
1 

 

第１６回 坂本地域審議会会議録 

開催日時 平成２３年 １月１２日（水） １４時００分 ～ １６時００分 

開催場所 坂本支所 ２Ｆ会議室 
 

 ■ 出席委員 

会 長  青木 征雄 委 員  平田 由美子 委 員  山本 健之 

副会長   渡瀬 隆 〃  末永 みてる   

委 員  坂口 歩美 〃  宮川 荘一   

〃  谷口 信吾 〃 宮﨑 ふるみ   
 

 ■ 欠席委員 

委 員  山口 清一郎 委 員   松村 政利 委 員  
 

 ■ 出席職員 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

支所長 中田 正春 地域振興課長 松本  浩 

総務振興課長 丸山 平之 地域振興課主査 村上 修一 

市民福祉課長 鶴田 英治 総務振興課主任 井戸 康雄 

建設事務所長 山口  修 水道局長 松本 貞喜 

農林水産事務所長 橋本 勇二 水道局次長 宮本 誠司 

総務振興課振興係長 南 和治 水道局簡易水道係 瀬戸口 渉 

総務振興課主任 東 誠也   

  

■ 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 １ 名 
  

■ 協議事項 

 

 

 ① 水道料金の改定について 

 ② 市民事業仕分け結果について 

 ③ 住民自治によるまちづくりの推進について 

 ④ 荒瀬ダム撤去地域対策協議会第２回報告について 

 ⑤ その他 
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■ 議事録 

 （総務振興課長） 

 皆さんこんにちは。定刻を過ぎていますので、皆さんおそろいじゃありませんが始めさせ 

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１６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頄の第７条第 

３頄により、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。それでは協議事頄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頄の第７条弟４頄に「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１の「水道料金の改定について」事務局より説明をお願いいたします。 

（水道局） 

  水道局より資料に基づき説明 

（青木会長） 

 それでは、水道料金の改定について何かご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

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。 

各地区には既に資料を配布してあるんですよね。 

（水道局） 

 １月下旬からお知らせをする予定でいます。方法としましては、ケーブルテレビとチラシ、 

ホームページの方でもお知らせします。 

（山本委員） 

 今、坂本地区に３１の簡易水道があると言われましたよね。それと坂本にはそれぞれの部 

落で管理しているものもある。それに関しては、簡易水道の料金が変わる前に部落の担当者 

なんかに、水道料金が変更になるので一緒に入りませんかとか。加入の手続きとかまずされ 

たのかなというのが一つ。今、八竜小学校と坂本中学校も簡易水道だと思うんですけど、球 

磨川の水を併設した形で地下水ポンプでくみ上げて使っている状況なんですけど、水質がど 

うなのかなというのが疑問に思うので、調査は毎月、毎年行っているのか。 
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 （事務局） 

