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第１０回 坂本地域審議会会議録

開催日時 平成２０年 ８月２８日（木） １０時００分 ～ １１時４２分

開催場所 坂本支所 ２Ｆ 大会議室

■ 出席委員

会 長 青木 征雄 委 員 末永 みてる 委 員 松島 一郎

副会長 渡瀬 隆 〃 武田 照昌 〃 松村 賢治

委 員 岩崎 ひろみ 〃 谷口 邦昭 〃 松村 政利

〃 岩本 卓治 〃 平田 由美子 〃 村上 清澄

〃 木村 ミドリ 〃 藤田 孝一

■ 欠席委員

委 員 有馬 敏彦 委 員 山口 清一郎 委 員

■ 出席職員

役 職 氏 名 役 職 氏 名

支所長 中田 正春

総務課長 丸山 平之

副主幹兼振興係長 南 和治

産業振興課長 橋本 勇二

市民福祉課長 鶴田 英治

建設課長 山口 修

総務課主事 中村 雅俊

■ その他の出席

役 職 氏 名 役 職 氏 名

■ 傍聴者

一般傍聴者 ０ 名 報道機関 ０ 名

■ 協議事項

① 坂本町集落交通機能編成事業について

② 平成 20年度「地域要望」の取り組みについて

③ 地域審議会の今後について
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■ 議事録

（事務局）

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、会を始めさせていただきます。

開会のことばを、中田支所長が行います。

（支所長）

～中田支所長開会あいさつ～

（事務局）

地域審議会の開催要件としまして、地域審議会の設置に関する事項の第７条第３項に

より、委員の２分の１以上の出席を必要としますが、本日は１６名中１４名出席いただ

いておりますので、第１０回坂本地域審議会が成立いたしますことをご報告いたします。

それでは、青木会長にご挨拶をいただきたいと思います。

（会 長）

～青木会長あいさつ～

（事務局）

ありがとうございました。

それでは、早速、協議事項に入っていきたいと思いますが、地域審議会の設置に関す

る事項の第７条第４項に「地域審議会の議長は会長が務めるものとする」と規定してあ

りますので、これから先は、会長に会議の進行をお願いしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

（議 長）

それでは、早速協議に入って参りますが、その前に、１件報告をさせていただきます。

当審議会から、「八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員」に武田委員を推薦

しお願いしておりましたが、８月２２日で任期満了となり、後任の選出が必要というこ

とでしたが、担当課の高齢者支援課からも審議中途との話でもありましたので、引き続

き武田委員さんにお引き受けいただくようお願いしておりますので報告いたしておきま

す。

（議 長）

それでは早速、審議に入って参ります。

今回は、特に協議事項がありませんが、現在の坂本町での取り組みについて報告いただ

き、意見を頂戴することとなっております。

まず、議題１「坂本町集落交通機能編成事業」についてです。

それでは、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

・資料により「坂本町集落交通機能編成事業」について説明。

（議 長）

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見・ご質問等ございました

ら何でも結構ですので、どうぞよろしくお願いします。

（委 員）

アンケートの集計は、各振興会でやるのか。
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（事務局）

集計は全体を回収した後、事務局員さんで予定している。

（委 員）

国交省から補助金が出ると聞いたが、補助率は。

（事務局）

補助は、率ではなく定額で限度額３５０万円となっていおり、申請は３５０万円で申

請しているところです。当然、補助の対象となるものならないものとあるが、現在申請

している内容のものは対象で OKとの回答をいただいている。

（委 員）

当初５００万円と聞いていたが、今回３５０万円となっている。事業実施主体が地域

振興会と言うことであるが、市からの補助はないのか。

（事務局）

市でも申請段階から検討されてきたが、事業主体が振興会であり市の補助要項等に照

らし合わせた結果、支出出来ないとのことでした。新たな公ということで、行政以外の

コミュニティの担い手を育成するという趣旨もあり、自治体からの募集は受け付けない

ということになっています。

事業費も、当初限度額が５００万円ということであったが、応募が多かったので、それ

らを多く採用したいということで、限度額が３５０万円に変更になり、それに併せて事業

費内訳を作りなおしているところです。

（委 員）

今回の補助金は、３月までの１年限りですか。その後の補助は無いのか。

（事務局）

実際に事業をやるまでのモデルとしての補助金ということで、事業を運行・運営して

いく補助金ではないということです。

（委 員）

東陽、泉の審議会でも検討されるのであろうが、結局中身は市がやるのであろうから、

それに市が関知しないのはおかしいのではないかと思うが、どうなっているのか。

（事務局）

この事業に取り組むのは、坂本の地域振興会だけであり直接手を挙げていることにな

る。申請段階においては八代市からの推薦をいただくことになっている。東陽、泉では、

この様な動きは全くあっていません。

（委 員）

モデル事業ということですが、２０年度だけのモデル事業ですか。

（事務局）

補助事業としては最高３ヶ年可能ということで、今回の事業は、今年度体制づくりを

行い次年度に試験運行を行うということで次年度も事業を予定しておりますが、申請段

階で次年度補助金については約束できませんとの回答をいただいており、あくまで今回

はモデル事業として立ち上げることの認可となっております。
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（委 員）

