになっていますよというこ

とですよね。出荷額がこんなでこんな、事業所数がこういうふうになっていますよという

ようなことの説明ですよね。説明というか、基礎資料というか。だからどうなんだという

ようなところもあるとは思いますけど、2025年には人口がこんだけ減りますよと。 

これ、皆さん何か質問ないですか。德川委員お願いします。 

○德川（正）委員 

 実はこの計画、過去にまとめられていると思うんですけれども、私は常日ごろ、子供た

ちのこと、これはもう大人の計画で、全部大体網羅してあると思うんですがね、子供たち

のことについては将来像を描いたあれもないですよね。というのは、子供たちにも当然、

１つの例を申し上げますと、遊ぶ権利というのが子供にはあると思うんです。子供たちの

遊びも今取られてしまって、家の中でばっかりいなきゃいかんとか、あるいは型にはまっ
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て一日が終わるとか、秀才ばかりできても本当は困るんですけれども、そういう何か遊び

場づくりとか、そういう関係もちょっと入れておく必要があるんじゃないかなと。 

 と思うのは、坊ちゃん、お嬢ちゃんで育った子供は以外と精神的に弱いですね。喧嘩も

していない、いじめも受けていない。何かいじめると大変なようですけれども、昔は子供

同士で全部解決していたことが、今はもう親が入らなきゃ解決できないというような時代

になってしまっていますので、昔がいいというわけじゃないけれども、いいことはちゃん

とやっぱり取り入れてやる必要があるんじゃないかなと。例えば、遊び場づくりにしても、

川遊びができる、安心して遊ばせられる、あるいは山も野原があって自由に走り回って遊

べるとかいうような計画があっていいんじゃないかなと私は思うんですがね。ちょっとか

け離れた質問で申し訳ないんですけれども。何かそういうのどこかに入っていますかね。

１つつらつらと見たところじゃ、全然入っていないような気がするんです。 

○篠原副会長 

 今の件について。 

○西総合政策課企画係長 

 計画の前提という部分ではなくて、計画そのものの中にそういうのが視点としてあった

ほうがいいんじゃないかという御意見だったと思います。 

 今見ていただいている資料でいきますと、基本政策の部分ですが、16ページ、一応ある

程度ここは政策という部分で教育ですとか福祉とか、分野ごとに政策として掲げ直して、

整理し直して掲げている部分でございますけれども、この16ページの⑤番に教育関係の政

策がございます。「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち」と、こ

ういったところに子供のことを内容としては盛り込んでおります。 

 それですとか、厚手の資料のほう、資料４－５になりますけれども、こちらのほうを１

枚おめくりいただきますと、裏に施策の体系を並べております。ありますでしょうか、資

料４－５でございます。先日お配りした中では一番厚手の資料になっております。こちら

１枚めくっていただきますと、目次めいた形で政策体系一覧とございます。この中の先ほ

ど申しました５章というところが「ふるさとに愛着と誇りを持ち」という流れの部分でご

ざいますが、この中にも教育関係の部分のさらに細かい先ほどの政策、基本的な考え方を

示しておりますけれども、それ以降に施策という形で、もうちょっと具体的な部分という

ことで示しております。１番から６番までぶら下がっている形になりますけれども、この

中の１、２、３番あたりが子供関係ですが、２番とか３番とか、そういったあたりが特に

教育といった内容になっております。 

 これ、インデックスのほうをつけておりますので、５章と書かれているインデックスの

ほうをおめくりいただきますと、先ほど見ていただきました目次のところの並びで並んで
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おります。１ページ目めくっていただきますと、次、５－２ということで３ページ目に「就

学前からの教育の充実」、これはどちらかといいますと、幼稚園だとか保育園、学校関係

の内容になっておりますが、その次ですね、５－３ということで６ページになります。こ

ちらが「子どもへのまなざし」ということで、みんなが子供の育成に関心を持ちまして、

主体的に関わりながら子供を見守り育てていこうという内容の施策になっております。先

ほど申しました施策の内容のところですとか、こういった今見ていただいています施策の

内容、こういったところで今御意見いただいたような視点で、こういう記述、こういう趣

旨のことがあったほうがいいんじゃないかということであれば、またそういう意見をこう

いったところに反映すべきじゃないかということで言っていただければ、そういう整理も

またしていけるのかなというふうには思っております。 

○篠原副会長 

 よろしいですか。今説明していただきましたけれども、德川委員、ぱっと見て、なかな

か探すのも大変でしょうけど、今、御意見されたことも含めて持ち帰って、もう一度御意

見をまとめて提案なりという形をとっていただければいいのかなというふうに、今回はそ

ういうふうな形になればいいのかなと思っています。欠席された方もいらっしゃいますし、

その方もそういうふうな意見をあと取りまとめて、最終的に答申を出す前に、もう一回、

会を持たないかんというような形になると思いますので、それまでに具体的な御意見があ

れば、もう一遍その会の中で皆で審議して答申を出すというような形をとっていきたいな

というふうに思っていますが、よろしいでしょうか。德川委員よろしいでしょうか。 

○西総合政策課企画係長 

 済みません、先ほど御案内した箇所が大体子供関係の場所になります、記述がある場所

になります。こういったところで、今、德川委員さんのほうからも御意見あったような形

で、こういった内容の記述があったほうがいいんじゃないかというところであれば、ある

程度分野別に政策、施策のほうをお示しをさせていただいておりますので、こちらのほう

をちょっとごらんになっていただいた上で、こういった記述が足りないとお感じになる部

分があれば、先ほど副会長お話しされたように、また御意見という形でお出しいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○篠原副会長 

 あっちこっち、あれめくり、これめくりしよったらわからんようになるけん、ちょっと。

今までめくりよったとは４－４ですよね。４－４の11ページまでの件について、他何か皆

さん特に御意見ないでしょうか。限られた時間で資料を全部見て意見を言えというのも酷

な話ですけど、そういう形になってしまったのは非常に申し訳ないとは思いますが、もう

一遍見直していただいて、今日意見として出なかった部分についても、もう一度整理して、
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次の会で審議して答申に反映させていくという形をとりますので、何度でも言うようです

けれども、御了解いただきたいと思います。 

 とりあえず11ページまでの分については終わって、次、12ページから14ページまでの基

本構想の部分について、ちょっと皆さん御検討いただきたいなと思いますが、よろしいで

すか。 

○藤瀬委員 

 計画の見直しのときに、今までのこういった背景と課題とかといって資料もらいよった

ですかね、私たち。今までのこの何年ごとの見直しのときに。あんまりこれ出よらん、こ

れだけしっかり資料の出よったかなと思うですけど。 

○石井企画調整部長 

 第１次のときの一番当初は、ちょっと私はわかりませんけれども、前回、平成22年度に

中間見直しをしました。そのときは基本計画の見直しということでありましたので、基本

構想の分は変えませんでしたから、その分は出していないですね。基本計画について、も

う一枚別にパワーポイントで、ここをこう変えましたということをずっと要点要点をピッ

クアップした形で説明をさせてもらったと思います。 

○藤瀬委員 

 いや、今まで私が思いよったとが、計画がどういうふうに変わっていくというものは見

比ぶっぎんわかるばってんが、やっぱり背景というか、今どういうふうな計画ば立ててき

て、５年間経過したときに、そのことに対してどがんやったかと、今現状はどがんやった

かとか、その振り返りの部分がなかなか見えんやったけん、ちょっとどがん、目標だけ見

比べとっても、今の現状はどがんやったかなというのが私たちはわからんけんで、ぴんと

こんけんですね、それがちょっとなかなかコメントしにくかところもあったばってんが。

今はここに背景ばそれぞれ区分ごとに書いてあっけんですね、ああ、これに対しては、今、

佐賀市はこういうふうに捉えてあったいねということのわかっけんが、こい、ほんにわか

りやすかねと思うんですけど。 

○石井企画調整部長 

 基本計画、平成22年に中間の見直しをしたとき、当然その前の４年前につくった内容と

背景が違ってきますので、背景はかなり修正させてもらって前回は提案をさせてもらって

います。だから、それからまた４年たっていますので、当然今回の見直ししたところで背

景もつくっておりますので、一番近いところでの背景になっているかなとは思っています。 

○藤瀬委員 

 多分これがなかったらちょっと。部外者はちょっと。役所の人たちは資料持っとっさっ

けんあれかもわからんばってん、私たちはこの計画だけ見ても、どこがどがん変わったと
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言われても、背景がわからんことにはちょっと言いようがないというか。でも、この資料

でほんなごていろいろ問題も、こがんかふうな問題もあったいねというのはわかってくっ

ですね。 

○篠原副会長 

 質問ないですか。 

○德川（正）委員 

 さっきの21ページですけれども、21ページの拠点づくりの関係で将来都市構造というと

ころで。 

○篠原副会長 

 21ページ、これの21ページですか。これですよね。 

○石井企画調整部長 

 ４－４の21ページですかね。 

○篠原副会長 

 一応進行上、あくまでも進行上ですから、12ページから14ページまで、後でまたお話聞

きます。12ページから14ページまでを終わってから次に御質問を受けたいと思いますので。 

12ページから14ページまでの件について、皆さんの御意見を伺いたいんですが。よろし

いですか。 

 そしたら、12ページから14ページまでの基本理念と将来像、ここまでの分について御質

問なければ、次のほうに進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、今までの分の次の部分の15ページから23ページ、ここ土地利用とかあります

ので、皆さん御意見あると思いますが、23ページまで、最後までですよね。15ページ以降

の分について、最後までのところ、23ページまでの分について皆さんの御意見をお聞きし

たいと思います。今の德川委員の21ページの件はよろしいですか。 

○德川（正）委員 

 じゃ、さっきの21ページ、その前の20ページに③で将来都市構造ということで掲げてあ

りますけれども、その中でずっと見ていると、各地域の拠点ということで、現状を示すと

いうか書いてありますよね。将来的にはどうするとかいうようなことじゃないと思うんで

すけれども。これ、現状ですよね。「本市の北端部に位置する」と、地図でもわかります

ように、「中山間地の田園や里山とあいまって、豊かな自然環境に恵まれた地域であり、

交通利便性の高い沿道に山村集落が点在しています」と、当たり前で、現在こうなってい

ます。「本地域において、主に市の支所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心

部を三瀬地域拠点として位置付け、地域住民の日常生活を支える機能の維持向上を図りま

す」と。何かわかったような、わからないような気が。 
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○篠原副会長 

