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第２３回 坂本地域審議会会議録 
開催日時 平成２５年 １月２５日（金） １０時００分 ～ １２時１５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   
委 員 松本 良弘 〃  松村 賢治   
〃  瀬上 都代子 〃 松野 良一   

 
 ■ 欠席委員 
委 員  末永 みてる 委 員   平田 由美子 委 員  

 
 ■ 市出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 
坂本支所長 丸山 平之 広報広聴課長 上田 真二 

総務振興課長 鶴田 英治 広報広聴課主任 押方 保樹 
市民福祉課長 下村 孝志 情報政策課長 秋田 壮男 

建設事務所長 山口  修 こども未来課長 松村 浩 
農林水産事務所長 橋本 勇二 こども未来課課長補佐 早木 浩二 

総務振興課振興係長 松田 薫 学校教育課審議員 渡邉 裕一 

企画政策課長 丸山 智子 教育部次長 釜 道治 
企画政策課企画係長 相澤 誠 生涯学習課長 宮崎 和喜 

企画政策課主任 坂本 友和 総務振興課主任 東 誠也 

建築住宅課課長補佐 山口 敏朗   

    

  
 ■ 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２３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。 

 それではまず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９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。議題が多くありますのでスムーズな進行

をお願いいたします。 

（１）議事 

①八代市総合計画後期基本計画について 

②八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について 

③八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員任期満了に伴う委員の推薦について 

④CS 番組の意向調査および八代市ケーブルテレビ管理運営審議会委員の選任について

 

（２）報告事項 

①携帯電話エリア整備事業について 

②八代市保育所民営化等計画について 

③小中一貫・連携教育について 

④未利用等の市有資産の活用方針について 

    

（３）その他 

①第５期地域審議会委員について 

②八代天草架橋建設促進総決起大会への参加について 
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 まず、議題１の「八代市総合計画後期基本計画について」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後期基本計画について説明がありました。 

