
1 

 

第１７回 坂本地域審議会会議録 

開催日時 平成２３年 ３月２４日（木） 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    

副会長   渡瀬 隆 〃  山本 健之   

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 末永 みてる 
 

 ■ 出席職員 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

支所長 中田 正春 地域振興課主査 村上 修一 

総務振興課長 丸山 平之 総務振興課主任 井戸 康雄 

市民福祉課長 鶴田 英治 生活安全課 岩崎 和也 

建設事務所長 山口  修 水道局簡易水道係 松田 仁人 

農林水産事務所長 橋本 勇二   

総務振興課振興係長 南 和治   

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 地域審議会アンケート調査について 

 ② 組織再編について 

 ③ 住民自治組織先行モデル地域について 

 ④ 平成２３年度主要事業について 

 ⑤ 第４期目について 

 ⑥ 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１７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８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１の「地域審議会アンケート結果について」事務局より説明をお願いいたしま

す。 

（事務局） 

 地域審議会アンケート結果について資料に基づき説明 

（青木会長） 

 資料については事前に事務局から送付があっておりますので、皆さん目を通していただい 

たと思いますが、それぞれ皆さんからアンケートを出していただいたんじゃないのかなと思 

います。アンケートについて皆さんからのご意見や他に気づかれたことございましたら何か 

意見を述べていただければと思います。 

（事務局） 

 質問が出ないようですけれども、バス路線につきまして質問等予定されている方がいらっ 

しゃいましたら、担当の方がきておりますので、よろしければバスの関係についてはこの場 

で質問を受け付けたいと思います 

（谷口委員） 

 大体不便という意見があり、便数が尐ないとかタクシーを利用する機会が増えたとかそ 

ういった意見を聞きます。利用される方へアンケートはとったのか。 

（生活安全課） 

 １０月１日からバス路線の見直し、それから坂本町、東陽町、泉町については乗合タクシ 

ーということで新たな交通手段を運用したところです。 
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 その再編するにあたりアンケート調査を取ったかということですけれども、実は坂本町に