モデル事業で立ち上げて、その後補助を打ち切られると難しいですね。

（事務局）

モデル事業の時に、自分達で財源を見つけ出してきて、運営できる体制を作って下さ

いというものです。

（委 員）

よその地域のことは考えずに、坂本地域内のことだけを振興会で検討すればいいこと

になるのか。

（事務局）

坂本の振興会が、坂本のために考えてもらって結構だと思います。

（委 員）

「新たな公」という言葉の意味することが良く分からない。

（事務局）

「新たな公」とは、行政だけでなく多様な地域性への担い手と位置付け、これらの主

体が従来の公の領域に加え、公共的対象を含む 私の領域である公と私の中間領域で協働

することです。とあるが、今までの公は行政ということであるが、現在はNPOとか坂

本の場合振興会が活発に活動されています。そういった方々が行政と協力しながら 行政

がやってきたことを担っていけないか、ということで行政がやってきたことを担う組織

・団体を育成していきたいという狙いがあると思います。

（委 員）

住民活動、自治活動に繋がっていくというわけ。

（事務局）

行政の財政的な部分や行革ということもあって、これまで行政がやってきたことを少

し住民に担っていただきましょう。という狙いもあるのかなという気もします。

（委 員）

アンケートの中に、運転手が必要となった場合、ボランティア可能かとの設問がある

が、無償のボランティアということでしょうか。

（事務局）

どちらかといえば、無償という考え方になります。

どういう方法で実施するか決まっていないが、一番良いのは、皆さんが無償で参加し

てくれれば経費が掛からない。それだけ利用者からは利用料を少なく徴収して済むとい

う利点はあるが、まだどういう方法で実施するか決まっていない状況なので、後の検討

の参考になればということで、今回質問を加えているところです。

（委 員）

障害者には、電車、バスの割引があるり、バスの場合は半額だが、電車の場合は１０

０㎞以上でないと割引の対象とならない、国が新たな公としてこの様な事業を降ろして

くるのであれば、国そのものが地方自治体あるいは地方行政に対して細かい部分の願い

とか拾い上げるべき、バスが半額だから電車も半額でいいんじゃないかとか、そういう

取り組みが見えてこない。
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今回の取り組みそのものは、振興会の負担は大きくなってくるとは思うが、住民サイ

ドから見ると有って超したことはない。

（委 員）

今、バスにも市はかなり補助していると思うが、そこらとの関連は。

これが事業として取り組んでいけば、補助が無くなりバスが走らなくなるのでは、余

計な心配でしょうか。

（事務局）

赤字路線については検討がされている。その路線バスの見直しと併せて坂本の場合、

集落交通機能についても検討して行かなければならないのではないかと考えている。

この事業は、「新たな公」として国から示されたものではなく、坂本で集落交通で困っ

ているところがあり、これを各集落で個別にやると採算ベースにあわないので、坂本全

体としてこの問題に取り組もうということで坂本が手を挙げたメニューであり、国交省

が交通機能について検討しなさいと示されたメニューではありません。

独自に地域振興会が自分達の地域の課題として取り組みたい、と出したものです。

（委 員）

アンケートの、問１４料金設定の目的というか定義は。

（事務局）

全地域を運行するときに採算ベースの問題もあり、その時の目安としてどれくらいだ

ったら１回当たりの負担が可能か、近い人であればバス料金を基準にされるかとも思う

が、あくまでも町全体を一律料金で集落交通機能として検討するとき、１回当たりいく

ら位までだったら了解されるだろうかということで質問している。

（委 員）

車だけで移動している人は、あまり関心が無いのではないかなぁと思う。

（委 員）

他の自治体でもコミュニティバスなど運行されていると思うが、利益は上がっている

のですか。

（事務局）

多くの自治体で、コミュニティバスとか乗合タクシーが運行されているが、自治体が

運営しており自治体の補助金で、これで採算にあう事業ではないと思う。バス路線が廃

止になった代わりにコミュニティバスが運行される等が殆どだろうと思う。

赤字路線バスの補填よりも、コミュニティバスの方が負担が少なくて済むというとこ

ろではないかと思います。

（委 員）

バス１台購入して３５０万円するが、１年して相当の赤字が出ると思うが、振興会の

負担となるのか。

（事務局）

運行の仕方をこれから検討して行かれると思いますが、バスを購入するのか、自分達

が運行までやるのか、例えば運行をバス会社に委託して運行のやり方だけを自分達でシ

ステムを作ってやるのか、色んな方法があるかと思います。どうやったが経費的に一番
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安いかまで含めて検討して行かれると思う。

