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建設環境委員会会議録 

 

令和２年１１月１１日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１０時３５分閉議（実時間２０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．前回の調査内容の結果報告について  

１．その他  

                              

○本日の会議に出席した者 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員 増 田 一 喜 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

  議会事務局議事調査係主任 勇   正 一 君 

                              

○記録担当書記     勇   正 一 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○副委員長（北園武広君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから八代市議会災害対策会議における

建設環境委員会を開会いたします。 

 審議に先立ち委員の皆様に御連絡がございま

す。令和２年７月豪雨災害を受け設置されまし

た執行部の災害対策本部会議におきましては、

１０月３０日金曜日をもって解散されました。

なお、今後は八代市復興推進本部におきまして、

被災されました皆様の支援や復興計画の策定な

ど、復興の取組を効果的かつ迅速に推進してま

いりたいとのことでございましたので、御承知

おき願います。 

                              

◎前回の調査内容の結果報告について 

○副委員長（北園武広君） それでは、まず１、

前回の調査内容の結果報告についてですが、前

回の委員会で出されました意見の取りまとめに

ついては委員長一任ということでありましたの

で、その取りまとめを事務局から報告いたさせ

ます。 

○議会事務局議事調査係主任（勇 正一君） 

 皆さん、おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）事務局の勇です。 

 それでは、前回の調査内容の結果につきまし

てですが、お手元に配付しております議会活動

における調査内容の結果報告（第３回分）を御

覧ください。 

 前回の調査項目について委員の皆様方から頂

きました所見をまとめさせていただき、調査内

容の結果報告２ページ目、下段の網かけ部分の

記載のとおり部会のまとめとさせていただきま

したので、御報告いたします。 

 発災後、宅地内の道路等に大量に発生した災

害ごみや堆積土砂等は、災害ごみの受入れ場所

であるくま川ワイワイパークや堆積土砂等の第

２集積所の田上教育センターや３次集積所の八

代市球技場に所狭しに置かれているかと想像し

ていたが、作業従事者、ボランティア、執行部

の連携・協働により、人の力、機械の力を有効

に活用しながら収集・分別作業はかなり進んで

おり、関係者の尽力を目の当たりにした。今後

は、くま川ワイワイパークを公費解体仮置場と

して開設することから、公費解体により発生す

る災害ごみなどの受入れについても、スムーズ
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な収集・運搬を期待したい。また、災害時に発

生した可燃ごみの処理については、７月から９

月末で１０６５トン全てエコエイトやつしろで

焼却処分されており安堵した。 

 一方、堆積土砂関連で集積所に運ばれた土の

う袋は、土砂等を出した後、洗って燃えるごみ

として処分するなどかなりの手間がかかるよう

に感じられたので、効率的な使用済み土のう袋

の処分方法を検討する必要があると感じた。ま

た、堆積土砂等の処分については、細かいガラ

ス片等が混在しており、その処分は容易でない

と思われるので、最終的な処分方法をしっかり

と確立する必要がある。 

 公園関連で、球磨川河川緑地については、被

災後、国の査定を受けるため手つかずのままと

のことだが、速やかな対応と公園の利用頻度の

高い場所から整備を計画的に進めてほしい。ま

た、今後の整備計画や利用に関する情報を市報

などで市民に情報提供をお願いしたい。 

 浄化槽関連については、被災した浄化槽を新

規で合併浄化槽に更新する場合は補助制度があ

るとのことだが、被災した浄化槽で修繕を要す

る場合についても補助制度が必要と感じた。 

 今回の八代市独自で対応された災害ごみの受

入れや堆積土砂等除去については、復旧・復興

に非常に有効な手段であると考える。そこで今

後の災害に備え、事業を振り返りマニュアル化

する必要があると感じた。 

 以上、結果報告とさせていただきます。 

○副委員長（北園武広君） ただいまの報告に

つきましては、御承知おき願います。 

 以上で前回の意見の取りまとめを終わらせて

いただきます。 

                              

