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八代市総合計画策定状況について（報告）

合併して一番心配するのは、やはり財政面のことであるが、財政的に 基本計画の中で述べると 「計画推進の方策」ということで重要な位置、

はどういう形で健全な経営をされていこうとされているのか。 付けをしている中で「効率的・効果的な行財政の経営」ということで、行

政の効率化の推進、財政の健全性の確保ということで挙げている。

総合計画で重要なことであると位置付け、基本計画の中で更に詰めてい

きたいと考えている。

八代市に限らず各自治体では、職員数を削減したり経常経費を抑えたり

と行財政改革を断行しており、効率・効果的な行政運営、私たちの呼び方

としては行政経営をしたいと考えている。もう経営をする時代と認識をし

ている。

職員の削減計画と実績について、少しお知らせをしたい。

平成１７年４月１日から２２年４月１日までを前期目標と位置付け、職

員を１５０名削減する計画、後期が平成２２年４月１日から２７年４月１

日まで１００名削減、併せて２５０名をこの１０年間で削減するという行

革を今実施している。

その実績として平成１７年４月１日から２カ年間で５７名職員を削減し

たところです。そういう形で、行政経営という面で今一生懸命やっている

ところである。

安心して出産、子育てできるまちづくりなど施策の大綱があるが、も 基本構想の段階から、人口減少は大きな課題である。これは、全国的な

っと子供を増やす方向の考えというか、地区にいる独身者や結婚適齢期 ことであるが、その中でどの様に取り組むかということが一つのテーマと

を迎えている人の結婚する支援方策というか、そういう考えを持ってい なっている。

ったが良いと思うが。 人口を増やすということについて、子育て支援と書いているのは安心し

て子育てが出来るということで、間接的に子供の数を増やしていくという
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方向で、直接的に結婚とか出産とかに行政として踏み込めるかということ

もあり、そう書いてある。

実際、今施策として取り組んでいるものもあり、今後とも発展させてい

かなければならないと考えているので、今いただいたご意見を貴重な意見

として策定に取り込まさせていただければと考えている。

「豊かな農林水産業のまちづくり」の一番下の方に「林業経営基盤の 「豊かさとにぎわいのありまち」の右隣に「人と自然が調和するまち」

強化」が書かれているが、現在鹿の被害がものすごく多い、そこで、林 で「自然と共生するまちづくり」自然環境の保全・育成と申し上げたが、

業経営基盤の強化は木を育てることが基盤ではないかと思う。流域を水 これは人間生活をまづ一番として考えていかなければならないことは当然

害から守る保水能力のある林業を育てるにも現在の鹿の被害を、人間の で、鹿の被害ということで具体的な例を挙げていただきましたので、そう

力ではどうにもならない様な、相当な被害が坂本でも発生している。 いったことにも配慮しながら計画策定していきたいと思います。

説明の中で、５カ年計画で取り組むということを言われたが、この鹿

対策については早急に取り組んでいただきたい。

今年集中豪雨が多かったという様な話があったが、今私たちの地域で 今年６月から各地域の要望取りまとめをお願いした中でも、特に多か

は 河川の葦の繁殖が凄く 少しの雨でも田畑に溢れている状況である ったのがこの河川の葦対策で、何処の集落でも困っている。何とか対策を、 、 。

早急に除去に取り組んでいただければと思っている。 講じて欲しいということで、要望があがっていた。

この河川については、殆どが県の管理河川であることから県に何とかお

願いしようといことで、今県に振興局を通じて何とかして欲しいという要

望を取りまとめてあげている段階です。

今回の総合計画には具体的に出てこないが、何処も困っておられる状況

であるので、今後も県にお繋ぎをして県の計画の中に何とか入れていただ

くようお願いをしていきたいと思っている。

基本目標の「誰もがいきいきと暮らすまち」の説明で、高齢者の支援 ただいま、こういう方向で考えていますという報告に来ているので、逆

が重要であると聞いたが、具体的にどの様な支援が考えておられるかお に地元から、こういう高齢者の支援についてはこういうことが考えられる
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尋ねしたい。 がいかがか、というご意見をいただければありがたい。

