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第２１回 坂本地域審議会会議録 

開催日時 平成２４年 ３月２８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 委 員  末永 みてる 

副会長   渡瀬 隆 〃  山本 健之 〃  橋本 久徳 

委 員 松本 良弘 〃  平田 由美子 〃 松村 賢治 

〃  瀬上 都代子 〃 松野 良一   
 

 ■ 欠席委員 

委 員   委 員    委 員  
 

 ■ 市出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

坂本支所長 中田 正春 市民活動支援課 井戸 康雄 

理事兼総務振興課長 丸山 平之 水道局簡易水道 松田 仁人 

市民福祉課長 鶴田 英治 総務振興課主任 東 誠也 

建設事務所長 山口  修   

農林水産事務所長 橋本 勇二   

総務振興課振興係長 松田 薫   

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 １ 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２１回坂本地域審議会」を開催いたします。 

 まず、本市では「あいさつ日本一運動」を推進しておりますので、会議に先立ちまして、

皆さんで挨拶の唱和を行ないたいと思います。 

 「おはようございます」 

ありがとうございました。 

本日は１１名の委員の中で１１名全員のご出席となり、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「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「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。 

 

（１）議事 

  ① 合併効果の検証について 

（２）報告事項 

  ① 市民アンケートの結果について 

  ② 住民自治によるまちづくりの推進について 

  ③ 平成２４年度八代市主要事業の概要について 

（３）その他 

  ① 平成２４年度地域審議会の開催について 

  ② 各地域審議会の開催状況について 



3 

 

（委 員） 

合併後６～７年経つわけですが、合併特例債がこの資料によりますと１６０億となってい

ますがこれまで６０億あまりが消化されているわけですが、残された１００億があと３、

４年の間に何か大きな目的等があれば教えていただければと思います。 

（事務局） 

 今後、ご存知のとおり環境センターの建設、学校の耐震工事に相当な費用がかかります。 

大きな事業としてはこのようなことに使っていくということになります。 

あくまでも借金でございますので使いすぎると返すのがきつくなるということで、財政の

方が判断すると思いますけれども、効率的に使っていきたいと思っているところでござい

ます。 

（委 員） 

 すぐに庁舎建設に取り掛かると思っていたわけですが、八代市においては庁舎建設に至

っていないということであれば幸いでございます。 

（委 員） 

 事前に貰った資料で検証しているんですけれども、職員数がこれだけ減っているという

ことで書いてありますが、職員数が減ったことで役職の人数はどのように減っているのか

なと。前々回の報告では役職数は変わってないんですけれども、そこまで減らさなければ

と思っております。一般企業では必ず役職も減らすんですよね。役所では一般の職員の数

は減らすが役職はそのままよということは一般の常識では考えられないなということでそ

れを今後どうするのかお聞きしたいなということと、それと、平成２２年度の汚水処理人

口が旧坂本で２３％。他の市町村に比べると少なすぎるんですよね。坂本町自体に財源が

入っていないという形になりますので、ケーブルテレビの料金を安くしてきたことで使っ

てきたのかなと私自身判断していますが、下水道費用はすごく金が掛かると思うんですけ

れども、同じ市でありながら片や高いパーセンテージで片や低いパーセンテージというこ

とで同じ市税を払っておいてどうしてこうも違うのかということを聞きたいなと思います。 

だったらケーブルテレビの使用料も安く出きるんじゃないのかなと思います。 

 それと、基金の状況は旧坂本村で平成１６年に２７億円基金がありました。この数字は

もの凄い額を貯めていたということになります。それが平成１６年の起債を差し引いても

一人当たりの借金額が八代市でマイナス５６２万円に対して坂本村で３３３万円なんです

よ。旧千丁で５８１万円、旧鏡が４５３万円、旧東陽で１千１７０万円、旧泉にいたって

は２千万円の借金となっているんですよね。坂本が一番健全な運営をされていたんですが、

道路整備については、泉は２車線の道路が山の上まで整備されていますが、坂本町で何が

合併の効果があったのかと物凄く思っています。 

 最終的にアンケートを出されていますが、八代市全体でアンケートを取っておられます

よね。そうじゃなくて、それぞれの町の統計を出していただけないとそれぞれの町が何を

要求しているのかが分からないと思うんですよね。ちょっと早口になってしまいましたが
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お答えできると事に関してはお答えいただければなと思います。 

