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■ 協議事項 
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■ 議事録 
 （総務振興課長） 
 皆さんこんにちは。定刻前でございますけれども、おそろいのようですので、始めさせて

いただきます。 
 本日はご多忙のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。第１５回坂本地

域審議会を開催させていただきます。本日は１１名の委員の中で９名のご出席となり、委員

の２分の１以上のご出席を得ておりますので、地域審議会の設置に関する事項の第７条第３

項により、本日の審議会が成立しますことを報告させていただきます。 

 はじめに、青木委員長からご挨拶を賜りたいと思います。 
（青木会長） 
  ～青木会長挨拶～ 
（総務振興課長） 
 ありがとうございました。それでは中田支所長ご挨拶をお願いいたします。 
（支所長） 
  ～中田支所長挨拶～ 
（総務振興課長） 
 ありがとうございました。それでは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条弟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。 
（青木会長） 

 それでは早速審議に入っていきたいと思います。 

 まず、議題の第１「第２次八代地域福祉計画について」事務局より説明をお願いいたしま

す。 
（障がい福祉課） 
 障がい福祉課より資料に基づき説明 
（青木会長） 

 ありがとうございました。いきなり資料を説明されても分からないということで、事前に

資料も配布されておりますので、即ご意見をお聞きしたいと思います。 

 急にご意見をといいましてもなかなか難しいかと思いますがよろしくお願いいたします。

（谷口委員） 

 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りますが、ある程度坂

本地区なんかは自主防災組織という組織が組織されていると思うんですが、これは八代市全

体から考えられて４０％あるなしくらいかと思いますが、この組織の中でこういった組織も

ありますよとか、しないとか、できてるところとか、無いところもあるかと思いますが、ど



 のような位置付けといいますか、そういのに利用できないのかとか伺いたいと思います。

（障がい福祉課） 
自治防災組織については、防災危機管理課というところが担当しておりまして、全部の

地域でできているかといいますと、そうではないと思っております。 
それは、今進めていっている段階でありまして、今後全ての地域で出来たらということ

でやっておると聞いております。 
この災害時とか緊急時における支援体制ということに限って申しますと、今、障がい福

祉課と高齢者の担当課で非難支援計画の個別計画を今やっておりまして、これもなかなか

全ての方、対象者の全員の方に計画が出来上がっているかというとこれもまだ入口の段階

で今後もっと進めていかなくてはならないなという段階でございまして、全体的に申しま

すと、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いいますと、まだ、非常に

段階的には第一段階といいますか、手前の段階にあると思っております。 
（青木会長） 
 これからこれで推進していくわけでしょうから、いろんな段階的がありますよね。その

ための縦割りじゃなくて、いかに横に連絡網を作っていくのが大切だと思います。 
 これからということですね。 
（障がい福祉課） 
 今の件で申しますと、防災危機管理課と私どもの周囲の関係課は一緒になって進めてお

ります。 
（青木会長） 
 支援弱者は年々増えてきておりますね。坂本はやっぱり高いですね。４５．５％ですか。

約半数近くは６５歳以上ということで、私も６５歳になりましたのでその中に入るんです

かね。 
 他にご意見がなければ次へ進ませていただきたいと思います。 
 それでは議題の「次世代育成プランについて」説明をお願いします。 
（こども家庭課） 
 こども家庭課より資料に基づき説明 
（青木会長） 
 ありがとうございました。只今ご説明がありました「八代市次世代育成支援後期行動計

画」について何かご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 
（谷口委員） 
 ２ページ目の下のほうの課題についてですが、いろいろ計画が書いてありますが、認知

