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第２２回 坂本地域審議会会議録 
開催日時 平成２４年 ７月１１日（水） 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  橋本 久徳 
副会長   渡瀬 隆 〃  山本 健之 〃 松村 賢治 
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    委 員  

 
 ■ 市出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

坂本支所長 丸山 平之 
市民活動支援課 

首席審議員 
森 和昭 

総務振興課長 鶴田 英治 
市民活動支援課 

住民自治推進係長 
井戸 康雄 

市民福祉課長 下村 孝志 市民課長 山中 美紀代 

建設事務所長 山口  修 市民課市民係長 早川 孝幸 
農林水産事務所長 橋本 勇二 総務振興課主任 東 誠也 

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 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２２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。 

 ではまず、４月の人事異動に伴い、支所長と総務振興課長が変更になりましたので紹介

させて頂きます。 

 坂本支所長の丸山でございます。 

 （丸山支所長より挨拶） 

 それから、私、総務振興課長の鶴田でございます。本日司会を勤めさせて頂きます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それではここで資料の確認をさせて頂きます。 

 （資料の確認） 

  

本日は１１名の委員の中で１０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。 

（１）議事 

  ① 八代市総合計画策定審議会委員の推薦について 

  ② 郵便局での窓口証明書交付のあり方について 
（２）報告事項 

  ① 八代市笑顔deあいさつ日本一運動について 
  ② 住民自治に関する進捗状況について 

  ③ 地域要望制度について 

（３）その他 

  ① 各地域審議会の審議内容について 
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（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「八代市総合計画策定審議会委員の推薦について」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「八代市総合計画策定審議会委員の推薦について」企画政策課より説明。 

（会 長） 

 今、事務局のほうから八代市総合計画策定審議会委員の推薦について説明がありました。 

 この地域審議会の委員から一人総合計画策定審議会委員を推薦するということで皆様か

ら何かご質問等ございませんでしょうか。 

（委 員） 

 その前に審議会の進め方、あり方についていいでしょうか。前回の審議会の三日後に熊

日新聞に掲載されていましたが、審議会の議論低調、曲がり角、停滞化。開催時間につい

ては事務局で検討されたと思いますけど、私の意見としては、資料を事前に送ってありま

すので、大まかな説明にしていただかないと、この記事にも書いてありますけれども、審

議会の半分は説明で終わってしまっている。これじゃですね、審議会の各委員さんの意見

も覚束無い。ましてやこの新聞に坂本の審議会が写真で載っている。私としては毎回問題

視してから審議会に望んでいる。これから、遠慮せずに発言したいと思います。というこ

とで、担当者の方も説明をする場合は簡単にしてください。ある程度のことは資料を見て

きていますので。みなさんもそうだと思います。問題点がある場合は説明をお聞きします

ので。あいさつについての説明はよろしくお願いします。 

 それでは、今の説明の中で行政評価を取り入れるということですが、これはどのような

内容ですか。 

（事務局） 

 行政評価ですけれども、現在作業を進めておりまして、各事業を各担当課で担っており

まして、今まで市民事業仕分けという形だったんですけれども、まず、それぞれの事務事

業を評価していただく。市役所で１０００以上の事業があるんですけれども、今回は重点

事業だけを絞った形でおこなう。その後評価ということで、委員さん方に市が評価した内

容を見ていただいて、今後の予算への反映とか今後の計画の進め方についてご相談すると

いう形になるということです。 

（委 員） 

 前期分の委員としては、岩本さんがされておりました。引き続きという形ではできない

のでしょうか。 

（会 長） 

 今、このメンバーから新たな型を推薦するという形になります。 

 外に何か意見はありますでしょうか。無いようでしたら推薦の方に入って言いたいと思
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います。 

