
山都町総合計画審議会 議事録 
 
＜会議概要＞ 

件 名：平成２５年度第２回山都町総合計画審議会 
日 時：平成２５年１２月２０日（金曜日） 午前１０時００分～午前１２時５分 
場 所：千寿苑 ボランティア室 
出 席：９名（４名欠席…梅田委員、高畑委員、武元委員、後藤委員、１名欠員） 

 
＜議事録＞  ※議事録中、ワークショップを「ＷＳ」と表記した。 
＜委嘱状交付＞ 
 ・町議会議員改選に伴う、議会選出委員の交替。 

・町長が、中村議長へ委嘱状を手渡し。 
＜１ 開会＞ 
＜２ 委員長挨拶＞ 
 山下副会長（観光協会長）が代理で挨拶。 
＜３ 来賓挨拶（町長）＞ 
＜４ 議事＞ 
事務局 総合計画審議会の運営については、山都町附属機関に関する条例第４条第

１項において会長が議長となると規定している。しかし、中村会長が逝去

され、同条例第３条第３項において、会長に事故があるときは、副会長が

その職務を代理するとなっている。議事の第１番目の議事の進行について

は、副会長に進めていただく。 
副会長 会長が選任されるまでの間、仮に議長をさせていただく。 

第１号の会長及び副会長の選任について、事務局から説明を。 
事務局 説明を始める前に一点ご了承いただきたい。 

今回は商工会長の中村会長の逝去に伴い、委員が１名減のままだが、商工

会では来春まで商工会長を決定しないということで、町としては商工会長

が決定されるまで補充せず、当面１名減のままでと考えている。ただし、

会長不在のままでは審議会の進行に支障を来たすので、新たに会長及び副

会長を再度互選いただきたい。なお、会長及び副会長の任期は、残任期間

となる平成２７年３月３１日まで。 
副会長 副会長については、私が居るので、副会長は選任しなくても良いと思うの

で、会長の選任をお願いする。 
どうするか。 

下田委員 梅田委員は欠席か。 
ＪＡ職員 代理でＪＡ上益城矢部支所 吉田所長が参加している。 
副会長 委員席に座ってもらう訳にはいかないのか。 
事務局 充て職ではなく個人にお願いしており、代理扱いはできず、あくまで欠席



扱いだが、ＪＡ職員に審議会の様子を見てもらいたく来ていただいた。 
ＪＡ職員 梅田が、本日、連合会の会議で来られず、指示を受け伺った。 
副会長 全権委任か。 
ＪＡ職員 権限はない。 
副会長 今、梅田組合長という意見が出たが、いかがか。 
下田委員 武元委員も欠席か。 
事務局 欠席である。 
ＪＡ職員 学識経験者として梅田が入っているのは、ＪＡ代表理事組合長だからか。

副会長 どうか。 
事務局 充て職ではなく、総合計画の審議に際し色々な分野の意見が必要なことか

ら、農業分野では農協組合長が適任だと判断し、了承いただいた。 
ＪＡ職員 先程、任期が平成２７年の３月末までとあったが、平成２６年の６月にＪ

Ａ役員の改選があり、上益城農協長の肩書きでの推薦であれば任期まで勤

められるか分からないが。 
町長 肩書きでは必要なく、大丈夫である。 
副会長 事務局で梅田委員に、後で了承をとっていただくということにしたいが、

どうか。 
事務局 皆さんの意見で、そのようにということであれば。今日は副会長代行で進

めていただいて結構なので、委員の意見をもう少し聞いていただきたい。

藤吉委員 よろしいか。 
副会長 どうぞ。 
藤吉委員 前回から継続の委員が４名と聞いている。その内の一人が梅田委員という

ことで、事情等承知でしょうから、できれば梅田委員に話していただき、

できないということであれば再度協議という形で願いしたいが。 
副会長 他にご意見はないか。 
ＪＡ職員 委員をしているが、この会には１度も来たことが無いという話しであっ

た。それでも良いのか。 
副会長 日程は、会長の予定 優先での案内となる。 
ＪＡ職員 一応、そういう話しだった。 
副会長 他に、意見はないか。 
村手委員 今日に限っては時間がもったいないので、副会長にお願いし、事務局にお

いて会長の話しをしていただけたらと思う。 
副会長 他に。今の意見でよろしいか。では、そういう形でお願いする。では、会

長については、梅田委員にお願いするということで、といあえず今日のと

ころは、私が副会長として代行をさせていただく。 
副会長 それでは、２の策定の進捗状況について、まず１項経過について事務局か

ら報告をお願いする。 
事務局 (1)経過について資料に基づき説明。 



～ 
経過については以上で終わり、次の(2)町民アンケート結果速報また(3)地
域ビジョンワークショップ第１回目の開催状況については、今回業務委託

の受託者「ランドブレイン株式会社福岡事務所」の米村所長補佐がお出で

なので(2)については米村所長補佐から、(3)の地域ビジョンワークショッ

プについてはランドブレインの協力会社の「じゅんぐり舎」が地域ビジョ

ンの進行や取りまとめをしているのでので、じゅんぐり舎から説明いただ

きたい。 
副会長 まず(1)について何か質問等を。進捗状況について。 
下田委員 町民アンケート２千人については、どれくらい帰ってきているか。 

ＷＳの参加者は各地域でどのくらいか。 
事務局 この後の説明の中で触れようと思うが、いかがか。 
下田委員 はい。 
副会長 他にないか。 
副会長 議長もお出でなので伺いたいが、確か、じゅんぐり舎に吉川さん在籍され

ていたと思う。職員の中に町議会議員が。あくまで確認だが、議員がじゅ

んぐり舎に入っておられるのは良いのか。 
下田委員 違う。娘である。 
副会長 了解した。 
副会長 他に何も無ければ、(2)(3)は一緒によいか。 
全員 はい。 
副会長 では、(2)(3)について説明を。 
ラ ン ド ブ

レイン 
資料について説明させていただく。 
※資料（「ひとの現況」「アンケート調査結果」）に基づき説明。 

副会長 非常に多岐に渡る内容なので、(2)についてまずご質問等を受けたい。 
副会長 何かあるか。 
ラ ン ド ブ

レイン 
一点、追加説明を。 
表の右下の円グラフで、Ｎが１４１３とある。このＮは回答者数。回答者

は８０７であり、そのうち、Ｎが５９７、１０２とか。１４１３は、この

設問に関し、３つまで答えて良いので、それぞれ挙げていただいた項目、

内容の合計になっていることから８０７を超える数字になっている。 
副会長 何かあるか。 
藤吉委員 アンケート２千人を対象として回答者が８０７。配布先の年齢構成はラン

