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経済企業委員会会議録 

 

平成３１年３月１２日 火曜日 
  午前１０時０１分開議 

  午後 ４時５８分閉議（実時間２９６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第３３号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１４号（関係分） 

１．議案第４号・平成３１年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第３４号・平成３１年度八代市一般会

計補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第１３号・平成３１年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第１４号・平成３１年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第８号・平成３１年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 

１．議案第１５号・平成３１年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第３２号・八代市水道事業給水条例及

び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正

について 

１．議案第２８号・八代市企業振興促進条例の

一部改正について 

１．議案第２９号・八代市営土地改良事業の経

費の賦課徴収に関する条例の一部改正につ

いて 

１．議案第３０号・国営八代平野土地改良事業

負担金基金条例の制定について 

１．平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国

山顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備

方について 

１．所管事務調査 
・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

（かがみ街づくり株式会社について） 
（八代市スポーツ振興計画の見直しについ

て） 

（八代市新水道事業ビジョンについて） 

（簡易水道統合について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長   西 濵 和 博 君 

委  員    亀 田 英 雄 君 

委  員    北 園 武 広 君 

委  員    庄 野 末 藏 君 

委  員    髙 山 正 夫 君 

委  員    増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         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 

 経済文化交流部長   山 本 哲 也 君 

  経済文化交流部次長 岩 崎 和 也 君 

  経済文化交流部次長 中   勇 二 君 

  国際港湾振興課長  南   和 治 君 

  スポーツ振興課長  小 野 高 信 君 

  スポーツ振興課長 
  補佐兼スポーツプロ 本 村 秀 記 君 
  ジェクト推進室長 

  スポーツ振興課副主幹 
            栄   圭 介 君 
  兼振興係長 

  理事兼商工政策課長 豊 本 昌 二 君 

  観光振興課長    田 中 辰 哉 君 

  文化振興課長    一 村   勲 君 

 農林水産部長     橋 永 高 徳 君 

  農林水産部総括審 
            濱 本   親 君 
  議員兼次長 
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  農林水産部次長   沖 田 良 三 君 

  農林水産政策課長  豊 田 浩 史 君 

  ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰ推進課長  豊 田 正 樹 君 

  水産林務課長    中 川 俊 一 君 

  水産林務課副主幹 
            本 田 正 悟 君 
  兼水産係長 

  理事兼地籍調査課長 濵 田 大 祐 君 

  理事兼農業振興課長 小 堀 千 年 君 

  農地整備課長    小 原 聖 児 君 

 健康福祉部長 
            丸 山 智 子 君 
 兼福祉事務所長 

  健康福祉部次長 
            小 林 眞 二 君 
  兼福祉事務所次長 
 

 部局外 

  水道局理事兼局長  宮 本 誠 司 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 初に、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第１３号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部部長の山本でございま

す。 

 経済企業委員会に付託されました議案第１号

・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第１

３号のうち、経済文化交流部に係る部分につき

まして、次長の岩崎より説明させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部次長の岩崎でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。恐れ

入りますが、座って説明させていただきたいと

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） それで

は早速、議案第１号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算書・第１３号の２０ページをごら

んください。よろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） 款６・

商工費、項１・商工費、目２・商工振興費、補

正額１８３１万円を計上し、補正後の額を９億

６９４６万３０００円としております。 

 補正額は全て一般財源でございます。 

 内容につきましては、説明欄の八代港ポート

セールス事業として実施しております、コンテ

ナ利用助成金について、当初、過去の実績など

を踏まえ、実入りコンテナ取扱量を１万２８８

８ＴＥＵと見込んでおりましたが、コンテナ貨

物取扱量が昨年度より増加傾向にあり、再試算

しましたところ、コンテナの取扱量が１８３１

ＴＥＵ増加する見込みでございます。今回、こ

の増加分のコンテナ利用助成金を補正するもの

でございます。 

 なお、コンテナ取扱量の増加理由につきまし

ては、平成３０年４月から新たなコンテナター

ミナルが供用開始され、コンテナヤードも約１.

５倍に拡大されたことと、昨年７月の東京で初

となるトップセールスによるポートセミナーを

開催したことによる効果が出ており、これらの

ことが増加した主な要因と考えております。 
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 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第６款・商工費について終了いたします。 

 執行部入れかわりのため、小会します。 

（午前１０時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０６分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、第５款・農林水産業費について、農林

水産部から説明をお願いいたします。 

○農林水産部長（橋永高徳君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）それでは、一般会計補正予算・第１３号の

農林水産部所管分について、濱本次長より御説

明申し上げます。 

○農林水産部総括審議員兼次長（濱本 親君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）農林水産部の濱本でございます。

議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中の農林水産部所管分について

説明いたします。着座にて説明してよろしいで

しょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部総括審議員兼次長（濱本 親君） そ

れでは、お手元の議案第１号・平成３０年度八

代市一般会計補正予算書・第１３号をお願いい

たします。３ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて説明いたします。 

 款５・農林水産業費２億９７２４万６０００

円増額補正し、補正後の額は４６億３９５９万

２０００円としております。 

 その内訳は、項１・農業費を２億５９２４万

６０００円増額しまして、項２・林業費を３８

００万円増額するものでございます。 

 次に詳細を御説明いたします。 

 １９ページをお開きください。中段の表をご

らんください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額６７６４万９０００円を

計上し、補正後の金額を１６億６２２０万８０

００円とするものでございます。 

 説明欄の事業を御説明いたします。 

 まず、担い手確保・経営強化支援事業としま

して、６５２７万４０００円を計上しておりま

す。 

 この事業は、国の２次補正に伴うもので、意

欲ある農業者の経営発展を促進する取り組みを

支援するもので、売上高の拡大や経営コストの

縮減などに意欲的に取り組む地域の担い手が、

融資機関からの融資を受け、温室管理システム

やトラクターなどの農業用機械・施設などを導

入する際の融資残について補助するものでござ

います。対象地区としましては、郡築・昭和・

鏡・千丁の４地区１１の経営体を予定しており

ます。 

 なお、特定財源としまして、全額県支出金６

５２７万４０００円となっております。 

 なお、この事業につきましては、事業の不採

択内示があったため、議案第３３号・平成３０

年度八代市一般会計補正予算・第１４号におい

て、減額補正を追加提案しております。 

 次に、産地パワーアップ事業で、２３７万５

０００円を計上しております。 

 こちらも国の２次補正に伴うもので、国の産

地パワーアップ事業費補助金を活用し、産地パ
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ワーアップ計画に基づき、高収益な作物・栽培

体系への転換を図る取り組みを行う農業者など

に対し、必要な機械などの導入に要する費用の

一部を補助するものでございます。対象としま

して、株式会社アグリ日奈久の穀物乾燥調整施

設、乾燥機２台の導入を予定しております。 

 なお、特定財源としまして、全額県支出金２

３７万５０００円となっております。 

 次に、目８・農地費で、補正額１億１７１９

万７０００円を計上し、補正後の金額を１３億

９７６５万円とするものでございます。 

 説明欄の事業を御説明いたします。 

 県営土地改良事業負担金事業としまして、１

億１７１９万７０００円を計上しております。 

 この事業は、国の２次補正に伴い、平成３１

年度実施予定の県営土地改良事業の一部を前倒

しして行うための事業負担金を補正するもので

ございます。経営体育成基盤整備事業など、４

つの事業で、昭和地区・野崎地区などの５つの

地区に事業補助を行うこととしております。 

 なお、特定財源としまして、補正予算債１億

１７１０万円を予定しております。 

 次に、目１２・地籍調査費で、補正額７４４

０万円を計上して、補正後の金額を３億８３９

０万３０００円とするものでございます。 

 説明欄の事業を御説明いたします。 

 この事業は、国の２次補正に伴い、平成３１

年度実施予定の地籍調査事業の一部を前倒しし

て行うための経費を補正するものでございます。 

 なお、特定財源としまして、県支出金５５８

０万円を予定しております。 

 次に、項２・林業費、目４・林道新設改良費

で、補正額３８００万円を計上して、補正後の

金額を１億８８８２万３０００円とするもので

ございます。 

 説明欄の事業を御説明いたします。 

 この事業は、国の２次補正に伴い、平成３１

年度実施予定の道整備交付金事業によります林

道舗装の一部を前倒しして行うための経費を補

正するものでございます。予定路線につきまし

ては、東陽町の観音線、坂本町の袈裟堂深水線

と市ノ俣支線の３路線で、それぞれ測量設計業

務委託と工事請負費を補正するものでございま

す。 

 なお、特定財源としまして、県支出金１６４

６万６０００円、補正予算債２１４０万円を予

定しております。 

 以上、本委員会に付託されました議案第１号

・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第１

３号中、農林水産部関係の説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３３号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１４号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第３３

号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

１４号中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 
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 それでは、歳出の第５款・農林水産業費につ

いて、農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（橋永高徳君） それでは、議

案第３３号・平成３０年度八代市一般会計補正

予・第１４号の農林水産部所管分について、濱

本次長が説明申し上げます。 

○農林水産部総括審議員兼次長（濱本 親君） 農

林水産部の濱本でございます。議案第３３号・

平成３０年度八代市一般会計補正予算・第１４

号の農林水産部所管分について説明いたしま

す。よろしくお願いいたします。着座にて説明

させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部総括審議員兼次長（濱本 親君） そ

れでは、お手元の議案第３３号・平成３０年度

八代市一般会計補正予算書・第１４号をお願い

いたします。４ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて説明いたします。 

 款５・農林水産業費を６５２７万４０００円

減額補正し、補正後の額は４５億７４３１万８

０００円としております。その内訳は、項１・

農業費を６５２７万４０００円減額するもので

ございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。 

 １２ページをお開きいただき、上段の表をご

らんください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額６５２７万４０００円を

減額し、補正後の金額を１５億９６９３万４０

００円とするものでございます。 

 説明欄の事業、担い手確保・経営強化支援事

業の減額補正を御説明いたします。 

 事業内容につきましては、先ほど平成３０年

度八代市一般会計補正予算・第１３号で説明い

たしましたが、平成３１年２月１８日に熊本県

から市が要望しました全地区を不採択とする内

示があったため、事業費６５２７万４０００円

を減額補正するものでございます。 

 この事業は、適切な人・農地プランが作成さ

れており、農地中間管理機構を活用している地

区が対象になります。事業の採択に当たっては、

実施希望者の経営規模や経営内容などから算出

した個人ポイントをもとに、人・農地プランの

地区ごとに平均ポイントを算出し、そのポイン

トの高い地区から採択される仕組みとなってお

ります。 

 今回、国が全国からの要望を取りまとめた結

果、本市で要望した４地区全てが、国が示した

ボーダーラインである１３ポイントを下回った

ことから不採択となったものでございます。 

 今後は、個人ポイントを引き上げるための取

り組みが必要であると考えております。具体的

には、農地中間管理機構を利用した経営面積の

拡大、農業所得の向上、法人化への取り組みな

どを重点的に推進しながら、採択率の向上に努

めてまいります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３３

号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

１４号中、農林水産部関係の説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） ３０年度の補正予算で

可決されたものですよね。先ほど。今回こんな

ことで不採択となったということですが、多分

該当者におかれましては若干混乱があったかな

と想像しとっとですが、その辺の手当はどうな

されましたか。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 県から正

式に不採択の通知が２月１８日に届いておりま

す。それをもちまして、該当者４地区１１経営

体の方々には不採択であった旨を通知いたして

おります。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「混乱
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がなかったんですか。という話ですよ」と呼ぶ） 

 はい。当初からですね、採択ポイントがかな

り高どまりするのではないかという事前の情報

もございまして、全国的に 近のポイントが高

どまりしてきている状況でございます。そうい

った中で、八代市の平均の採択ポイントが１２.

５５でしたので、ちょっと届かないんじゃない

かなというところでございましたので、皆さん

はしようがないと諦め半分のような状況でござ

います。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「了解

ました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第３３号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１４号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２２分 本会） 

◎議案第４号・平成３１年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・平成３１年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 まず、歳出の第４款・衛生費について、健康

福祉部から説明をお願いいたします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉部長の丸山です。議案

第４号・平成３１年度八代市一般会計予算、第

４款・衛生費におきまして、廃止後の八代市立

病院関連予算を計上いたしております。健康福

祉部小林次長が御説明申し上げますので、御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）健康福祉部の小林でご

ざいます。それでは、失礼して、着座にて説明

をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞二

君） それでは、別冊となっております平成３

１年度八代市一般会計予算書の７９ページをお

願いいたします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費のうち、表

の一番下でございますけれども、目５・病院費

で６７９２万７０００円を計上しております。 

 これは、八代市病院事業の設置等に関する条

例を廃止する条例の施行に基づく病院事業会計

の閉鎖に伴い、未払い金等の清算を行うため、

新たに病院費を設け、清算事務や施設管理を行

うものです。 

 歳出の主なものといたしまして、市立病院清

算事業で５５７３万５０００円を計上いたして

おります。 

 これは、病院事業会計において、平成３１年

３月末までに支払いが完了できなかった未払い

金等の清算でございまして、外来機能譲渡に伴

う施設改修工事請負費２０２７万５０００円や、

レントゲン撮影機器等の備品購入費１８８０万

円、内視鏡機器のリース料繰上償還など、使用
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料及び賃借料で８４２万８０００円を計上して

おります。このほか、３月分の光熱水費や委託

料など月後れでの支払い分を計上しております。 

 なお、これらの特定財源としまして、３月分

診療報酬等の未収金１６０６万９０００円を予

定しております。 

 次に、市立病院建物管理事業といたしまして、

１１８５万７０００円を計上しております。主

に、３１年度分の維持管理経費と、本館解体工

事に伴う実施設計業務委託１１７０万円でござ

います。 

 特定財源として、公共施設等適正管理推進事

業債１０５０万円を予定いたしております。 

 以上、説明といたします。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明を願います。 

○農林水産部長（橋永高徳君） 平成３１年度

一般会計当初予算の説明を申し上げます。 

 まず、部長総括を申し上げます。座って説明

させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部長（橋永高徳君） 平成３１年度

一般会計当初予算の農林水産部関係について総

括を申し上げます。 

 平成３１年度は第２次八代市総合計画に基づ

く重点戦略の１つ目の柱、農林水産業のさらな

る振興の実現に向けて、引き続き取り組みを進

めてまいります。 

 まずは、平成２８年度熊本地震発生後、ハウ

スや農舎の再建支援など復旧支援に取り組んで

まいりましたが、幾つか残されておりました農

地の復旧事業などが、この平成３１年度をもっ

て完了いたしますので御報告申し上げます。 

 次に、農業の振興について申し上げます。 

 本市の農業は、平坦部を中心に農業基盤整備

や生産施設・設備への投資による労働負担の軽

減や生産の効率化を図りながら規模を拡大し、

米・イグサ・飼料作物やバレイショ・ブロッコ

リー・キャベツなどの露地野菜などによる土地

利用型農業とトマト・メロンなどの施設園芸が

バランスよく発展してまいりました。その結果、

冬春トマトは日本一の産地として定着してきた

ところです。 

 一方、山間部においては、ショウガ・茶・果

樹など傾斜地を利用した作物、冷涼な気候を生

かしたブランド米や環境保全型農業への取り組

みなど、それぞれに特色ある農業生産が行われ

ています。 

 また、近年の地球規模による気象変動から局

地的な集中豪雨や大型台風の襲来など、農業生

産のリスクの高まりから、施設園芸では耐候性

ハウスの整備も進んでまいりました。 

 イグサ生産にあっては、後継者不足などから

生産者・作付面積ともに減少が続いており、厳

しい状況にあります。産地としてイグサ生産を

維持するため、平成２９年度から取り組みまし

たイグサ専用収穫機械（ハーベスタ）の導入支

援も 終年度を迎え、残りの４９台の導入補助



 

－8－

を平成３１年度で実施することとしております。 

 次に、構造的な問題としては、農業従事者の

高齢化、担い手の減少が進んでおり、遊休農地

の増加などが懸念される状況にあります。さら

には、国内の産地間競争による価格の低迷に加

え、ＥＰＡやＴＰＰなどの発行による輸入農産

物の市場開放など、農業経営における不安定要

因が増大しております。 

 このような状況を踏まえて、農産物の品質向

上、販売強化や農業経営の改善に向けた指導・

支援を行うとともに、ＩＣＴ技術を活用した高

度環境制御技術活用等もさらに取り組んでまい

ります。 

 具体的には、農林水産業の新規担い手の確保

・育成支援という目標のもと、担い手へ農地を

集積し、露地野菜などの新規作物を導入するこ

となどにより、農地の有効利用を進め、農家経

営の安定に努めてまいります。 

 あわせて、畑作などの農地の汎用化を進める

ため、農業者と連携し、暗渠配水、客土などに

よる基盤整備等にも取り組んでまいります。 

 また、近年の集中豪雨により、配水不良の地

域の発生も見られることから、配水機場を含め

た農業用施設の適正な管理にも努めてまいりま

す。 

 次に、林業の振興についてであります。 

 林業は、長引く木材価格の低迷による労働者

の減少、伐採期を迎えても伐採されず、間伐も

行われていない森林が多く見られ、森林への関

心が薄れている状況にあります。 

 一方、近年は、温暖化対策に有効な木質バイ

オマス燃料としての利用や中国や東南アジア諸

国の経済成長に伴う木材輸出が伸びてきており

ます。 

 このような機運を的確に捉え、木材の安定的

な供給体制を構築し、利用を拡大することで、

農山村地域の基盤産業として、雇用の創出や森

林所有者の所得向上につながるよう、事業を進

めていく必要があります。 

 具体的には、平成３１年度から始まる森林環

境譲与税を活用しながら、森林所有者の意向調

査や、間伐、下刈り、再造林などの林業施業及

び八代産財利用促進事業、木の駅プロジェクト

事業、輸出木材燻蒸事業など、各種事業を県や

森林組合と連携し、積極的な展開を図ります。 

 また、新規事業としては、間伐を推進し、適

切な森林整備を目的とした、くまもと森林利活

用 大化事業に取り組むこととしております。 

 次に、水産業の振興について申し上げます。 

 本市の水産業も他の産業と同様に、漁業者の

高齢化が進み、漁獲量の減少や魚価の低迷によ

る漁業経営の悪化など、水産業を取り巻く環境

は依然として厳しい状況と認識しております。 

 しかしながら、アサリにつきましては、ケア

シェルや被覆網、県営覆砂事業による漁場整備

など、さまざまな施策を総合的に実施すること

により、一部の漁場において回復の兆しが見え

始めております。また、鏡オイスターハウスな

どの継続した取り組みにも期待しているところ

でございます。 

 さらに、放流事業でも、ヒラメの豊漁や球磨

川のアユすくい上げ量が２００万尾に回復する

など、その放流効果発現が見られております。 

 このような状況を踏まえて、漁業経営の安定

のため、アサリの資源回復、栽培漁業の推進、

水産物の高付加価値化などを目標にして、平成

３１年度も稚アユ、クルマエビ、ヒラメ等の放

流事業に引き続き取り組んでまいります。 

 次に、この農林水産業全てに関連する部門と

して、フードバレーの推進があります。 

 これは、食に関するあらゆる産業が活性化し

たフードバレーやつしろを目指すもので、くま

もと県南フードバレー構想とも密接に連携し、

全国有数の農林水産資源を有している本市の多

様な資源・環境を生かした６次産業化による新

商品開発、大都市圏との交流・販売拡大、海外
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への輸出促進に取り組むものであります。 