 事務局案は何かありますでしょうか。 

（事務局） 

 事務局案はございません。委員さん方の互選で決めていただければと思います。 

（会 長） 

 事務局の方で腹案は無いということですので、委員の方で自薦、他薦、互選という感じ

で行きたいと思います。 

 何方か私がやってみようという方は。なかなか手を挙げづらいと思いますが。 

（委 員） 

 すみません。ケーブルテレビの委員については、もう審議会が終了しました。念のため

申し上げておきます。 

（会 長） 

 松野さん、松村さん。ケーブルテレビ管理運営審議会の委員は、これはもう終了したと

いうことですので、これは外して、何もないというところで考えていただければ良いなか

なと思います。 

（事務局） 

 今のメンバーの方がどのような役職をお持ちなのかというのが判るように資料をお配り

しております。ケーブルテレビについては終了したということで二名の方はこの役職は外

れておられます。 

（委 員） 

 私は、松本さんを推薦したいと思います。 

（会 長） 

 今、松本さんというお名前が挙がりました。皆様からのご意見いかがですか。 

 名前が出たら、私がといった意見は難しいと思いますが。松本さんよろしいですか。 

 （委員全員から拍手） 

 皆さんの拍手がありましたので、松本さんにお願いしたいと思います。 

 八代市総合計画策定審議会委員として坂本地域審議会の方から出席していただければと思

います。よろしくお願いします。 

（会 長） 

 それでは次に行きたいと思います。２番目の「郵便局での窓口証明書交付のあり方につ

いて」事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局） 

 市民課より「郵便局での窓口証明書交付のあり方について」資料に基づき説明。 

（会 長） 

 只今、事務局より「郵便局での窓口証明書交付のあり方について」ご説明がありました。 

 終的には現況説明だったのか、どうなのか。 
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（委 員） 

 平成２３年度分の結果を見ますと、手数料収入としてわずかなもんです。リース料を見

ますと１００万円ばかりになると思います。費用対効果を考えますとどういったもんかな

と思いますが、事業仕分けでは取り上げられたことはないんですか。 

（事務局） 

 事業仕分けでは上がってはおりませんでした。 

（委 員） 

 そこの地区の人以外でも利用はできるんでしょうか。 

（事務局） 

 はい。どなたでもご利用できます。 

（会 長） 

 瀬上さんどうですか。地元ですけれども。 

（委 員） 

 上松求麻郵便局は年間たった２３年度は３件しか申請がないということは、鎌瀬は私を

含め支所に何か用事があるときに一緒に済ませている人が多いんですよね。ですからこの

３件というのは市ノ俣、枳ノ俣の山の方が郵便局に来られたついでに取られていかれるの

かなと思います。費用対効果の面でどうなのかなと、年間リース料１００万円使って使用

料が９０何円ではちょっと考える必要があるのかなと思います。 

 私自身支所に用事があるときに取りにいけるので、強く住民票を郵便局に取りに行くよ

うにとは言えないものですから、やっぱり、住民票を取るときは支所に取りに行こうと思

います。しかし、車を持たない高齢者の方にとっては地元で取れるということは非常にあ

りがたいとは思います。割り切って考えればどうなのかなというのもあります。 

（会 長） 

 百済来郵便局は結構あるんですよね。これは、平成１３年法律を変えてまでこれを取り

入れたんですよね。私が坂本の局長のときにだいぶお願いして回りました。全国でも始め

のほうに取り入れたと思います。九州で２番目だったかな。全国町村会長が福岡におられ

ます。その方がうちが一番ということで、そこと前後してちょっと遅れて坂本に入ったと

思います。そのころはマスコミにも取り上げられて、国会議員も視察に来られたという経

緯があります。 

 しかし、利用状況からいったら厳しいですね。 

（委 員） 

 証明書の請求というのは本人が行かないといけないんですかね。証明書の発行に郵便配

達員にお願いはできないのでしょうか。 

（事務局） 

 郵便局での手続きに関しましては本人のみになっております。本人が郵便局の窓口に行

かれまして、本人を確認する証明書を提示しまして申請するようになっております。 
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支所では代理の方でも取れますので、ご高齢者の方は親族の方に取りに行ってもらうとい

