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第９回 坂本地域審議会会議録

平成２０年 ５月２９日（木） １３時３０分 ～ １５時２６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 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

欠席委員■

委 員 有馬 敏彦 委 員 木村 ミドリ 委 員

出席職員■

役 職 氏 名 役 職 氏 名

支所長 中田 正春 企画振興部長 永原 辰秋

総務課長 丸山 平之 企画振興部次長 坂本 正治

副主幹兼振興係長 南 和治 地域振興課長 米田 健二

産業振興課長 橋本 勇二 地域振興課課長補佐 澤田 宗順

市民福祉課長 鶴田 英治 地域振興課主任 村上 修一

建設課長 山口 修

総務課主任 早野 公敏

総務課主事 中村 雅俊

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 住民自治によるまちづくり行動計画（素案）について

② その他

ア、坂本駅業務委託の見直しについて
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議事録■

（事務局）

皆さん、こんにちは。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、中田支所長が行います。

（支所長）

～中田支所長開会あいさつ～

（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以上の出席を必要としますが、本日は１６名中１４名出席いただ

いておりますので、第９回坂本地域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）

～青木会長あいさつ～

（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が、その前に、企画振興部より永原部長と坂本

次長がお越しですので、ここで一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。

（部 長）

～永原部長あいさつ～

（次 長）

～坂本次長あいさつ～

（議 長）

ありがとうございました。それでは早速、審議に入って参りたいと思います。

まず、議題１の「住民自治によるまちづくり行動計画（素案）について」です。

それでは、事務局より説明をお願いします。

（地域振興課）

・資料により「住民自治によるまちづくり行動計画（前期 （素案）及び）」

追加資料１「今後の想定スケジュール」について説明。

（議 長）

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見・ご質問等ございました

ら何でも結構ですので、どうぞよろしくお願いします。どなたかございませんか。

（委 員）

以前坂本村時代から公民館制度が定着しており、地域振興会が立ち上げられ旧８校区

で活動をしている。この形を残して良いのではないかと以前提言をした。

ここまで組織づくりの計画がなされていれば、今後の取り組みとして、市政協力員が
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受け持つ各地区町内の現場へ担当者なり来ていただいて、内容を十分周知していただく