ここに書いてあるのは、この体系図の下を今から詰めていくということ

で書いている。そういう状況で並べているので、先ずはここに高齢者の支

援ということで掲げているのは間違いではなかったなと確認させていただ

いたと思う。

坂本の場合、高齢者が多く指導者というか長になる方が非常に少なく

なり、移動手段を持たない方が長になっておられる。集会をするとき、

それがネックになって、２８（老人）クラブがあったが、今年は８（老

人）クラブがとうとう止めざるを得なくなった。約３割が老人クラブか

ら外れ、痛い状況となった。

旧坂本村の時は多少優遇された面もあったが、合併後補助金が３分の

１程度になったところもあり、そういう諸々のことが原因として一気に

減少してしまった。それをどうやって元の状態に戻すかというのが悩み

。 、の種である 色々お願いしていかなければならないこともあると思うが

現状は以上のような状況です。

合併という言葉が出てくるが、合併の基本的な判断基準に、地域の一 合併した際の基本姿勢は、地域の一体感の醸成が大きく問われた。２点

体性が保たれるか、住民自治が上手く機能するか、組織の効率化が進む 目に、住民自治組織の確立が新市建設計画の中でも大きく取り上げられて

。 、 。 、かどうかが基本的なスタンスであった。 年目を迎えたばかりで評価は いる ３点目に 行政経営いわゆる行財政改革の断行 この３つが大きく3
出来ないが、将来的には具体的にどういう取り組みがなされているか、 しかも強く提起されたところである。

それがどの程度効果をあげているかどうかを検証するのが本当だと思う ３つの基本的な事項について、今精力的に進めているところで、住民自。

必要な機会に地域審議会にも行政としての評価分析結果を教えていただ 治組織についても今日相談申し上げ、総合計画についても新市建設計画を

ければ、総合計画あるいは後ほど審議する住民自治についても大いに参 基本とした総合計画の樹立に今取り組んでいるところである。

考になると思う。 昔は、計画をし実行するという事であったが、今はそれに加えて評価を
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特に坂本地域は高齢者も多いので、坂本地域としての提言や具体的な する。行った事をどう評価して、新たな計画としてビルドアップ、スピー

要望を取りまとめる機会があれば良いと思う。坂本地域として坂本地域 ドアップしていくことが問われている。委員指摘のとおり合併検証につい

審議会を有効に活用したと思っているので、何らかの配慮をお願いした ても、今２年が経過したばかりであるので、きちんとした形で評価をして

い。 いきたいと考えている。

ダム撤去問題に関心があり、先ほど説明があった「人と自然が調和す ダム撤去については、市から県に要望書を提出しているので、今後県

るまち」について注意深く見ていたが、環境保全の行動等と謳ってある から話がありました時には、皆さんにお知らせする努力をしたいと思いま

ので、基本計画・実施計画には、具体的に地域としての要望も後日取り す。具体的な話は、今日意見をうかがったということで、回答を持ち合わ

まとめてお願いをしたいと思うが、地域住民が将来安心できるようなダ せておりませんが、ありがとうございました。

ム撤去に伴って取り組みをお願いしたい。

具体的に取り組みや問題を地域住民にもおろしていただいて、協力指

導をお願いできればと思う。工事に取りかかると地域の要望が活かされ

る機会は無いと思うので、行政の取り組みをよろしくお願いします。

「安全で安心なまちづくり」ということで、ここ２年で支所職員も半 合併後災害が多発しており、今回の基本構想・基本計画の中でも「災

」 。 、減し、今後どう減っていくのか心配な状況である。そこで、３・５年後 害のないまちづくり を目指そうということでやっている その様な中で

に職員の数がどれくらいを予想で計画されているのかということと、災 今の組織体制としては本庁に防災危機管理課があり、そこで災害の大小を

害が発生すると避難所の開設すら心配するところである。今後災害に対 判断し職員配置を行っている。

してどの様なスタンスで取り組んでいかれるのかお伺いしたい。 具体的には、大雨警報が発令されると、直ちに本庁関係各課で招集し本

、 、庁に職員を配置するとともに 各支所においても２名体制で職員を配置し

本庁支所間の連携を図るとともに、河川については国交省の八代河川国道

事務所と連携を取りながら、水位の増減を見極め、連絡を取りながら避難

誘導をしている状況である。

基本的な方向としては「安心安全なまちづくり」を進めていくというこ

とを掲げているので、その職員体制については、住民サービスの低下を招
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かないように何らかの形を講じていく必要があろうかと考えている。今支