おかれましては、乗合タクシーの社会実験が行われたところであります。平成20年から２

１年にかけて実験が行われましたし、その中でアンケート調査も実施されております。と

いうことで、当時社会実験を行われたとき、乗合タクシーに関しましてはバス路線につき

ましては週に１回ということでありました。しかし、週に１回は不便をきたすだろうとい

うことで、週に２回以上で今回設定をさせていただいております。既にバス路線がありま

した百済来から坂本。それから鮎帰方面こちらにつきましては定期の便を設定させていた

だいているところです。設定の経緯としましては、新たな交通機能検討委員会の方々、そ

れから市政協力員の方々そういった方のご意見を拝聴しながら、こちらの方からバスの時

刻表、便数について提案を申し上げ何度もやり繰りしながら協議させていただいた結果で

あります。しかしながら委員さんがおっしゃいますとおり非常に便数が尐ないとか時間が

合わないとか、そういった意見頂戴したところです。早速我々も利用者の意見のアンケー

ト調査を実施させていただいたり、あるいはそれぞれの３町にある医療機関にも意見を聴

取しまして、実は７月１日から見直しをかける予定でおります。見直しの内容と致しまし

ては、まず１点目が鮎帰方面、百済来方面これらにつきましては便数を１便増やすという

こと。帰りの時間帯が非常に遅いというようなご指摘を伺いましたので、帰りの時間帯を

現在１２時半とか１３時半の設定のものを１１時１５分の時間帯に、全部が全部じゃあり

ませんけれども病院へ行って帰りの時間帯に設定をさせて頂いたということが今回の見

直しの内容になります。こういったことで、社会実験、アンケート調査を踏まえて設定い

たしましたが、まだまだ不具合があったということで、再度利用者のアンケート調査を実

施して見直しをかけるということで現在予定しております。 

（山本委員） 

 中学校の部活帰りのバスの件ですが、以前は６時過ぎが最終だったが、今はそれが無く

なったという話をきいたんですけど、最終の便というのは変わってないんですよね。 

（生活安全課） 

 中学校の校長先生からも変わったのかというお尋ねがあったが、変わっておりません。 

ただ、土日祝祭日に午前中部活をして帰る子ども達の時間帯を設定させていただいた。 

（山本委員） 

 あと一点ですけれども、今八竜小学校のバスがありますよね。八竜小学校も大分人数が

減ってきているんですけれども、バスも一緒に中学校の部活帰りの利用というか、今は確

か深水方面だけですかね使えるのは。他のところでも使えるようにできないか。これは最

初の契約段階で使えないというのは分かっているんですけれども、それをなんとかできな

いのかなというのがあって、提案ですけれども。 

（生活安全課） 

 現在、深水方面の中学生に限ってスクールバスの利用しているということですけれど

も、これにつきましても、市のスクールバスについては教育総務課で所管しておりまして、

担当者といつも協議をしているところです。 
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  スクールバスの活用につきましては、車両に対する利用者数が他の路線では多かったり

するということでありますので、今の所目途としましては平成２６年度からはですね、小

学生の数が尐なくなるといいますか、中学生が乗れるような状況になるのではないかとい

うことで、そこらへんを目途に、スクールバスの活用ということで検討しているという状

況です。現状の２５年度まではどうするのかということになりますと、当面は地域の乗合

タクシーを活用した形でお願いしたいということです。詳細につきましては教育総務課に

お尋ねして、必要であれば後日お伝えできればなと思います。 

（谷口委員） 

 便数の増便を考えていらっしゃるということですが。コースの例えば停留所、午前、午

後行って、昼間利用が尐ないとか、そういうところの見直し、間引き運転とか考えられて

いるのでしょうか。 

（生活安全課） 

 現在増便をするといった時間帯はですね、開業時間帯を１１時１５分に変えるというこ

とでお話しましたけれども、その便を増やすということで、その帰りの便も手当てすると

いうことで、往復１便増便ということです。間引くにもですね、どうしてもこの便数は最

低確保しなければいかんということで、間引きようがないというような現実と、もう一つ

は、大門瀬行き、それから、駅の方を通って坂本駅まで来る便がありますけれども、バス

の時間にすぐに乗り継ぎできるようなことで乗合タクシーの時間を設定している関係で、

間引くといったことはできないといった現状です。 

（宮川委員） 

 昨日の熊日新聞に見直しをするということで、自由に乗り降りができるとか便数がふえ

るだとか、そこあたりを具体的に話していただけませんでしょうか。 

（生活安全課） 

 実はですね。３月２２日火曜日に地域公共交通会議。この場で地域の公共交通について

議論を行うわけでありますけれども、そこで協議が整った事項を産交バスさんとか、ここ

の地域ですと大和タクシーさんが事業を運行するということで、国に申請して許可が下り

てはじめて動き出すという形になるんですけれども、その中で協議された内容について詳

しくご説明させていただきますと、先ずバスの時間（ダイヤ）を改正させていただきまし

た。個別に説明しますと長くなりますので、帰りの時間を１１時１５分。皆様方が病院に

きて帰る時間帯のご要望にあわせたダイヤ改正にしております。というのが一つと、バス

との乗り継ぎ時間をより短くするためにダイヤ改正を行います。それから、増便の件につ

きましては、百済来－坂本線この便を現在平日４便だったものを５便に増やすといったも

の。それから、鮎帰－坂本線。鮎帰方面に現在３便ありましたけれども、４便に増便する

といったようなこと。それから、深水方面へ板ノ平、木々子を経由していくルート。幅員

も狭く、曲がりくねっており、住民から車酔いするということでしたので、板ノ平に予約

が無い場合は２１９号線を通って揺られないでいくようなルートにしたということが大 
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きな変更点です。それから、中津道－坂本線というのがありますが、上鎌瀬を経由して、