 現在、これまでの取り組みにより、その活動

が着実に民間事業者に広がりを見せてきており、

平成３１年度も重点的に取り組むこととしてお

ります。 

 このほか、農業委員会事務や地籍調査事業が

ございます。それぞれ、市民の財産に関係する

重要な事業ですので、法令を遵守しながら、計

画的に、かつ的確に遂行してまいります。 

 以上が、農林水産部関係分の予算編成に当た

っての総括でございます。なお、詳細につきま

しては、沖田農林水産部次長が御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（沖田良三君） 農林水産部

の沖田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、当委員会に付託されました議案第

４号・平成３１年度八代市一般会計予算中、農

林水産業費並びに災害復旧費について、着座に

て御説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部次長（沖田良三君） 予算書の７

ページをお願いいたします。 

 歳出の款５・農林水産業費として総額２９億

２３４１万２０００円を計上し、一般会計予算

総額に占める割合は５.２４％となっておりま

す。前年度予算額３０億５２０９万１０００円

と比較しまして１億２８６７万９０００円の減

額、率にしまして４.２％の減となっておりま

す。 

 主な要因としましては、先ほど平成３０年度

補正予算として御説明しました国の２次補正分

で、農地費の県営土地改良事業負担金と地籍調

査費、林道新設改良費の道整備交付金事業につ

きまして、３１年度からの事業前倒し分として

予算の確保に努めたことによるものです。 

 項別に見ますと、農業費が２４億８００８万

１０００円で、前年度から９２９０万８０００

円の減。林業費が３億５４８４万円で、３１３

２万６０００円の減。水産業費が８８４９万１

０００円で、４４４万５０００円の減となって

おります。 

 次に、歳出と説明欄に記載の事業中、主なも

のについて御説明いたします。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費では、９２０６万５０００円を計

上し、前年度比８５３万４０００円の増となっ

ております。 

 主な要因としましては、平成２８年４月の農

業委員会等に関する法律の改正に伴い、昨年８

月の農業委員の改選から、農業委員に加え、新

たに農地利用 適化推進委員が設置され、１１

名の増員による委員報酬の増額が主なものです。 

 説明欄の農業委員会事務事業３８２９万６０

００円は、農業委員、農地利用 適化推進委員

の報酬２９４３万７０００円、農地法改正に伴

う農家基本台帳整備業務に係る臨時職員の賃金

２５３万７０００円、農業委員会総会出席の際

の費用弁償１２５万５０００円などでございま

す。 

 特定財源としまして、県支出金２１２９万４

０００円と、農地関係証明手数料３０万８００

０円を予定しております。 

 次の、農業者年金事務事業９３万８０００円

は、独立行政法人農業者年金基本法に基づき、

老後の生活安定を図るため、農業者に対する制

度の普及、加入の推進などに係る経費でござい

ます。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 目２・農業総務費で、４億４１３７万８００

０円を計上し、前年度比３１６９万２０００円

の減となっております。 

 その主な要因は、一般職２名分の人件費の減

と、農業集落配水処理施設事業特別会計への繰

出金の減によるものでございます。 
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 続きまして、目３・農業振興費で、５億１５

４７万７０００円を計上し、前年度比９７４４

万６０００円の増となっております。 

 主な要因としましては、いぐさ・畳表生産体

制強化緊急対策事業で、平成２９年度からの３

カ年計画で進めてまいりました、イグサハーベ

スタの導入が 終年度を迎え、追加要望も含め、

氷川町と合わせて、本年度の３５台から６０台

の大幅増となったことなどでございます。 

 説明欄のい業振興対策事業３１０５万５００

０円は、市内居住者が八代産畳表を使用して張

りかえを行う際、１畳当たり１０００円を助成

いたします、畳表張り替え促進事業に５００万

円、イグサ・畳表専用機械のオーバーホール等

機械の延命化に係る経費の２分の１以内で、上

限１０万円を助成します、い業機械再生支援事

業で２３０台分の２３００万円、熊本県いぐさ

・畳表活性化連絡協議会への負担金１４０万１

０００円などでございます。 

 次のいぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業

１億９１６３万円は、優良品種を生産し、高品

質な畳表の生産に必要な専用機械の導入に際し、

その経費の２分の１以内で補助します、産地強

化特別対策事業で１５６０万円、先ほど増額の

主な要因で触れました、イグサハーベスタ導入

支援事業に１億７５９２万円を予定しておりま

す。導入台数は６０台で、八代市が４９台、氷

川町分が１１台となっております。 

 特定財源としまして、いぐさ・畳表生産体制

強化緊急対策事業補助金８７９６万円と、イグ

サハーベスタ導入支援事業の氷川町負担金１６

１２万６０００円を予定しております。 

 ８５ページ、２行目の八代市農地集積対策事

業の２５００万円は、地域の担い手への農地の

利用集積に対する補助事業で、新規の賃借権設

定により規模拡大を図った担い手等が機械を導

入する際、２分の１以内で、上限１００万円を

補助する、農地集積者支援事業で１７００万円、

中間管理機構に新規に農地を貸し出し、担い手

に配分された場合、貸し手に対して平野部で１

０アール当たり２万円、中山間部で１０アール

当たり３万５０００円を補助する、機構利用促

進事業の８００万円でございます。 

 なお、機械等の導入支援である、農地集積者

支援事業につきましては、中規模な経営体を担

い手へと育成するため、規模拡大要件を一部緩

和するなど、制度の見直しを行っております。 

 少し飛びまして、フードバレー流通推進事業

１０６３万６０００円は、本市の農林水産物や

加工品の国内における販路の拡大を図るための

経費で、企業等への販促活動やイベント開催時

の旅費１４３万７０００円、国内流通アドバイ

ザーへの委託料２３４万７０００円、八代産農

林水産物等ＰＲ事業補助金４００万円が主なも

のです。 

 なお、本事業で実施をしておりました東京大

山商店街「とれたて村」につきましては、近年、

出荷事業者固定化や、販売額が減少しているこ

とから、参加を取りやめ、新たに町田市にある

商業施設内の店舗を活用し、販路開拓・魅力発

信を行っていきたいと考えております。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金３

１７万３０００円を予定しております。 

 次に、フードバレー輸出促進事業１７１６万

８０００円は、アジアを初めとした国外への販

路の拡大を目指すもので、台湾、香港など、海

外の流通を促進するための海外旅費１１２万４

０００円、地方創生推進交付金に係るものとし

て、香港での晩白柚フェアや台湾での見本市、

基隆市での県南フードバレーフェア開催時の海

外旅費２４６万３０００円、台湾での見本市出

展や料理教室、フェアなどの開催に係る運営業

務委託７６３万６０００円、海外流通アドバイ

ザー委託１６３万４０００円、香港での晩白柚

プロモーション業務委託１５０万５０００円、

海外展開サポート事業委託２０９万４０００円
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などが主なものです。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金７

８１万６０００円を予定しております。 

 次に、フードバレー６次産業化等推進事業８

９４万１０００円は、フードバレーやつしろの

地域ブランドつくりを推進するため、６次産業

化・農商工連携による新商品開発支援や、地域

内特産物の高付加価値化支援などに取り組むも

ので、６次産業化推進アドバイザー委託費３４

１万１０００円、新規に新商品開発・販路拡大

に係るマッチング交流会での会場使用料７万７

０００円、くまもと県南フードバレー推進協議

会への負担金４２２万３０００円、やつしろト

マトフェスタ開催補助金９０万円が主なもので

す。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金１

７０万５０００円を予定しております。 

 次の収穫体験事業３９５万５０００円は、平

成３０年度からの継続事業で、収穫体験を主体

とした、観光農園を新たな観光資源と捉え、地

域の活性化や観光収入による事業者の所得向上、

インバウンドへの対応も視野に入れて造成した

ツアープランにつきまして、モニターツアーの

実施やＰＲ活動、実施事業者への継続支援等と

しての収穫体験コーディネーター業務委託分で

す。 

 特定財源としまして、熊本地震復興基金交付

金の１９７万７０００円、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金の１９７万８０００円を予

定しております。 

 次に、農業次世代人材投資事業１億２７５０

万円は、４５歳未満の青年就農者の就農意欲の

喚起と、就農後の定着を図り、経営が不安定な

就農初期段階（５年以内）でございますが、所

得を確保するため、１人当たり年間、 大１５

０万円を交付するものでございます。 

 平成３１年度の交付予定の対象者は９８名で、

１年分１５０万円の交付対象者７２名と、半年

分７５万円の交付対象者及び夫婦ともに就農し

た場合に交付される、夫婦特例加算７５万円の

交付対象者２６名分を予定しております。 

 特定財源としまして、全額県支出金を予定し

ております。 

 次に、山村活性化支援対策事業１５００万円

は、山村の農林水産物や景観、伝統文化といっ

た地域資源を活用し、農林水産業を核とした地

元の所得確保・雇用の増大に向けた取り組みを

推進する国の補助事業で、平成３０年度から３

２年度までの３カ年事業として、東陽、泉、坂

本の３地区が採択され、国からの交付金が各地

区へ支払われるまでのつなぎ資金として貸し付

けるもので、国からの交付金が交付された後、

貸付金を返還いただくこととなっております。 

 次の山村振興関係事業２６５６万４０００円

は、県が指定した中山間農業のモデル地区に対

して、集落での話し合いによって地域みずから

が策定した農業ビジョンに基づき、基盤整備や

施設整備等を実施する地域を総合的に支援する

もので、これまでの坂本町鶴喰地区、東陽町五

反田地区、泉町西部地区の３カ所と、新規に二

見野田崎町地区を加えた４地区を予定しており

ます。 

 特定財源としまして、全額県支出金を予定し

ております。 

 次の八代畳表認知向上・需要拡大事業１００

万円は、平成３１年度からの新規事業でござい

ます。 

 かつては本市の基幹作物として経済を牽引し

てきたイグサは、日本の生活や伝統文化に欠か

せない重要な農作物の一つで、全体の９２％の

栽培面積を誇る八代地域としては、いかに産地

を維持していくかが喫緊の課題となっておりま

す。 

 そこで、ハーベスタ導入等による生産面の整

備とあわせ、本市独自の取り組みとしまして、

国内外での認知度向上と需要の拡大を図るため、
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イグサ・畳表に関連する企業や建築・建設業界、

住宅メーカーなどへ積極的な販促活動に要する

旅費９４万４０００円が主なものです。 

 続きまして、目４・園芸振興費で８００万４

０００円を計上いたしております。 

 説明欄の環境保全型農業推進事業５１４万５

０００円は、農薬や化学肥料の５割低減や有機

農業などの環境保全型農業の取り組みに対して、

１０アール当たり４０００円から８０００円を

補助する、環境保全型農業直接支払交付金４９

８万４０００円などが主なものです。 

 特定財源としまして、県支出金３８９万８０

００円を予定しております。 

 続きまして、目５・農業経営者育成費で８４

万６０００円を計上いたしております。 

 説明欄の農事研修センター自主事業８０万６

０００円は、農業経営に必要な知識及び技術を

習得するための八代農業技術者養成講座並びに

八代市農業後継者育成協議会への負担金などで

ございます。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 目６・農事研修センター費で２１５９万１０

００円を計上いたしております。 

 説明欄の土壌分析診断事業５６万２０００円

は、土壌の適正な管理を行うことで、安定した

生産性の高い農業の実現を目指すもので、土壌

分析器具資材や、土壌分析用試薬などの経費で

ございます。 

 特定財源としまして、土壌分析手数料４４万

円を予定しております。 

 続きまして、目７・畜産業費の４万７０００

円は、家畜伝染病防疫資材費及び協議会負担金

でございます。 

 続きまして、目８・農地費で１１億１５０７

万９０００円を計上しております。前年度と比

較しますと９５９４万４０００円の減となって

おります。 

 その要因としましては、冒頭説明しましたと

おり、平成３０年度、国の２次補正におきまし

て、事業の前倒し分として補正予算に計上した、

県営土地改良事業負担金事業の調整によるもの

でございます。 

 説明欄の主な事業について御説明いたします。 

 ４行目の排水機場維持管理事業５０３９万１

０００円は、市が管理する１４の排水機場の重

油代、電気代、修繕料及び運転業務委託料など、

維持管理に係る経費でございます。 

 １つ飛びまして、市内一円土地改良整備事業

１億６０３６万４０００円は、市内の集落排水

路、かんがい排水路、農道等の維持・改修など

に係る工事費等でございます。 

 特定財源としまして、市債１８００万円、寄

附金３０万円を予定しております。 

 次に、非補助土地改良融資事業９２００万円

は、国・県の補助事業とならない排水路や農道

等の基盤整備を資金の融資を受けて行うもので、

排水路改修７カ所に係る工事費でございます。 

 特定財源としまして、全額事業分担金を予定

しております。 

 次に、県営土地改良事業負担金事業７８１４

万５０００円は、県が実施する県営土地改良事

業に係る市負担分で、前年度から大幅な減額と

なりましたが、平成３０年度事業の前倒しとし

て計上した補正予算と合わせまして、例年並み

の事業が予定をされております。 

 当初予算の事業内容は、鏡町津口・芝口地区

の調査計画分２５０万円、農林水産省が所管す

る農地海岸堤防の保全事業分１３００万円、古

閑浜地区など４地区の排水機場等の更新整備分

２７９５万１０００円、昭和地区など５地区の

農業基盤整備分３４６９万４０００円でござい

ます。 

 特定財源としまして、市債６７７０万円を予

定いたしております。 

 ページ 後の多面的機能支払交付金事業２億

４８４４万９０００円は、農業・農村の多面的



 

－13－

機能の維持・発揮を図るため、農業者だけでな

く、地域住民・自治会・関係団体などが参加す

る活動組織をつくり、その組織の農業施設維持

管理、地域資源の質的向上を図る活動に対して、

国・県と市が支援を行うものでございます。 

 事業の内容としましては、水路の泥上げなど、

農地や農業用水路等を保全管理する活動に対し

て補助します農地維持支払補助金９７１０万３

０００円、水路等の軽微な補修などの活動並び

に施設の長寿命化のための活動に対して補助し

ます資源向上支払補助金１億５０５５万２００

０円などでございます。なお、活動組織は、農

地維持支払の２３組織、資源向上支払（共同活

動）の１０組織、資源向上支払（長寿命化）の

７組織でございます。 

 特定財源としまして、県支出金１億８７０４

万９０００円を予定しております。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 ２行目の農業水路等長寿命化・防災減災事業

２７６０万円は、平成３０年度に創設された事

業で、農業の持続的な発展のため、農業生産の

基盤となる農業水利施設の長寿命化対策や防災

減災対策を推進するもので、日奈久新開町の２

地区の排水路改修工事１９６０万円と、工事に

係る測量設計委託８００万円でございます。 

 特定財源としまして、県支出金１７９４万円

と市債７２０万円を予定しております。 

 続きまして、目９・水田営農活性化対策推進

事業費で１９２５万３０００円を計上しており

ます。 

 備考欄の経営所得安定対策等推進事業１３２

２万５０００円は、米などの農産物の価格が生

産コストを下回った場合に、国がその差額分を

生産農家へ補償する制度で、経営所得安定対策

事業の実務を行う、八代市農業再生協議会への

推進事務補助金でございます。 

 特定財源としまして、全額県支出金を予定し

ております。 

 続きまして、目１０・地域農政特別対策事業

推進費で２８１万４０００円を計上しておりま

す。 

 説明欄の担い手育成総合支援事業２２５万円

は、認定農業者の育成・確保、農業経営の法人

化及び集落営農の組織化など、総合的な対策を

計画的に実施する八代市担い手育成総合支援協

議会への補助金でございます。 

 特定財源としまして、県支出金１５０万円を

予定しております。 

 続きまして、目１１・農業研修施設管理費で

１４４３万１０００円を計上しております。 

 説明欄にありますとおり、農林水産部が所管

しております各種施設の維持管理に係る経費で

ございます。 

 ８８ページをお願いいたします。 

 目１２・地籍調査費で２億４９０９万６００

０円を計上しております。前年度と比較します

と、６８１９万２０００円の減となっておりま

す。 

 その要因は、先ほどの農地費と同様に、平成

３０年度、国の２次補正により、事業前倒しと

して予算確保に努めたもので、それぞれ合わせ

ますと、前年度を上回る事業予算となっており

ます。 

 説明欄の地籍調査事業１億１３５６万８００

０円は、国土調査法に基づく土地に関する基礎

的な調査を行うもので、臨時職員の賃金、調査

推進員への謝礼、測量業務委託料、その他、事

務費などの経費で、調査地区としましては、東

陽町小浦地区の一部、４平方キロメートル、泉

町柿迫地区の一部、３.９２平方キロメートル

を合わせた７.９２平方キロメートルの調査費

９２８０万円を予定しております。 

 特定財源としまして、県支出金６９６０万円

を予定しております。 

 なお、平成３０年度末現在の進捗率は５９.