 事前に資料は配ってありましたので、各審議会委員のご意見を出していただければと思

います。 

（委 員） 

 これまで全域にしろ総合計画として資料を頂いた中で今回特筆すべきは、数値を示され

ておられますね。これは良かったと思います。今後おおいに関心をよせていきたいと思い

ます。 

 それからですね、以前私がいただいているこれは、総合計画の概要版は全世帯に配布で

したかね。この資料は一般には難しいと思いますが。これは非常に分かり易くなっていま

す。全世帯配布であれば幸いだと思います。 

（事務局） 

 今回いろいろのご意見をいただいて、また 終的に策定審議会にかけまして 終的に作

成していくということになります。今回総合計画案として文書が主に載っていますもので

すから、関連するデータとかグラフとか写真とかを掲載しまして 終的にはもっと分厚い

ものになるんですけれども、それとは別に松村委員からお話がありました、概要版を別途

作成しまして、ちょっと予算の関係上全世帯に配れるか分からないんですけれども、でき

れば回覧ででもお配りしていただいて見ていただく形または市のホームページ等にも載せ

たいと思っているところでございます。 

（会 長） 

 松本委員出られた感想などはございませんでしょうか。 

（委 員） 

 ちょっと、そのときも質問したんですけれども、地域の分け方ですね。これが当初の分

け方によるということで、そのときの分け方が私が納得いかない分け方になってるもんで

すので、委員の皆さんはご存知だと思いますが、私は始めてだったものですから良く分か

らなかったんですけれども、できればもう一回ご説明していただければと思うんですけれ

ども、当初分けたやつを投象したということではなくて、どうして当初そのような分け方

になったのかということですね。一番気になるのは、坂本は総合計画では南部地区になっ

ているんですけれども、防災上の警戒警報等が出るときは八代東部とういう言い方で出て

くるんですよね。そこら辺との勘違いというか、私たち始めて聞くものにとっては、納得

がいかないところがあります。 
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（事務局） 

 総合計画では３地区に分けているんですけれども、今おっしゃるとおり、下に色んなも

のがぶら下がり色んな計画があるんですけれども、後でご説明あると思いますが住生活の

中では都市マスタープランというものに沿って４地域に分けたりしてまたさらに細かく分

けたりしているものもあります。前期の計画、基本構想を作ったときに地域の皆さんを集

めてですね、ワークショップを開いてですね、地域の課題とかを検討されています。それ

を基本構想をそのまま１０ヵ年継続するような形になっておるものですから、地域はその

まま生かしたというか、継承したという形になっております。 

（委 員） 

 八代東部地区に避難警報がでていますといった場合にですね、私たちは現時点で坂本は

その中に入っているという感覚でいるんですけれども、今後そこらへんをですね、八代東

部にも出ていますと言われた場合、この区分けが使われた場合、これが情報にも使われる

か分かりませんけれども、そこら辺を統一してもらわないと、我々が勘違いをする可能性

があるんですけれどね。 

（事務局） 

 確かに南部地域という区分けに、住民の皆さんが違和感を覚えられるというのはあるの

かなと、ご指摘いただいて私たちも受け止めていかないと思います。これは飽くまでも総

合計画上のまちづくりの方針としてのエリア分けでございまして、これに基づいて、この

エリアごとの事業計画とはまた異なっている部分もございまして、街づくりの方針を地域

設定して定めた場合に、坂本地区は、例えば交通体系ですとか日奈久までバスが乗り入れ

ているなどもありまして、そういった日常生活圏とか土地利用の状況などを基本にしまし

て、総合計画上は３つの地域に分けさせていただいた中での南部地域という位置づけでご

ざいます。 

ですので防災関係とかには山間部ということで東部地域分するとういう表現もあり、紛ら

わしくなってしまうのが大変申し訳なく思いますが、次の５年間は総合計画の中では南部

地域とさせていただいているところであります。 

（会 長） 

 総合計画の中だけで地域割りをしたということですね。 

（委 員） 

 P128の南部地域の現状と課題についてですが、防災等の課題が書いてありますけど、人

口が必然的に高齢者が多くなって減っていく中に、残った若い者は買い物とか生活必需品

は街中で買い物できると思いますが、残された高齢者の生活に対してどのようにお考えな

のか。また、それに付随して、バス等交通手段を含めて、また空家とか発生してくるだろ

うということが予測されますけれども、そういった方面も入れって行ったほうがいいので

はないかと思います。 
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（事務局） 

 確かにご指摘のとおりだと思います。南部地域にだけに限らずそれは市全域での課題で

ありますので、全体的なものとして捉えてはおります。交通の関係だけで南部地域に言い

ますと、P129施策の方向性の中で少子高齢者が進む山間部においては、生活交通確保のた

め乗合タクシーなど公共交通機関の整備に努めるということで上げてますのと、それだけ