ご存知のとおり鎌瀬から瀬戸石まで新しく道路がつながるといったようなことで、今まで

は瀬戸石ダムをずっと回ってきていたものを鎌瀬から直接瀬戸石に行くルートに変更す

るといったものです。それから、先ほど宮川さんがおっしゃいました自由に乗降できる区

間を設定したということですけれども、これにつきましては、平坦部についてはそうは無

いんですけれども、山間部については、枳之俣、市ノ俣など非常に急勾配な場所がござい

ます。そういった急勾配な場所につきましては、家の前を通って坂を登って乗り場まで行

かないということで、高齢者や体が不自由な方に対応するため、今回勾配がきつい区間に

ついてはどこでも乗り降りができる。ただ、決められたルートの中で自由にできるという

ことにしております。また、予約は必要になりますので、誰々さんの家の前でとか橋のた

もとでとか、今までバス停でしか乗れなかったものがどこでも乗り降りできるようになり

ます。 

（宮崎委員） 

 一灯苑の方へ今まで産交バスが行っていましたが、今回の改正でどうなったのでしょう

か。熊本や八代からお見舞いに行くには、駅からタクシーで行かないといけないという意

見を聞くんですけれども。 

（生活安全課） 

 地域の方々、市政協力員、一灯苑の方々の要望書が市の方に届いております。市の方と

しましても、これまでバスが通っていたということもありまして、今調査をしているとこ

ろでありますけれども、利用実態を踏まえたところでやっていこうかなとおもっています

が、ただ、現状で平成２２年度。２２年度といいましても、バス事業会計でいいますと、

平成２１年１０月から平成２２年１０月までの一年間の利用状況を見てみますと、１便に

対して０．８人の利用があっているということで１人に満たないという状況です。それか

ら、何便まわせばいいかということがあります。実はこの路線は国庫補助対象路線になり

はしないかということで、国庫補助路線になりますと２、３年できますので補助を受けた

ほうがいいと考えておりまして、地域バランスを考慮しながら、利用者の方々の交通の利

便性も考慮しながら、また予算の範囲内でできるところはやる。できないところは低コス

トの乗合タクシーで対応するとか、現在検討中です。結論は出てない状況なんですけれど

も、すぐすぐにはできないという状況です。 

（谷口委員） 

 百済来方面からバスが坂本に来てそれから乗り換えて八代に行っているとききますが、

乗り継ぎしないで直接市役所まで行けないのでしょうか。 

（生活安全課） 

 現状では乗り継ぎという形を取らせていただかざるを得ないというところです。理由と

しましては、利用者数の問題もありますけれども、内部的には経費的な問題もありまして、

申しわけありませんけれどもそういったところで対応させていただいております。 

 

 



6 

 

 （青木会長） 

 これは、７月１日実施ということでいいんですかね。 

（生活安全課） 

 国のほうに事業者が許可申請をしなければなりませんので、許可が下りると７月１日か

ら実施ということになります。今の所首尾よく行けばそのまま７月１日からです。 

（宮川委員） 

 八代方面に行くときトイレがほしいという声がありますが。そのあたりお聞かせくださ

い。 

（生活安全課） 

 市役所前を発着点にしました関係で、非常にあそこから乗り降りするパターンが多いと

いうことで、現在バスターミナルの構想をもっています。２３年度事業実施における調査

をかけまして、２４年度実施設計、２５年度着工ということで計画はあっております。た

だ、これにはいろいろ膨大な課題がありまして、そのまま行くか分かりませんけれども、

そのまま行くと２６年度からそのような環境が整うということになります。 

 当面の方策としましては、市役所前のバス停に案内板を設置して、市役所のトイレを使

っていただくことで対応している状況です。申しわけありませんが現在のところそのよう

な対応しかできていない状況であります。 

（青木会長） 

 もうこれは申請してあるんですか。 

（生活安全課） 

 実はこれが今週の火曜日に決まったばかりでありまして、手続きはまだしておりませ

ん。これからの手続きとなります。それから、契約になりますので４月からじゃないとで

きないということで、契約が済んでから動き出すということになります。 

（青木会長） 

 住民の足となる大事の部分ですので、何かあれば遠慮なくお願いします。 

 何も無ければ次に進んでいきたいと思います。 

 地域審議会のアンケートにつきましては、次期の審議会に活かしていただけると思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

２の「組織再編について」事務局のほうから説明をお願いします。 

（事務局） 

 組織再編について資料に基づき説明 

（青木会長） 

 今、ポイントとなるところの説明がありましたが、皆さんから何かご質問はありません

でしょうか。 

（谷口委員） 

 課の名前を変えたりとかしてありますが、人員的には何名ぐらい増やして強化をする 
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 とか説明するものがあれば助かると思います。それでですね、５ページの健康福祉部の名