ためにも説明をお願いしておきたい。

市政協力員が７５名から７１名と４地域で市政協力員がいなくなってしまったが、現

在その４地域ではどの様な取り組みをされているのか、自分たちの地域もいづれその様

な時期が来ると思うので、よろしくお願いします。

（地域振興課）

住民説明会をスケジュールにも入れておいたが、大変広い市域なので、先ずは校区単

位で開催させていただきたいと思っている。ただ、隅々まで説明が届かないかと思うの

で、例えば出前講座あたりを利用して、必要に応じて説明していただきたいということ

であれば、積極的にそれぞれの地域に出向いて、説明をさせていただきたいと考えてい

ます。

（委 員）

出前講座という言葉は、親しみがあって良いと思います。そう言う形でお願いをした

いと思います。

（地域振興課）

現在も校区会であったり、団体から説明をして欲しいという要請があっているので、

説明をしに行っている実情です。

（総務課）

、 、 、 、今回 市政協力員を４名統合させていただいたが 現行 集落自治はそのまま残って

市政協力員の業務についてまとまってやってください、と言ってあります。

それぞれの地域で、どういう役割分担をされて、今後どの様に発展していくかはまだ

具体的にはつかんでいない。基本的には集落自治はそのままという形で説明をしたうえ

で、市政協力員の業務について４地域に他の地域と協力してやってくださいと言う段階

です。自治活動の統合ということについては聞いていません。

（委 員）

具体的な説明がなかったが、地域協議会のエリアを想定しているのは坂本町全体を想

定しているのだろうと思っているが、そういうところをハッキリつかんで話し合いに入

った方が早く進むのではないか、例えば、校区とあるが坂本町では旧小学校区を意味す

ると捉える人もいるし、自治会というのはどういうものか、集落だろうと思うが、そこ

らの定義をきちんとして話しを決めれば具体的に入っていけるのではと思うが。

（地域振興課）

エリア設定については、経緯の中にもあったように地域審議会から提言をいただいた

中で 「概ね小学校区単位を一つの単位と考える」と提言をいただいているが、それぞれ、

の地域特性があるので、行政から指導するのではなく、地域の方々に説明を聞いていた

だき、皆さんで話し合っていただいて、坂本にはどういうエリアで取り組んだが一番良

いのか設定をしていただければと考えています。

現在、坂本の場合は８つの振興会で活動をされているので、それをそのまま活かされ

るのか、場合によっては一つにまとめるのか、地域によって皆さんで考えて決定してい

ただければと思っています。
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それから自治会ですが、それぞれに呼び方が違っていると思いますが、それぞれのコ

