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第７回 坂本地域審議会会議録

平成１９年１０月１７日（水） ９時３０分 ～ １１時４５分開催日時

坂本支所 ２Ｆ 大会議室開催場所

出席委員■

副会長 渡瀬 隆 委 員 谷口 邦昭 委 員 松村 政利

委 員 岩崎 ひろみ 〃 平田 由美子 〃 村上 清澄

〃 岩本 卓治 〃 藤田 孝一 〃 山口 清一郎

〃 末永 みてる 〃 松島 一郎 〃

〃 武田 照昌 〃 松村 賢治

欠席委員■

会 長 青木 征雄 委 員 有馬 敏彦 委 員 木村 ミドリ

出席職員■

役 職 氏 名 役 職 氏 名

支所長兼総括審議員 坂本 正治 企画振興部長 小笠原 亨

総務課長 丸山 平之 企画振興部次長 永原 辰秋

副主幹兼振興係長 南 和治 地域振興課長 米田 健二

理事兼健康福祉課長 平田 實 地域振興課課長補佐 澤田 宗則

産業振興課長 中田 正春 企画調整課長 福永 知規

市民環境課長 鶴田 英治 企画調整課課長補佐 水本 和博

建設課長 山口 修 企画調整課主任 山内 真奈美

総務課主事 中村 雅俊 財政課長 山田 忍

財政課課長補佐 橋本 政夫

その他の出席■

役 職 氏 名 役 職 氏 名

傍聴者■

一般傍聴者 １ 名 報道機関 ０ 名

協議事項■

① 八代市総合計画策定状況について（報告）

② 住民自治によるまちづくり基本指針について（報告）

③ その他

ア、支所における日直業務の変更について
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議事録■

（事務局）

おはようございます。定刻となりましたので、会を始めさせていただきます。

開会のことばを、坂本支所長が行います。

（支所長）

おはようございます。地域審議会も回を重ね、今回で第７回となりました。今回は特

に市の総合計画、住民によるまちづくりということで、将来の坂本にとっても影響があ

る内容でもありますので、十分にご理解をいただきたいと思います。

それでは、只今から第７回坂本地域審議会を開催させていただきます。よろしくお願

いいたします。

（事務局）

本日は、３名の委員さんが欠席です。

地域審議会の設置に関する事項の第７条第３項により、委員の２分の１以上の出席と

なりますので審議会が成立することをご報告いたします。

それでは、議事の方ですが青木会長が欠席ですので、渡瀬副会長にご挨拶をいただき

たいと思います。

（副会長）

～副会長あいさつ～

（事務局）

ありがとうございました。

「 」地域審議会の設置に関する事項の第７条第４項に 地域審議会の議長は会長が務める

となております。ここから先は、本日会長が欠席ですので副会長のほうで進行をお願い

します。

（議 長）

早速ですが、協議に入って行きたいと思いますが、小笠原企画振興部長がお越しです

ので、ここでご挨拶をいただきたいと思います。

（企画振興部長）

～企画振興部長あいさつ～

（議 長）

ありがとうございました。

それでは、議題１になりますが「八代市総合計画策定状況について」を議題といたし

ます。前回の合同会議の際に基本構想についての説明を受けた訳ですが、今回はその後

の策定状況について報告がなされるということです。

それでは、よろしくお願いします。

（企画調整課長）

・八代市総合計画【基本構想】のＰ１０～１２説明。

・資料１により「八代市総合計画【前期基本計画（案 】の）

「基本計画とは 「目標年次と構成」について説明。」

「八代市総合計画基本計画策定の流れ」説明。

「総合計画体系図（案 」説明。 以上報告。）
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（議 長）

ありがとうございました。いまご説明がありましたが、何かお気付きの点、ご質問等

何でも結構かと思います。どなたかご意見ございませんか。

（委 員）

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、県もまさに赤字再建団体

に陥ろうかと心配の状況の中で、八代も合併してより負担が大きくなっているのではな

かろうかと心配する訳ですが、財政的にはどういう形で健全な経営をされていこうとさ

れているのかお聞きしたい。

（企画調整課長）

総合計画の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。

（企画振興部長）

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・効果的な行政経営をしたいと考えている。昔だと経営という言