称変更なんですが、今使われている名称が不都合とかあって変えるのか教えていただけれ

ばと思います。 

（事務局） 

 人数については現在縮小傾向にございますので、減らしてあります。ただ、新しい課を

設置している関係で部分的に減らして、新しい課を充実させるためにその課に充当してい

る部分がありますので、新設した課については充実されているということでご理解を頂き

たいと思います。 

 課の名称につきましては、市長の考え方としまして市民目線で分かり易いという考えが

あっての課の名称の変更であります。 

（山本委員） 

 ２２年度から２３年度に変わった関係で、課とか係とかが実際に増えているんですか

ね。それと、戦略的な変更はどのような変更があるのかなと。この資料だけ見ると、課と

か係が増えているようにしか思えない。ということは何かというと、それだけ役職を増や

してしまっている感じがしてならない。通常だったら、一般企業だったら課とか係を再編

し尐なくしてなるべく役職手当を出さないという形になると思うんですよね。その部分を

聞きたいなと思います。 

（事務局） 

 課や係の増はございません。現状維持の中で組織の再編を行っております。ただ、強化

すべき組織上の課題ということで、部の方をですね、市民環境部を二つの部に分けました。

清掃センターの建設が市の大きな課題として残っていると、環境行政もこれも重要な課題

ということで、環境部の創設を行っております。それと、市民協働部ということで、市民

環境部が二つに分かれたということで、部だけが今回組織として新たに加わったというこ

とです。 

（渡瀬副会長） 

 坂本内で直接住民の窓口になる課はどことどこになるのでしょうか。 

（事務局） 

 繋がりは全部の課あります。支所では複数の部の業務がひとつになっているので、殆ど

の窓口業務は支所でもできるということになります。 

（渡瀬副会長） 

 住民目線からすると、全部支所でいいのだろうか。どんどん人数が減ってきていますの

で、大丈夫だろうかなという心配もあるんです。将来的に支所が存在するのだろうかとい

う心配もある。高齢化もありどんどん支所に来る人が減ってくる。出張所でもいいんじゃ

ないか、何かあれば受け付けて本庁に上げてしまいなさいよという組織になっていまうん

じゃないかという気がします。ちょっと心配ですね。市民としては皆さん同じですからね。 

（青木会長） 

 ご質問がなければ次に進みたいと思います。 
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  議題３に進んでまいりたいと思います。「住民自治組織先行モデル地域について」事務

局のほうからお願いを致します。 

（事務局） 

 住民自治組織先行モデル地域について資料に基づき説明。 

（青木会長） 

 今、先行モデル地域の指定として、５候補が指定を受けるということですが、坂本の状

況は何かいけんはでましたでしょうか。 

（宮川委員） 

 まだ、意見がまとまっていない状況です。 

（青木会長） 

 坂本はまだそこまでいけない。意見が統一されてないということです。 

 段階的導入ということで２７年度には全地域スタートですよね。 

（事務局） 

 予定としましては、補助金関係を統合しますので、規約を２６年度に作成し、今までの

規約がなくなるという事で２７年度から一斉にスタートということでお願いしたい。 

（青木会長） 

 いいですかね。坂本もこれからいろいろ検討されるということですので、今回は５地域

が先行して指定を受けるということです。 

 これについては何も無いようですので、モデル地域の指定についてはこれで終わりたい

と思います。 

 次に第４「平成２３年度主要事業について」事務局お願いいたします。 

（事務局） 

 平成２３年度主要事業について資料に基づき説明。 

（青木会長） 

 平成２３年度の八代市の主要事業についてと併せて坂本地区の主な事業の説明があり

ましたが、皆さんからご意見がありましたらお願いします。 

（山本委員） 

 健康診査事業の子宮頸がんの関係でお聞きしたいんですけれども、今、子宮頸がんの補

助が５万円あるということで、高校１年生まで対象になっていると思うんですよ。それが、

３月過ぎれば補助を受けれないという話を聞いているんですけれどもそこのところ詳細

が分かれば教えていただけませんでしょうか。 

（事務局） 

 担当ではございませんけれども、子宮頸がんにつきましては、ワクチン接種緊急促進臨

時特例事業ということで実施されます。子宮頸がんワクチンにつきましては対象年齢が１

３歳から１６歳まで実施されます。 

（山本委員） 

 高校１年生までが対象になっていて、病院に電話したら待っててくれという話なんです 

に 
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よ。だから、１７歳になったなら補助金がもらえなくなるのかなということなんですよ。