うことで、そういった流れになっているのかと思います。 

（委 員） 

 そうは言われますが、郵便配達員が来られて本人を証明するものを見せれば、自宅でも

出来るということはできないんですか。 

（委 員） 

 法律に準じて行なっています。郵便局に行政事務の取扱いをしていただいているという

ことがありますので厳しいところがあります。 

（委 員） 

 結果としてそういったことが発行部数の低下に繋がっているのではないのかなと思いま

す。 

（会 長） 

 今は、個人情報保護法と本人確認が非常に大切な部分ではあるんですが逆にそれが足か

せになっているのかなと思います。 

（委 員） 

 利用者が少なくなっているから費用対効果の面から廃止なり減らすなりするのがベスト

だと思いますが、実際利用すする人が高齢者や一人暮らしの方で、例えば百済来の方は支

所まで来るのに乗り合いタクシーを利用しないといけないが、百済来郵便局で手続きでき

ればそこまで自転車や徒歩でこれます。廃止するのではなくていかに住民サービスを充実

させるのかということを考えて頂きたいと思います。 

（会 長） 

 実際利用者はいらっしゃるんですよね。地域住民の方はどのように思っていらっしゃる

のか。ここで審議して、もうやめてもよかばい。といったそんな簡単なことではないのか

なと思います。 

（委 員） 

 やっぱり私は何らかの方法で継続はして頂きたいと思いますね。完全になくなってしま

うのは、少なくても年間に何件かあるわけですから。 

（会 長） 

 これに関しては、地元の市政協力員など住民説明は考えておられますか。 

（事務局） 

 この地域の市政協力員さんへの説明は行ないます。段階的に、一気に廃止してしまうと

いうことは全く考えておりません。 

（委 員） 

 もっとＰＲが必要なのではと思います。 

 このようなことがあるということを当時興味がなかった人は知らないのではないでしょ

うか。郵便局でもＰＲが必要ですし、支所だよりでもＰＲしていく必要があるのではない
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でしょうか。 