８％となっております。 
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 ８９ページをお願いします。 

 項２・林業費、目１・林業総務費で５９６４

万８０００円を計上しております。 

 これは、説明欄にありますとおり、一般職８

名分の給料や職員手当等の人件費が主なもので

ございます。 

 次に、目２・林業振興費で１億５１５３万５

０００円を計上しております。前年度と比較し

ますと、２３２３万９０００円の増となってお

ります。 

 増額の主な要因としましては、国が示した新

たな森林経営管理制度に対応するため、平成３

１年度からの新規事業として、森林経営管理事

業を立ち上げたことによるものでございます。 

 主な事業について説明いたします。 

 説明欄の森林整備事業５８１０万５０００円

は、森林資源を持続的に利用するために行うも

ので、作業路等修繕４４９万１０００円、林道

・作業道の舗装用生コン、原材料費３６１万４

０００円、下刈りや間伐などの経費を森林組合

に一部助成します森林環境保全整備事業補助金

５０００万円でございます。 

 ２つ飛びまして、有害鳥獣被害対策事業１７

６１万７０００円は、鳥獣被害対策実施隊員１

６３名分の活動に対する報酬や費用弁償などを

助成します有害鳥獣対策実施隊事業５７４万４

０００円、鹿捕獲に要する経費として、１頭当

たり５０００円を助成します特定鳥獣保護管理

補助金１１００万円、野生動物による林産物へ

の被害防止のための電気柵の購入費の一部を助

成します林産物被害対策事業補助金１０万円な

どでございます。 

 特定財源としまして、県支出金２２０万円を

予定しております。 

 次に、森林経営管理事業３８０９万６０００

円は、さきに触れましたとおり、３１年度から

の新規事業で、国の新たな森林経営管理制度に

基づき、森林所有者への適切な森林管理を促す

など、その責務を明確にするとともに、管理不

能な森林については、所有者から市が委託を受

けて、意欲と能力のある林業経営者に再委託す

るための、意向調査委託に１３０３万６０００

円、林道・作業道などの修繕１２２３万２００

０円、林道ののり面保護工事６０６万２０００

円、鹿進入防止柵修繕委託１００万円などでご

ざいます。 

 続きまして、目３・林業維持費で、３４５２

万６０００円を計上しております。前年度と比

較しますと６０８万３０００円の減となってお

りますが、林道の修繕と除草委託の一部を、さ

きに御説明しました森林経営管理事業に移管し

たことによるものでございます。 

 説明欄の市内一円林道維持事業は、林道の路

面舗装、安全施設の設置、草刈り等の維持管理

に係る工事費などでございます。 

 特定財源としまして、市債１０００万円を予

定しております。 

 続きまして、目４・林道新設改良費で１億９

１３万１０００円を計上いたしております。前

年度と比較しますと４１５２万４０００円の減

となっております。 

 その要因は、先ほどと同様に、３０年度、国

の２次補正におきまして、事業の前倒しとして

計上したことによるものでございます。 

 説明欄の市内一円林道新設改良事業２０１２

万２０００円は、坂本町木々子走水線及び渋利

瀬高線の舗装工事に係る工事費１４００万円、

幹線林道菊池人吉線に係る賦課金４６万５００

０円及び受益者組合償還金の助成金２７５万７

０００円などでございます。 

 特定財源として、市債１６００万円を予定し

ております。 

 ９０ページをお願いします。 

 道整備交付金事業７４９７万８０００円は、

国の認定を受けた、やすらぎと活力に満ちた八

代・五木地域再生計画に基づき、林道の整備を
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行うもので、泉町管内の林道福根線のほか１路

線、坂本町管内の林道木々子日光線のほか３路

線の舗装及び改良工事６３５０万円、工事に必

要な測量設計委託８５０万円が主なものです。 

 特定財源としまして、県支出金３７０３万３

０００円、市債３４１０万円を予定しておりま

す。 

 続きまして、項３・水産業費、目１・水産業

総務費で３８５０万８０００円を計上しており

ます。これは、職員５人分の給料や職員手当等

の人件費が主なものでございます。 

 ９１ページをお願いします。 

 目２・水産業振興費で４９９８万３０００円

を予定しております。前年度と比較しますと、

５１８万９０００円の減となっております。 

 その要因は、アサリ漁場の改善のため、平成

３０年度から５カ年計画で実施中の県営覆砂事

業６カ所のうち、２カ所が完了したことから、

事業負担金が減になったことによるものでござ

います。 

 説明欄の漁場環境保全事業１９５６万１００

０円は、漁場環境の保全改善、船舶の安全な航

行並びに漁業操業の効率化を図るための漁場環

境の調査、整備に係る経費で、水産振興アドバ

イザー業務委託９０万３０００円、公用船クロ

ーニーベイハイ号の維持管理及び操船・保管業

務委託９６万５０００円、県営覆砂事業負担金

３００万円、八代市水産振興協議会など各種協

議会負担金１１１７万３０００円、食害生物の

駆除、対策に補助します、漁場環境保全事業補

助金４６万５０００円、航路標識設置補助金１

００万円、海面清掃補助金９５万円、内水面清

掃補助金７２万円などでございます。 

 特定財源としまして、県営覆砂事業に係る関

係漁協からの分担金７５万円、市債２００万円

を予定しております。 

 次の環境生態系保全事業２９５万５０００円

は、鏡町アサリ活動組織が実施する干潟の再生

や保全の取り組みによるアサリ復活に向けた、

水産多面的機能発揮対策事業に対する市負担分

で、活動内容としましては、保護区の設定、有

害・食害生物の除去、モニタリングなどで、総

事業費１９７０万円の１５％の市負担分でござ

います。 

 ２つ飛びまして、栽培漁業振興事業１６３６

万５０００円は、水産資源の回復・増大を図る

ために、クルマエビ、クマエビ、ヒラメ、ウナ

ギ、アユ、ヤマメ、カサゴ、キジハタなどの放

流に係る経費を予定しております。 

 １つ飛びまして、地域水産業活性化支援事業

１００万円は、漁協及び漁業者を初め水産業者

が、水産振興策やブランド化等による水産物の

高付加価値化や６次産業化への取り組みなどに

対しまして、その経費の２分の１以内（上限５

０万円）を補助するものでございます。 

 以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

 続きまして、１２２ページをお願いします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費で４４

７万３０００円を計上いたしております。 

 説明欄の、農家の自立復旧支援事業４４７万

２０００円は、県の、平成２８年熊本地震復興

基金を活用し、被災した農地を農家みずからが

復旧するための経費について、２分の１以内、

１カ所当たり２０万円を上限として補助するも

ので、対象農家は２０戸４２筆の農地復旧分で

ございます。 

 特定財源としましては、全額県支出金を予定

しております。 

 以上で、農林水産部所管の農林水産業費及び

災害復旧費の説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（増田一喜君） ちょっとさっき数字の
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あれがあったけども、災害復旧費のところです

ね。先ほどは４４７万３０００円と言ったみた

いですけど、当初予算概要ちゅうこっちのほう

を見ると、４４７万２０００円になってるけん

ですたい、単なる数字の言い間違いかな。それ

が１つです。 

○委員長（成松由紀夫君） それが１つと、ほ

かにある。 

○委員（増田一喜君） あと２つ。 

○委員長（成松由紀夫君） あと２つ。 

○委員（増田一喜君） よろしいですか。フー

ドバレー６次産業化等推進事業というところで、

新規にトマトマップ印刷・製本費というのがあ

りますけれども、このトマトマップちゅうのは

どういうものなのかというのが２つ目です。 

 それから、有害鳥獣の捕獲対策補助金です。

これも新規になってますけど、このカラス等を

とてしてあるけど、カラスを捕獲するのには県

知事の許可が要るというふうな話を私も聞いた

ことがあるもんだから、そこらあたりは許可が

得られて、何羽までとれるんだとかいう、それ

があるんですかね。それとも、有害だからどん

どん捕獲していいっていう話なのか、ちょっと

そこが気になったもんだから。それを教えてほ

しいと思います。よろしくお願いします。 

○農林水産部次長（沖田良三君） まず１点目

の災害復旧費でございますが、農業施設災害復

旧費４４７万３０００円で、全体で４４７万３

０００円でございます。そのうち、説明欄の農

家の自立復旧支援事業に４４７万２０００円、

あとの１０００円は損目のための１０００円で

ございます。 

○フードバレー推進課長（豊田正樹君） 豊田

でございます。よろしくお願いします。 

 トマトマップは何かという御質問でございま

すが、こちらはクルーズ船の利用客に対しまし

て、おもてなしというような意味で、本市の特

産品でございまして、生産量が日本一、また世

界中で知られている農作物、さらに本市におき

ましてはラーメンとか、丼とか、あと鍋、また

スイーツなど、多くの商品がラインナップされ

ていますこのトマトを活用しまして、八代市を

強くクルーズ船の利用者の方に印象づけたいと

いうことで、今回トマトに絞っておもてなしの

マップを作成したいということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、トマト

を使った料理を使かってるお店がどこにあるか

ちゅう、その地図ですね。マップちゅうんだか

ら。そういうことですね。 

○フードバレー推進課長（豊田正樹君） 説明

が不足いたしました。済みません。そういった

お店を御紹介するマップでございます。 

 以上でございます。（委員増田一喜君「はい。

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

あと１つ。 

○水産林務課長（中川俊一君） 失礼いたしま

す。お尋ねの有害鳥獣捕獲のところのカラスの

件です。カラスにつきましては、捕獲の許可そ

のものは市町村に権限のほうは移っております。 

 予算のほうはですね、カラス等ということで

計上いたしておりますけど、カラスに加えて、

今年度からカモをですね、カモのほうが県の許

可が要るというところでございますけど、カラ

スとカモを今年度からやっていくというところ

で、予算のほうを計上させていただきます。 

○委員（増田一喜君） それは、今言われた許

可が要るけど、許可はもうとってあるちゅうこ

とですか。ちょっと今のわからなかった。許可

が要るけれども、許可はとられてるのかな。そ

れとも要らないのかなちゅうのをお尋ねしたん

ですけど。 

○水産林務課長（中川俊一君） カラスのほう

は有害鳥獣捕獲の計画というのをつくっとりま

すけど、そちらのほうに入れております。従来
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から。カモのほうもですね、実際は今年度、３

０年度から始めておりますけど、県のほうの捕

獲許可をいただいて、一部、金剛地区で具体的

には３０年度からカモのほうも捕獲を始めてお

ります。 

○委員（増田一喜君） 何かちょっと頭がパニ

クっとるけど。いや、カモも許可が要るわけで

すよね。（水産林務課長中川俊一君「要ります」

と呼ぶ） 

 だけど、普通は狩猟、禁漁期間中だけれど、

禁漁期間が解けたらみんな撃ちに行きよらすご

たっですよね。それは別に許可が要るとかじゃ

なくて、禁漁期間が終われば、猟銃を持ってる

人、許可をもらっている人は撃ちに行きよんな

っごたっばってんですね。カラスについては、

前聞いたのが、県知事の許可が、捕獲するのに

県知事の許可が要るって。個人的にとか、あと

は少し団体をつくって、カラスがいっぱいおっ

て困るとかいうときに、知事から許可をもらっ

て撃ったりとか、捕まえたりとかするちゅうの

を聞いたもんだから。今、カモのほうが許可要

りますちゅう話でしたから、えっと思いながら

聞いたんですけど。 

 私は今カラスのことについて、カモはカモで

許可が要るちゅうことで許可とってしますけど

も、カラスのほうは許可が要らないんですかと

いうのを聞いています。 

○委員長（成松由紀夫君） カラスの許可につ

いてよろしいですか。シンプルに許可について。 

○水産林務課長（中川俊一君） カラスの許可

というのは、先ほど申し上げましたように県の

許可じゃなくて、許可をおろすのも市町村に権

限がおりてきていますんで、市のほうから、こ

こでは我々は有害鳥獣捕獲実施隊というような

ものを組織しておりますけど、そちらのほうに

実際の捕獲についてはお願いするような格好を

とっております。 

○委員長（成松由紀夫君） 権限移譲というこ

とですね。よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） ということは、権限移

譲の中でもうカモもカラスも各市町村でやれば

よろしいということでいいんですね。 

○委員長（成松由紀夫君） カモもですか。 

○委員（増田一喜君） カモもって。 

○委員長（成松由紀夫君） いや、違う、違う。

だからカラスをシンプルに聞けばいいんでしょ。 

○水産林務課長（中川俊一君） カラスはです

ね、市町村に許可権限がおりてきています。で

すが、カモについては、まだ県のほうの許可が

要りますので、県のほうに申請して、捕獲をす

るというような形です。（委員増田一喜君「わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） カラスは市に権限

移譲、カモは県ちゅうことですね。はい。よろ

しいですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 予算全体ば見れば、３

０年度の補正予算と合わせればですよ、全体ふ

えてるような状況があって、取り組みは評価し

たいというふうに思うんです。 

 特段ないんですが、１つちょっと気にかかっ

た部分がですね、視察でとれたて村に行ったん

ですよ。フードバレー流通推進事業についてな

んですが、そのときの事務局長の対応が非常に

意欲的だったですよね。どんどん出してくださ

いというような印象で帰ってきたような印象が

あっとですが、沖田次長の話を聞くと、頭打ち

で今度は町田のほうにかえるという話があった

んですが、その辺はどちらから申し出があった

のか、ちょっともう少し詳しく話ば聞かせてく

れんですか。 

○フードバレー推進課長（豊田正樹君） とれ

たて村の取り扱いについてでございますが、と

れたて村につきましては、平成２３年度の６月
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より参加をさせていただいて、約８年間継続し

て、現在も特産品とか、加工品等の販売をお願

いしておるというところでございます。それま

でなかった八代独自の首都圏に送る販路、ＰＲ

場所の獲得ということで、大変意義深いものが

あったんじゃないかなというふうには認識して

おるところでございます。 

 しかしながら、近年の状況を見てみますと、

出荷事業者が減少、固定化を続けておりまして、

売上額もピーク時の３分の２まで減少している

というような状況でございます。 

 また、私ども新規の加工品等の御提案、それ

から事業者の紹介をするわけでございますが、

なかなか採用まで至っていないというような現

状でございます。 

 このような状況が今後もちょっと続くのでは

ないか。これ以上の展開はなかなか難しいんじ

ゃないかというふうに考えたところでございま

す。 

 そこで、同地区以外での場所で、販路・ＰＲ

場所、また新たな客層へのアプローチができな

いかということで、昨年初夏ぐらいからいろい

ろ事業者のほうをお訪ねしましたところ、町田

市の駅に隣接する商業施設内の店舗からお声を

かけていただいたというところでございます。

こちらのほうにつきましては、とれたて村では

大体年間６０万円ほど参加料が必要でございま

したが、こちらのほうについては無料というこ

と。また、あわせまして、八代市を全面に押し

出した八代フェアというものの開催もできると

いうところ。また、あわせまして、町田市の客

層、私現場に行って見ましたら、比較的若い人

たちが結構多かったというふうに思っておりま

すので、経費もかからず、八代の独自、全面に

出したＰＲも可能、また、新しい客層の獲得に

もつながるんじゃないかということで、今回こ

ちらのほうに切りかえさせていただきたいとい

う提案でございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。なら、

とれたて村から完全に撤退されるということで

すかね。 

○フードバレー推進課長（豊田正樹君） とれ

たて村さんのほうにつきましては、もう来年度

の契約についてはちょっと控えさせていただく

可能性がありますよということで、事前にお話

をさせていただいたというところでございます。 

 しかしながら、とれたて村さんのほうでは別

途イベント広場というのもお持ちでございます

ので、必要な場合はそちらのほうの活用を考え

てくださいという御案内もいただいたところで

ございます。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「了解

しました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（増田一喜君） 漁場環境保全事業ちゅ

うところで、ナルトビエイの駆除とあります。

これは駆除して、捕まえたらどうやって持って

くるんですか。鹿とかは何か尻尾とか、イノシ

シは尻尾を切って持ってきたら一頭とかなるけ

れども、ナルトビエイは、これも尻尾なんです

かね。捕まえたちゅうのの証明は。 

○水産林務課長（中川俊一君） ただいまのナ

ルトビエイの御質問ですけど、とれて、とれた

やつを船の上に並べまして、写真を撮ります。

尻尾とかを持ってくるんじゃなくて、写真確認

になってまいります。 

○委員（増田一喜君） その処分つったら、自

分で処分してくれちゅうことですか。補助金が

出るけれども。いわば写真撮ってしまったら、

それ処分するんで、殺して捨てないと、また返

すわけにはいかないでしょう。リリースはでき

ないから。それは自分でごみに処理するとか、

そのための補助なんですか、これは。補助金な

んですか。どういうふうに処分の仕方を期待さ
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れているんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） どこが答えますか。 