ダムに出しているのか。 
副会長 アンケートの配布の年齢層と、できれば結果の方も年齢層の分析ができて

いればお願いする。 
事務局 配布については、自治振興区の人口割合で２千を按分している。詳細な数

字はここに用意しておらず申し上げられない。回答の割合は、８０７のう



ち、パーセンテージになるが、２９歳以下が４．７％、３０から３９歳が

７．６％、４０から４９歳が８．７％、５０から５９歳が１７．８％、６

０から６９歳が２２．９％、７０から７９歳が２２．１％、８０歳以上が

１４．３％、無回答が２％。 
副会長 よろしいか。 
副会長 初の２千は、何かの方針はあったのか。 
ラ ン ド ブ

レイン 
２千に関しては、基本的に２０歳以上の町民、住民票基本台帳から無作為

抽出ということで実施しているが、その中で、今回、地域ビジョンを作成

するということで、地域の意見を漏れなく拾いたいということを町にお願

いした。なので、２千を自治振興区の人口の比率で按分し、居住の割合に

応じて届くように、全自治振興区からアンケートを拾えるようにした。 
回収数に関しては、細かい話しもあるが、母数、今回で言うと人口が仮に

無限大だとしても４００回収できれば、統計学上、誤差、信頼性を確保で

きると言われている。逆算すると、実際はこれよりも少ない数で済むが、

何％回収できるか読めないのと、できるだけ多く、きめ細かい意見を拾い

たいということで、若干、数を多くし２千とした。 
副会長 了解した。 
草部委員 回答を％で聞いたが、４０代以下が２０％。５０歳以上が８０％だから、

ほとんど５０代以上の人の回答ということか。 
藤吉委員 回答者の年齢別の割合ということだが、回答いただいた４０歳以下が少な

かったのか、それもと配布した時点でその年齢層が少なかったという事な

のか、その辺はどうか。 
副会長 町の人口の割合とのバランスの問題ということか。 
事務局 先程説明のとおり、一つ一つ拾い上げていけば構成は分かるかと思うが、

そこまで調べてはいない。無作為抽出なので、ほぼ年代構成に合わせた配

布になるだろうということで進めた。 
副会長 実際の人口構成とのずれは出ているか。この資料では１０代２０代と分け

てないから分からないが、これでいくと６５歳以上は４０％か。７０、８

０でだいたい３６．３％、どちらかにバイアスがかかっているかどうか皆

さんお聞きしたいと思う。人口構成との関係。 
ラ ン ド ブ

レイン 
人口の年齢の約４０％と申し上げた。今回アンケートの集計上、資料では

６０歳以上の数字しか出していないが、６０歳以上でいうと、全回答者の

６割ぐらい。なので、若干回答者の性格でいうと、若い方の回答率が低く、

高齢者、６０歳以上の回答率が高く、人口構成よりも若干回答に関しては

お年を召した方の傾向が強く出ている結果になっているかとは思う。 
草部委員 無作為抽出であれば、この結果はしょうがない。特に若者を対象に聞くア

ンケートではないので。わかった。 
副会長 他にあるか。 



全員 ※特になし 
副会長 後程、何か意見があれば伺うことにし、３の地域ビジョンＷＳの開催状況

についてお願いする。 
じ ゅ ん ぐ

り舎 
ＷＳの全体像を大まかに説明し、その後、ちょうど昨日、１１回に分けて

開催した第１回目のＷＳを終了したので、そちらの状況を説明する。 
まず、全体像について。今回総合計画の策定を進める中で、同時進行で２

８自治振興区それぞれの地域ビジョンを策定するということで、その手法

として、ＷＳ、参加型の会議、これを各自治振興区で行っている。ＷＳだ

が、地域での差、様々な特色に応じての違いは出てくると思うが、３回に

分けてのＷＳという流れになっている。 
１１月の末から始めたＷＳだが、資料の右手の下の方、自治振興区毎に各

３回のＷＳ開催と青い字で書いてあるかと思うが、その下のところ、１，

２，３を簡単に説明する。 
第１回目が、わが地域の性格を知ろうということで、町内たくさんの資源、

人も自然も歴史もたくさんある。この第１回目は地域の資源の、よかとこ

ろをたくさん聞かせて欲しいということで、地域の宝物を付箋紙に書き出

していただいた。各自治振興区内でグループに分かれての作業で、白地図

にその付箋紙を貼っていただき、グループ内での共有後にグループの発

表、全体で共有する流れ。 
年が明けてからの開催になるが、第２回目は、目指す地域像とはというこ

とで、第１回目に出た沢山の地域資源をもとに、これから大切にしていき

たい事は何かとか、地域で新しく取り組んでいきたいことは何かとか、そ

ういった具体的な事について、話し合いをしていただく流れ。それから、

第２回目か第３回目で、総合計画の冊子に反映される地域を表すようなキ

ャッチフレーズを考える、そういった事も考えている。 
ちなみに、第３回目だが、終了はだいたい５月の末を予定している。第３

回目は始めの一歩を踏み出そうということで、第１回目と第２回目のＷＳ

での資源や取り組みを踏まえ、では、新たにどういったことを、いつまで

に具体的にどのように取り組むのか、という始めの一歩ということでアク

ションまでつながるような流れになるよう取り組む。 
もう１点、第１回目のＷＳがどんな形で行われたかという事を資料の右手

に書いている。各自治振興区での第１回目のＷＳが昨日終了した。第１回

目のＷＳの雰囲気ということで写真を４つ付けているが、先程と繰り返し

になるかもしれないが、 初に沢山書き出していただき、次にその書き出

した資源についてのグループ内での共有、話し合い、こちらも色んな話が

沢山出てきた。次に、色々出た地域資源、その地域資源を書いた理由とか、

具体的にこの場で聞いているが、この書かれたものの中から、大切なもの

大事だと思うものについて、１人２票ずつの投票を行い、その後、 後に



グループ毎の発表という形。この第１回目のＷＳ、私自身も本当に学ばせ

ていただいた。地域の方からも、様々な意見が出た。とても和気藹々とし

た形で、グループ発表も地域で特色が出て、すばらしい場だったし、皆さ

んの発表が素晴らしかった。 
後に、実際の参加人数を。今回、１１回に分けての開催で、地域班を入

れずに３４２名。役場の地域班は１０８名。 
副会長 何か質問、意見等はあるか。 
下田委員 １１箇所で、３４２名ということだが、参加者について、私は知らなかっ

たと言う話しもあり、どういう呼びかけで、こういうＷＳが各地域で行わ

れていたのかということが知りたい。 