度が低いとか、ＰＲが必要とか、漠然としているかと思います。どういう方法で広報して

きた後に認知度が低かったのか。それとか、啓発・啓蒙そういうのがどういった方法が今

まで採られてきていたのか。これからどのように対処して、どういう方向で、例えばＰＲ

をどうするのかというのがあったら聞かせてください。



 （こども家庭課） 

 周知につきましては、アンケート調査を行いましたその中で、例えば制度を知らないと

か、場所を知らないとかというような回答が多かったものについては、推進が足りないな

ということで回答に上がってきたところでありますけれども、もちろんファミリー・サポ

ート・センターにつきましても広報誌あるいはホームページの方でもご紹介をしてきたと

ころなんですけれども、ご存知でない方、そういった方々については、まだまだなのかな

のかなというところがございますので、さらにどういう方々に使ってもらえるのかいろい

ろな形でＰＲしていかなければならないと思っております。 

（谷口委員） 

 今まで、広報とか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を頻度を

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、これからの課題だと思いま

すが。 

 それともう一つ、啓発とかなかなか誰かが言っていかないと進んでいかないかと思いま

すが、いろいろ考えて頑張ってください。 

（こども家庭課） 

 それから、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ま

してですね、年数がまだ浅いということもありますので引き続きＰＲしていきたいと思い

ます。 

（青木会長） 

 なかなか今は文章とか資料とか読まないですよね。それと、インターネットもあまり普

及してないんじゃないかな。坂本でどのくらい普及しているのか分かりませんけどね。 

 ホームページもほとんど見てないんじゃないという気がしますけれどもですね。 

 周知方法とういうのを検討する必要があるのではないかと思いますね。 

（こども家庭課） 

 坂本、東陽、泉にはケーブルテレビがありますので、ケーブルテレビの活用も検討した

いと思っております。 

（青木委員長） 

 そうですね。いろいろな方法があると思いますので、ケーブルのインターネット入って

いる方が実際ホームページを見るのかどうか疑問ですね。 

 他に何かありませんでしょうか。何かあればまた後からでも聞いていただければと思い

ます。ないようですので、３番目の「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」ご説明をお願いいたします。 

（企画調整課） 

 企画調整課より資料に基づき説明 



 
 
（青木会長） 
 ありがとうございました。 
 それでは、ご意見、ご質問とかありませんでしょうか。ありましたらお願いいたします。

 ６月下旬の地域審議会での報告というのが今日ですよね。それから７月に県への報告。

（企画調整課） 
 ７月から県との協議を進めていく予定としております。 
（山本委員） 
 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ますが、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んですか。 
（企画調整課） 
 今、各支所調整をしながら意見を集めているところでありますが、市道、林道ですとか、

坂本で見てみますと、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ところ

です。 
（山本委員） 
 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いいなと思っていま

すので、一回見てもらって検討していただければと思います。 
（企画調整課） 
 坂本中学校の改修についてはプールの所も入っていたと思いますが、すみません。詳し

い資料を今日は持ってきておりませんので確認できませんけど、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っています。個別の事業につきま

しては教育委員会の方で行っていくと思いますので、本日のご質問の件は調べてお伝えし

たいと思います。 
（青木会長） 
 支所の方でもその辺は把握できているのか。 
（総務振興課長） 
 計画は担当の方に聞いているところです。 
（青木会長） 
 他に何かありませんか。 
（山本委員） 
 これは、後からの議題に出てくると思いますが、コミュニティバスというか、そういう

形での話が出てくると思うんですけれども、そのときに、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きますけれど、お金が必要になってきますよね。なんか学生

にも６割程度の負担があるみたいで、そういうところに過疎債を活用して、中学校の通学

費とかに賄えればそういったとこにも使ってほしい。 



 （青木会長） 
 後で、乗り合いタクシーについては出てきますが、辺地とかを活用できないだろうかと

いうことですね。 
（企画調整課） 
 ソフト事業に係ってくると思いますが、起債についての考え方についてですけれども、

市道、林道をイメージしていただくと分かり易いかと思いますが、今いらっしゃる方、将

来的にも受益を受けられ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

されます。 
 今回、ソフト事業の充当につきまして総務省の方では、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いうことで回答をいただいているところ

です。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ても妥当性のある事業を対称にして計画いる。そのようなこと

から、乗り合いタクシー、経常的な運営については少し検討が必要。充当は難しいのかと

いうスタンスで考えております。 
 今回、過疎計画を策定する中で県との協議を進めていきますので、その中でも具体的な

協議を行っていきたいと思います。 
（青木会長） 
 今の話から言えば厳しいのかなといった感じですね。 
 他に何かありませんでしょうか。 
 無ければ次に進めたいと思います。 
 次が「平成２２年度の主要事業」について総務振興課よりご説明をお願いします。 
（総務振興課） 
 総務振興課長より資料を基に説明 
 坂本支所農林水産事務所の事業については農林水産事務所長より説明 
 坂本支所建設事務所の事業については建設事務所長より説明 
 坂本公民分については総務振興課より説明 
（青木会長） 
 ありがとうございました。 
 それでは、ご質問・ご意見がありましたらお願いいたします。 
（山本委員） 
 建設事業についてお聞きします。１１番から１６番までが建設関係の事業だと思います