所とやり取りをやっているのは、その連絡網、確実に連絡体制が取れると

いう方向を講じているところであります。

この問題は大変重要な問題でありますので、各支所において危機感を募

らせないような方法は講じていく必要があると思っているが、支所が何年

でどれだけ削減になるということはこの場で申し上げられないので、お許

しいただきたい。基本的には、支障の無いような配慮は確実にしていくと

言うことはお約束を申し上げたい。

住民自治によるまちづくり基本指針について（報告）

前回の審議会で、パブリックコメントを募集しますという説明があっ 基本指針については、応分の理解は出来るけれど今後どういった形で住

たが、どの様な意見が寄せられたかお伺いしたい。 民自治、当然行政の役割とか住民の役割とかについて、今後どうしていく

のかといった意見が大勢であった。また、地域協議会の範囲ですが、どう

いった捉え方になるのかということで、基本的には小学校区域を基本とす

るということで進めている。ということで、答えをしている。

地域協議会の範囲の問題について平野部と山間部では、これまでの経緯

あるいは文化的なもの、それからこれまでに培われてきたそれぞれの組織

の形態があり、その組織づくりについては、それぞれの地域の中で住民の

皆さんが考えた地域を基本に考えていただければという風に申し上げてお

きます。

ただ、あまり小さく区切ってしまうと役員ばかりになってしまうという

ことになるので、そういったことを考え組織の活動を考えると、小さなで

はなくもう少し大きく捉えたところでの組織づくりも欲しいということ

で、具体的にはまだ行政の役割、住民の役割を示していないし、組織づく
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りについても、どういった形で組織づくりをしていくのかというものも示

していないので、そこらについては、実施計画の中で示して再度意見を踏

まえながら取り組みやすい組織づくりに向かって今実施計画を検討してい

る状況である。

基本指針の１０頁に「協働を進める上での基本原則」に答申書では６ 提言では６項目いただいているが 「補完性の原則」については、９頁、

つあったと思うが 「補完性の原則」が基本指針の中から抜けているが、 の中で「住民と行政の役割分担」の中に入っているということで削除した、

どの様な町内検討結果を経て抜けたのか説明をお願いしたい。 経緯がある。

２４頁「設立に向けて」とあるが、この中で 「 設立準備委員会」を 現在補助金の１本化ということで、今現在数多くの補助金や委託がある、「

設ける 「モデル地域として、さまざまな行政支援を行い」とあるが、 が、各課に調査をしその取りまとめをやっている状況で、どの様な補助金。」

現在想定されている行政支援とは具体的にどの様なことなのか説明をい があって、どの様に地域に流れているのかというのを検証しながら支援策

ただきたい。 を検討しているので、今暫く実施計画が出来るまでお待ちいただきたい。

坂本では合併を機に地区館制度が無くなり現在の支所の指導と助言に 坂本では地域振興会が８つあり、現在も住民自治については先行して住

より各地域振興会が出来ているが、地域振興会に対する本庁の位置付け 民自治によるまちづくりを進めておられるということで、地域振興会はモ

と評価をどうされているのかをお聞かせ願いたい。 デルとして先行していただいて、市の先行事例として取り組んでいただけ

るのかなというふうに理解している。

、 「 」坂本の場合には、地域が広すぎて今の振興会の行事も中々出来にくい 地域の区割りですが 市政協力員のアンケートに 役員のなり手がない

ような高齢化が進んでいるし、年寄り以外は住民自治の組織活動もする とか「人材が不足する状況」というのがありましたが、これについては、

ような余裕がない感じである。現在の振興会のエリアも少し考えなけれ 地域で協議していただいてどういった範囲で組織づくりをしたがいいのか

ばならないのではないかと私は思う。 は地域の実情で地域の方で考えていただければ結構だと思います。

地域が広くなって活動するためには経費が必要になるが、今の市政協 市政協力員さんの必要性について、住民自治によるまちづくりには、当

力員が必要か必要で無いかを十分検討して、市政協力員の手当等が自治 然市政協力員さん方のご理解と連携を取ってやっていただくためには、市

会・自治組織に入っていくということであれば、そこらも充分検討して 政協力員さんの存在は大きなものと私たちは理解している。

いただければなと思っています。 是非、市政協力員さんにご協力をお願いしたい。
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自治活動を進める中で、市政協力員も大いに参加してもらいますとい すいませんでした。認識が少し足りなくてご指摘をいただきましたが、

