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第３１回 八代地域審議会会議録 

開催日時 平成２７年７月１３日（月）  １０：００～１１：５５ 

開催場所  代陽公民館 多目的室 

 

■ 出席委員 

会 長 德田 武治 委 員 徳本 喜一郎 委 員 大林 凌 

副会長 堀田 陽子 委 員 西濵 昭則 委 員  平田 光子 

委員 濵 大八郎 委 員 寺田 公子   

委員 古閑 啓子 委 員 濵田 律子   

 

■ 欠席委員 

委員 守田 邦宏 委員  宮本 喜美代   

 

 

■事務局出席者 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

市長 中村 博生 企画政策課主幹兼課長補佐 田中 孝 

企画振興部長 福永 知規 企画政策課企画係長 草西 亮介 

企画振興部次長 丸山 平之 企画政策課企画係主任 塚本 潤 

企画振興部次長 増住 眞也 企画政策課企画係主任 松永 智秋 

企画振興部政策調整審議員 稲本 俊一 市民活動政策課係長 村上 修一 

企画政策課長 宮川 武晴 市民活動政策課主任 山村 早智子 

 

■公開状況 

公 開 

 

■その他出席 

 な し 

 

■ 傍聴者 

一般傍聴者  ０名 報道機関  ０名 

 

 

 

 

 



 2 

■ 協議事項 

■審議事項 

（１）地域審議会の今後のあり方について  

【資料２－１，２－２】 

■報告事項 

（１）コミュニティーセンターの設置について 

【資料３】 

 

■ 所管課 

企画振興部 企画政策課 企画係  （内線２２６２、２２６３） 

 

■ 議事録 

１．開会 

＜事務局＞ 

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。 

只今より、第３１回八代地域審議会を始めさせていただきます。 

平成１７年の市町村合併に伴い設置されました地域審議会も今期が第６期となりま

して、最終年を迎えます。今回は委員交代後の第１回目の会議となります。 

 

２．委嘱状交付 

市長が皆様のお席まで参りますので、名前を呼ばれた方はご起立ください。 

なお、交付の順番は、「地域審議会の設置に関する事項」に定める委員の区分順とさせ

ていただきます。 

＜事務局＞ 

徳 田 武 治 様 

 濵  大 八 郎 様  

 堀 田 陽 子 様 

 古 閑 啓 子 様 

 徳 本 喜一郎 様 

 西 濵 昭 則 様 

 寺 田 公 子 様 

 濵 田 律 子 様 

 大 林  凌  様 

 平 田 光 子 様 

以上をもちまして、委嘱状交付を終了いたします。 

なお、本日ご欠席の委員につきましては、お名前だけご紹介させていただきます。 

 宮 本  喜美代 様 
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 守 田 邦 宏 様 

 

３．挨拶 

 ～八代市長 中村 博生 挨拶～ 

 

４．出席者紹介 

 ～委員及び事務局の紹介～ 

 

５．地域審議会の役割等について 

 ～事務局（企画政策課）より説明～ 

 

６．正副会長の選出 

＜事務局＞ 

地域審議会を運営するうえで、まず会長及び副会長を決めて頂く必要がありますが、

地域審議会の設置に関する事項第６条第１項には、「審議会に会長、副会長を置き、委

員の互選によりこれを定める。」となっております。互選によることとされていますの

で、よろしければ、どなたかご推薦いただけないでしょうか。 

＜委員＞ 

 初めての方もおられますが、皆さんのご意見を出しながら、審議するのが本当かと思

いますが、おそらく時間もかかると思われますので、事務局の案がありましたらお願い

します。 

＜事務局＞ 

 事務局としましては、前期も委員を務められ本会の経緯についてもご存じであるとい

うことで、会長に、長年、八代市市政協力員協議会の会長としても市政運営にご尽力い

ただいています徳田委員を、副会長に、八代市地域婦人会連絡協議会会長としてご活躍

されています堀田委員をそれぞれ推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

～委員一同 拍手により承認～ 

  

～正副会長挨拶～ 

 

＜事務局＞ 

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、本日は１２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まずもって報