（事務局） 

 職員の数は減ってきているが、役職者の数はどのようになっているのかということが１

点と坂本町での下水処理の推移が他に比べて低いということと、基金と起債による一人当

たりの借金額は坂本町が一番低かったのではないかということ。最後に市民アンケートに

ついてだと思います。 

 最初と最後の質問についてこちらでご回答させて頂きます。 

 役職数の推移についてですが、本日役職数の推移のデータを持ち合わせていませんので、

数として増減を今日お示しすることはできないんですけれども、職員数を減らすことで機

構の方も変わってきていますし、行政改革に伴い機構改革も随時おこなってきております

ので、決して職員数を減らして役職者数をそのままにしていることはないと認識しており

ます。必要でありましたら人財育成課の方でお調べしまして後日になると思いますがご回

答させて頂きますがよろしいでしょうか。 

 アンケートの件については、本日はトータルの数をお示ししておりますが、殆どの設問

に対して地域別の分析もしております。今日お配りした資料２－２に地域別の統計を掲載

しております。 

 し尿処理関係についてお答えさせて頂きます。坂本村時代に下水道には取り組んでいな

かった。なぜ取り組んでいなかったかといいますと、小規模排水事業として検討いたしま

した。しかし、地形的に多額の費用が掛かるということで、小規模排水事業は馴染まない

ということで、合併浄化槽の普及に力をいれてやっております。国の補助に坂本独自の上

乗せを行ないまして、合併浄化槽の普及に努めています。現在の状況を申しますと合併浄

化槽が４０７件設置。そういったことが普及率２３％ということですけれども、みなし浄

化槽、トイレの浄化槽ですけれどもそれが５００基ほどですけれども、それを合わせます

と５０％ほど行くのかなと思います。 

 道路の話が出ましたので申し上げますと、合併後若干数値はおちていますけれども、合

併後の道路の整備状況としては合併前と同じ程度の金額を確保しています。 

 年間４箇所から５箇所の道路整備を行なっております。 

 道路整備がなかなか見えてこないという意見もありましたけれども、中津道～八代線が

なかなか進まないということで気になるところではございます。 

（委 員） 

 財政の指標が合併前と今ではあまり変わっていないので合併の効果はそう大きくは無か

ったとおもうんですがどうですか。 

（事務局） 

 指数の方はそれぞれの町内で分ければ変わってきていますので、分けてみてもらえれば

と思います。 
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（委 員） 

 何が良かったのか合併しなかったほうが良かったという声も聞くぐらいですから、市全

体としての変化が無いとすれば何が効果があったのだろうかと思ったわけです。 

（会 長） 

 今後の八代市にどう活かしていくのが非常に大事なのかなと思います。 

 他に意見がありましたら支所のほうにでも出していただければと思います。 

 次の議題もありますので、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

議題は報告事項となっております。それでは「市民アンケートの結果について」事務局より

説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「市民アンケートの結果について」企画政策課より説明。 

（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） 

 回答者については各地区ごとご説明がありましたが、アンケートを求めた地域ごとの数と

いうのは分かりますか。 

（事務局） 

 坂本には１１５件配布し、５１件回収しております。それぞれの地域の人口比率に合わせ

て抽出しております。 

（委 員） 

 アンケートに基づきこの後の市政をたてられると思うんですが、直接は関係ないのかなと

思いますけれども、坂本温泉センタークレオンは坂本一の振興施設ですけれども、これが最

近ボイラーが故障して、こちらの湯は使えませんとか休館までは至っていませんけれども、

最近多いんですよね。早く修理をしていただくよう手配していただけないでしょうか。 

（事務局） 

 憩いの家にほうが故障で休館ということで住民方がたには大変ご迷惑をおかけしておりま

す。クレオンに付きましてもボイラーが故障しまして、露天風呂と家族風呂が休日お湯がた

りないということでご迷惑をおかけしております。運営の方は第三セクターで行なっていま

すが、修理に関しては市で責任を持って整備していかなくてはいけないということで考えて

おりますが、新年度で憩いの家のボイラーの修繕を考えていましたところ予想よりも早く故

障してしまったということで、ご迷惑をおかけしますが休館せざるをえなかったという状況

にあります。クレオンのボイラーに付きましても修繕を含め検討しているところです。お客

様の方々には迷惑をかけないように施設整備に取り組みたいと思います。 

（委 員） 

 坂本地域のアンケートの総数はわかったんですが、５１人のうち年齢構成はわかりますか。 

若い人が多かったとか、年寄りがおおかったで意見が変わってくると思いますので。 
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（事務局） 