が、女原から大門瀬線までの旧田上と百済来になるんですけれども、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います。道路があまりにも狭

いような気がします。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

ろに過疎債使っても、実際生活道路として使っている道路に使ってほしいなという気持ち

があるんですけれども。 



 （建設事務所） 
 今、ご質問があったのは県道のことだと思いますが、県道につきましては、県の管理で

事業を進めてもらっているところですが、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ります。そのときに坂本管内まとめて今の路線につきましても要

望していきたいと思います。 
 ちなみに今の県道の事業で言いますと、芦北―坂本線について重点的に整備を進めてい

ただいております。ここにつきましては、県としても重点的に整備を進めたいということ

です。それと、二見越えの国道に抜ける県道ですけれども、これにつきましても県のほう

で逐一整備を進めるということで、県の方で考えていらっしゃいます。 
（青木会長） 
 他にご意見ございませんか。 
（渡瀬副会長） 
 フォレストとは何か。 
（農林水産事務所） 
 フォレストとは森林ということです。林道関係ですのでこちらの名前を事業名として使

っています。 
（青木会長） 
 他にないですか。 
（谷口委員） 
 ２ページの事業仕分けの件で対象事業数が７５事業となっていますが、対象となってい

る事業は何か分かりますか。 
（総務振興課） 
 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まして、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ます。ので、具体的な事業名は出ておりま

せん。 
（宮川委員） 
 支所の事業についてお尋ねします。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ですけれども、実際はそうではないんですよ

ね。トンネルがありますよね。それから駅の方までと、駅から先の方は洪水で浸水するん

ですが、先ほど改修といわれましたけれども、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ますよね。度々支所に要望書を出

していますが、工事が技術的に出来ないとか言われていますが、技術的に出来ないという

ことはないんですよね。その辺りどのように考えておられるのか。今企業局でかさ上げ工

事をされてますがはっきり分からないんですよね。その２点どのように考えられてるのか

お願いします。 



 （建設事務所） 
 瀬戸石地区が完全に孤立から解消されないというご指摘ですが、正しくそのとおりであ

りまして、段上に道路と集落がありまして、ガード下から潜って集落に入るという特殊な

地形であります。そんな場合どのような形で解消するかとなりますと、跨線橋という形で

の解消をする形になるのか。それとも、今おっしゃったように今やっている工事のように

道路全体をかさ上げするということになりましても、結果的にＪＲの関係があるというこ

とで、その辺の問題を解決する必要があると考えております。 
 それから実際問題、瀬戸石から上流が水没する区間があります。それにつきましても、

延長が来年まで竣工する区間が約１ｋｍということで、これを１０年間でやっていくとい

うことになります。単年度の予算で言いますと９，０００万円前後で、１０年間で９億円

以上の工事費とになります。これにつきましては、旧坂本村時代に計画いたしまして着工

しているということでありますが、実際に瀬戸石を中心とした全線をかさ上げするとなり

ますと、事業費ベースで行きますと相当な事業費がかかるということになります。今、１

０億円近くのお金をかけて１ｋｍ整備してますけれども、その２倍近くの距離、金額がか

かりまして、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

に検討した後じゃないと、なかなか答えは出ないということで考えております。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ります。

じゃあ、今やっている工事が済めばすぐに次の工事が出来るのかといいますと、事業費ベ

ースから言ってもすごく高くなるということもありますので、全体の枠の中で考えていき

たいということが今後の検討課題となっております。 
 ２例目の西鎌瀬地区の市道の件ですけれども、これについては県の方からかさ上げにつ

いての話があっております。これにつきましても地元の説明会等がまだ行われていないと

聞いておりますので、近々に行われるのではないかと考えております。その中でですね、

県としてどのような計画を持っているのかお聞きしたいと思っております。 
 それから、国道との開通につきましてですけれども、これにつきましては、地域要望の

回答にも上げておりますが、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、国道自体の傾斜で

すね。道路の勾配がかなりあるということですので、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ります。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ませんので、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ります。それから、途中に家屋があります。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ります。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