副会長 お願いする。 
事務局 初、振興区の代表者会議で地域ビジョンをやりたく協力をお願いしたい

と説明し、その後、振興会長に相談する中で、地域ビジョン、将来の事を

考えていただきたく若い方とか女性の方とかそういう方々を含めた所で

人選をお願いし、振興会長から働きかけていただいた。人選に関しては、

振興会に全て任せるスタンス。 
下田委員 私の地域は小さな集まりだから良いが、例えば、千滝とか町内、山下委員

の地域とか、そういうところは、自治振興区の会長から、この人は絶対出

席して欲しいとか、そういうやり方をされたのかなと。町内の人口割合は

多いのに知らなかったという人が多いのではないかと思った。 
副会長 いかがか。 
事務局 実際、この浜町近辺は公民館長等代表的な方の参加が多かったようだ。浜

Ａ辺りは、商店街の店主の方も何人か来ておられた。あと、地区の性格に

もよると思うが、地区によっては、若い人からまんべんなく抽出した地区

もあったし、構成は不明だが多岐に渡っていた。 
副会長 質問の趣旨は、選定に全く関与しないで、意見が取れるのかというご意見

だと思うが。 
事務局 今回第１回目ということで、日程の都合上、複数の振興区を一つに集め開

催し、第２回目以降は振興区毎になるので、振興会長に連絡するときに、

役員等だけでなく、もう少し広くお願いし、できるだけ沢山の人に参加い

ただくよう依頼したい。人数については多くなる事は全然構わないので。

副会長 よろしいか。 
下田委員 はい。 
藤吉委員 先程のアンケート結果を見ても、子育て世代の割合が非常に低い。それに

地域ビジョンＷＳについても、子育て世代の参加が少ないという状況。そ

ういった人達の声もどんどん吸い上げながら計画を立てる必要があると

思う。そういったところで、人選についても、振興区に任せるということ

ではなく、ある程度、どういった人選をして欲しいのかという中身も含め



て、働きかけをした方がより町民の声を計画に反映させる方向になると思

うが、どうか。 
副会長 どうか。 
事務局 期待しているのはそのとおり。やはり、夜･夕方は女性、特に母親世代、

集まり難いのかとは実感した。では、昼間なら来てもらえるのかという事

もある。そういう意見徴収や意識の把握について、確かに地域ビジョンＷ

Ｓだけでは取れないところがあるので、取り組みはコンサルと相談したい

と思うが、ＷＳは、どうしても人が集まりやすい夜になるので、そういう

偏差、ばらつきが出る、というか地域の意識の問題、まだ１回しかやって

いないが、そういったところを今後お願いしていくというのが、これから

の地域づくりかなと思うので、こちらも検討させていただく。意見の取り

方について。呼びかけは、担当が申したとおり今後も努力していく。 
副会長 よろしいか。今ので。 
藤吉委員 はい。 
副会長 他に何かあるか。 
下田委員 はっきりしているようで、分からないので聞きたい。 

やまトークがありＷＳがあり、同じようなメンバーで、うちの地域は今度

はやまトークがあるから出てね。と、ＷＳがあるから出てね。という感じ

で、結局同じ人が出るから、何か同じ人の意見が出る感じで、より広く、

やまトークとどんな違いがあってこういう事をされているのか、分からな

い。地域によって、そんなの知らないという人は知らないままで終わって

しまうような。やまトークとＷＳの位置関係はどうなのか。 
副会長 私も、やまトークを初めて聞いた。 
副町長 やまトークとＷＳについて、自治振興区を対象に、調整は自治振興区を中

心にやっている事は統一しているが、目的は全く違う。 
今回の山都広報に、やまトークと地域ビジョンの件を掲載しているが、や

まトークは住民と町長の直接対話であり、どなたが来ても大歓迎、町民の

方であれば。町長に直接話しを聞く機会が少ない方程、来ていただきたい。

町長の声を聞いていただきたいし、皆さんの声も聞きたい。まさに町長と

の直接対話。合併して広くなったので、自治振興区毎にやりたいというこ

とで、町長は、住民の皆さんとの直接対話で声の集約を図り町政を進めた

いと考えており、思い入れがある。やまトークは、防災無線でも広報でも

組の回覧でも周知している。もちろん自治振興区の会長としては人数調整

等の立場上少なくともこの人には来て欲しいということで声をかけてお

られると思うが、我々としては、日頃会わない方の声も聞きたいので、誰

が来ても結構だし、行政ができる方法全てを使って周知しているつもり。

地域ビジョンは、住民が主体となってこれからの地域づくりをどういうふ

うに考えれば良いのか、地域の中で相談をと、それについては、行政も方



向性については総合計画に取り込んだり、 大限バックアップしていくと

いうこと。 
やまトークは町長と直接対話により行政への意見を言っていただく。ま

た、我々が考えている想いも聞いていただきたい。ＷＳは地域づくりを皆

さんでまず考えていただく。 
振興区を中心にやっていくのは統一しているが、持って行く手段は全く別

もの。ただ、同じタイミングになったということ。 
町長 自治振興区の役割は大きい、今後大きくなる。それで、町がどうしよう、

地域がどうしようという事にどれだけ寄り添っていけるかということで、

参考にさせていただく、地域ビジョンの中で。自治振興区の今後の在り方

にすごく関係してくると思う。だから、これを一定不可分で、同時期にや

っているという事。 
副町長 町政座談会とか町政懇談会とすると分かり易いのかもしれないが、そうす

ると堅く、それこそ役員ばかりになってしまうので、企画振興課の発想で、

やまトークという柔らかいイメージ、山都とトークをかけて、この名前を

定着させるべく頑張る。 
副会長 他に何かあるか。どうぞ。 
村手委員 今、副町長から説明があり分かったが、略語と横文字が多すぎるのではな

いか。私も、やまトークとは山登りの話しかと尋ねられたが、それ以前の

話しで、もう少し略語でなくても分かる話も必要なのではと思う。 
副町長 やまトーク（みんなの座談会）ということで、やり始めて５地区だが、広

報で知らせたり結果を返しながら、名前も中身･内容も含めて定着させた

い。 
副会長 他にあるか。 
副会長 よろしいか。また何かあれば、後程お伺いする。 

③の今後の予定について説明を。 
事務局 ３つあるが、関連する内容なので一度に説明してよいか。 
副会長 はい、どうぞ。 
事務局 まず(1)の地域ビジョンＷＳの第２回目以降について。 

