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第１１回 坂本地域審議会会議録

平成２１年 ３月２６日（木） １０時００分 ～ １１時４８分開催日時

坂本支所 ２Ｆ 大会議室開催場所

出席委員■

会 長 青木 征雄 委 員 武田 照昌 委 員 松村 政利

副会長 渡瀬 隆 〃 谷口 邦昭 〃 村上 清澄

委 員 有馬 敏彦 〃 平田 由美子 〃 山口 清一郎

〃 岩本 卓治 〃 藤田 孝一

〃 木村 ミドリ 〃 松村 賢治

欠席委員■

委 員 岩崎 ひろみ 委 員 末永 みてる 委 員 松島 一郎（亡）

出席職員■

役 職 氏 名 役 職 氏 名

支所長 中田 正春 企画振興部長 永原 辰秋

総務課長 丸山 平之 地域振興課長 米田 健二

副主幹兼振興係長 南 和治 地域振興課課長補佐 澤田 宗順

市民福祉課長 鶴田 英治

建設課長 山口 修

副主幹兼経済係長 上田 信一

総務課主任 早野 公敏

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 平成 年度の主な事業について21
② 住民自治によるまちづくりについて

③ その他
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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 皆様にはご報告が遅くなりましたが

松島委員さんが昨年１０月にお亡くなりになられ、その後任の補充選任がなされており

ませんので、現在１５名となっております。本日は１３名の委員さんに出席いただいて

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、早速審議に入っていきたいと思いますが、本日、企画振興部長がお越しで

すので、ここで挨拶をいただきたいと思います。

（企画振興部長）

～企画振興部長あいさつ～

（議 長）

ありがとうございました。それでは早速、審議に入って参ります。

議題１の「平成２１年度の主な事業について」事務局より説明をお願いします。

（総務課長）

・資料１により「平成２１年度主要事業」について説明。

（議 長）

ただ今、事務局より来年度事業の主な内容について説明をいただきました。

何かご意見、ご質問などはありませんでしょうか。

（委 員）

本年度予算の対前年比＋２．４％増の重点的な施策、何に重点においているのか？

（企画振興部長）

経済対策に重点を置いている。福祉面とかにも増額はしてある。

工業都市関係で道路改良、学校の耐震関係にも手厚く予算を配分している。

国の二次補正に加えて２１年度も増額しているということ。
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（委 員）

畳表補助の件で、新築と増改築が条件との事だが、去年は増改築でなくても畳を替え

れば２，０００円の補助があるとの事だったと思うのだ、今年までですよね。

（経済係長）

、 。助成事業は来年度まで継続する予定だったが 新築の方をとの事で本年度限りの事業

（委 員）

去年は２年間の事業と聞いてたけど、今年申請しようて思っておりましたが・・・

もう一つ、ダンボール箱の生ゴミ堆肥化の件で、補助を受けたければ申し込みは早く

していたがいいのか？

（市民福祉課長）

記載してあるのは出前講座用の材料 セットであり、昨年実績で講座は 回や2,000 60
って 人参加。申し込みがあれば、材料持ってお伺いしますので、是非申し込みを1,352
いただきたい。