とも出てきますので、その辺も県の提案等を聞きながら判断したいと考えています。 
答えになりませんけれども、現在の状況はそのようになっております。 

に



（青木会長） 
 ありがとうございました。他にありませんでしょうか。 
（山本委員） 
 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ですが、

今、宮原にＪＡのかあちゃん市場等がありますが、具体的な数字までは分かりませんけ

れども、相当売れているみたいで、年間に数億円売り上げがてると聞いたことがあるん

ですけれども。それを坂本でも活かせないのかなと、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なと思います。 
（農林水産事務所） 
 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きましては、

町内の加工グループ関係がありまして、年間数回会議を開かれましたり、先進地の視察

研修をされておりますが、現在のところ坂本町内の特有の農産物、しいたけ等を加工し

ました特産品の加工生産までは至っておりません。現在、ご存知かと思いますけれども

町内の特産品としましては、鮎帰地区のかずら豆腐の加工品でしたり、あとは、味噌の

加工でしたり、そういうところで特産品が作られ、販売いたしております。ただいま山

本委員さんのほうから、ご提案頂きましたので今後特産品の加工グループの連絡協議会

の会議の際にでも町内でも同じような特産品販売に向けた推進をＰＲ活動を進めてやっ

ていきたいと思います。的確な回答となっていないかと思いますが回答とさせていただ

きます。 
（山本委員） 
 宮原のＪＡとかかあちゃん市場とかは、特産品というか、そういうのを売っているわ

けじゃないと思うんですよ。地域や地区の家庭で育てた野菜を売ってるんじゃないかな

と思います。それを監察しているのはＪＡですかねあそこは。ただ、物凄く売れるとい

うことで、国道の両側に店か出来ているので、坂本地区なんかも、自然に優しい野菜な

どのＰＲとか、キッチンハウスもＪＡが出しているんですけど、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ないのかなと思います。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んじゃないかなと思いますので、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います。 
 あと一つですが、今ダムが開放された状態ですけれども、ダムが撤去された後の利用

についてですが、鮎を取って食べさせるところがあるんですけれども、年間２億円の売

り上げているところもあります。そんな感じの、具体的にせっかく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なと思います。今後

の話ですけれど、一つ当たれば凄い売り上げになりますので、参考にしていただければ

と思います。 



（青木会長） 
 これについては回答はいらないですかね。参考にして検討していただければというこ

とでございます。 
 他にないですかね。時間も大分過ぎて参りましたが、質問等なければ、この議題につ

いてはこれで終わりたいと思います。 
 １０分ほど休憩を取りたいと思います。２０分から再開します。よろしくお願いしま

す。 
 
（青木会長） 
 再開したいと思います。それでは、第５の「乗り合いタクシーについて」生活安全課

のほうで説明をお願いいたします。 
（生活安全課） 
 生活安全課より資料を基に説明 
（青木会長） 
 ありがとうございました。それでは、ご質問・ご意見等があればお願いいたします。

（山本委員） 
 ４点ほど質問です。まず、小学校へ今通学バスが出ていますけれども、あれとは別の

意味ですよね。私たちのところは百済来なんですけれども、百済来から中学校までがだ

いたい１０ｋｍ程度ですけれども、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います。なぜかと

いうと、５ｋｍぐらいしかないんですよね。そういった形で、今までは無料でしたとい

うことで、産交バスがあっても一応補助金が出て無料でしたということなんですけど、

こういった形で、お金を取るようになると二見に行く保護者が出てくるのではと懸念し

ています。尚且つ、今度は村に定住する若者がおらんごつなりゃせんかなと。そこが一

番心配しているんですよね。何の利点もなくなってしまうなと。後継者がいる意味が無

くなるなと物凄く感じているんですよね。そういったところの考えはどう思っていらっ

しゃるのか。 
 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には事前に説明されているのか。 
 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いますが、それには補助金が出ていると思うんですけど、

