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１．第１２次八代市地域福祉計画について 
１０ページの７番の災害時・緊急時における支援体制というのが

あるが、ある程度坂本地区では自主防災組織は組織されていると思

うが、これは八代市全体から考えられて４０％程度だと思うが、こ

の組織の中でこういった組織もあるとか、できているところとか、

無いところもあると思うが、どのような位置付けというか、そうい

のに利用できないのか伺いたい。 
 

自治防災組織については、防災危機管理課が担当しており、全

部の地域ではできていない。 
今進めていっている段階であり、今後全ての地域で出来たらと

いうことで聞いている。 
この災害時とか緊急時における支援体制に限って言うと、今障

がい福祉課と高齢者支援課で非難支援計画の個別計画を今やって

おり、対象者の全員の方に計画が出来ているかというと、まだ入

口の段階で今後もっと進めなくてはいけない。本当に必要な方が

必要なときに支援が受けられるのかと言うと、まだ段階的には第

一段階で、手前の段階にある。 
２．八代市次世代育成支援後期行動計画 

２ページ下の課題について、いろいろ計画が書いてあるが、認

知度が低いとか、ＰＲが必要とか、漠然としている。どういう方

法での広報をして、後に認知度が低かったのか。啓発・啓蒙がど

ういった方法で今までしていたか。これからどのように対処して、

どういう方向でＰＲを行うのか。 

周知については、アンケート調査を行いその中で、例えば制度

を知らないとか、場所を知らないなど、推進が足りないなという

ことで回答に上がってきた。もちろんファミリー・サポート・セ

ンターについても、広報誌あるいはホームページでも紹介をして

きたところだが、知らない方については、周知がまだまだなので

で、さらにどういう方々に使ってもらえるのかなど、いろいろな

形でＰＲしていかなければならない。 
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今まで、広報などで周知徹底が図られていない中に、今度は広

報的なものの頻度を上げて広報していくのか。または別の方法を

考えられるのか。 
それともう一つ、啓発は誰かが言わないと進んでいかないので、

いろいろ考えて頑張ってほしい。 

ファミリー・サポート・センターは平成１９年９月からスター

トしており、年数がまだ浅いということもあるので引き続きＰＲ

していきたい。 

坂本・東陽・泉にはケーブルテレビがあるのでケーブルテレビ

も活用していきたい。 

八代市過疎地域自律促進計画及び辺地総合計画について 

辺地における起債と過疎における起債それぞれ借りることが出

来るが、坂本町に関してだけ言えば、今の所何か起債で使うやつ

は全然決まってないのか。 

今、各支所調整をしながら意見を集めているところだが、市道、

林道とか、坂本で見てみると、坂本中学校とか中学校の武道場の

耐震改修などを行っている。 

坂本中学校の入り口、プールの上のところのコンクリートの外

壁が崩れかかっていて、崩壊寸前といった形になっているので、

そういった部分にも使えたらと思う。一回見てもらって検討して

もらいたい。 

坂本中学校の改修についてはプールの所も入っていると思う

が、詳しい資料を今日は持ってきてないので確認できない。計画

に上げている事業については、起債の方を適用できる様な形で進

めたいと思う。個別の事業については教育委員会で行っていくと

思うので、本日の質問の件は調べて報告する。 
支所の方でもその辺は把握できているのか。 計画は担当課に聞いているところ。 
コミュニティバスについては後からの議題に出てくると思う

が、産交バスが廃止になる変わりにコミュニティバスを経由して

くるが、お金が必要になる。学生にも６割程度の負担があると聞

いているが、そういうところに過疎債を活用して、中学校の通学

費とかに賄えないだろうか。 
 
 

ソフト事業になると思うが、起債の考え方は、市道、林道をイ

メージすると分かり易いと思うが、今いる方、将来的にも受益を

受ける方々に対する受益の平準化というのが基礎的な考えとして

示されている。ソフト事業の充当について総務省では、計画期間

中にそれなりの効果が出せるような事業であれば起債の対象にな

ると回答している。そのようなことから、企画調整課では計画期

間中になんらかの効果が出せるような事業、将来的な負担につい
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ても妥当性のある事業を対称にして計画している。よって、乗り

