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平成 26年 第３回三瀬地域審議会 議事録 

 

【日  時】  平成 26年３月 25日（火） 午後７時から午後８時７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、藤原みち子、小野寺 睦、 

服巻ツユ子、徳川正臣、中村克久、德川貞幸、納富隆司、 

小副川幸成 …13名 

【欠席委員】  （委員）行武雅美、嘉村勝彦、…２名 

【事 務 局】  企画調整部（副部長兼総合政策課課長）松尾邦彦 

総合政策課 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）眞﨑武浩 

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 

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の検討について 

【傍聴者数】  なし 

【会議の内容】 以下のとおり。 

 

～～ 午後７時 開会 ～～ 

 

１ 開会 

○森田三瀬支所長 

 こんばんは。そしたら、定刻の７時となりましたので、始めてまいりたいと思います。

今日は足元のお悪い中、また、年度末の大変忙しい中にお集まりいただきまして、ありが

とうございます。 

 今日の委員さんの出席なんですけど、嘉村委員さんと行武委員さんのほうから欠席の届

けが来ております。あと、小副川委員さんと篠原副会長のほうが、遅れての出席というこ

とで連絡が入っております。 

 それでは、ただいまから平成26年第３回三瀬地域審議会を開催いたします。 
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 全体の進行を私のほうで進めさせていただきます。 

 まず、藤野会長のほうから御挨拶のほうをお願いいたします。 

 

２ 会長あいさつ 

○藤野会長 

 こんばんは。前回の審議会、ちょっと欠席させてもらいました。申し訳なかったとお詫

び申し上げます。 

 今日は、前回に御意見いただいた分の回答とか、それから、新たに出た意見等々をどう

いう形で集約しながら佐賀市の総合計画案の中に反映していくかの詰めになると思います。

どうぞ慎重な御審議をよろしくお願いを申し上げて、挨拶に代えます。 

 

３ 議事 

（１）第２次佐賀市総合計画案の検討について 

○森田三瀬支所長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速議事のほうに入りたいと思います。 

 まず、２月18日の第２回の審議会におきまして、今、御審議いただいている第２次総合

計画案について、委員の皆さんから質疑、意見等をいただきました。今日は、その折に持

ち帰り、今回報告とさせていただいた件について、先に報告をさせていただきたいと思い

ます。その後、２回の審議会以降に書面で御意見をいただきました件について御検討をい

ただきたいと思います。 

 なお、これからの進行につきましては、藤野会長のほうにお願いいたします。 

○藤野会長 

 それでは、事務局から説明があったとおりでありますから、第２次佐賀市総合計画案の

答申に向けての審議を進めていきたいというふうに思います。 

 まず、事務局から前回のことを含めた報告があると思いますので、説明を求めたいと思

います。 

○西企画係長 

 総合政策課の西と申します。よろしくお願いいたします。すみません、座らせていただ

きます。 

 まず、本日お手元にお配りしております資料１という横長のＡ４の綴じてある資料のほ

う、こちらに沿って御説明をさせていただきたいと思います。よろしゅうございますでし

ょうか。 
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 それでは、この資料１のほう、こちらのほう、前回御意見、御質問いただいたものに対

して、どういうふうにお答えさせていただいたかという流れをお示しさせていただいてい

る資料でございますが、このうちの資料３ページ、「３／９」と書いてあるページでござ

います。３ページ目のほうをお願いいたします。 

 こちら、該当箇所となりますと、先日も見ていただいておりましたけれども、資料４－

５ということで、金具で留めております厚手の資料になってまいります。基本計画という

ことで、表紙中ほど、下のほうに記載をしておる資料になってまいります。こちらのほう

をすみません、御覧いただきますようお願いいたします。資料４－５、基本計画の資料で

ございます。 

 こちら横長の資料で申しますと、連番の11番のところになりますが、こちら、１章の７

ページ目ということで、右のほうにインデックスを貼っております。そのインデックスが

ある章ごとにページを振っておりますが、その１章というところの７ページ目になってま

いります。 

 御質問としてあったのが、こちら、７ページ目の上から２つ目の項目、「■成果指標と

目標値」とございます。その中に、表の中に２点、成果指標ということで書いております

が、２点目の農業振興地域における農用地面積というのがございます。こちらの面積が20

13年で１万2,570ヘクタール、そして、中間年度であります2019年の目標年次が１万2,616

ヘクタール、そして、最終的な目標年次、2024年で１万2,606ヘクタールとなっているとい

うことで、この数字の設定につきまして、2013年の基準値が１万2,570ヘクタールというこ

とで、次の段階１万2,616ヘクタールと、農用地が大きくなっているのはおかしいんじゃな

いか、これはどういう根拠があってこうなっているのかという御質問をお受けいたしてお

りました。私どものほうも、その時にお答えをできずにお持ち帰りをさせていただいて、

担当課のほうに確認をさせていただいてもらったところでございます。 

 結果として、冒頭のお答えのほうからまずお詫びを申し上げないといけないということ

で、大変恐縮でございますが、こちらの数字が、実のところは１万2,689ヘクタールが正し

かったということで、誤った記述をさせていただいていたということになります。2013年

の欄の１万2,570ヘクタールが、正しくは１万2,689ヘクタールだったということで、諮問

させていただいた資料で誤りがあったということで、大変申し訳ございませんでした。お

詫びして訂正のほうをお願い申し上げます。 

 こちらが１万2,689ヘクタールから、その後、１万2,616ヘクタール、そして、１万2,60

6ヘクタールということで、農地が減っていくという部分をある程度抑えていくという形で

の目標設定のつくりとなっておるところでございます。 

 現在記載しておりました１万2,570ヘクタールは誤っておりましたけれども、その目標設
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定をする時には、正しい数値をもって目標設定をしておりまして、この記述の段階で誤っ

