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住民自治によるまちづくり行動計画（素案）について

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 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、

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 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

提言をしたが、ここまで組織づくりの計画がなされていれば、今後の取 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

り組みとして、市政協力員が受け持つ各地区町内の現場へ担当者なり来 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

ていただいて、説明をお願いしておきたい。 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。

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 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

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 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、 、

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 言ってあります。

いします。 自治活動の統合ということについては聞いていません。

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 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

でお願いをしたいと思います。 ているので、説明をしに行っている実情です。

地域協議会のエリアは、坂本町全体を想定しているのだろうと思って エリア設定については、地域審議会から「概ね小学校区単位を一つの単

」 、 、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 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

進むのではないか、校区とあるが坂本町では旧小学校区を意味すると捉 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

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 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

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 良いのか設定をしていただければと考えています。

のではと思うが。 それから自治会ですが、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。

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 現在地域審議会を中心に意見を伺っているが、当然、新たな住民自治組、 。 、

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 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

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 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

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 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
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きたい。 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。

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 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「 （ ）」

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 う時代ではなく、民間でやれるべきところは譲るべきではという基本的な

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 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

たいという想定にあるのか教えていただきたい。 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、これを実施してみた。

、 。今からこれを皮切りに 民間にやれるものがあるのかを探って参ります

その一環として指定管理者制度があるが、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 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、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考え方です。

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 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

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 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

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 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

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 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

てもらいたい。 も今後検討させていただければと思います。

２１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 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
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 の女性委員の数が 名で ％、女性議員は 名中 名ですので271 24.6 34 3
れているのか。 ％、市の職員は 年 月 日現在 名中女性が 名で8.8 19 4 1 1,232 430

％、役付が 名中 名で ％となっております。34.9 465 95 20.4
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１３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 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

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 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

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 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

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 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

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 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

正の必要があると思う。 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。

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 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、）

民自治ということで住民と記載されている。読む人が考えて読まなけれ 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

ばならないようなことは避けていただきたい。意味があるのであれば、 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

住民と市民の違いを書いていただけると分かり易いと思う。 い表現を検討させていただきます。

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 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

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 的な考えというか、今後どうやって進めていくかということも予め決めて

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 望みたいと考えている。その基本的な考えについても住民の皆さんと一緒

意識とか考えるのではなく、住民説明会を早くやっていただいて決める に考えながら作っていこうという手法なので、新たな取り組みをやるとき

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 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

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 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

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 ことで、行政の押し付けでもなく、自分たちと行政と一緒になって基本的、 、

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 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

期にやっていただきたい。 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。

、 、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 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とか

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、 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

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 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

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 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

ます。 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
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で、理解をしていただきたい。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。

モデル地域は、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。

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 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、当然職

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 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

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。 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

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 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

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 ながら進めていただきたいと思います。

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 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すか、という

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 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

話になっていくが、どうもピンと来ない。 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

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 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

ないと、住民でと言われても分からない。 ようという段階で、坂本の場合恐らくあと１年後に始まる話を、先に議論

しておこうということで、その中で８つで行こうとか、１つでいこうとか

議論されて、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。

坂本駅業務委託の見直しについて

急行が現在停車しているが、その件はどうなりますか。 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。



- 5 -

第９回坂本地域審議会発言要旨

委 員 事 務 局

この件につきましては、支所としましても廃止の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。

その他

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 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

指定について、とありますが内容はどういうものなのか。 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。

【議長補足】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、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ので、

多分そのことではないかと思います。

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 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75 75
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 期高齢者医療制度加入ということで、４月１日現在で坂本町の人口が107 10
した。これは議案第１３号議案で八代市後期高齢者医療特別会計という 人で 歳以上が 名 ％ということになっております。5,090 75 1,314 35.8
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 ちなみに、 歳以上の高齢化率は ％になっております。65 44.3
お尋ねします。 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もので、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。