 問題は、ここの「機能の維持向上を図ります」というのは具体的にどうなんですかみた

いな。 

○德川（正）委員 

 みんな大体そうなんですよ。現状を書いたままなんですよね。将来をどうするかという

計画でしょう。 

○篠原副会長 

 説明お願いします。 

○西総合政策課企画係長 

 済みません、今御指摘をいただきましたとおり、御意見いただきましたとおり、基本的

には、それぞれの地域はこういう地域なんだよという部分と、地域拠点ということである

程度の公共公益施設とか、そういうところが集積されたところで、現状としては、実際支

所を中心としたエリア当たりがそういったものが集積した地域ですので、そういったとこ

ろを位置づけるということを明確にお示しをした上で、今、後段のほうに言われましたけ

れども、三瀬地域拠点のほうでございましたら、一番最後のほうでございます、「地域住

民の日常生活を支える機能の維持向上を図ります」ということで今後の方向性を大きく示

させていただいているということでございまして、こちらが全体の土地利用という部分の

中での記載になっております。だから、具体的にこういった事業をしてこういうふうにす

るよということでの記載とさせていただいていないという形で、大きな利用の方向性とい

う形で示しております。ですから、地域住民の日常生活を支える機能ですと、個別の事業

ということではございませんけれども、例えば、道路の機能の維持向上を図るだとか、そ

ういったことをイメージしているというふうに捉えていただければと思います。 

○篠原副会長 

 よろしいでしょうか。まだ突っ込みどころはいっぱいあるはずですけど、土地利用とか、

皆さん──はい、中村さんお願いします。 

○中村委員 

 今、德川委員さんから言われたとおりだと思います。私が常々考えているところが、ち

ょっとわからない点がありますので、お尋ねしたいことがありますので、よろしいでしょ

うか。 

○篠原副会長 

 はい。 

○中村委員 

 三瀬地域は、私も生まれも育ちも、三瀬で生まれ、今まで現在六十何年過ごしてきまし
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たけど、昔のことを言ったらなんですけど、私たちは昔生まれ育って小さい二、三歳の時

から野原を駆け回って、遊んで、魚とりして、自然豊かな村で今までずっと過ごしてきま

した。 

それが現在、私もいつも思っていますけど、山も荒れ果て、農地も極端に言ったら荒廃

状態になって、私も息子と娘が３人おりますけど、なかなか三瀬に魅力を感じないわけで

すね。もう三瀬におってもおもしろくない、楽しゅうないというようなことをほとんどの、

私から言ったら語弊がありますけど、そういう子供たちとかが将来に希望を余り持てない

ような現状になっていると思っているんですよ。ですから、その方法をですね。もちろん

人口は減少し、超高齢化社会になっていくのは当然だと思います。ですけど、山とか竹林

等も今、宝の山と私は思っていますけど、山に入る人はほとんどなく、イノシシの棲家、

動物の棲家になってしまって、今後、私たちの世代は10年、20年で終わりますけど、子供、

孫、ひ孫の世代、三瀬に愛着心を持っている、この土地、三瀬村の地域をいかにして豊か

にするじゃないけど、現状維持をしていくかというのが一番三瀬に今求められている課題

だと思っておりますので、私がちょっと口下手でこのくらいしか言えませんけど、佐賀市

全体の中の三瀬地域、この地域は福岡都市圏にも近いし、体に例えれば、中心のへその部

分だと思っているんですね。 

だから、ここにも簡単にしか書いてありませんけど、三瀬地域拠点として簡単にしか書

いてありませんけど、私が今発言したのは、今からの三瀬の発展性を占う上でのちょっと

したヒントになるのではないかと思いますので、向上心を持って、この三瀬がますます豊

かになり、北部中山間地がもう少し魅力ある地域になるようにお互いに努力していきたい

と思っておりますので、何かいいお知恵があったら、ここに何か反映していたけたらうれ

しく思います。 

以上です。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。何か。 

○德川（正）委員 

 再三私ばっかり申し上げておりますけれども、今、中村委員も言われたように、老人ク

ラブではせんだって、12日ですか、人権行政相談の連絡懇談会というようなことでやって

いただきましたけれども、その際に老人クラブの活動目標として、やはり佐賀県の一番福

岡県と接している玄関口でありますので、福岡市は150万都市ですか、これらからお出でに

なるお客さんというのは非常に多いんですね。大体三瀬村の人口が1,400人ぐらいで、ふだ

んは大体日常5,000人から２万人ぐらいになるときがあると。平日はそうなんですけれども、

休日になるともっと増えているというようなことで、それを意識していろいろやっている
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んですけれども、ですから、活動目標というのを特に４つ上げまして、もっときれいに、

もっと美しく、その中身はいろいろありますけれども、もっと遊びやすく、三瀬の子供た

ちだけ遊ぶんじゃなくて、子供も大人もですね。それから最後に、もっと住みやすくとい

う目標を掲げてやっておるんですけれども、そういうふうに村のそういうものをもっと意

識して、大事な地域だといって市長さんもよくおっしゃるんですけれども、何かこう言葉

だけのような気もして、ちょっと物足りないなとかいうような感じがしておるんです。 

 ですから、さっき遊び場づくりというのは一つのあれですけれども、そういうのも将来

の子供たちが成長することによって村が発展していくと。三瀬村では余り限界集落みたい

なところは、若干ありますけれども、そこまではまだ行っていないですね。隣の富士町の

ことを言っちゃ失礼ですけれども、麻那古とかずっと北のほうになると、若者はほとんど

いないと。市街地に転居してしまってですね。そういうふうになってくると、もう止めよ

うがなくなってくると思うんです。そういうようなことで、何かもっと具体的なあれを示

す必要があるんじゃないかなと。拠点は拠点としてありますけれどもね。自然にこうなっ

ていますから、今までのあれで。 

 ちょっと駄弁になりましたけれども、そういう気持ちで、もっと具体的なあれを書かね

ばいかんのじゃないかなと。どういうふうにしていくと。どうですかね、その辺。ちょっ

と理屈っぽくなってきました。 

○篠原副会長 

 何か意見。 

○西総合政策課企画係長 

 土地利用の部分で今御意見をいただいたわけでございますけれども、地域拠点と書いて

いるところに三瀬のことの記述も少ないという部分もあろうかと思います。 

 あと、ちなみに前の19ページのほうに、今のはポイント、拠点という部分で記述した部

分でございます。その19ページのほうに、こちら、三瀬の地域も含むところで「山村集落

ゾーン」ということでお示しをしておりますが、これも細かいところを書けているかとい

うと、そういうことではないんですけれども、大きな方針ということになりますが、下か

ら２行目のほうですね、後段のほう、「山林の保全を基本に、農林業やレクリエーション

の振興、集落機能の維持を図ります」といった部分で、関係するところの記述が、ちらほ

ら入れはしているところでございます。ただ、どうしても土地利用という部分でどういっ

たことに取り組んでいくというのが、なかなか土地利用という記述をするところでは難し

いところもありますので、どこまで書けるのかという部分はございますが、委員さん方の

発言のお気持ち、趣旨というのは十分に受け止めさせていただくところでございますので、

そこら辺はまたお預かりさせていただく分になるのかなというふうには思っております。 
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○篠原副会長 

 よろしいでしょうか。 

○福田総合政策課企画係主査 

 それと、ちょっとつけ加えさせていただきまして、德川委員さんが言われました具体的

な福岡市との隣接とか物理的条件につきましては、土地利用の中で書き込む余地があるの

かなとちょっと今思いましたので、こういう部分については意見等でお示しいただければ

検討させていただきたいと思っています。 

 ただ、中村委員のおっしゃることはごもっともかと思いますが、これはあくまで総合計

画、市の全体像を表したもので、例えば、中山間地域における活性化等につきましては、

個別の具体的な施策に基づく個別の計画とか、また富士町もそうなんでしょうけど、過疎

計画等をつくると思うんですけど、そういった分野別、個別の計画の中で具体的な地域の

活性化策というのは表現させていただきたいなと、そう思っております。 

 以上です。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。御意見なかなか皆さんから出てこないんですけれども、女性

の委員さんからまだ意見が出ていないんですけど、よろしいでしょうか。藤原委員、何か。 

○藤原委員 

 ちょっと目を通させていただきたいと思います。 

○篠原副会長 

 よろしいですか。多分ですね、なかなかこういうところでぱっと目を通して意見を言い

なさいと言われてできるものではないので、何度も何度も言いますけれども、もう一遍持

ち帰った時点で、最終的にはもう一遍事務局でまとめて、たたき台をつくった上で、最終

的な答申を出すまでにもう一遍皆さんに考えていただくということと、集まって皆さんで

審議して答申する部分についてまとめていくという作業をやっていきますので、よろしく

お願いいたします。 

 昔と遊び方が違ったとか、中村委員のほうからありました。まだ僕らの小さいころは川

で遊んだりというのは、私、ネイティブじゃないので、30歳からここに住んでいて、小さ

いころの話は周りの人から聞くだけですけれども、僕らの時代までは遊んだけれども、そ

の後の時代、外で遊ぶことを親が勧めてきたのかと。川で泳いでいいですかと、ＰＴＡの

会議でもどんどん川で遊ばせていいじゃないと言うけれども、危ないから川で遊んで溺れ

たらどうするねとか、ぐずぐずそういう足を引っ張るような意見というのも結構多かった

と思うんですよ。そういう中で、じゃ、ちっちゃい川が三面コンクリートになるのにきち

んと地域として反対したのか、その時代に、いや、三瀬をこういうふうにして欲しいとい
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うふうな形での提案をしてきたのかという反省は当然僕らはすべきだと思うんですね。も