ではなくて、日常的な買い物が不便であるという課題もありますけれども、後空家対策と

いうのもおっしゃいましたが、定住促進というものは、繰り返しになりますが、この地域

だけの課題ではないものですから、ここには具体的には上げていないですけれども、今回

前期計画には無かったもので定住促進と五ヵ年の計画の中でP59ページになりますけれど

も、定住化の促進というものを上げさせていただいております。これは新しい項目です。 

暮らしを支える住環境の整備や就労等の支援とか、定住化につながる様々な支援策、仕組

み等の構築を検討しますということでですね、定住化には福祉から雇用からいろいろなそ

れこそ住まいとかいろいろ関わってきますので、そういった方向性の中でですね今後は事

業をやっていきたといったところで位置づけているところです。 

（委 員） 

 P116の地球環境問題への対応についてですが、成果指標ということで、住宅用太陽光発

電システムの普及率ということで目標に掲げてありますけど、今の補助金とか仕様が分か

れば、どの位ですか。 

 太陽光発電でしたら、坂本地域は山間部が多いので補助金の対象にはならないと思うん

ですよ。 

坂本地区に特化した対応策というのがあれば教えていただけませんでしょうか。 

（事務局） 

 データを持ち合わせておりませんので、調べさせて報告させていただければと思います。 

 坂本に特化したというわけではないんですが、八代地域は森林も豊富ですので、木質バ

イオマスの可能性があるのではないかということで検討は行なっております。特にこの再

生可能エネルギーについては、エリア別にここにはこれをということで定めておりません

が、全般的にということにはなるんですが、一番大きいのは太陽光。次に木質バイオマス

発電。後、風力の可能性があればということだったんですが、以前調査をしたときは難し

いということでした。一番可能性があるのは木質バイオマス発電だと思います。 

（委 員） 

 これに関連したやつなんですけど、例えば太陽光発電の補助をこれだけ出すといった場

合に、その対象者がいないといった場合は、それに変わる、例えば環境に配慮したやつな

らば、上下水道、浄化槽ですかね。ああいた形の補助金を増やすとか、そういった形で同

じ対応をして、地球環境への問題をクリアするとか、先ほど言われた木質バイオマスボイ

ラーですかね。今チップとかありますよね。そういった形を見たんですけれども、バイオ

マスボイラーと比べてチップボイラーは経費が掛からない。燃料費が安いんじゃないかな
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という話も出ていますので、そういった形でも検討していただければと思います。 

（事務局） 

 チップとペレットとそれぞれにメリット、デメリットがあるみたいですので、長い目で

考えてコスト的なとこも含めていろいろな導入の可能性を検討していきたいと思います。 

（会 長） 

 今後の５年間の八代市の方向性を決める重要な計画です。そういう意味では非常に大事

な計画ですので注視しながらまた、私たち住民がいかに関心を持っていくかということが

大事ではないかなと思います。行政ばかりに任せるんじゃなくて私たちが関心を持って一

緒に考えていくことが非常に大事だと思いますが、他によろしいですかね。 

（委 員） 

 あと一つよろしいですか。 

P100ですけれども、工業の活性化ということで、企業立地件数が平成23年度は3件。目標

値が29年度で10件となっているんですけれども、企業の立地が目標に応じて丸々来た場合

にですよ、工業団地といいますか用地というのは、どれだけの工場がくるか分かりません

けれども、いわゆる工業団地は八代には余裕があるわけですか。 

（事務局） 

 余裕が無いほど来てもらうとありがたいなと思うんですけれども、自前での工業団地と

いうのはございません。県の工業団地が外港の方にございますので、そちらにまだ空きが

あるというのと、民地で企業誘致の先方のニーズに合致したようなところがあればですね

企業誘致の担当課の方でご紹介をしているという状況でございます。ご指摘のとおり誘致

をするのであれば、受け皿も必要でございますので、その次のP102になりますけれども、

企業誘致の推進というところで重点施策を位置づけておりますけれども、その中でも工業

団地の整備の促進を促進しますということで掲げています。 

（委 員） 

 P106の体験型・交流型観光の推進というとこで、ニューツーリズム、従来の旅行とは異

なり、旅先での人や自然とのふれあいが重要視された新しいタイプの旅行ということで、

これに関して私が研修に行ってきたんですよ。詳しいことを八代市グリーンツーリズム推

進協議会の中村さんて方を呼んでますんで、後でその方に詳細な話をしてもらうというこ

とでいいですかね。 

（会 長） 

 時間内に取れれば時間内に話をしてもらって、時間内にできなければ後で委員さんに残

ってもらって説明をしてもらうということでよろしいですかね。 

 よろしいでしょうか。他に無ければ次に進みたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題の２番目「八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について」事務