○水産林務課副主幹兼水産係長（本田正悟君） 

水産林務課の本田でございます。 

 資材費からですね、漁獲、産廃のほうに出す

ところまでですね、全て含めたところで補助を

させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、その証

明というか、あれに出しましたという証明とか

は、それ要るんですか。ただごみに入れて捨て

てもあれだけん。何かの済みましたよと。ちゃ

んと処理しましたよと。処分しましたよという

のをあらわすものが要るんじゃないんですか。

ただ口頭で、自己申告みたいに口頭で、もうご

みに捨てたもんって。処分したよと言うだけで

済むのかなと思って。 

○委員長（成松由紀夫君） 写真撮る以外に。 

○水産林務課長（中川俊一君） これは補助金

ということでですね、実施者、漁協なんですけ

ど、そちらのほうからまず申請という形で上が

ってまいります。 終的には、実績報告という

形で写真にしろ、今申し上げました処分にしろ、

証拠書類をつけて、市のほうに実績報告という

形で 終的には上がってまいります。 

○委員（増田一喜君） ということは、あくま

でもこれはそこの団体さんであって、個人では

だめちゅうことですよね。個人で何かで、ああ

おったおったって、１匹ならって、もりで刺し

たりなんかして捕まえてとか、そういうことを

個人がやってもこれはだめちゅうことよね。あ

れと一緒ですよね。イノシシとったり何かすっ

とも。猟友会の人たちがとって、それをすると

いうことだから、それと同じようなシステムに

なってんのかな。 

○水産林務課長（中川俊一君） 今実際やって

いるのは、対象としては漁協さんとですね、市

のほうとで補助金のやり取りをやってます。個

人さんとはちょっと今までやったことがないと

思います。漁協さんを対象にしとるというほう

がいいかと思います。 

○委員（増田一喜君） ということは、もう個

人さんがとったとしても、漁協さんに持ってい

ってしたら、漁協がまとめて、市にはそういう

清算をお願いするちゅことで理解していいのか

な。 

○水産林務課長（中川俊一君） ナルトビエイ

の捕獲、刺し網を使ってやるんですけど、何人

か集団と言いますか、まとまってしないとです

ね、これなかなか簡単な作業じゃないですので、

個人さんでやったやつを漁協さんに持ち込むと

いうケースも、恐らく今までちょっとなかった

んじゃなかろうかと思います。漁協さんが音頭

をとって捕獲をするというところでございます。

（委員増田一喜君「想定してないちゅうことで

すね」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） ８８ページですけれど

も、１２・地籍調査費についてお尋ねしたいと

思います。 

 先ほどの御説明の中で、３１年度予算につき

ましてはおおむね６８００万円の対前年比減だ

けれども、３１年度の補正において、その分は

前倒しの計上をなさっているということで、都

合例年並みの予算の確保にお努めでいらっしゃ

るということを理解いたしました。 

 それとあわせまして、進捗率ですが、現在５

９.８％というようなお話もあったかと思うん

ですけれども、来年度予算を含め、今後のこと

としてですね、お尋ね、参考までにしたいんで

すが、過去５年間あるいは手元にあれば過去３

年間のですね、年度末ごとの進捗率わかりまし

たらお示しいただきますでしょうか。 

○理事兼地籍調査課長（濵田大祐君） 地籍調

査課の濵田でございます。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

 過去の進捗率でございますが、平成２６年度

から御紹介申し上げます。平成２６年度末で５

２.６８％、２７年度末で５５.２１％、２８年

度末で５７.２３％、２９年度末で５８.９％、

３０年度末で５９.７６％でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員（西濵和博君） 過去５年間の数値、確

認させていただきました。お尋ねしました趣旨

がですね、このような推移をもとに考えると、

来年度は中山間地御予定ということもお示しい

ただいてるんですが、当初、本市が地域全体を

ですね、いつまでに完了させたいという目標年

次に対して、今の進捗率で行くと順調であると

いうような御認識でしょうか。何か課題等はご

ざいませんでしょうか。 

○理事兼地籍調査課長（濵田大祐君） 進度に

つきましては、私ども計画を１０年ごとの計画

を定めて、進めているところでございますが、

おおむね計画どおりというような進度でござい

ます。現在、松高、八千把、太田郷地区に入り

まして、筆数が非常に多い地区、また不動産取

引が多い地区でございますので、若干時間を要

しておりますが、おおむね計画どおりに進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） １０年ごとというのは

私もそれなりに認識を持ってたんですけど、来

年度末で第６次が終わって、次の１０カ年に入

りますですよね。過去報道があった所有者不明

土地の問題あたりがクローズアップされてて、

推計によると、そのわからない土地の面積、九

州４１０万平方ですかね、ぐらいあるんじゃな

いかというようなお話もある中で、そういった

経験を踏まえて、作業が難易度が増してる。あ

るいはそういうのも含めておおむね予定どおり

なのかというのは非常に心配だったものだから

お尋ねした次第ですけれども、そこのところは

問題ないでしょうか。例えば、同じ人件費ある

いは同額の委託料を使っても、労務は変わらず

とも中身がさばけないと言いますか、判明しづ

らいと。長期にわたるという積み残しがあった

りすると、予定どおりに進捗に及ぶのかなとい

うふうに思ったものですから、そこら辺問題な

いか、今一度確認させていただいてよろしいで

しょうか。 

○理事兼地籍調査課長（濵田大祐君） 御指摘

の点につきましては、私どももこれから、町中

非常に込み入った地域に入っていく予定でござ

いますので、所有者不明土地、そういったかな

り難しい問題をですね、あわせて解決していか

なければ進んでいかないということは予想いた

しております。計画どおり行くかどうかわかり

ませんけれども、そういった問題を解決してい

きながら、研究して解決していきながらですね、

できるだけ計画に沿った進度で進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） あえてお尋ねをしたの

が、進捗率だけの御説明でいくと順調だと、そ

ういう捉え方を私たちがしていたけど、実は内

容を見ると、こういう課題の積み残しがあった

りだとか、あるとき計画年度これだけ延ばさな

きゃいけないとか、予算がこれだけ膨らんだと

慌てないようにですね、内容も十分な御説明い

ただけると助かるなという趣旨でお尋ねした次

第です。今後とも、御対応方よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） い草振興対策事業ので

すね、補助金なんですけど、機械の延命化に対

する補助を行うということで、非常に珍しい補

助じゃないかなというふうに私は感じたんです

が、この２３０台というのは、大体どのような
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基準で２３０を出されているのか。 

 それとあと１点ですね、あと１つはですね、

また違いまして、新規で八代畳表認知向上・需

要拡大事業で、ちょっとここでそういうことを

言っていいのかわかりませんが、八代産畳をで

すね、他のブランド名で出してるという、実際

そこのちょっと畳名は言わないんですけども、

いわゆる昔生産が多かった地域の、そこの名称

の銘柄で出したほうが売れるのかどうなのかわ

からないんですけど、とにかくそういった認識

があられるかどうか。そのあたり２点お伺いし

たいと思います。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） まず、

御質問の１点目、い業機械再生支援事業につい

て、私のほうからお答えいたします。 

 来年度、２３０戸分の予算２３００万円とい

うことで計上しておりますが、この根拠でござ

いますが、平成３０年の作付農家、これが３６

３戸というようなことでございまして、これに

過去３カ年間の実施農家の割合、これが６３％

ほどでございました。これを掛けまして、２３

０戸程度の利用があるというふうに見込んで予

算を計上したところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 何かの、どこかの

ブランドの。 

 豊田課長答えますか。大丈夫ですか。どっち。

小堀さん。 

○農林水産部次長（沖田良三君） 髙山委員の

御質問の件でございますが、以前からの有名な

産地があるということで、八代の畳がそちらに

行って、そちらで加工されて、そちらの名前で

出ているといううわさは聞いたことがございま

す。 

 以上です。 

○委員（髙山正夫君） やっぱり日本で八代の

畳が一番有数と伺っておりますので、ぜひです

ね、八代の名をどんどんですね、前のほうに出

していっていただきたいと思ってます。よろし

くお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

○委員（亀田英雄君） 部長総括でもＴＰＰな

どの不安要因があると。農林業を取り巻く状況

ですね、担い手不足とか、その辺の不安要因と

か、何かしなければならないことはしっかり認

知されているようではありますし、今回も予算

を確保されてですね、鋭意に取り組まれている

ということで、また重ねてエールを送りたいと

思いますし、実際ですよ。成果を上げている事

業、上げていない事業というのは、担当課がし

っかりわかると思うとですよね。その辺の弱い

部分についてもしっかりと取り組みを進めてい

ただきたいというふうに思っとっとですよ。 

 今回、森林環境税も導入されましたし、その

辺の取り組みもですね、今まで足りなかった部

分について国からそういう手当てが来たという

ふうな感じもしますので、取り組んでいただき

たい。しっかり取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

 今、髙山委員のほうからもあったですが、私

もあるところで、八代にも畳があっとですねと

いうような話があったと。あるイベントに出か

けられた農家さんがですね。やっぱりＰＲ不足

というのは行政もやっぱりしっかり取り組んで

いかな。その辺の畳のですね、取り組みをしっ

かりお願いしたいなということを重ねてお願い

したいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 
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○委員（西濵和博君） 意見やお願いにもなる

んですけれども、来年度予算につきましては、

イグサ振興等についての新規事業もですね、お

取り組みいただけるということで、大変期待し

ているところでございます。とりわけ、少し具

体のほどになって恐縮なんですけれども、イグ

サの日本の誇る生産地である本市が畳表、そし

て消費者に満足いただけるような仕組みでなお

一層の御尽力賜るということであろうかと思う

んですが、そのプロセスの中で、 近私がとて

も心配していることがありまして、過程として

畳表をつくる中において、縦糸のですね、需要

と供給について非常に深刻な課題もあるように

伺っております。この点につきましても、行政

としてもですね、しっかりと向き合っていただ

きまして、今後のお取り組みの進捗を図ってい

ただき、早く問題解決につながるようにお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに。よろしい

ですか。 

○委員（北園武広君） １つ、収穫体験の事業

なんですけども、専門家による観光商品づくり

の取り組みということですけれども、できまし

たらば、観光振興課のほうとの横の連携をとっ

ていただいて、よりよい商品づくりに、コーデ

ィネーターを使われると思いますけど、してい

ただければ有効に、両方ともレベルアップする

んじゃないかなというふうに思いますんで、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で、

第５款・農林水産業費及び第１０款・災害復旧

費について終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４４分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明を願い

ます。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） 経済企業

委員会に付託されました議案第４号・平成３１

年度八代市一般会計予算のうち、経済文化交流

部に係る部分につきまして、まず私から総括説

明をさせていただいた後、詳細につきまして

は、次長中のほうから説明いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 以降は、着座にて説明させていただければと

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） それでは、

経済文化交流部の平成３１年度当初予算の概要

と基本方針を説明させていただきます。 

 初に、商工政策課関連事業を御説明させて

いただきます。 

 商工政策課関連事業といたしましては、まず、

企業誘致対策事業として、新たな企業の進出や

さらなる企業の投資を促進するために、引き続

き情報の発信、企業が使いやすい補助メニュー

の準備等をしてまいります。 

 また、オフィス系企業の進出を促すために、

民間事業者と連携し、企業誘致ビジョンの策定、

インターネットを活用したＰＲ及び情報収集な

どといった民間のネットワークを活用した企業

誘致活動を行ってまいります。 

 さらに、八代圏域ツナガルインターンシップ

推進事業では、地場企業の魅力発信を初めとし

た地場企業の人材確保の支援、学生のキャリア

サポート等により、本市で働く若者の増加を図

ってまいります。 

 商工振興事業といたしましては、商店街の方
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々はもとより、八代商工会議所や八代市商工会

と連携し、活性化を図ってまいります。 

 中心市街地のにぎわい創出としては、商店街

でのイベント補助を行い、にぎわいの創出を図

ることとしており、また、本市経済の活性化を

図るため、八代で創業を検討されている方に向

けた支援を進めてまいります。 

 続きまして、観光振興課関連事業といたしま

しては、２０２０年４月の八代港クルーズ拠点

の供用開始に向け、外国人観光客の受け入れ環

境を整備するための、インバウンド対策事業を

加速させてまいります。 

 その中でも、整備に当たっては官民連携し取

り組む必要があることから、昨年９月に立ち上

げました、八代港クルーズ客船受入実行委員会

において、歓迎する機運の醸成、利便性の向上

及び観光コンテンツの充実を図ってまいります。 

 さらに、港間の競争に打ち勝ち、他港との差

別化を図るために、海外でも人気の高いくまモ

ンをフックに、八代駅前や日奈久地域の魅力づ

くりを行い、くまナンステーションやくまモン

ストリートファニチャーとともに回遊性の向上、

リピーターの創出に向けて取り組んでまいりま

す。 

 続きまして、国際港湾振興課関連事業といた

しましては、２０２０年３月完成予定の国際ク

ルーズ拠点整備事業が、国・県及びロイヤル・

カリビアン・クルーズ社により着々と整備が進

められているところですので、計画どおりの整

備と期限内完成について、関係者にお願いして

まいりたいと考えております。 

 また、平成１１年に国際コンテナ貨物の取り

扱いが開始されて以降、その取扱量は近年増加

傾向にありましたが、平成２９年に引き続き、

速報値ではございますが、平成３０年も過去

高のコンテナ取扱量２万２２４９ＴＥＵを記録

いたしました。 

 さらに、昨年の４月に大型ガントリークレー

ンを含む新たなコンテナターミナルが供用開始

され、飛躍的に機能が拡大いたしました。 

 本市といたしましても、このようなハード整

備にあわせ、積極的なポートセールスによる既

存貨物の増大及び新規貨物の獲得、及び八代港

の利便性向上に向けた中国、台湾、東南アジア

等への新規航路開設を図ってまいります。 

 続きまして、文化振興課関係事業といたしま

しては、ラグビーワールドカップ２０１９の開

催にあわせ、九州の祭りや観光をＰＲし、九州

各地を観光誘客につなげるイベント、祭りアイ

ランド九州が９月に熊本市を会場に開催される

ため、本市からユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた八代妙見祭の笠鉾をメーンとする出し物や、

１５０名程度の参加者を派遣し、博多祇園山笠

や戸畑祇園大山笠などとともに、祭り巡業など

を行う予定でございます。 

 なお、妙見祭出し物の復元修復事業につきま

して、着手２年目となります笠鉾・蘇鉄の水引

幕の復元新調を行うとともに、新たに笠鉾・迦

陵頻伽の水引幕修復のための調査と下絵作成を

行う予定でございます。 

 伝承館（仮称）整備に向けた実施設計につき

ましては、６月末までに完了させ、秋以降に本

体工事に着手し、２０２０年度末の完成を目指

します。 

 これらのほか、良質な文化芸術を安価で親し

む機会づくりとして、自主文化事業を例年どお

り開催いたしますが、来年度は、伝承館の建設

に伴い、厚生会館ホールが６月以降使えなくな

りますことから、鏡文化センターで全事業を展

開することとしております。 

 後に、スポーツ振興課関係事業といたしま

しては、いよいよ平成３１年度に開催されます

女子ハンドボール世界選手権大会並びに全国高

等学校総合体育大会バドミントン競技及びアー

チェリー競技の運営準備をさらに推進してまい

ります。 
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 また、２０２０東京オリンピック・パラリン

ピックの事前キャンプの誘致等を行うとともに、

オリンピックを初め国際大会への出場を目指す

トップアスリート育成の支援をしてまいります。 

 体育施設につきましては、総合体育館におい

ては、世界ハンド、インターハイ、全国小学生

ＡＢＣバドミントン大会など、大規模大会開催

に対応するための備品の購入や施設の整備など、

東陽スポーツセンターにおいては空調設備の改

修を行います。 

 また、テニスコートの人工芝の張りかえとい

った市民のスポーツ活動の環境整備にも、引き

続き力を注いでまいりたいと考えております。 

 以上、平成３１年度経済文化交流部当初予算

の概要と方針につきまして、説明をさせていた

だきました。詳細につきましては、次長の中よ

り説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

経済文化交流部の中でございます。よろしくお

願いいたします。それでは、着席の上、御説明

申し上げてよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） それで

は、まず予算書の１８ページをお願いいたしま

す。 

 第６款・商工費の当初予算額として１８億３

７３７万２０００円を計上いたしております。

前年度と比較しまして２億３０４５万円の増額

となっております。 

 続いて、第９款・教育費のうち、当部関係分

の当初予算額として８億６９９６万１０００円

を計上しており、前年度と比較して３１６万２

０００円の減額となっております。 

 商工費及び教育費のうち、関係分の合計額は

２７億７３３万３０００円。昨年度と比較しま

して２億２７２８万８０００円。率にして９.

１６％の増。また、当初予算総額に占める割合

は４.８５％となっております。 

 それでは、予算書の９１ページをお願いしま

す。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の予算額は３億３０５５万５０００円を計

上しており、前年度から１９６０万７０００円

の増額となっております。 

 説明欄をごらんください。 

 一般職４２人分の職員給与経費３億２８５４

万９０００円が主なものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 目２・商工振興費でございます。予算額は９

億５６６１万円を計上しております。前年度に

対しまして５４５万７０００円の増額となって

おります。 

 増減の内訳でございますが、まず、増額の主

なものとしては、八代港ポートセールス事業で、

コンテナ利用助成金の増額等により、８６９万

８０００円、工業振興補助助成事業で、企業振

興促進条例補助金の対象企業の増等により、３

６５６万１０００円。 

 一方、減額の主なものとしましては、ハーモ

ニーホール管理運営事業で、駐車場整備事業の

完了に伴う４６２２万８０００円の減などとな

っております。 

 財源内訳につきましては、事業の説明の際に

御説明申し上げます。 

 それでは、説明欄をお願いします。 

 説明欄の２つ目、八代港ポートセールス事業

１億５１６３万８０００円は、八代港の利用促

進を図るため、ポートセールス活動を展開する

ものでございます。 

 予算の内訳といたしましては、ポートセール

ス活動のための旅費として３５３万円、コンテ

ナ利用助成金１億４０１４万円、及びリーファ

ーコンテナ利用拡大助成金４５０万円などを予

定しております。 
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 次のクルーズ客船事業２３４万８０００円は、