ていたということでございます。大変申し訳ございませんでした。 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 横長の資料のほう、ページのほうを４ページのほうにお進みいただきます。 

 こちら、15番目の項目となっております。こちら、ページ番号で１章の10ページと書い

てございますけれども、１章の10ページのほうをお願いいたします。 

 こちらでは、こちらも「■成果指標と目標値」という欄でございますが、その中で、素

材生産額ということの欄がございます。こちらが2013年が0.8億円、そして、2019年で2.0

億円、2024年で2.4億円ということで、目標値が高過ぎるのではないかという御意見、御質

問をいただいておりました。これにつきまして、担当の森林整備課のほうに確認をとりま

したところ、御存じの方もいらっしゃると思いますけれども、平成23年度から間伐に係り

ます国の補助制度が大きく変わっております。これまでの切捨て間伐から搬出間伐に対し

て補助する制度というふうに変わってきておりまして、この森林整備、施業の転換などに

よりまして搬出間伐の施業が主体となってきております。結果、素材生産の量も大きくな

るということが見込まれるということで、平成23年度の素材の生産量は８万4,000立米、約

0.8億円ほどございましたが、今後も適切な森林保全を図っていくということで、そのため

にも間伐は必要でございますので、別途関連する計画ということで、森林林業再生計画と

いうのを作っておりますが、そこに定めております10年後の間伐、主伐の面積の目標値か

ら推計いたしまして、生産量は２万5,000立米ほどになるということを見込んだ結果、素材

生産額につきましては2.4億円になるというふうに見込んでいるということでございまし

て、素材の単価が上がるということではなくて、切捨て間伐から搬出間伐に変わることに

伴いまして、生産量が増加していくということで、そういうふうに見込んでいるというこ

とでございます。 

 ３点目でございます。18番のほうをお願いいたします。 

 こちらのほうでは、三瀬の方では山崩れで非常に心配されるところが多くあると。急傾

斜対策事業で補助を受けるには何戸必要なのかと。３戸以上だとすると、三瀬の場合は隣

の家が離れたりしていると、できない確率が高いのかなと思うということでの意見でござ

いました。 

 これに対しましては、現在、急傾斜地に対する補助につきましては、国の補助を受けて

県が実施する事業と、県の補助を受けて市が実施する事業と２種類がございます。国の制

度の分につきましては、対象戸数が10戸以上となっておりまして、事業費が8,000万円以上

の事業が対象となるというふうな制度になっております。県の補助を受けてする分につき

ましては、対象戸数が５戸以上となっておりまして、金額でいきますと、60万円以上とい
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うことが対象になっております。この要件の範囲内で現在対応をしているところでござい

ますが、４戸以下でも危険であることは変わりませんけれども、市が独自で要件を緩和し

て制度を設けるということは、現状ではちょっと難しいということで、担当課のほうで考

えているところでございます。 

 前回お預かりさせていただいた分については以上でございます。 

 会長、引き続きその後に御意見いただいた分までよろしゅうございますか。 

○藤野会長 

 ちょっと待って。今回答があった分については、何か確認することありますか。いい。

真っすぐ進んでいいかな。 

 ちょっと僕から質問いいかな。10戸以上とか５戸以上ということだけれども、中山間地

になると、戸数が結局離れているじゃないか。集落が固まっていないわけだろう。だから、

それが５戸を形成するためには、例えば、１キロ圏内であればいいよ、500メートル圏内で

あればいいよとかいうふうな要件というのが当然出てくるわけよな。それの説明は。 

○西企画係長 

 すみません、現在の制度では、あくまでも連たんをしているところという制度になって

いるようでございます。（「何て」と呼ぶ者あり）連たんしてつながっているということ

で。 

○藤野会長 

 つながっている。 

○庄島委員 

 幾らか空いてもいいよ。 

○西企画係長 

 空き具合の部分の確認。 

○庄島委員 

 空き具合、うん。だから、田舎はずっと数珠つなぎに家ないけん。 

○西企画係長 

 ああ、住宅地みたいになっていない。 

○庄島委員 

 ２軒あって、あと２軒がちょっと50メートル離れてあるとか。何メートルとか、50メー

トルか100メートルよかったと思うよ、あれは。急傾斜地問題やろう。 

○西企画係長 

 はい。 

○庄島委員 
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 そのことについてやろう。ちょっと担当やないとわからんやろう、それは。何かあるよ、