（委 員）

消防ポンプの件で、５分団の管轄に居住しているが、団員が少なくポンプと団員数が

変わらない状況であり、適正なポンプ数と消防団員の確保をお願いしたい。

（事務局）

消防ポンプ設置については、規定に基づき更新をしている。

確かに５分団は少ない状況にあり、分団長会議等でも出されており、地区の市政協力

員さん、地域振興会にご相談し、団員の確保についてお願いしたいと考えている。

便宜上廃棄するポンプでも、規定外で使えるから置いてくれというポンプもあった。

、 、 、廃棄するけどどうせ廃棄するなら そのまま置いてくれとの集落もあったので 調べて

不要であれば引き上げたい。

（委 員）

農林業に関して。坂本町内見渡すと、間伐が遅れている山林が７～ 割あるのではな8
いかと予測している。

色々と農林業には配慮してもらってはいるが、作業するにもやはり人手が必要で、切

実な問題として後継者の育成が一番ではないかと考える。

森林組合の方で、県の事業で緑の雇用ということで若い方々が入ってきている。市と

して、今後は世界中で緑化というのが重要視されてきておる中で、農林業に対する後継

者育成に関してどのようにお考え、計画があるのかお尋ねしたい。

（支所長）

町内の高齢化率が４４．７％で、後継者を含めても殆んどいないというような状況で

ある。やはり林業価格が安定しないとお金にならないと働きにくいのではないか。

八代産材を使用した場合に補助をするなど施策をやりながら、価格を少しでも上げて

いきたいというのと、林道等の整備をしながら、いざ木材を販売したいというときにす

ぐに対応できるような、価格的にもすぐ対応することによって、安定した価格で販売で

きるよう基盤整備等に努めているところ。
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（委 員）

季節労働者問題も含め、今は重要な問題になっている。なかなか次世代を担う人も育

ってきていない現状で、中々難しいものではあるが

（企画振興部長）

後継者育成は、坂本町含め山間地の重要な問題である。平野部でも、農業後継者が不

足しており、農事研修センター等で研修は行っているが、なかなか定着しないのが現状

である。

山間地においては、人がいなくなってきている、従事しているのが高齢者の方々が殆

んどであり、後継者を育成したいが、現状ではいないという事を踏まえどうしたらいい

のかとの事になってくるが、このままだと荒れた畑・山になってしまう。

そこで、都市部の方々を受け入れて、作業をしてもらうなど交流を含め、受け入れる

体制を構築し、やっていかないといけないと考える。

色んな事業に取組み、県・国の補助を受けながら、活路を見出していかないといけな

い。

（委 員）

八代に雇用の場が少ないのが一番感じる。前々から、工業誘致・産業誘致といわれて

いるが、現状では中々前進していないと思う。特に田舎では深刻な状況にあり、若者が

地元に残るためには、雇用の場が必要である。

地元に企業が少ないため、若者が流出していく傾向にある。若者が地元に残り、仕事

できるような対策を施策の中や議会の中でもう少し論議されてもいいと思うが如何か？

将来の産業誘致や工業誘致など、新しいものが出てきているのかお尋ねしたい。

（委 員）関連で発言

小学校の統合によって、校舎等施設が放置されており、老朽化している。グランドあ

たりは、地元老人会等が使用しているところもあるようだが、小学校校舎のいい利用方

法とかはないものだろうかと思う。

旧市内の作業道は、どこに行ってもきれいに舗装されているが、町内の作業道は荒れ

ている箇所が非常に多い状況。原材料支給等あたりを、推進し考えていただければ幸い

だが…。県道二見線も早期の拡幅が必要。

（企画振興部長）

企業誘致について、目に見える形で中々進んでいないというのが現状である。企業誘

致課を設置し、全国企業など色々訪問し誘致しているが、中々進捗しない。１つ２つの

企業は誘致しているのだが、大きく見える形で進んでいない。今後一生懸命、誘致に向

けて努力している所存である。

今、千丁に誘致しているところだが、一人の地権者が中々納得されないので、用地交

渉を何とか納得されるように努力している次第である。近々、インターのそばに流通系

企業の来られる話があり、県の許可が下り条件整えば着工になるかと存じますが。

外港の方も、５万㌧岸壁の整備などが進められると、操業していない企業も始められ

るのではないかと思う。
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他県から誘致するのも大事だが、地場企業の活性化も大切であるので、元気アップ事