大型クルーズ船の八代港寄港時の歓迎セレモニ

ーやお見送りセレモニーなどのイベント経費、

及びクルーズ船社への誘致活動等を行うもので

ございます。 

 主な内容としまして、旅費１０６万８０００

円、クルーズ客船寄港イベント負担金８８万円、

県南４市で行うスクラムチャレンジ事業負担金

２７万円等となっております。 

 ３つ飛びまして、商店街活性化事業１５１０

万６０００円は、各商店街振興会や連合会等が

実施されますソフト・ハード事業に対する商店

街活性化事業補助金１３５０万円のほか、ふる

さと八代元気づくり応援基金を活用した八代市

創業支援事業補助金１００万円などとなってお

ります。 

 次に３つ飛びまして、工業振興補助助成事業

１億２９３０万９０００円でございますが、企

業振興促進条例補助金の１億２７０１万４００

０円が主なものでございます。平成３１年度は、

工場等建設補助金１１件、用地取得等補助金７

件、雇用奨励金９件を予定しております。 

 平成３０年度は、新規の企業進出や既存企業

の設備投資が１６件決定し、その投資総額は１

７０億円を超える見込みとなっております。 

 １つ飛ばしまして、サンライフ八代管理運営

事業１１２３万円でございます。指定管理委託

料１０８５万円が主なものでございます。 

 指定管理につきましては、今年度次期指定管

理者選定の手続を行い、引き続き一般財団法人

サンライフ八代を指定いたしました。指定期間

は平成３１年度から５年間となっております。 

 次に１つ飛ばしまして、企業誘致対策事業１

６５７万５０００円でございます。事業費の内

訳としましては、企業訪問等の旅費として１３

０万円、情報通信関連企業立地促進補助金３３

９万８０００円等を予定しております。そのほ

かに、新規事業としまして、オフィス系企業誘

致ビジョン作成及び誘致用マッチングサイト作

成委託９７０万円を計上しております。 

 この事業は県の地域づくり夢チャレンジ推進

補助金を活用しまして、求職者のニーズが高い

オフィス系の企業誘致や、人材の育成・確保に

取り組むものでございます。 

 続いて、八代圏域ツナガルインターンシップ

推進事業２３２４万９０００円でございます。

事業内容としましては、学校や企業に対してイ

ンターンシップの仲介を行うほか、地元の企業

を知ってもらうための冊子の作成などを行って

おります。 

 予算の主な内容としましては、八代圏域ツナ

ガルインターンシップ推進事業委託２２４８万

２０００円で、一般社団法人八代圏域雇用促進

センターに委託し、実施することとしておりま

す。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金９

６５万１０００円、氷川町、芦北町からの負担

金３３７万２０００円がございます。 

 次に、未来チャレンジ企業創出支援事業７７

０万４０００円でございます。主な予算として、

コーディネーター委託料３６７万７０００円、

未来チャレンジ企業成長助成補助金４００万円

がございます。 

 特定財源といたしまして、国からの地方創生

推進交付金１８３万８０００円、ふるさと八代

元気づくり応援基金繰入金４００万円を予定し

ております。 

 続きまして、目３・観光費を説明いたします。 

 予算額５億５０２０万７０００円を計上して

おり、前年度から２億５３８万６０００円の増

額となっております。 

 増額の主な要因としましては、企画費から移

管されました荒瀬ダム撤去対策事業１億１００

０万円、同じく企画費から移管されましたかわ

まちづくり推進事業１億円が皆増となったこと

によるものです。 
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 それでは、観光費の説明欄の３行目、観光交

流事業１４５８万９０００円。 

 これは、今までの観光交流事業に八代プライ

ド事業及び着地型観光推進事業を統合し、地域

資源に関する情報発信やインバウンド対策など、

観光客の誘致拡大に取り組む事業でございます。

中国語版のやつしろ観光マップの作成費５２万

６０００円、ふるさとメールなどの宣伝広告費

１３７万９０００円、また、まちづくり交流基

金を活用した事業として、やつしろの風ガイド

ブック作成委託料３７０万円など、計６６９万

９０００円を予定しております。 

 ９３ページをお願いします。 

 上から数えて９行目をお願いいたします。観

光物産案内所（新八代駅）管理運営事業７７４

万８０００円、及び観光案内所（八代駅）管理

運営事業３７３万７０００円は、観光案内所業

務委託料やＪＲ賃借料などでございます。八代

駅につきましては、ＪＲの八代駅改築にあわせ、

引き続き新駅舎内に八代市観光案内所を設置し

ていただいております。 

 次に２つ飛ばしまして、日奈久温泉施設「ば

んぺい湯・東湯」管理運営事業４４４万４００

０円は、主な予算として、排煙設備など温泉施

設修繕費３５９万７０００円等を予定しており

ます。指定管理者からの納付金は２４０万円と

なっております。 

 ２つ飛ばしまして、さかもと温泉センター

「クレオン」管理運営事業、次の、坂本憩いの

家管理運営事業。次のページに入ります。広域

交流センターさかもと館（道の駅）管理運営事

業は、３施設一体で指定管理されておりますが、

その委託料として計３８６４万４０００円が主

なものでございます。そのほか、３施設の非常

灯ＬＥＤ化工事２３４万４０００円などを予定

しております。 

 以上、坂本町の３施設につきましては、引き

続きさかもと温泉センター株式会社を指定管理

者に指定したところです。 

 次に３つ飛ばしまして、東陽交流センター

「せせらぎ」「菜摘館」管理運営事業１１０４

万７０００円でございますが、指定管理委託料

として７０２万円、熱交換器洗浄などの修繕料

として１８８万円等のほかに、せせらぎ及び菜

摘館の道の駅認定に向けた改修工事のための基

本・実施設計業務委託料として１２９万８００

０円を計上いたしております。指定管理者は、

株式会社東陽地区ふるさと公社でございます。 

 １つ飛ばしまして、ふれあいセンターいずみ

及び農林産物流通加工施設管理運営事業１５９

１万５０００円は、主なものとしまして、指定

管理委託料１０９８万２０００円、加工施設の

フードミキサー及びフードスライサー購入費３

４１万円等となっております。この２施設につ

いては、引き続き株式会社いずみを指定管理者

として指定したところです。 

 １つ飛ばしまして、海外クルーズ船急増に伴

う観光資源強化事業１億１６５５万６０００円

でございます。主な予算としまして、ＤＭＯや

つしろ補助金６７３５万２０００円、氷川町、

芦北町と連携して実施します、シトラス観光圏

推進協議会負担金７０１万９０００円などでご

ざいます。 

 また、３１年度の新規事業として、クルーズ

船客のおもてなし向上のため、県南広域本部、

八代商工会議所、ＤＭＯやつしろ及び本市がメ

ンバーとなって設置しました、八代港クルーズ

客船受入実行委員会の負担金として９００万円、

さらに、くまモンをフックとした寄港地の魅力

アップ事業として３０００万円を計上いたして

おります。 

 この事業では、市内各所へのくまモンファニ

チャーの設置や、電子スタンプラリーの構築等

によりインバウンドへの魅力向上を図るもので

ございます。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金３
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７１８万５０００円、県支出金１５００万円が

ございます。 

 １つ飛ばしまして、観光施設総合管理運営事

業３００万円は新規事業でございまして、総務

省の外部専門家招へい事業を活用いたしまして、

指定管理施設の運営について指導・助言を受け

ながら、さらに効率的・効果的な管理運営につ

なげることを目指すものです。 

 対象施設は、坂本町、東陽町、泉町の第３セ

クターが指定管理者となって運営している施設

を予定しております。 

 主な予算としましては、アドバイザー招へい

経費１７３万７０００円、観光施設全体の突発

修繕対応分として１２６万３０００円を計上い

たしております。 

 ９５ページをお願いします。 

 荒瀬ダム撤去対策事業１億１０００万円は、

県営荒瀬ダム撤去に伴う地域課題の解決のため、

地域振興へ向けた事業を実施するものでござい

ます。主な事業内容としましては、荒瀬ダムボ

ートハウス解体工事実施設計委託１２０万円、

駐車場整備測量・設計委託５００万円、道の駅

敷地内に整備します交流拠点施設整備工事費１

億３８０万円を予定しております。 

 事業費のうち、５８１０万円は、県企業局か

らの荒瀬ダム撤去対策事業負担金で、そのほか

の５１９０万円は、起債を充てる予定としてお

ります。 

 次に、かわまちづくり推進事業１億円は、球

磨川・新萩原橋周辺地区かわまちづくり事業と

して、遥拝堰下流左岸高水敷整備工事費１億円

を予定しております。事業費のうち、９５００

万円は起債で、残り５００万円については、ま

ちづくり交流基金を充てる予定としております。 

 以上で、商工費の説明を終わり、続いて教育

費を説明いたします。 

 １１７ページをお願いします。１１７ページ

です。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費で、１億１８２３万３０００円を計上

いたしております。前年度から３７１１万９０

００円の減額となっております。減額の要因と

しましては、厚生会館が事務所棟の解体に伴い

休館に入る影響によるものでございまして、厚

生会館自主文化事業が６１２万５０００円、同

じく管理運営事業で２２１０万３０００円、同

じく施設整備事業で１１８８万７０００円が、

それぞれ減額となっております。 

 それでは、説明欄をお願いします。 

 ２行目の厚生会館自主文化事業５５４万３０

００円と、鏡の文化センター自主文化事業９２

３万９０００円でございます。 

 厚生会館が休館に入りますことから、全て鏡

文化センターでの開催となりますが、有名落語

家による落語会や、鏡文化センターの会館２０

周年記念事業として、世良公則ｗｉｔｈ渡辺美

里コンサートなどの自主文化事業を予定してお

ります。 

 特定財源として、自主文化事業入場料５４５

万７０００円を見込んでおります。 

 次のページをお願いします。下段でございま

す。 

 目６・文化財保護費で、２億３８３３万９０

００円を計上しております。前年度から１９４

９万３０００円の増額となっております。 

 増額の主な要因としましては、民俗伝統芸能

伝承館（仮称）整備事業で、解体工事費等で３

５２９万１０００円の増によるものでございま

す。 

 減額としましては、指定文化財保存管理事業

で、歴史文化基本構想策定の終了などにより９

７１万円の減、地震災害関連の地域コミュニテ

ィ施設等再建支援事業が１４３３万３０００円

の減等によるものでございます。 

 それでは、説明欄の３行目をお願いいたしま

す。 
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 伝統文化財保存事業８２６万４０００円は、

八代妙見祭神幸行列の維持継承に関する財政支

援と、安全な行事実施に必要な安全管理体制の

充実を図るもので、国指定文化財公開活用事業

補助金６７０万円、八代妙見祭活性化事業補助

金１５６万４０００円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 ２行目の伝統文化財復元修復事業は、ふるさ

と八代元気づくり応援基金を活用し、妙見祭神

幸行列の笠鉾で使用する水引幕新調整備補助４

６２万４０００円となっており、平成３１年度

は二之町の蘇鉄の水引幕新調及び塩屋町の迦陵

頻伽の水引幕調査を実施する予定です。 

 ３つ飛ばしまして、ユネスコ無形文化遺産活

用事業３１４万８０００円は、新規事業として、

本年１０月に開催されるラグビーワールドカッ

プを観戦に訪れる外国人や、九州外の方々をタ

ーゲットに、九州・山口の特色ある祭りを官民

一体となってＰＲする取り組み、祭りアイラン

ド九州事業への参加補助金２３５万５０００円

等を予定しております。 

 特定財源として、地方創生推進交付金１４２

万７０００円を予定しております。 

 次の民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業１

億１６７３万円は、ユネスコ無形文化遺産に登

録された八代妙見祭を初め、各地域の伝統文化

財を生かした本市の活性化が図られるよう、伝

統芸能伝承館を整備するものでございます。 

 ３１年度の事業内容は、実施設計業務委託４

６０２万４０００円、及び厚生会館別館の解体

工事費７０７０万６０００円となっております。 

 なお、施設整備費の予算等につきましては、

平成３１年度の６月議会に提案できればと考え

ております。 

 続きまして、社会体育費について御説明いた

します。 

 １１９ページの下段をごらんください。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目１・社

会体育総務費で、１億１３３５万９０００円を

計上しております。昨年度と比較し、３１４０

万４０００円の増額となっております。増額と

なりました主な要因としましては、２０１９年

の全国高校総体、それから女子ハンドボール世

界選手権大会を実施するための人員増及び応援

職員の時間外勤務手当など、職員給与経費３０

７０万２０００円の増等によるものでございま

す。 

 説明欄をお願いします。 

 ５行目のトップアスリート育成事業２８０万

円です。事業内容としましては、指定選手にフ

ィジカルやメンタル等の各種トレーニングを実

施するほか、必要な大会・強化合宿等への参加

支援などを行うものです。 

 次の八代っ子クラブ連絡協議会事業６９万７

０００円は、今回、教育委員会から移管した事

業でございまして、平成３１年度から小学校の

運動部活動が、社会教育に移行することに伴い、

受け皿となった、八代っ子クラブの円滑な運営

を支援する事業でございます。協議会の委員、

コーディネーターの謝礼が主なものでございま

す。 

 次のページをお願いします。 

 目２・社会体育事業費で１億９７８７万１０

００円を計上しております。前年度から１億６

８６万９０００円の増額となっております。 

 増額となりました主な要因としては、２０１

９女子ハンドボール世界選手権大会開催事業が

６１７０万円の増、平成３１年度全国高等学校

総合体育大会開催事業が４５０４万円の増など

によるものでございます。 

 それでは、説明欄の下から３行目をお願いい

たします。 

 大規模スポーツ大会等誘致事業７８１万３０

００円は、主な事業内容としまして、２０２０

年の東京オリンピックに関連した合宿等を誘致

するため、関連競技団体と連携し、誘致活動を
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行うものでございます。実行委員会の負担金５

００万円、大規模スポーツ大会等誘致旅費３７

万５０００円を予定しております。 

 特定財源として、地方創生推進交付金２６８

万７０００円、及びふるさと八代元気づくり応

援基金２６８万８０００円を活用して、実施い

たします。 

 次に、２０１９女子ハンドボール世界選手権

大会開催事業１億１７００万円でございます。

全額、まちづくり交流基金を活用した事業でご

ざいまして、内容としましては、世界選手権大

会の八代会場における会場整備費や、大会運営

費などに係る大会組織委員会への負担金７００

０万円、並びに大会成功に向けた市全体の機運

醸成のための広報・誘客活動や、小中学生等の

学校観戦に係る経費として、八代市実行委員会

への負担金４７００万円を予定しております。

大会は１１月３０日から１２月１５日まで開催

され、そのうち、５日間、１０試合が八代会場

で実施予定でございます。 

 次の平成３１年度全国高等学校総合体育大会

開催事業４９５４万円は、全額ふるさと八代元

気づくり応援基金を活用した事業でございまし

て、内容としましては、平成３１年度全国高校

総体のうち、本市を会場として開催されますバ

ドミントン競技及びアーチェリー競技の開催自

治体負担金として、バドミントン競技で２６８

９万１０００円、アーチェリー競技で１５４９

万３０００円、会場準備や運営補助に当たる八

代市実行委員会の負担金７１５万６０００円で

ございます。バドミントン競技は８月１日から

５日間、アーチェリー競技は８月８日から３日

間、実施予定でございます。 

 次に、目３・社会体育施設費で２億２１５万

９０００円を計上しております。前年度予算と

比較しますと、１億２３８０万９０００円の減

額となっております。減額の主な内容としまし

ては、総合体育館小アリーナ外壁改修及びトイ

レ洋式化工事などの終了により、総合体育館施

設整備事業が７２８５万５０００円の減、東陽

運動公園施設整備事業が６０７６万７０００円

の減などによるものでございます。 

 社会体育施設費の特定財源につきましては、

施設整備３事業分の起債６１５０万円、スポー

ツ振興くじ助成金５７２万５０００円のほか、

新規としまして、総合体育館の施設命名権料、

いわゆる、ネーミングライツとして２０５万円

を計上しております。 

 それでは、説明欄をお願いします。 

 ３行目、体育施設管理運営事業７９３９万７

０００円は、総合体育館から球技場までの８施

設に係る指定管理委託料として７１０６万円、

体育施設予約システム委託料として１７６万６

０００円、その他、突発修繕を含む修繕料とし

て４７６万９０００円等を予定しております。

指定管理者はＮＰＯ法人八代市体育協会となっ

ております。 

 次のページをごらんください。下から３行目

をお願いします。 

 総合体育館施設整備事業３７７１万７０００

円は、主なものとして、女子ハンド世界大会に

伴うものとして、会議室等の壁塗装や床改修と、

ファンルームのほか屋根防水改修等の修繕、合

わせて１８１８万６０００円、また、備品購入

費として、バドミントンコートマット７１５万

８０００円等を予定しております。 

 次のスポーツ・コミュニティ広場施設整備事

業９９０万円は、人工芝テニスコート張りかえ

改修１面分の工事費でございます。 

 次の東陽スポーツセンター施設整備事業１６

５０万円は、空調設備取りつけ修繕に係るもの

でございます。 

 以上で、商工費及び教育費のうち、経済文化

交流部関係分の説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、午前中



 

－30－

の審議は、第６款・商工費及び第９款・教育費

の説明までとし、休憩いたします。午後は１３

時２０分より開始いたします。よろしくお願い

します。 

（午後０時２０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２１分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）それでは、

先ほど小会前に歳出の第６款・商工費及び第９

款・教育費について、説明がございました。本

会に戻します。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） クルーズ船の事業が行

われて、ぜひ取り組んでいただきたい事業なん

ですが、ことし、いろんな活動がなされてます

よね。ことしはどの程度の入港を見込んどらる

っとかについてお知らせください。 

○国際港湾振興課長（南 和治君） 国際港湾

振興課、南です。よろしくお願いします。 

 ただいま御質問のことしの入港見込みという

ことかと思います。こちらのほう、県のほうに

確認しまして、平成３１年ですね。年度じゃな

くて年になりますけども、４０隻程度を見込ん

でいるということでお伺いしております。 

○委員（亀田英雄君） 済みません。私、１つ

忘れとったっが。近年の推移ば、ちょっと二、

三年お知らせていただければと思っとっとばっ

てん。４０隻って少なかですよね。なんか、と

いうふうにちょっと感じたんですが、その辺の

観測はどんなお持ちですか。 

○国際港湾振興課長（南 和治君） 済みませ

んでした。近年の入港ということですが、一昨

年前ですね、が６６隻ということで、それと昨

年が３０隻ということになってます。３１年が

４０隻という見込みということです。 

○委員（亀田英雄君） 失礼しました。ちょっ

と勘違いでした。しっかり取り組んでいただき

たいというふうに思います。 

 もう１点。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） ハンドボール負担金で

すたいね。どげんやったかな。ハンドボール等

誘致の負担金なんですが、多額の負担金である

と思うとですよ。基金からちゅうことだったん

ですが。これの使い道、使途はどこに行くのか

です、というのをちょっとお知らせいただきた

いというふうに思います。どんな使われ方をす

るのかについてです。 

○委員長（成松由紀夫君） 負担金の内容につ

いて。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）スポーツ振興

課の本村と申します。 

 亀田委員のお尋ねのですね、負担金はどのよ

うに使われるのかということでございますけど

も、まず、２０１９女子ハンドボール世界選手

権なんですけども、これは御存知のように４つ

の自治体で行われるところでございます。熊本

県、そして熊本市、そして八代市、山鹿市、こ

の４つの自治体で行われますけども、この運営

実施に当たっては、一般財団法人２０１９ハン

ドボール世界選手権というのがですね、４つの

自治体の代表者、そして日本ハンドボール協

会、熊本県ハンドボール協会などの代表者が集

まられてですね、一大の組織委員会がつくられ

ているところでございます。 

 これが２０１５年からですね、準備を始めら

れておりまして、２０１９年まで５カ年なんで

すけども、これで大体開催運営費が５４億程度

かかるというふうにされているところでござい

ます。 

 当然、会場地となる八代市、山鹿市もです

ね、――済みません。先ほどの５４億は全ての



 