資料は、経過表を参考までに見ていただきたい。中段下に地域ビジョンＷ

Ｓ第２回目＆第３回目と書いている。 
年明けから第２回目の予定について、未確定だが、月日についてはある程

度調整している。第１回目のＷＳ終了毎に各振興区にお話をしながら調整

した。日程の詳細は省くが、２回目と３回目で、週に３回程度実施し、５

月ぐらいまでかかるのではないかと想定している。やり方、呼びかけ方、

方向性等、ＷＳの中身は、コンサルと今後打合せる。 
(2)中学校高等学校生徒アンケート調査について。アンケートの内容は中

高同じようなもの。基本的に、こちらで考えているのは、定住に関する事



について、メインに持って行こうと。項目が多くなりすぎるといけないの

で簡単な質問事項で統一している。質問の仕方や回答については、先程経

過説明で校長会に相談したと述べたが、表現について意見をいただいてい

るので、年明けの校長会でまたアドバイスいただき、再調整し、できれば

２月頃には各学校にアンケートを依頼したいと思っている。 
(3)団体別産業別の意見聴取については、今後、コンサルと相談していく

が、年度末若しくは年度空け、関係団体に相談しながら、意見を聞いてい

くという形になるかと思う。ということで、日程等の詳細はお答えできな

いが、一応そのような形で今後調整していきたい。 
また、途中の経過については、年度末の３月頃３回目の会議を予定したい

と思っているので、その中で説明したいが、タイミングが合わなければ、

文書になるかと思うが、それぞれ結果をお知らせしたい。 
副会長 何か意見はあるか 
藤吉委員 校長会で、このアンケートについて相談いただき、１月の校長会で意見を

集約していくことになったが、この前、提案いただいた時にこのアンケー

ト結果の利用については慎重にお願いしたいと申し上げた。子ども達の意

識を知る、実態を知るということで非常に大事な部分だが、このアンケー

トの結果如何によっては、逆に子ども達にこの町へのマイナスイメージに

繋がってしまう可能性もあるし、私達も慎重にしなければと思っている。

意見等は別だと思うが、このアンケート結果については、公表はしないと

この前聞いたが、どのような活用を考えているか、聞いておきたい。 
副会長 お願いする。 
ラ ン ド ブ

レイン 
アンケートに関しては、大きく２つの目的があり、一つは、人口の流出、

定住対策が山都町の大きな課題になるので、その中に如何に若い方に残っ

ていただく、或いは出て行っても戻っていただくというところの施策、取

り組みの検討にあたって、どういうものがネックになっているのかとか、

どういったところが住み続けるために重要なのかというところを把握し、

それを今後の定住につなげていきたいというのが１つ。もう１つは、今回

の総合計画の改定に合わせ、将来像等も検討していくので、分かる方は忌

憚のない意見や正直な気持ち、そういう言葉の中から目指すべき将来像を

検討するときのキーワード等を抽出できればということで、今回、そうい

う趣旨でアンケートを企画したところ。 
副会長 質問の趣旨は、アンケートの趣旨ではなく、結果をどのように取り扱うか。

藤吉委員が心配されているのは、これがフィードバックされて生徒達が、

例えばやっぱり余所に行く人が多いんだとか、そのように単純に捉える恐

れを心配されているので、集計処理の後のデータをどう扱うのかという方

針を教えて欲しい。 
事務局 今の説明のとおり、イメージをいかに抽出できるかということが大事にな



ってくるので、単純にこの結果を、例えば問い１の結果はこう、問い２の

結果はこうという形で、報告書の形でまとめるつもりはない。校長先生の

思いも重々わかるので、単純にそうとられないような形で、データの扱い

については慎重にやりたいと思っている。よろしいか。 
藤吉委員 もう少し、厳密に答えていただいた方が良いのではないか。例えば、この

総合計画審議会には出すとか、どのレベルまでどういう扱いをするのかと

いうところの指針を示しておかないと危ないのでは。 
事務局 校長先生方が、この結果を知ることはできるのか、ということを尋ねられ

たが、校長先生方には、単純にこういう結果だったということはお伝えで

きる。ただ、実際の総合計画には、結果のみ出す事はない。総合計画審議

会の委員にも、よければ、是非ご覧いただき、中学生･高校生がどう考え

ているのか資料としてご覧いただくのは良いかと思う。広く公表する予定

はない。 
副会長 よろしいか。 
事務局 補足で、このアンケート結果の公表のやり方、若しくは報告書のまとめ方

についても、この審議会で意見を伺いたい。結果が出ることによって、こ

のような影響があるのではないかという話しを、この中で審議いただくの

も結構かと。ただ、非常にデリケート且つ重要な問題であり、これを今後

の山都町の施策にどう活かすかというのは、本当に重要なので、出すべき

事は出した方が良いという論議をしなければならないし、出さない方が良

いという論議があれば出さない、等々の整理をしっかり論議していきたい

ので、今の段階では、それ以上の事は言えない。 
また、その辺お諮りするということでいかがか。 

副会長 いかがか。 
藤吉委員 活用については、慎重に考えなければいけないと思っている。どういう中

身になるかは分からないが。ただ、基本的にはアンケートをした以上、何

らかの形で返すということは必要だろうと思う。学校現場でも。また、回

答した子ども達に対しても。だから、今後、校長会でもその辺の論議があ

るかと思うが、それも含めて慎重に対応する必要があると思っている。 
副会長 我々、総合計画審議会の委員の能力から考えた時に、この手のデリケート

な話しは校長会で検討していただいた上で、ここにボンとデータを出して

こられても困るというか、人の口に戸は立てられないので、何かあった場

合大変な事になるので。どうでしょう、藤吉委員、アンケート結果の処理

については、ここで諮られる前に校長会で… 
藤吉委員 このことについては、１月に検討する予定ではある。 
副会長 その意見を踏まえてから、これに出していただくと。ここで審議する前に、

