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第８回 坂本地域審議会会議録

平成２０年 ３月１８日（火） １０時００分 ～ １１時５２分開催日時

坂本支所 ２Ｆ 大会議室開催場所

出席委員■

会 長 青木 征雄 委 員 武田 照昌 委 員 松村 賢治

副会長 渡瀬 隆 〃 谷口 邦昭 〃 松村 政利

委 員 有馬 敏彦 〃 平田 由美子 〃 村上 清澄

〃 岩本 卓治 〃 藤田 孝一 〃 山口 清一郎

〃 木村 ミドリ 〃 松島 一郎

欠席委員■

委 員 岩崎 ひろみ 委 員 末永 みてる 委 員

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 地域振興課長 米田 健二

総務課長 丸山 平之 地域振興課課長補佐 澤田 宗則

副主幹兼振興係長 南 和治 総務部次長 加藤 泰憲

産業振興課長 中田 正春 人事課課長補佐 岩本 博文

市民環境課長 鶴田 英治 生活安全課課長補佐 濱田 大祐

建設課長 山口 修 副主幹兼交通防犯係長 脇坂 裕

副主幹兼保険係長 上田 信一

総務課主任 東嶋 大典

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

協議事項■

① 平成２０年度坂本地域の主な事業について（報告）

② 支所の組織再編について（報告）

③ その他

ア、特定検診・特定保健指導について

イ、地方バス運行の現状と今後のあり方について
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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。３月に入り年度も残り少なくなりましたが、皆様には１年間そ

れぞれの立場でご指導いただきありがとうございました。本地域審議会も回を重ね、今

回で８回目となり本年度最後の地域審議会ということで、新年度に向けた取り組みを中

心にご協議いただくこととなりましたが、将来の坂本にとっては大事な案件も入ってお

ります。忌憚のないご意見を出していただき、よろしくご審議お願いいたします。

それでは、只今から第８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）

地域審議会の開催要件としまして、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以上の出席が必要となります。

本日は１６名中１４名出席いただいておりますので、審議会が成立いたしますことを

ご報告いたします。

それでは、青木会長にご挨拶をいただきたいと思います。

（会 長）

～会長あいさつ～

※配布資料確認（事務局）

（事務局）

ありがとうございました。

それでは、早速、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条第４項に「地域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、会長に会議の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。