（事務局） 

 一気に全てを廃止するということは考えておりません。ただ、次回の協定を結ぶのが４

月に再度結ばないといけないという中で、後５年間検証することもできるんですけれども、

今継続しました５年間の中で上松求麻郵便局についてはあまりにも少なすぎるということ

で、今回提示をさせていただいて、その部分についてどうでしょうかというのをいいたい

こともあったんですけれども。百済来郵便局、五家荘郵便局では５０件を越える申請があ

っていますので、全てを廃止するのではなくてその部分について５年間協定を結びまして 

いろいろとしていきたいというのが本音であります。 

（会 長） 

 現状説明と、協定を結ばないといけないということと、忘れ去られた部分があるのかな

と思いますので、ＰＲをしていって件数を上げることが大事なのかなと思います。 

（委 員） 

 リース料そのものの問題もあるんですが、使用枚数で１枚いくらという契約の方法もあ

るので、申請枚数に応じていくらという方法はだめでしょうか。 

（事務局） 

 リースのＦＡＸが特殊なもので、ＦＡＸ上で公印が印刷されて郵便局に送られていくと

いうものなので、郵便局の方で職員が押すという方法ではなくて、用紙だけを入れて電子

公印が印刷されていくやり方なので、郵便局は民間なので市の職員以外の公印の取扱いが

厳しくなっています。特殊なＦＡＸなのでこれを製造している会社が日本では１社しかあ

りませんのでそこの会社からしか購入ができないということもありますので、安くという

のが出来ないんですよね。 

（会 長） 

 証明書が小さいのもあれば大きいのもある。縦もあれば横もある。一つ一つに公印が押

される場所を設定してあり、手間はかかります。しかし、継続できるようにお願いします。 

（委 員） 

 契約期間が５年ということですが、１０年契約にしたらリース料は安くならないんでし

ょうか。 

（事務局） 

 民間になったときにいろんな状況、今は郵便局じゃなくてもコンビニ交付とかいろいろ

なことが出来るようになっていますので、そういった状況の変化もあるということで５年

という期間を決められたみたいです。それが１０年ということで大丈夫だとは思うんです

が、その他にもいろんな取り方が出来るということで、５年間ぐらいがベストということ

で決められました。 
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（委 員） 

 ５年の間に状況変化があるということですよね。でも５年にこだわる必要は無いのでは

ないかと思います。１０年にしておいて、状況が変化したときはその時点で協定をやり直

すとか。そうしておけば、１年分のリース料がいくらか安くなるのではないかなと思いま

す。 

（事務局） 

 協定を変更するのは市議会に議決が必要になります。 

 継続できるようにお願いできればと思います。１０年としておいてもし毎年変更があれ

ばその都度議会の承認が必要になります。また郵便局と協議を行ないまして調整が必要に

なります。その辺を踏まえまして５年くらいならばそれまでの変化を踏まえて、またその

後の締結が出来ますが、１０年になってしまいますとあまりにも長いですので５年くらい

が妥当ではないかと思います。その中でも変更等が生じれば見直しが出来るよう協定書を

結んでおります。 

（委 員） 

 発行するのは郵便局なんですか。支所でしょうか。手数料の関係が若干でてくるとおも

いますので。 

（事務局） 

 受付は郵便局でします。そして支所の方で証明書を発行し、それを証明書受信システム

ということで支所から郵便局にファックスで送るような形になります。 

 その仲介手数料として郵便局に１６８円入ってきます。３００円の証明書を発行するの

に一旦市役所に３００円入ってくるんですが、郵便局に一件当り１６８円お支払をすると

いうことになります。また、全てシステムの電気代は市で持ち出しをしているというかた

ちになっております。ここに載せておりますのはリース料のみでありまして、実際は手数

料ですとか電気代も含まれてくるということになります。 

（委 員） 

 今、お伺いしたことによると市はお金をつぎ込んでいるが設けは殆ど無いということで

すが、中津道の住民としましては年間に３，４件の取扱いがあるということで、地域振興

会にも同じような内容がきておりましたが、地域でも郵便局に取りに行ってくださいとお

願いしますので、極力残して欲しい。この３名の方のためにも残して欲しいという気持ち

があります。よろしくお願いします。 

（会 長） 

 今の意見がこの審議会のまとめの意見かなと思いますので、地域住民のサービスのため

にもろしくお願いします。 

それでは、次の報告事項の１「八代市笑顔deあいさつ日本一運動について」事務局より

ご説明をお願いします。 
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（事務局） 

 資料に基づき「八代市笑顔deあいさつ日本一運動について」事務局より説明。 

（会 長） 

 「八代市笑顔deあいさつ日本一運動について」事務局より説明がありましたが、ご意見、

ご質問はありますでしょうか。 

（委 員） 

 平成２４年度を見ますとあいさつ運動に５５０万円予算計上してありますが、期間の設

定はしてありますでしょうか。 

（事務局） 

 期間の設定はしておりません。継続してやっていくということで、その初年度というこ

とになります。 

（委 員） 

 あいさつ日本一運動とありますが、自分の評価でやったりやらなかったりといったかん

じなのでしょうか。 

（事務局） 

はい。おっしゃるとおり予算を付けて事業を展開していくということで、成果を出して

いくということが非常に大事なことだと思います。この評価をどのようにとらえるかとい

うことは非常に重要なポイントだと思っておりますが、なかなか数値化できるものでもご

ざいませんので、これをどう出来たか出来ないか判断するのは難しいと思っておりますが、

日本一を目指すということが一つの目標であるということと、市民意識調査を行なってい

きますが住み良い八代づくりといったものがどのように皆様方に実感していただけるか、

アンケート調査を基に総合的に把握していきたいと思っております。 

（委 員） 

 文章を見てて思うんですけれども、笑顔で日本一運動の目的は何かなと考えていたんで

すけれども、これで見れば目的は、元気で明るい心豊なまちの実現と書いてあるんですけ

れども、どうして笑顔であいさつをしなければいけないのか基本的なことを知っていただ

ければならないと思います。目的があって目標があってそこを、文章とか考えて、啓発活

動を行なっていかれるのではないのかなと思います。 終的に目的をはっきりさせること

が必要だと思います。 

（事務局） 

 目的は、大きな目的としまして、元気で明るい心豊な街づくりの実現ということでござ

いますけれども、そのために基本となるのがあいさつということで、あいさつは人と人を

結ぶ手段だと思います。知らない人とでも、近所の人とでも気軽にあいさつを交わすよう

な街を作ることで、震災以降絆づくりが言われておりますし、独居世帯も増えております

ので、声かけ運動と連動する中でコミュニケーションが綿密に取れるような街を目指して

いるんだという姿勢を見せたいと思っております。運動していく中で施策の体系的なてき
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なものがまだ出来ておりませんので、あいさつのマニュアル作りを行ないたいと思ってお