合いタクシーについては経常的な運営については少し検討が必

要。充当は難しいというスタンスで考えている。 
 今回、過疎計画を策定する中で県との協議を進めてきている。

その中でも具体的な協議を行っていきたいと思っている。 
 

 平成２２年度主要事業について 

建設事業について、１１番から１６番までが建設関係の事業だ

と思うが、女原から大門瀬線までの旧田上と百済来になるが、そ

この道路の改修は、民家の数からいうと過密な関係で、改修が必

要なのではと思う。道路があまりにも狭いような気がする。なる

べくならば、車が離合できるようにしてもらいたい。他のところ

に過疎債使より、実際生活道路として使っている道路に使ってほ

しいという気持ちがある。 

今、質問があったのは県道のことだと思う。県道については、

県の管理で事業を進めているところだが、これについては、来年

の単件要望ということで８月に要望する機会がある。そのときに

坂本管内まとめて今の路線についても要望していきたいと思って

いる。 
 ちなみに今の県道の事業で言うと、芦北 ― 坂本線について重

点的に整備を進めてもらっている。ここについては、県としても

重点的に整備を進めたいとのこと。それと、二見越えの国道に抜

ける県道については、県のほうで逐一整備を進めるということで、

県の方で考えている。 
フォレストとは何か。 
 
 
 

フォレストとは森林という意味。林道関係なのでその名前を事

業名として使っている。 
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２ページの事業仕分けの件で対象事業数が７５事業となってい

るが、対象となっている事業は何か分かるか。 
 

 支所の事業についてですが、先ほど鎌瀬・瀬戸石線改良工事の

中で、来年度で完成して瀬戸石は孤立から解消するということだ

が、実際はそうではない。トンネルがある。それから駅の方まで

と、駅から先の方は洪水時浸水するが、先ほど改修と言われたが、

今後改良工事でかさ上げ等どんな計画があるのか。 
もう一点が、市道で西鎌瀬の方から途中で途切れている。度々

支所に要望書を出しているが、工事が技術的に出来ないと言われ

ているが、技術的に出来ないということはないはず。その辺りど

のように考えているのか。今企業局でかさ上げ工事をしているが、

はっきり分からない。その２点どのように考えているか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各担当課から事業の仕分けの対象となる事業を上げていき、そ

の中で絞込みを行い最終的に７５事業ほどにすることとなってい

るので、具体的な事業名は出していない。 
瀬戸石地区が完全に孤立から解消されていないということにつ

いて、正しくそのとおりで、段上に道路と集落があり、ガード下

から潜って集落に入るという特殊な地形である。そんな場合どの

ような形で解消するかというと、跨線橋という形で解消するのか、

それとも、今やっている工事のように道路全体をかさ上げするの

かだが、結果的にＪＲの関係があるので、その辺の問題を解決す

る必要がある。 
 それから、瀬戸石から上流が水没する区間がある。それについ

ても、来年まで竣工する区間が約１ｋｍということで、これを１

０年間でやっていくことになる。単年度の予算で言いうと、９，

０００万円前後で、１０年間で９億円以上の工事費となる。これ

は、旧坂本村時代に計画し着工している。実際に瀬戸石を中心と

した全線をかさ上げすると、事業費ベースで相当な事業費がかか

る。今、１０億円近くの金をかけて１ｋｍ整備しているが、その

２倍近くの距離、金額がかかり、財源的な問題、新八代市におけ

る地域的なバランス、そういったものを全体的に検討しないと答

えは出ないと考えている。今やっている工事を優先的に整備し、

瀬戸石については今後の検討課題ということになる。 
今の工事が済めばすぐに次の工事が出来るのかというと、事業
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 雇用景気対策の関連のやつで、２ページの山の幸地域づくり支