 集落水道は簡易水道と別ですので、料金改正を前提として、簡易水道に加入しなさいとい 

った干渉等はしておりません。 

（水道局） 

八竜小学校と坂本中学校の水質検査についてですけれども、こちらについては市の簡易 

水道ということで、毎月水質検査を行っています。 

指標菌検査を年４回行っている。水質的には今まで問題はない。 

（青木会長） 

学校は学校で検査を行っているのか。 

（水道局） 

毎月の使用水量が２０ｔを越えると専用水道に該当しますので、その施設の責任者が検

査を行う。 

（宮川委員） 

今の簡易水道の件ですが、うちの部落は西鎌瀬でありまして、水道について問題があり 

まして、西鎌瀬についても独自で維持管理を行っている。将来のことが心配ですので、簡

易水道に入りたいということも言っている。そのあたりできるのか。以前にそういうこと

を言ったところが、２１９の国道があって中津道があるわけですけれども、その中津道の

簡易水道に合併させてもらえないだろうかと要望したんですけれども、経費が係るという

ことでなかなか難しいといったところですね。将来的には地元で維持管理できないんです

よ。そういうことで、住民の方がそうしてもらいたいといった意思なんですよね。その当

り簡易水道に加入できるのかそのあたり聞きたいんですが。 

（事務局） 

今まで坂本地区で、地区の水道を簡易水道で受け入れるときに、どういた条件を付けら 

れて受け入れをされたのか。例えば、施設を受け入れるからには、施設の改良をやって、

簡易水道に改良した形で受け入れをすると。あるいは、受け入れをしたならもちろん水道

料金はあった形でお願いするということになります。施設がどの程度まで整備されてい

て、整備をどういった形で行うのか。全部市でやるのか。あるいは、地区の方である程度

整備を行ってもらって受け入れるのか。その辺が他の地区がどうされたかによって変わっ

てきますので、ちょっとこの場で具体的にはお答えできないんですけど。 

（事務局） 

後日、要望があれば簡易水道係の方と詳細は話してもらって、地区と市で協議を行い進

める必要があります。担当がおりませんので、今日お答えすることはできませんが、ご了

承いただければと思います。 
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 （事務局） 

 先ほどの、山本さんの質問は、簡易水道と地元の水道２つある場所がありますが、そこ 

の地区の簡易水道への加入なのか、それとも未普及地といいまして、簡易水道が普及して 

ない地域。行政が管理していない地域がまだあるんですよ。そういった地域の加入促進の 

意味での質問なのか。どっちだったんでしょうか。 

（山本委員） 

未加入のところ。百済来でいえば、山口地区。 

（事務局） 

局長のほうから坂本は３１箇所。１００人未満の箇所が２箇所ということで、３３箇所 

あるわけですよ。水道普及率からいえば６０数％ある。行政が管理している分は。 

残りが３０数％だったと思います。そこについては、水道計画ということで年次計画で 

計画的に整備していこうということで入っておりますので、そのあたりは随時計画的に未

普及地の解消ということで、やっているという事になっています。私は維持管理のみの方

を担当しておりますけれども、そういった政策的な面は水道局の方にお願いしてやってい

ただいておりますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。 

（谷口委員） 

 メーター対応料というのがありますけれども、そのメーターについて確認ですけれど

も、メーターの交換時期とか定期的な点検の内容について教えていただけませんでしょう

か。 

（事務局） 

 メーターについては計量法というものがありまして、８年に１回交換するようになって 

います。 

（末永委員） 

 料金なんですけれども、理屈では市内も山の方も料金は同じということは分かるんです 