業とか予算を付けて、積極的に支援しているところである。

市の人口が１０年後には１２万７千人に減少と見込まれており、減少していくのを歯

止めかけ、何とか地元に残り雇用の場を確保することを推進しているところである。

（総務課長）

小学校の跡地活用については、地域興こしの拠点として、いいアイデアがないか各地

域に問いましたが、中々出てこず実らなかった。

西部・藤本に関しては文化財の保管場所、田上についてはＣＡＴＶセンターとして利

用、中谷は青少年センターとして、深水・鮎帰・中津道・百済来は社会教育センターと

して、運営管理を地域に委託し活用いただいている。

なかなかうまく有効活用が出来てないのが実情であり、皆様からいい活用方法やアイ

デアがありましたなら、ご相談いただいて検討を進めて行きたい。

（企画振興部長）

県道の道路改良の件、整備が遅れているのが実情であり、県には機会がある毎に市長

と一緒に整備要望を行っているところである。

、 、中津道八代線の一部未改良区間について 合併時の約束なのに全く手がついていない

早くやってくれと要望しているところ。 近設計について説明に来られたが、広く設計

すると何十億とかかるので、まずは通れるようにしてくれと話をしている。

ＪＲが色々条件（踏切箇所を直角に等）を付けているので、現状では非常に難しい部

分もあるが、その辺の問題も解決すれば説明会を開催したいとの事であるので、近々県

よりご報告があるものと考えている。

泉町でも観光面に力を入れようと考えているんだけれども、道がなく国・県へ早く整

備してくれとの要望が強くあっている。

県の予算は新幹線の整備に力をいれている状況であるが、新幹線開通後は何とか要望

を受け入れてほしいと努力しているところである。

南部幹線を含め、市の負担分は進んでいるが、県の受け持ち分が進んでいない状況な

ので、しっかり要望活動を続けていきたい。

（建設課長）

大門瀬から二見に抜ける県道の拡幅については、まだ具体的な話はきていない状況。

今町内５箇所の県道改良工事等を集中的にやっており、ある程度目処が付けば他の県

道改良個所についても予算配分されるのではないかと考えている。

（支所長）

作業道について、町内は林道・作業道各々１００㎞くらいあるのではと思いますが、

林道は急勾配箇所を中心に舗装事業を行っている。作業道は、原材料支給により行って

いるが、予算の状況等もあり中々進まないのが現状。

急勾配や路面が悪い箇所は申請していただき、市で判断しそれに優先順位をつけ実施

していきたい。
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（委 員）

安全な町づくりについて、安否確認サービスは東陽、泉ではどんな方法でやっている

のか？坂本の安否確認サービスは、どれくらい設置されているのか？

高齢化率が高い中で、高齢で単身世帯が増えてきていると思いますが、世帯の方が転

出されてもお互いが安心して過ごせる体制づくりをお願いしたい。

ＩＰ電話で市政協力員が放送できるようしてあるが、緊急時一般住民も使用可能か？

また、今年度の予算にコールセンターが出来るとあったが？

（振興係長）

安否確認について、東陽・泉は朝にスイッチを押してもらう方式で、押し忘れた場合

に確認が必要なもの、坂本はドアにセンサー、主にトイレのドアにセンサーを付け、反

応する方式。９時間何も反応しないと、指定した方に「異常あるかもしれないので確認

してください」という内容のメールが届くようになっている。

加入者数は正確に分からないが、７～８０人くらい。東陽、泉での設置数は少なかっ

たと思う。

（総務課長）

ＩＰ電話での放送について、地区の役員さんなどが市政協力員さんに相談され、使え

るようになっていますが、誰でも出来るということになると混乱する可能性もあります

ので、必要であれば市政協力員さんに相談されて、集落での判断をお願いする。

市政協力員さん以外でも、使用は可能である。

（委 員）

悪徳商法や訪問販売等、かなり増えて気になっており、こういう時に市政協力員さん

がいないと放送とか出来ないので、誰でも出来ればと思った。

（総務課長）

悪徳業者が来ているとの情報がありましたなら、支所に連絡いただけると、支所から

放送することも可能だが、営業妨害等のトラブルになる事もあるので、慎重にお願いし

たい。

（企画振興部長）

