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第２０回 坂本地域審議会会議録 

開催日時 平成２３年 １１月２２日（火） １０時００分 ～ １２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  谷口 信吾    

副会長   渡瀬 隆 〃  山本 健之    

委 員 松本 良弘 〃  平田 由美子   

〃  瀬上 都代子 〃 松野 良一   
 

 ■ 欠席委員 

委 員  末永 みてる 委 員   橋本 久徳 委 員 松村 賢治 
 

 ■ 市出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

坂本支所長 中田 正春 こども未来課長 松村 浩 

理事兼総務振興課長 丸山 平之 こども未来課長補佐 早木 浩二 

市民福祉課長 鶴田 英治 こども未来課保育係長 岩崎 龍一 

建設事務所長 山口  修 広報広聴課長 上田 真二 

農林水産事務所長 橋本 勇二 広報広聴課長補佐 小堀 千年 

総務振興課振興係長 松田 薫 総務振興課主任 東 誠也 

企画政策課長 丸山 智子   

企画政策課企画係長 相澤 誠   

企画政策課主事 坂本 友和   

    

    

  
 ■ 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 ０ 名 
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■ 協議事項 

 

 ■議事録 

（総務振興課長） 

 皆さん、こんにちは。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。これより、「第２０回坂本地域審議会」を開催いたします。 

 まず、ご報告となりますが、坂本地域審議会は前回が第１８回で、本来ならば第１９回

の開催となりますが、鏡・泉地域で第１９回が開催されております。各地域審議会の開催

数を統一するということで、第１９回は未開催、今回が第２０回として開催させていただ

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。 

先ず始めに、青木会長からご挨拶を賜りたいと思います。 

（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。 

（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「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」事務局

より説明をお願いいたします。 

（事務局） 

 資料に基づき「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

課より説明。 

（会 長） 

 資料関係は既にお配りしてありますので、早速意見をお聞きしていきたいと思います。 

（委 員） 

 アンケートに関しては承認事項ということでしょうか。 

（１）議事 

  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 

（２）報告事項 

  ① 八代ケーブルテレビ管理運営審議会からの答申について 

  ② 八代市保育所民営化等計画について 

（３） その他 
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（事務局） 

 アンケートに関しては配布し、既に回収しています。 

（委 員） 

 集計結果の詳細についてですが、各地区ごととか各年齢ごととかの集計を期待してもよ

いのでしょうか。 

（事務局） 

 速報については出ています。1,230通回収しまして、男性が４４％で女性が５６％。６０

歳以上については２７％。構成についても今後説明していきたいと思っています。 

（委 員） 

 アンケート調査が半数に満たないが、回収できなかった分を他人に回して行なえないの

でしょうか。（回収できなかった分を追加で出せないだろうか） 

（事務局） 

 追加ですると統計のやり方が変わり、信頼度が変わってきます。今回の回収率でも９５％

の信頼度のデータは取れます。 

（委 員） 

 統計学的にではなく、八代市全体を考えるなら追加で調査するべきではないでしょうか。 

 アンケートを貰っても書けない方もいますので、地域の集会や市政協力員にお願いする

など、方法を検討してもらいたいです。 

（事務局） 

 まちづくりの団体などにヒアリングを行います。今後の調査の参考にしたいと思います。 

（委 員） 

 通常のアンケートの3,000人の根拠は何ですか。 

（事務局） 

 データ的に2,000人では少ないので、3,000人位のデータは必要ということになります。 

（委 員） 

 合併後のアンケートならもう少し数を増してはよかったのではないでしょうか。出して

いない人も中にはいるので、追加してくれとは言いませんがもう少し考慮していただきた

い。 

 実際の数と統計上の数は大差があると思います。13万人の内の1,500人なので意見の集約

ができるのか疑問に思います。 

（事務局） 

 10％取れれば全体の傾向がつかめます。 

（委 員） 

 地元の事情、年齢構成等もあるので、地元で直接意見を求めてもらえばよかったのでは。 

（委 員） 

 自治体で行なうアンケートは規約等で何％取らなければならないという決まりはあるの
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でしょうか。 