 そこまでは出していないんですけれども、今後その辺も調べたいと思います。 

（会 長） 

 今のは、要望としてお願いできればと思います。 

（委 員） 

 機構的に変わってきているということで、合併当時は何部、何課で職員数が何名で今はこ

のようになっていますというのが先ほどの質問と併せて教えて頂ければと思います。 

（事務局） 

 後日調べてお示ししたいと思います。 

（委 員） 

話が少し大きくなりますが、本日の審議会もそうですが、今後の八代市の総合計画の一端

としたいということでありましたので、少し話を広げて申しますが、私の希望として今後、

水俣が環境モデル都市ということで大きなスローガンでやっていますよね。そういう形で八

代市もこれからは、非都市化を進めて頂き、都市化は政令指定都市になりました熊本市に任

せて、八代市は是非田園都市モデルぐらいの大きな目標でやって頂きたいと思います。GDPが

一番のところが住み易いとは限らないですよね。スーダンだったと思いますが幸福度が世界

で一番です。高地にあって日本の百年前のような生活をしていながら幸福度は一番です。た

またまアンケートでは農林水産業への関心が最低です。失礼な。これを伸ばしていきましょ

う。農林水産業には案外力を入れているようですが。是非田園都市モデルづくりをして頂き

たい。グリーンツーリズムということで都市部の人たちは農業を目指し、企業も農業を目指

しているんですよ。是非そういった目標を目指して頂きたいと思います。 

それと、これはお尋ねにもなりますけれども、維新の会が取り組んでいると思いますが、

道州制がもし実現したとしたら八代市の位置づけはどうなるのでしょうか。 

（事務局） 

 来年度基本計画を策定するにあたり、田園都市モデル地域ということで貴重なご提言をい

ただいたと思っております。計画の中身についてはまだこれからですので、おっしゃるとお

り住んでいる人々が満足できるまちづくりの計画をしていくべきだと思っておりますので、

参考にさせて頂きたいと思います。 

 道州制ということでありましたけれども、こちらにつきましては、各審議員の方が進めら

れている状況で、どのようになるかは分からないんですけれども、国のほうにおいて先ずは

出先機関の廃止ということで先行して進められているようではございます。国土交通省の出

先機関であるとか経済産業省の出先機関であるとか国の出先機関であるものを地方に移管す

るということで、九州におきましては、九州広域行政機構がその受け皿になるんじゃないか

ということが先だって報道されていたかと思います。そちらのほうは県のほうが九州各県の

ほうがひとつになって九州広域行政機構をつくるということになりますけれでも、八代市の

ほうは道州制が実現したとしましても基礎自治体としてそのまま残るかと思います。ただ、
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道州制につきましてはまだまだこれからということで、今お答えできるのはこの程度になり

ます。 

（委 員） 

 坂本地域はもちろんですが、他町村も全てが、市職員の意識改革、能力開発となっており

ます。是非職員の方々には自己啓発、研修なりをして、市民と同じ目線でお仕事をしていた

だければと思います。 

（会 長） 

 まだ何も意見を言われてない方は是非ご意見をお願いします。 

 それでは次の議題に進みたいと思いますがよろしいですね。 

 それでは次の議題「住民自治によるまちづくりの推進について」事務局よりご説明をお

願いします。 

 

（事務局） 

 資料に基づき「住民自治のまちづくりの推進について」市民活動支援課より説明。 

（会 長） 

坂本についてはまだ進んでないということで、まだこれからということになります。 

（委 員） 

 まだ坂本については進んでないというお話ですが、第２期目の先行地域の説明がありま

したけれども、第３期の先行地域の指定というのは、はいつまで申込をしたら可能でしょ

うか。 

（事務局） 

 第３期としましては来年の２月か１月ぐらいに手を挙げていただいて先行地域に指定す

るということになります。ただですね、今年４月、５月からに手を挙げていというところ

も認めます。遅くなると協議する期間が短くなりますのでなるべく早く手を挙げていただ

ければ先行地域として指定いたします。 

（会 長） 

 よろしいですね。これにつきましては説明を受けるだけで終わりたいと思います。 

 それでは、「平成２４年度八代市主要事業について」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、「平成２４年度八代市主要事業について」事務局より説明。 

（委 員） 

 簡易水道についてですが、昨年度、三坂公民館前を掘ってということだったんですが、

下に岩があって水量が少なく３部落を補うことは不可能ということで、その後３部落につ

いては簡易水道の件はどのようになっていますでしょうか。 
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（事務局） 