自治会でもそういう説明一遍している。 

○西企画係長 

 ちょっと申し訳ございません。その間隔というところまでは本日確認ができておらずに、

大変申し訳ございません。 

○藤野会長 

 わかった、よか。よかばってん、とにかく今の状況の中では、もう急傾斜地の中での事

業というのは、基本的には神有、池田のあの辺ぐらいしかなかよな。 

○庄島委員 

 神有、中村。中村はしとっけんね。田中演武さんところの裏もしとる。神有の庄島さん、

セブンイレブンの前辺りもしとっけんが。あそこは今２箇所かな、急傾斜地というと。 

○藤野会長 

 いや、だからここのところに「森林整備がされていないので」と言うけれども、こうい

う認識でいいかなということを含めてのことやった。 

○西企画係長 

 申し訳ございません。 

○藤野会長 

 ほかないですね。じゃ、進めてください。 

○西企画係長 

 それでは、引き続き、前回の審議会後にペーパーでお出しいただいた意見、御質問につ

いての御説明をさせていただきます。 

 資料のほうは６ページのほうにお進みください。 

 まず、25番でございます。こちらは単位の表記ということで、例えば、１点目、面積で4

31.42平方キロメートルというところに半角スペースが入っていたということで、これをス

ペースを落として記述すべきじゃないかということでの御意見でございましたが、これは

申し訳ございません、そのように記述修正をさせていただきたいと思っております。 

 ２点目、26番でございます。これは、安心・安全への意識の高まりがある中で、基本構

想の中に「原子力発電施設に対する防災意識」というような文言があると。玄海原発の再

稼働に際して、再稼働前の佐賀市としての意見、安全担保と事故が起こった際の市民を守

るための方策を早急に立てておく必要があるという御意見でございました。 

 基本構想の中で触れておりますけれども、具体的なことにつきましては、国の方針が決

定しないとなかなかそういう具体的な内容については述べにくいところでございまして、

ただ、平成24年度に内容を改めておりますけれども、地域防災計画、この中で玄海・唐津
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地区からの住民の避難に対する受け入れ態勢ですとか、そういった原子力発電に対する項

目を起こして、緊急時の輸送に関することですとか、そういったことに対して記載を加え

ております。総合計画にある分と、それに関連する個別の分野ごとの計画ということで、

すみ分けと申しますか、具体的な部分についてはその関連する計画の中でお示しをしてき

ているところでございます。 

 ３点目でございます。28番でございます。これは１章の７ということでございますが、

それぞれページを見ていただいたほうがわかりいいかと思いますので、すみません、１章

の７ページのほうをお願いいたしたいと思います。先ほどのインデックスがついている資

料になってまいります。 

 こちらは、７ページの──申し訳ございません。27番目を飛ばしておりますけど、もう2

8番目を開いていただいておりますので、後ほど27番のほうに戻らせていただきます。 

 28番でございますが、こちら開いていただいたページ中ほどに「背景と課題」、【背景】

というところがございます。こちらの中で２行目後段のほうに、「農産物市場の減少に伴

う価格の低迷等、」という表現がございます。こちらにつきましては、どういう意味なの

かと。市場のほうが供給が減少すれば価格は上昇するのではないかという視点の御意見で

ございます。 

 こちら、すみません意図していたところは、需要が減少するので価格も低下するという

ことで言われていましたけど、すみません、意図としているところは、農産物の市場とい

うのが消費が減少するというような意味合いで使っていたつもりでございましたので、ち

ょっと意味のとりぐあいとして紛らわしいということでございますので、紛らわしい点が

あったのかなと思いますので、これは消費が減少というようなことで表現を改める方向で

考えたいなというふうに思っておるところでございます。 

 すみません、戻っていただきまして、27番のほうでございます。こちらは同じ１章の１

ページ目、５ページ目、７ページ目などというふうな例示をいただいております。ちょっ

と１ページ目のほうを御参考に見ていただいてよろしゅうございますか。こちらの一番上

の目指す姿の中で、「歴史や自然などの観光資源が効果的に整備され」ということで、「整

備され」という言葉が使われていると。ここでいう整備とは具体的にどのようなことを指

すのだろうかと。観光にしろ、あと中心市街地の分とか農地についても同じように触れて

いただいておりますが、この整備という言葉については「整え備える」という、どちらか

といえばハード整備のイメージを持ちやすいと。その考えから抜け出して、人を惹きつけ

るものは形よりも目に見えづらいもの、例えば、物語性ですとか、人との関係性など、そ

ういうのがまずは第一という視点で目標を練ってほしいという御意見をいただいておりま

した。 
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 この点につきましては、ここでいう整備というのは、ハードだけではなく、ソフト面も

包含した意図で実は使っておりました。例えば、この観光の面で申しますと、こういう目

指す姿を掲げながら、２ページ目のほうを見ていただきますと、例えば、取組方針の中の

表にもございますとおり、観光意識、おもてなしの醸成ですとか、ハード以外の部分につ

きましても入れているというところでございます。 

 そのほか、またすみません、１ページ目のほうに戻っていただきますと、課題の認識の

中でも、１ページ目の下から２行目のところですけれども、本市ならではの豊かな自然や

歴史資源、世界文化遺産に推薦された近代化遺産、バルーンフェスタや佐賀城下ひなまつ

りなどのイベントなどを観光産業の振興に生かしていくことが求められているということ

での課題認識もしているところでございます。この点につきましては、そういうことでお

示しをさせていただいているということで思っております。 

 すみません、お進みいただきまして、29番でございます。こちらは同じ１章の８ページ

目になってまいります。「都市と農村の交流」ということで、下の表の１－４－５という

ことで、都市と農村の交流については、各地で各種補助事業などで様々な形でのイベント

が行われていると。ただ、それが単なるイベントになっていると。これからの交流事業は、

はっきりとした目標を持って地域で継続していけるような交流会の仕組みが必要というふ

うに思うと。具体的な表現としては、ここの「都市と農村の交流推進」の概要欄を資料の

ように改めたほうがいいんじゃないかということで、この３行目以降、ここに「地域の経

済効果の創出などを目標に地域住民が自立し継続できる都市と農村の交流を推進します。」

と、こういった表現が必要じゃないのかと、そういうふうな御意見をいただいております。 

 ここにつきましては、そういった視点は確かにあろうかと思います。ただ、全体の文字

量等もございますので、そこら辺のバランスも見ながら、そういった視点を入れるような

形で、書きぶりを含めて検討させていただければというふうに思っております。 

 続きまして、30番でございます。こちらも同じ１章の11ページになっております。11ペ

ージのほうに、まず表の形で入っておりますが、１－５－１、こちらの概要の欄に、「木

材の消費を拡大するため、公共事業への積極的な市産材の活用に加え、」と表記をしてお

りますけれども、公共事業頼みというのは、あくまでもカンフル剤というのが常識である

と。佐賀県産材をいかに民間で使ってもらえるかの取組を基本にしていただきたいという

ことで、民間のニーズは価格だけなのか、また、質を求めていないのか、地元の気候に合

った地元材のメリットですとかハウスメーカーと協働した体制づくりなどいろいろな考え

を挙げて、トライ＆エラーの形で試行を掲げてもらいたいというような意見でございまし

た。 

 こちらにつきましては、先ほども話触れましたけど、間伐に係る国の補助制度というの
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は大きく変わってきておりまして、これまでの切捨て間伐から搬出間伐に対しての補助と

