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第 20回 東陽地域審議会会議録 

 

開催日時 平成 23 年 11月 17日(木)午後 2時 00分～午後 3時 30 分 

開催場所 八代市東陽支所 2階大会議室 

■ 出席委員 

会 長 後村 新一 副会長 吉田 和人 委 員 岩本 美重子 

委 員 黒田  育夫 〃 堺 知美 〃 武内 設雄 

     6名 

■ 欠席委員 

委 員 岩丸 敏治 委 員 奥田 勲 委 員 奥村 恭子 

委 員 澤村 修治 委 員 田村 八寿子 委 員  

■ 市出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

東陽支所長 西田 秀人 企画政策課企画係長 相澤 誠 

東陽支所総務振興課課長補佐 上村 英司 企画政策課企画係主事 坂本 友和 

〃     振興係長 寺本 和也 健康福祉部次長 堀  泰彦 

〃    振興係主任 森岡 貴昭 こども未来課課長補佐 早木 浩二 

東陽支所市民福祉課長 中田 利一郎 広報広聴課長 上田 真二 

東陽建設事務所長 朝川 幸市 広報広聴課課長補佐 小堀 千年 

東陽農林水産事務所長 岩岡 浩徳 教育部長 北岡 博 

企画政策課課長補佐 谷脇 信博 学校教育課審議員 渡邉 裕一 

■ その他の出席 

  なし 

■傍聴者 

一般傍聴者 0人 報道機関 0人 

 

■会次第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議題  

【協議事項】 

①八代市総合計画後期基本計画策定及び合併効果の検証について[資料１、別紙１] 

②八代市保育所民営化等計画について                [資料４] 

【報告事項】 

①八代市ケーブルテレビ管理運営審議会からの答申について      [資料２] 

②学校規模適正化基本計画について                 [資料３] 

③住民自治によるまちづくりの進捗状況について           [資料５] 

４ 閉会 
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■議事録 

 □司会 

  第２０回東陽地域審議会開会、会議成立説明。 

 

 □会長挨拶 

 

 □議長(会長)  

  『八代市総合計画後期基本計画策定及び合併効果の検証について』 

    ⇒〝企画政策課〟より【資料１、別紙１】に基づき説明 

 

∇説明の概要 

 ・新市建設計画の理念を引き継いだ八代市総合計画を、平成２０年度より策定した。前期 

基本計画が平成２４年度で終了するため、これまでを振り返り、今後の市政運営に反映 

していきたい。 

 ・行財政運営状況、アンケート、合併後の事業、合併補助金に活用状況、合併特例債の活 

用状況、合併後の公共団体の現状を調査する。 

・アンケートは、各地域の人口比率で抽出した３，０００ 人に対して実施し、１，２３ 

０ 人（回収率４１％）から回答を得ている、東陽町の対象数は５９名で、２０人（３ 

４％）の回答を得ている。アンケート結果は、後期計画に反映させる。 

   ・アンケート結果は、次回の地域審議会で報告したい。八代市ホームページにも掲載する。 

∇委員の意見等 

  なし 

 

 □議長 

  『八代市保育所民営化等計画について』 

   ⇒〝こども未来課〟より【資料４】に基づき説明 

 

∇説明の概要 

 ・八代市においては、保育所を取り巻く状況の変化に伴い、それに対する行政の役割が期 

待されているところであり、それらの課題を解決するために、Ｈ２０年２月から公立 

保育所民営化等検討委員会で公立保育園のあり方について協議いただき、公立保育園の 

民営化、統廃合という方向が示されたことから、公立保育所民営化等計画を策定し方針 

を示したところである。この計画を実施すれば将来に渡り安定的で良質な保育サービス 

が提供できると考える。 

 ･施設数は、公立１４園、私立４４園、合計で市内には５８園ある。 

  延長保育について、公立２園、私立４３園で実施 

 一時保育について、公立０園、私立３７園で実施 

  私立の保育園では保育ニーズに応えようと保育サービスの充実に努めている 

 ･公立、私立を園児１人あたり１ケ月にかかる経費の平均で比較すると、公立が９１，３ 

５８円、私立が７８，７６２円となり、公立が１２，６００円ほど高いということにな 

る、また、一般財源の負担分で比較すると、公立が７６，３８５円、私立が１６，００ 
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６円となり、私立のほうが市費で負担する割合が圧倒的に少なくなっている。これは、 

国県からの補助金があるというのが大きな要因となっている。 

   ･民営化は、平成２５年に宮地さくら保育園、北新地保育園、平成２６年に白島ぎんが保 

育園を計画している。 

      ･統廃合は、平成２５年度に栗木保育園、平成２６年度に日奈久若竹保育園、平成２７年 

度に河俣保育園を計画している。 

 