しできていなかったら、今からそれをやっていくんだということで提案をしていく。こう

いう形で佐賀市の基本計画も出てきている、そういうのとの地元の提案をすり合わせると

いう形でもやっていったほうがベターなんじゃないのかなと。 

 本当は、例えば、佐賀市の三瀬の一個一個の自治会が15あるんですが、今。そういうの

が最後の１個なわけですよね。だから、自治会の一戸一戸、自治会の構成員の活性化が図

られることが三瀬の活性化になり、三瀬の活性化が佐賀市の活性化になりということにつ

ながるんだと思うんですね。だから、佐賀市は全然考えていないんじゃないかとか。別に

肩を持っているわけじゃないですけれども、こっちから提案して、実行して、あれしてく

れ、これしてくれ、これが足りない、あれが足りないというふうに考え方をちょっと角度

を変えてというか、基本的にそういうふうな考え方でやっていくべきなんじゃないかなと

いうふうに、私個人ですけれども、そういうふうに思っています。 

そういう形で地域審議会も残りあと１年で終わります。地域審議会が終わったから地域

の活性化に対する皆さんの姿勢が変わるわけでもないし、これからずっと後の世代の人た

ちに残していくということも考えないかんだろうし、そういう人たちも育てていかないか

んし、そういうことで、地域のことを考えるということは別に止めるわけでもなんでもな

いので、その辺もう一度皆さんと意見を共有したいなと思っております。 

 そのほか、皆さん、土地利用の基本方針と拠点の説明、将来都市構造図というのも付け

てありますけれども。２時間も３時間も会議はせんよ。きょうは会長がおらんけん、早う

終われる、寒いし早う終われると思って。言い足りなかった分とか、まだここについては

もうちょっと自分でも考えてということが多分いっぱいあると思うんですが、その辺まと

めていただいて。ちょっと、これの説明をお願いしていいですか。 

○豆田三瀬支所総務課地域振興係長 

 それでは、黄色の資料ですね、お手元に１枚ずつお配りしていると思います。先ほど来、

副会長さんが言われていらっしゃるように、なかなか意見が出にくい。そして、例えば、

分野ごとに分けても、土地利用から見るとなかなかないけど、他の部分からだとまた意見

があったりとか、いろいろあると思います。これについては、きょうの部分、いろいろほ

かの皆さんの御意見等も聞きながら、自分なりに考えていただいて、持ち帰っていただい

て記入をお願いしたいというふうに思います。 

 上のほうの提案のところですが、第２次総合計画資料ということで、基本計画の４－４

と４－５ということで、いずれかに丸をつけてくださいというふうにしています。資料が

４－４と４－５について、どちらの資料のことですよということですので、基本構想であ

ったら４－４のほうに丸をつけていただき、その下に資料のページ数、何ページですよと、
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それに対する質問があったり御意見があったりというようなことを下の欄に書いていただ

くというようなことです。この１枚に２件ですね、御意見、質問を書けるようになってい

ますが、不足する場合は私のほうで準備しておりますので、お帰りの際、申し出ていただ

きたいと思います。これについては今月いっぱいをめどに取りまとめをさせていただきた

いと思っておりますので、総務課地域振興係のほうに提出をしていただきたいというふう

に思っております。これは最後に、きょうの会議終わった後でお願いします。追加の分は

ですね。 

○篠原副会長 

 ほか、皆さん何か御質問ないですか。前に遡っても結構ですけど。 

○納富委員 

 納富です。済みません、諮問に対する質問ではないんですが、先ほど副会長のほうから

もちょっと話をされていましたけど、10年見直しで、この地域審議会も10年したらなくな

るということになっておりますのは承知しているんですが、この地域審議会は諮問を受け、

答申をするもう１つの目的に、各市町村の意見を申し述べることができるという文章が記

載されていたかと思うんですが、現在、この10年続いて、なお今回第２次の総合計画を出

されて、これに対する取組というか御意見を申し上げるというのは、あと１年１か月ぐら

いしかないわけですよね。正に今からがこの三瀬村にとってはいろんな問題を抱えている

中で、意見も申し述べられるこういう機会がなくなるということについては、大変疑問を

感じるところなんですけど、地域審議会がなくなった後に、何か会とか組織とか、市を通

じて以外の民間から意見を申し述べられるような会みたいなものを今の時点で、まだちょ

っと先が長い、長いと言いながらも、もう１年のことですので、お考えがあれば、お聞き

したいなということでの質問ですが、いかがでしょうか。 

○篠原副会長 

 はい、お願いします。 

○松尾企画調整部副部長 

 この地域審議会が合併時の協定事項で一応10年ということになっておりますので、今回

も任期が１年半ということで、最初に合併した地域においては平成27年３月31日で一応終

わるということになります。 

 ただ、地域からの御意見等ございましたら、こういった会議としての諮問とかじゃなく

ても、地域の中で御意見をまとめてもらって、いろんな形で市への要望とかお出しいただ

くことは可能であると思っています。今、こちら三瀬のほうでは活性化会議というのがご

ざいますので、そういったものも御活用いただけるかなと思いますけれども、また、佐賀

市のほうでは地域コミュニティ事業ということをやらせてもらっています。こちら総合計
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画のほうでも６章あたりで、そういった地域の活動の支援ということを謳っているところ

でございます。 

 そういった中で、今、全部で佐賀市内32校区ありますけれども、そのうち16校区がそう

いった取組をしていただいて、そこでまちづくり協議会という形で、地域の代表の方が集

まった会議というのを、これは旧佐賀市内、旧町、いろんなところありますけれども、16

校区で現在していただいているところでございます。これについて、佐賀市としては是非、

全部の校区に全部立ち上げてもらいたいと。そういったところが地域の中の御意見を話し

合う場にもなりますし、ケースによっては、佐賀市のほうに御意見をいただく、要望とし

ていただく、そういった場にもなるかなと思っておりますので、現在、佐賀市としてはそ

ういった形でのまちづくり協議会というのを設立というのをお願いしたいと思っていると

ころでございます。 

 これは、もう１回繰り返しますけれども、こちらのほうで活性化会議とかもございます

ので、そういったものも基本的には母体となれるんじゃないかなというふうには思ってい

るところでございます。 

○篠原副会長 

 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 私、勘違いしていました。これだけで終わりかと思っていたら、まだ４－４が終わった

だけで、４－５１章から７章まであります。同じような作業を７章までやっていかにゃい

かんわけです。基本構想については終わります。 

 次に、第２次佐賀市総合計画（素案）の基本計画、これについて審議をしていきたいと

思います。 

 第１章、魅力ある観光の振興、１ページから13ページまで、ざあっーと見て、ここちょ

っと突っ込まにゃいかんというところをばっと目で追って読んでいただいて、鋭く質問し

ていただければなと。 

 まず、６ページまでいきましょうか。６ページまでざっと見ていただいてですね。はい、

納富委員お願いします。 

○納富委員 

 これも諮問に対してのことじゃないかもしれませんが、ちょっと感じたことなんですが、

賑わいあふれる中心市街地の活性化に若干触れるかなと思いますので、御意見として聞い

ていただければと思うんですけど、今、北山ダムのところが県立自然公園区域内に指定を

されております。この指定されている地域が、私たちはどこというとすぐわかりますが、

マッちゃんから篠原さんのほうに行く道路、それから、マッちゃんから富士町のほうに行

く道路、これ富士町から七山に向かう道路のことですけど、その変形の四つ角になってい
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るんですけど、今言いました道路からダム側は県立自然公園区域内になっているんです。

その中に今、山代ガスさんがハム・ソーセージ屋さんをしているあの建物も、実は県立自

然公園区域内なんですね。 

 この公園区域は、非常に建設が制限が厳しくて、たしか150坪の土地だと、10％の建蔽率

しかありません。ということは、15坪の建物しか土地を購入しても建てられませんよとい

う内容になっております。これ、私以前、県のほうの公園を管理されている課に聞いてみ

て、確認はしましたけど、あの周辺はマッちゃんも含めて非常にダムも含めて観光として

は、三瀬としては非常に貴重な場所なんですね。それにもかかわらず、県立自然公園区域

内に指定されているので、今言いましたように、建物さえ建てることができない。まして

や、隣地から５メートル離れなさいというのがあるんですね、建物を。ですから、10坪建

てるのに、仮に隣から５メートル離れるとなると、本当に家が建てられない地域になって

いるんです。これ意見ですから、どうしてくださいということは言いにくいんですが、そ

の辺の見直しというのは、市から県へとか、もし三瀬のほうから御提案して、何か線引き

をちょっと検討していただくとか、そういう御提案というようなものは不可能でしょうか、

あり得ませんでしょうか。これ今言いましたように、あの周辺は本当に観光地として、あ

るいは商業地としても栄えていいところなんですね、場所的に非常にいいところなんです

よ。福岡から来られて、トンネル抜けて、そう時間もかからない地域で、ましてやマッち

ゃんのあの賑わいを見ますと、ほかの御商売をされるお店なんかについては、あの辺で是

非やりたいという御意見も多いんですけど、今言いましたように、農地は非常に農地転用

が厳しいですから、あの辺の宅地、あるいは原野、雑種地なんかを開発したいと思っても、

今のようなことで非常にできにくい。何とかならないかなとよく考えるんですが、何か方

法がないかなということでの意見です。 

○石井企画調整部長 

 県の公園として指定された時期というのは何年ぐらいだったんでしょうか。多分ですね、

そのときは県のほうから三瀬村の役場のほうに協議がされたんじゃないかなと。そして住

民説明会等々があって、最終的に三瀬村としてオーケーですよということで同意されたの

かなという、プロセス的にですね。通常、そういう行為があるのかなと思いますけれども。 

○納富委員 

 実は、地元の方々さえ御存じないんですよ。これは私がある土地を御紹介したときに、

あなたたち、こういう地域になっているのを知っていますか、あなたの土地を売ろうと思

っても、こういう状況だから、家を建てられないから売れませんよ、現に今全く土地売れ

てないんですよね。売りたいとおっしゃっているんですけど、そうやって５坪とか10坪の

建蔽率からいくと建てられないということがあって。協議されたということなんですが、
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地元の方さえ御存じないんですよ。その建てられないと、それだけしか建てられないとい

うことも多分お話はなさっているでしょうけれども、現実的に御理解をなさってないとい

うのが正確かもしれませんけど、そういう状況なので、あそこの土地をお持ちの方はもう

現実に売れなくて困っていらっしゃる方もいらっしゃるわけですね。福岡のほうに移住さ

れて、固定資産税を払うのもったいないとおっしゃりながらも、そういうことになってい

るという状況があるんですね。だから、何とかと思ったりもしますが、法律ですので、何

とも言いがたいところはありますけれども。 

○石井企画調整部長 

 私が確認したのは、そういうちゃんとプロセスがあったんじゃなかろうかなと想像でし

て、これは支所長御存じですか、その辺のいつごろそういう話があったというのは。 

○森田三瀬支所長 

 ちょっとわからないですね。私たちが入ったころ、もう既に。 

○石井企画調整部長 

 もうなっていた。じゃ、随分前の話なんでしょうね。 

 この法そのものが、制度そのものがどういうものか、ちょっと私たちも認識しておりま

せんので、きょうちゃんとした公式な審議会ですので、そのときの御意見として出される

ことについては、また、担当部署のほうに打ち返して、そういうことが、可能かどうかと

いうところからちょっとまた内部的に調整させていただきたいと思います。 

○篠原副会長 

 その件に関してですけど、県の環境課に何の件で行ったか忘れたんですけど、公園に桜

の木とツツジの木を植えていいかということで、支所の産業振興課の中島君と県の環境課

に行ったことがあるんですよね。３年前かな。その時に、いいですよ、どうぞ好きにと、

市が引き受けてくれたらもっといいのにと、市に言ってくれんですかというような担当者

の投げやりな、予算がかかるから、多分、今、公園の管理費として県が委託費を幾ら出し

ているんですかね。1,200万円とか、人件費があるでしょう、３人か４人か雇ってあるのと、

草刈りと。だから、例えば、市が北山ダム県立公園を全部引き受けるから、県から全部引

き受けるからということであれば、喜んで市に譲渡しますということがあるのかなと。た

だ、市の公園でもやっぱり委任してしまったときに、今言われたような、納富さんの言わ

れたような縛りが出てくるのかなというのがちょっとわかりませんけど、市有には、市で

買うとか、県に無償で市が譲ってもらうとかいうのは可能なんですか。担当者が根拠もな

くつぶやいただけなんですけど。 

○石井企画調整部長 

 県有地でありますし、その無償で譲渡するということになるかというのも、ちょっと甚
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だ疑問ではありますし、また、市がそれを仮に受けることが制度的に可能だとしても、新

