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第１２回 坂本地域審議会会議録

平成２１年 ６月２５日（木） １４時１０分 ～ １５時０５分開催日時

千丁支所 １Ｆ 第１会議室開催場所

出席委員■

会 長 青木 征雄 委 員 松村 政利 委 員 山本 健之

副会長 渡瀬 隆 〃 宮川 荘一

委 員 坂口 初美 〃 宮﨑 ふるみ

〃 谷口 信吾 〃 山口 清一郎

欠席委員■

委 員 末永 みてる 委 員 平田 由美子 委 員

出席職員■

役 職 氏 名 役 職 氏 名

支所長 中田 正春 副主幹兼振興係長 南 和治

総務課長 丸山 平之

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 地域審議会運営要領について

② その他諮問機関への参加について

・八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員

・八代市立保育所民営化等検討委員会委員

③ 坂本地域の現状と課題について

④ その他
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議事録■

（事務局）

第２部、第１２回坂本地域審議会を開催いたします。

本日の審議会は、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１１名中９名が出席頂いておりますので、審

議会は成立いたします。

はじめに、坂本支所長の中田がご挨拶を申し上げます。

（支所長）

～支所長挨拶～

（事務局）

ありがとうございました。

続きまして、本日の出席職員を紹介させていただきます。

～支所長以下、職員紹介～

（事務局）

協議に入ります前に、今後、審議会を運営するにうえで、あらかじめ会長副会長を決

めて頂く必要がありますが、今回が初めての方もいらっしゃいますので、それぞれ自己

紹介をお願いしたいと思います。資料の２ページに皆さんの名簿がありますので、順番

にお願いいたします。

～自己紹介終了～

ありがとうございました。それでは、地域審議会の設置に関する事項の第６条第１項

には 「審議会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める 」となっていま、 。

す。いかがいたしましょうか。どなたかご推薦いただけないでしょうか。

（委 員）

事務局に一任しては。

（事務局）

事務局にとの意見がありましたが、よろしいですか （特に意見無し）。

（課 長）

特に推薦が無いようですので、事務局としましては前任の方に引き続きお願い出来れ

ばと思います。青木会長、渡瀬副会長によろしければ引き続きお願いしたいと思います

が、よろしいでしょうか。

（事務局）

皆さんよろしいでしょうか （委員）了承。

それでは、会長と副会長は席の移動をお願いいたします。

委員の皆さんには少し時間をいただき、会の進行を会長、副会長と打ち合わせさせて

いただきたいと思います。部屋の時計で２５分より再開いたします。
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（事務局）

再開させていただきます。

それでは、会長の青木さんよりご挨拶をお願いいたします。

（会 長）

～会長挨拶～

（事務局）

ありがとうございました。

次に副会長から一言ご挨拶をお願いいたします。

（副会長）

～副会長挨拶～

（事務局）

ありがとうございました。

早速、協議事項に入っていきたいとおもいますけれども、地域審議会の設置に関する

事項の第７条第４項に「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、会長に会議を進めて頂きたいと思います。

（会 長）

それでは、早速議題に入りたいと思います。まず 初に議題の（１ 「地域審議会運営）

要領について」事務局より説明をお願いします。

（課 長）

お手元の式次第 ページの資料１「八代地域審議会運営要領」をご覧下さい。5
～八代地域審議会運営要領を読み上げ補足し説明～

（会 長）

ただいま事務局からの審議会運営要領について説明がありましたが、皆さん方から何

か質問がありましたら、お出しいただきたいと思います。

今日、質問が無くても、後で資料を読んでいただいて、何かありましたら事務局にお

尋ねになっても良いかと思います。そう言うことで、この件はよろしいでしょうか。

質問があれば事務局でお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

（会 長）

それでは （２ 「その他の諮問機関への参加について 、に入りたいと思います。、 ） 」

ア．の八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員、イ．の八代市立保育所民営

化等検討委員会委員、この二つについて事務局より説明をお願いいたします。

（課 長）

～担当課からの依頼説明文（手持ち資料）を読み上げ説明～
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（会 長）