いうことで制度が変わってきております。この森林施業の転換などによりまして、搬出間

伐が施業の主体となってきて素材生産の量も大きくなると見込まれます。これを踏まえて、

より市産材の利用促進をすることを明記しているという意図でございますが、ただ、総合

計画のほうでは、この取組の方向性という形である程度お示しするところにとどめており

まして、施策に係る具体的な取組を個別に明記しますと、もう膨大な量になってくるとい

うこともございます。そういうこともございまして、分野別に、11ページの表の下のほう

に関連する計画として、森林林業再生計画ですとか森林整備計画、こういった形でこの具

体的なことを記述する計画というのをまた別につくっているところでございます。そこと

すみ分けをしながら、具体的なものについてはこちらの関連する計画の中で上げていくよ

うな形での整理をしているという形になっております。そのため、総合計画の中でどこま

で具体的な形で例を示していけるかというのは、ほかの施策、全体で36ございますけれど

も、書きぶりのバランスを見ながら、いただいた御意見の部分もどれぐらい盛り込めるか

というのは含めながら検討させていただく形になろうかと思っております。 

 続きまして、31番でございます。こちらのほうは同じ11ページでございますが、今、表

のほう、１－５－１から１－５－４までございます。ここに１－５－５を加えて、「自然

エネルギー等への活用」という内容で加えてはどうかという意見でございます。竹であれ

ば、竹粉、パウダー等、間伐材であれば肥料や木くずに加工して燃料代等への有効活用、

加工場、堆肥場等施設の整備、こういったことが書けるんじゃないかというような御意見

だったかと思います。 

 ただ、エネルギーに関する視点では、実は４章のほうの２ページを御覧いただけますか、

ちょっと飛びますが。こちらは「地球に優しい低炭素社会の構築」という施策になってご

ざいます。こちらの４－１－２、「再生可能エネルギーの普及促進」という基本的な取組

を掲げております。先ほど御意見いただいたような自然エネルギー等への活用につきまし

ては、エネルギー、こちらのほうのくくりの中で表現をさせていただいております。先ほ

どの４－１－２の概要の部分で申しますと、太陽光やバイオマスなど本市の特性に応じた

再生可能エネルギーの導入を推進しますということで、このバイオマスのほうには木質バ

イオマスなども当然含まれてまいりますので、趣旨としては同様なことを表現しているの

かなと。ただ、見せ方という部分では、このエネルギーということで低炭素社会の構築と

いうくくりの中で表現をさせていただいているという形で今整理をさせていただいている

ところでございます。 

 続きまして、32番でございます。こちらは２章のほうになってまいります。２章の１ペ

ージ目、２ページ目ということで御意見をいただいております。東日本大震災以降、原発
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事故に対しての住民の関心が高くなっているということで、「課題」と「取組方針」がご

ざいます、１ページの下のほうの「課題」と、２ページ目の頭のほうの「取組方針」につ

いては、佐賀市も玄海原発から50キロ圏内に位置している、その認識を総合計画でも示す

必要があるのではないかというようなことで御意見をいただいておりまして、例えば、１

ページの「課題」と２ページ目にございます、２－１－３という表の中でございますが、

こちらのほうで「危機管理対策の充実」とございますが、その概要欄に万一、武力攻撃で

すとか大規模なテロに備えということでの記述があるのであれば、それとは別に、原発事

故に対しての課題と対策の記述が必要じゃないのかというようなことでの御意見をいただ

いておるところでございます。 

 具体的な原発のほうの対策につきましては、実は先ほど申しましたとおり、何でもかん

でも書くと非常に膨大な量になってまいりますので、ある程度関連する計画のほうとすみ

分けをさせていただいているという部分でございまして、こちらの施策でございますと、

関連する部分で、地域防災の計画というのがございまして、この中で原子力災害対策につ

いては、「原子力災害対策編」ということの項目を設けておりまして、避難活動体制です

とか緊急輸送活動体制など、そういったところについての対策については記述をさせてい

ただいているところでございまして、原子力発電に関することについては、どのような形

で総合計画の中で触れていくことができるのかというのは、今後の国ですとか県の動向を

見ながら検討していく課題かなというふうには思っております。ただ、具体的な部分、物

すごく細かくなってきますと、ある程度地域防災計画の中でのすみ分けという部分も出て

くるかとは思っております。 

 それと、大変申し訳ございません、５ページのほうで、実はこちらも先ほど誤っており

まして、１ページ目のほうになってまいりますが──すみません、ちょっと古い資料のほ

うを見て間違っていると思っておりましたが、お配りしている分では問題ございませんで

した。大変申し訳ございません。 

 続きまして、ページを進んでいただきまして８ページのほうをお願い申し上げます。こ

ちら、２章の１ページ目、２ページ目ということになってまいります。災害については、

特に想定して避難とか対処法を考えておかなければならないと。南海トラフ地震ですとか

玄海原発の事故、そういうのがそれに当たるだろうと。生存率が99.8％だった釜石小学校

の奇跡は、意識付けですとか対処訓練の成果と言われておりまして、東北大震災ですとか

福島第１原発事故後の教訓を佐賀にも活かしてほしいと、そういうふうな御意見でござい

ました。 

 災害等に対する対策につきましては、先ほど申し上げました地域防災計画の中で今、記

載している分がございます。その中では、原子力災害のみならず、当然、地震、津波災害
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ですとか風水害、そういった部分についても記述をしております。あと、また防災教育の