たな管理費というか、莫大な予算がまた必要になってきます。それが本当に今後の市政運

営にとっていいかどうかというのは、十分協議、議論した上で判断することになるかなと

思っております。 

○松尾企画調整部副部長 

 １つの例ですけど、佐賀城のお濠、県庁のあるところですね、あそこは、一部は昔、佐

賀市の所有の公園だったんですけれども、一応県庁に隣接するところ、城内の公園という

ことで、県との協議で県で管理するということで、向こうのほうに所管が移っているとい

うことで、県が今、管理しておりますけれども、維持管理の半分というか幾らかは県営事

業負担金という形で、市がその維持管理費を出すような形で今管理がされているという形

ですね。ですから、開発は県が中心になって、いろいろ佐賀城関係の開発をやっています

けれども、維持管理費については、市もある程度の応分の負担はしているという状況にな

っております。 

 そういった意味で、権利が移ると、こちらが取るということになると、反対にいうと（音

声やっぱり、先ほど部長も言いましたように、やっぱり管理費がこっちで、その分だけか

かるということになりますので、今は公園自体は市営の分とか県営の分とか、その規模に

も応じてなると思いますけれども、一応分けた形での管理が今なされているという状況に

なります。 

○篠原副会長 

 といった状況だそうです。 

 ほか皆さん、何か御意見ないですか。藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 

 ２ページなんですけれども、下のほうに魅力ある観光の振興とありますね。そこの１－

１－４というところにコンベンションの誘致とありますけれども、この意味をちょっとお

願いしたいと思います。 

○西総合政策課企画係長 

 いろんな九州規模、全国規模とか、規模はいろいろ大小あるんですけれども、会議だと

か大会、学会とか、そういったものを指します。そういったことで多くの人が、それから

九州規模の何とかの学会とかありますと、そういう方が佐賀のまちに訪れられる。また、

そういう施設を使って文化会館なら文化会館、そういうところを使って会議とか開かれま

して、宿泊もなさると。宿泊に伴いまして、飲食もなさるとか、そういった部分もありま

すので、例えば、よそのまちでは観光協会のほかにコンベンション協会とかも設けている

ところもございます。一般的にイメージされる観光とは別に、コンベンションによる誘客
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ということも観光の一つの要素でございますので、今回の計画の中では、担当部署のほう

とも協議をしながら、こういうふうにコンベンションの誘致という形で位置づけをさせて

いただいているところでございます。 

○藤原委員 

 そうですね、簡単にコンベンションというふうに書けば、それで済みますけれども、ア

フターコンベンションとかビフォーコンベンションと言われても、ちょっとぴんとこない

かなと思いましたので、聞かせていただきました。 

○石井企画調整部長 

 御指摘の点、よく分かります。実は、昨日も６ページに４核エリアというのがあるんで

すけれども、これは果たして何でしょうかという質問がありました。この４核エリアとか

コンベンションに限らず、非常にわかりにくいような言葉がぽつぽつ出てきます。これに

ついては、全部注釈をつけるようにいたします。第１次の総合計画も、下のほうにずっと

「※」で注釈がありますので、それと同じような方法をとらせていただきます。済みませ

ん、今回は間に合っておりませんので、そういうことにさせていただきたいと思います。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。１章の最後までについて。 

 藤瀬委員、お願いします。 

○藤瀬委員 

 １つちょっと例を挙げると、５ページを見てもらうとわかると思うんですけど、目指す

姿の下に成果指標というものがあって、現在の数値、それから将来、2019年と2024年とい

うことで目標数値が上がっています。こういう形でいろんな項目において、成果指標とい

うものが目標となる数値が上がっているんですけど、ちょっと数値そのものが高過ぎるん

じゃないかな、高過ぎるために不要な施設整備、あるいは要らない人的な配備をしないと

いけないようになるんじゃないかなと。良くしていこうと思って行動しなくてはいけない

のに、余りに目標が高いために無理をすると、要らないお金を使ってしまって、ますます

財政的にも厳しくなっていく。この悪循環が、何か私は怖いですね。幾ら何でもちょっと

指標が高過ぎると思うんですけど、本当、どう考えても、これは少なくなるよね、仕方な

いよね、減少を現状維持は難しいから、目減りを幾らでも減らしていこうかというような

ものもあるはずなのに、すべてが改善の方向に、それも我々では考えられないような指標

がここに上がっているというのは、皆さん職員の中では疑問はなかったのかなというふう

に思います。 

○篠原副会長 

 その指標は５ページの分についているんですか。 
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○藤瀬委員 

 全てです。 

○篠原副会長 

 全て。目標値の根拠を説明していただけますか。はい、お願いします。 

○西総合政策課企画係長 

 済みません、そしたら、今、藤瀬委員さんのほうから例示があった５ページの分を例に

御説明をさせていただきますけれども、次のページのほうに関連する計画ということで、

６ページのほうに中心市街地活性化基本計画とございます。こちらの中では、中心市街地

を１日6,000人が歩くことを目標とすると、活性化している状態というのはそういう状態を

指すということで定義、目標づけをされておりました。しかしながら、現状では、平成24

年の数字ですけれども、調査した結果、１日1,500人が歩くという状態になっているという

ことでございます。これを平成36年、この総合計画の目標年次の10年後に、じゃ、どれだ

け設定しようかと。ただ、現実的にはやはり委員おっしゃるとおり、6,000人というのは現

状で1,500というところにいくと、非常に過剰な目標ではないかということで、ちょっと現

実的に目標としては頑張れる数字はどこなんだろうということは、担当部署のほうともや

りとりをしたんですけれども、結果、一応倍増にはなるんですけれども、１日3,000人とい

うことで設定を、今のところの案としてはさせていただいているところでございます。目

標として掲げる分、過剰な部分という捉え方、そして目標として掲げてそれに向けて頑張

るという、ちょっと両面の見方はあると思うんですけれども、この分については、6,000

というのを以前設定していた部分もありますし、そこまでは現実的には難しい、人口減少

等もございますし、背景を考えると、難しいところもあるかもしれないと。ただ、現実的

には今の1,500は中心市街地としては寂しいということで、目標的な意味合いが多分にある

とは思いますが、3,000人歩くということで想定した数字がこういう形になっておるところ

でございます。 

○藤瀬委員 

 わかりますけど、人にも地域にも、やっぱりそこそこのやれる、限界とか、そういうの

が何かあるような気がするんですよ。うちの息子に何かいろいろ頑張ってくれとは言うで

すけれども、やっぱりやれる範囲ぐらいの目標しか掲げんですもんね。嫁さんにも、それ

から地域の人たちにも。そいけん、頑張ろうと思うばってんが、それ以上のことば、例え

ば、地域の人たちに、私は自治会長ですから言うても、何か逆にやる気をなくすというよ

うなこともあるけんですね、やっぱり到達可能なところに持っていたとかんばいかんやな

かかなというような感じもしますけど、いろいろ課題はあると思いますけど、一委員の意

見として捉えてください。 
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○西総合政策課企画係長 

 済みません、確かにそういったところはあろうかと思います。我々が、これ担当部署、

統括責任課というふうに右肩のほうにありますけれども、そちらの部署といろんな協議を

しながら設定をさせていただいております。やはりおっしゃるとおり、それは過剰過ぎじ

ゃないかという部分もありましたし、一方では、目標を達成できないと責めを負う部分も

あろうかと思いますので、それは低過ぎないかといった部分、幅が上から下までございま

した。そういうのを我々の線も入れながら、調整させていただいた結果ではございます。

ただ、御心配される点あろうかと思いますので、そこら辺含め置きながら、今回の案、今

後いろんな意見をいただきながら変えていく部分でございますし、我々も何回も見詰め直

す部分はあると思いますので、そういうのを念頭に置いておきたいと思います。どうも御

意見ありがとうございます。 

○篠原副会長 

 ほか、よろしいでしょうか。総合的な農業の振興とか、あと水産業の振興は余りあれで

しょうけれども、あと林業の振興とかありますけれども、この辺については御意見ある方

いらっしゃるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

○納富委員 

 農業の振興について、７ページの課題に挙げられておりますが、後継者が減少し新規就

農者が不足している。多様な担い手育成により労働力の確保が求められているということ

で、三瀬の田んぼは町の田んぼみたいに大きくありませんので、法人化、法人経営という

のもなかなか難しい。１反当たりの収穫量というのは１反当たり大体五、六俵ぐらいが平

均ですよね。ですから、なかなか法人に頼るというところはいかない。ただし、今、農業

をしたいという、三瀬でという御希望の方は結構お声は多いんです。ただ、このときに問

題になりますのが農地法なんですけど、法律ですから、先ほどの県立自然公園法と似通っ

た話になってしまうんですが、三瀬に住んで家庭菜園をしたいという希望があったとしま

すと、まず、家を建てる土地を購入されます。現在の売却の土地というのは、ほとんどお

隣に50坪とか100坪の農地があるんですね。これは、登記されている地目が農地なんです。

そうすると、宅地は売ることができますが、三瀬は幸いに３反、富士町、脊振は５反だと

記憶しておりますが、三瀬は３反以上じゃないと買えないんです。そうすると、せっかく

三瀬に来て家を建てて、定住促進にもつながる御提案があるのに、売るほうも買うほうも、

その農地の取扱いがどうしようもできないということがあります。 

 それから、田んぼに家を建てようとすると、150坪しか基本的に買うことができません。

200坪の田んぼだと分筆する必要がある。これは以前、四、五年前に私、市のほうの農業委

員さんの係の方とお話をさせていただいたことがあったんですけど、何とかならないか、
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結論は農地法ですから、法律ですのでということなんですけど、まさに三瀬で農業をしよ