まず校長会のご意見を 



事務局 それで予定どおり良いか。 
校長会で一旦お諮りし、相談させていただく。 

中村委員 今の質疑に関係あるかと思うが、来年の今頃には庁舎が完成すると思う。

昨年１０月に町議選があったが、立候補者が、ある程度、年齢が上がって

きて、若い人がなかなか立候補できない。それはどういう事なのかという

と、若い人達が政治離れというか、そういうことを感じた。私が議長にな

ったときに言ったが、新しい議場が出来たら、中高校生を集めて子ども議

会をやりたいと、そして、やまトークは町長と住民との座談会としてやら

れているが、次代を担う中高校生が、自分達は町の事をこう思っていると

か、町はどう考えているのか、なかなか町長と話す機会がないので、子ど

も議会を開きたいと思っている。アンケート結果とか子ども達の考えを町

政に活かせる場を持ちたいと思っている。 
町長 中村委員の意見について、私も同じ考え方を持っており、実は、矢部高校

には少し話した。それが具体化するかどうかは別で、判断で構わないけれ

ども、高校生にもなれば、きちんとした意見を持っている。良い意見がか

なり出ると思うので、そういうことができないかという考え方は持ってい

ると話している。 
それと、藤吉委員、このアンケートですね、意見欄については、大いに公

表すべきではないかと。全てということではなく、中学生も然りでしっか

りした意見を持っている方もかなり居ると思うので、全部公表していくよ

うな形の方が良くはないのかと。ここには、あまり異論ないのでは。 
藤吉委員 意見については、公表も含め、書いてもらったものを大事にしていくとい

うことは必要だろう。そして、子ども達が書きっぱなしではなく、書いた

ことが何らかの形で子ども達に反映されていく、そういった事があれば、

子ども達も、この町に住んでいる、そういう存在感を感じるだろうし、そ

こは大事にしていくべきかと。 
町長 藤吉委員にお願いしたいのは、校長会の会長ですから、調整上、慎重に考

えられる場合が多いのか思うが、傾向や結果を皆知りたいと思う。アンケ

ート調査をやれば。傾向としてはこうだったといった事は示した方が、分

かり易いかと。数値だということではなく、この辺の意見が強かったとい

う話しは、町を良くするためにやるので、それに向けた意見であるなら、

何も、マイナスには繋がらないかと。町づくりについてこういう中学生の

意見が出た、というような形のまとめ方をすれば、逆に望まれる気がする。

藤吉委員 分かった。 
副会長 何かあるか。 

それでは、４の委員からのご意見･要望について。 
事務局 後に、両面資料をご覧に。 

９月頃だったと思うが、同じように、この時は文書だったが、同じような



形で回答させていただいた。資料をご覧いただくと、委員からいただいた

意見･要望に対し回答を付している。ここで、一つ一つに対する回答の説

明は省略させていただきたいが、事務局の役割としては、皆様からいただ

いた意見･要望を関係機関におつなぎし、委員の考えも踏まえ、おつなぎ

し、関係機関等の判断を仰いで総合計画に如何に反映させることができる

か、という所の調整に努めるべきだと考え、そのイメージで書いている。

副会長 いかがか。回答内容について何か。 
藤吉委員 この町には、通潤橋を始め、歴史的なものが多い。自然も含めて。それは、

この町の財産だと思うし、その事は強く今後もアピールすることは大事だ

し、子ども達に、それらの事を知ってもらうことも大事だと思っている。

それに合わせて、教育、それから文化の町として、今後、この町の方向性

も必要だろうと思う。今、子ども達の数も減少傾向にあるし、この前、別

の会で今後３０年後ということで、子ども達がどれぐらいになるかという

数字も見たが、このままでは確実に減る。ただ、教育ということで考えた

時、非常に魅力的で充実した取り組みをやっている、そういう事をやって

いる町だということで、それを期待して集まってくる事も考えられる。実

際に、この町を選んで、遠くから移り住んだ方もおられるし、そういった

ところに期待される方々も増えているし、そういった方達は色んなネット

ワークを作っておられ、そういった中で、この町を選ばれたという状況も

あるので、今後、子ども達が、将来への展望を持てる、そういった事を考

えた時に、教育にもっともっと力を入れる、そういう町づくは非常に大事

な事だと思い書いた。 
副会長 今日は、意見交換の場なので、それぞれ言っていただいた方が良いかと思

う。草部委員からお願いする。 
草部委員 中高生からアンケートをということで、先程聞いたが、なかなか若い子育

ての人達の意見を聞ける機会がないということで、この保育園から小中高

の保護者からアンケートを取る事はできないのか。 
事務局 関係部署と相談したい。やるやらないは断言できないが、そういう意見は

本当に重要なので、やる方向で調整できればとは思う。 
草部委員 是非お願いする。 