援事業に関してだが、今、宮原でＪＡのかあちゃん市場等がある

が、具体的な数字までは分からないけれども、相当売れているみ

費ベースから言ってもすごく高くなるので、全体の枠の中で考え

なければならないということが今後の検討課題である。 
 ２例目の西鎌瀬地区の市道の件だが、県からかさ上げについて

の話があっている。これについても地元の説明会等がまだ行われ

ていないと聞いている。近々行われると思う。その中で、県とし

てどのような計画を持っているのか聞きたい。 
 それから、国道との開通については、地域要望の回答にも上げ

ているが、現在の路線と国道との高低さがかなりある。それから

もう一つ国道から入ってくる箇所がカーブの中にあるというこ

と。それから、国道自体の傾斜。道路の勾配がかなりあるという

ことなので、見通しの問題。安全な見通しの区間が取れるのかと

いう問題がある。それから、国道から現在の市道につなげた場合

の平均勾配がどのようになるかと。急勾配になれば安全が確保で

きないので、すぐに道路を作るというのは困難であるということ

になる。それから、途中に家屋がある。その家屋についてどうす

るのか、若しくは家屋を触らずにやった場合どのような計画が考

えられるのかなどがある。その場合当然球磨川の湖岸をどのよう

に考えるのかということも出てくる。その辺も県の提案等を聞き

ながら判断したいと思う。 
坂本の農林水産事務所所管のところで、現在同じような特産品

関係については、町内の加工グループ関係がある。年間数回会議

を開かたり、先進地の視察研修をしているが、現在のところ坂本
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たいで、年間に数億円売り上げがてると聞いたことがある。それ

を坂本でも活かせたらと思う。物産館を利用して活かせないのか

なと。そういった形で人材育成などできないのかと思う。 
 
 
 

 宮原のＪＡとかかあちゃん市場とかは、特産品を売っているわ

けじゃないと思う。地域や地区の家庭で育てた野菜を売っている

と思う。ただ、物凄く売れるということで、国道の両側に店が出

来ている。坂本地区でも、自然に優しい野菜などのＰＲ等、キッ

チンハウスもＪＡが出しているが、あそこはちょっと狭いので、

大々的に物産館を利用して出来れば思う。そうするとお年寄りが

作って店に出すことになるので、健康増進にもなるし、そういっ

た形でやっていけば、次の雇用も生まれてくると思う。一つ一つ

変えていけるところは変えていっていいのではないかなと思う。 
あと一は、今ダムが開放された状態であるが、ダムが撤去され

た後の利用についてだが、鮎を取って食べさせるところがあるが、

年間２億円の売り上げているところもある。せっかくＳＲＰセン

ター（ボートハウス）があるのでそれを利用してそういうのが出

来ないのかと思う。今後の話になるが、一つ当たれば凄い売り上

げになるので、参考にしてもらいたい。 

町内の特有の農産物、しいたけ等を加工した特産品の加工生産ま

では至っていない。現在、町内の特産品としては、鮎帰地区のか

ずら豆腐の加工品、味噌の加工などの特産品が作られ、販売して

いる。今後特産品の加工グループの連絡協議会の会議の際に町内

でも同じような特産品販売に向けた推進ＰＲ活動を進めてやって

いきたいと思う。 
（提案のみで回答の必要なし） 
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乗り合いタクシーについて 
４点ほど質問。まず、小学校へ今通学バスが出ているが、あれ

とは別の意味のなか。私たちのところは百済来だが、百済来から

中学校までがだいたい１０ｋｍ程度。こういった形で定期バスを

運行してお金を取るようになると、二見の方に通うという保護者

が出てくるのではないかと思う。なぜかというと、二見まで５ｋ

ｍぐらいしかない。そういった形で、今までは無料だったので、

産交バスがあっても一応補助金が出て無料ということになってい

た。尚且つ、今度は村に定住する若者が居なくなるのではと思う。

そこが一番心配している。何の利点もなくなってしまう。後継者

がいる意味が無くなるなと物凄く感じる。そういったところの考

えはどう思っているのか。 
 泉と東陽の現状の形態はどのようになっているのか 
 この提案に関しては中学校の保護者、ＰＴＡには事前に説明し

ているのか。 
 こういった形で、乗り合いバスを使ってお金を払うようになる

と、現状、中学校の電車通学の子どもたちがいると思うが、それ

には補助金が出ていると思うが、そっちの絡みもお金が必要にな

ってくると心配している。 
 
 