局より説明をお願いします。 



7 
 

（事務局） 

 資料に基づき「八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について」建築住宅課より

説明。 

（会 長） 

 「八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について」ご説明がございましたが、ご

意見等ございませんでしょうか。 

（委 員） 

 今後の計画についてはご説明して頂きましたが、ベースとなる住居の充足率というのは

つかんでおられますか。大体でもかまいません。 

（事務局） 

 民間の賃貸住宅は１～２割程度空きがあります。公営住宅につきましては順番待ちの方

がまだいらっしゃるということで、公営住宅と民間住宅の差というのは家賃に大きな差が

あるのかなと。実際民間の方は充足しているとみているんですけれども、公営住宅の方で、

社会情勢とかみますと家賃の低いとこに住みたいという方がいらっしゃってその分不足し

ているのかなということはデータ的に出てきているところではあります。 

（委 員） 

 住宅計画には防災対策は欠かせないわけですが、東日本大震災後防災マップは新たに作

られる計画はありませんか。それによっては、希望者も地域で変わってくるだろうしです

ね。 

 それと、無理な都市化のためにマンションの規制。これをやってもらわないとと思って

いるわけですね。というのは、自治会長さんたちの意見を聞きますと、マンションの入居

者には自治活動に中々入っていただけないという苦情をいただいている。八代市独自のマ

ンション規制はできないものだろうかと思います。 

（事務局） 

 防災についてですけれども、この住宅基本計画の方はやはり地域防災計画と関係してく

るところでございます。ここで出ました意見については防災安全課の方にも伝え、我々も

会議に入っていきますので、その中で意見を述べていって防災マップの充実を伝えていき

たいなと思います。 

 それから、マンションの規制についてはですね、できるだけ町内会に入るようにという

ことで、お願いはしているところですけれども、それをどのように規制できるかというの

は今後の課題かなと。私以前ゴミ関係の部署にいたんですけれども、ゴミだし関連が非常

に難しいと聞いております。今、アパートが沢山建つような形になっております。そうい

うとこの意向を聞けばですね。意外と町内会に入ることを前提とした教育のとり方をやっ

ているところもございます。民間はお任せしないといけないんですけれども、ただ、この

会議の中の構成委員の中に、宅建協会の会長さんも入っておられます。そういった形で、

そういった協会の方にもお話をしてですね、そういった業界の中でもそういったルールづ
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けもできないかということもお話することができますので、ご意見としていただいて、今

後お話しさせて頂きたいと思います。 

 今後民間住宅と公営住宅で連携していかないと今度は空き家が出てきます。一戸建ての

空き家も対策につなげるということで今回の計画には取り上げています。 

（会 長） 

 先ほど言われました自治会の加入状況というのはこれからの大きな問題なのかなと。た

だ他所から来て住宅に入られても、なかなか地域住民との連携は取れないと。今後の課題

だと思います。 

（委 員） 

 コンパクトシティーとはどういうものか教えていただけもせんでしょうか。また、南部

地域の生活に関する今後の課題の中に、課題の２で坂本地区にも温泉がありますので、日

奈久温泉プラス坂本温泉とかも加えていただけるよう検討して頂きたいと思います。 

（事務局） 

 コンパクトシティーというのは基本的に住む場所と買い物する場所が離れていないで、

歩いて動けるそういった地域づくりが必要じゃないかということで、本町市街地をお考え

になられますが、地域の特性がありますので、できるだけ動かない街づくりが必要じゃな

いかなと、どこまでできるのかというのは今後の都市計画の中に出てくると思いますが、

今後はそのようなことを目指した方がいいんではないかなと、特に高齢者の方々は車を運

転できなくなると、買い物を近くで済ませたいということになります。そういうところに

街が作れるのか、居住環境を移すような政策をとっていくのかということが課題だろうと

委員さんの中でも意見が出てきてますので今後検討していく必要があると思います。 

 坂本の温泉については入れるところで委員の皆様に伝えていきたいと思います。 

（会 長） 

 他に何も無ければ、次に進みたいと思いますがよろしいですか。 

 それでは、議題の３番目「八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員任期満了に伴う委

員の推薦について」説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員任期満了に伴う委員の推薦に

ついて」事務局より説明。 

（会 長） 

 これにつきましては、委員に再任ということで、事前に依頼がありました。 

 実を言うと任期が今年度で終わるので、次の任期の時には居ないかもしれないがそのと

きはどうするのかというようなことも言いましたけれども、今現在の委員さんの中でお願

いしたいということでしたので、それでは仕方ないですねということを言っておきました。

ただ、来年４月からの任期で変わった場合は次の方に引き継ぎますよという話もしておき

ましたけれども、この場での再任のお願いでございますので、皆さんの中から私が引き受
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けるという方がいらっしゃれば、なければ再任を引き受けていと思いますがよろしいでし