うというというのは、そういうハンデがいっぱい、大きくあるわけですよね。いっぱいあ

るというより大きくあるんです。ですから、売りもできない、買うこともできない。そし

て、せっかく三瀬で農業をしようという方も、900坪以上の農業をしようというのは、これ

は重労働なんですよ。60歳過ぎてから田んぼを３反以上しようというのは、もう大変きつ

い状況でして、しかも、３反１カ所にあればいいですけど、売る方が３反まとまって、町

みたいに１枚の田んぼが３反ぐらいあればいいんですが、点々としてますから、二、三箇

所の集落の田んぼを耕作しないといけないとなると大変負担が大きいので、じゃ、もうや

めておこうみたいになりますので、大変もったいないなと。これもくどく言いますが、法

律ですので、変えがたいんでしょうけど、何かいろんな特区が今設けられる時代になって

いますので、三瀬は、例えば農業、都市計画区域外でありながら都市計画区域内の届出で

済むようなことに、そういう施策というか、そういう方針でも打ち出さない限り、三瀬の

農地はもう10年後には多分イノシシの遊び場に、もうほぼなっているかもしれないという

ような姿が目に浮びますので、そんな私１人のつぶやきかもしれませんが、何かそんなと

ころで対策がとれないかなと思いますので、これもまた済みません、御意見として。諮問

に対するものじゃないですが、何か方法があれば、何か今後取り組んでいただければと思

います。 

 以上です。 

○石井企画調整部長 

 今、納富委員さんが言われたことについても、諮問じゃなくて意見、これはもう意見と

して出されて結構でございます。 

 実は、きのう富士町の地域審議会でも同じような意見をいただきました、購入、あるい

は借りるのを含めて３反以上じゃなければいけないということで。法律というふうに言わ

れたんですけれども、今はもう法律が変わりまして、農業委員会の裁量である程度幅がで

きるようになっております。これについても、今、佐賀市の農業委員会の考え方で３反と

いう基準がありますけれども、特に三瀬、それから富士のほうから実際現場の声としてそ

ういうことがあっているということは、是非農業委員会にも届けたいと思います。 

 それが総合計画の中で表現できるのかどうか、それはちょっと別といたしましても、そ

の付近は意見として承りたいと思います。 

○篠原副会長 

 ほか、何か皆さん、御意見ないですか。ここら辺得意分野ということで、皆さんちょっ

と。あとまだあるんですけど、もう場所によっては、僕は飛ばしていいと思っているので、

この辺について皆さんしっかり御意見を出していただきたいなと思いますが。 
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 私から質問ですけど、農業特区というような形で、例えばいろんなそういう規制の枠外

でやるというようなケースとかあるんですか。 

○石井企画調整部長 

 耕作に資するか、それとも、いわゆる開発に資するかということでも大分違ってくると

思いますけれども、今、佐賀市が挑戦したこと、特区で挑戦したことがあるのは、これは

転用、農振除外として転用ですね。それを特区をつくってできないかということを農水省

と二度三度やりとりをやっていますけれども、最終的には認められませんでした。権限移

譲とか、地方でできることは地方が一番住民の皆さんの身近なところに接するし、総合的

にそれを担うというのは基礎自治体の役割とか言われているものの、やはりポイントなる

権限というのは、国としてはなかなか出さないと。農振除外、それから農地転用、これに

ついては、佐賀市としては工業団地の問題もありましたし、是非そういう雇用の場として

は、それこそ死活問題になるということで随分と協議をしたんですけれども、現実的には

なかなか厳しいというような状況でございます。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。何か皆さん、あとここの林業に関しても、皆さんの御意見を

是非お伺いしたいところがあるんですが、特にないでしょうか。今日は林研の会長がおら

んけん、今日はもう林研から林業の話が聞けるのかなと思って楽しみにもしていたんです

が、藤瀬委員、何かないですか。 

○藤瀬委員 

 さっきは町のほうの成果指標がとか言いよったですけど、結局、田舎のそこの農地の問

題、それから林業の目標についてもやっぱり同じですよね。やっぱりちょっと無理があり

そうな気がするんですよね。ですから…… 

○篠原副会長 

 木材生産額0.8億円ということは8,000万円。 

○石井企画調整部長 

 藤瀬委員さんからは、この林業の目標数値がちょっと高過ぎるんじゃないかという御指

摘ですよね。 

○藤瀬委員 

 はい。 

○西総合政策課企画係長 

 素材生産額のほうにつきましては、昨年度、佐賀市のほうで佐賀市森林林業再生計画を

作っております。その中で、年次での目標を定めておりまして、そこでもういろいろ御意

見を聞きながらつくったことと思いますけれども、こういう目標を定めておりまして、今
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回の総合計画を定めるに当たりまして、分野別の計画のほうの目標というのをそれに準じ

た形で一応設定をさせていただいているところでございます。済みません、ちょっとその

計画の中身を今詳細には記憶しておりませんが、形として、昨年度作った計画に準じてい

るというところでございまして、これが非常に、今の0.8から2.4というのが高いという御

指摘だと思いますが、これはまた担当部署のほうに、この意図の部分は改めて確認をさせ

ていただきたいと思います。 

○篠原副会長 

 德川委員、お願いいたします。 

○德川（貞）委員 

 ちょっと話が逆戻りして申し訳ないんですけれども、７ページの農振地域における農用

地面積が増大するということで将来目標値がなっていて、中間でも増えるということにな

っているんですけど、これが増える要素というのは、どういうところにあるのか。どうい

う視点で見たからこういうことになっているということなのか、その辺のところをちょっ

とお聞かせいただければと思いますけど。 

○篠原副会長 

 ７ページの成果指標と目標値というところの農業振興地域における農用地面積というと

ころですね。 

○德川（貞）委員 

 はい、そうです。 

○篠原副会長 

 ここが、2013年、１万2,570ヘクタールから、2019年に増えているというところですよね。 

○西総合政策課企画係長 

 済みません、こちらのほうもあわせて確認して御報告をさせていただく形でよございま

すか。 

○德川（貞）委員 

 何とか言わんばやろうけんが、それでもう、そこまでしか話聞けんでしょうからそれで

結構なんですけど、大体、何らかの理由で農振地域から除外しなくてはいけないことにな

っているということで、いろいろ農振除外を最終的には転用までつなげていくというよう

な形のものがかなりの数、農業委員会にもかかっているようですので、新たな農地の開墾

というのは、結局、最近は見当たらないようです。特に田についてはかなりシビアな規制

がありますので、そうすると、やはりこの辺の数値が増えてくること自体について非常に

疑問があるんですね。よろしくお願いします。 

○藤瀬委員 
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 ちょっといいですか。 

○篠原副会長 

 はい、藤瀬委員。 

○藤瀬委員 

 さっき德川委員さんが言いんさったように、やっぱり私もさっきから言いよったように、

数値の問題はもちろんありますけど、この特に山間地でいう農用地面積とかは、無理して

現状維持とかを考えるよりも、もう無理な部分はかえって山にして、そして有効活用する

とか、むしろそういうことを推進してやったほうが、そこの土地に住んでいる人たちにも

無理がなくていいんじゃないかなと。農用地を、もう本当に補助金を出して、どうしても

面積をこれだけ確保しておかんばいかんということで、要らん金を使って、そして地域の

人たちに無理をさせるよりも、それよりも転用のやり方をしやすくして、そして山林とし

て土地を有効活用するような方法、こういったことも考えていいんじゃないかなと思うん

ですよね。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。今の件に関して何かお答えは。特にない。 

○西総合政策課企画係長 

 済みません、その前の御質問の確認とあわせて、担当のほうにもそういう御意見、趣旨

をお伝えさせていただきたいと思います。 

○石井企画調整部長 

 国と地方との農業を守るという視点から考えがちか何か、その辺なんですよね。やっぱ

りもう今、農業をやっている方の年齢というのは65歳をはるかに超えておりまして、じゃ、

あと５年後、10年後誰がやるのかと。国のほうは、食料自給率40％、これを何が何でも維

持しなきゃいかんということで、三、四年前にものすごく厳格化、法律を厳しくした経緯

がございます。でも、どうもやっぱり我々からすると、現場と本当にちょっと違うんじゃ

なかろうかと。農家の皆さん方も、生きていくためには、やっぱりいろいろ、場合によっ

ては農地を手放すことが一つの選択肢としてあるべきということもあるかと思いますけれ

ども、その辺がやっぱり今、がんじがらめの中で融通がきかないという、先ほどちょっと

申し上げました権限については、なかなか地域にはおりてこないというような決定でござ

います。 

 森林の分につきましても、また農振の農用地の面積につきましても、これはちゃんと根

拠があってそれぞれの責任課を掲げておりますので、これは次回説明をさせていただきた

いと思います。通常、農振面積というのは減るのが総合計画のつくり方でありまして、素

朴な疑問として思われたと思いますけれども、この辺はちゃんと根拠があって面積を出し
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ていると思いますので、説明をさせていただきたいと思います。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。よろしいですか。 

 国が言っている食料自給率の40％というのは、カロリーベースですか。 

○石井企画調整部長 

 カロリーベースです。カロリーベースでやっているのは日本と韓国ぐらいで、ほとんど

は重量ベースなんですよね。その辺も、やっぱりちょっと農林水産省の独自の考え方があ

りますよね。重量ベースでやると、確か七十何％ぐらいいくと思います。 

○篠原副会長 

 そうですよね。 

○石井企画調整部長 

 はい。 

○篠原副会長 

 ほか、皆さんないですか。 

 次は、林業、この次に水産業。水産業についてはパスします。御意見あるでしょうけれ

ども、パスします。御意見があれば、後ほど文書で皆さん意見として出してください。 

 次は、第２章。第２章が14ページまであります。一気にちょっとガッと目を通していた

だいて、皆さん審議をお願いしたいと思います。 

 全般的な御質問も結構ですが、できるだけ三瀬に住んでいるからこその御意見というと

ころにできれば包括していただいて、ほかのところは言いたいけれども、パスしてもここ

は三瀬に関わることだから、是非これは言っておかないかんというような視点で文章を読

んでいただいて、ピックアップして御質問いただければなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 これ、どれも大事な話だから、よろしいですか。進行が質問するのもあれですけれども、