告させていただきます。 
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また、地域審議会の設置に関する事項の第７条第４項において「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、会長に会議を進め

て頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

７．議題 

■審議事項 

（１）地域審議会の今後のあり方について 

＜事務局（企画政策課）説明要旨＞ 

・地域審議会は、合併の特例的な制度であり、市町村合併の協定に基づき、平成２８年

３月３１日で設置期間が満了する。 

・前回会議においては、住民の意見を反映するためのなんらかの組織が必要ではないか

という意見が多かった。 

・県内のほとんどの市町村で地域審議会は設置されていない状況であり、新たな機関を

設置した場合も全域で１組織としている。 

・新市建設計画が八代市総合計画へ引き継がれたことにより、審議事項が少なくなって

いる状況である。 

・地域審議会の今後のあり方についての審議を深めるたたき台として、地域の意見を全

市的に集約できる住民自治組織などの既存の組織を活用することを提案。 

 

≪質疑・応答・意見≫ 

＜委員＞ 

 まちづくり協議会というのが全校区にできあがっておりますし、既存の組織とまちづ

くり協議会の各校区の代表者の方々のご意見を出し合いながら、この審議会をつくられ

たらいかがかでしょうか。 

 また、住民の方々のご意見というのは、まちづくり協議会の中でも一応出てくると思

いますが、今、既存の中で二人、一般公募の方がおられますが、私たちが組織の中で考

えている目線とは全く違う立場でご意見を述べておられますので、ぜひ一般公募という

形も中に入れていただくと、意見がだいたいあがってくるのではないかと思います。 

＜委員＞ 

私は前回、廃止で構わないという意見であり、今もその気持ちは強いです。 

１０ページで行政の方でお示しいただいている、市民の声を反映させるために「既存

の組織の活用」、それも住民自治組織を活用したらどうだろうかというご提案をいただ

いておりますが、それだと女性の声が反映されにくいのではないかと思うので、住民自

治組織ではなく、例えばこの地域審議会をもう少し大きくしたような、地域バランスを

考慮して委員の選出をして、もし心配であるならば、八代市全体の地域審議会というも

のを一つ残していったらどうかなという思いでおります。 
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＜委員＞ 

やはり年齢層をもうちょっとどうにか広げて行かないと偏った意見となる。まちづく

り協議会だけではなく、いろんな世代、例えば子育ての世代から委員を選出していかな

いと、なかなか本当の広い形での意見というのが出てこないのではないかと思います。

残すということになればという仮定での意見です。 

＜委員＞ 

今まで言われたように、これで終わるのではなくて、全体的なものを見ると何らかの

形でこういう会を残した方がいいのではないかと思います。やはり、私たちもまちづく

り協議会に入っていますけど、自分の地域の課題、そういうのでずっと終わっていくの

ではないかと思いますので、市全体を見つめたところでは、やはりこういう会というの

は必要ではないかと思います。 

＜委員＞ 

確かに我々の意見も必要かと思いますが、行政がこの会をどういった位置付けに置く

かでも、要るか要らないかが違ってくる。まちづくり協議会と一緒のレベルで考えるの

であれば要らないと思います。 

行政がどういった位置付け、方向性でいくのかを示す必要があり、その上で、組織は

今のままでいいか、どういった形がいいかという話になる。もちろん私たちも考えるが、

行政として、その辺を精査し、我々が集まって何をするのか、必要か必要でないのか、

本当にそういった位置付けが必要であるならば、行政として作り上げなければいけない

のかなと思います。 

＜会長＞ 

今の委員のご意見に対しては、事務局からコメントをお願いします。 

＜事務局＞ 

大変貴重なご意見をいただきました。 

地域審議会については、これまで新市建設計画の変更やその進捗状況に関してご審議

をいただいてきましたが、新市建設計画が八代市総合計画に引き継がれました。現在、

その八代市総合計画に基づき、様々な事業に行政の方で取り組んでいるところですが、

その事業の計画づくり等に当たっては、それぞれの附属機関等を通じてご意見をいただ

いているという状況であります。 

委員ご指摘のとおり、もし新たな審議会を設置するとした場合、何を審議事項とする

機関とするのかということは重要なことであると考えております。 

これらのことを踏まえ、地域審議会の委員の皆様はどうお考えなのかということをお

伺いしているというところであり、今のところでは、何らかの地域住民の代表者の声を

届ける機関が必要ではないかというご意見を今いただいていると捉えているところで

ございます。 

＜委員＞ 

 今、総体的なことの話があったので分かりやすくは感じましたが、いよいよこの審議
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会自体が完全になくなってしまうとなれば、自治活動、まちづくり協議会等でどれだけ