ょうか。 

（委員全員異議なし） 

それでは引き受けさせて頂きます。よろしくお願いします。 

（会 長） 

 それでは次の「CS番組の意向調査および八代市ケーブルテレビ管理運営審議会委員の選

任について」説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「CS番組の意向調査および八代市ケーブルテレビ管理運営審議会委員の選

任について」事務局より説明。 

（会 長） 

 意向調査は既に終わっております。それに伴い、審議委員の推薦ということになってお

ります。 

 それでは、ご意見があればお願いします。 

（委 員） 

 今日、意向調査の集計を知りたかったわけですけれども、まだでていませんね。 

 私たち、（松野委員と）前任者として料金改定のとき参加しました。それで、いくらか

は知っておるつもりです。ですから私は既設の地域のものとして、財源の問題ですぐ沸き

あがってくる存廃論が出てくるわけです。私はこれは国策で進められた事業ですから、こ

のまま続けてもらうためにも、参加して大いに議論したいと思います。廃止なんて考えて

もらっては困ります。ましてや運営費の中では過疎債で交付されてますね手当てがされと

る。すぐ一般財源からいくらだしとると無知な議員さんがそういうことをすぐおっやいま

す。国保の問題でも一緒ですね。ちゃんと国の方から手当てがあっとる。この前１２月５

日になって初めて国からいただいとりました。市の手出しは１円もありません。そういう

状況ですので、無理に財源のことを心配する必要はないと思います。国の方にそういうこ

とは大いに発言して頂きたいと思いますが、私は地域の代表として是非存廃論議が無いよ

うに取り組みたいと思いますので私は参加します。 

（会 長） 

 有難うございます。松村さんは自ら参加しますということを発言して頂きました。 

 先ほどの福祉関係も私が再任ということでしたので、ケーブルテレビ関係、料金改定に

付きましても会議にお二人出ていただいております。前回の検討委員会の事情とかもお分

かりだと思いますので、再任という形でいかがかなと思いますけれども、皆さんのご意見

はいかがでしょうか。 

（委員全員意義なし） 

それでは、松村委員と松野委員よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の方はこれで終わらせて頂きたいと思います。 
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次に、２の報告事項に入っていきます。１の「携帯電話エリア整備事業について」事務局

より説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料に基づき「携帯電話エリア整備事業について」情報政策課より説明。 

（会 長） 

 ただいま「携帯電話エリア整備事業について」事務局より報告がありましたが、ご意見

ございますでしょうか。 

（委 員） 

 今、日光地区の進捗状況についてご説明がありましたが、隣に辻地区てあるんですけど、

そこはどういった形の状況になっていますか。 

（事務局） 

 辻地区につきましては、私どもも当初不感地区だと思っていたんですが、辻地区の市政

効力員のお聞きしましたところ、携帯電話は通じてますよということで回答をいただいて

おります。 

（委 員） 

 坂本で携帯電話がつながらないのは、今ここに載っている地区だけでしょうか。 

（事務局） 

 地区全体がつながらないとされていますのは、５地区。日光、袈裟堂、市ノ俣、枳ノ俣、

横様の５地区になります。 

（委 員） 

 できるなら早急に連絡が取れるようにお願いをしたいと思います。なぜならば、私ども

緊急連絡をする者のとして是非お願いをしたいなと思います。 

（委 員） 

 クレオン温泉センター付近がつながらないと聞いておりますが、ドコモがつながらない

のですかね。 

（事務局） 

 一部つながりにくいところがあります。全体的にはつながらないことは無いです。 

（委 員） 

ドコモ以外は全部つながるわけですね。 

（事務局） 

各社の電波状況は把握しておりませんが、話を聞きますと事務室などで若干つながりに

くいところがあります。 

（委 員） 

 公共施設ですのでよろしくお願いします。 

（事務局） 

 携帯電話のエリア整備については以前から問題とされていることがございます。都市部
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においては、携帯電話会社が整備しますので、エリアがかぶって、重なってまして、面的