皆さんちょっと御意見が出ないので。 

 ２章の５ページの犯罪率と、交通事故の人口10万人当たりの交通事故発生件数、この辺

は多いほうなんですか。 

○西総合政策課企画係長 

 担当課のほうとやりとりする中では、高いほうだというふうに聞いております。ただ、

全国で何位だとか、県内で何位だとかというそういうベンチマーク的なところは、今把握

はしておりませんけれども、高い数字だというふうには聞いております。 

○篠原副会長 

 両方ともですか。犯罪も。 
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○西総合政策課企画係長 

 申し訳ございません、言い忘れました。交通事故の分でそういうふうには聞いておりま

す。 

 今、御質問がありましたような、全国的なポジションというか、そういうところも一応

確認をして、また改めて次回に御報告させていただく形でよろしゅうございますか。 

○篠原副会長 

 はい。 

 第２章について。済みません、ちょっと５分だけトイレ休憩とれませんか。後で一気に

残り全部やりたいと思うんですが。よろしいでしょうか。 

○石井企画調整部長 

 結構です。 

○篠原副会長 

 じゃ、ちょっと５分、大方５分ですね。皆さんが揃ったら始めますので、基本的に５分

をめどにちょっと休憩を取りたいと思います。済みません、よろしくお願いします。休憩

します。 

午後９時16分 休憩 

午後９時22分 再開 

○篠原副会長 

 それでは、休憩終わりです。 

 ２章の後半について、前のほうからでもいいですけれども、２章の審議をしていきたい

と思います。 

 特に２章のですね、ここにも土地利用ということが出てきています。この辺についてと

か、あとは交通体系、道路ネットワーク、住宅環境の充実、この辺については割合身近な

問題もあるでしょうから、この辺について皆さんの御意見があれば。 

○西総合政策課企画係長 

 副会長、済みません、１点よろしいでしょうか。 

 先ほど休憩に入る前に、犯罪率、交通事故発生率の分で御質問があった分でございます。

県内で何位だとか、そういう順位的なものはわからないんですけれども、24年の実績とし

まして、県警の統計データなんですけれども、犯罪率で申しますと、平成24年の県の平均

が895件になっております。佐賀市のほうが実績としてお示ししておりますのが1,223件と

なっておりまして、非常に県内平均を上回っておるという現状でございますので、これは

年間30件程度ずつ減をさせていくという数字の設定で、10年後には24年時点での県内平均

に持っていくという設定になっております。 
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 そして、交通事故発生率、こちらにつきましては1,078件、こちらが24年の県内の平均で

ございます。こちらのほうも10年をかけて24年時点での県内平均まで下げていくといった

目標の設定となっているところでございます。 

○篠原副会長 

 はい、わかりました。 

 佐賀市は悪かやつが多かということですね。 

○石井企画調整部長 

 ちょっと補足いたしますけれども、犯罪率が高いのは大きな重大な犯罪じゃなくて、軽

犯罪が多いということは前回聞いたことがございます。例えば、自転車が佐賀市内は非常

に多いんですけれども、その自転車を勝手に持っていったという、そういった軽犯罪が非

常に多いということを聞いております。 

○篠原副会長 

 はい、わかりました。軽微な犯罪が多い。 

 あと皆さん、何か土地利用もありますし…… 

○德川（正）委員 

 道路関係で、三瀬の場合は幸い人身事故が今のところないんですけれども、また富士町

を例に出して申しわけないんですが、25年は年間で６件ぐらい人身死亡事故があっている

んですね。三瀬の場合も道路状況を考えると必ずしもいい状況ではないと思うんですが、

幸い人身事故がないということですが、物損事故は非常に多いんですよ。 

 というのも、事故が起きるのは道路のあれが悪いんじゃないかなと思われる節もいっぱ

いあるんですが、例えば、どんぐり村の手前でガードレールにぶつかる事故が毎年四、五

件ぐらい起きますね。ガードレールを新しく交換しても、がばっとこういっちゃう。スリ

ップ事故が多いと思うんですけれども、あそこを拡張するか、もういっそのことガードレ

ールは外してしまって、道路外にスリップして入っても、あそこは転落することがないん

ですよ。そういうところもちょっと何か環境的にも考えてもらったほうがいいのじゃない

かなと。お巡りさんの仕事も少なくなるし。あるいは三瀬トンネルの手前のトンネルの方

向と旧道の三差路ですね。ああいうところは事故の名所になっていますけれども。あとは

駐車場内の物損事故とか、そういうのは運転者の責任においてなくすように努力する必要

はありますけれども、道路的にも考える必要があるんじゃないかなと。道路を拡張する前

にでもですね。そうすると、お互いに車の損傷も少なくなるし、ガードレールも、ガード

レールは高いですからね、あれね。そういうふうに思います。ちょっと気づいた点ですけ

れども。 

○篠原副会長 
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 具体的に、どんぐり村のこっちから手前。向こう。 

○德川（正）委員 

 温泉過ぎますよね。それで、坂を上って、今度は下りますね。どんぐり村のほうにちょ

っと下るでしょうが。宮ノ口の方に行く道です。あそこは田んぼですか畑ですか、空き地

になっている。荒れ地に。そこからそば屋さんの手前です。それで、曲がっているところ

の約70メートルぐらい。あそこはしょっちゅうやるんですよ。だから、ほとんど福岡の人

がやってくれているんですけれども、結局、三瀬で発生した事故だから件数は上がるんで

すね。毎年、私も警察署のあれをもらって見ていると、いつも三瀬の物損事故は上がって

くるんです。 

 これはちょっとこれに関係ないのかな。 

○篠原副会長 

 道路改良というか、見直しというか…… 

○德川（正）委員 

 安心して通れる道路を作っていただきたい。 

○篠原副会長 

 あれは国道263号。 

○德川（正）委員 

 263号です。もっと、ずっと柚木から上もちゃんと道路整備できると一番いいんですけど

ね、一遍にはできないことでしょう。 

○西総合政策課企画係長 

 今のお話もちょっと私ども市内部の道路担当部署のほうにお伝えして、そこからですね、

ちょっと県管理の道路になっておりますので、そういった御意見があったことをお伝えさ

せていただきたいなと思っております。 

○德川（正）委員 

 去年の11月終わりごろは全部きれいになっていたんですね。今現在、４か所ぐらいぐる

っと曲がっている。誰かぶつけている。これをぶつけた車は、また相当いかれていると思

います。 

○納富委員 

 急傾斜対策事業の件ですけど、今、森林の整備がちょっとなされていないので、この災

害については山崩れが非常に心配されるところが三瀬は多いんですね。ちょっと間違って

いたら済みませんが、急傾斜の整備の補助を受けるには３戸以上じゃないと申請ができな

いと、これは事実ですかね。３戸以上。 

○篠原副会長 
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 傾斜地…… 

○納富委員 

 うん、急傾斜地。家の裏が山で。 

○西総合政策課企画係長 

 これも該当地区のほうから申請をいただいて、助成を市のほうからするというようなつ

くりになっているかと思いますけれども、申し訳ございません、こちらも助成の要件とい

う細かい部分を…… 

○納富委員 

 負担は幾らかあるにしても、戸数を３戸以上とか、何か聞いたけん。 

○石井企画調整部長 

 ３戸とか５戸とかあります。 

○納富委員 

 ございますよね。これは三瀬の場合は３戸とか５戸というと、ちょっと離れていたりす

ると、１戸、２戸でも心配なのに、できない確率が高いのかなと思って、私はよく見るん

ですけど。これは絶対３戸以上じゃないと幾ら危険でもそういう補助を受けてできないの

か、いや、状況によってはできるのか、その辺の内容をちょっと村民の方は御存じ、私も

知らないですけど、その辺、何か程度によって１戸でもいいのか、いや、絶対３戸以上じ

ゃないといけないのか、その辺をまずお聞きしたいのと、これは１戸でも危ないのであれ

ば是非とも、もちろん申請があっての話で、負担率もあるでしょうからの話ですが、あれ

ば、いや、１戸でもいいですよということにならないのか、その辺についてはいかがでし

ょうか。 

○石井企画調整部長 

 これについては、既存の補助事業の制度のことでございますので、この制度も国の補助

事業と県の事業があります。それも多分中身が違うんじゃなかろうかと思っています。そ

れに対して、市のほうから要望ですね、そういうことは言えるかと思いますので、御意見

として。また、中身については次回またお答えしたいと思います。 

○納富委員 

 はい、わかりました。 

○篠原副会長 

 ２章について、ないでしょうか。３章に行くつもりでおりますが、２章についてここで

意見を述べる機会がなかった方は、後でまた文書で是非触れていただきたいなと思います。 

 ３章に進みます。 

 ３章の「互いに支え合う地域福祉の充実」のところから「自立を支える生活福祉の充実」
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のところまでの項目で審議していきたいと思います。 

○藤瀬委員 

 ちょっと２章との関係もあったですけど、実は私の地域自治会で去年、町の人との交流

事業というのを２回やったんですけど、この反省会のときに地域の女性部のほうから意見

が出たんですけど、交流事業て大事かよねという話から、例えば災害のとき、急傾斜地の

話もあったですけど、実はうちの自治会は戸数が32戸あって、27戸が急傾斜地ゾーンの中

に入っているんですよ。そしたら、みんな集落ごとどこかに逃げんばいかんよねという話

があって、ただ、逃げるばかりじゃなかよねという話から、逆に、ほかの集落がそういう

危険な状態になったときには、うちの集落で自治会に受け入れんばいかんと。そういうた

めにも交流会で食事を提供したり、人の世話をするというのは一つの訓練になるよねとい

うことで、そういう話が女性のほうから出て、ああ、ほんなごてね、ただの交流会じゃな

かね、我々の訓練にもつながるね、受け入れの訓練、それから逃げ出すときの訓練にもな

るよねというようなことで話をしたんですけど、そういう話をしている時にある人が、い

や、これは集落間だけじゃなかよ、ひょっとしたら川副のにきから逃げてきんしゃっかも

わからんよ、それから玄海のほうから地震でひょっとしたら三瀬のほうに逃げてきんしゃ

っかもわからんよということも出たりして、そんないば、まちきっと広ういろいろ災害の

ほうとかしてから、佐賀市全体でいろいろそういうこともやっぱり訓練ばしとかんばいか

んやなかねとか、おどんが自分の身を守ることばかりしか今までなかったばってんが、や

っぱりそういうことも含めて、いろんな交流とか大切かよねということがあって、ああ、

よか意見の出たなと自分も思って、もちろん地域内ではいろいろやっていますけど、地域

を超えたそういうのもやっぱりたまにはやっておかんことには、いざというときにやっぱ

り機能せんなというようなことを考えましたので、何かの折にはちょっと参考にしてもら

いたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○篠原副会長 

 ありがとうございました。確かに、確かにということですけど。 

 ほかに。ないですか。保健と医療とかいう問題もここに出てきていますけれども。例え

ば、10年後、20年後、三瀬が年寄りばかりになって、地域としてのインフラの確保ができ

るかということも将来的には考えていかないかんというか、将来というか、今考えていか

ないかんという問題が当然目の前にあるわけで、その辺について、やっぱりもうちょっと

腰据えてみんなで考えていかないかんなというふうな思いもあるんですが、その辺につい

て、皆さんの忌憚のない御意見が聞ければ。それは中山間地というか、富士町もそうだし、

三瀬もそうだし、大和町の一部もそうだしということもあるんじゃないかと思います。だ

から、そういうことで御意見があれば。 
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 幸い診療所があるからいいけど、あの診療所がなかったら大変ですよ。それで、歯医者