のものができるのか疑問を感じる部分があります。 

まだ八代市の場合にも、女性の活用というのが非常に少ないです。役所の中を見ると、

女性の管理職の方が大変増えてきているのは嬉しいが、各団体活動における組織の中で

も、優秀な女性がたくさんいらっしゃいます。どこの市町村でも、いつも同じ人が任用

されるパターンが多い。その方々に加え、先ほど言われた子育て世代の一生懸命やって

いる方や地域で本当に頑張っている女性を抜擢していく形が欲しいと思います。それ

が、十年先の八代市を大きく変えていく方向性にも繋がります。人材育成を是非、今後

は検討していただきたいと思います。地域審議会は、残して頂くに越したことはないが、

基本的には今回で終わるということですので、そういったものが反映していけるような

活動の分野が出来ていけばいいかなと思います。 

 それから、大局的に見たときに、山奥の九州脊梁から海岸線まであるこのような広域

的な市というのはなかなか全国見てもありません。広域の市であるということも考えて

いただいた上で、審議会に代わるものを何か考えていく必要性もあるのではないかと思

います。 

＜委員＞ 

住民自治、総合計画、新庁舎に関する審議については、新市に移行するための旧市町

村の調整ということの大きな意味合いがあって、審議会の成果ではなかったろうかとい

う感じがいたします。 

ところが、この機関が法律に基づいて廃止になるということになると、どうなるかと

いうことは、議会とも違う、住民自治の組織とも違う、そこをはっきり認識していけば、

名称はどうであれ、こういった組織はある程度あった方がいいのではないかという感じ

がいたします。つまり、市長がいろいろ考える中で、全住民からの意見を聴収するとい

う機会が必要であると思いますので、やはり附属機関としての機能が必要ではないかと

思います。 

先程出ております表の資料２-２、あさぎり町の例が書いてございます。この場合は、

全町で１組織という形にしてあります。今は、審議会は６の審議会になっておりますが、

ここを少し整理しながら、そして、委員は、住民自治の問題だけでなく、全市的に取り

組む場合がたくさんあるかと思います。 

本年度４月から行政改革が行われました。パブリックコメントがあったようですけれ

ども、それだけでは反映できないものがあったのではないかと私は思っています。だか

ら、そういった行政改革とか、スムーズな市の運営をどうするかという、これは何を審

議するのかという話の中に、私は大事なものがたくさんあるのではないかと思います。

そういったもののピックアップもまた一つの諮問ではなかろうかと思っております。 

できるなら公募委員制度も残して頂きながら、また各界の住民の代表の方々の意見を

入れながら、全市的な将来を見据えた総合的な計画にいかに反映させるかということを

大きな目標にし、名称はどうであれ、こういった形態の組織の継続をお願いしたいと思
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います。 

＜委員＞ 

今年あったと思うのですが、各校区の代表が集まって、市役所で会議したことがあり

ました。その会議で地域審議会についても兼務していけるのかなと思います。 

先程、女性の参画の話がありましたけれども、女性参画の問題は、それはそれで委員

会があります。ＰＴＡはＰＴＡで行政にお願いする会議だとも思っております。あくま

でも八代市全体の話をする場であると思いますので、私としては既存の組織を活用して

残していった方がいいのではないかと思います。 

 それから、今までは、私みたいな子育て世代の委員はいらっしゃったのですか。 

＜事務局＞ 

八代地域審議会では、今日ご欠席でございますが、青年会議所の前理事長の守田委員

も子育て世代でいらっしゃるかと存じます。 

他の地域にも小中学校ＰＴＡや消防団に所属されている子育て世代の委員がいらっ

しゃいます。 

＜委員＞ 

私は前回、住民自治の組織の方に引き継いだ方がいいのではないかというのに確か賛

成したと思います。今日の話を聞いてみますと、それぞれにご意見があって、女性とか

子育てしている方等を入れて新しく委員会が出来たら、それはそれでいいと思います

が、いろいろな委員会がありますので、行政の方である程度、整理していけるのではな

いかなという気はしています。 

子育て世代、ＰＴＡそれぞれ会議がありますので、それはそれで活かしていったらい

いのではないかと思います。 

 