に連続性があるんですけれども、公共事業を使いますと連続性が作れない。かぶせること

によって国の予算を二重投資しているということで会計検査に通りませんので、必ず傘が

ずれています。間に隙間が必ずあります。ですので、間の住居が不感だという話はよく聞

きます。そういった場合の対策としては、超小型基地局というのがありまして、そういっ

たものを設置して解消している場所もございます。ただ、解消の仕方は各携帯電話会社で

違いますので、一概には応対は難しいところです。 

 補足しますけれども、坂本管内ドコモとauはどこでもつながるとおもいますけれども、

ソフトバンクにつきましては今整備を行なっておりますので、どこのエリアでソフトバン

クがつながるかということはちょっと分かりませんけれども、そういった形でソフトバン

クも坂本管内に入ってきておるということでご理解いただければと思います。 

（委 員） 

 今、与奈久の所に塔が建っているみたいですけれども、あれはソフトバンクの鉄塔でし

ょうか。 

（事務局） 

 携帯電話の鉄塔じゃないそうです。中津道の方では、中津道小学校の跡地の隅あたりに

ソフトバンクが予定しているのではなかろうかと思います。 

（委 員） 

 ソフトバンクをもっていて、スマートホンが使えないという状況でしたが、お正月に帰

ってきて、若干、家の中ではつながらないけれども、外に出ればつながるかなという感じ

だったですね。だから、与奈久の塔はソフトバンクの塔かなと思っていたんですけれども。 

（会 長） 

 ソフトバンクは坂本ではつながりにくいですもんね。私は職場で一括してソフトバンク

の携帯の配布がありましたが、坂本は使えませんでした。 

他にご意見等なければ次に進みたいと思います。 

 それでは、報告事項の２番目「八代市保育所民営化等計画について」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」こども未来課より説明。 

（会 長） 

 「八代市保育所民営化等計画について」ただいま説明がありましたけれども、直接は坂

本には今の所関係ありませんので、これで切りたいと思います。よろしいでしょうか。 

 次に報告事項の３番目「小中一貫・連携教育について」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「小中一貫・連携教育について」学校教育課より説明。 
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（会 長） 

 「小中一貫・連携教育について」説明がありました。何かご意見等ございませんでしょ

うか。 

（会 長） 

 「小中一貫・連携教育について」何かご意見ありますでしょうか。 

 昨日は中学校の先生が小学校に行って授業を見ておられました。のぼりもですね学校の

周囲には立っていますね。 所一貫教育とはなにかなと思いましたけど、部活で行ってま

すのでのぼり旗を見て何だろうと思っていましたら、このことでした。そういうことで、

よく一緒に坂中と八竜小学校はやってますね。 

（委 員） 

社会的背景の中で学力、学習意欲の低下。10数年前の子どもたちのときだったけど、状

況はわからんとですけれども、学力ですとかいじめ今問題になっていますが、どういった

状況でしょうか。 

（事務局） 

 学力、学習意欲につきましては、八代市に限らず全国的に厳しいという報告等が数々の

調査でなされておりますけれども、文部科学省の新しい新学習指導要領では、新聞等でも

報道があってますように、教科書のページが増えたですとか、授業日数が増えたですとか、

様々な手立てを国全体がとって子どもの学力を伸ばそうとなっております。本市について

は全国的にも標準的な学力を保っていると思います。いじめ、不登校に付きまして熊本県

では、いじめのアンケートを取りながら本市では子どもたちのいじめの早期発見に努める

ようにしております。不登校につきましては、八代市は非常に多ございました。しかしな

がら、こういった取組みを進めながら、年々減少傾向にあり、非常に好ましい方向に向か

っているということをここでご報告させてください。  

（委 員） 

 子どもを育てる上には、家庭でのしつけ、それから学校での先生方の指導これが重要に

なってくるかと思いますけど、私達がPTAの頃は、坂本村のときですけれども、私は深水で

す。深水というのが僻地の一級だったんですね。なかなか良い先生が来られておりました。 

僻地一級というのは大概良か先生が来られるわけですよ。子どもたちもそれなりに学力も

向上していきました。確実に私も体験をしております。子どもたちにすれば、いい先生に

来てもらいたいと思っています。先生次第と。良い先生をとってもらいたいと。そういう

経験を私はしました。今後も学力を伸ばそうと思うならば、やっぱり良い先生をとること

ですね。 

（委 員） 

 学校現場での教職員の採用率というか、今講師という形の先生が非常に多いと思うんで

すよね。うちの娘が高校三年生なんですけれども、その子が小学生のときにですね、産休

で先生が休まれてですね、それからずっと2年も3年もまた産休で休んで、出てこられたと
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思ったらまた産休で休まれて、２年も３年も講師の方が入れ替わり立ち代りして、授業を