ミュニティ組織で自治会を組織されていると思いますが、基本的にその自治会はそのま

まこれまでどおりの活動を行っていただくということになっています。

資料２１ページ地域協議会の立ち上げ手順にあるように、皆さんで協議し考えてエリ

アを決めていくことになる。まず住民に説明したうえで、坂本はこうしたエリアで行こ

うという方向性を出していただければと思います。

（委 員）

エリアの設定は、事務局説明のとおりで結構だと思います。関連して、今後の想定ス

ケジュールの中で住民自治推進団体等連絡会議の開催とあるが、この会の構成規模と坂

本も対象となるのか、なるとすれば坂本の場合どういうふうに立ち上げられるのか、分

かっていれば教えていただきたい。

（地域振興課）

現在地域審議会を中心に意見を伺っているが、市民フォーラムの際に市長からもあっ

たように 「色んな団体の方から意見を聞きたい 」当然、新たな住民自治組織を作って、 。

行く中では、既に地域で活動をされている団体等も構成として考えていかなければなら

ないと思っているので、まず団体の方々に集まっていただいて主旨を説明し、また、団

体の中にも入っていって説明し意見を聞きたいと思っている。

「坂本の場合」と質問がありましたが、それぞれの市政協力員の校区長さんに集まり

、 、いただいて説明し意見を聞きたい それから坂本の場合振興会の会長さんということで

松村委員さんが兼務されていますので、松村委員さんにお集まりいただくことになるか

と思います。

（委 員）

１４ページ推進項目の(ｲ)「民営化等推進事業（八代市版市場化テスト 」の導入と、）

１９ページ「モデル地域を対象に指定管理者制度の導入を模索」とあるが、具体的にど

ういう事を模索されて、どういう事を実行したいという想定にあるのか教えていただき

たい。

（企画振興部長）

行政改革の一環として、全てが行政でやっていかなければならないという時代ではな

くなったという、民間でやれるべきところは譲るべきではないかという基本的な考え方

の中で、民営化が出来るものは何かという打診をしている。その一つで市場化テスト、

市場化テストとは、民間の人でこういう施設をどうですかというアンケート調査のよう

なものですが、これを実施してみました。

具体的には、千草寮と氷川寮という施設を民間の方でやれる意思がありますか。とい

う市場化テストをやってみたが、反響が凄く多くて、是非やりたいという声が沢山あり

ました。それで、あっこれはやれるんだ。というのが実績としてあり、今後具体的に公

募を行って民間に譲渡するという手続きを今から始める、ということが具体例としてあ

ります。

今からこれを皮切りに民間にやれるものがあるのか、ということを探って参ります。

具体的にまだどれをやるとは決まっていませんけど、順次民間でやれそうなものは民間



- 5 -

でやっていくという方針で、その一環として指定管理者制度がありますが、坂本の施設

も指定管理者ということで、現在三セクに委託に出しておりますけれども、近々３年の

、 、期限が切れますので 次の委託をどうするのか一生懸命研究している最中ですけれども

そういった方向で市が持っている施設とか事業も含めて、民間に譲れるものは譲ってい

こうということが考え方としてあるので、いまからそう言ったものを進めていく、行政

としてお金もなくなり人もどんどん減っていく、その中で実はこれ以上人は減らせない

ギリギリのところまできており、これ以上減らしたら市が出来る事業も出来なくなるの

で、ともう一つは、民間で出来るものは民間でやっていただくということを進めていく

という今の考え方ということです。

（委 員）

①坂本では、昨年度まで地区公民館長と市政協力員という二人のリーダーがいたが、

４月から自治会長一本となっている。１４ページに組織の確立で、市政協力員との関係

は謳ってあるが、坂本の実態・今後の活動を考えると、自治会長の果たす役割について

も行動計画の中に書き入れてもらいたい。

②２１ページに「女性の方の参画が非常に重要」とあるが、八代の審議会委員等の登

用目標３０％というのがありますが、現在どの程度実現されているのか。

③１３ページに「分別指導員講習会の実施」とありますが、坂本の市政協力員校区会

議の際、分別指導員の員を削除して分別指導研修会としてくださいと訂正があった。分

別指導員という制度もないということであったので、正式には指導員という名称も呼称

もないのではないかと思うので、ここにある分別指導員という呼称があるのか、間違っ

ていれば訂正の必要があると思う。

（地域振興課）

①自治会組織は地縁組織ということで、強制力がなくて地域の方々で取り組まれてい

るという部分がある。地域の身近な日常の活動とか会員さんの相互扶助とかそういう中

で活動を自主的に行われているものですから、非常に明確になりにくいという部分があ

るということで、その役割についても今後検討させていただければと思います。

②女性登用の件については、手元に資料が無いので、３０％に近い数字になってるか

とは思いますが、達成努力数字として頑張っているところと思います。人権政策課でデ

ータが出ておりますので、後ほどお知らせできるかと思います。

③旧坂本村時代は、分別指導員ということで、村から委嘱し報酬も支払っていたが、

、 。１８年度より分別指導員による分別指導は廃止し 地区主体の分別指導に移行している

したがって、地区皆さんで分別、あるいは地区から委員を決めて指導あるいは協力をし

てやって下さいということで、報酬も地区に支払っている。したがって、行政から委嘱

した分別指導員という方はいないので、この文言については協議させていただきたい。

（委 員）

６，７ページの計画に「市民（住民 」と書いてあるが、それ以降は住民自治というこ）

とで住民と記載されている。市民と住民の定義はどちらかが書いてあった。全般にわた

って市民と住民の意味はどうかなぁ、違いはあるのかなぁ、と読む人が考えて読まなけ

ればならないようなことは避けていただきた。意味があるのであれば、住民と市民の違
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いを書いていただけると分かり易いと思う。

（地域振興課）

新市建設計画の中では「住民」という表現をしていますが、総合計画、行財政改革大

綱の中では「市民」という表現があったもので、それぞれの整合性を図るために括弧を

付け加えて表示した経緯があります。分かり易い表現を検討させていただきます。

（委 員）

住民自治への移行について、坂本町における旧部落公民館長制度と現在の自治会長制

度について、しばらく委員間で意見が交わされる。

（地域振興課）

先ほどの質問の女性の登用について、審議会等７６の中で委員数が 名でその内1,100
の女性委員の数が 名で ％、女性議員は 名中 名ですので ％、市の職員271 24.6 34 3 8.8
は 年 月 日現在 名中女性が 名で ％、役付が 名中 名で19 4 1 1,232 430 34.9 465 95