当然、利用料金だけではやっていけないかと思うので、市に補助金をお願いするとか

といったことも出てくるかと考えます。

（議 長）

非常に難しい問題を抱えながら検討していって、住民サイドにたったところで、今後、

行政行政と頼られないところで住民が考えていかなければならない、今後益々この様な

ことが出てくるのではないかと思います。

他にご質問等が出ないようですので、次に進んでよろしいでしょうか。

次の議題２「地域要望の取り組み」について、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

・資料により「地域要望の取り組み」について説明。

（議 長）

ありがとうございました。

ただいまの「地域要望の取り組み」について、ご意見・ご質問など何かありましたら

お出しいただければと思います。

（委 員）

一覧の中から優先順位等を付けてられて、市長に要望をされるということですか。

（事務局）

優先順位というのではなく、項目別に上げるべき問題と支所で回答が済む問題と振り

分け、市長に伝えるべき問題については、その項目毎に整理する。

（委 員）

要望一覧表が取りまとめられているが、振興会で審議して上げてこられるときにラン

ク付けもコメントもないというのは表としてまとめる時に粗末ではないか、上がってき

たときに指摘もされないのか、フィードバックして聞き直して、やられたがいいのでは

ないか。取りまとめの基になる資料なので、どうかなぁと思う。

（事務局）

藤本の分については、申し訳ありませんが出ていたのを書き漏らしております。中谷

については、何もなかったので確認を取っておりますが、振興会の会議の中で話をした

がまとまらなかった。ただ、地区として県道のことが出ていなかったので、振興会とし

て追加でお願いしたいとのことでしたので、項目を追加しております。

（総務課長）

地域の意見を吸い上げて、ここが地域で一番求めているものという大切な資料となりま

すので、出来るだけコメント等はもらっておいた方が地域の実情が把握し易いというこ

とで、今後はお願いしていきたいと思いますけれども、あまり優先順位等にこだわりす

ぎると、地域内でゴタゴタなるといけないので、緊急性や優先順位とかはその地域にあ

って協議して下さい。ということでお願いしてある。

（委 員）

県道改良の要望が出ているが、陳情などをしてもあまり効果がないようで、実際、交

通量に対して優先するべき道とか、そういう調査をし県知事でも来て見てもらうような
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方法はを話し合って出来ないものか。