市から待ってくれとお願いされているので、待っている間に対象年齢を過ぎたときの取

扱いはどうなるのかなということです。 

１５歳の時点で申請していいですよという市の説明でしたが、申請をしたら予約がいっ

ぱいで申請を却下されている状況ですので、取扱いをはっきりさせていただきたいなと

いうことです。 

（事務局） 

 確認して後で回答させていただきます。 

（山本委員） 

 もう一点別の話ですけれども、以前も百済来田上線、芦北坂本線、大門瀬深水線とか

これは県道ですので、範囲外ですよと、無関係みたいな感じで言われたんですけれども、

実際に、田上から百済来を越える路線は民家も多く、何十年も変わっていない。車も離

合できないような道ですし。あれだけの家があるのに離合もできない。他の校区からす

ると不便でしょうがないという感じがありますので、県道でありましても市のほうから

働きかけてほしいなと思います。 

（事務局） 

 何も進んでいないということで、認識しております。現在、二見の方から徐々に改良

が進められてきています。管轄からすると県になるということで、年に１回県に要望す

る機会がありますのでそのときには必ず事務所の方から対応してくれということで毎回

要望を上げております。ただ、現在ご存知のとおり芦北坂本線の改良が行われておりま

す。今年の場合でいきますと、山口の三叉路と小川内の橋が今年架け替えになります。

橋の上流側に仮設道路を作って今年いっぺんにやろうということで相当な予算が付いて

おります。それから、坂本橋から瀬高にかけて歩道が無いということで２１９の歩道も

作ろうという事業も計画されております。そういったことで、坂本管内眼に見えない地

道なところで相当な金額が用意されております。そういうこともありまして、全部の地

区をいっぺんいできるのかというのもあると思います。県の方は八代市を総合的に検討

したうえでの事業配分をしていると思います。旧坂本村からすればそういった意見が出

るかと思いますが、合併して大きなスケールの中でいろいろな事業をしている関係で、

支所の建設事務所としましては認識しておりますので、これからも要望はしていきます。 

出きるだけ県に要望して、仕事をしていただくようにお願いしておりますので、これか

らもその努力は続けていきたいと思います。 

 支所としましても地域要望ということで、各地区の地域振興会の代表者、市政協力員

の代表者１６名で市長に要望に行きまして、県道改良については特に狭いし危険という

ことで、県に要望してくださいと要望しております。 

今年は１月末に要望に行ってまいりました。 
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（宮川委員） 