そっちの絡みもお金がいるようになってくるんじゃないのかなと心配しております。 
取り留めも無いですけど、その辺を教えていただければと思います。 
（生活安全課） 
 １点目は先ほどお答えしましたとおりで、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。ということで学生さんに運賃が発生しやせんかと。もちろん

今までの産交バスも運賃が発生しているわけです。それについて、定期を市の教育委員

会の方から買ってお渡ししているということですので、同様の取扱いになるという事に

なりますので、ご負担はまったく無いということになります。 
 それから、泉・東陽はどうかということですけれども、実は３ページの方に．．現在

のバスの運行状況でしょうか。それとも今回運行を見直したものでしょうか。 
（山本委員） 
 バスの運行状況です。 
（生活安全課） 
 バスについてはですね、今、東陽の方が河俣まで行く便が１便。それから泉の方がで

すね、栗木・河合場・岩奥と、そちらに行く便が３便あるということです。これについ

ては、基本的に、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です。ただ、八代農業高校の泉分校というのが支所

の先にあります。通学で３０人近くの人が乗ってくるそうです。立って乗っていく状態

です。これを乗り合いタクシーでやるとなると逆にお金がかかるということがあります

ので、これについては普通の産交バスで運行するというところで考えているところです。

新しい形態については、３、４ページに書いておりますので、同じような考え方で設定

しているということになります。 
 それから、３番目のＰＴＡに説明しているのかということですけれども、校長先生は

以前からお話を聞いていたのですけれども、実はＰＴＡの保護者の方が、全員ではない

んですけれども、バス通学に関係している保護者の方々に集まっていただきまして、い

ろいろご意見をいただきました。その中でどうしても問題なのが部活。部活対応という

ことです。部活が基本的には１８時終わりなんですけれども、ただ、今度の土日が中体

連ということで、特異的に１９時までそういったときはするといことで、そういった場

合には非常に遅くなるという事で、その辺りにバスの時刻を設定した方が良いのか、そ

れとも地域の方々の、結局地元住民の方々の利用がありますので、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

我々も苦慮したところでございます。そういった形で、いろいろな意見も頂きました。

ただ、今回、先ずはスタートラインに着かせていただくと。いろいろ運行する中でご要

望いただいて見直していきたいというお話をさせていただいているところです。 
 それから４番目のＪＲの通学の利用者の方々はどうかということですが、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りますので変更はないというこ

とになります。 
（谷口委員） 
 運行回数の確認ですが、１番の百済来～坂本線が運行回数４回と書いてありますが、



これは片道なのか。往復なのか。 
（生活安全課） 
 往復になります。 
（渡瀬副会長） 
 事業主体は八代市ですよね。運行主体で道路運輸法に定める云々とありますが、バス

は産交さんのバスと考えてよろしいのでしょうか。それとジャンボタクシーについて業

者さんの選定等についてはいろいろと検討されているのですか。かなりのタクシー業者

さんいらっしゃるので、そこら辺お願いします。 
（生活安全課） 
 通常バス、２１９通って坂本駅まで来るバスは産交バスが運行されます。それから、

大門瀬に来るバスもそうです。それ以外の今日説明しましたルートにつきましては、乗

り合いタクシー事業者ということになります。実はこれに係る予算は、６月の定例議会

に予算を計上しております。今月中に決議されれば執行できます。業者さんにつきまし

ては、道路運送法に基づく許可が必要です。通常のタクシーの許可と乗り合いのタクシ

ーの許可が必要です。ということで、その許可を取られるところは取られるという形に

なります。選定にあたっては入札になります。ただ、許可を取るためにいろんな条件が

ございます。事業所がなければならないとか、いろいろ条件がありますので、そのあた

り条件をクリアした業者さんが選定されるということになります。 
（青木会長） 
 他にございませんか 
（谷口委員） 
 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回の内の朝と夕方と

いうか、それは、生徒に合わせた時間になっていると思いますが、それ以外の２回とい

うのはどのようにお考えでしょうか。 
（生活安全課） 
 あとの２回はですね、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んですけれども、それ以外の便についてはですね、朝病院に行って