（事務局） 

 規約等で決まりはありません。人口規模にもよりますが3,000人が平均的です。 

（委 員） 

坂本ではどのようにアンケートを実施していたのでしょうか。 

（事務局） 

 坂本で行なうアンケートは全世帯に行なっています。乗合タクシーのアンケートは全世

帯にアンケート調査しています。 

（委 員） 

 回収率が少ないですね。統計学とは切り離して、市政協力員に協力してもらい90％以上

の回収を目指して頂きたいと思います。 

（事務局） 

 アンケートだけではなく、各関係団体にもヒアリングを行なう予定でいます。 

（委 員） 

 アンケートの調査内容は審議会に諮ったのでしょうか。 

（事務局） 

 前回の正副会長会議で提案いたしました。 

（会 長） 

 正副会長会議の中でこのようなアンケートを実施するという提案はありましたが、時間

的に中身まで検討する余裕はありませんでした。 

（委 員） 

 アンケート結果等をホームページに掲載ということですが、インターネットを使えない

人もたくさんいます。それをできない人は知らないままなので市報にも掲載してください。 

（事務局） 

 市報にも掲載します。また、地域審議会の中でも結果がまとまり次第報告いたします。 

（会 長） 

 次の議題もありますので、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

はこれで終わりたいと思います。次の議題は直接私たちに関係するものですが、報告事項と

なっております。それでは「八代ケーブルテレビ管理運営審議会からの答申について」事務

局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき広報広聴課より説明。 

（会 長） 

 それでは、何かご意見ご質問がある方はお願いします。 

（委 員） 

 まず、事業仕分けの中で要改善になっていることもあり、ケーブルテレビ管理運営審議会
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の中で料金の見直しが行なわれました。インターネットの料金が1,000円上がるのは高すぎと

いうことで、500円ずつ段階的に上げてはどうかという意見もありました。 

（委 員） 

 インターネット2,500円が統一料金になりましたが、７割近く値上げになっています。確か

に今までが安かったと思います。でもそれが坂本の魅力でもあったと思います。別の経費削

減で対応できなかったのでしょうか。 

（事務局） 

 経費削減については、毎月領収通知書送っていたものを年に１回にさせていただいて、約2

00万円の削減をいたしまして、一昨年番組の見直しをいたしまして600万円削減、また保守費

用関係の内容を見直して500万円以上の削減をしました。これまで2,000万円の削減を行なっ

ています。これ以上の削減は歳出部分でできないので、歳入を見直す必要があり、テレビの

料金の見直しも検討しましたがテレビは他の市と差がないということと、テレビは生活必需

品であるがインターネットは利用するかしないかは選択できます。現状からすると結構な値

上げになっていますが他市に比べるとそれでも安い金額になっています。 

（委 員） 

 料金改定後収入増はどれくらいになるのでしょうか。 

（事務局） 

 年間1,600万円の増が見込まれます。平成22年度は900万円歳入がたりず、平成21年度は災

害等もあり1,600万円足りませんでした。 

（委 員） 

 坂本、東陽、泉全体の加入率はどのくらいですか。 

（事務局） 

 95％程度です。直接受信できるところもあるのでその程度になっています。 

（委 員） 

 加入率を上げる対策はしているのでしょうか。 

（事務局） 

 インターネットのは30％の加入率です。どこの地区も年々増加しています。 

（委 員） 

 テレビの加入率を上げればインターネットの加入が増えてくると思うので、その方面に努

力されてみてはどうでしょうか。 

（委 員） 

 今この場での意見はどのように反映されるのでしょうか。もう既に答申が済んでいるので

あればどうにもならないのでは。この場での審議はなにもない。そのようなやり方でいいの

でしょうか。 

（事務局） 

審議会で代表して検討会議に参加してもらい会議を行なって市長に答申しています。また、
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市長はまだ決裁をされていません。ホームページ上で市民の意見も聞きますし、市長には審