葉は使わなかったと思うが、もう経営をする時代と認識をしている。

そこで、職員の削減計画と実績について、資料があるので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、後期ですが平成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ことを報告させ

ていただきたい。

（議長）

他に何かありませんか。

（委 員）

「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ったが良いと思うが。

（企画調整課長）

、 。 、 、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なっている。

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方向でいこうということで

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。中身としては実際、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
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の方に取り込まさせていただければと考えている。

（委 員）

、「 」 「 」説明の中で 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見渡したとき、人間の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。百済来においても山奥では相当の被害が発生している。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と思っている。

また、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。早急に除去に取り組ん

でいただければと思っている。

（企画調整課長）

具体的なご意見ありがとうございます。先ほど説明しました「豊かさとにぎわいのあ

るまち」の右隣に「人と自然が調和するまち」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、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。

（支所長）

河川の葦については、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ということで、何とか対

策を講じて欲しいという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、県の管理下にあることから県に何とかお願いしようといことで、今県にお願いした

段階です。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。

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、

支所としても充分認識しており、今後も県にお繋ぎをして県の計画の中になんとか入れ

ていただくようお願いをしていきたいと思っているので、ご理解をいただきたい。

（議 長）

生活環境に皆さん関心を持っておられるようですが、他に何かありませんか。

（委 員）

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尋ねしたい。

（企画調整課長）

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。
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（委 員）

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。

（議 長）

現状を訴えられたということでご理解いただいて、今後他の町の実情もあるかと思い

ますのでご検討いただいて、団体、協議会色々あるようですのでそれぞれの自主的な活

動も今後は描いてこなければいけないのかなという方向があるようです。

他になにかありませんか。

（委 員）

、 、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出来ないが、将来的には具体的にどういう取り組み3
がなされているか、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。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ければ、

総合計画あるいは住民自治についても大いに参考になると思う。

、 、 、この審議会で基本構想を審議した際に 具体的に踏み込んだ意見がでたが 基本計画

実施計画の際に十分検討しましょうということでまとめてあったかと思う。極端な言い

方をすると、地域審議会は泉・東陽・坂本のために出来たという表現をしても一面間違

いではないと考える。周辺の意見が行政に届かず周辺部が寂れてしまうのではないかと

いう不安解消のためだけとは言わないが、大半の理由がそのために地域審議会が出来た

という風に感じている。多くの意見を出してもらいたいと思っている。

先ほどの説明で、坂本を想定しての説明だったと思うが、個人的にも非常に関心があ

る。色々お聞きしたかったが、今日意見を出してくれとの説明であった。しかし、今日

説明を受けて意見を出してくれと言われても中々難しいし、今日出された意見で坂本の

審議会の意見として取りまとめられるとなると、どうかなぁと思う。

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審議会を有効に活用したいと思

っているので、何らかの配慮をお願いしたい。

（企画振興部長）

貴重な意見をありがとうございました。合併から２年が経過しましたが、合併時懸案

事項が１３００項目程度あったが、現在一つずつ潰して１０に近い二桁台まで減ってい

る。今何が残っているかというと、八代市の唄・木・花がないといったものが幾つか残

っている程度で、一つ一つ解決に努めてきた。ただ、合併した際の基本姿勢は、地域の
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一体感の醸成が大きく問われた。２点目に、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、しかも強く提起書かれたところである。

従って、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す。

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きたいと考えている。

（委 員）

ダム撤去問題に関心があり、地域振興会としてもこれに関係する環境問題に取り組ん

でいこうかなぁと思っている段階で、先ほど説明があった「人と自然が調和するまち」

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。

（企画調整課長）

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す。具体的な話は、今日意見

をうかがったということで、持ち合わせておりませんが、ありがとうございました。

（委 員）

「安全で安心なまちづくり」とあるが、ここ２年で支所職員も半減し、今後どう減っ

ていくのか心配な状況である。そこで、３・５年後に職員の数がどれくらいを予想・計

画されているのかということと、災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。

（企画振興部長）

まず持って消防団にお礼申し上げます 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、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判

断し職員配置を行っている。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、本庁においては、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。

人が減っていくのではないか、支所としては体制が取りづらくなるのではないかとい

う話であろうが、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
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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。