 

１点目は先ほど答えたとおりで、それから、百済来の方から乗

り合いタクシーに今度は変わってくるということで学生に運賃が

発生するのではと思う。もちろん今までの産交バスも運賃が発生

しているわけだが。それについて、定期を市の教育委員会の方か

ら買って渡しているので、同様の取扱いになるという事になるの

で、負担はまったく無いということになる。 
 それから、泉・東陽のバスの運行状況については、今、東陽の

方が河俣まで行く便が１便。それから泉の方が、栗木・河合場・

岩奥に行く便が３便ある。これについては、基本的な考え方とし

ては、東陽の温泉センターで止めて、それから泉も東陽も乗り合

いタクシーで行くということになる。ただ、八代農業高校の泉分

校というのが支所の先にあり、通学で３０人近くの生徒が利用し

ている。立って乗っていく状態である。これを乗り合いタクシー

でやるとなると逆に金がかかるということなので、これについて

は普通の産交バスで運行する考えである。 
新しい形態については、３、４ページに書いているので、同じよ

うな考え方で設定しているということになる。 
 それから、３番目のＰＴＡに説明しているのかということだが、

校長先生には以前から話をしていたが、実はＰＴＡの保護者には

全員ではないが、バス通学に関係している保護者に集まってもら

い、いろいろ意見を聞いた。その中でどうしても問題なのが部活
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対応である。部活が基本的には１８時に終わるが、ただ、今度の

土日が中体連ということで、特異的に１９時まで練習をするとい

ことで、非常に遅くなる場合がある。その辺りにバスの時刻を設

定した方が良いのか、それとも地域住民の利用に合わせるのか、

結局地元住民の利用があるので、非常に部活の基本的な考え方、

地域の方々の利用の状況、その辺りのバランスをどうやって取っ

たらいいか苦慮したところである。そういった形で、いろいろな

意見も聞いた。ただ、今回、先ずはスタートラインに着くという

ことで、運行する中で要望があったら見直していきたいというこ

とで話をしている。 
 それから４番目のＪＲの通学の利用者はどうかということだ

が、これについても、今回の乗り合いタクシーについても同じよ

うになるので変更はないということになる。 
運行回数の確認だが、１番の百済来～坂本線が運行回数４回と

書いてあるが、これは片道なのか。往復なのか。 
往復になる。 
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事業主体は八代市。運行主体で道路運輸法に定める云々とある

が、バスは産交バスと考えてよいのか。それとジャンボタクシー

について業者の選定等についてはいろいろと検討しているのか。

かなりのタクシー業者がいるので、そこら辺を伺いたい。 
 

通常２１９を通って坂本駅まで来るバスは産交バスが運行され

る。それから、大門瀬に来るバスもそう。それ以外の今日説明し

たルートについては、乗り合いタクシー事業者ということになる。

実はこれに係る予算は、６月の定例議会に予算を計上している。

今月中に決議されれば執行できる。業者については、道路運送法

に基づく許可が必要。通常のタクシーの許可と乗り合いのタクシ

ーの許可が必要。選定にあたっては入札になる。ただ、許可を取

るためにいろんな条件がある。事業所がなければならないとか、

いろいろ条件があるので、そのあたり条件をクリアした業者が選

定されるということになる。 
先ほど運行回数で、中学生とかスクールバス経由ですれば一日

４回の内の朝と夕方の生徒に合わせた時間になっていると思う

が、それ以外の２回というのはどのように考えているのか。 

基本的に朝夕が学生だけというわけではなくて、一般の方も、

もちろん利用できる。それ以外の便については、朝病院に行って

用事を済ませて帰る時間帯と、その途中の空いている時間帯。昼

と夕の間の時間帯ということになる。 

住民自治によるまちづくりの推進について 
特になし 
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その他 
審議会について、６つ予定された協議事項で、例えば（１）八