けれども、山の方に住んでいて、市内と水道料金が同じかなと、少し納得できない部分が 

あるんですよね。審議会のそのような話は無かったでしょうか。平等の料金で皆さん賛成 

されたんでしょうか。 

（事務局） 

 まず、今回検討されたのが簡易水道ということで、坂本地区。八代地区というのは市内 

ではなくて二見地区４４世帯の簡易水道。だから、上水道とはまた別個なんですよ。 

上水道は特別会計ではなくて、企業会計になってまして、完全に独立してやっているんで 

すよ。一般の受け入れもないし、それとはまた別と考えていただければならないんですよ。 

今回説明した集落は条件的に同じということで、統一されてますよね。 

（青木委員） 

 簡易水道の料金改定についてはこれでよろしいでしょうか。 

 次に市民事業仕分け結果について事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

 事務局より事業仕分け結果について資料に基づき説明 

（青木会長） 

 地域審議会は今のところ、八代市の決定事頄の報告に終わってるんじゃないかと危惧も

しておりますし、なかなか意見を討議して行政に上げるということは今の所行ってないよ

うですね。といった指摘もあるんじゃないかと思います。今後審議会の重要性というのを

充分考えて、次につなげていくということが大事ではないかなと思います。 

 なかなか、今までご意見を出していただきたいなということもありましたけれども、な

かなか意見も出ないということで、今後そういったことで取り組んでいく必要があるんじ

ゃないかと思います。そういうことで、如何にこの審議会の内容を住民に周知していくか

が重要ということで、今回はさっそくケーブルテレビからお見えになっています。皆様の

審議会に対して感じておられることなどご意見を出していただければと思います。 

（谷口委員） 

審議会が市民の皆さんに周知徹底する方法として、審議会の議事録とかが八代市のホー 

ムページを辿っていくとそういう頄目があります。内容的には会議が終わった後何日くら

いでホームページにアップするということを決めておいてもらうと、会議の内容というの

が議事録で一応分かるかと思いますが。 

（事務局） 

 今言われましたように、八代市のホームページに地域審議会の議事録を掲載するように

なっています。現在、掲載時期がバラバラになっていますが、できるだけ速やかに載せる

ようにしたいと思います。 

（渡瀬副会長） 

 地域審議会が発足した当時の状況。具体的にこういうものを審議してこうするんだとい

う決まったものはなかったんだろうと思います。 

審議会のスタートというのが、市長の諮問機関という形で発足していると思います。合

併当初それまで各市町村でやってきた事業あるいは生活面に関する諸問題等について、急

に合併後そこら辺のところが日陰になって辺が落ち込んでいって、段々と住民と接点が無

くなって行くんじゃないかという危惧があったんじゃないかなと思います。そういう風に

私は認識をしたんですが。そういうことで、その当時の合併の後で地域審議会なるものが

各支所に発足して現状に至るというわけですが、今、問題の改善策ということで掲げられ

ますと、なるほどなと心当たりにするわけですね。今会長が言いましたようにたしかに審

議会というのが、諮問されたことについて審議して答申するということで当初考えていた

ものですから、細やかなことに審議会で問題定義したり、課題を挙げたりしながら審議を

したということはあまり無かったんじゃないかなと思います。 

そういう面では、改善策で４件ということで挙げてもらっていますし、長い目で見れば 

こういう取り組みを今までやってきても良かったんだなと、反省もしながらいろいろ心当 
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 たりを自分自身あたっているところですが。まだ、はっきり分かりませんけれども。こう 