（議 長）

ありがとうございました。皆さんにお願いで甚だ勝手ですが、皆さんまだ色々ご意見

お持ちだろうし、考えがあろうかと思いますが、その都度支所の方にでも相談され計画

の中に取り込んでいただけるものは取り入れていただくと言うことで、まだ出尽くして

いないかと思いますがご了解いただきたいと思います。

続きまして議題の２「住民自治によるまちづくり基本指針」について、事務局より報

告をお願いします。

（地域振興課長）

これまでの策定経緯と今後想定されるスケジュールそして市としての推進方策につい

て重点的に説明

・資料２－３「住民自治によるまちづくり」基本指針の策定経緯及び

今後の想定スケジュール 説明

・資料２－２「加たって、語って、協働によるまちづくり」パンフレット 説明

・資料２－４ 八代市「住民自治によるまちづくり」推進方策 説明

具体的な実施計画が出来た段階で、再度説明をさせていただき、住民自治によるまち

づくりを行って行きたいと考えている。

（議 長）

ありがとうございました。ただいま「住民自治によるまちづくりの基本指針」という

ことで説明を受けました。資料も前もって配布してありましたし、内容についてはご承

知されていると思いますので、ご意見・ご質問等ございませんか。

（委 員）

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たが、どの様な

意見が寄せられたかお伺いしたい。

（地域振興課長）

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。当然、平野部と山間部では、地域協議会の範囲の問題については、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

ありますので、その組織づくりにつきましては、それぞれの地域の中で住民の皆さんが

考えられ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。
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ただ、あまりにも小さな地域の校区を考えると、それなりに役員の数が多くなってく

るということから、現在市政協力員のアンケートにも役員のなり手がないというような

ことから、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、組織づくりについても、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。

（委 員）

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、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。

具体的な実施計画には、大きな期待と関心を持っている。後日出されるということで

あるが、２４頁「設立に向けて」とあるが、この中で 「設立準備委員会を設ける 「モ、 。」

デル地域として、さまざまな行政支援を行い」とあるが、現在想定されている行政線と

は具体的にどの様なことなのか説明をいただきたい。

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と評価をどうされているのか

をお聞かせ願いたい。

（地域振興課）

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経緯がある。

行政支援については、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と思っている。

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。

そういう中で現在の活動をより進化させていただいて、先行モデルとして是非取り組

んでいきたいなと思っている。また、今の地域振興会の位置付けも市のモデルとしてい

ただきたいと考えている。

（委 員）

この基本指針に目を通してみたが、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

するような余裕がない感じである。

基本指針１２頁の「自治会の問題点について」にもあるように、役員を引き受けてく

れない。催し物への参加者が少ない。これは、全体的な人口が少ないので、広い割には
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行事も運動会ぐらいしか出来ないような、運動会も無理になってきている状況でありま

す。それから、役員の高齢化が進んでいる。この３つがネックになって、現在の振興会

のエリアも少し考えなければならないのではないかと思う。

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会・自治組織に入っていくとい

うことであれば、何らかの方法で、現在眺めてみますと市政協力員は市報の配布くらい

ではないかなという感じがしているので、そこらも充分検討していただければなとおも

っています。

（議長）

将来の方向付けとすれば、小学校区域という一つの大きな問題が課題としてあるよう

です。そこらの関連性について何かございますか。

（地域振興課長）

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」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、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は地域の実情があるので地域の方で考

えていただければ結構だと思います。

市政協力員さんの必要性についての話がありましたが、住民自治によるまちづくりに

ついては、当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

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。

是非この住民自治によるまちづくりには市政協力員さんご協力をお願いしたい。

（委 員）

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。

（地域振興課長）

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、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と思います。

（委 員）

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で、浸透して地域振興会という形で残ってきてい

ます。

今回トップダウン方式に持ってこられた場合、折角立ち上がってきたこの振興会組織

もまた捨てにゃならん。また新たなエネルギー消耗して作り上げて行かねばならんとい

うことになっていきますが、行政の下請け化のようになってしまうのではなかろうかと

危惧しているが、現在の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

するのでは、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。
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（地域振興課）

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さい。という

、 、 、ことではなくて 今後これから地方分権 いわゆる地域の活性化に繋げていくためには

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をしてある。

ということで、理解しております。

それで、一つの町内や区域の中にいくつもの協議会組織があったりとか、例えば町内

会長さんがそこの代表を兼ねたりとか、いくつもの責に追われているという部分があろ

うかと思うが、そういうのを新たな形で進化させるというか、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いただければどうか、作り方は色々あろ