用事を済ませて帰る時間帯と、あと、その途中の空いている時間帯。昼と夕の間の時間

帯ということになります。 
（青木会長） 
 他にございませんでしょうか。無ければ乗り合いタクシーについてはこれで終わりま

す。 
 次が、最後になりますけれども、「住民自治によるまちづくりの推進について」お願

いいたします。 



（総務振興課） 
 総務振興課より資料に基づき説明。 
（青木会長） 
 これから住民自治によるまちづくりが始まりますが、各住民説明が入ってくるというこ

とです。坂本は７月２１日水曜日。午前９時３０分からということです。 
 今の説明に何かご意見・ご質問はありますでしょうか。 
 これから進めていく事業ですので、段階をおっていくということで、具体的な意見や要

望もとおっていくのかなと思っております。 
 無ければここで閉めてよろしいですか。 
 事務局より何かあればお願いします。 
（事務局） 
 事務局より次回開催当について説明 
（松村委員） 
 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ま

すと、これは八代市全体のことですよね。もちろんこれは地域審議会をしていただいて、

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りますが。これは坂本地

域の審議会でありますから、特に坂本については坂本地域のことに関心があるわけですよ

ね。今申し上げました（１）にしましても、八代市全体のデータを出してもらうことはあ

りがたいことでございますけれども、同時に坂本のデータを出していただければありがた

いなと思います。なぜこのようなことを申しあげるかと言いますと、坂本町の高齢化率が

出てきたと思います。この実態を掴むのはなかなか坂本町の現場は難しいんですよ。八代

市役所のソフトも一括して坂本が現在どうですよというのはデータが出ずらいのかなと

いう感じを持っています。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

は出てこないと思います。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さ

れるのはもちろんですが、坂本のデータについても可能な限り具体的に説明していただく

と、私たちが期待しているとこが分かりますので、よろしくお願いいたします。 
 それから、せっかく村上さんがお出でですのでお聞きしますが、この審議会について皆

さんもご承知かと思いますが、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います。これに一番こだわったのが旧坂本村です。坂

本村がなんだかんだ言ったおかげで８ヶ月３１回まで延びたわけですよ。その成果は何か

と申しますと、第２号の所掌事務だったと思いますが、審議会が当該区域に関わる事項に

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います。今申し上げま

した８ヶ月１５回の旧坂本村の主張でこれが市議に、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です。８ヶ月を経て。ですから、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いただきたいと思います。 
現在の審議会はなんとかかんとかの報告のみですよね今は。ですから、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います。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

えていただければと思います。 
（地域振興課） 
 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けれども、それぞれの

地域についてもご説明いただければということでございますが、資料等についてはそれぞ

れの地域についてもご説明できるように準備したいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 
 ご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ものですから、諮問が

無ければ開催できないもんですから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おりますから、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ございました。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ん

ですけれども、もっと職員にも理解していただきたい。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、地域の大事な活力である祭りの予算を簡単にカット

してよろしいのかと。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ります。そういったことを是非配慮していただきたいなと思います。

そういったこともあったものですから、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ことで、ＩＰＫという周知を図る

ソフトがあるんですけれども、そこで、市全体に関わることですとか、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、部長名でお願いしております。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ます。 
 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おります

が、皆様のご意見をもっと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おりま

す。答えにはなってないですけれども、地域審議会の意見を早急に反映できる仕組みを作

りたいと思います。 
（青木会長） 
 審議会の意見がなかなか反映されないというのが今の現状なのではないでしょうか。 



 我々も、何か審議会に諮る事案があれば事前に事務局の方に上げていただければ、それ

も審議会の中で検討していこうということです。 
 なかなかそれも今は出来ていない状況で、何か検討課題があれば上げていただければい

いなと思いますので、皆様の方からも何かいけんがあれば上げていただければと思いま

す。 
（松村委員） 
 審議の中で一般的な意見としてはでますよね。審議会から市長に対して意見書として今

まで出たケースはありますか。 
（地域振興課） 
 実は泉町から１０月を目標に地域審議会としての意見書を出す計画を予定しておりま

す。 
（松村委員） 
 泉だけですか。 
（地域振興課） 
 今聞いているのは泉だけです。 
（青木会長） 
 次回はまたご連絡をするそうです。長時間にわたりありがとうございました。 
 

 