りますので、またそのときは皆様方に分かり易くご説明できるようにしたいと思います。 

（委 員） 

 このあいさつ運動の予算に５５０万円が付いていますが、その内訳を教えてください。 

（事務局） 

 ２００万円が８月１日のオープニングイベント等を含めた通年のあいさつ運動の事業委

託になります。イベント開催費用と通年の運動費用になります。 

 残りの３５０万円が今年度作成いたしました啓発用ポスター２，５００枚とのぼり旗１，

７００本の制作費になります。 

（委 員） 

 ポスターとのぼり旗は団体等で申請すれば貰えるんでしょうか。 

 それと、８月１日のオープニングイベントは誰でも参加できるんでしょうか。 

（事務局） 

 公共施設等にはこちらから配布しております。それ以外のところで協力したいから欲し

いということがありましたら、申請があれば公的な所につきましては無料で配布させて頂

きますが、民間の事業所等、お店とか会社にはのぼり旗を有料で１本５００円で販売とい

う形でお分けしたいと考えております。民間企業等につきましては笑顔であいさつクラブ

というものを作りまして、これは団体も同じなんですけれども、これに登録いたしまして

市のホームページ等でＰＲするような形を取り、企業のイメージアップにも繋がっていく

のではないかと思います。 

 ２点目の、オープニングイベントは何方でも参加可能でございます。 

（会 長） 

 市のあいさつ運動に対する評価はなにかでていますでしょうか。 

（事務局） 

 評価自体は行っていません。市民の方から以前に比べて良くなったという声は出ていま

すが、まだまだとい声も一方ではありますけれども、これを機会に職員の応対も良くなる

ようにしていきたいと思います。 

（会 長） 

 ただやっているよということで、やりっぱなしでは意味がありませんので、そのあたり

評価をして八代市全体が良くなっていけば一番言いのかなと思います。 

 防犯上の声かけは非常に大事だなと思います。 

（委 員） 

 ５５０万円に含まれるソフト事業に係る予算は何割程度でしょうか。 

（事務局） 

 ２００万円の委託費の中に含まれています。 
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（委 員） 

 坂本中学校の生徒のあいさつは素晴らしいと思います。大きな声で心のこもったあいさ

つをしてくれますので、非常に気持ちがいい。中学校は予算計上してないと思いますので、

お金をかけずにみんなでやっていければと思います。 

（会 長） 

 他にご意見が無ければ次に進みたいと思います。 

 報告事項の２番目「住民自治に関する進捗状況について」事務局より説明をお願いしま

す。 

（事務局） 

 資料に基づき「住民自治に関する進捗状況について」説明。 

（会 長） 

 「住民自治に関する進捗状況について」説明がありましたが、ご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

（委 員） 

 ６月に認定された校区が２校区あるということですが、宮地について東校区とあります

が宮地はいくつかの校区に分かれているわけでしょうか。 

（事務局） 

 当初宮地は一つということで市内で２０校区ということで考えていました。とこが先月

宮地東を一つとしてお願いしたいということで要望がありました。市の内部で協議しまし

た結果、宮地校区と宮地東校区はそれぞれ別々に補助金をお渡ししております。その関係

で宮地と宮地東でそれぞれ一つの校区として指定させていただいところであります。 

（委 員） 

 坂本は９つの小学校区がありますが、それぞれに分かれてできるんでしょうか。 

（事務局） 

 ９小学校区、８地域振興会があるというのは存じ上げております。坂本の方で問題なの

は、例えば４つに分かれる、８つに分かれるというのは議論があるとおもいますが、一つ

は今年立ち上がって、一つは来年立ち上げるということでは、一括交付金の交付上無理が

あります。どうしてかと言いますと、補助金委託事業を今坂本校区は一つとして交付して

おります。別々の年度で立ち上げてもらうと交付金を配分できません。しかし、一斉に立

ち上げていただければ問題はありません。 

（委 員） 

 住民自治につきましては４、５年前から協議されています。私がずっと問題視している

のは、これは法律で定められたものなのか、それとも担当課が奨励しているだけのものな

のでしょうか。選択の余地があるのか、義務化されるものなのかということです、 

（事務局） 

 法律、条例等で定められたものではありません。市で推薦しているものです。 
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（委 員） 