面につきましては市内外で発生した過去の災害事例など、そういった時の教訓などにつき

まして、市のほうで実施しております出前講座、こういった形などで今やっておりますの

で、継続的にこういうことを進めていきたいなというふうに思っているところでございま

す。 

 なお、学校のほうでも教育が必要ということの視点も含まれた御意見だと思っておりま

すが、現在、教育委員会のほうでそういった学校教育の中でも取り込んでいけないのかと、

こういった検討をしているというところでございます。 

 続きまして、34番のほうにお進みいただきます。こちらの御意見のほうは２章の３ペー

ジ目、４ページ目に当たる部分でございます。河川環境の適切な管理という施策でござい

ますが、どこどこの部分ということの御意見ではございませんで、河川環境の整備につい

てこういうふうなことで書いているのであれば、それは非常に良いことだと思うけれども、

嘉瀬川は佐賀市唯一の河川、恐らく上流から下流までということでの意味だと思いますが、

山間部、特に北山ダムより上流の区域ですね、ここを整備して、どこでも遊び親しめるよ

うにしてほしいと、また川や野山で自由で安全に遊びができるようにして、特に福岡のほ

うから来場客を増やすと、また佐賀市の良さをアピールして、できれば将来的に移住者を

増加させることにもつながるんじゃないかといった御意見でございましたけれども、具体

的に北山ダムの上流ということでの場所も示していただいておりますが、こちらのほうが

実は１級河川ということで、直接の管理者が佐賀県となっておりまして、そこの親水的な

整備となりますと、ちょっと県のほうが直接は関与してくる部分でございますので、そこ

に管理者のほうにお願いしていくということはできるとは思いますけれども、その部分を

佐賀市の総合計画の中において直接記載していくということは、あと直接的な整備を行う

ことはちょっと難しいかなというところでございます。 

 続きまして、35番のほうをお願い申し上げます。こちらは地域医療ということで、３章

の９ページ目のところについて触れていただいております。健康づくりの推進と保健医療

の連携という形の施策でございますが、その取組方針の中の表の一番最後、３－４－６「中

山間地域の医療の充実」、ここにおいて、「温泉病院や三瀬診療所を地域医療の拠点とし、

安定した運営に努めます。」と書いていますけれども、現状として、医師が長期で休む場

合は、午後は休診となったりしていると。この先このような場合、終日受診できる体制を

とっていくことは可能と考えていいのかと、また、三瀬地域におきましては、診療所で受

診できないと車で町までちょっと下りていかないといけなくなると、高齢者ですとか子供

につきましては自分で移動することが難しいという状況がございますので、とても大変だ

と。また、病気は時間が決まっていませんので、学校で体調不良になっても早急な受診が
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できないのは不安や不便を感じるのではないかといった御意見でございました。 

 三瀬診療所は、今のところ内科医師１名と歯科医師１名で診療を行っておりますが、多

分、今回意見が出ているのは、内科医師が産休によりまして特別な診療体制を組んでいた

といったことで、その影響で午後の診療が休診となっていたということで、この点につい

ては大変御迷惑をお掛けして申し訳ございません。平成26年、今年の４月から内科医師が

復帰いたしますけれども、育児の短時間勤務ということで７月までは午前中の勤務だけと

なってまいります。ただ、火曜日の午後には佐賀大学医学部の協力をいただきまして診療

をしてもらうということの話になっております。８月からは午後の診療も始めるようなこ

とで予定をしております。診療の機会を増やすために、土曜日の午前も診療を行って診療

時間を拡大していきたいという方向性でございますので、診療所の運営を維持していくと

いうことの面でも皆さんの御理解と御協力をお願いして、引き続き三瀬診療所での受診を

お願いできればというふうに思っているところでございます。 

 続きまして、36番でございます。こちらは４章の１ページ目、２ページ目に当たります。

こちらで先ほども触れましたけれども、低炭素社会の構築に関する施策でございます。こ

れは関連してどこの部分ということではございませんが、中心市街地の活性化ですとか市

民の健康増進と、こういった視点で、オランダの部分を例に挙げていらっしゃいますけれ

ども、自転車利用の促進ですとか中心通りの車の進入禁止とか他の市ではやっていること

を佐賀市でも実験的にトライしてほしいというような意見でございました。 

 具体的に総合計画にどうのという部分ではないかもしれませんが、これは総合計画のほ

うにもし記述をするとなれば、総合計画のつくりが今見ていただいているような感じで分

野別に施策として掲載する形で構成をしているという形でございますので、複数の施策に

またがるような記述を横断的に書くというのがなかなか記述の仕方としては難しい面がご

ざいます。ただ、取組ということで申しますと、例に挙げられております自転車の利用に

つきましては、関連する自転車利用基本計画というのを定めておりまして、この計画に基

づきまして、自転車利用の促進を図ってまいりますし、また、個別の具体的な取組を行う

際には、総合計画に記載がなくても、弾力的に関係する部署が連携をしながら取り組んで

いくことになってまいるというふうに考えております。 

 すみません、ページのほうをお進みいただきまして、９ページ、最後のページになって

まいりますが、こちらのほうをお願い申し上げます。37番でございます。こちらは関連す

るのは５章の１ページ目、２目ページということでございますが、こちらは安心して子育

てできる環境の充実という施策でございます。どこどこの部分ということではございませ

んが、子づくり子育てについては佐賀市だけではなくて国の重要施策であると。特に佐賀

市では子育てが適地と思われるのでもっと力を入れるべきではないかと。環境が抜群であ
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る市の北部、特に三瀬高原を開発して少子化を逆手にとってはどうかという意見でござい