（議 長）

それでは、早速協議に入って参ります。

まず、議題１の「平成２０年度坂本地域の主な事業について」です。

それでは、事務局より報告をお願いします。

（事務局）

・資料１により「前期基本計画 重点プロジェクト(抜粋)」及び

「坂本管内で実施予定の主要事業一覧」について説明。

（議 長）

ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたが、何かお気付きの

、 、 。 。点 ご質問など何でも結構ですので よろしくお願いします どなたかございませんか

（委 員）

広域交流地域振興施設整備事業とありますが、私たちが一般に言う物産館建設のこと

でしょうか。
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（地域振興課）

物産館の位置付けである。八代新駅周辺の賑わいを創出するための施設で、八代市の

商工特産物・地元農産物の商品開発・農産加工・展示販売等を目的として建設を行い、

。また本市の観光及び産業等の情報発信を行う施設ということで２０年度に予定している

事業費約２億１千万円で、場所は新八代駅の東側に予定されており、面積約４千㎡で

建物は約６百㎡を予定されています。

（議 長）

他に何かありませんか。

ご質問が出ないようですので、次の議題２「支所組織の再編について」事務局より報

告をお願いします。

（人事課）

・資料２により「支所組織の再編」について報告。

（議 長）

ありがとうございました。

ただいま「支所組織の再編について」の報告がありましたが、支所の変更は身近に感

じるところであるので、皆さんからご意見をいただきたいと思います。

どなたでも結構ですので、よろしくお願いします。

（委 員）

下水環境とあるが、一灯苑の排水の悪臭がするとの話を聞くが、視察等しておられる

のか。

（市民環境課）

そのご意見は初めて聞いたので、近いうちに調査に行ってまいりたい。そこで、指導

すべき点があれば指導する等の対応をしたい。

（委 員）

、 。組織の再編もですが 住民としては職員数が気になるので職員数を教えてもらいたい

坂本支所の分だけで結構です。

（人事課）

市全体で合併後の５年間で１５０名削減予定で実施中であり、平成２０年４月１日で

１１０名の削減見込で、坂本支所については、組織改革で２課が１課になるので課長が

１名減、これに伴い５係が３係になるので係長が２名減で、合計３名は削減となる。

他は人事異動の検討中で、これ以上は現段階で申し上げられない状況なので、これで

答えとさせていただきたい。

（委 員）

３名減ということであるが、支所の総数はいつになるのか。

（人事課）

平成１９年４月１日現在で４０名で、今回３名の削減は了解いただいているが、その

ほかについては現在人事異動の作業中で、数字が動いているため確定数を申し上げられ

ない状況で、ご勘弁いただきたい。
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（議 長）

支所の人員には関心がある。人間が居ることが一番の活性化と思うので、これを急激

に減らされると衰退をしていく感じがする。なだらかな人員の移行をお願いしたい。

（委 員）

坂本の場合、高齢化が進み限界集落を通り越して、地域が限界に近付きつつあると思

う。その実態からして 「住民サービスの向上を目指し」より、感覚からして「住民サー、

ビスの低下を来さない」が実態にそぐうと思う。

坂本を想定して、この「住民サービスの向上を目指し」とは具体的にどのようなこと

を指して表現しておられるのか。

（総務部次長）

厳しいご意見をいただいたが、おっしゃるとおりだと思います。今、三位一体の改革

で税源移譲が行われているが、小さい団体では税源移譲を受けても、計画通りの金額を

もらえていないが、財政の支出はあまり減ってこない、非常に厳しい状況である。人件

費を削減し、その分だけでも住民サービスの向上に充てられないかということで、２５

０名の職員削減計画をしその財源を住民サービスに充て、住民サービスの低下を防いで

行きたいというのが現実の話だろうと考えている。

（議 長）

効率化とサービスは非常に難しい問題があると思いますが、住民にとってはという思

いもありますので、よろしくお願いします。

その他にご質問ありませんか。ご質問ないようですので、次に進んで参りたいと思い

ます。３のその他ア「特定検診・特定保健指導について」説明をお願いします。

（健康福祉課）

・資料「国民健康保険からのお知らせ」により説明。

（議 長）

ただいま「特定検診・特定保健指導」についての説明がありましたが、皆様から何か

ご質問等があれば出していただきたいと思います。

（委 員）

市報に載っていましたが、特別会計分野の決算を見ますと国民健康保険は３億６千万

の黒字ということで、特会の中でも高額な黒字経営となっているが、今後負担軽減は考

えられるのか。

（健康福祉課）

坂本の時は基金をかなり積み立てていたが、今はその割合がかなり少なくなっている

ので、黒字が出ても負担の軽減よりも基金に積み立てて将来に備えることになるのでは

ないかと思われる。

（委 員）

合併後 年を通しての決算は１８年度が初めてだったと思うが、１９年度はどういう1
状況か分かっていれば教えていただきたい。

（支所長）

１９年度の決算はまだ出ていないし、国保は２ヶ月送れとなるため、現時点では分か
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りません。