、「 」 、ただいま 八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会 について説明がありました

前任が武田さんでしたが、今回、審議会の委員となっておられませんので、後任を決め

るということになります。どなたか自薦、他薦等ありませんか。

（事務局）

今回、皆さんの任期中で聞きするところでは、年１回程度の会議の開催となるのでは

ということです。その後の２３年度には次の計画策定等がありますので、会議の回数が

少し多くなります。ということです。

（会 長）

この委員の中から選任ということでございますので、どなたか……

（課 長）

前任の武田さんは、この会の中からは民生委員という立場で、確か出ておられたと思

います。

（会 長）

事務局で、腹案等ありますか。

（課 長）

特にありません。

（会 長）

宮崎さんはいかがですか。

（委 員）

私はちょっと…、初めてなので。

（会 長）

今年は、１回程度だと言うことですので、次の回数が多くなった時にこういうものか

なぁと思えると思いますけど、よろしいですか。

（委 員）

はい、分かりました。

（会 長）

。 、「 」ありがとうございます それでは 八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会委員

に「宮崎さん」にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

（会 長）

次に 「八代市立保育所民営化等検討委員会」の説明を事務局からお願いします。、

（課 長）

～担当課からの依頼説明文（手持ち資料）を読み上げ説明～

出来れば、２期の委員（渡瀬）さんに引き続きお願いしたいということです。



- 5 -

（会 長）

内容が分かっているので、引き続き（渡瀬委員）お願いしたいということです。よろ

しいでしょうか。

（委 員）

了承。

（会 長）

それでは、二人の委員（宮﨑、渡瀬）さんが決まりましたので、大変重要な役割を担

っていただきますけど、坂本地域の代表として、どうぞよろしくお願いいたします。

事務局より、今後設置される委員会について補足説明はありませんか。

（課 長）

事務局から一点お願いがございます。

第１部で説明がありました八代市地域福祉計画策定・評価委員会など、今後、地域審

議会委員さんへ各種諮問機関への選任依頼が出てくることが予想されます。その都度、

地域審議会を開催して委員の選任を行っていくことになりますと、結果的にご迷惑をお

掛けすることが多くなりますので、今後は、会長、副会長へご相談させていただいて、

選任をお願いしたいと思います。その点につきまして、どうぞご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。

（会 長）

毎回、諮問機関への委員の選任ということで集まるのも大変ですので、事務局から連

絡があったときには、副会長と事務局とで相談をしながら、どなたかにお願いをしてい

くという形で進めて行きたいと思いますが、それでよろしですか。

皆さんの方から、この件について何かありませんか。

無ければ、次に進みたいと思います。

（会 長）

それでは、議題３の「坂本地域の現状と課題について 、事務局より説明をお願いしま」

す。

（課 長）

地域審議会で審議する事項等につきましては、第一部の方で説明がありましたけれど

も、本来は各地域の地域課題・問題点等を審議会が検討していくという重要な場である

と考えております。今回は、初回ということでもありますけれども、皆さんの方で日頃

考えておられる中で、坂本の地域の問題としてあげられることがあれば、ここで項目等

をあげていただいて、次の機会等に深く掘り下げたところでの議題としていくという形

で本日はお聞きしたいという風に考えております。

また、本日出なかった場合でも、次の地域審議会までに、地域の課題・問題等こんな
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のがあるということで委員さん方からあれば、事務局までお寄せいただいても結構です

けれども、本日は時間の許すところご意見をいただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。

（会 長）

今、事務局から説明がありましたけれども、この坂本地域審議会で協議するような項

目がありましたら出していただいて、次回そのあたりをお互い意見を出し合って検討し

ていくということ。それから、こういう問題があるよということが今日でなければ、事

務局の方に提案していただければいいのかなと思います。

今日、皆さん何か考えておられることがありますか。

（委 員）

初めてなので、今までどの様な事を話されたのか、おおまかな点だけでも説明しても

らえればと思います。

（課 長）

今までは、市の総合計画の素案が提案され、意見を求めら地域審議会から意見を付し

たことがあります。それと、近頃ですと住民自治のあり方等について、あるいはその方

針についてということで地域審議会で意見を述べてきたということがあります。

他にも色んな問題があると思いますけれども、主に話し合ってきたのはそういうこと

です。

（会 長）

八代市が今何を考えているか基本的なものが出てきたときに、地域審議会として話し

合った意見をあげるということです。その意見を検討していただいて、中に入れていた

だくのかどうかというとまた問題ですけれども、そういうことで基本的な問題が出て来

たときに、お互いに意見を出していくというのが今までのだいたいの流れということで

す。

（会 長）

今日は、第１回目の会議でもございましたし、審議会がどういうものか説明があった

わけですので、何か帰られたからでも結構ですので、考えや意見がありましたら事務局

の方に出していただければ、次の審議会の方で出していきたいと思いますので、よろし

くお願いしておきたいと思います。

この後に何か予定してあるのですか。

（事務局）

この会議が終わった後に、会長と副会長は正副会長会議ということで、もとの会場に

戻って会議が予定されておりますので、３時くらいを目処に終われればと思います。
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（会 長）