∇委員の意見等 

(委 員) 河俣保育園が２７年度まで７名減るのに対し、受け入れ先の太陽保育園の園児 

数の推移はどうなるのか？ 

(事務局) ２７年度には河俣保育園の園児数が少なくなるので太陽保育園で受入可能とい 

うこと。あくまで数字上の予測ということ。 

(委 員) 宮原、鏡あたりでの受入についてはどう考えているか。 

(事務局) 近隣となれば、氷川町に現在６園あるが、そちらに通っていただくことになる 

か、保護者の方の勤め先に近い保育園を選んでいただくことも可能である。 

(委 員)もし太陽保育園が何らかの理由で経営をやめられた場合はどうするのか、市側で 

は民営化したので公立はいらないとの立場で進むのか。公立を１つは置いておい 

てほしい。 

(事務局)現時点で、太陽保育園側はそういうことは考えていないということは確認してい 

る。そういうことがあるかもしれないということで、公立保育園を維持していく 

ということは諸々の問題から考えていない。 

(委 員)（Ｐ４（３）公立保育所と私立保育所との運営費の比較で、）地方交付税の算定 

において、私立も公立と同様に算定されているのか。 

(事務局)調べてきていません。 

(委 員)公立は高すぎるから私立にしましょうという資料だけを選んで並べてあるよう 

な気がする。次の説明あたりにでも調べてお答えしていただきたい。 

(事務局)はい 

(委 員)今後の進め方はどうなっていくのか。 

(事務局) 一部については今後計画の見直しも必要であろうという判断をしているが、方 

向性としては民営化・統廃合という方向で進めざるをえないという考えを持って 

いる。地域の方々と話を続けさせていただいて理解をいただきながら計画を実現 

できるよう努めて参りたい。  

 □議長 

  『八代市ケーブルテレビ管理運営審議会からの答申について』 

   ⇒〝広報広聴課〟より【資料２】に基づき説明 

    

∇説明の概要 

   （ケーブルテレビの料金について、八代市ケーブルテレビ管理運営審議会から市長への答 

申内容について報告） 

   ・八代市ケーブルテレビ事業（東陽地域、泉地域、坂本地域）の利用料金の統一 

   ・インターネット料金の改定 
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   ・テレビ料金減免規定を統一 

   ・消費税の表記 

 

∇委員の意見等 

(委 員) 事業所と一般家庭の区分はどうなっているのか 

(事務局) その地域で事業を行っておられるところということになるが、そこの区分につ 

いては、はっきりさせておかなければならないのでまたお知らせします。 

 

 □議長 

  『学校規模適正化基本計画について』 

   ⇒〝学校教育課〟より【資料３】に基づき説明 

    

∇説明の概要 

   （学校規模適正化基本計画の東陽地域における進捗状況について説明） 

   ・東陽地域の皆さんからいただいた意見を反映させ、基本計画素案を一部修正した箇所を 

説明。 

・地域説明会の中での意見要望としては、通学方法に関すること、施設の活用に関するこ 

と、小中一貫教育に関すること、統合までの交流学習に関することに分類することがで 

きた。 

   ・ 河俣と内ノ木場については、統合支援として、確実にスクールバスの措置を行う 

   ・第２回説明会を本日の夜、内ノ木場分校を皮切りに開催していく。 

 

∇委員の意見等 

(委 員)２５年４月からの統合を目指しておられますが、２４年度における予算上の配慮 

は何か考えておられるか。 

(事務局) 河俣小・内ノ木場分校の児童の種山小児童との交流学習の回数の充実、及び、 

３校交流をできるような活動をとりいれるための児童の送迎にかかる経費、統合 

までの様々な課題を検討するための統合準備委員会に関する経費を検討してい 

る。 

(委 員) 設備関係についてはどうか。 

(事務局) 準備委員会の中で検討させていただく。 

(委 員)統合した際の学校名等はどこで検討されるのか 

(事務局) 統合準備委員会での協議が適当かと考えている。 

(委 員)統廃合後の跡地利用についての考えはあるか 

(事務局)現段階では具体的な跡地利用について考えはない。跡地の有効利用については 

教育委員会だけでなく広い意味で考えていかなければならない。 

 

  □議長 

  『住民自治によるまちづくりの進捗状況について』 

   ⇒〝東陽支所総務振興課〟より【資料５】に基づき説明 
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∇説明の概要 

   ・平成２３年３月３１日先行モデル地域の指定を受け、設立準備委員会を立ち上げ、これ 

まで計５回の準備委員会を開催し、平成２４年度協議会設立に向けて協議を重ねてきた 

ところである。 

   ・年内には必要な協議を終え、年明けからは設立総会開催に向けた準備を行っていく予定。 

 

∇委員の意見等 

    なし 

 

□議長 

  その他『過去５年間の企業誘致実績について』 

   ⇒〝企画政策課〟より説明 

   

∇説明の要旨 

・（１０月１２日に開催された正副会長会議において、質問があっていた「過去５年間 

の企業誘致実績」について報告） 

企業誘致課設置以降の企業立地数： 

新設４件（雇用約１３５名）、増設２３件（雇用約２９０名） 

    

∇委員の意見等 

     なし 

 

その他『次回の審議会開催について』 

   ⇒〝東陽支所総務振興課〟より説明 

   

∇説明の要旨 

・次回の会議は３月に開催予定、日程決まり次第通知する 

    

∇委員の意見等 

     なし 

 

 □議長 

   第２０回東陽地域審議会閉会 

 

(午後３時３０分終了) 

 

 

 

 