ました。 

 これにつきましては、子育て支援につきましては、ここ数年、確かに市の重点事業とし

ても位置付けておりまして、特に力を入れたのは待機児童の解消ということで、保育所の

整備とか運営の支援などに取り組んでおるところでございます。総合計画に先ほど申しま

したが分野別の施策ごとに取組の方向性を示す形で構成をしておるということで、地域を

特定した取組の場合は総合計画にちょっと盛り込みがしにくい部分があるのかなというこ

とはございます。ただ、その取組の主な目的が何かということがはっきりしている部分で

ございましたら、観光を誘客するとか、観光を意識した開発と、そういったことでござい

ましたら観光の施策にそういう視点の内容を盛り込むことはできるのかなというふうに思

っております。ただ、三瀬のほうには具体的な過疎計画がございます。過疎計画の中でそ

ういうふうな視点を持って具体的な取組の分まであわせて記載することができますので、

そちらのほうがより実効性が高いのかなという部分は感じているところでございます。 

 また、次、38番目でございますが、こっちは６章の１ページ目の部分になってまいりま

す。よろしゅうございますか、こちらの【背景】の欄でございますが、大きく３点記述を

しておりますが、その３点目の中で、地域では自治会を中心として老人会、子供会、体育

協会などが様々な分野でという形の記述をしております。この中で、こういう団体のほう

が婦人会や女性会などの名称が挙がっていないと。各校区の婦人会の方々は校区の行事に

は協力、参加されているという現状があるので、男女協働参画の推進の意味でも、女性を

表す言葉を記載するべきではないのかといった意見でございます。 

 ここで団体、列挙して例示をさせていただいておりますが、確かに女性を意識するよう

な文言というのはございませんでした。ここら辺に女性を列挙するといった形で考えてい

きたいというふうに思っております。 

 一応、すみません、まとめての御説明になってしまいましたけれども、御説明につきま

しては以上でございます。 

○藤野会長 

 総体的に御質問はございますか。個々でいきますか。 

 提案いただいた方がおいでになる方と、きょうお見えでない方もおいでになるとは思う

んですが、今の説明についての質問を受けたいと思います。德川委員。 

○德川（貞）委員 

 今の御説明の中で、一つそれじゃ、この話はどこでどうなっているんだろうと思ったの

は、これ総合計画ですよね、総合計画の構想なんですよね。そうすると、それがここはば

らばらに挙がってきていると。そうすると、本当に何か事業をやろうとすると、結局あっ
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ちこっちのセクションにまたがる事業があるかもわかんない。そういうときに、それじゃ、

どういうふうにしてそのバランスをとっていくというか、それを総合的に対応できるよう

な形に持っていくのか、それを調整してくれる機関として、市はどういうふうな体制で臨

もうとしておられるのか、その辺が非常に疑問視されるような発言があちこちに見られた

んですよね。だから、その辺のところについての構想、総合計画をつくっていく、作成を

進めていく上で、市としてはどんなふうにお考えになっているのか。例えば、先ほどのお

話のように、今度は市の区域を外れて、県の事業でございますので、私のところではもう

これ以上のことは取り組めないというか、計画に盛り込めないというようなお話があった

んですけど、例えば原発事故の話にしても、事故が起こってからずっと後追い後追いで、

国も後追い、県はさらに後追いというような感じになっているという中では、今度は現実

に国内でも起きている事故があるし、そういう中で考えていくと、やはりその準備という

か、こういうことが起きたときには、それじゃどういうふうにして市としては取り組んで

いこうとしているのかというふうなことは、やはり盛り込んでおくべきじゃないかなと、

これは一つの例ですけどね。 

 そのほか、先ほど来の説明の中でも、そういうここはちょっとうちの課じゃないという

ような感じの説明があったようでございますので、その辺のところの調整を要する部分に

ついては、この計画の中でどういうふうに考えてその説明をされているのか、その辺のと

ころをお伺いしておきたいと思います。 

○藤野会長 

 はい、どうぞ。 

○松尾企画調整部副部長 

 確かに、今説明の中でそういった印象を与えてしまうようなところがあったというとこ

ろは思います。ただ、実際に、当然事業をする上で、例えば防災にしても、関係部署が集

まってその全体的な協議をしながらいろいろ福祉的な部分とか、それから御老人の方の対

策、また具体的な避難の方法とかを考えながら、現実には進めているということでござい

ます。また、県のほうとも、そこら辺の調整をしながら進めているというところになりま

す。 

 例えば、一例ですけれども、実際の災害を想定した図上訓練というか、そういったもの

もちょっと全市的に関係課が集まってシミュレーションをやるとか、そういったことをや

ったりということで、なるべく具体性、実行性を持たせるような取組というのに努めてい

るところでございます。 

 実際のところでは、いろんな計画、いろんな考えをする中でこういった審議会を設けさ

せてもらったり、市役所のほうでも、どうしてもセクション的になりがちなところは確か
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におっしゃるとおりのところはありますけれども、そうならないように、関係課と調整し