破木二見線で、君が渕からやってきていると言われるので、交互に出来ないかと問う

ても出来ないと言う。県の対応はおかしいと思う。

ここらをもう少し方法はないものか。

（建設課長）

昨年も県の土木に陳情に行っていただいたが、「坂本の中でも数カ所改良しています。」

「国道２１９号についても下代の瀬坂本間に歩道設置を今年度着工したい。」ということ

で、県も全体を見ながら改良計画、改良工事を進められているところです。

一つの地域で重複して実施することは財政事情からも厳しいということでの説明であ

ったかと思います。ただ、この要望のあった事項については毎年単県要望ということで、

市から県に要望する様になっているので、当然今回も要望のあった件についてはまとめ

て、支所からもそれに入れてもらうということで、要望活動は続けて行きたい。

（委 員）

全体的なことを考えて県はしていると言うが、芦北の山の中でも立派なのが出来てい

る。今になって金が無いからといっても、毎日通る道なのだから・・、同じ道というな

らば、百済来の道は後で良いから二見の方から先にしてくれとでも言わなければダメな

のではないかと思う。

何とか方法は無いものかと思う。

（建設課長）

前回も地域要望で出ましたので、県関係につきましては振興会で土木に要請に行った

と思います。また県の要望がかなり出ておりますので、これについてはどういう形にな

るか分かりませんが、もしまた地域振興会という形で行くと言うことになれば、そこら

は振興会でまとまっておれば、そこらの話もされて良いかと思います。

（総務課長）

地域全体で、こちらの路線を後にして、こちらを先にと皆さんでまとまれば、そうい

う話も出来るかと思います。

（委 員）

昔のように期成会を作って、陳情を何度でもしなければならないという、それなりの

組織を作ってしなさいという指導があれば、考えても良いようであるが。

（建設課長）

期成会の件については、小鶴原女木線の深水地区で期成会を作っておられるが、その

期成会には県から部長あたりが来て説明しておられ、それなりの効果は上がっていると

思います。

地元がどうしても期成会でも作ってという気運があれば、それについては作られる意

味もあるし、効果はあると私は思います。

（委 員）

地域審議会の設置に関する事項にもあるとおり、「市長に意見を述べることが出来る。」

とあるので、解釈・運用の仕方で地域審議会として必要ですと集約できれば、意見を述

べることも出来ると思う。
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何となく、地域審議会を開催してますよ。というだけで、やっても報告事項ばかりで

ある。何のための地域審議会かと思う。

地域審議会で検討して、こういう意見にまとまりました。こうして下さい。という手

順をとってやっても良いと思う。

（委 員）

地域審議会で話がまとまれば、交通量の調査をしたり、危険個所の調査をしたりして、

市長に意見を述べると市も対応しなければならなくなってくるのではないかと思う。

（議 長）

話が先の方に進んでいるところもありますが、今のところは地域要望ということです

が、地域審議会のあり方に疑問も出てきているようですので、次の議題３「地域審議会

の今後」に進んでよろしいでしょうか、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

・資料により「地域審議会の今後」について説明。

（議 長）

ありがとうございました。

今は、行政の説明会で終わっている状況なので、皆さんで課題を見つけ出していくか

ということで、難しいのですが大事なことではないかと思います。

そういうことで、「地域審議会の今後」について、皆様からご意見をいただけたらと思

います。

（委 員）

課題というか、いつも仕事をしていて鹿、猪の農林産物への被害ということで毎日の

ように話を聞くが、これは町内全体の問題かなと思うので、この対策を皆さんで考える

事は出来ないものでしょうか。

（産業振興課長）

鹿、猪の有害鳥獣に関して、林務関係でも森林組合を中心に座談会をする際、毎回そ

の様な話をいただいている。県の林務課としても市としても取り組みはやっている。内

容としては、市として有害鳥獣対策として、鹿ネット、電気柵について一部助成をやっ

ております。しかし、鹿等の被害が広範囲なため効果が上がっていないのも事実です。

有害鳥獣については、県より捕獲の許可を年間通して駆除できる体制で猟友会にお願

いしていおりますが、中々思うように進んでいない状況です。

やってはいるが、被害が大きくなってきている状況です。

（委 員）

電気柵の補助は知っていたが、ネットも補助があるんですね。

（産業振興課長）

鹿のネットの方もあり、助成額は半額補助で限度額２万円ということで、申請してい

ただければ予算の範囲内で実施していいます。

（委 員）

それは、個人で２万円となるのか。
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（産業振興課長）

各個人となっているが、場所次第では共同でやって、個人で申請されて可能かと思い

ます。相談があった際には、支所の産業振興課へ連絡いただくと、詳しい話をしたいと

思います。

（委 員）

県も含め対策をやっていますということでは住民は納得しない。

地域審議会は議会と違い、議会は議決だが地域審議会は意見となっているが、対象は

市長であり市長に意見は繋がる。

今の鹿の問題にしても、こういう方法もあるのではないかという意見は述べることが

出来る。活発に議論しなければと思う。

今後は皆さんが問題を出していただいて、意見を集約していく努力をしなければと思

うが、支所はどの様に考えられるか。

（支所長）

審議会は、市長に意見を述べることが出来る。となっておりますので、課題を出して

いただいて、今後１点でも市長の耳に入れていただくという、要望というよりも意見と

いう形で取り組んでいければと思います。

（総務課長）

色んな地域の課題を出して、それをどう解決していくかで、この審議会が要望する機

関になってしまってはおかしいと思うので、地域全体としてこういう取り組みがあると

か、活発な議論をし自分達でも出来ることと、市に要望しなければならないことを議論

していただければと思います。要望団体となってしまわないようにお願いしたい。

（委 員）

地域振興会と地域審議会とのバランス、お互いの連携調整を常に取っていただきたい。

お互いがちぐはぐになると、足を引っ張られることになる可能性も無きにしも有らずな

ので、用心していただきたい。

（委 員）

今問題となっている荒瀬ダムについも、球磨川を大事にしないと坂本町の進展は無い

と思うので、それについての議論を審議会は審議会なりに意見をまとめて、市長に話を

するべきと思う。

（委 員）

ダムの撤去問題凍結は、八代地域全体の問題であるから八代で説明会があった、その

後、坂本地域から強い要望があるので坂本の現地で説明会を開催したいと聞いていたが、

どうなっているか。

私は、その説明を聞いてみないとどうにもならないと思う。

（総務課長）

支所だよりと告知放送等で周知するようにしているが、９月５日と８日で、５日が中

津道社会教育センター、８日が坂本公民館のホールで説明会を企業局が行うということ

になっている。内容的には８月１日のハーモニーホールで行われた内容で、対象は地元

住民対象で意見交換まで行いたいとの趣旨で企業局から来ています。
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（議 長）