■報告事項 

（１）コミュニティセンターの設置について 

＜事務局（市民活動政策課）説明要旨＞ 

・平成２８年４月１日より、校区公民館等をコミュニティセンターへ移行する。 

・施設の役割として、現在の公民館の機能を維持した上であらたな機能を付加・拡充す

る。 

・将来的には地域協議会への指定管理制度導入を目指すこととし、段階的な移行を進め

る。 

・管理体制は、地域協議会職員１名、地域支援職員（市）１名、補助員（市）１名。 

・コミュニティセンターへの移行に伴う住民説明会を予定しており、9 月議会に条例提

案を予定している。 
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≪質疑・応答・意見≫ 

＜委員＞ 

公民館からコミュニティセンターに変わるということをおっしゃったんですが、資料

の網掛けの部分は管轄が違うのでということだったのですが、これは、名称はどういう

ふうになるのでしょうか。 

＜事務局＞ 

名称は全てコミュニティーセンターに変えます。 

ただ、鏡の農事研修センターについては、農事研修センターに変えてから間もないこ

とから、農水省に変更申請を出した際に、補助金返還、役割・機能を別の場所に移さな

ければならないなどの問題があり、それができなかったため、鏡については「農事研修

センター」と「鏡コミュニティーセンター」の２枚看板でいくという計画でおります。 

＜委員＞ 

結論から言えば、これは指定管理者制度を導入するということだろうと思います。昭

和２４年に制定された社会教育法の２１条に基づいて、平成１７年８月１日に八代市公

民館条例が施行されています。説明の中で条例改正の話がありましたが、具体的にどん

な条例かという説明はなかったと思います。公民館の組織というのは、教育委員会の組

織になっています。それが、市長部局の方に移るということは、管理の問題はどういう

ふうに移行してあるのでしょうか。 

もう一つは、公民館の中に公民館主事を置くということについては当初減らすような

話が出ていましたが、この審議会の方で、公民館主事を置き、地域住民との連絡調整を

してほしいということで残った経緯があるかと思っています。そのような経緯からも地

域支援職員というのは重要な位置付けがあるかと思いますが、職員の所属はどこの所属

になるのか、また、名称はどういう名称になるのか。以上２点をお伺いします 

＜事務局＞ 

まず１点目の管理でございますが、施設の管理は、市長部局で管理をしたいと思って

おります。ただ、将来的には、指定管理を行いますので、指定管理を受けた後は、各地

域協議会が管理者ということになります。また、公の施設は、行政の財産でありますの

で、普通財産に変えて、大きな責任は行政で持ちますが、管理については、地域協議会

にお願いしたいと。ただ、向こう４年間は、市の施設として市が管理するという計画で

おりますので、指定管理者に変わるまでは、市民活動政策課が管理するという計画でご

ざいます。 

２点目の公民館主事に代わる職員ですけれども、今、公民館主事は、地域のお世話の

傍ら、本庁の業務を行っていて、また、指揮命令も市長部局と教育委員会があって、複

雑な状態になっております。今度、これを市長部局に一括しまして、まちづくりに特化

した職員「地域アドバイザー」を置きたいということで考えております。 

ただ、これまでの社会教育を中心としたまちづくりはどうなるのという話があると思

いますが、中央公民館制度の方に移行しまして、職員のサービスのあり方を変えるとい
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いますか、常駐はしていないのですが、例えば代陽と八代を担当する職員として、コミ