ながら進めているというところでございます。 

○藤野会長 

 いいですか、今の回答で。 

 なかなか今、德川委員が御質問いただいたことなんかも、結局我々が思うことが、結果

的にはこの総合計画の中は総花的に考え方の整理をしてあって、基本計画なり推進計画、

あるいはマスタープランとかいろんな計画が結局これに基づいて、枝葉として具体的な形

でそれを進めていきますよということをおっしゃっているからという思いはするんですが、

一つ一つの基本計画、推進計画、マスタープラン等々が現段階では皆さんも承知していな

い、僕自身が承知していないわけですので、そこら辺のところの考え方の相違が出てくる

かなというふうな思いをするし、德川委員がおっしゃったように、いろんな御疑念等があ

れば、それに関連するところはやっぱり資料として求めていただきながら、お互いまた深

めていくということが大事かなというふうに思うんですが、いかがですか。いいですか。 

○德川（貞）委員 

 いいですよ。 

○藤野会長 

 ほかに、御質問。ございませんか。 

○藤瀬委員 

 原発に関しての質疑が３つ４つ出ていますけど、私も実は１つだけ質疑を出しておりま

すけど、佐賀県も佐賀市も、新聞紙上で報道がされていますように、国の方針がまだ決ま

っていないからというようなことで姿勢がはっきりしていない部分があるんですけど、そ

れを承知した上で、やっぱり住民側としては、それとは、国の考え方とは別に、やっぱり

佐賀市もしっかりした考え方を打ち出してほしいという希望的な質疑が出ているんじゃな

いかと思いますので、その辺は配慮できればというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

○西企画係長 

 今まで私のほうからも御説明させていただいた部分に触れてのことでございますけれど

も、もちろん今、藤瀬委員のほうからいただいた意見、そういうような部分を当然に意識

してございますので、どこまで書けるかという部分は常に意識しながら今後の整理も進め

ていきたいと思っております。 

○藤野会長 

 ほかに、全体的な質問はございますか。ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○藤野会長 

 それでは、具体的な形での審議ということになってくるわけですが、この取扱い、まず、

それぞれで見ていきますか。項目ごとに整理しますか。 

 １番から38番まであるわけですが、どういう形で、基本的な形、要するに取扱いですよ

ね。どうしていくかということで、今言われた回答を得たところで、総花的な回答でもあ

ったような気はするんですが、それらのことを踏まえた形で答申に反映させていくという

ことでいいですか。 

 №24までは事前にいろいろ御意見があって回答等が出ているわけですが、基本的な考え

方はもうこれで事務局回答を承知するという形で進めていっていいですか。 

 御意見が余りなくてうなずいておられるようですので、御理解いただいたということで、

そういうふうな方向でいいということだろうというふうに思います。 

 25番目から38番目まで、委員会のいわゆる質問、意見等々が出されて回答がされたわけ

ですが、このことで、今回答を求めたことに対して、特段の御意見はないでしょうか。あ

れば、各項目ごとに手を挙げて、挙手いただいて御質問いただければと思います。ござい

ませんか、いいですか。 

 なかなか御意見が出ないようですが、字句の修正を含めて御意見等々があれば承りたい

なと思います。特段ございませんか。字句の修正を含めて、いいですか。 

 意見がないようですので、もう一遍確認させてもらいますが、三瀬地域審議会として、

基本的に答申に反映させるための意見は特段ございませんですね。事務局の説明をおおむ

ね御理解いただいて、表現等についても、そのことをベースにしながら答申にまとめてい

っていいということでございますか。いいですか。 

 それでは、そう多くなかった御質問、御意見であったわけですが、今のことを踏まえな

がら、いわゆるたたき台を整理をしていくということになろうかと思います。 

 この答申するに当たってのたたき台ですが、答申するに当たっての手続的な問題を皆さ

んにお諮りをしたいと思います。事務局が基本的にたたき台をつくっていただいて、それ

を会長、副会長に一任いただくというような考え方でいいかどうか。今後の進め方も含め

ながら、皆さんの進め方を、今後のこの答申に当たってのまとめ方についての御意見をお

伺いをしておきたいというふうに思います。 

 要は、答申のたたき台が基本的には出来上がったところで再度地域審議会を開催するか、

あるいは、私ども会長、副会長に御一任いただいて、その案をもってよしとしていただく

のか。最低でも、そのたたき台ができた段階で委員さんに配付しながら、確認だけはして

答申に備えるという方向等々いろいろあると思うんですが、そこら辺のところをお伺いを

しておきたいと。 
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○德川（貞）委員 

 はい。 

○藤野会長 

 どうぞ。 

○德川（貞）委員 

 いわゆるここの、今日の説明なり市のほうからの回答の中で、いわゆるここには書き表

せないというふうにおっしゃっていた部分等々がかなりあるわけですね。そうすると、こ

のたたき台はたたき台として、そういう方針であればそれは仕方ないとしても、総合的に

こんなことは考えておいてくださいよというような村のほうとしては考えているんですよ

というようなことを、いわゆる枠外で意見として添付させていただいておくということは

可能なんでしょうかね。要するに、何もないと、これでオーケーだったんですよという話

になりますので、そうすると、村の審議会は何をやっていたんだという話になって、何か、

いやいや全然ほかには御意見ございませんでしたって次の担当者がおっしゃったときには、

ああ、そうですかってそれで終わりになっちゃうんですよね。だから、信用しないわけじ

ゃないんですけど、やはりその辺のところはある程度みんなが見て、いや、それほどまで

やらなくてもいいんじゃないかという意見になれば、それでもうよしということで、一応

はやっぱり出来上がったところでみんなでもう一遍見させてもらうということの結果を踏

まえてということでがいいんじゃないかと思うんですけれども。 

○藤野会長 

 德川委員がおっしゃることは、いわゆる附帯意見をつけるがために、その附帯意見の取

りまとめをして、それで答申の時までにもう一遍地域審議会を開催して確認をするという

ことですかね。 

○德川（貞）委員 

 ええ、いわゆる答申までの時間の手前で、要するに原案ができた、成案としてできた段

階で、それをみんなで見てもらって、いや、それほどのことはやらんでもいいんじゃない

かということになればそれでもいいと思うし、とにかくみんなに考える機会を与えてもら

ったほうがいいんじゃないかということを申し上げているんです。 

○藤野会長 

 今の德川委員のことについての考え方に対しての御意見等はありますか。どうぞ。 

○豆田委員 

 德川委員さんが言われている、この計画の中には、あくまで部署単位で地域色というの

は当然出にくいと。総合計画の中は全市を総体的に捉えて計画することでしょうから、た

だ、地域のありようみたいなことをこの文章の中になかなか明言できなければ、そういう
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形でのあり方みたいな部分は当然明記、もしくは附帯意見として出されたほうがいいんじ