いうことが一つずつ出てきますと、やりやすくはなっていくのかなと思います。 

（青木会長） 

 地域審議会も一つの過渡期かなと。渡瀬さんがおっしゃったとおり合併してから、住民

の意見を吸い上げるとか、市長の諮問に対して上げると。そういうことで住民と行政が離

れないようにということで発足したと思いますが、それが今諮問というのも殆どありませ

んし、一つの過渡期かなと感じております。改善策が出ておりますのでこれに沿って、地

域審議会はまだ発足しといて重要な部分が充分あると思いますので、その辺りを活かして

行く必要があるんじゃないかなと思います。 

（事務局） 

 たしかに今副会長さんからご説明がありましたように、合併前は地域審議会に対する思

いというのは非常に強かったですね。例えば、議会議決の問題であるとか、審議会がある

から市民の声が発揮できるよといったことがあって、この合併が成就している。また支所

の組織の過程とか、地域審議会があるからしっかりと市民の声が市長のほうに反映できる

よという強い思いがありまして合併しました。しかし、蓋を開けてみれば反映できるよう

な仕組みにはなっていないのではないかというご指摘があったのも事実であります。 

私ども行政側としましても、地域審議会をうまく活用できていなかったことは非常に反

省しなければならない点だと思っております。今回、市民事業仕分けということでゼロベ

ースで市民の目線で見て頂いて、改善策を渡してまいりましたので、改善策をしっかり遵

守しまして、さらに地域審議会の担当者会議を開きまして、率先して進めるということを

しっかりと確認できるように努力してまいりたいと思います。 

（末永委員） 

 改善策ということで２番目の、私たちは、各種団体の代表者であり、その各団体の会議

の時に、地域審議会のテーマを提案し、その意見の集約を図ってもらう。とありますけれ

ども、テーマというのは今日みたいに通知が来た議題をテーマとするという意味合いなの

でしょうか。 

（事務局） 

 地域審議会で協議していただく事案については、事前に資料を配布していますので、事

前に各種団体で議論いただければと思っております。その意見を持ち寄って地域審議会で

お話いただければと思っております。また、地域の課題等についても委員さん方だけでは、

なかなか見出せない部分もあるかと思いますので、各会議の場で委員さんたちの意見を集

約して、地域審議会で審議し、議題として意見を求めて行きたいと思っています。 

（青木会長） 

 今、説明があったとおりですけれども、意見を集約するというのは大変なことなのかな

と思います。 
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 （末永委員） 

 各種団体の会議に沿った議題ならいいんですけど、会議と関係ない議題の意見を集約で

きるのかなと疑問があります。 

（青木委員） 

 この議題について会議にしましょうじゃなくて、こんな議題が上がってますよ。出ます

よ。ということで、皆さんはどのように考えますかということで意見を聞かれるのもいい

かと思います。ただ、審議会に出席するためだけに会議開かなければならないかというの

もありますけれども。 

（末永委員） 

 会議自体は大丈夫だと思うんですけれども、議題自体が自分たちの団体の中で話をした

ほうが良いのかな、悪いのかなという議題もあるんじゃないかなという思いがあるもので

すから。 

（事務局） 

 その件については、担当者会議の中でも、委員さんに通知を出すときに議題の頄目だけ

を出しても中身が分からず事務局に尋ねなければならないものもあるのではないかとい

う意見もありました。 

この件につきましては、いろんな改善策を事務局としても考えていかなければならない

と思っています。できるだけ多く事前に資料をお配りして、それについて持ち帰って議論

していただくとうのも一つの手でありまして、今後検討していきたい。 

（青木会長） 

 事務局も大分頭を悩ませておられるようで、審議会を活かせるように、今後の課題とい

うことで考えていただければと思います。 

（宮崎委員） 

 各団体の代表者と言われても、私は代表者じゃないんですよね。 

（事務局） 

 今言われましたように、各団体を代表してという発現になると、その会で決定したりと

手続きとか、硬くなりますので、皆様を員として選ぶときには団体等を考慮しているわけ

ですけれども、会議して話しあってきてとは、時間的にもですね議案を提案して資料を配

布してとなると無理ですので、それぞれの立場に立ってですね、広く自分の経験とか形式

とかを持って発言されて、それぞれの立場でいいと思います。そうじゃないと、議決を得

てとかすると時間もありませんので、自分の良心にそって発言していただければと思いま

す。 

（青木会長） 

 お互いに住民にも行政にも審議会が活かせるように、改善を図っていっていただければ

と思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

次に入って行きたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 次に第３の住民自治によるまちづくりについて事務局説明をお願いします。 
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 （事務局） 

 事務局より住民自治によるまちづくりについて資料に基づき説明。 

（青木委員） 

 モデル地域についてですが、３月の決定後ではないですよね。決定前に審議会に諮ると

いうことですよね。 

（事務局） 

 そうですね。３月に住民自治推進団体連絡会議が開催されまして、その件も踏まえても

う一回地域審議会で説明させていただくということになります。その後に市長のほうがモ

デル地域については指定を行うということになると思います。 

（青木会長） 

 今いくつ位指定の予定はされてますか。 

（事務局） 

 １２月２２日に住民自治推進団体連絡会議を開催させていただいて、先行モデル地域の

指定にあたっての市の考え方というのを説明させていただいたんですけれども、その中で

は、校区の意見を尊重したいということで、数は決めていない。あくまでも、校区の意見

を尊重して、先行モデル地域を受けたいと希望があれば尊重してやっていきたいというこ

とになります。 

（山本委員） 

 交付金の関係ですけれども、一律補助３年間で基礎額1,500千円という話ですけれども、

例えば坂本地区は８校区ありますよね。その中で８校区の内どこかが手を挙げたならば、

そこに1,500千円をあげますよという話なのですか。それとも、1,500千円使わなくても全

体が1,500千円で、それを４つの校区が手を挙げてきたからそれぞれ分配してやるよとい

った形の交付金なのでしょうか。 

（事務局） 

 予定としましては坂本校区で1,500千円ということで計画をさせていただいています。 

もし、坂本校区の中で３校区だけが先に、モデル地域として先行してやるよということで

は、補助金の仕組み自体が違ってきますので、坂本地域がモデル地域としてやるよという

ことになれば、８校区一緒に一斉にやるよということで調整をしていただければと思いま

す。 

（青木会長） 

 坂本全体で1,500千円ということになりますので、８校区に分配して行っていけばいい

ということですね。 

（渡瀬副会長） 

 この、別紙２の年度別に網掛けは何か意味があるのか。 

（事務局） 

 別紙２につきましては、あくまでの例としてあげてるいだけです。 

 