◎その他 

○副委員長（北園武広君） 次に、２、その他

について何かございませんでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） 確かに結果報告につい

ては委員長判断ということで委員長のほうに委

ねさせていただきました。ただ、それからまた

いろいろ思うこともあってですね、ほんとにこ

の委員会で、復興計画ですか、そういったとこ

ろに提言を出すという形に持っていっていいの

かなというような疑問も少し持ったのが正直な

ところです。 

 というのが、ここにも書いてあるように、ま

とめていただいたように、現場を見たところの、

あくまでの自分たちの所感であって、被災した

市民の声を活かした提言が、僕はまだ抜けてる

んじゃないかなと思うんですよ。そういったと

ころから、被災者の方々と意見交換をする部分

というのが、もう一度何かあってもいいんでは

ないかなと。もしくは、どの時点で考えらえて

いるか分かりませんけど、議長がどのように考

えていらっしゃるかということもここは影響し

てくるんですけど、少し被災者の皆さんの気持

ちを提言の中に盛り込むというような作業が一

つ必要ではないかなというような感想を持って

おります。感想といいますか、思いを持ってい

るところです。 

 あとをどのようになさるか、私はそういった

ところが必要ではないかなというふうに思うん

ですけど、皆さんの御意見あたりも参考にしな

がらですね、委員会ですので、委員会の判断に

また従っていきたいとは思っております。 

○副委員長（北園武広君） 今後の部会の活動

についてということでよろしいでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） 議会でせっかく提言を

出すということです。ただ、それが市民不在の

提言になっては、私はいけないんじゃないかな

というような思いがあるんですよ。所管する部

分は、施設は見に行ったけど、先ほどの繰り返

しになりますが、被災された方が建設環境部分

に関する、例えば、災害ごみの出し方であった

りとか、これからの建設のやり方であったりと

か、そういったところに議員の皆さんとか議会
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のほうから行政に訴えてくれよというような思

いをお持ちかもしれないという部分をですね、

確認する必要がないのかなという思いです。 

○委員（福嶋安徳君） やはりですね、私も当

初から、早く現場に行って被災者の皆さんの声

を聞こうじゃないかという希望がずっとあった

わけですね。そういう関係もあって、やはり被

災者抜きで自分たちだけで語っても、あんまり

本来の答えは出っこんとじゃなかろうかて思う

んですね。だから、いろんな形で、今、仮設住

宅を出られて……。いやいや、仮設住宅に今入

っとらすとですたいね。（委員大倉裕一君「避

難所ば出らしたっですたいね」と呼ぶ）そうい

うことで、今現在の被災者の方々はやっとで安

堵した状況にあるかと思いますが、それまでの

心情と、仮設住宅に入っておられる実際の自分

たち独自の生活がなされている、その状況をで

すたい、もう少しやっぱり議会としては、そう

いう中身をもう少し、市民の被災者の皆さんの

声を聞くべきじゃないかなという思いがしとり

ます。ずっとですね。そういうまとめて、議会

としてそういう調査に入っていくのか、部会で

そういった声を聞いたほうがいいのか、そこら

辺りをですね、一応検討して、話を中央のほう

に、議長以下の対策本部ですたいな、そっちの

ほうで検討していただければなと思うんですね。 

 それぞれの皆さんの心情はいかにという思い

ば、大分思っております。 

○委員（橋本隆一君） 今、大倉委員、福嶋委

員の言われたのにですね、私も同感であります。 

 それと確認ですけれども、今言われたように、

各委員会でもですね、文教福祉委員会、経済企

業委員会等でも同様の思いがあるんじゃないか

と思うんですよね。市全体としてやっぱり捉え

ていかなきゃいけないという課題がたくさんあ

りますので、そういった市民の方の声を直接聞

く場が執行部としてどのように考えておられる

のかというのをちょっと確認をしたいなと思い

ました。 

○副委員長（北園武広君） ほかにございませ

んでしょうか。 

○委員（髙山正夫君） 私はですね、建設環境

部会は建設環境委員会ということで、その部門、

経済企業部会は経済企業委員会の部門といろい

ろあるかと思います。その中で区分けてですね、

各部会で分かれて聞くというのはですね、また

効率的にも非常に問題があるということで、当

然、八代市議会災害対策会議の中で、全体的な

市民の声というのは聞いてきたはずだと思って

おります。 

 そういった中で、本会は部会ということで、

建設環境部会という中では、我々委員でですね、

見せていただいて、当然、今まで被災からです

よ、もう４か月を過ぎておりますし、我々もそ

れぞれいろんな現場の人のですね、意見を聞い

た中で、前回、建設環境委員会の部門の分を見

せていただいたということで、全体的な市民の

声ということであればですね、やはりこれは議

会全体の問題かなと、建設環境部会ということ

ではないかなというふうに思っております。 

○委員（大倉裕一君） 反論するわけではない

んですけれども、私たちの部会とすれば、ごみ

を出す部分ですね、とか、あと道路とか、そう

いった建設の部分とかっていうところに対して、

やはり提言を出していかなければいけないとい

うことを考えれば、市民の方の私たちは代表で

すので、そういった思いをまずは把握する必要

があると思うんですが、そこが八代市議会はで

きてないと思うんですよ。 

 こうやって部会が出来上っていったのは、一

つの進歩だというふうに思うんですけども、や

はりそのベースにあるのは市民の声、それを提

言書に載せて、こういうふうに今後はしていた

だきたいというような前向きな要望とか、提言

というところになってくると思いますので、そ

の辺りを含めての声をですね、確認していく作
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業が必要ではないかなという思いを持ったとい