うかと思います。

例えば、旧市の中には総合社会福祉連絡協議会（総社協 、最近では千丁町の方で地区）

社協が組織されたという風な形で、ここ坂本の場合は地域振興会があるという風に色ん

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個作るということではなく、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。

（議 長）

色々ご意見あろうかと思いますが、坂本町独自の振興会組織です。今後そういう実施

計画をにらみながら、坂本町の支所を中心とした中で、各校区に振興会があるわけです

から、その中での意思統一するのか、そのまま進めるのか色々ネックもあろうかと思う

が、先ほどの説明にもあるように他町のモデルになるケースもあるようですので、色々

意見はあるかと思うが、今後の課題ということで実施計画の中に盛り込めたらというこ

とで。

（委 員）

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、ここで結論が出る、出すべき

ものでは無かろうと思う。

（議 長）

今後の協議事項ということで、地域振興会内での協議もあるだろうと思います。

支所の方で何かありますか。

（支所長）

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、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。どういうあり方が一番良いの

かも含めて話をしているのは、振興会との関係、自治会と振興会をどう結び付けていく

のか、自治会の組織をどういうふうに作っていくかをしっかり話を煮詰めないと、振興

会の組織をどう作っていくかに繋がっていかないものですから、今そこらあたりの協議
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をしている真っ最中です。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。

私たちが考え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ありますので、位置付

けはそれぞれあろうかと思いますけど、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。

（議 長）

他に何かありますか。

（委 員）

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

能していけば、まちづくりが非常に良くなる。

、 、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、そう思いまして感服しております。

（議 長）

ありがとうございました。有り難い意見としてお受けしておきます。

時間の制約もございますので、色々意見が出てきているわけですが、この後もう１件

審議していただく案件がありますので 「支所における日直業務の変更」について提起さ、

れております。説明をお願いします。

（財政課長）

支所における日直業務の変更について

・資料３ 支所における日直業務の変更について 説明

（議 長）

ありがとうございました。これについて何かご意見ございますか。
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（議 長）

特に質問も無いようですので、最後に事務局から次回の開催についてお願いします。

（事務局）

次回の開催予定につきましては、１２月下旬から１月中旬を予定したいと考えており

ます。

（議 長）

ただいまの日程について、次回は１２月中旬から１月中旬を予定されているというこ

とで、また後日連絡があると思います。

他に何もございませんか。

（委 員）

議題の総合計画とかまちづくり計画で、個性とか特性という言葉がだいぶ出てきまし

た。で、坂本町も坂本村として４４年強、自治体としての運営・経営といってもいいか

と思うが、その諸々の育ちに関しては旧村民が親しみを持っていると思う。

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がかなり失われ

ているのではないかという気がします。物事のルールにしても旧八代市の規則条例等に

従っておりますので、そこら辺を感ずると思いますが、やはり旧坂本村民とすれば、坂

本村の良さも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分

の村民が抱いていると思います。それぞれ各委員の皆さん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

会を設けていただいて、折角の機会ですからお願いしたいと思います。

（企画振興部長）

委員ご指摘のとおり、合併前のそれぞれの自治体のそれぞれの良さを充分、内外情報

発信されていたろうと思います。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ます。

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ところです。

一つ例を挙げますと、昨年それぞれ旧市町村としてそれぞれの管内で、何が無理があ

って、何を伸ばして行こうとするのか、支所は支所として考えたことは提起して欲しい

ということで、各支所長にもお願いをしました。それと同時にその良いものを３０秒間

のコマーシャルとして、ふるさとＣＭ大賞（ＫＡＢ）に出そうではないかという提案を

、 、 、し 幸い坂本支所からは３本のＣＭが出てきて 見事ふるさとＣＭ大賞と副も受賞され

ＫＡＢのＣＭで５０本程度坂本の良いところとが映像として流れた。

したがいまして、ご指摘のとおり、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のが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。
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（議 長）

。 、ありがとうございました 本日皆様の貴重なご意見をお伺いして参りましたけれども

今後の課題として活かしていただければ幸いだと思います。

これで、第７回坂本地域審議会を終了いたします。本日は長時間ありがとうございま

した。

（１１：４５終了）