 水量、水質等を検査しました結果、まず、水量が予定よりも少なかったのと、水質の方

も若干飲料水としても不適ということで指摘をうけましたので、上鎌瀬、下鎌瀬、三坂の

３地区につきましては見直しを行なっているところでございます。井戸水については非常

に厳しい状況にありますので、井戸を掘らずに現在は表流水を中心とした施設の整備を検

討しています。今年度予算を確保したかったんだせけれども、いろいろな事情により１年

間ずれ込むことになります。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。 

（委 員） 

 道路関係ですけれども、直接八代市とは関係ないんですけれども、再三言っていたと思

うんですけれども、百済来～二見線はバスの通学路にもなっていますし、２１９号が被災

した際の非難道路的な役割を持っていると思うんですけれども、今も普通車が２台通れな

い、離合ができない道路なんですよね。あそこは坂本町でも人口が密集している場所なん

で、早く県に働きかけていただき、せめて普通車が離合できるだけの拡張をお願いして頂

きたいと思います。 

（事務局） 

 今の件ですけれども、確かに事業としてはあまり目に見えてこない部分があると思いま

す。実際としては、二見中学校の県道を整備してきております。話によりますと一部用地

の取得に時間がかかったということもありますけれども、用地の手配が済んだということ

で、近々事業の見込がついたということで聞いております。二見の方から道路改良が進ん

できているという状況です。それと、坂本管内から事業の要望を上げて欲しいということ

ですが、合併してから毎年県の方には要望をしております。今年も要望は行なっています。

しかし、県としましては中津道～八代線という大きな事業を行なわれています。その他に

も山口地区の橋梁工事を県が行なっています。ということで坂本地区は県の事業はかなり

動いている状況であります。県としましてもいろんなとこをやりたいという思いがあると

思いますが、予算の配分、優先順位等があると思います。今後も県には要望等働きかけて

行きたいと思います。 

（委 員） 

 中津道～八代線はその後どうなっていますか。 

（事務局） 

 説明会が何回かあっており、県の方で整備の検討がされています。 

 １車線にするのか２車線にするのか、離合箇所を作るのかなどの検討がされています。 

 その後、説明会があろうかと思います。 

（委 員） 

 地元からダム撤去に伴う代替橋の要望が出ていると思いますが、その後の取扱いはどの

ようになっていますか。 
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（事務局） 

 代替橋につきましては、荒瀬ダム地域対策協議会の中で代替橋を含めた八代市の地域対

策に関する要望について協議が行なわれております。県からは困難との回答ではありまし

た。しかし、地元の要望等は強いものがありますので、引き続き地域対策協議会の中で協

議されていくものと思います。市議会が県に対して意見書を提出する請願が採択されまし

たので。意見書が提出される運びになると思います。 

（委 員） 

 温泉建物についても老朽化してきたため予算化してリニューアルするとか検討して頂き

たい。 

（事務局） 

 老朽化に伴う施設の整備を優先して行なっていかないといけないかなということでやっ

ています。もちろん建物自体の整備を行なわなければならないと思っています。優先順位

もありますし、一度に多額のお金を使えませんので計画的に予算確保に努めていきたいと

思います。 

（委 員） 

 総合防災訓練関連で、八代市は地震、津波についてはどのようにお考えでしょうか。 

（事務局） 

 防災計画の見直しを進めていくとなっております。 

 東日本大震災を受けて現行の防災計画の中に新たに津波対策、地震対策の項目を設ける

など、地域防災計画の見直しを行なうということで今年度予定されております。 

（会 長） 

 時間もあまりありませんので、平成２４年度八代市主要事業については終わりたいと思

います。 

 それでは、次にその他ということで、「平成２４年度地域審議会の開催について」と「各

地域審議会の開催について」の２点あるようですので、事務局より説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき、「平成２４年度地域審議会の開催について」と「各地域審議会の開催に

ついて」企画政策課より説明。 

（会 長） 

 それでは、委員の皆様から何かご意見等ございませんでしょうか。 

（委 員） 

 ハイタッチ挨拶を導入してみてはどうでしょうか。 

（会 長） 

 言い残したことや、これだけは言っておきたいことがあればお願いします。 

（委 員） 

 国道２１９号を通ってここまで来ましたが、桜の花が大分咲いてきています。しかし、
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桜の木に、他の木の枝等が重なり合い非常に可愛そうでした。八代市の花は桜になってい

ますのでどうか手入れをしていただければと思います。 

（事務局） 

 すぐに、道路管理者に伝えておきたいと思います。 

（会 長） 

 何もないようでしたらこれで第２１回坂本地域審議会を終了させて頂きます。 

 長時間にわたるご協力ありがとうございました。 