議会の意見を報告しまして最終的に市長に決裁していただくという形になります。 

（会 長） 

 では、今日の審議会の要望あたりは活かせるということですか。 

（委 員） 

 我々の意見も取り入れたところでお願いしたいと思います。これでは報告にしかなりませ

ん。 

 もう少しの配慮が欲しいと思います。地域審議会の意見が取り入れられず報告会になって

いると思います。地域審議会には住民の代表が入っているので、それが住民の意見というこ

とで進められるのだろうと思っていました。 

 これからは、検討会議だけでの意見を聞くんじゃなくて、地域審議会の意見も取り入れて

欲しいと思いますので、その辺をもう少し考えて頂きたいと思います。 

（会 長） 

 審議会のメンバーから委員を出しているので、住民の意見は充分聞いたということで進め

られるわけでしょうけど、こういう地域の審議の場があるわけですからここで話をしていた

だいて、意見を集約していただくといった配慮が欲しいなという感じはするんですよね。 

 今は殆どが報告事項ばかりで審議することがない。地域審議会のあり方自体どうなのかな

という感じがしますのでよろしくお願いします。 

 意見をまとめてあげて頂きたいなと思います。答申と併せて地域審議会の附帯意見という

ことで上げてもらえるということですので、皆様方何かご意見等をお願いします。 

（委 員） 

 各センターの職員の内訳はどのようになっていますか。 

（事務局） 

 それぞれのセンターで２名ずつの合計６名になっています。 

（委 員） 

 それは公務員になるのですか。 

（事務局） 

 人材派遣センターに委託しているので派遣社員になります。 

（委 員） 

 委託先の会社を１本化すれば、３社と契約するよりは安くできるのではないでしょうか。 

（事務局） 

 合併後そのまま来てしまっているので、今後の見直し課題として検討します。 

（委 員） 

 広告はどのようなものでしょうか。 

（事務局） 

 広告は文字放送になります。自主放送番組の合間に文字放送を流しています。 
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（委 員） 

 収入はどれくらいありますか。 

（事務局） 

 年間数件あるぐらいで、収入としてはあまりありません。 

（委 員） 

 テレビ業界は広告で成り立っているので、今後ＣＭに力を入れてもらいたいと思います。 

（委 員） 

 市からのお知らせも料金を徴収しているのでしょうか。 

（事務局） 

 市のお知らせは料金を取っていない。 

 

（委 員） 

 ケーブルテレビの二見地域への拡大と通信速度が遅いので早くして欲しい。 

（事務局） 

 二見地域への拡大は今後の課題ということで検討したいと思います。 

 通信速度については、来年度から上げる方向で検討しています。 

（委 員） 

 地上デジタル放送の１０チャンネルで自主放送が映るのはなぜですか。 

（事務局） 

 今年度の７月にデジタル化の整備を行ないました。 

（会 長） 

 今日出された我々の意見を吸い上げていただいて、答申に付けてあげて頂きたいなと思

います。 

 ケーブルテレビの件につきましては、次の議題もありますのでこれで終わりたいと思い

ます。 

 それでは次の議題「八代市保育所民営化等計画について」について事務局よりご説明を

お願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「八代市保育所民営化等計画について」説明。 

（会 長） 

 今、保育所の民営化についてご説明がありましたが皆様からご意見をお聞きしたいと思

います。 

（委 員） 

特に意見なし 

（会 長） 

 坂本村時代には鮎帰保育園が廃止されましたが、通勤途中にわかあゆ保育園があります



8 

 

ので、そちらに殆ど入所されたのではないかなと思います。 

 直接坂本には関係ありませんが、八代市の施策としてこのように進めますよということ

を皆さんはご理解していただければいいのかなと思います。 

 ご意見が無ければこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

（会 長） 

 議題については終わりましたので、その他事務局からなにかありましたらお願いします。 

（事務局） 

 １０月１２日に開催された正副会長会議において、千丁地域の福田副会長より質問があ

った「過去５年間の企業誘致実績」について企画政策課から説明。 

 平成18年度以降の企業立地数 新設４件  増設２３件 

（会 長） 

 前回ありました正副会長会議で出ました質問ということで参考にしていただければと思

います。 

 これで閉めていと思いますけれども、次回開催についてお願いします。 

（事務局） 

 次回の地域審議会の開催は来年３月を予定しております。日程が決まりましたらお知ら

せしたいと思います。 

 （会 長） 

 次回開催は３月の予定であります。開催日程が決まりましたら皆様に通知いたしますの

でよろしくお願いいたします。 

 それではこれで第２０回坂本地域審議会を終わりたいと思います。お疲れ様でした。 