－31－

会場でという意味なんですけども、八代市と山

鹿市も含まれた金額ということで、そこにです

ね、お金を負担金として入れるような形になり

ます。 

 内訳としましては、八代市が３１年度の予算

で計上している負担金７０００万円でございま

すけども、その内訳につきましては、主に仮設

経費。八代市の仮設経費。今は１２００席ほど

席があるんですけども、それをマックス２５０

０席までつくるということですので、それが国

際ハンドボール連盟だったり、そこから雇われ

た国際映像会社、そこら辺のレギュレーション

となっておりますので、そこの分の席をふやす

仮設ですね。それと諸室などの経費、そこがほ

とんどメーンとなるというところでございま

す。 

 それ以外に、共通の運営経費として、例えば

広報費だったり、渉外費だったり、世界に向け

てのですね、ＰＲだったり、その辺のところも

山鹿と八代市に分けて、その案分したのが負担

金というような感じになるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 今の説明が７０００万

の分ですよね。４７００万の分はどやんなっと

ですか。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） ４７００万は事務

局経費分でございますけども、これは熊本市、

八代市、山鹿市もそうなんですけども、それぞ

れでですね、学校観戦だったり、そういった事

業に取り組んでおられます。八代市について

は、その費用も入っておりますけども、それ以

外にですね、独自のＰＲ事業だったりとか、例

えば運営するシャトルバスですね、会場から。

八代市が駐車場が少ないもんで、その辺の独自

で運営を回す部分、そこら辺の部分も含めまし

て４７００万というようなところで試算してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 多額の費用がかかっ

て、多額の費用にはちょっと驚いたんですが、

このことがですよ、いっぱい入って、収入がい

っぱいあればよかっですが、もし仮に赤字が出

たらどうなるのかという。誰が負担するのかと

いう話と、黒字が出ればどこに行くのかという

話をわかっとっとですかね。その辺の話は。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） まず、運営経費で

ございますけども、先ほど申しましたように、

開催経費に５４億かかるということで、これは

当然収入も見込んでの話なんですけども、県と

の話の中で、 低限のところで収入は見込んで

いるというところでございます。要は赤字にな

る心配はないというようなところでございま

す。 

 ただ、黒字になったらどうなるのかというと

ころでございますけども、前回１９９７年、平

成９年に、男子の大会が熊本でですね、行われ

たんですけども、そのときはですね、たしか各

市町村にですね、出し前ごとに分配された、余

った分は分配されたというふうに記憶している

ところでございます。（委員亀田英雄君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 企業誘致対策事業につ

いてでございます。 

 近、非常に企業誘致のほうもですね、執行

部のほうで頑張られて、ふえてるところで、大

変嬉しく思っておりますが、今回、新規でオフ

ィス系企業誘致ビジョンというのが出ておりま

す。これは今から策定されるんだと思いますけ

ども、ある程度の骨子ができているのかですね。 
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 それと、オフィス系ですので、当然空きビル

なり、空き事務所ですかね。そういったところ

を誘致するということになろうかと思いますけ

ど、そのあたりは大体把握できているのかです

ね、そのあたりよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 商工政

策課、豊本でございます。よろしくお願いいた

します。 

 髙山委員お尋ねの件でございますが、今回予

定しておりますのが県の事業についてですけど

も、求職者がですね、特に希望されてる事務的

職業の求人を行う企業、具体的に言いますと、

ベンチャー企業とかですね、スタートアップ企

業と呼ばれている創業間もない将来性の高い企

業に対して誘致活動をぜひ展開していきたいな

というようなところ、そういったものを計画し

てですね、進めていきたいと。 

 先ほどお尋ねありました骨子というのがです

ね、実はまだちょっと組み立てられておらない

ところではございますが、来年度から取り組み

ましてですね、そこら辺をしっかりと行ってい

きたいということ。 

 それから、空きビルの件をお尋ねだったかと

思いますが、空きビルにつきましてはですね、

今でもホームページ上、私どもの課の中での八

代市のホームページになるんですけども、そち

らのほうに情報を提供しておりますし、随時で

すね、その辺の情報も収集をしていきながら、

掲載をしているところでございまして、御紹介

できるような内容にはなっているかと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（髙山正夫君） ありがとうございまし

た。 

 あと１つですね、オフィス系企業誘致という

のは、私あんまり聞いたことなかったもんです

から、例えば補助金の企業立地促進補助ってい

うんですかね。企業誘致立地促進補助だったで

すかね。そういうのはオフィス系については該

当になったですか。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 通常、

製造業系でですね、企業立地促進のほうのです

ね、条例のほうで決めております。それとは別

に、オフィス系というのは要領のほうで補助で

きるようにということでつくっております。 

 また、後でですね、条例の改正案も今回提案

いたしておりますが、その中でもまた御説明で

きればとは思っております。 

 以上でございます。 

○委員（髙山正夫君） ありがとうございまし

た。 

 またオフィス系に限らず、従来どおり工場誘

致のほうもよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（北園武広君） ９４ページの海外クル

ーズ船急増に伴う観光資源強化事業の中の新規

の実行委員会の事業費ということなんですけど

も、どういった事業関係が計画されておるのか

というのをお尋ねしたいと思います。 

○観光振興課長（田中辰哉君） 観光振興課の

田中でございます。よろしくお願いします。 

 ただいまお尋ねのクルーズ実行委員会のです

ね、活動ということで、冒頭部長のほうから説

明がありましたけども、クルーズの実行委員会

のほうはですね、３本の柱を基本としておりま

す。クルーズのお客さんを温かく迎えるという

ことが１つ。そして、利便性の向上。そして、

観光コンテンツの充実ということでしておりま

す。 

 簡単に申し上げますと、クルーズで来るお客

さんを温かく迎えて、ストレスなく滞在して、

楽しんでいただくということで取り組んでいる
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ところでございます。 

 その中でですね、今実行委員会で現在時点で

２９の事業で取り組んでいるところでございま

すけども、バスを見たら手を振る運動であった

りとか、ＷｉＦｉ環境の整備とか、楽しんでい

ただくための着地型の旅行商品の開発、そして、

多言語の観光パンフレット、多言語の飲食メニ

ューの整備等々をやっているところでございま

す。 

 今回ですね、このクルーズの実行委員会９０

０万計上しておりますけども、県のほうからも

一応実行委員会のほうには７００万ということ

で負担していただきまして、実行委員会として

合計１６００万ということでの活動をしていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） わかりました。せっか

くやるんでですね、しっかりとした使い道をや

っていただければなと思っております。 

 もう１点、済みません。よろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○委員（北園武広君） 次、１２０ページので

すね、体育施設管理運営事業の中のですね、球

技場がございますけども、今年度の球技場の使

用状況というか、経過も含めた中でお尋ねした

いと思いますけど。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答えます。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） こんにち

は。スポーツ振興課の小野と申します。 

 北園委員御質問の球技場の３０年度につきま

してはですね、まだ集計のほう出てませんけれ

ども、一応２９年度までの利用状況としまして

ですね、１年間に３１４３名の利用のほうがあ

っております。 

 どうしてもですね、今、あそこは天然芝であ

るためにですね、なかなか養生期間のほうをと

らないといけないということがあるもんですか

ら、そちらの養生期間をとりながらですね、適

宜利用のほうを進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○委員（北園武広君） 球技場に関しましては

ですね、天然芝もなんですけども、昨年、一昨

年でしたか、子供たちが使用して、捻挫とか、

骨折とかがあって、整地がなかなかされてなか

ったという部分があって、使用がかなり抑えら

れとったと思うとですけども、その辺で、せっ

かく管理費があるんであれば、将来見据えてか

らの話なんですけども、天然芝がいいのか、そ

のまま剥いで土のグラウンドにしたほうがいい

のかという部分に関しては、あり方検討委員会

の中でもですね、やっていただければなと思う

んですけども。済みません。意見になってしま

いました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 全般的なことでお尋ね

したいと思います。 

 商工費、それから教育費についての御説明い

ただいたところですが、来年度は非常に商工・

観光それから教育・スポーツ、とりわけですね、

新規事業がめじろ押しだというふうに思ってま

す。例えばスポーツで言うと、全国大会もとよ

り国際大会ということで、それに伴う予算も非

常に規模が大きいところですが、例えば９１ペ

ージですけれども、商工費の商工総務費、一般

職４２名分の人件費が計上してあるというふう

に受けとめておりますが、いわゆる従来の事務

等に加え、新年度新たな事業にも取り組まれる

という中において、体制ですね、それを担う職

員の総数、各部署の人員配置、ここら辺もセッ

トでないと目的が達成されないわけでありまし

て、部とされては、一つ一つの積み上げは難し

いかもしれませんけれども、来年度予算計上な

さった事務量に見合う体制は市として、組織と

してですね、今後充足しているというふうにお
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見立てか。いろんな意味で拡充、補充が必要と

いうふうなお考えか。足らざる部分は非常勤・

臨時等の採用もお考えか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） 西濵委員

のお尋ねの点は、非常にこちらとしても認識し

ておりまして、例えば、――。 

○委員長（成松由紀夫君） 座られてどうぞ。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） 失礼しま

した。 

 例えば、その点、作業量が多いこと、事務量

が多いことを非常に認識してます。ただ、例え

ばスポーツ振興課の事業で言えば、ハンドボー

ルもことし予行練習をできておりまして、実際

に初めてイベントをやることよりも、だいぶ手

間等は、効率はよくなると思いますので、それ

ほど大きな心配はしておりません。また、観光

振興課につきまして、毎年事務量の多さ、作業

量の多さは問題になっておりますが、観光振興

課も観光振興課とイベント推進課を分ける予定

でございまして、それにより、ＤＭＯと密接な

連携をとることで、実質的な事務量、効率的に

事務をこなすことによって、実質的な事務量を

減らしていけるのではないかと考えております。

当然、人員の補充のほうは要望は出しておりま

すので、その両面で、人員の補充の要望及び実

質的な事務作業の軽減という両面から対応して

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 大変わかりやすい御説

明ありがとうございました。部長のお話があり

ましたように、機構改変をですね、実情に見合

うように御予定だという点も十分承知してます。 

 部だけの問題だけでなくて、八代市全体とし

て限られた人員、人材の中でいかに効率的な成

果、効果を生み出すかがポイントだというふう

に思うところでございますが、国も挙げて働き

方改革が議論されておりますので、これから市

民ニーズに合うような公共サービス提供に当た

りましては、これからも当局に対しまして適正

な人員配置についてまた御要望等を引き続きな

されたらなと思います。 

 職員の皆様の奮闘に期待したいと思います。

ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） いいですか。 

○委員（西濵和博君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 関連で、この際、

暫時、副委員長と交代いたします。 

○副委員長（西濵和博君） それでは、委員長

職を交代したいと思います。そのほか、意見、

質疑ありますでしょうか。 

○委員（成松由紀夫君） 今、西濵委員のほう

からありました関連なんですけれども、１１９

ページのトップアスリート育成事業、これが２

８０万ということで、前回、もう少しアスリー

ト、トップアスリートをやっていくという部分

では予算をつけられていいんじゃないんだろう

かというような御指摘をさせていただいたとこ

ろがあります。 

 しっかりですね、今いろいろとるる説明があ

ったとおり、担当部署、スポーツ振興課は大変

頑張っておられますし、経済文化交流部で言う

と、ツナガルインターンシップにしろ、特に海

外クルーズ船の、この地方創生の推進交付金１

億以上のものであったり、ツナガルの２０００

万以上の予算あたりもですね、推進交付金とい

うことで、大変部長が奮闘されて、国と県との

部分で一生懸命やられてるというのも理解して

る中で、その中で地方創生と絡めて、少しスポ

ーツのほうにできないかなというのがあるんで

すよね。 

 先ほど副委員長からありましたように、こと

しは世界ハンド、それにまたインターハイ。イ

ンターハイなんかもですね、我々も現役当時、

あちらこちら地方に行って、民泊だったりいろ

んなことがあるんですが、非常に熱狂的な中に、
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まだ観衆も多くて、経済波及効果なんていうも

のも非常に期待されるようなところがあるんで

すよね。例えば、北海道のまだあのころ夕張が

非常に傾いてましたが、我々があの当時、夕張

で相撲競技があった中で、１晩で、１日ですご

く町の景気が変わったんだろうというような状

況があったり、そういうのも地方創生と作文す

るときにですね、鉛筆なめなめと言いますか、

何とか結びついて予算を持ってこれないのかな

というところで、１点がトップアスリートも含

めたですね、例えば次のページの、１２０ペー

ジのスポーツ拠点づくり推進事業であったり、

大規模スポーツ大会誘致事業４００万とか、７

００万という、１００万単位なんですけども、

こいったところにもですね、少し、――贅沢に

ということではなくて、実質的にもうちょっと

図れると、例えば、卓球もそうですよね。卓球

であったり、スケート。スケートなんかも、中

長期的な視野を入れて、例えば、小学校であっ

たり、中学校、小中高校、そして大学、実業団

であったり、そういう仕組みづくりなんですよ

ね。そういうところにはどうしても経費的なこ

とが関わってくる。それと地方創生をコラボし

てという、絡めてというようなことでいくと、

その考えが今担当課にどうかなと。 

 というのも、先ほど部長がことし予行演習的

にアジア大会。私は成功だったなと、よく頑張

られたなと思います。中次長が奮闘されている

のもよくお見かけ体育館でしておりましたけれ

ども、そういった中で、スポ振の皆さん方一致

団結してですね、やった中で、いよいよことし

は本番、世界ハンドボール。それを、そういっ

たことが今回八代のきっかけとなる部分で、来

年を見通した地方創生の考え方の予算建ての考

え方が総じて１つ。 

 それと、１２０ページなんですが、スポーツ

大会出場奨励費を６００万ということですけど

も、これもですね、結局、八代っ子クラブ連絡

協議会事業で６９万ということなんですが、こ

れも以前一般質問したときにですね、学校教育

課が主体性を持って取り組んで、連携していく

というのはわかります。しかし、いよいよ社会

体育事業となってくると、これはどうしてもス

ポ振にいろんなことが関わってくるというか、

そういうところで６９万ということになるとで

すね、今現場で起きている問題というのは、社

会体育費に移行すると、教育委員会からある程

度予算的なものがおりてきてたものがおりてこ

ない。となると、やっぱりクラブチームとかリ

トルリーグじゃないんですが、いろいろな運営

資金に苦労する。そこをやはり保護者と子供た

ちが、――中学生になるとですね、教育委員会

がいろいろやってくれますけれども、やっぱ小

学校の高学年の段階で、意識の高い子供たち、

例えば、県外に出ていくであるとか、将来はプ

ロになりたいとか、大学・実業団、いろんな今

バドミントンの福島選手だったり、嘉村選手だ

ったり、いろいろとありますけれども、そうい

ったところで、今社会体育で活動していく部分

の金目の話っていうのが非常に保護者の皆さん

方もですね、文化面もそうです。吹奏楽も含め

て、物品販売とか、物販して、お父さん、お母

さん、みんな手分けして売って、そしてやっと

資金つくって、出場はするんだけども、やっぱ

り、じゃあその次の全国大会、仮に２つ目が出

場権握ったときに、やっぱりいっぱいいっぱい

で、吹奏楽なんかは特に道具を送ったりする輸

送賃が物すごくかかるとか、それぞれ課題があ

るわけですよね。なので、そういったところを、

予算面の八代っ子クラブの考え方だったり、ト

ップアスリート事業の予算の考え方が１つと、

あとスポーツ拠点とか、大規模スポーツ大会の

誘致事業の４００万、７００万の内容が今現状

どういう状況か。それと、各種スポーツ大会の

出場奨励費の枠組みもですね、少し範囲を広げ

ないと、八代っ子クラブとの整合性がちょっと
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つかないのかなというふうに思います。 

 各種競技団体、それと現場の指導者、保護者

からいろんな話がありますので、武道館等につ

いてはですね、質問でしっかりやり取りできま

したので、その予算の考え方と、スポーツ拠点、

大規模スポーツ、それとスポーツ大会出場奨励

の中身と考え方について少し総じて、余り詳し

くなくてもいいので、話せる範囲でよろしいで

すか。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） まず、総

論部分について、私から申し上げさせていただ

きます。 

 大きな部分での地方創生とスポーツの関係で

一番今ある八代市のイベント等を簡単に、一番

簡単にダイレクトに結びつけるとしたら、やは

り国際大会、ハンドボールの国際大会の開催、

インターハイの開催、さらに今検討中、誘致中

ですが、東京オリンピックの事前キャンプの誘

致を通してですね、特にこれを開催したという

実績をもとに、大学や学生や実業団等の合宿の

誘致によって、特に宿等に、宿泊業、飲食業等

にお金が落ちるという形が一番想像しやすい、

一番ダイレクトにつなげやすいところであり、

スポーツツーリズムという言葉もありますよう

に、そこにつなげて、国の事業として予算を取

ってくるという考えもございます。 

 それに加えまして、先日、旅館組合の方々と

意見交換した際にも周知させていただいたんで

すが、こちらで大会がある、八代市で県大会以

上のレベル、市外から、遠いところから選手の

方がいらっしゃる大会というのは、どのように

スケジュールを把握すればいいかということに

関しても、スポーツ振興課と旅館組合のほうで

しっかりと意見交換のほうをして、両方が伝わ

るようになっておりますので、徐々にですね、

大会や合宿等がふえて、飲食業、宿泊業を中心

とした方々にお金が落ちるシステムになればい

いと考えております。 

 各論につきましては、担当課のほうから御説

明させていただきます。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） まず、委

員の御質問のですね、八代っ子クラブの事業に

ついてですけれども、今少し安いんじゃないか

という話ではあるんですけれども、今回の事業

としましては、八代っ子クラブ連絡協議会のほ

うをですね、４月より立ち上げまして、その会

議の中で各小学校の指導者、保護者等からです

ね、さまざまな意見のほうが挙がってくるのが

想定されます。それをまず吸い上げるというた

めの会議のほう開催をするということと、また

指導者のほうがですね、これまで小学校の先生

方から社会人の方になるということで、どうし

ても八代っ子クラブというのが教育的側面を備

えたクラブ活動ということになりますのでです

ね、その辺の質の向上ということで、講習会等

のほうを開催するというところでの経費のほう

を一応計上しております。 

 今後ですね、その中でさまざまな課題であっ

たりが挙がってきた場合にですね、当然施設の

改修であるとか、運営面での話とかということ

で、どうしても予算が必要になってくるという

場合になればですね、当然次年度以降、また予

算のほうを計上することになるかもしれません

し、そのときは、今八代っ子クラブ自体が教育

施設、学校施設を利用するということになって

おりますので、そちらについてはですね、教育

委員会のほうとも連携を密にして対応したいと

いうふうに考えております。 

 トップアスリート事業につきましてはですね、

一応今現在平成３１年度までの事業ということ

でですね、こちらにつきましては、八代市のＮ

ＰＯ法人八代市体育協会のほうに委託して実施

している事業ということで、こちらにつきまし

てもですね、大きくメンタルとか、フィジカル

の測定でありますとか、あと各種遠征とかの補

助等に利用していただくということで、こちら
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のほうでですね、奨励費ともあわせて一応利用