副町長 アンケートも限界がある。例えば、ＰＴＡとか、子育て等の方々との意見

交換をするとか、子育て世代や女性の部分は、なかなか地域ビジョン等で

拾えないので、直接代表の方に集まっていただいての意見交換会とか、

色々やり方を工夫しながら。 
事務局 学校であれば、各ＰＴＡで年に数回ぐらい集まりがあったり、保育園であ

れば保護者会もあるし、イベントがあったりするので、そういう所にもア

ンテナを広げ、色々できそうな時を探り、色々考えていきたい。 
草部委員 もう１点。これは、観光の話しだが、商工会関係で役員会をしたが、通潤



橋の保存と活用を検討する会が出来ている。これが、一方はなるべく放水

した方が観光客を呼び込める、一方、保存側からすれば放水しない方が良

いと。通潤橋は観光の目玉なので、そこを皆さんの意見を聞いてどうのよ

うに活用していくか。 
副町長 この事は、観光協会、商工会にも入ってもらい、初めてそのような場が出

来ている。観光協会長も言っていただいているが、放水回数云々だけの議

論ではなく、如何に効果的かとは言わないが、放水するにしてもどういっ

た形で観光においても効果的に。通潤橋そのものがダメになっては元もこ

うもないし。現役の農業用水路でもあるし。２年ぐらいかけて、話し合っ

ていくので、その中で審議しながら、また、オープンに、場面場面では意

見をいただきながら、進めていきたいのでご協力いただきたい。 
町長 実際、どのような影響があるかを確認しないと、文化財としての保全も考

えなければならない。補助事業を受けないと、単費ではどうにもならない。

そういったところで、どういう影響があるかを調査した上でという形にな

るので、その辺も見ながら、検討していくべき。 
草部委員 もう一つ。 

昨日出た意見で、なるほどと思ったのは、今日はＪＡの代表の方も来られ

ているが、関係あるか分からないが、今後は、商工会の役員とＪＡの役員

とで、昨日は女性部長も来ておられたが、女性部も交え、懇談会をしたい

という意見が出た。 
下田委員 山下委員の意見の中に、先入観に囚われずもっと深く多様な意見を徴すべ

し。と、私も同感。結局ワークショップなり、やまトークなり、町長のマ

ニフェストでより多くの人の意見を聞くと言うことは本当に良いことだ

と思う。でも、１万７千の人口の人から漏れなく聞くと言うことは、まず

無理。でも、それぞれ価値観、大切な物が違う。しかし、この山都町にと

っての問題点は何かを把握する事には繋がる。でも、取捨選択というか、

優先順位を付けてどれから解決していけば良いのかという事を考えなく

てはいけないが、山都町を株式会社として考えて、山下委員の意見にある、

住民だけじゃ無く、法人の代表もというように、経営者感覚を持った山都

町、そういう事を考える役場職員を育てると、その創造者が必要かと思う。

企画力を持った職員で、熱意を持ってやらないと、やまトークにしたって

ＷＳにしたって、ここの総合計画審議会じゃなく、失礼な言い方だが、帳

面消しのような会議になって、結局、その５年間の計画を立てても目標に

向かってきちっとやっていけるのか、私達はこの会議が終わって出て行っ

た時には、自分の次の仕事の事で頭がいっぱいで、本当に役場の人、役に

立つ場所に居て、役人、役に立つ人がちゃんと居て本当に山都町の事をき

ちんと捉えてやっていこうという、企画力と独創性を育てないと、結局は、

一歩も前に進めないのではないか。何でこう思うのかというと、先日の議



会便りで、１２％国保税が上がりましたと。それは役場職員には関係無い

から切り崩してしまたんじゃないのかと、本当に困る、そういうことを主

婦的感覚から考えた。うちの近くにもお年寄りがいっぱい居て、今日は雨

が降るから病院でも行こうかと言って、病院に行く。コミュニティの場所。

日赤より賑わう、朝から行って夕方にしか帰れないというように賑わうよ

うな場所に、お年寄りが、雨が降るから今日は病院でん行こうかという、

そんな感覚を持った人達に、そういうことをしたら、すごくお金がかかる

んだよという認識を持たせることを、何でもっと強く言ってこなかったの

か。大量の薬を渡すような病院の指導とか色々な事を考えたら、１２％も

値上げしなくて良かったはずなのにと。それも、やはり役場職員が、これ

では商工業とか農業とか個人経営の人は困ると、真剣に考えたら、こんな

に１０年も経たずに切り崩しはなかったのではないのか、そういう住民の

立場に立った職員をきちんと育てないとどんどんよろしくない状態にな

るのではないかと。例えば３０万給料をもらう職員が居たら、月に１００

万円の農産物を売るような気持ちを持った職員でなければいけない。給料

の３倍働いて、当たり前の給料がもらえるのだと。 
帳面消しの会議、帳面消しのワークショップをしたところで、達成できな

いのではないかと、ちょっと言いたい放題だが。 
副会長 事務局、何かありますか。 
事務局 ない。 
副町長 工藤町長となり、感じるのは、やまトークとか地域ビジョンとかどんどん