代市地域福祉計画を見ると、これは八代市全体のことである。も

ちろんこれは地域審議会をして、建設計画等で八代市全体の事項

に関わるべきことはもちろんであるが。これは坂本地域の審議会

であるから、特に坂本地域のことに関心がある。今述べた（１）

にしても、八代市全体のデータを出してもらうことはありがたい

ことであるが、同時に坂本のデータを出してもらえばありがたい

なと思う。なぜこのようなことを話すかと言うと、坂本町の高齢

化率が出てきたと思うが、この実態を掴むのは坂本町の現場は難

しい。八代市役所のソフトも一括して坂本が現在どうだよという

のはデータが出づらいという感じを持っている。私たちも私たち

なりに加工しないと、坂本町の例えば高齢化率は出てこないと思

う。そういうことで、今後地域審議会で八代市全体のデータを出

してもらうのはもちろんだが、坂本のデータについても可能な限

り具体的に説明してもらうと、私たちが期待しているとこが分か

ってくる。 
 この審議会について承知かと思うが、たしか１７回から３１回

の８ヶ月、１５回の審議会でこの地域審議会について検討したか

と思う。これに一番こだわったのが旧坂本村。坂本村がなんだか

んだ言ったおかげで８ヶ月３１回まで延びた。その成果は何かと

言うと、第２号の所掌事務だったと思う。審議会が当該区域に関

最初の計画等の説明の件でデータについて市全体のものも必要

だが、それぞれの地域についても説明してほしいということにつ

いては、資料等についてはそれぞれの地域についても説明できる

ように準備したいと思う。 
 指摘のとおり各地域６地域から出た意見といのは、尊重して市

長に届いているのか。それが市政に反映されているのかというこ

とについては、各担当者のレベルの会議の中で、どうしたら意見

を反映できるか。まだ、なかなか答えが出てない。諮問が無けれ

ば開催できない。それに対して答申をもらう。今まで２回しかも

らってない。諮問が無ければ開催できず、予算を計上してても、

予算が余れば議会の決算審査委員会等で、地域審議会は何をして

るのかという意見もでている。地域審議会そのものの運営につい

てこれまで担当者レベルで議論した。そこで出た意見の中で、地

域審議会の動きそのものについて市の職員もまだ理解していない

という意見もでた。もっと職員も理解しないといけない。各支所

の祭りの予算についても、一律４００万円カットということで、

そのように大事なことは地域審議会に諮って意見を聞いてそれで

カットするのなら分かる。そういったことを是非配慮してもらい

たいと思う。 
そういったこともあり、もう少し地域審議会そのものに重みを持

たせるために職員全体が取り組んでいかなければならないという
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わる事項について市長に意見を述べることが出来る。これが提案

だったかと思う。今述べた８ヶ月１５回の旧坂本村の主張でこれ

がなお書きで、「なお、市長は審議会から出された意見について

は出来るだけ尊重するものとする。」これを入れるのになかなか

効率悪い。結果的にこれが入っただけ。８ヶ月を経てなので、こ

ういう関係から考えて、この審議会出された意見については市長

が尊重するという文言が現在どの程度活かされているのか。具体

的な事例があれば教えてほしい。 
現在の審議会はなんとかかんとかの報告のみ今は。坂本独自の

課題について審議検討するという機会は殆どなくて、もちろん市

長に意見をまとめて述べるという機会は全然なかったかと思う。

そういうことで、修正提案のなお書きのこの文言が現在どの程度、

ほかにも審議会が５つありますがそこから出されているのかそこ

ら辺を教えてほしい。 

ことで、職員に周知を図った。市全体に関わること、地域の重要

な施策については必ず地域審議会に諮ってくれということで、部

長名でお願いした。その通知文を出したということ今回これだけ

のボリュームのある内容になっている。 
 これからも、地域審議会の運営については検討しなければなら

ないと思っているが、委員の意見をもっと反映できるよう今後も

努力していきたいと思っている。地域審議会の意見を早急に反映

できる仕組みを作りたいと思う。 
 

  

  

 