行くのも医者行くのも一日がかりで、例えば、伴侶に先立たれて一人暮らしとかになった

らまた大ごと。運転できる間はいいけど、車の運転ができなかったらどうするんだという

ので、やっぱりそこら辺のみんなで助け合うような形も当然考えておかないかんだろうし、

今、藤瀬さんから地域で交流会をやったというのが、ある意味、みんなで炊き出ししてと

いうような受入れするときのシミュレーションも兼ねてという意味もよく考えればあるん

だなということもありましたけれども、その辺に関しても皆さん何か御意見があれば。な

ければ宿題です。ないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 ということで、３章については宿題を。一応皆さん各章について、これについては、私

はこうして欲しい、これは違うんじゃないかとかいう御意見を後できっちり出してもらい

ますので、それも考えながら、意見としては出なかったけれども、ここは引っかかるなと

いうところは今のうちにチェックして、宿題がスムーズにできるように準備をしていただ

きたいなと思います。 

 次、４章に移ります。 

 「地球にやさしい低炭素社会の構築」から。ないですか。宿題がいっぱい増えるばかり

ですよ。 

 いいですか。４章の８ページの一番下のところの緑化活動の推進、公園の整備、景観形

成の推進。公園の整備というのは、既存の公園についてということで、市の管理している

公園ということですよね。（「はい、そうです」と呼ぶ者あり）ですよね。 

 はい、納富委員。 

○納富委員 

 実は合併浄化槽についての質問です。 

 今、市のほうから三瀬村は補助をいただいて合併浄化槽が、費用が安く設置できるとい

うことで、これについては大変ありがたい施策だと感謝をしておりますが、これは合併浄

化槽を設置するだけ。ちょっと私が認識不足だったとしたら済みません。合併浄化槽を設

置することについて補助があって、現在、汲み取りの便所を、台所、トイレ、風呂の家の

大工工事と配管工事については補助はないですよね。これは三瀬の合併浄化槽の設置率が

どの程度か、ちょっと私は存じ上げませんが、その大工にかかわる費用が結構かかるので

あれば、その辺の補助というのは全然検討されないものなんでしょうか。 

 現在、下水道を設置されているところは下水道設置に大きな費用を費やされていますよ

ね。三瀬は比率からすると恐らく下水道を設置する費用が圧倒的に高いですよね。そうな
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ると、山の水から綺麗にして、下の北山ダムなり嘉瀬川ダムに流し込むということを考え

れば、古い家でそのような新たに合併浄化槽を設置するために大工の作業が発生するよう

なところまでの補助を検討していただくというようなことはできないものなんでしょうか。 

 以上です。 

○栗原三瀬支所市民サービス課長 

 ただいま浄化槽についての御質問といいますか、ございましたので、ちょっと御説明申

し上げますけれども、平成22年から、かつては補助金をいただいて、それぞれ個人で浄化

槽の設置ということで合併浄化槽の設置が進められておりましたけれども、現在、市営浄

化槽ということで、直接、浄化槽の設置については佐賀市のほうで工事を行っております。

その維持費を使用料という形で御負担いただくような形になっております。 

 ただ、佐賀市で行います市営浄化槽につきましては、浄化槽本体が市営浄化槽という形

の使用料をいただく対象ということで、あとブロアとか、それに付随するものにつきまし

ては市が管理して維持をしていくというところです。ですから、あとは台所の枡から浄化

槽までの排水、それから浄化槽本体から放流先までの排水等につきましては個人さんの負

担になりますし、あと、それに伴う家屋の増改築等につきましては個人さんの御負担とい

う形になろうかと思います。 

 ただ、一部修繕等について県の補助があったかと思います。ちょっと詳しい内容は確認

できておりませんけれども、幾らかございました。ただ、枠が非常に少のうございまして、

すぐ満杯になっているような状況だったかと思います。 

○石井企画調整部長 

 現在はもうないです。やっぱりものすごく需要が多くて、県の基金を利用して。だから、

申込みの日は朝から並ぶぐらいの状況がありました。浄化槽で直接的なものはないんです

けれども、それに付随したリフォームとかバリアフリーとか。そういう名目では時々国と

か県とかの事業がありますので、そういうものをタイムリー的に利用いただければと思い

ます。 

○德川（正）委員 

 ７ページ、４－４の「都市のみどりと美しい景観の創出」ということで、よろしいです

かね。責任課が緑化推進課になることはわかるんですけれども、私ども老人クラブが花い

っぱい活動を十数年続けていることが認められて、建築法、建築ですか、検査課の、景観

賞の担当は検査課が担当されておるようですけれども、何か景観賞をいただきました。そ

ういうことで、三瀬村そのものが、将来の夢というものはあれなんですけれども、公園に

してしまうと大変ですからいろいろ制約がありまして、公園化というか、そういうのを目

標に活動を現在やっていまして、大体シバザクラが一段落しておりますので、次の段階と
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して５年計画でスイセンを、毎年4,000個ずつ球根を、それで、５年間いただくように緑化

推進課と調整させてもらっておるんですが、そういうあれをもっともっと、やはりあれを

老人クラブだと言われるとちょっと困るんですけれども、何か意識を啓蒙できないかなと

思っております。 

 最後に、「景観意識の醸成」という言葉が９ページの一番上にありますけれども、この

辺を、やはり何というか、現在は、国道はちょっと危険なところが多いので、県道を主体

に村内８カ所でずっと500個ずつ植えていっておるんですけどね。それで、５年後には２万

個もらいまして、早く植えたのはもう５倍ぐらい増えていますので、相当な数になってい

くと思うんですけれども、こういうところを市全体で何か取り入れたらいいんじゃないか

なと思うんですけどね。その辺を、もうちょっと一押しした計画にしてもらえばありがた

いなと思います。 

 以上です。 

○西総合政策課企画係長 

 一応今、委員のほうから御指摘があったような、こちらのほうで活動していただいてい

る部分、同様の取組ですね、市内各地でもいろんな花植えだとか、取組をいただいている

ところでございます。 

 おっしゃるとおり、もっともっとその活動の輪が広がっていけばいいなとは思っており

ますので、そこら辺は担当のほう、緑化推進課、花植えでございましたら、今後、もちろ

んそういう意識で緑化推進係という係を設けて取り組んでおりますので、その方向性には

違いはないと思っております。 

○篠原副会長 

 ありがとうございます。 

 あと、４章に関して。特にないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 なければ、４章から５章に移っていきます。 

 では、５章を開けてください。この辺はちょっと得意分野がある方もいらっしゃるかも

と思いますが、「子育ての環境、就学前教育の充実」、はい、お願いします。 

○德川（正）委員 

 ここの１ページの「安心して子育てできる環境の充実」ということで、「安心して子づ

くり」というのは入れられないんですかね。子づくり、子育て。子供ができなきゃ子育て

にならないんですけれども。というのは、三瀬村そのものは現在限定して考えると、子供

の数は余り減っていないんですよ。小学校の１年生から６年生までが八十数名ですね。中
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学校が四十何名か、大体毎年ずっとそのくらいいますけれども、そういうふうな三瀬も住

宅の問題がすぐ出てくるんですけれども、何か住宅団地が造れないものかなと。 

 聞いた話によりますと、ヤマダ電機が過疎地を開発して、活性化を図ろうというような

ことで、東北の付近なんかは一山を買いと、あるいは畑とかなんとかもあろうと思うんで

すけれども、相当な広さの面積を買い取って団地を造成するというようなことで、人口の

減少を食い止めるとか、増やすとかいうようなことをやっておるそうですけどね。そうい

う話を聞いたことがありますけど、何かそういう抜本的な計画が、この計画はちょっと入

れられないと思うんですが、子づくりをどこか真剣に考える必要があるんじゃないかなと

思います。私どもはできないんですけど。 

○篠原副会長 

 いやいや、まだまだ。 

 この辺については、国の施策とかも連動してくるようなお話になると思いますが、具体

的に支援のほう、子育て世代に対する支援のこととか、一応この中では若手と言えば行武

さんぐらい、今、子育て世代は。もう子育てはまだ終わっていないですよね。 

○行武委員 

 まだ中学生。 

○篠原副会長 

 御意見を。 

○行武委員 

 そうですね、子育て、普通の親とかＰＴＡの一員として言いますと、家庭の中で子供を

育てていく分に関しては、そんなに昔も今も変わりはそうないと思います。ただ、就学、

学校という形になると、やっぱり保育園のころ、幼稚園、小学校、中学校、高校という形

で、子供が教育に携わっていく上での掛かってくる資金面というのはかなり増大したんじ

ゃないかなと。 

 今回、高校１年生に関しても、次の高校１年生なんですけど、県立高校の入学の子供に

関しては、タブレットの購入を義務付けるという形にもう決定されています。補助は出る

ことになっていますけれども、子供一人当たりの負担額が５万円のタブレットを高校の授

業で使うということでもう決まっていますもんね。補助はおりますけど、補助を差し引い

ても５万円。三瀬からだというと、通学に関しても援助は遠隔地、遠いということであり

ますけど、一応上限２万円、簡単に言うと、こちらから佐賀駅まで行くだけで片道1,000

円掛かりますもんね。１日往復で最低でも2,000円は掛かると考えたときに、月どれだけ掛

かるか。毎日と考えると、単純計算で６万円。毎日じゃないですけど、部活動とかを考え

るとそうです。となると、やっぱり三瀬、特に三瀬の人たちとか、町から三瀬に行きたい、
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三瀬は自然が多いから子供を三瀬で育てたいという方は多いと思いますけど、やはりそう