 西鎌瀬ですが水道関係について確認をしておきたいと思います。 

 私どもの集落の井戸は６０年に３０ｍ掘りまして、ダム撤去の影響で濁水がありまし

て、現在はいいんですが、高齢化のため将来の維持管理に不安があります。独自でやって

おりますので、簡水の方に取り込んでほしい。簡易水道の加入については住民の要望書を

出さないといけないのか。口頭ではそういった意見以前も出しているんですが、予算面で

できないような話を聞きまして。将来が懸念されますのでどういった手続きをすれば簡易

水道に加入できるのか確認したいと思います。 

（事務局） 

 今、西鎌瀬の水道施設の件でお話しがありましたが、簡易水道事業に加入するためには、

本来は簡易水道の事業要件が人口１０１人以上というのがあるんですけれども、認可申請

の変更等もかねて、できる可能性はあるとおもいます。今まで口頭で話をさせていただい

たと思いますので、要望書等が正式に出た時点で水道局とも協議をして前向きな方向で検

討したいと考えております。 

（事務局） 

 子宮頸がんのワクチンについてのご質問についてですけれども、健康増進課が担当にな

りまして、今問い合わせたところワクチン不足ということで間に合っていない。当分の間

見合わせているということで、もう尐し待っていただきたいという返答でありました。 

（山本委員） 

 対象が高校１年生までなんですけど、ワクチン不足で当分の間見合わせているというこ

とは、高校１年生が２年生になって１７歳以上になればワクチンの補助は受けられなくな

るという事ですか。それはおかしいと思うんですよ。ワクチン不足で待たされている状態

で、年齢が上がったら補助金を受けられないよということは。 

（事務局） 

 即答はできないんですが、ちょっとだけ待ってくれということではないのでしょうか。

後でそれについては回答します。 

（山本委員） 

 受付もできない状態なんですよ。受付して待っているなら分かるんですが、受付もして

もらえない状況なので、それはおかしいんじゃないのかなと思いまして。 

（谷口委員） 

 アンテナショップの設置とありますが、確か県も東京にはアンテナショップがあると聞

きますが、八代市独自で別にアンテナショップを、店舗を構えてそういう情報を発信する

ような考えで予定をしていらっしゃるのか。 

 企業誘致に関して、例えば土地があって企業にきてくださいというのか。それとも企業

に話をして土地を確保するのか。両方できたがいいでしょうが八代市としてはどのように

お考えか教えてください。 
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（事務局） 

 アンテナショップについてですけれども、これについては、市独自でアンテナショップ

を持つとなると莫大な予算が必要。大体2000万円くらいかかり、それに人件費がかかると

その倍くらいかかるということになります。市で考えていますのは、わずかな予算で最大

の効果をということで、板橋区のハッピーロード大山商店街というのがありまして、一日

２万５千人から３万人の通行量があり、板橋区の人口が５０万人ほどあります。その中に

ハッピーロード大山ふれあいショップというのがありまして、そちらに出展参加する考え

でいます。こちらが、複合アンテナショップでありまして、１３の自治体が入っておりま

す。それに西日本地域から初めて八代市が手を挙げて八代のすばらしい特産品を販売して

八代の魅力を発信していきたいと思っております。 

 新しい産地直送の仕組みとして、地元の食材を使った料理を提供するというスタイルが

注目を集めております。鹿児島のほうでは、１階がアンテナショップとして特産品販売し

て、２階部分でレストランを経営されているといった仕組みが出始めています。八代出身

の方が東京、大阪にいらっしゃれば、八代の料理を出して、PRし、パートナーとしてや

っていただける方を探してアンテナショップという形でやっていきたい。 

 企業誘致についてですけれども、担当じゃありませんので断定できませんけれども、基

本は跡地利用というのが基本ではないかなと考えております。 

 どういった企業が入ってきて、どういった物を希望されているのか分かりませんので、

情報を聞いてそれに見合う土地を提供するというのが第一条件ではないのかなと思いま

す。 

（青木会長） 

 他には、いいですね。それでは先に進みたいと思います。 

 それでは、第５の「第４期目について」事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 第４期目について資料に基づき説明。 

（青木会長） 

 今日で第３期目は終了ということでございますので、第４期についての委員の選考の基

本的な考え方の説明がありました。 

 公募についてもありますので、広報を確認していただいて応募していただければと思い

ます。 

 それでは議題のほうは第５番まで終わりました。その他について事務局より何かござい

ましたらお願いします。 

（事務局） 

 先ほどのワクチンの質問に関してですが、ワクチンについては全国的に不足していると

いう状況ですので、１６歳高校１年生まで対象だったものを、高校２年生まで引き上げる

予定らしいということです。国からは正式にはきてないが、担当課からはそういう状況で
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すということです。 

（山本委員） 

 大震災が起きまして、住むところも無いといった状況ですけれども、その中で、子ども

たちは学校も崩壊して使えないといった状況ですけれども、子どもたちがどうするのかと

なったとき、坂本の休校中の小学校、田上小学校、久多良木小学校等結構きれいな学校が

ありますので、震災の小学生、中学生を受け入れることはできないのだろうか。ハード面

は整っているので後はソフト面だけですけれどもどうにかならないでしょうか。 

（事務局） 

泉の学校で現在検討されています。教育機関ですので教育委員会で施設の利用については

いろいろ考えられた結果そこで検討されていると思います。それ以上に必要になればまた

検討されると思います。ここで出た意見は教育委員会に伝えておきたいと思います。 

（青木会長） 

 これで、第１７回の坂本地域審議会を終わりたいと思いますが、今日で第３期が終了と

なります。皆様本当に２年間お世話になりました。 

 