今回地元説明をするということですので、住民の方が色んな意見を出して、意見交換

が出来るかなと思いますので、そこらを聞いて地域審議会でも問題と取り上げて検討出

来るならば地域審議会でもそうしたいと思いますが、それでよろしいですか。

（議 長）

色々話が出ているが、この会議で問題点、要望する事項をまとめるのか、今後問題点

を考えてきて次に繋げていくのか。

（事務局）

今日は現状の説明ですので、今後の取り組みとして皆さんで課題を見つけ、色んな意

見を交わしていく場としていただきたいということで、その中で結論が出ればそれでい

いし、意見をまとめて市長に届けなければいけないということになれば、その様にする

とか取り組んでいっていただければ良いかと思います。

（議 長）

審議会の状況、あり方を我々が重要視して、審議会が残っていくように、そういう思

いを込めて今後取り組んでいければということですので、全体的な問題を取り上げて町

全体が意思統一していければと思います。

（総務課長）

地域全体の課題として取り上げて欲しいことなど、事案があれば早く事務局にあげて

いただくと、正副会長さんと協議したうえで取り上げていくことが出来るのではないか

と思います。

また、いつ頃までに取りまとめて市長に繋ぐということもあると、地域要望の次期も

ありますので、事務局に早めに連絡いただくことでお願いしたいと思います。

（議 長）

議題についてはこれで終了し、その他に入っていきたいと思います。

その他の（１）「住民自治によるまちづくり行動計画（素案）に関する意見交換会」に

ついて、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

・意見交換会開催日時等について説明

（議 長）

ただいま説明のとおり、９月１０日、水曜日の午前１０時から坂本公民館大ホールに

て開催されるということですので、時間の許す方はご参加下さい。

他に皆さんから、何かありませんか。

（委 員）

新聞報道にあった総務省の集落活性化支援という制度が今度改めて出来るということ

であるが、坂本の場合限界集落があり、こういう制度が出来たということは、坂本は取

り組むだろうと思うが、今どういう内容となっているのか。

（総務課長）

今、限界集落ということについては、自主防災とか防災時の対応等については支所でも

検討しているが、この総務省の集落活性化支援事業ということについて、手を挙げると
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かいうことはまだ全然考えていない。

（委 員）

財政的な支援はあるはずと思うが、これをほったらかしておく手は無いと思うが。

（総務課長）

まだ情報をきちんと掴んでいないので、事業を良く精査して検討していきたい。

（委 員）

ワイワイパークの管理で、草むしりは良く見掛けるが、遊歩道に土砂が流れてきてい

る、その管理はしないのか。

（建設課長）

管理は愛護会にお願いする事としているが、大きな部分については支所の方で今年度

は管理する事となっている。

現在の管理状況は、芝生はシルバー人材センターに委託、トイレ清掃についてもシル

バー人材センターにお願いする事となっている。お尋ねの遊歩道の土砂については、支

所の担当になりますので、速やかに対処したい。

（委 員）

国道２１９号の歩道設置について、６月くらいに関係市政協力員を集めて県から説明

があったが、今後５年間かけて工事を実施されるということで、市からも広報があろう

かと思うが具体的には。

（建設課長）

用地測量立ち入りの許可をこの前お願いしたところですので、測量設計が出来た段階で

また話があるかと思う。

（議 長）

はい、他にありませんでしょうか。

無いようですので、事務局より次回の開催予定等についての連絡をお願いします。

（事務局）

次回の開催については、当初計画では１１月頃の予定となっておりましたが、現在の

ところ未定となっておりますので、決定次第通知をさせていただきたいと思います。

また、先ほどもご説明いたしましたが、委員の皆さんから坂本地域の課題等、特に議

論したいことがあれば正副会長等と相談して開催したいと思いますので、早めに事務局

までご連絡願います。

（議 長）

次回の開催については、説明のとおりですので日程が決まりましたら事務局より通知

を送付させたいと思います。

それでは、これで第１０回坂本地域審議会を終了いたします。ありがとうございまし

た。お疲れ様でした。