のほうは可能ということで、今やっております。

内容につきましてはですね、今後事業主体であ

る体育協会のほうとまた連携をしてですね、よ

りよい事業ができるように考えております。 

 あわせて、奨励費のほうですけれども、こち

らにつきましてはですね、委員の皆様、あと一

般の方からもですね、さまざまな意見のほうを

いただいているところでございますけれども、

こちらにつきましてもですね、奨励費の内容等

につきましては、いろんな意見を踏まえまして、

随時今後また見直しのほうを図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 拠点づくりと大規模

スポーツ大会の誘致事業も、内容というか、予

算の内訳を大まかによろしいですか。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） こんにちは。スポ

ーツ振興課、本村です。 

 成松委員さんのですね、約７８０万の大規模

スポーツの用途というか、使い道はという御質

問なんですけども、この中には、まず約２４０

万ぐらい、これは大会誘致補助金、そして合宿

誘致補助金、誘客ですね。誘客となるのは、イ

ンセンティブとなる補助金が盛り込まれており

ます。残りにつきまして、５００万がですね、

東京オリンピック・パラリンピックの事前キャ

ンプの誘致事業費というふうに、これは負担金

なんですけれども、予算を計上させていただい

ているところでございます。これは、平成２９

年の１２月に実行委員会を立ち上げまして、そ

こでですね、台湾のバドミントンをですね、現

在誘致しているところでございます。これに５

００万円。残りのですね、４０万程度あるんで

すけども、これは東京の旅行代理店、こちらの

ほうにですね、うちの合宿のですね、セールス

のほうに行ってる旅費でございます。 

 昨年はですね、こういった実績も含めまして、

中央大学の軟式の野球さんだったりとか、新た

に大垣ミナモさん、ソフトボールの。そしてタ

カギ北九州ウォーターウェーブとか、いろんな

新しいですね、新規の団体さんが八代のほうで

合宿をされてるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 部長を初め的確な答

弁、そしてまた大変一貫性があるなと。久しぶ

りにすかっとした答弁もらったなと思います。

と言うのが、八代っ子クラブのやっぱり今、こ

れからというのが非常に課題。外部指導者の問

題、それだったり、必要な予算等々ですけれど

も、今小野課長からあったように、今後必要な

予算措置はやっていくと。とりあえず今、今回

の部分は会議と、それと外部指導者の質の向上

ということで講習会等々の準備資金だというよ

うな話で、今後必要があれば予算措置を各競技

団体と協力しながらというようなお話もあった

ので、特にですね、一昨年選挙前ですか。体協

問題で八代がざわざわなったときに、やっぱり

競技団体であったり、体協とか、ああいうとこ

ろのですね、非常に御意見とか、考え方という

のは、我々議会もいろんな意味で勉強させられ

たところがありまして、そういうところでこの

八代っ子クラブの部分がどうしても競技団体、

体協、そういったものが今小学校の一番の子供

たちの底辺拡大の入り口、そしてその保護者の

皆さん方をどういうふうに理解させていくかと

いう大事なところが会議等々で今後協力しなが

ら予算措置をというような答弁。 

 それと、トップアスリートについても、内容

を体協と詰めていくということでですね、非常

に今バドミントンであったり、八代の子供たち

が、それは野球だろうが、何だろうがそうなん

ですけど、いろんな場面、そしていろんな地方

で活躍してるというような現状がありますので、

体協としっかり詰めていただくというような話



 

－38－

でした。 

 それと、補助金についても今後拡充も考えて

いくというようなことですので、そういったと

ころもですね、丁寧に対応されるお考えがある

と。 

 そして、私が 後にちょっと１つ聞いたとこ

ろのスポーツ拠点と大規模スポーツ大会の誘致

事業の部分というのは、やはりそういった今、

ことしそれだけの大規模なやつがある。それを

一生懸命誘致してる。台湾のバドミントンの話

も出ましたが。私も委員として、現状をですね、

市長の随行で見たときにも、やっぱり非常に誘

致をしていくということは重要なことなんだな

という認識もしました。それと、八代の子供た

ちと台湾の子供たちがですね、やっぱ生き生き

と交流をしてましたですね。試合もそうですが、

歓迎会も含めて、ちょっと体育館でも現場を見

ましたけれども。そういったことに非常に先進

的に取り組んでいただいてる。それが 終的に

先ほど山本部長が言われたそういう国際大会、

全国大会、合宿誘致の実績を持って、地方創生

と絡めたり、国の予算を取ってくる考え方はあ

りなんだよというようなお話なので、それが非

常に部長がですね、国・県、飛び回っておられ

ますが、現場と一貫性を持って合致した今流れ

で動いてるんだなというのは、非常に感じとれ

ましたし、また、スポーツ大会とか、そういっ

たことが経済波及効果では一番手っ取り早いと

いうような側面もありますので、ぜひ今の考え

方を持って、頑張っていただきたいなと。安心

いたしました。ありがとうございました。 

○副委員長（西濵和博君） よろしいでしょう

か。それでは、委員長職を委員長と交代いたし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、委員長

に戻ります。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 私もトップアスリート

育成事業について、ちょっとそもそも論になっ

て恐縮なんですけど、確認の意味を込めてお尋

ねしたいと思います。 

 文字どおりオリンピックへの出場、当地から

という思いも込めての委託事業かというふうに

思うんですが、トップアスリートと言えば、健

常者のオリンピック、一方では、障害、ハンデ

ィを持たれた方のパラリンピックも同年開催で

ございます。 

 本市のトップアスリート育成事業の対象とし

ては、これまで障害を持たれた方についてそう

いう門戸を開かれているのか、あるいは今後ど

のようなお考えでいらっしゃるのか、御見解を

お聞きしたいと思います。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 西濵委員

御質問のこれまでのトップアスリートにつきま

して、障害、パラリンピックの選手についてと

いう話で、正直今、現在のですね、指定選手に

ついては一般のオリンピックに該当するような

選手を指定して、強化のほうを行っていただい

てるという形になっております。 

 パラリンピック、今後ですね、パラリンピッ

クの選手を指定するかどうか。今、先ほど御説

明しましたように、今回、今トップアスリート

事業というのがオリンピックまでということで、

平成３１年度までという形でですね、八代市独

自で今やっているというところがありますので、

その選定方法についてはですね、なかなか競技

団体、競技の内容で、要は団体の競技から１人

選ぶのか、それとも個人で、記録がいい人を選

ぶのかとか、いろいろな方が選定方法について

これまでも市のほう、体育協会のほうともです

ね、かなり議論をした中で、今指定をしている

ような段階でありまして、そこの辺の基準につ

きましてもまた繰り返しになりますけど、体育

協会のほうともですね、協議をしまして、どう

いった方法で今回指定するかというのは、再度

検討した上でですね、今御意見のほうも見まし
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て、指定のほうをさせていただければというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 広く全国見ましても、

本市と同様な性格の育成事業等については、健

常者の支援というのがおおむね多いかなという

ふうに私も見ておりますが、やはり、健常な方

も障害を持った方も同じように人生歩んで、目

指していかれるわけでございますので、そこの

部分の検討について、今後ですね、考えを及ば

せていただくという御意見いただきましたので、

大変ありがたく思います。 

 ちなみにですけど、八代で言うと、毎週日曜

日の午前中、サンライフでですね、そういう障

害を持った方たちの集まりだとかもあっており

ますし、また競技別には非常にいい成績をお持

ちの方も本市にはいらっしゃると認識していま

すので、そこのところの御配慮をですね、ぜひ

ともしていただければと、私からのお願いにか

えておきます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。意見、――もとい。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） こんにちは。済み

ません。先ほどの西濵委員の質問で、パラリン

ピックは入ってないのかというところでござい

ますけども、済みません。私がですね、小野課

長が来られたばっかりの部分がありまして、ち

ょっと渡した資料の古い部分がありまして、実

は昨年度からですね、パラリンピックの選手も

ですね、指定に入れるようになっとります。も

ちろん、この要綱につきましては、体育協会さ

んでつくられるんですけども。 

 ただ、現状は、今中学生、高校生が対象です

ので、御存知のようにうちの市の職員でですね、

垣田君が指定選手に選ばれるほど優秀な選手も

いるんですけども、垣田選手につきましては、

大人ということで対象にはなってないというと

ころでございます。 

 それで、パラリンピックについては、昨年度

から体育協会のほうとですね、協議しまして、

対象になるということです。済みません。小野

課長には古い資料をお渡ししまして。（｢そう

いうこと」と呼ぶ者あり） 

 訂正します。 

○委員（西濵和博君） 私の認識不足もあって、

御丁寧に補足説明いただきまして安心しました。

引き続きですね、よりよい環境づくりのため、

御尽力いただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（増田一喜君） ユネスコ無形文化遺産

活用事業というところで、八代妙見祭の案内所

兼お土産販売所設置事業とか、今あります。あ

そこでこんなことをやりだすと、お客さんがど

んどん、どんどん来ると思うんですよ。 

 ところが、あそこには公衆トイレちゅうのが

ないんですよね。妙見さんに行けばトイレはあ

りますけれども、あそこまで行かな、途中の沿

道筋ちゅうか、道路端にないけん、妙見祭なん

かあったときにトイレに困らす人たちがたくさ

ん出てきやせんかな。宮地の現場のほうでは、

結構前から公衆トイレが欲しいな、欲しいなと

いうようなお声を聞いてたもんだから、こうい

うのがあれば、公衆トイレを設置するというよ

うな考えを検討していただければと。次回の予

算組みのときにですね、と思います。それが１

つ。 

 それから、もう一つはですね、民俗伝統芸能

伝承館というのがいよいよ解体が始まって、建
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設に向けて始動始めると思うんですけれども、

前にも関係者の人に言ったんですけれども、行

政にそういうのを預けて保存してもらうみたい

になってくると、祭りに対する皆さんの士気が

低下しやせぬかなというのが物すごく心配にな

るわけですね。行政のほうはそういう関係者の

人たちの士気の低下がないような形で見守って

いってほしいなという気がいたしておりますの

で、どうぞその辺は御配慮願いたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。まあ、１点、

意見なり要望なりちゅうことで、お願いしたい

と思います。以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに。 

○委員（亀田英雄君） 経済文化交流部におき

ましてはですね、企業誘致も順調ですし、クル

ーズ船の取り組みもですね、船がふえるという

ことでありますし、大型のですね、スポーツイ

ベントも誘致されるということで、いい流れで

来とるというふうに思うんですよ。だけん、ま

あいい流れで来とる。このチャンスをですね、

しっかりと捕まえてほしい。その責任感をとい

う意味で、意識を高く持って進めていただきた

い。若干、先ほどからありますように、仕事量

の多い点はちょっと気になる点ですが、しっか

りですね、その点も押さえながら頑張っていた

だきたいというふうに思います。金が落ちる仕

組みなんかもですね、考えておられるというこ

とで、まだ実感として八代の町がですね、しっ

かりにぎやかになるようにですね、取り組みを

進めていただきたいなということを強く要望し

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに。 

○委員（西濵和博君） ９３ページでございま

すけれども、駅の中に設けてある案内所のこと

なんですが、新八代駅の案内所、観光物産案内

所という名称、それから２月にオープンした新

しい八代駅、萩原の駅には観光案内所というこ

とで、あえて観光の後に物産を入れる、入れな

いということで何か持っている機能、役割が違

うのかなとかも思ったりもするんですけれども、

私個人が思うに、八代、萩原の駅であってもで

すね、観光だけでなく、お尋ねがあったら当然

八代地域の物産のことについても御案内される

んじゃないかなと思うと、あえて観光物産、観

光というふうに分ける必然性があったりするの

かなとか思ったりもしてですね。市外からお出

でになる方におかれては新八代駅の観光案内所、

萩原の観光案内所、その中で観光も物産もお話

を伺えるっていうことで、何かおさまりそうな

気がするんですけど。お答えは結構なんですけ

れども、今後のこととしてちょっと御検討いた

だければなというところです。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第４号・平成３１年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３４号・平成３１年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第３４

号・平成３１年度八代市一般会計補正予算・第

１号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳出の第６款・商工費について、

経済文化交流部から説明を願います。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） 経済企業

委員会に付託されました議案第３４号・平成３
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１年度八代市一般会計補正予算・第１号のうち、

経済文化交流部に係る部分につきまして、次長

の岩崎のほうから御説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済文

化交流部次長の岩崎でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、座って説明させていただき

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） それで

は、議案第３４号・平成３１年度・２０１９年

度八代市一般会計補正予算書・第１号の２６ペ

ージをお願いいたします。 

 款６・商工費、項１・商工費の計の欄をごら

んください。補正額４７９０万８０００円を計

上し、補正後の額を１８億８５２８万円として

おります。 

 前のページに戻っていただきますと、２５ペ

ージをごらんください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費、補正額１００万円を計上し、補正後の額

を３億３１５５万５０００円としております。 

 これは、次に説明いたします、プレミアム付

商品券事業の実施に伴います職員の時間外勤務

手当を見込んだものでございます。 

 次に、目２・商工振興費で、補正額４４６７

万９０００円を計上し、補正後の額を１０億１

２８万９０００円としております。 

 内訳としましては、商品券募集チラシ等印刷

製本費として、３１３４万７０００円、引換券

などの郵送料３４８万５０００円、システム構

築など委託料２９１万６０００円などとなって

おります。事業名は、プレミアム付商品券事業

でございます。 

 まずは、この事業の概要について、お手元に

配付させていただきました資料をもとに説明さ

せていただきます。Ａ４の横とじの資料になり

ます。 

 本年、１０月１日から消費税及び地方消費税

率が１０％に引き上げられますが、経済の回復

基調に影響を及ぼさないよう、プレミアム付商

品券を販売する市町村に対して、国が全額補助

するものです。 

 対象としましては、２０１９年度の住民税が

非課税の方、それと３歳未満のお子様がいらっ

しゃる世帯の世帯主となります。 

 次に、１人当たりの購入限度額でございます

が、２万５０００円となります。対象のお子様

がいらっしゃる場合は、２万５０００円掛ける

人数分となります。 

 この２万５０００円のうち、５０００円分が

プレミアム分となります。 

 また、使用可能期間は、消費税引き上げが予

定される１０月１日開始を目標とするとともに、

取り扱い事業者につきましては、市内の店舗か

ら幅広く対象として、公募したいと考えており

ます。 

 なお、今回の補正は商品券販売の準備に係る

経費、いわゆる事務費のみを計上いたしており

ます。プレミアム分５０００円を含んだ事業者

への支払経費、いわゆる事業費分については、

対象者の基準日が６月１日となっておりますの

で、精査の上、６月議会に提案できればと考え

ております。 

 続きまして、２６ページをごらんください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・観光費、

補正額２２２万９０００円を計上し、補正後の

額を５億５２４３万６０００円といたしており

ます。補正額は全て一般財源でございます。 

 これは、市の観光振興課及び新設予定のイベ

ント推進課とＤＭＯやつしろの執務場所を同一

の建物内にすることにより、事業を効率的かつ

効果的に推進するために要する費用を計上する

ものです。 
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 補正額の主な内訳としましては、経済文化交

流部が現在入居しているビル内執務室の間仕切

り及びくまナンステーションのあるビルの２階

に設置する空調購入費としまして１０２万８０

００円、くまナンステーションのあるビルの２

階の執務室使用料としまして５６万５０００円、

その他、イントラネット設備関係費など６３万

６０００円としております。 

 具体的な内容としましては、九州国際スリー

デーマーチが終了しました本年６月から新庁舎

への入居が可能となるまでの期間、観光振興課

とＤＭＯの企画部門を、現在観光振興課が入居

しておりますビル内に、また、新設予定のイベ

ント推進課とＤＭＯやつしろの事業部門を本町

にある、くまナンステーションのあるビル内に

執務室を構えるものです。 

 その背景としましては、市観光部門と市の観

光協会的存在でもありますＤＭＯやつしろは、

八代の地域経済の活性化を目的として、残り２

年となりました地方創生推進交付金事業を初め

とする観光地づくりを進めています。さらに、

２０１９年度末に、国・県・船社のロイヤル・

カリビアン社による八代港国際クルーズ拠点が

整備される予定となっており、市としましても

完成までの約１年の間に、加速化してクルーズ

船客の受け入れ環境を整える必要があります。

しかしながら、執務室が現在それぞれ別々の場

所にあるために、強力な連携とは言えない場合

が見受けられます。 

 そこで、この重要な時期に、これまで離れて

いた市とＤＭＯやつしろの執務室を同一建物内

に設置することにより、これまでより迅速に、

一体的に、効率的かつ効果的に事業が推進され、

ＤＭＯやつしろの自立的・継続的な組織運営に

より、観光地づくりが進み、地域経済活性化の

一助になるものと考えているところでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（増田一喜君） 観光振興一般事務事業