％となっております。20.4
（委 員）

住民自治を支える行政支援について、説明にあったように住民説明会これだけを中心

に早く進めていただきたい。坂本の場合、振興会があるということですが、振興会にも

かなり差があるように思うので、モデル意識とか考えるのではなく、スタートから違っ

た観点で見えるかもしれないけど、住民説明会を早くやっていただいて決めるのがいい

のではないかと思う。モデル地区というのが先行して表面に出過ぎているのではないか

と思う。そうではなくて、最初に話を聞きながら決めるようにしないと、決められたよ

、 、うなニュアンスを持ってくると 進めにくいのではないかという気がしてならないので

住民説明会を早期にやっていただきたい。

（地域振興課）

説明会を早くやってとの意見ですが、住民説明会をやるうえでは、基本的な考えとい

いますか、今後どうやって進めていくかということも予め決めて望みたいと考えていま

すが、その基本的な考えについても住民の皆さんと一緒に考えながら作っていこうとい

、 、 、う手法なので 手ぬるいと感じられるかもしれないが 新たな取り組みをやるときには

最初にきちんとした姿を示しながら進めていかないと進んでいかない、周囲の皆さんか

らご理解を得て初めて組織づくりが出来ていくということで、行政の押し付けでもない

と言うことを理解していただいて、自分たちと行政と一緒になって基本的な考えを作っ

て、それを基に住民の方々に説明をしながら進めていこうという方針で臨んでおります

ので、ご理解いただければと思います。

（委 員）

ある程度どのエリアを一つにするのか、例えば振興会を単位とするのか、旧百済来、

下松、上松を一つにするのか、坂本を一つにするのか、方針を決めないと具体的に住民

に説明をしても話が通らないと思う。振興会でも市政協力員会でもいいので話を進めて

もらいたいという気がします。

（地域振興課長）

モデル地域の指定というのは、どうしても新たな取り組みということで、本来、一斉
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にスタートするのがいいが、当初は新たな課題が出てくると思う。協議会を設置して、

こういうところは改めていかなければいけないなぁとか、補助制度、地域の取り組み方

にしろ色んなケースがあるかと思うので、課題の整理をするためにもモデル地域を指定

させていただいて、行政と一緒になって色んな課題をクリアしながら、そして一斉にス

タート出来ればというところから、モデル地域を設定しようという考えで進めておりま

すので、理解をしていただきたいと思います。そして、地域の設定の仕方については当

然地域で変わってくるかと思いますので、規格にはめた設定ではなくて、地域毎に地域

の設定は考えていただければということで考えております。そういった会議の中で、説

明がいれば出て行きまして基本的な考え方を示しながら、設定を考えていただければと

思っております。当然、支所とも連携を取りながら進めていただければと思います。

（委 員）

モデル地域は、今の時点でどこと決めなくて良いと思います。あくまでも計画案では

。 、地域住民にお任せしますということがいいと思います 今の段階で特定する必要はなく

アクションプランの中では基本的な考え方だけ盛り込んで、最終的な判断は住民に任せ

るということで、行動計画は結構だと思います。

（委 員）

モデル地区の話が出たが、モデル地区ではなくて地域としてはどの程度のものを想定

しているのか、例えばモデル地区を指定したいならばどの程度のエリアの範囲をしたい

のか示してくれないと進まないと思う。具体的に百済来地域振興会が自治組織になった

場合役員も大変で、企業もその中に入ってくれないと大変、普通の日に会議をしたり事

業をしたりするとき、年休で参加するのではなく、こういう自治組織があるから年に３

日位は有給休暇で、証明があれば良いのではないかという中身の話になっていくが、ど

うもピンと来ない。

どうしていくのかを、市政協力員なり地域振興会で話し合ってもらわないと、住民で

と言われても分からない。

（地域振興課）

新たな組織について、住民だけに考えなさいと言うのではなく、行動計画の中にも職

員の参画ということで、当然職員も地域に帰れば地域の一員ですので、職員も参加しな

がら、また民間に勤めの方々とも連携を取ることも必要かなと思っておりますので、決

して地域だけに設立しなさいというものではありませんので、ご理解いただきながら進

めていただいたいと思います。

（企画振興部長）

今日お話しをしているのは、この行動計画の素案をどうでしょうか、というお話しを

しています。坂本の場合先行されていて振興会で実際に活動をされているので、これか

ら先進めるために早く話し合いをしたがいいという意見が出てくるが、今やっているの

はこの行動計画を１年掛けて本物にしようという段階で、坂本の場合先行されてますか

ら音頭を取られて、その先の話をしておこう、ということで当然かと思います。

、 、 。これは 八代市全体のマニュアルであって 坂本版というのもあるのかもしれません

、 。恐らくあと１年後に始まる話を 先に議論しておこうということで構わないと思います
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その中で８つで行こうとか、一つでいこうとか議論されていいと思います。それは、