 ８つの地区にしろ、５つの地区にしろ一括交付金ということですが金額はどのくらいで

しょうか。 

（事務局） 

 平成２２年度交付しておりました５，８００万円をベースとしまして、新しい算定基準、

事業割、均等割、人口割という３つの基準で算定しまして、２０校区を基礎として交付す

ると定めております。また、この新しい基準で交付しますと、人口が少ない校区は今交付

されている金額よりも下がる校区が出てきます。その際には今貰っている金額を補填する

という制度になっております 平成３２年度までは今の額を補填するという制度になりま

す。 

（委 員） 

 一校区一つが原則と私どもはずっと聞いてきましたが、泉も３つできるそうですね。 

坂本の場合は８つの振興会がありますから８つ認めてもらえるのであれば、住民自治が取

り組みやすくなると思います。一校区に一つじゃ無理があります。 

（事務局） 

 おっしゃるとおり、坂本校区では今でも充分機能されていると思いますけれども、坂本

のまちづくりをどうしたらいいのかということを充分検討さえた上で結論を出して頂きた

いと思います。 

（会 長） 

 坂本では地域振興会で住民自治をきちんとされていますから、そういった問題が出てき

ているのかなと思います。よそとは若干違うと思います。 

（委 員） 

 なかなか今、問題が問題なだけに、私は個人的にいろいろな情報は聞いているつもりで

おりますけれども、会長がおっしゃるとおり私たちの坂本を考えたときに、合併後の取り

組み方、地域振興会が発足して８校区で進められておるわけですが、住民自治の取り組み

方へのニュアンスが若干変わってきていると感じます。それで、旧坂本村の８校区がずっ

とあるわけですが、そこら辺の問題のすり合わせというか、どこまで話が進んでいるのか、

どういう形で方向性を持たれているのか、そこら辺が私たち住民には見えてこないんです

ね。ことは急を急ぐ問題で、住民自治の推進というのは、結局２７年のタイムリミットが

あるわけですし、そこまでには八代市全体としては取りまとめられると思いますけれども、

そのまとめ方の過程で坂本町のまとめ方をどうしていかれるのか、また、坂本のそういう

振興課、市政協あたりが中心になってやっておられますが、そこら辺の話し合いとか、ど

うもまだ筋が見えてきません。出来ればそこら辺の筋道を一本化するなり、８校区あるか

ら８つでというのは私は付いていけないと思います。住民自治の大前提として１校区１つ

というのがありますので、今宮地で２つとか泉で３つとか出ておりますけれども、考え方

を踏襲してもらわないと難しいと思います。全ての校区一つということで踏襲してあれば
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スムーズに出来たのかもしれませんが、現状では、こっちでは２つあっちではまたいくつ