ゃないかなというふうに思います。それは、この計画の中で補完できないものが多分ある

やに思います。 

 以上です。 

○藤野会長 

 という御意見ですが。 

 それぞれ御意見が挙がったところの回答をいただきながら、委員からも質疑、意見等々

をこういう形でまとめて、それに対する基本的な考え方が皆さんには伝わってきた。これ

をもとに、特段の御意見もなかったわけですよね。ただ、最終的に答申するに当たっては

どう表現するかということで、地域色とかを総体的にはこの中では、総合計画の中では基

本的に反映できないから、それを反映するとするならば、皆さんの考え方で、附帯意見と

して整理をして付けていくことは可能じゃないかなというふうに思うわけですよね。 

 そういうことで、仮に附帯意見をつけるにしても、整理の仕方を御一任いただく中で整

理をするのか、そして整理をした後に、もう一回皆さん方に確認をとっていくのか、確認

だけのための審議会を開催するのか、いや、それは全権委任をするよとおっしゃっていた

だくかどっちかだと思いますが、どうでしょうか。 

豆田委員の意見も、基本的には附帯意見の中でどういう形で反映していくかということ

であれば、今の意見は開催されるということだと私は理解しているんですが、いいですか。 

○豆田委員 

 はい。 

○藤野会長 

 それも德川貞幸委員がおっしゃったことも基本的にはそこでいけるかなという思いがす

るんですが、ほかに何かいい案等々があれば。ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤野会長 

 それじゃ、どうしましょうか、もう一遍地域審議会の中で議論しますか。議論というよ

り確認だよね。確認作業をしますか。それとも、御一任いただきますか、どっちですか。

意思表示をお願いをしたいと思うんですが、何かあればどうぞ。 

○藤瀬委員 

 確認したほうがよかごたんね。 

○藤野会長 

 はい。 

○小野寺委員 
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 御一任でいいです。 

○藤野会長 

 意見ですか、どうぞ。 

○小野寺委員 

 御一任でいいです。 

○藤野会長 

 御一任でいいですて。 

○小野寺委員 

 はい、私。 

○藤野会長 

 御一任という方が１人いますが、ほかの方はもう一遍やるということですか。 

○藤原委員 

 私も御一任。 

○服巻委員 

 御一任。 

○藤野会長 

 一任が３人。 

○庄島委員 

 僕も一任でよろしくお願いします。 

○藤野会長 

 じゃ、一任していただく方は手を挙げてください。手を挙げていただいた方が３人、一

任しない一任いただけない方が４人、これ半数ですよね。ありがとうございました。 

 そいじゃ、もう一遍、いわゆる整理をさせていただいて、地域審議会を早々に開催する

と。確認して答申に向けるということになろうかと思います。 

 事務作業等々、それから答申時期等々のことがありますので、時期的なことがどうなる

かということを事務方、ちょっと説明してください。 

○西企画係長 

 一応、答申につきましては、今７審議会のほうで同様に御審議をお願いしているタイミ

ングでございます。市長のほうに答申をいただく形になるというふうに考えておりますが、

それを４月下旬に一括して答申をいただければというふうに考えております。 

 そこから逆算していくという形になりますので、４月の２週目、７日の週か、遅くとも

翌14日の週ぐらいに開催いただければなと思っております。できれば、７日の週に準備が

間に合えば、その後の確認をいただいたときの御意見の修正のお時間もいただく必要があ
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るかもしれませんので、７日の週のいずれかでお決めいただければなというふうには思い

ます。 

○藤野会長 

 ７日の週ということですね。それはわかったけれども、異動があっておって、それに影

響することはないとかな。異動、異動。（「もう内示あっとるとかな」と呼ぶ者あり）内

示があっとるけん、それに対して影響はなかとかな。 

○西企画係長 

 それは、三瀬支所のほうは変わっていないですね。三瀬支所のほうは変わっておりませ

んし…… 

○藤野会長 

 いや、本庁たい…… 

○西企画係長 

 私たちも、ここにいるメンバーはおりますので…… 

○藤野会長 

 よかかい。 

○西企画係長 

 はい。ただ、申し訳ございませんけど４月10日、この日だけは、既に先週開催しており

ました富士地域審議会のほうで、次は４月10日ということで日程はもう入れられましたの

で、その日私たちがお伺いすることができませんので、よろしければ、もう４月10日は外

していただく形でお願いしたいと思います。 

○藤野会長 

 はい、よかよ。だから、いずれにしても、今、事務局から説明があったように７日の週

ということで調整をして決めるということでいいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○藤野会長 

 それで、一任された委員さんも是非御出席ください。 

○小野寺委員 

 はい。 

○藤野会長 

 それじゃ、審議を終えたわけでありますが、その他の項、何かございますか、事務局。

その他ありますか、ありませんか。 

 特にないということであります。 

 それでは、一応議事を終わりますので、事務方にバトンをタッチしたいと思います。 
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５ 閉会 

○森田三瀬支所長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次回の審議会を４月７日の週に計画をしまして、会長と打合せをしながら日

程調整をしてから御連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日の審議会は、これで終わりといたします。どうもありがとうございました。 

 

～～ 午後８時７分 閉会 ～～ 

 