我々がこうしてくださいと言うのではなく、皆さんが考えられるのが一番いいと思いま

す。坂本にはそういう場が、市政協力員校区会や地域振興会連絡協議会や地域審議会と

沢山あると思います。

（議 長）

他にありませんか。今まで発言のない方はよろしいですか。

それでは、他にご意見が無いようですので、次に議題２「その他」のア「坂本駅業務

委託の見直しについて 、事務局より説明をお願いします。」

（総務課）

～追加資料２「坂本駅業務委託の見直し」説明資料により説明～

（議 長）

ありがとうございました ただいまの 坂本駅業務委託の見直し について ご意見・。 「 」 、

ご質問などありますか。

（委 員）

急行が現在停車しているが、その件はどうなりますか。

（総務課）

ダイヤについての協議はありますが、現在急行を廃止する等の話は全然来ておりませ

ん。市全体の方針が決まってからＪＲとの協議に入るということで、まだＪＲとの協議

には入っておりません。

（議 長）

他に何かご意見ありませんか。出ないようですね。

（総務課）

ただいまの件につきましては、支所としましてもそういう方向で進めさせていただく

ということにしておきたいと思います。

（議 長）

事務局から何か他にありますか。なければ皆さんから他にありませんか。

（委 員）

市議会の第２６号議案に八代市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について、

とありますが内容はどういうものなのか。

後期高齢者医療保険の問題ですが、坂本町内では７５歳以上の対象者は何名くらいお

られますか。ちなみに松崎地区は 名の中で 名でした。これは議案第１３号議案107 10
で八代市後期高齢者医療特別会計というのが出ていますが、どういう金が支出されてい

るのか気になりますのでお尋ねします。

（市民福祉課）

郵便局の窓口業務の委託ということで、百済来と上松郵便局に住民票や印鑑証明等の

窓口業務を委託している内容ではないかと思います。

次に、 歳以上の人口の割合ということですけれども、 歳以上が後期高齢者医療75 75
5,090 75 1,314制度加入ということで、４月１日現在で坂本町の人口が 人で 歳以上が

名 ％ということになっております。ちなみに、 歳以上の高齢化率は ％にな35.8 65 44.3
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っております。

（議 長）

補足ですが、郵便局の窓口を通じて住民サービスをやっていこうということで、行政

から遠いところで色んな証明証や戸籍、坂本ではないですけど、色んな施設の利用券の

、 。 、販売など 今色んなことを郵便局の窓口でやっております 球磨では郵便局を仕切って

役場の支所が入るとか色んなサービスをやっております。八代市では、坂本町と泉町で

住民票や証明書の交付をやっている。多分そのことではないかと思います。

（企画振興部長）

後期高齢者医療特別会計について、今まで国民健康保険ということで市町村単位で保

険税を納めていただいて、その中で特別会計をやっていたが、後期高齢者医療制度は、

市単位ではなく県で連合会をつくってそこに市が負担金を納めてそれでやっていくとい

う形になったので、今回初めてその予算が計上されているということで、特別会計では

ありますが、今までどおり皆さんから徴収してやるというのは事実で、制度が変わって

予算を計上したということです。中身については詳しく申し上げられませんが、制度に

ついてはそういうふうになっているということです。

（議 長）

はい、よろしいでしょうか。

それでは、事務局より次回の開催予定等の連絡をお願いします。

（事務局）

次回の地域審議会は、先ほども説明があったとおり 「住民自治によるまちづくり行動、

計画」の各種団体への説明・意見聴取が終了した後、報告等を兼ねてご意見を伺う予定

としております。

また、委員の皆さんから坂本地域の課題等、特に議論したいことがあれば正副会長等

と相談して開催したいと思います。

開催時期については未定ですので、決定次第通知をさせていただきたいと思います。

（議 長）

はい、今事務局から次回の開催について説明をしていただきましたが、日程等が決ま

りましたら事務局の方から連絡があると思いますのでよろしくお願いします。

、 。 。それでは これで第９回坂本地域審議会を終了いたします ありがとうございました

お疲れ様でした。