（議 長）

他にありませんか。

ないようですので、次に進んで参ります。その他イ「地方バスの運行の現状と今後の

あり方について」事務局より説明をお願いします。

（生活安全課）

・別紙「地方バス補助制度について」により説明。

（議 長）

ありがとうございました。

ただいま「地方バスの運行の現状と今後のあり方」についての説明がありましたが、

ご質問等があればお聞きしたいと思います。

（委 員）

１月の熊日新聞で「一般客もスクールバスに」という山都町が４月から住民の足を確

保と経費節減という記事を読んだが、町の方でこういう検討が出来ないものか。

（生活安全課）

３月定例市議会においても、坂本におけるスクールバスは児童生徒の乗車が７割以上

ということで、一般の人との混乗は出来ないという答弁が教育委員会からあっている。

子ども達が利用しない空き時間は何らかの利用が可能ではないかということですが、

子ども達が授業等で昼間利用することもあり、その対応も考慮していく。これは資源で

あるので、資源の活用については検討していくという方向付けである。

（議 長）

スクールバスの活用については、以前から住民の足として利用出来ないかという話が

大分あっていたので、今の意見が出たのかなと思います。他にありませんか。

（委 員）

路線の見直しの件で、乗らない路線と乗るんじゃなかろうかという路線等の検討はな

されているのか。

（生活安全課）

路線の検討は平成１９年の４月に市内中心部の路線で他路線との重複で４路線廃止し

ているが、道路も日々動いているので、当然見直しは必要と思っている。行き先がちょ

っと違うだけで重複している路線を統廃合し、より利用率の高い時間帯に運行するとい

う部分も検討しているし、これからも検討していきたいと思っている。

（委 員）

八代駅でバスを待っていると、ある時間には次から次へと同じような行き先のバスが

くるが、来ないときには全然来ない。そこらについても検討いただければと思う。

（議 長）

他にご質問ありませんか。

他にご質問がなければ、次に進んで参ります 「その他」ということですが、事務局か。

ら何かございますか。
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（事務局）

特にありません。

（議 長）

事務局からも特に無いということですが、委員の皆さんから次回以降この審議会で取

り上げて欲しいことや、今後検討していきたいことがありましたら、発言をお願いした

いと思います。どなたかございませんか。

（委 員）

２０年度の主要事業に関して、坂本橋の拡幅が予定されるのではと期待していた。乗

用車同士の離合も困難で、路線バスや大型車が来たら橋に進入も出来ない状態。支所や

病院等がある要所でありながら、下流部は球磨川の増水時には浸水し、上流部は県道へ

の出水や土砂流出に伴い孤立してしまう現状であるが、坂本橋は離合もままならない。

いざというときに、機能を１００％発揮出来るような橋にしていただきたい。

（建設課）

坂本橋の改良の件は、県道の橋梁で現時点では改良の計画はないと聞いている。

新開地区の冠水の件は、県道の改良でＪＲと立体交差、平面交差の協議も行われてき

たが、ＪＲとの協議が上手くいかなかったということで、現在の状況となっていると聞

いている。この件については、毎年県に単県要望活動を行っているが、この中でも要望

を行っている。今年度実施した地域要望の中にあった県関係要望についても、１月に県

に直接早期の解消を要望している。

県としても、地域バランスや予算の問題で思うように進んでいないと回答をいただい

ているが、今後とも、要望活動を行っていきたいと考えている。

（委 員）

交渉等色々と大変と思うが、何かあった時は指令の起点になると思うので、一日も早

く橋の拡幅はお願いしておきたい。

（議 長）

県に要望していただくよう検討いただきたいということですので、よろしくお願いし

ます。他にありませんか。

（委 員）

各自治体で自主財源の確保に苦労されていると思いますが、ふるさと納税制度が設け

られたようであるが、八代市としてどのような取り組みをされるのか。

（総務部次長）

自主財源の確保ということで、ふるさと納税に取り組まれているが、これはふるさと

に寄附金をし、その分の税額控除をしていいという制度で、地方へのお金の導入を図ろ

うという制度である。県下でのいくつか取り組みがあり、市でも制度が出来たことは広

報やつしろやＦＭやつしろ、ケーブルテレビを通じて新年度から積極的にやりたいと考

えている。

ふるさと納税をしていただけるのは、市から出た人となるため、ホームページでは当

初から考えているが、その他に周知の方法があるかは現在検討中です。
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（議 長）

よろしいですか。他にありませんか。

（委 員）

住民自治代表ということで参加しているが、平成２０年度住民自治元年と位置付けら

れ、行政と住民の協働による地域づくりが推進されるいうことであるが、現在行政サイ

ドの作業の現状と、今後のスケジュールを教えていただければ、地域に帰って参考とでき

るが。

（地域振興課）

住民自治については、１５日に市民フォーラムを開催し、多数参加いただきよかった

と思っている。

住民自治については、地域審議会でも色々議論をいただき市に提言をいただいた、基

本指針については既に出しているが、これから具体的にどうやっていくかは色々課題等

もあり研究をやっている状況で、研究の結果、行政としての方針が出ましたら地域審議

会にもお示しし、意見をいただき反映しながら進めていきたい。

２０年度は、住民自治について市民への説明会を検討しているが、まだいつからとは

計画が立っていないが、是非２０年度から説明会をやって、具体的に進めていきたい。

（議 長）

予定の時間も過ぎているので、質問がなければ次回の開催予定等の連絡を事務局より

お願いします。

（事務局）

次回は「住民自治によるまちづくり」に関して、行動計画の素案が出来た時点で報告

を行い、ご意見をいただく予定としております。予定としましては、５～６月に開催出

来ればと思っております。

次回以降、坂本地域についての課題を出していただき、この地域審議会で議論してい

けたらと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

開催時期については未定ですけれども、詳細が決定しましたら、連絡を差し上げたい

と思います。

（議 長）

ただいま事務局より説明のあったとおりですが、日程は未定と言うことですので、決

まりましたら事務局より通知が送付されると思います。

それでは、これで第８回坂本地域審議会を終了いたします。大変ご苦労さまでした。