いうところを考えると二の足を踏まれる方も多いのではないかなと。 

○德川（正）委員 

 中学校までですよね。 

○行武委員 

 はい。住んでいると、結局高校を三瀬から今度通うという形になります。そういうとこ

ろは、ちょっと最近気になっているところでは、子供を育てている親として気になってい

るところではあります。 

 以上です。 

○德川（正）委員 

 行武さんに質問だけど、高校で通学するのに、昭和バスで佐賀まで１か月間どのぐらい

かかるんですか。定期、学割がきいて。 

○行武委員 

 一応今9,000円ぐらいで、県内の高校に関して、佐賀県内であればフリーパスみたいな形

をとることができるようにはなっていると思います。 

○德川（正）委員 

 定期券を買うでしょう、バスのね。そうすると、１か月とか３か月とか買うじゃないで

すか。そうすると、１か月に換算すると大体どのくらいかかる。 

○行武委員 

 済みません、うちは一番上の子がまだ中学生なんですよ。田中さん、済みません。 

○田中三瀬支所総務課地域振興係主査 

 私も車の送迎でしたので、送り迎えですので、バス料金はちょっとわかりません。 

○行武委員 

 バスの料金は、はっきりはわからないですけど。 

○德川（正）委員 

 片道1,350円でしょう。バス、大人で。 

○行武委員 

 はい、佐賀までね。 

○德川（正）委員 

 往復すると2,700円になる。 

○栗原三瀬支所市民サービス課長 

 フリー定期というのが月１万円であります。 

○行武委員 
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 はい、今ですね。 

○德川（正）委員 

 １万円ぐらい補助がある。 

○行武委員 

 （１万円？）はあるんですね。 

○德川（正）委員 

 定期代が。 

○行武委員 

 はい。一応後で育英会資金等とかの高額の分は、一応返済していくようなものとかもあ

りますけど。 

○篠原副会長 

 はい、ありがとうございました。 

 個人的な話ですけど、うちは２人とも寮に入れました。僕が聞いた話では、高校３年間

はというか、下も、兄弟もいるから、５年間ぐらい市内に移住しようという話も聞いたこ

とがありますし、その辺についてはちょっと大変な部分はありますけれども、それでも三

瀬がよかよという人もおるかもしれない。高校のときは確かにかなり厳しい面はあります。 

○行武委員 

 出てきますよね。 

○篠原副会長 

 はい、ありがとうございました。何かほかに皆さん御意見が、だんだん低調になってき

ています。５章については終わりたいと思いますが、これは意見を掘り下げて聞く時間も

ないというような制約を、12時までやってもいいよということであればじっくりやっても

いいんですけれども、そういうわけにもいかないので、５章はとりあえずそういうことで

終わりたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 次、６章。６章も９ページあります。この辺も非常に大事なところではありますが、な

いですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○篠原副会長 

 なければ、６章は宿題、７章に移ります。 

 ７章が８ページあります。これが最後の章になりますので、しっかり見ていただきたい

と思いますが。 
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○德川（正）委員 

 ちょっと質問いいですか。効化的・効率的な行政経営というとどういう意味ですかね。

行政経営。 

○篠原副会長 

 どこの文章になるわけですか。 

○德川（正）委員 

 文章も何も、１ページの一番上の７－１の項目でですね、効果的・効率的な行政経営の

推進という文言ですね。 

○篠原副会長 

 字のとおりだと思いますよ。 

○德川（正）委員 

 これは行政というのが、私は官庁関係とか、そういう部類のものを考えていたんですけ

ど、これはちょっとニュアンスが違うみたいなので、どうですかね、これは。 

○篠原副会長 

 お願いします。 

○真崎行政管理課長 

 行政管理課長の真崎です。統括責任課ということで、ちょっとうちの課がなっておりま

して、今御質問いただいた件がまさしくうちの課になるんですけれども、効果的・効率的

というのは、要するに端的に言いますと、よりできるだけコストを抑えて、無駄を省きな

がら住民サービスを適切に提供していくということになるんですけれども、背景と課題の

枠囲みの中をちょっと見ていただきたいんですけれども、背景ということで四角の枠囲み

の中に、ちょっと背景ということでまとめておりますけれども、まず上段を見ていただき

たいんですけれども、行政サービスの提供に当たっては、いわゆる市民ニーズの多様化で

すとか、いろいろ高度化をしてきていると。そういった中で、より質の高いサービスが求

められると、こういったところが、いわゆる効果的にサービスを提供していくというふう

なことになるんですが、しかし一方で、御承知のとおり財政状況が非常に厳しくなってき

ております。当然サービスを向上させる、質の高いサービスを向上させるということだけ

を見ますと、やはり必要な人員ですとか、あるいは場合によってはいろんなハード整備等々

に一定のコストをかけるというふうな必要が当然出てくるわけですけれども、いかんせん

財政状況が非常に厳しい中においては、そういったことでなかなかお金をかけるというこ

とには当然ながらまいりませんので、そういった意味では、いわゆる効率的にということ

で、無駄な部分を省いて、当然組織もスリム化して、あとは職員も限られた人数で対応し

ていかざるを得ないということで、その下に書いておりますが、民間の経営的な視点に立
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った行政経営というふうな考え方で、ここはいわゆる民間というのはまさしく無駄を省い

て、少ないコストで、なおかつ利益を上げていくということで、サービス提供をやってい

くということになりますので、行政としてもやはりコストばかりかけるわけにはいきませ

ん。そうかといって、サービスの質を低下させるということにもまいりませんので、やは

りできるだけ無駄を省いて、サービスをできるだけ維持していく、そういったことで経営

という考え方を取り入れてやっていくということで、ちょっと説明が長くなりましたけれ

ども、効果的・効率的ということで、ちょっとわかりにくい言葉にはしておりますけれど

も、そういうふうに無駄を省いて、できるだけそのサービスを維持、提供していくという

ふうなことから、ここにはこういうふうな説明といいますか、言葉にしているところでご

ざいます。 

○篠原副会長 

 よろしいでしょうか。 

○德川（正）委員 

 ありがとうございます。 

 これはどこでも行政経営と言うんですかね。佐賀市だけですか。 

○真崎行政管理課長 

 いえ、行政経営というのは、今回、初めて佐賀市だけが使っているということではなく、

やはり行政といえども民間のそういった経営の発想は持つ必要があるということで、結構

全国的に見ても行政経営と、行政に経営的な感覚を持ち込むというふうな発想に立ってい

る自治体はあるというふうに聞いておりますし、今の総合計画、第１次総合計画と、これ

は全く同じ表現にしているところであります。 

○篠原副会長 

 よろしいですか。 

 皆さん、何かほかに御意見ないですか。今日は婦人会長さんから御意見聞いていません

ですけれども、今まで全部通して、ちょっと気になることとか、聞いておきたいこととか、

意見具申したいということがあればお伺いしますが。 

○服巻委員 

 今日初めてここの内容を見たような感じで、全然予習をしていませんでしたので、別に

ありません。今度じっくり考えて。 

○篠原副会長 

 宿題で頑張ってください。 

 ほか、何か皆さん御意見ないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○篠原副会長 

 なければ、宿題を頑張るぞということで、今日、まで答申された分と、僕らが頑張って

宿題をやってきた分についてを、次回の審議及び答申につなげていきたいと思っておりま

す。 

 それでは、本日の審議はこれまでとします。長時間にわたってお疲れさまでした。進行

を一旦事務局にお返しいたします。よろしくお願いします。 

 

６ その他 

 ・佐賀市三瀬地区ふるさと創生事業審査委員会委員の推薦について 

○森田三瀬支所長 

 どうも長時間にわたり御審議ありがとうございました。 

 次回の審議会までに本日の意見等を踏まえまして、答申案の準備をしていきたいと思い

ますが、篠原副会長のほうから提案がありました第２次総合計画（案）に対する質疑や意

見につきまして、クリーム色の用紙を準備しておりますので、２月28日金曜日までに三瀬

支所の総務課地域振興係へ御提出をお願いしたいと思います。 

 なお、本日欠席されておられます６名の委員さんにも本日の資料をお配りしまして、御

意見を出していただくようにお願いしていくようにしております。 

 最後になりますけど、もう１つありまして、佐賀市の三瀬地区ふるさと創生事業審査委

員会の件でお願いがございます。三瀬地域審議会から現在まで審査委員会へ２名の委員さ

んを出していただいておるところです。今年１月１日付で新たに地域審議会委員さんの改

選がありましたので、今年の８月までふるさと創生事業審査委員会のほうの残任期間が残

っておりまして、委員の推薦をお願いしたいと思います。篠原副会長のほうで選出のほう

をよろしくお願いいたします。 

○篠原副会長 

 はい、わかりました。 

 １月１日をもって地域審議会の委員が改選されたということで、基金の審査委員会へ委

員を２名お願いしたいということです。いかがいたしましょうか。 

 時間もあれですけど、前任者が德川委員と藤瀬委員にお願いしています。今日、どうし

ても御病気で来れなかった藤野会長が、８月までで、あと残りが２月も終わろうとしてい

ますので、３、４、５、６、７、あと半年、６か月ぐらいなので、そのままあと半年お願

いしたいと思うんですが、よろしいでしょうか、藤瀬委員。これは德川、下は貞幸委員さ

んよね。よかですか。あと８月までやけん、あと半年間。 

○納富委員 
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 ８月までと言いながら、お願いします。 

○篠原副会長 

 よかですね。そういうことで、德川委員と藤瀬委員には残任期間が短いので、たっての

藤野会長の要望でもありますので、ふるさと創生事業審査委員会の委員として、ここの審

議会のほうからは推薦します。ということで、よろしくお願いいたします。 

 以上です。以上で取り急ぎ、駆け足でやってしまいましたけれども、制約された時間の

中で、皆さんにはちょっと御無理をお願いして申し訳なかったですけれども、きょうの足

りなかった分、御不満を思われた部分もあるとは思いますけれども、それは宿題をしっか

りこなすということでやっていただきたいなと思います。 

 以上で進行役、議長の任を降りたいと思います。今日は本当に遅くまでありがとうござ

いました。どうもお疲れさまでした。 

 

７ 閉会 

○森田三瀬支所長 

 どうもありがとうございました。 

 次回の審議会につきましては、また会長さんと日程を調整させていただきまして、改めて御

連絡をしたいと思います。どうぞまたよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、本日の審議会は閉会とさせていただきます。どうも遅くまでありがとう

ございました。 

 

 

～～ 午後 10時 15分 閉会 ～～ 

 