 

 

 

に 
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（青木会長） 

 これで進んでいくということで、２月末に校区会と振興会で意見をまとめて回答する

ということで、それを３月上旬に連絡会議の方に上げるということで、またそれが決ま

りましたら地域審議会の方に説明があり、説明後に市長の方でモデル地域を指定すると

いう段取りになっているようであります。 

（青木会長） 

 次に議題４の荒瀬ダム撤去地域対策協議会第２回報告について説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき荒瀬ダム撤去地域対策協議会第２回報告について説明 

（青木会長） 

 この協議会の会議は今後も続けていかれるのか。 

（事務局） 

 当初は平成２３年度末までということで設立されましたけれども、第１回目の協議会

の中で、それまでに終わるのはいかがなものかというような意見がありまして、その中

で延長するかどうかは協議するということで付議されております。継続されるかもしれ

ないということです。 

（谷口委員） 

 荒瀬ダム撤去に伴う水利の低下で百済来川の下流のクレオン、温泉センターの下辺り

の川原が雑草だらけでどうしようもない感じになっています。これを見ると球磨川沿い

だけしか対照になっていない様な気がしますが、結局水利の低下に伴うクレオンの下と

かが川幅２ｍ位しかないもんですから、その他は雑草だらけになっています。後々は佐

瀬野地区あたりも同じ状況になっていくのではないのかなと思います。そういった、雑

草等の対策はどのようにお考えでしょうか。そうじゃなかったら取り組みに入れてもら

いたい。 

（事務局） 

 百済来川の残土除去等は対象になっていますので、今年まで位には取られるんじゃな

いかと思います。その後の雑草等の除去についてはまた別の管理上の問題になってくる

と思います。他の百済来川とか鶴喰川とか地域要望の中でも、堆積土砂があってそこに

雑草が生えてということで対策を求められてますけれども、管理河川ですので、管理者

に支障があればお願いするということになります。 

（青木会長） 

 ダムには関係ない問題は別として、それはそれで要望していくべきだろういうご意見

も頂いてますが、ダムを撤去される関係でこんな問題が出てきているということでしょ

うから、その辺は、含めて検討するべきじゃないかなと思います。 

 ダム問題については対策協議会等で専門的に県と要望等も出されて検討されてます。 

（事務局） 
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 この問題に付きましても、できるだけ住民の方に広く周知を図りたいと思いますので、 
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会議の模様をケーブルテレビで放映しておりますし、今度は住民説明会もありますので、

是非他の方々にも声をかけて頂いてですね、１月２０日の住民説明会とかですね。そうい

くことで、行政の方としましても広く周知を図っていきますので、皆様方も周知をお願い

いたします。 

（青木会長） 

 １月２０日に坂本中央公民館で地元説明会がありますので、周知を図ると伴にご意見等

があれば何か上げていただければと思います。 

 次にその他何かあれば事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 アンケート調査について説明 

（青木会長） 

 次回の開催について事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 次回の開催については、３月に先行モデル地域について皆様にお諮りしたいと思います

ので、３月中旬頃を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

（青木会長） 

 次回の開催は今、説明があったとおりです。今度はすぐに３月に開催ということです。 

住民自治の先行モデル地域の説明があり、市長が認定するということですのでよろしくお

願いします。 

日程が決まりましたら皆様に通知が届きますのでよろしくお願いいたします。 

それでは今回の地域審議会はこれで終わりたいと思います。お疲れさまでした。 

 