受けた経験があるんですけれども、そういった形からすると、ものすごく全く講師の先生

のあり方しだいなんですけど、結局会社でいえば正社員ではなくアルバイトみたいな感じ

ですよね。言っちゃ悪いんですけれどもやり甲斐ですよね。やれるような講師ならばいい

んですけれども、同じ土台の上での勉強ではなくて、全く違う土台で勉強させられたとい

う子どもの体験があって、平等な教育という立場からすると、ちょっとそこのところを考

えて欲しいなというところがあります。実際に今の学校現場でも同じだと思うんですが、

講師の方の割合が多いと思うんですよね。そこのところのデータや資料が分かれば教えて

いただければ教えて頂きたいと思うんですけれども。 

（事務局） 

 おっしゃるとおり講師の先生方は多ございます。本市でも１割弱が講師として働いてい

ただいております。これは、市の教育委員会で採用しているわけではございませんので、

改善は難しいとは思いますが、熊本県教育委員会の方で正規の先生が何名。そして講師の

先生ということで配当がございますけれども、元々足らない数の講師の先生の分と、育児

休業等で代替でこられる先生の大きく二種類に分かれますけれども、そういった先生方で

大体８０名程本市内で講師の先生方が頑張っておられます。講師の先生方にも研修をする

など、質を高めるよう努力をしているところでございます。 

（委 員） 

 講師の選び方も教育委員会が選ぶんじゃなくて、話によると校長先生の知り合いを連れ

てきたとか、そういった形の話もなんか以前聞いたことがあるんですけど、講師が足らな

かったときの選び方というのは今どのように選んでいるんですか。 

（事務局） 

 講師の先生につきましては、市の教育委員会で面接等を行ってですね、この方をお願い

したいということで県教育委員会に上げているところであります。 

（委 員） 

 八竜小学校はスクールバスを利用していますが、半分以下しか乗っておりませんので、

中学生の利用もできないだろうかということです。 

なぜかといいますと、乗合タクシーが関係してますけれども、乗合タクシーの一番が中

学に時刻を合わせてますので、一般の方には速すぎるということがありますので、中学生

をスクールバスに乗せたらそれは解決するわけですね。 

（事務局） 

 中学生をスクールバスの方に乗せてもらえないだろうかということですけれども、帰り

まして担当課にしっかり伝えておきます。 

（会 長） 

 他になにかご意見等ございませんでしょうか。なければ次に進みたいと思います。 

 報告事項４番目「未利用等の市有資産の活用方針について」お願いします。 
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（事務局） 