うような言い方は、もう少し表現を変えて言ってもらわないと 「市政協 今後も支所と連携をとりながら、そこら辺を含めて協議をしていきたいな、

力員は、自治活動に入ってはいけませんよ 」というマニュアルをもらっ と思います。。

ているわけで、それを皆さん承知している。そこらは、注意して説明し

てもらわないと、混乱してしまう。

今回の住民自治によるまちづくりが出るまでもなく、坂本では住民自 新たな住民自治組織については、行政側からこういう組織を作ってくだ

治活動はもちろん社会福祉教育活動推進ということで、公民館活動とし さい。ということではなくて、今後地域の活性化に繋げていくためには、

て、これまで営々と築いてきて、今やっとその体制が出来上がった状態 こういう自治組織を新たに作って行くのも一つの方法だということで提言

で浸透して、地域振興会という形で残ってきています。 をしてある。ということで、理解しております。

坂本の状況からすれば、新たな組織づくりにエネルギーを消耗するの 今その地域にあった組織を上手く活用しながら、一つの組織体を作って

ではなく このままで行きたいという考えもあると思うがどんなもんか いただければどうか、作り方は色々あろうかと思います。、 。

ここ坂本の場合は地域振興会があるという風に、各地域色んな形態があ

ろうかと思うので、そこを上手く使ってその地域に合った組織づくりをし

ていただく、新たに別個にもう１個作るといことではなく、今ある組織を

上手く統合したりとか、色んな工夫をして組織づくりをしていただく。そ

の中で例えば今まで区長さんなり色んな役割を世話された分を上手く分担

することで、役割軽減を図ったり、新たな人達を取り込んでその役割を担

っていただく、そういう風な工夫を色々していただければという風に考え

ている。

、 、ここでどうこうするというところまで論議する必要はないと思う。各 地域振興会のあり方 自治会のあり方についてお話しいただいているが

地域振興会あるいは地域振興会の連絡協議会内で論議すればいい問題で 今市政協力員さんの受持区の見直しという問題が出ております。それを今、

ここで結論が出る、出すべきものでは無かろうと思う。 それぞれ振興会を含めて市政協力員さんの校区会で論議をしていただいて

います。
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本来ならここで皆様方に協議の論点をお示しすれば良かったのですが、

今後それぞれの組織で協議をしていただいているので、その結果を踏まえ

て地域審議会の中でも意見をお伺いして、最終的のどの方法が一番良いの

かお伺いをしていきたいと思っている。

地域振興会については、今説明があったとおり校区コミュニティという

か、自分たちの課題は自分たちで解決しようという自治組織ですので、基

本的な考え方は今うちが進めている住民自治によるまちづくり組織そのも

のではないかと思っている。

元が公民館活動から発展させたということで、まだ地域の課題を取り上

げて、自分たちの課題として論議しようというところまで行っていないの

ではないかと思っている。そこらあたりも含めて、地域振興会のあり方そ

のものを論議していきたいと思いますし、皆さんの意見を聞いて方向をも

う少し自分たちで自分たちの地域を作っていこうという方向に持って行け

たらと考えていますので、是非皆様方ご協力をいただきたいと思っていま

す。少し時間をかけて論議していきたいと思っていますので、よろしくお

願いします。

基本指針については読ませてもらって、良くできていると思った。そ

の中で、部長が言われた「経営」という言葉がいままでに無かった言葉

だと思う。

我々は民間企業に勤めてきたので、経営についてのコスト削減をどう

するかということで人員削減もやってきたし、極力歳出削減をやらなけ

れば今の財政では無理だと言うことが誰でも分かると思う。そこで、こ

こで出来た住民と行政との協働、パートナーシップですか、これは機能
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していけば、まちづくり指針が非常に良くなる。

ここで一番関心するのが、住民と職員が共に汗を流してやろうという

ところがあるが、そういう言葉は今までの行政の姿勢としては殆ど出て

いなかったのではないだろうか、そういうことで民間の手法を取り入れ

ていただくというのは、色んな意味で道が開けるのではないか、そう思

い感服しております。

その他

少し距離を置いて眺めてみると、一体感という名の下に坂本村の良さ 合併をしても地域の良いものはやはり地域で大事に守り育てて行かれる

がかなり失われているのではないかという気がします。坂本村の良さも のが基本であろうかと思いますし、また、人を活かしましても良いものに

だいぶんありますが、そこら辺が今は鈍られているのではないかと大部 ついては、やはりご支援を申し上げていかなければならないと考えており

分の村民が抱いていると思います。ですから、それぞれ各委員の皆さん ます。

も幾つかお持ちと思います。坂本村の時の慣行等々については、やっぱ そこで、支所は企画振興部ということになっており、毎月１回支所長会

り坂本村の時が良かったなあというのがだいぶんあります。そこら辺が 議を開催しており、その中で支所との連携強化を最重点として練っている

段々失われてきますので、地域住民の意向を汲み上げる機会を設けてい ところです。

ただいて、折角の機会ですからお願いしたいと思います。 それぞれの地域ではそれぞれの良いものがあるので、そういうものを引

き出す計画が必要ではないかと思いますし、やはりそういうものを継続し

、 、ていく その審議をするというこの地域審議会であろうかと思いますので

今後ともご指導ご支援を申し上げまして答えとさせていただきます。