か出来るということになってきますと、そのとりまとめで、私の考え方がずれているのか

もしれませんが、どうもまだはっきり見えてこない。 

出来れば坂本校区の進め方として、振興会が主なのか、市政会が主なのか、そこら辺をも

う少し先導していただけませんでしょうか。行政のほうで。そうでないとどうもすっきり

しない。今聞いてみますとあっちこっちの意見がバラバラになってきている。そらやっぱ

り、将来に課題を残す坂本校区づくりではいけないとおもいますから。 

（事務局） 

 市政協力員交付会と地域振興会それぞ定例会を持っておりますけれども、住民自治に関

しては合同会議ということで行なっています。ですので、どちらということではなく、両

方をどういうあり方があるか、どうしたらよいかということで会議をしております。 

 事務局の方もはじめ１本ということで皆様方にご説明をしましたが、地域振興会がある

じゃないかということで、要望がありましたので、その可能性について確認をしましたと

ころ、８でもいいよということでございました。それで、今どちらを選択するかというこ

とについて、今年中にまた合同会議を開きまして、検討を進めていくように予定をしてお

ります。各地域振興会の中にも市政協力員さんも役員でおられますし、それぞれの地域で

自分たちが求めていく自治を考えて頂きたいと思います。併せて、行政が住民自治の基本

のところで引っ張り過ぎないように、押し付けないようにと考えております。 

ただ、ある程度の時期が来ましたら、リミットが平成２７年度になりますので、あまり時

間をかけすぎないでやっていかなければならないなと思います。時期が来ましたらとりま

とめをさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（委 員） 

 渡瀬委員が危惧されていたことがあるからこそ、先ほど私が協定のことでお聞きしたわ

けですが、となればリミットがあるとすれば、選考しなくてもいいのではないでしょうか。

坂本の場合は高齢化率４６％ですよ。振興会の他にまた組織を作れというのは無理ですし、

人材もまた探さないといけない。限界集落もいくつもでてきているといった状態ですから、

二重行政にならないように、振興会とその立ち上げがあるとすれば二重行政にならないよ

うに振興会で知恵を絞って欲しいと思います。 

（事務局） 

 一つ今心配されているのが、振興会と二重行政ということで心配されましたけれども、

８つになっても１つになっても今の振興会がベースになるだろうと思っております。 

１つになる場合は、それが受け皿になって８つの振興会に配分するといった感じで、今の

振興会は崩せないだろうと思います。１つの組織が受け皿となってやっていくのか、８つ

それぞれで受けていくのかという違いで今会議は進んでいます。ですから、地域振興会を

ばらすといった考えはございません。皆さんの意見の中でも地域振興会は別ということで

考えられておられます。 
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（委 員） 

 西部地区では、住民自治について協議をしましたところ、やはり２つに意見は分かれま

す。坂本校区と振興会に。しかし、先ほど言われましたように、坂本の街づくりを振興会

でできるだろうかと思います。役員になる人がいないので組織としてできるだろうかとい

うことが心配です。私たちが話しても分かりませんので、出前学習みたいな形で説明をお

願いできればと思います。 

（事務局） 

 出前講座というものがございます。実際、町内会から依頼があって出向いています。坂

本校区につきましても、各町内会からで結構ですので、要望があれば伺いますのでいつで

おっしゃってください。 

（委 員） 

 少人数でも構いませんか。 

（事務局） 

 構いません。 

（会 長） 

 ということですので、要望されるといつでも飛んでこられるのかなと思います。 

 坂本は第二次先行地域にには入っておりませんので、まだ検討中ということです。 

 他にご質問等がなければ、次に行きたいと思います。 

 それでは報告事項の３「地域要望制度について」ご説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「地域要望制度について」事務局より説明。 