ュニティーセンターを使いながら、社会教育事業を今までどおりやっていく、こういう

ふうに変わるということです。 

＜委員＞ 

 資料には、地域アドバイザーと小さな字で書いてありますけれども、これが条例でも

う明記してあるのですね。 

＜事務局＞ 

 条例は、これから提案しますので、まだ条例には記載してありません。 

 「職員を置くことができる」ということで条例を作っているところです。 

 ですから、条例の中には、地域アドバイザーという名称はありませんが、市の職員の

名称をどうするかということについては、人事課とは協議していきます。 

＜会長＞ 

 地域アドバイザーという名称はいかがなものか。 

＜事務局＞ 

 他市においては、地域アドバイザーという名称が多いです。福岡では特に多いです。 

＜委員＞ 

 所属はどうなりますか。 

＜事務局＞ 

 市民活動政策課でございます。 

＜委員＞ 

 公民館が市の財産になるとなると、所属は管財課か何かになりますか。 

＜事務局＞ 

 管理は、市民活動政策課で行います。 

＜委員＞ 

 ハード面はそうですが、運営面はどこが行われますか。 

＜事務局＞ 

 運営も市民活動政策課で行います。 

＜委員＞ 

 そうすると、完全に市長部局に移行して、財産関係、職員関係、運営方法、そういっ

たものも全部移ってしまうということですね。ということは、教育委員会から離れると

いうことですね。先程話がありましたように、中央公民館が今度出来るような話をして

おられますけれども、今現在、生涯学習課というところに所属しているのが全部公民館

主事ではなかろうかと思っております。各講座、例えばパソコン講座とか、青少年のキ

ャンプとか、そういったものは各公民館主事が各公民館で自分の仕事しながらやってお

ります。これは特異な例だろうと思います。よその市町村では稀なことだろうと思って

おります。よそは何かというと、生涯学習課という行政の組織があって、そこの中で所

属するのは、分散しているのではなくて、所在が一つの課にあって、そして共同企画を
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していくという、非常に連携がうまくいっているのではなかろうかと思います。先程私

が言いました行政組織の問題というのは、ここに大きな問題があるかと思っておりま

す。是非、これからご検討をお願いしたいと思います。 

＜事務局＞ 

 所管が教育委員会の方になりますので、こういった話があったということは伝えたい

と思います。 

＜委員＞ 

 今、顔写真が３つ出ております。指定管理者がきちんと決まるまでは、この方々の人

選はどういう形になりますか。市の方で全部やられるわけですか。 

＜事務局＞ 

 市の方で人選するのは、地域アドバイザーと補助員です。 

 地域協議会職員については、それぞれの協議会の中で人選を行っていただきたいと思

います。ただ、今１人ということで書いてあるのですが、午前・午後で分けて２人雇用

するとか、常勤で１人雇用するとかは、各地域のご判断でよろしいということです。あ

くまでも地域協議会に業務委託しますので、その業務をやっていただければ、何人雇用

するか、誰を雇用するかというのは、地域協議会の方でご判断をお願いしたいというこ

とです。 

＜委員＞ 

 もう１つお願いします。 

 聞き違いかもしれませんけれども、補助員はシルバー人材センターからということで

聞いておりますが。 

＜事務局＞ 

 基本的にはシルバー人材センターの方を計画しております。 

＜委員＞ 

 それともう一つ。 

 私が住んでいるところに出張所があります。そこの職員は全部引き上げるという形に

なりますね。 

＜事務局＞ 

 出張所の業務は、市の業務になりますので、出張所があるのであれば職員は当然いま

す。市の業務ですので、職員を配置して、業務を遂行していかなければいけませんので、

出張所が残るのであれば職員も残るし、業務も残ることになります。 

 ただ、このコミュニティセンターの設置をどうするかということと、出張所は切り離

してお考えいただけるといいのかなと思います。 

＜委員＞ 

 今話が出ております公民館主事という方もおられるということですね。 

＜事務局＞ 

 公民館主事については、いないということになります。 
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８．その他 

＜事務局＞ 

～事務局より、次回会議について説明～ 

 

９．閉会 

＜事務局＞ 

本日の第３１回八代地域審議会を終了いたします。 

長時間にわたりご協力いただきありがとうございました。 

 

１１：５５ 終了 

 

 