 資料に基づき「未利用等の市有資産の活用方針について」生涯学習課より説明。 

（会 長） 

 「未利用等の市有資産の活用方針について」説明がありました。ご意見等ありましたら

お願いします。 

（委 員） 

地域振興会が一部は利用させていただいてるんですけれども、グランドについても譲渡

できんだろうかと言ったらその時点ではですね文科省の財源がまだ残っとるかなんかで即

答はできない状態でした。となれば、今の時点では廃校になったのを市有財産として認め

られているんですか。それとも、文科省の手続きが一部必要となるんでしょうか。 

（事務局） 

 あくまでも八代市の施設でございます。ですから、土地、建物も八代市の所有権という

ことです。実は合併を契機に、昔は補助金を貰いますとそれを用途変更とかするとなると

非常に厳しいハードルがございました。４０年も５０年もそういう状態で持っておかなけ

れば、補助金は戻せというシステムでございましたが、非常に今そこが市町村合併等で色

んな施設で重複する施設も出てきて、そこを政策的にやらなければならないということで、

補助金に対する国の考え方が緩和されております。 

 ただ、民間に有償で譲渡するならばそこには補助金が入っておりますので、譲渡した金

額分の補助金相当は国にお返ししてくださいよとかいうのは国の制限的にまだ該当する部

分はあります。ただ、以前に比べますと非常に国の跡地利用に対する制度については理解

をいただいておるということでございます。 

（委 員） 

 ご存知だと思いますけど、たまに草刈場になってしまっているグランドがですね。そう

いうことで、草刈するにも費用が必要になるわけですから。 

（委 員） 

 学校問題私もちょっと感じるんですが、坂本の場合はですね、先ほどからご説明があり

ましたように、合併当時に八竜小学校に持っていった経緯は住民が重々努力もしたし、理

解もできた形の中で現状があるわけですよね。坂本の地の中にある学校の跡地とか校舎と

かどこも、誰が管理するのかどう見ているのか分からないような施設になってしまってい

ますので、そういう目では具体的に行政のほうでこういう取組みが始まるということであ

れば、これは鬼に金棒だと思います。というのは坂本の今の現状、過疎過疎過疎過疎と言

うばかりで、対策は無いわけですよね。空き家は増える。まちは寂れる。かといって行政

も具体的な形で、ならこの跡地に何をどうしようかとか、そういう具体的なものがやはり

住民の中に見えてこないと発言をするにも、ものを言えない。個人個人がそういう物事を

考えているのは事実だろうと思います。しかし、外に向かって発信をしたり、物事に取組

みを始める前には、こういう財産的なものについては特にそういうところからスタートし
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ていただいて、作業所でもいいでしょうし、椎茸でもいいでしょうし、それは充分分かり

ますので、そういう取組み易いところから、どんどんどんどん具体的なものが住民に公表

されていくような、そういう進め方を望みたいと思います。でないと、現状だったら確か

にイノシシと鹿が走り回るようなまちになっているわけですから。これだけでは将来が見

えてこないのではないか。住民も安心しない。学校対策も大切ですけれども、あらゆる処

理についても何かほしいなと日頃から思っています。 

（委 員） 

 今の話に少し関連するんですけれども、施設等の利用というのは分かりますけれども、

ただ、どうしても使えない建物もあるわけですよ。現に一つの体育館は屋根も落ちとるし、

雨漏りもする。そういうものの取り壊しを速やかにやってもらわないと、そこはたまたま

ゲートボール場にもなっているものですから、そこを通るたびに危険性を感じるという意

見も聞いておりますので、そっちのほうの対策もできるだけ事故が起きる前に何とかして

もらいたいと思っているわけですけれども。よろしく検討してほしいと思います。 

（事務局） 

 そういう実態の部分もあろうかという認識も持っております。いずれにしろこの学校廃

校跡地について考えていかないといけないということだと思っております。そういう中で、

ご意見については、検討していかないといえないという実感は持っているところでありま

す。 

（会 長） 

 よろしいですかね。報告事項につきましてはこれで終わります。 

 次にその他、二つ準備してありますので、続けてお願いをしたいと思います。 

（事務局） 

 事務局より「第５期地域審議会委員について」および「八代天草架橋建設促進総決起大

会への参加について」資料に基づき説明。 

（会 長） 

 よろしいでしょうか。 

（事務局） 

 山本委員さんのご質問の中で太陽光の実績ということで、担当課で調べましたのでご報

告します。１ｋｗ当り１万５千円の上限５万円の補助をしているということで、２３年度

の実績が、市全体で２６１件ということで補助総額が１２，８５９千円ということです。

内坂本支所管内で３件ありまして１５万円補助しているということです。 

 ２４年度が２５３件で１７，５７７千円。内坂本支所管内で４件。２９万円というよう

な実績です。２４年度は見込みでございます。 

（会 長） 

 その他にも資料がいくつか付いておりますので、後から見ておいていただければと思い

ます。 
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それでは、大変時間が長くなりましたけれども第２３回坂本地域審議会を終了させて頂

きます。 

 それでは事務局にお返しいたします。 

（事務局） 

 長時間にわたりご審議いただきまして有難うございます。 

 これをもちまして第２３回坂本地域審議会を終了させていただきます。 

 後に挨拶で終わりたいと思います。 

 おつかれさまでした。 