（会 長） 

 それでは、「地域要望制度について」ご意見ご質問がある方はお願いします。 

（委 員） 

 締め切りの８月末は今年度からでしょうか？ 

（事務局） 

 今年度からです。 

（事務局） 

 坂本地区の進捗状況について若干違いますので説明したいと思います。坂本支所では昨

年と同様にスケジュール的には早め早めに対応しているところでございます。各地域の要

望のとりまとめを市政協力員の校区会、地域振興会にお願いいたしまして、５月３１日を

期限として実際とりまとめを行っています。６０数件要望が上がっております。それにつ

きましては、担当課におきまして内容を確認しております。今後は要望事項について事業

の必要性、緊急性、事業の効果を検証しながら、優先順位を付けられれば付けていきたい。

付けられなければ付けないまま当初予算の編成前までには例年通り市長要望も行なってい

きたいと考えております。 
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（会 長） 

 坂本につきましては、既にとりまとめまで済んでいるということですね。 

 他にご意見、質問はございますか。 

 地域要望制度については以上でよろしいですね。 

 それでは、次のその他「各地域審議会の審議内容について」事務局より説明をお願いし

ます。 

（事務局） 

 資料に基づき「各地域審議会の審議内容について」事務局より説明。 

（委 員）資料につきましては、前もって配ってありますので、読んで予備知識をもって

おりますので、追加で配られた資料だけ説明していただければ頭の整理もし易いんで、今

後の参考にお願いします。 

（会 長） 

 以後、そういうことでご配慮お願いいたします。 

 これにつきましては、特に質問はございませんね。 

 無ければ、その他に何か質問があればお願いしたいとおもいます。 

（委 員） 

 三点質問を申し上げます。 

まず、地元の問題でダムの撤去が９月から開始されますが、大門地域の嵩上げの問題で付

け替え道路として使うこととなっておりますが、それとは関係ないことと思いますが、生

活道路として利用している私どもにとっては、藤本地区の発電所周辺はどのようになるの

でしょうか。具体的に分かっていればお願いいたします。 

（事務局） 

 発電所の取り壊しにつきましては、時期等は決まっておりません。築堤については国土

交通省の方で放水路あたりの道路は築堤計画に上がってきています。堆積していた土砂の

撤去につきましては地元から要望が出ておりましたので築堤と併せて撤去するということ

になっております。図面等につきましては国土交通省で作成しておりますので、後日にで

も提供したいと思います。 

（委 員） 

 情報公開よろしくお願いいたします。 

 地元の問題と致しまして第２点。廃屋撤去の問題。私も自治会長しておりましたときに

廃屋調査しました。今年度予算を見ますと、６００万円予算が計上してありますが、行政

代執行。危険家屋がある場合は行政が対応していただけるのでしょうか。やはり、どうし

ても個人で対応しなければならないのでしょうか。 

（事務局） 

 国からの補助制度があります。それにつきましては先ず、第三者に、道路等に支障を及

ぼすもの。そういうものについては、対象になるということです。申請の手続き関係は本



16 
 

庁の建築指導課が担当課になり対応しています。申請の要件は、土地建物の所有者である

ことと同時にその家屋が危険家屋であることという判定が下りたものということになりま

す。 

強制撤去があるかということについてですが、個人の財産ですので、それを強制的に行政

が撤去するということはできません。 

（委 員） 

 制約があると思いますが、危険な家屋がある場合住民から要望が出ることもあるわけで

すよ。四角四面の要件があればそれは無理でしょうね。 

 それでは、もう一つ国保税の還元について、３月議会では議員さんが否決してしまいま

したね。これは市長提案だったかと思いますが、折角の機会だったのになぜ否決されてし

まったのか。国保の基金は１４億円ほど今あると言われておりますが、これを積立金でそ

のままにしておくと、不要額として認められたならば大変なことになりますよ。ですから、

その前に８，７００万円ぐらいだったと思いますが、私たちは１５０万円から２００万円

の所得で１０％になっています。２，０００万円、３，０００万円の閣僚、総理大臣は何％

だと思いますか。７％ですよ。その上にですよ、私はたまたま１５０万円以上ありました

から、医療費は３倍も払わないといけないんですよ。そういう苦しい事態の中で積み重な

った金額ですから、少しは還元されたらいかがだろうかとずっと審議会でもそれから市長

とも語ろうでも言ってきました。しかし、３月に否決されました。市長には再提出してく

ださいと本庁の方は言ってください。１４億も国に収めるぐらいなら還元をお願いします。 

（事務局） 

 本日頂きましたご意見ということでこちらで取りまとめまして、つないでおきたいと思

います。 

（委 員） 

 前回も言いましたが、午前中に開催すると審議会の時間の制約があるということで、一

人一人の意見が出ないんですよね、発言したくても時間を気にして発言しないということ

があるんで、出来れば昼からお願いしたいと思います。 

（事務局） 

 午前中にあった方が昼から時間が空いたほうが動きやすいというのもありますものです

から、委員皆さんの総意で午後からということでしたらいいんですけれども、皆さんいか

がでしょうか。 

（会 長） 

 午後からは中学校に行っておりますので、何ヶ月かに１回ですので、皆さんの意見で言

いのかなと思います。 

 次回は充分時間が取れるように配慮をお願いします。 

（委 員） 

 先ほどもお話しがありましたが、坂本中学校の挨拶が凄くいということでしたが、私も
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そう思います。先週小学校の校長との懇談があったんですけれども、小学校は挨拶が全然

出来てないということでした。なぜ中学生になって急にできる様になるのか不思議がられ

ておられました。予算が無くても出来るということで、坂本の中学校そんなことで先進地

なんですよね。坂道を登っていけばみんな会釈しながら挨拶をするんですね。しかも大き

な声で。こんな中学校ほかにあるのかなと私は思います。できればどんな感じであいさつ

運動をしているのか見てもらい、予算を使わずに取り組んでいただければと思います。 

（委 員） 

 一市民としてあいさつ運動について気持ちを申し上げますと、日本一という表題があり

ますが無理な事業になりはしないかいらん心配をするわけですが、日本二ではいけません

か。 

（会 長） 

 やるからにはですね、二番に目標を設定すれば二番には行かないそうです。一番にして

始めてそこに近づくということで、 目標は高いほう良いのではないかとおもいますけれ

ども。 

（委 員） 

 県道中津道八代線についてですが、現在検討されている 中だと思いますけれども、一

年半ほど事業説明があっていません。いつまで検討しよるとかいと言いたいところなんで

すけれども、その辺がはっきりしないもんですから、市の事業ではないですけれども、市

のほうから働きかけて、せめて年に１回ぐらいは説明を行なってもらえればと思います。 

（事務局） 

 県の方にも問い合わせは度々しております。現在、測量が終わりましたので、いろんな

パターンの計画の想定を行なっている段階だそうです。 

ある程度の方向性までは見出しているんではないかなといった感じですが、実際の計画は

まだこちらまで伝わってきておりません。 

 ＪＲとの交渉や国土交通省との交渉がありますので、その辺を水面下で行なわれている

といった情報を得ています。計画が進んでない段階で説明会を行ないましても前回と同じ

内容の説明になってしまいますので、ある程度進んだ段階で説明会を考えていると思いま

す。それがいつかというのは県も定かではないと思います。進捗状況に応じて説明ができ

る状況になりましたら説明をしたいということですので、もうしばらくお待ちいただけれ

ばと思います。また、新しい情報が入りましたら次の審議会のときにでもご報告したいと

思います。 

（会 長） 

 地元の熱意をどのように伝えていくかというのが重要だと思います。地元の念願の道路

ですのでぜひよろしくお願いいたします。 

 他に何もないようでしたらこれで第２２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。 