地域に入り込む、入り込んで色々意見を聞こうとしている。全部はできな

いが、やはり、 大数多い声については色々予算や長期計画とかそういう

所に反映すべくやろうとしているし、先程申し上げたとおり、地域班も入

ってもらっている。そういう形で、地域に熱い想いを持っている職員、濃

淡はあるが、もう少し住民に寄り添い、例えばこういうやりかた、条件が

合わなければ別のやり方を提案してくれよとか、一番役場職員が弱いとこ

ろだと思うので、とにかく寄り添い、一緒にやらないとできないし、地域

の力も借りて、共に働き共に汗をかき、やはり今回のようにやまトークや

地域ビジョンの取り組みを進めることによって役場もより地域を理解で

きる良い機会だと思う。役場も商店街や元気がある所は知っているが、全

体を見ると、相当濃淡があるので、しっかり寄り添って応援できるように、

我々もやっていきたい。 
町長 おっしゃるとおりで、とにかく頑張る。一歩一歩進めて、一度にはちょっ

と難しいが。どうやったら、具体的にそうなるのか結果を出すということ

を、徐々にやっている。私のやり方で頑張る。 
下田委員 あと一つ。 

待った無しが、教育だと思う。子どもは日々成長する。子どもの時代はあ



っという間に終わってしまう。でも、後２年と言っていたら２年後には今

の中１は他の高校に、高１は他の町に出てしまう。だから、そこは待った

無しの状態。教育にすごく重きを置いて欲しい。 
町長 話せる方には話しているが、例えば、中学校の時にいじめがあったとした

場合、いじめられた子は矢部高校に行かないだろうと。恐らく。良い高校

を作る、良い中学校を作る、良い小学校を作る。それを順番に考えていか

なければならない。矢部高校に行けるように。全員行けるような形を考え

た時に答えは出てくるような感じがする。そして基礎学力、具体的に、ア

ルファベットが書けないとか、分数の計算ができないとか、色んな事があ

るかもしれないが、本人のためにならないようなことは、許さないと、そ

のような問題をどうするか。それを考えていきたい。 
山本委員 資料を見て改めて思ったが人口のこと。県内でもワーストの方に入ってい

ると思っておらず、減少率にしろ、高齢化率にしろ、斬新的な取り組みを

危機感を持ってやっていかないと。今もやってらっしゃるかとは思うが。

また、その成果が現れているかもしれないが、先程の矢部高校の話しにし

ても、もう存続すら危なくなるのではないかと思うが、例えば、高速道路

も近い将来７･８年後ぐらいには出来るかと思うが、やはり、斬新的な光

を入れて企業誘致をしてみるとか、山都町を見たときに想像的な文化面と

かスポーツ面でも総合施設みたいなものも、やはり夏の合宿とか文化も良

く、何か取り組みができるのではないかと、斬新的な取り組み、大きなメ

スを入れていかないと変わらないのではないか。それと少子化。一人っ子

か二人っ子とかがほぼじゃないかなと思うが、先程言われた、高校も進学

と同時に市内に行くとか。それに伴い今度は家族も移住と。なんか、悪循

環じゃないが、魅力ある山都町を作らないといけないと今日痛感した。で、

いざ何をしたら良いのか分からないが、皆さんから色んな知恵をお借りし

何とか魅力ある町にできたらと思っている。 
副会長 どうか。 
事務局 ご発言のとおり。 
副会長 では、澤村委員。 
澤村委員 今、地域ビジョンについて、ＷＳが始まって、やっと山都町が一歩踏み出

したなという思いがしている。で、役場職員に関しては、これからの町づ

くりでは、一番、力を発揮しなければならない立場だと思う。言葉は違う

が、下田委員と同じ想いがある。私は御岳地区に居るが、今、御岳地区の

振興会も一生懸命進んでいるのかなと思う。職員も一生懸命頑張っておら

れる。で、考えると、先程のアンケートと相通じるところがあるのが、振

興会の役員は５０代がちょっとで６０代が多い。そういうメンバーが一生

懸命会議に参加して、想いを高めるが、やはり、４０代３０代の方たちが

もっともっと、振興会に入ってきて地域の事をもっともっと考えて進めて



いって欲しいと思う。先程も子育て世代、ＰＴＡ等からの意見を聞くべき

という意見があったが、自分たちは年を取るばかりだが、これからこの町

に残り、地域を支えていく方々の想いが、一番中心に据えられていなけれ

ばいけないと思う。そこで、今、町の枠づくりと言うか、町長の思いもあ

って一生懸命やられており、職員も地域も本当に学びが一杯あるかと思う

が、先程から出ている教育問題は、もうこれは本当に待った無しで、やは

り早急に気を入れてやっていかないと大変な事になると思う。やはり、人

を育てていかないと、どんなに枠を作っても中から崩れていくと思う。私

も子育て支援の場所におり、昨年が子ども８２名生まれた。４月から３月

まで。今年は、８０人生まれるか心配している。これから先の、保育所の

数、小学校の数とか色々数的には想定ができるかと思うが、本当に危機感

を感じている。今、一番可能な人口増加の方法は何だろうか、戻ってここ

で暮らしてくれる可能性がある人はどのくらい居るのか、この町で働いて

いる人でこの町で暮らしてくれる人はどれぐらい居るのだろうかという

ことを考える。強制ができない事情があるとは思うが、まず、人が居ない

ことには保育園、学校は存続が危うくなるので、そこも、本当に考えてい

ただきたい。そして、私も矢部高校出身だが、地元の高校は必要。地域に、

保育園や学校、そういうものがあることで人びとがそこを拠り所にして元

気が出ると思う。高校が無くなることは山都町の大変な危機だと思うの

で、是非、教育レベルがもう少し上がり、皆が、地元で学んで良かったと

思えるような地域づくりをしていけたら良いなと思っている。 
副会長 では次に。 
村手委員 総合計画はどうしても大きな仕事になる。予算の話しで、歳出の話しが主

になっているが、入ってくる金の話しになると、合併から１０年過ぎ平成

２７年で交付税算定も変わってくるし、合併算定ですね。それから話があ

っている人口減になると国勢調査は５年に１回だが、その辺りでも補正減

になる。このような中、１３０億の予算編成をされているが、県下でも大

きい方だと思っている。今後入ってくる金についての話を私はちょっとお

聞きしたい。 
事務局 こちらから詳細に申し上げられないかもしれないが、交付税算定替えと言

い、旧３町村の存在を仮定し合算しての交付金だったが、一本算定という

ことで、山都町１本での算定に変わる。このことにより交付税は約８億か

ら１１億、これは前回からの国勢調査の人口減の、先程村手委員が言われ

た人口減を踏まえて 大１１億。今後、さらに減って行くという見込みも

ある。５年間で段階的に減ってもいく。今の人口規模でいうと、早速１０

０億は切る必要がある。本町と同じレベルの町の予算額はだいたい８０

億。うちは５０億ぐらい多い。５０億仕事をやめるというのは全く考えら

れない話しで、概ね１００億を目指す必要があるかと。とにかくこれから



３０億減るということで、単純な計算でも大変な危機感をもって仕事をや

る必要がある。ただ、幸いなことに、この町は色んな補助事業とか持って

きており、どうにか運営できている。そういう補助金なり助成金なり、活

用をしながらも、後数十億減らす町政を目指さざるを得ない。なので、町

長が言っている、あれもこれもはできない。優先順位を付けましょうとい

う話になる。このことは、いずれにしろ後日審議をいただくことになるが、

総合計画の在り方の中で、あれやろうこれやろうだけでは無い部分もご審

議いただく事になると思う。その辺の資料は、お見せしたいと思うので、

今日の所はこういう話しでよいか。 
村手委員 お願いする。 
藤原委員 小さい頃は、学校の先生方が近所の山々をみながら、あそこは矢筈岳、あ

そこはいなせ山とか、野の花の名前を教えてくれたり、あと、化石や鏃を

取ったり、放課後ちょっとした時間があった。藤吉先生も色んな活動をさ

れているので、是非続けていただきたい。大人でも山の名前を知らない人

が結構居るが、地域を知るのは、地元を愛する第一歩だと思う。是非お願

いしたい。 
やまトーク・ＷＳ。実は、私は知らなかった。妻が自治振興区の会議に行

っているので知ったが、知らない人も多かったと思う。役場から、積極的

に情報発信をしていただけないかと。今、若い人はスマートフォンを持っ

ているので、ツイッターとかＦＢとか、各課で情報発信していただけない

か。例えば、保健センターでツイッターのアカウント取って、インフ

ルエンザの予防接種がいつからいつまでとか、自己負担はありませ

んよとか。使うことに縛りみたいなものはあるのか。費用が発生す

るとか。何人がそれを見るかわからないが、情報の伝達手段は色々

あって良いと思う。 
町長 情報化の問題は、本当に大きな問題で、今、考えているのは、ひとつの課

ぐらいの所帯を持って、その辺まで考えた施策を考えなければいけないと

思っている。 
藤原委員 自治体の縛りはないのか。 
副町長 ＦＢとかやる分には全然。 
藤原委員 個人で持っているので、ダイレクトに届く。関心があれば見たい人は見る。