うことで御理解いただければと思うところです。 

○副委員長（北園武広君） 小会いたします。 

（午前１０時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○副委員長（北園武広君） 本会に戻します。 

 それでは、ただいま委員の皆様方から伺いま

した御意見を踏まえまして、市議会災害対策会

議終了後も、これまでいただいた御意見を踏ま

えて建設環境委員会の調査事項に基づき、今後

も調査を引き続き行っていきたいというふうに

考えております。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

○委員（庄野末藏君） 皆さんのいろんな意見

を聞いとると、なかなかまだ今までの経過とい

うのは、４カ月たっても、地域住民というか、

被災された人たちは、「あんたどま選挙のとき

ばっかり来てから偉そうなことば言うばってん、

全然何の見通しもないし、何も結論を出さずに」

というような言い方をさっとですよね。できる

なら、この議会のまとめとか、そういうのも住

民の代表なんかには、ある程度配慮して、皆さ

んにこういうことを認識してもらうような形で

進めたらどやんだろうかなと私は思うとですよ

ね。 

 でなかれんば全然分からんわけでしょう。何

か言うても、新聞に記事が載ってどうこうって

いうあれじゃないし、いろんな意見を言うても、

今の球磨川の結局、ダム対策でも、結局、いろ

んな批評というのが出てくる。新聞では、ほと

んど何か私たちは取りざたされずに、自分たち

の予想で話を進めておるというような意見が大

半に載ってるんですよね。その中で、いろいろ

な行政とか何か皆さんで協議して進めるという

形で今やっとるわけでしょうが。だけん、こう

いう災害のあって、本当、まぁ八代で、坂本町

付近は本当に窮地に立っておられるし、心身と

もに疲れとらるっとですよね。その中で、やっ

ぱり皆さんがこういう形で協議して何とかと。

私たち議会は市民の代表だから、当然せにゃい

かんとだけど、そのやり方がちょっと私は問題

だなという気持ちを持ったし。 

 だけんで今後は、いろいろ議会で議論された

問題も、地域の代表とか何かにですね、ある程

度配付して、そして推し進めていけば、皆さん

の意見も聞き取れるだろうし、今後いろんな私

たちが進めていく上で、いろんな案が出てくっ

とじゃなかろうかというふうに思っております

ので、よろしくお願いしときます。 

○副委員長（北園武広君） ほかにございませ

んでしょうか。 

○委員（福嶋安徳君） 今、庄野委員が言われ

ましたのはですたい、広報紙を出すと言われる

けども、広報紙に対する答え、提言をですね、

何もそういうところが市議会として分かっとら

んですから、広報紙さえも作れんわけです。そ

ういった流れを今、それぞれ協議してもらった

というふうに思っております。 

 それで、そういった前段の流れがもう少し分

かるような形で説明を求めていけたらというふ

うに思っておりますから、そういった方向性を

ですね、ちょっと市議会議員にも分かりやすく

説明して、そして被災された皆さんにいろいろ

と議会としてこうしますというような説明がで

きるような状況であってほしいというふうに思

っとるわけですから、それまでの流れをもう少

しどんどん、いろいろ教えてほしいなというふ

うに思っております。 

○副委員長（北園武広君） ほかにございませ

んでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（北園武広君） ないようでござま

したら、今後の予定といたしましては、事前に

はがきにより通知がございましたように、１１

月１３日金曜日、午前１０時に全員協議会が開
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催されます。そこで、当部会としても部会意見

を報告する必要がございます。その際に、八代

市議会災害対策会議における当部会の意見とし

て、第１回から本日までの内容について御報告

させていただきます。その報告書の作成につい

ては委員長に御一任いただきたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（北園武広君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 また、１１月１７日に開催されます執行部の

復興計画策定委員会における専門部会において

も、当部会意見を御報告させていただきますの

で、御承知おき願います。 

 なお、先ほども申しましたけれども、当部会

活動については八代市議会災害対策会議終了後

も、これまでいただいた御意見を踏まえて所管

事務に基づき今後も必要に応じて調査を引き続

き進めてまいりたいと考えておりますので、御

協力をよろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（北園武広君） ないようですので、

以上で本日の部会の日程は全部終了いたしまし

た。これをもって建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午前１０時３５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年１１月１１日 

建設環境委員会 

副 委 員 長 
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