今までの件で、委員の皆さんからご質問等ありませんか。

（委 員）

質問ではないのですけれども、以前坂本村の合併説明会の中で、坂本村の予算で４億

くらいとってあったと思います。それは２１９号の代替案４億ということで、その後調

査費等予算は付いたようであるが、情報が入ってこないので、どうなっているのか聞い

てみたい。

（支所長）

県道中津道八代線の未改良区ですかね。それについては、前回説明会が県からござい

ました。

説明会の対象につきましては、市政協力員さんと地元の皆さんということで、生名子

と川口付近の方を中心に、それと消防関係の代表者を呼んで県の方から説明をされてお

ります。

その時点では、見通しとして現在まで幅員関係を正規な道路として考えてあったんで

すけれども、３ｍでもいいから出来れば乗用車でも通れる道路にしたい、というような

案を提案されました。ただ、その時点までは、これから進めて行くための設計委託の経

費については、全体枠ではとってあるけど、八代の中津道線にどれだけという枠はまだ

決定していないという説明で、現在、ある程度の見通しがつているという話までは聞い

ています。これから先、幅員も含め測量あたりのお願いをして、測量が出来た時点で全

体計画の説明なり、用地のお願いなりがあるだろう考えております。

（委 員）

それでは、進んでいることは進んでいるのですね。

（支所長）

説明会までは、進んでいるのか、進んでいないのかという感じで、中途半端な説明で

あった。

（委 員）

広くは呼び掛けて無かったの。

（支所長）

はい、市政協力員さんだけには全体に呼び掛けてありましたけれども、全住民を対象

ということではありませんでした。

（委 員）

もう一点、これも合併のなかで二見破木線の道路に予算を付けてあったと思うが、ど

の様に進んでいるのかなと思いまして。
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（支所長）

多分それは県道で、大門瀬の橋梁の話ではなかったでしょうか。

その話であれば、大門瀬にある橋を架け替えしようという話があって、予算をお願い

しようということがあって、周囲の用地関係を相談に行ったが同意が得られずに、その

予算はおじゃんになった。合併前だったかもしれない。

（課 長）

県道改良につきましては、毎年要望事項で建設課の方から県にあげてあります。

（委 員）

合併して特に思うのですが、旧坂本村の幹線道路に比べ東陽・泉の幹線道路は整備が

、 、 、進んでおり 合併して良かったのかなぁという思いがあって 新しい市になってからも

何かいいことあるのかなぁと。

（支所長）

今、県道の話だったんですが、県道については県に要望してきているのですが、用地

がスムーズに行かないという部分もあります。

（会 長）

道路については、なかなか進まないですもんね。永年の坂本の要望というか切実な思

いですけどね。なかなかそれが出来ない。

（委 員）

県道拡幅で、今我が家も県から家屋調査に来ました。提示金額がとてもではない。

農地は、圃場整備の際に県道拡幅分は何とかしようということで確保したが、宅地はな

かなか思うように行きません。

今、森林組合で桜の雫付近から大門瀬まで作業道を作ろうという計画になって、取り

かかっています。県道の拡幅が思うように行かないのであれば、今作っている４ｍの作

業道を５～６ｍの災害に強い林道の規模で作って、将来市道にしてはと思う。

私を含め数件が、平成２３年３月までにと県から話をいただいているが、なかなか中

味がですね。

（会 長）

時間もそろそろ参りましたので、この議題についてはここで終わらせていただきたい

と思います。

次に、その他の「次回の開催について」事務局から連絡をお願いします。

（課 長）

次回の審議会は、９月下旬以降を予定しているということであります。開催の通知は

事務局より送付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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それと、７ページに「住民自治によるまちづくり人材育成セミナー」ということで、

ご紹介のチラシを掲載してあります。当審議会で住民自治によるまちづくりということ

がテーマとして大きく上がっておりますので、出来ればこの４回のお話しを聞かれては

どうかと思います。また、３回目には坂本地域振興会連絡協議会会長の松村さんが講師

として話をされるということですので、こちらの方も是非聞かれてはどうかと思います

ので、よろしくお願いいたします。

（会 長）

次回の地域審議会は、９月下旬以降の予定と言うことで、事務局から連絡があると思

います。よろしくお願いします。

併せて、住民自治の講演会「人材育成セミナー」というのがありますので、松村さん

も講師として出られるようですので、皆さんご出席いただければということですので、

よろしくお願いいたします。

それでは、この会議をこれで閉めたいと思います。これで、第１２回の坂本地域審議

会を終了いたします。お疲れ様でした。

（１５：０５終了）