副町長 いわゆる、今までのような、従来型の情報発信では見ないとかあると思う。

ＦＢとか、色々ＰＲをしていかなければならないのは、そのとおり。 
藤原委員 見る人は限られると思うが、何もしないよりは良い。通潤酒造のＦＢ見た

がなかなか面白い。災害があったとき、役場から情報は重要。その時、携

帯電話が使えるか分からないが。 
町議会について、私の世代から下の人は、政治にはほとんど興味ないとい

うか、あまり、関わりたくない。たぶん遠い存在。世代間の気質の違いも



あるとは思うが、向で何か一生懸命しよらす。こちらはあまり関わり合い

たくない雰囲気は確実にある。それはで良くない。 
町長 そのためには、どうするかって言うこと。 
藤原委員 政治云々はおいといて、情報発信のやり方は考えていただきたい。 
副会長 では、議長。 
中村委員 各委員の意見を聞くと、ほとんど議会で出るような意見。私ども議会とし

ては、執行権と予算を持たないので、意見をいう場所。ただ、今度、私ど

もも勉強会を持ち、委員の特権というか、条例を作れる立場にある。そう

いう勉強をし、そして、自分たちが言った色んなことが町政に反映される

ような条例ができたらと思っている。そして、先ほどから話が出ている、

人口減少。議会で言ったことがあるが、特に役場の職員に町外居住の方が

多い、今６０名ほど。先ほど、役場の職員が地域に根付き、いわゆるスー

パー公務員みたいになって欲しいという住民の願いもあるので、そういう

意見も言っているし、役場でもそういった職員の指導をしていただきたい

という意見も言っている。率先して、役場の職員がそういう気持ちになら

ないと、ただ人口流出を食い止める、定住促進はしているといいながら、

自分たちは町外に住む、しかも、子どもと一緒に移住したり。色んな理由

はあるかと思う。親の面倒とか、家族の仕事の都合とか。そういう色々な

理由で町外に居住の方もあると思うが、なるべく地元に住んでいただき、

特に職員、町民と一緒になり、町づくりに貢献していただきたいという意

見も言っている。また、学校の先生方、ほとんど通勤。教育委員会にもお

願いしているが、なるべく、地元に居住していただき、地元の子ども達と

一緒に、そして地域の行事にも参加していただきたいという意見も言って

いる。そういう事に少しでもなるように、議会も頑張っていきたい。 
先程、草部委員から出たが、ＪＡ阿蘇とＪＡ上益城の役員、職員と議会の

委員会で、毎年話し合いをやっている。どのように農業を町づくりに活か

していくか。そういうこともできる。議会に申し込んでいただければ、議

員全員とは無理だが、各担当の所管の委員会が対応するので、そういうこ

とも、是非議会に言っていただきたい。私ども、今回から１４名になった。

皆さんと一緒に力を合わせ、信頼ある議会を作っていきたい。 
合併して１０年を迎える。先程から話が出ているように、１０年を過ぎる

と交付税が一本算定になるので、本当に皆さんの意見を聞きながら、先程、

国保税の意見も十分議会の方で時間を取って審議した。その前に国保運営

委員会で時間をとって審議してある。ただ、基金が無くなり、運営ができ

なくなるので、今回苦渋の選択で議会承認したが、今年は１２％平均で上

げたから、もうあと４～５年は大丈夫かなと思うと、また来年どうなるか

分からないような状態。先程出たように、とにかく町の医療費が上がって

いるのでこういう状態になり、住民健診等を住民に周知徹底して、消費



税も８％になり、家計の負担がかなり大きくなることから、負担を

抑えるためにも健康福祉課で各振興区をまわりながら、健康につい

て説明をするように指示してあるので、町民にも出席していただき、

自分の健康を見ながら、国保税の上昇を防ぐということもやってい

ただきたいと思っており、私ども、議会で色んな情報を発信してい

るし、また色んな話しを聞かせていただきたい。議会の事を言った

が、せっかくの場所であるので、しっかりと把握していきたい。 
事務局 副会長からもどうぞ。 
副会長 私の意見の中で、 後の高速道路の問題について。具体的に検討段階に入

っているとは言い難く、時期尚早と～あるが、もう５年しかない。しかも

現実的に、日暮崎にコスモスが出きるという計画もちらほら話しが出てき

ている。大手は動き出している。もちろん商工会、観光協会、それぞれ、

そういう意識を持って戦っているが、少なくとも高速の対策委員会は、早

急に一刻も早く立ち上げ、全町的に取り組まないと。音頭は町がまず取っ

ていただいて、しかも、企画課がまず音頭を取っていただかないと。この

地図を出すのは時期尚早というか、後の書き方もよその課がやってくれれ

ば良いみたいな書き方をしてあるが、やはり、ここは、企画課が音頭をと

って早く立ち上げないと、後５年しかない。で、気がついたときには日暮

崎辺りにコスモスやらモリやら、高速の成果が全部取られてしまった、

我々は何もなかったなんて事にならないようにしないと。これは流石に、

他人事過ぎる表現のような気がする。もちろん、商工会、観光協会でもや

るが、役場としてもどっかがやるのではなくて、主体的にやっていただき

たい。時期尚早では全くなく、時間が足らないぐらいだと思う。 
副会長 あと、事務局から何かあるか。 
事務局 今の件については、皆さん同じ想いだと思うので、今回、お答えできなか

った方の意見も含め、またこちらの方で引き取り検討し、返答等できるよ

うにしたい。 
では、１回締めていただきたい。 

副会長 では、これで一旦議事を締める。 
＜５ その他＞ 
事務局 その他ということで、１点ご紹介させていただく。先程、藤原委員から話

しのあった情報発信の件について、今回の地域ビジョンに関して、ネット

環境のある方は是非ご覧になっていただきたいが、地域ビジョンＷＳの模

様をＦＢに掲載している。「第二次山都町総合計画」で検索いただきたい。

是非ご覧を。 
＜６ 閉会＞ 

 