コールセンターの予算があるが、今まで消防署が対応していたが８～９割は間違いの

コールであり、そうなると消防署の業務に支障をきたすため、民間のコールセンターを

設けそこで対応していただくためのものである。

（議 長）

時間も限られておりますので、次の「住民自治によるまちづくり」に入りたいと思い

ます。事務局説明をお願いします。

（地域振興課）

・資料２、３、４により「住民自治によるまちづくり」について説明。

（議 長）

ただ今、事務局より住民自治によるまちづくり行動計画の策定にあたって説明があり

ました。これから各団体等と議論を行って策定されるということでした。

この件について、何かご意見はありませんか。
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（委 員）

資料Ｐ５，１３に坂本の地域振興会についての記載があるが、おそらく地域振興課が

回答されていると思うが説明の言葉不足かなと感じる。

坂本の場合、合併前の公民館活動が活発で対外的にも評価されていたが、合併により

廃止となり振興会が設立され活動を継承している。これまでの取り組みを尊重いただき

振興会が発展する方向での指導を担当課にお願いしたい。

行政からの財政支援に頼る方向での論議は危険があると思うので、担当課としてリー

ドしていただきたい。

Ｐ３９に記載してある、市長の想いとは？先延ばしするのでは？以前からするとスピ

ードが緩いと感じる。スケジュールを早くできないのか？

国交省の「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業により「集落交通機能

編成事業」に取り組んできたが、関連して、産交バスの廃止縮小について市はどう考え

ておられるのか？

（地域振興課長）

意見交換等にもおいて、他地区よりも坂本は、かなり発展していると認識している。

財政支援は、補助金の一括化を検討している 中で、意見をいただきながら検討して

いきたい。

また、市長の想いとは先延ばしするのではなく、条件さえ整えば先行して実施する、

行政が押し付けるととられる事を心配し、説明を十分しなさいということ。

（企画振興部長）

坂本の地域振興会の形態を変えるとかは、毛頭ない。地域の方々で議論していただけ

ればと思う。補助金については、いきなり自立は難しいので、限られた財源でどうした

らいいか検討中である。大きな制度改革であるので、ジックリやれということ。

バス路線について、現在２億円近い補助をしている（産交バス 。かといって山間地の）

バス路線廃止はやってはいけないことで、旧八代市内の路線も含め、新たな組織を立ち

上げ検討していこうということで、取り組んでいる。

民間業者が担う部分、行政が担う部分、地域が担う部分を議論し、住民の足の確保に

ついて議論していかなければならない。

なるだけ早い機会に、路線のあり方を示していかなければならないと思っている。

（議 長）

これから検討が進められるということでございます。

時間もまいっておりますので 「住民自治によるまちづくり」については終了させてい、

ただきます。

次に、 後の「その他」について、事務局から何かありましたらお願いします。

（事務局）

第２期の地域審議会の委員は、３月末で任期満了である。

４月より第３期の選任に入るが 第１期２５名以内 第２期１７名以内 一般１５名・、 、 （

公募２名）であったが、第３期は１２名以内（一般１０名・公募２名）と考えている。
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引き続きお願いされる委員もあるかと思うが、その時は快くお引き受ください。

公募委員（２名）の募集は４ ２～２０日まで。市報、ＣＡＴＶでも周知する。/
（議 長）

冒頭からありましたように、このメンバーでの協議は本日で 後となります。また、

委員数も１７名から１２名に見直すという計画のようです。

また、あらためて委員として要請があった場合は、快くお引き受けいただければと思

います。

他に無ければ、時間も参りましたのでここで閉めたいと思いますが、皆様のご協力に

より本日のすべての議題を終え、また、２期目を無事終了することが出来ました。

委員各位におかれましては、これからも健康に留意され、ご活躍されますことを心か

ら祈念いたしまして、第２期目の坂本地域審議会を終了したいと思います。

ご協力ありがとうございました。