ということで、ＤＭＯと行政が１つの部屋の中

でということですけども、これ書いてあるのは、

イベント事業を円滑に進めていくためとしてい

るけど、もっと具体的に言ったら、どんなあれ

なんですかね。今までのとおりではだめだとい

うような意識があるんでしょうか。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） イベン

ト推進課ができましたのは、そもそも現在観光

振興課で観光施策もやってますし、あわせてイ

ベントも、大きなイベントを多くやっておりま

す。そういった中で、なかなか政策部分に傾注

することができずに行われていると。ＰＤＣＡ

サイクルをですね、十分回すことができない状

況ということで、今回新しくイベント推進課を

設置する予定としておりますけれども、イベン

ト推進課はどういう業務を行うかといいますと、

３大のイベントをやる予定です。全国花火競技

大会、それからスリーデーマーチ、それからく

ま川祭り、この３つをメーンに事業を展開しよ

うというところです。 

 ただ、これまで市を事業主体として事業を展

開してきましたけれども、効率的かつ効果的な

事業を進めるためには、将来民間委託したほう

がベストだろうなというふうな考えのもとで、

今回近くにイベント推進課とＤＭＯの事業部門

が近くで仕事をすることによって、ＤＭＯを中

心とする民間への移行をですね、進めようとい

う狙いがあるところでございます。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） 今言われたように、ゆ

くゆくは民間委託をしたいというふうなこと、

大変いいことだと思います。 

 私は、個人的に見れば、これも昔失敗した第
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３セクターか、何かそういうふうな雰囲気を受

けるわけですよね。何か親方日の丸と。行政が

あんまり関わっていくと、べったりと行政に頼

ってしまうと。今もそういう状況が行政として

は見えるのかなと。だから行政のほうからちょ

っと𠮟咤激励みたいな感じでされるのかなと。

それはいいことであろうとは思いますけどです

ね。あまりＤＭＯのやる内容にまで、事細かく

口出しするちゅうのも越権行為になるのかなと

いう気もしますけれども。 

 しかし、やはり動きが遅いということであれ

ば、そこらあたりもいたし方ない部分があるの

かなとは思いますけれども。これは途中でもう

見きわめないけんとは思うんですよね。いつま

でも行政べったりと。大体ＤＭＯは、一応名前

は変わりました。法人の、国が政策で出してき

た中に乗っかってますけれども。それがシティ

プロモーション、それから、よかとこ宣伝隊と

いうふうにずっと変わってきますけど、 初が

５年だったか、シティプロモーションは立ち上

げて独立するまで５年の中で独立しようという

けども、それがまた５年延びて１０年。１０年

がまたゴソゴソっとして、現在のＤＭＯに変わ

るまで、ずっとやってきてるだけでしょう。結

局は、やっと形は独立したという形ですけども、

内容的にはまだしてないということは、どうな

んだろうなという心配があります。だからそこ

らあたりを早く、ここに書いてあるように独立

して、自分たちでやる。だから、もう民間にな

らないけんわけですね。そこに、しっかり委託

すると。行政はそれをチェックするだけ。補助

金やって、これをやってくださいって言ってす

るんだったら、チェックするだけじゃない。今

でも行政の人たちはもう現場に行って、委託し

た先と一緒になって、一生懸命弁当配ったり、

椅子の運搬をしたりとかされてますけれども、

何のため補助やってんのかなというような、ち

ょっとそういう気もしないでもないんですけれ

ども。そういう状態じゃなくて、もうチェック

リスト持っていって、これは幾つそろえました

か、そろいましたかと、その程度でいいと思う

んですよ。ほとんど観光振興課の人たちは総出

で行って、やってるような状態ですね。それも

ちょっと考えものかなというふうに思っており

ます。これは１つの意見です。 

 それから、もう一ついいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○委員（増田一喜君） このプレミアム付商品

券と、これは６月に計上したいというような先

ほどの話、補正を組みたいって。このプレミア

ムちゅうとは、これは過去２回ぐらいあってま

すけれども、なかなかですね、１回目は売れ残

って、それを今度さばくのに大変な思いをした

というような。２回目は、今度はさっと１日で

売れた。売れ過ぎたくらい売れたということ。

だけど、そこでまた１人が買い占めたとかいう。

これは、対象者が低所得者というふうな感じに

なってますから、それはないとは思いますよ。

だけども、こうやって安くなれば、誰かが金を

集めて、また同じような状況が起きるかもしれ

ません。 

 だけど、目的はお金を市場に回すちゅうこと

が目的だろうと思いますから、それも考えれば

ありなのかなという気はいたします。ばってん、

そこまで目は行政として届かないでしょうもん。

目的は、１人に２.５万ですか。これぐらいま

でしか販売はしない。それだけでしか買いなす

なよというふうに言ってるけれども、やっぱり

こっそりと、いやいやあの人も一緒にですと言

って買う場合もあるから、そこまでいちいちと

がめよったんでは、市場にお金が回らないと思

うんで、そういう心配があるんですけど、それ

はどういうふうに考えられてるのかなと。それ

が１つ。質問はそれです。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 次長の

中でございます。よろしくお願いします。 
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 今回のプレミアム付商品券事業につきまして

は、低所得者、それから子育て世帯を対象とし

て、福祉的な視点と、それから市内の事業所で

使うということで、事業者の下支えをするとい

う２つの視点から取り組む事業でございます。 

 今、委員さんから御心配がございましたとお

り、売れ残ってもだめだし、殺到してもいかん

ということで、これまで行ってきた事業の反省

点等を踏まえまして、対象等になる方々にはち

ゃんと届くように。それから、いわゆる買い占

めというようなことがないように、きちんと使

われる対象者を確認した上で、対象者にくまな

く届くような販売方法、そこらあたりを検討し

ていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（増田一喜君） そういう対策はしてる

と言うけど、なかなかですね、こっちの思うよ

うにはいかない部分がありますので。前回なん

かそうでしょう。できるだけ早く出るようにと

したけれども、議会で議決して、オーケーを出

したけれども、 終的には市長呼んで来い、副

市長呼んで来い。謝罪させろとかね。それは責

任だと、こんな混乱を起こしたとか何とかと言

って、署名運動まで起きたような状況がありま

すから。これはないとは思うんですけどね。そ

ういうこともあり得るのかなと。過去のことを

振り返れば、あるのかなということが１つ心配

になりましたけど、そういうことがないように、

我々もそういうことがないように、聞かれたら

お話はしたいと思いますので、その点よろしく

お願いしときます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） ちょっとプレミアム付

商品券のことについてですが、ちょっと伺っと

りますと、前回までは希望者だったと。だけん、

前回との大きな違いという点について、私はち

ょっと聞きたかったんですが、前回は希望者と

いうことでよかったんですかね。今回は対象者

ということで、執行残がない取り組みというこ

とでちょっと今伺ったんですが、そんな解釈の

仕方でよかったんですかな。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 今委員

さんがおっしゃいましたように、対象者が限定

されておりますので、年齢の場合はしっかり市

のほうでも把握しておりますし、非課税の方と

いってもしっかり把握できておりますので、そ

の中で対象者になった方にはきちんとお知らせ

をして、購入をいただいて、地域にお金を落と

していただくということをしっかりやっていき

たいと。（委員亀田英雄君「わかりました」と

呼ぶ）以上です。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。概算で、

６月に報告とあるんですが、概算での試算とい

うのは行われてはないんですか。事業費は。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） お答え

いたします。現在の試算では、３歳未満の方、

それから非課税の方を合わせまして３万４００

０人と数をはじいております。これは精査前の

数字ですので、実際に基準日がまいりましてか

ら精査いたしますけども、その方々に２万５０

００円分を販売すると。それが全部使われれば、

８億５０００万になる見込みです。 

 でも、そのうち、本人さんたちが支払われる

購入代が６億８０００万となりますので、その

差額の１億７０００万、これが国の補助費とい

うことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） プレミアム付商品券に

ちょっと関連なんですけど、細かなことを今聞

くのは失礼になるかと思うんですが、購入者と

なる対象者という（２）ですけど、３歳未満の

お子さんがいらっしゃる世帯ということで、そ

の基準日を仮に６月１日としますと、購入でき
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る期間までがその期間なんでしょうけど、それ

こそ赤ちゃんで生まれられたりとか、もうその

前に３歳迎えられたりとか、随時時系的に動く、

変動するわけですよね。そういう届け出を市が

公的な情報として共有して、対象者を限定して

通知するって、そんなことが前回と違う、特別

な事情があるような気がするんですけど、そう

なると、漏れがないようにしないとですね、大

変でしょうから、そこら辺の対応策というのは

国は何かお示ししていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が行きますか。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） お答え

します。基準日で判断するということになるん

ですけども、実は今お手元にお配りしておりま

す資料では６月１日までに生まれた方というよ

うなことなんですけども、国のほうもここあた

りを拡大することができるのか、いろいろ検討

されてまして、ちょっと国からＱ＆Ａと言いま

すか、事業面についてのアドバイスは来るんで

すけども、そこあたりも多少変動している部分

ではあります。ちょっと日にちは変わる可能性

もございます。 

 それを踏まえた上ですけども、住民基本台帳

で対象となる児童の方というのはしっかり市の

ほうで押さえることができますので、そこの世

帯には市のほうから通知をいたしまして、対象

となりますので、御購入を促すような、そうい

う通知をしていくということになります。 

○委員（西濵和博君） ちょっと先んじた質問

になってあれなんですけど、くれぐれも周知で

すね、それと混乱を招かないような対応をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） ちょっとわかりにくか

ったけん聞いとったんですが、八代独自のやり

方じゃなくて、全国一律のやり方なんですか。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） お答え

します。今お手元に資料を配りましたように、

基本的な部分というのは全国一律という形で示

してございます。ただ、１枚当たりの券の額を

幾らにするかとか、販売の方法をどのようにす

るかというのは自治体で適切に判断ということ

で示されておりますので、そこに関わるものが

あります。（委員亀田英雄君「わかりました」

と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。やめときますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

 議案第３４号について、委員として意見をし

たいので、暫時副委員長と交代いたします。 

○副委員長（西濵和博君） 委員長職をかわり

ます。 

○委員（成松由紀夫君） 意見ですが、このプ

レミアム付商品券、前回はですね、そもそも天

井があったかのように私は思っていました。と

ころが、あれは議会も一定の責任があると思う

んですよね。議会の中の一般質問で、天井をな

くせと。要するに、前回売れ残っとるじゃない

かと。我々が提案するように天井をなくしてし

まえ。何をなくして、こういうふうにしたら、

売れるんだというような質問の中で、中村市長

が一定の理解を示されて、じゃあ、売れ残るよ

り、そうですねというようなことのコンセンサ

スと言いますか、議会の質問の中からですね、

天井がなくなったというふうに当時の記憶があ

ります。それで、天井が今度なくなったらなく

なったで、さっき増田委員からあったように、

混乱を招くぐらい売れ過ぎたと。それが起こっ

たら、今度は混乱を招いたから、市長は責任を

とれというような署名活動なり、なんなりとい

うのがあった経緯がございます。 

 ですので、今回見てみますと、さっき中次長

から詳しく説明がありました。担当課からも少
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し聞いておるんですが、福祉的な側面、それと、

地域における事業者の下支えというか、消費を

促すというような側面で、制度設計的にも天井

がしっかりしておるようにしておりますので、

ぜひこの内容としては、しっかりとした内容に

なってるなと思いますので、先ほど西濵副委員

長からもありましたように、混乱をこれで招く

ことはないと思いますが、気を緩めずに、しっ

かりと執行部におかれましては取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

 意見でございます。以上です。 

○副委員長（西濵和博君） それでは、委員長

職を委員長と交代いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに御意見ござ

いませんか。 

○委員（増田一喜君） さっきのちょっと関連

なんですけども、基準日ですね、６月１日を想

定してると言うけれども、出生届を出さないと

役所では把握できないんじゃないかなと思うん

ですよね。１つの提案なんですけど、母子手帳

を持っとんなるけん、母子手帳を１日にまだ届

けを出せない人は母子手帳を持ってきて、こう

するとかすればわかりやすいのかなと。しかし、

その人自身は来れないと思うんですよね。１日

にお産した人は来れないから、誰かが代理で来

ないけんとか、そういうのも認めるちゅうこと

でしょう。その家族であれば。そういうことも

考えたほうがいいのかなと。だから、出生届は

１日にされるんでしょうけどね、そこらあたり

をまた検討してもらえれば、できるだけ後でこ

うだった、ああだったと言われないような、事

前に潰していって、やられたほうがいいでしょ

うね。そうしないと、後で、またごちゃごちゃ、

ごちゃごちゃね、言われてもしようがないから。

そこは十分注意しといていただきたいと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに御意見ござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第３４号・平成３１年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後２時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４９分 本会） 

◎議案第１３号・平成３１年度八代市久連子財

産区特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１３号・平成３１年度八代市久

連子財産区特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 農林水産

政策課、豊田でございます。 

 それでは、議案第１３号・平成３１年度八代

市久連子財産区特別会計予算について御説明い

たします。着座にての説明お許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 平成３１

年度八代市特別会計予算書の１９７ページ、１

９８ページをごらんください。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２

９万円を計上いたしております。 

 次の２０２ページをお願いいたします。 

 欄の３段目、まず主な歳入でございますが、

欄の３段目にございます款２・繰越金、項１・

基金繰入金、目１・久連子財産区基金繰入金で

１８万１０００円。 

 次のページ、款３の繰越金で、１０万円を計

上いたしております。 



 

－47－

 次に、歳出でございますが、款１・総務費、

項１・総務管理費、目１・一般管理費に１９万

円を計上いたしております。 

 内訳といたしましては、年２回の開催を予定

しております財産区管理会、その委員７名の報

酬８万３０００円、地区内の防犯灯の電気代３

万９０００円、施設整備修繕料５万円で８万９

０００円、報償費としまして、財産区有林と隣

接者との境界立ち合いなどに対する謝礼１万円

でございます。また、予備費として１０万円を

計上いたしております。 

 以上が、平成３１年度久連子財産区特別会計

予算の説明でございます。御審議方、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１３号・平成３１年度八代市久連子財

産区特別会計予算については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１４号・平成３１年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１４

号・平成３１年度八代市椎原財産区特別会計予

算を議題とし、説明を求めます。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） それでは、

議案第１４号・平成３１年度椎原財産区特別会

計予算について御説明いたします。着座にての

説明お許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 予算書の

２０７ページ、２０８ページをごらんください。 

 歳入歳出予算の総額は、それぞれ２３万４０

００円を計上いたしております。 

 次に、２１２ページをごらんください。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります款２・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・椎原財産区基金繰入金で１２万６０００円

でございます。 

 次のページ、款３・繰越金で１０万円を計上

いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１・総務費、

項１・総務管理費、目１・一般管理費に１３万

４０００円を計上いたしております。 

 内訳といたしましては、年２回の開催を予定

しております財産区管理会、その委員７名の報

酬８万３０００円、地区内の防犯灯の電気代で

３万４０００円、報償費としまして、財産区有

林と隣接者との境界立ち合いなどに対する謝礼

１万円でございます。また、予備費としまして

１０万円を計上いたしております。 

 以上が、平成３１年度椎原財産区特別会計予

算の説明でございます。御審議方、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１４号・平成３１年度八代市椎原財産
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区特別会計予算については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後２時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５５分 本会） 

◎議案第８号・平成３１年度八代市簡易水道事

業特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・平成３１年度八代市簡易

水道事業特別会計予算を議題とし、説明を求め

ます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局の

宮本でございます。よろしくお願いいたします。

座りまして説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 別冊にな

っております八代市特別会計予算書の９１ペー

ジをお願いいたします。 

 それでは、議案第８号・平成３１年度八代市

簡易水道事業特別会計予算について、御説明い

たします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

７１０６万８０００円といたしております。 

 第２条、債務負担行為でございますが、第２

表のとおり簡易水道使用料等コンビニ収納事務

委託でございまして、期間が２０１９年度から

２０２０年度、限度額を１件当たり５５円に収

納取扱件数を乗じて得た額、及び基本料月額に

消費税及び地方消費税の額を加算した額として

おります。 

 第３条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として１億３６１０万円を予定いた

しております。 

 それでは、内容につきまして、歳出から説明

させていただきます。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございます。４３７４万５０００円

を計上いたしております。節２・給料から、節

４・共済費までは、職員６名分の人件費４３４

８万５０００円でございます。 

 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５４２６万４０００円を計上いたしてお

ります。 

 その主な内訳でございますが、節１１・需要

費１８４５万２０００円は、消耗品費１６１万

円、電気料１００６万８０００円、修繕費５９

８万２０００円が主なものでございます。節１

２・役務費２１２万円は、電話料５２万８００

０円、納付書等の郵送料１９万８０００円、量

水器取替手数料９１万７０００円、口座振替手

数料２５万８０００円が主なものでございます。

節１３・委託料３０８５万１０００円は、水質

検査業務委託１９５９万１０００円、浄水施設、

ポンプ設備、滅菌器などの点検業務委託２６８

万８０００円、水道施設清掃業務委託２４８万

２０００円、水道施設監視業務委託２８８万円、

量水器検針業務委託２２１万６０００円が主な

ものでございます。節１８・備品購入費１４９

万９０００円は、量水器、塩素滅菌機及び水中

ポンプ等の購入でございます。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１億

３９９２万７０００円を計上いたしております。 

 その内訳でございますが、節１３・委託料４

３０万円は、泉町の小原簡易水道実施設計業務

委託でございます。節１５・工事請負費１億３

１３７万４０００円は、坂本町の大平地区簡易

水道整備事業４４４０万円、中津道地区簡易水

道整備事業１２０万円、泉町の二重簡易水道整

備事業８５７７万４０００円を予定いたしてお

ります。節１８・備品購入費４１５万８０００

円は、新規事業としまして、平成３２年度の公
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営企業会計移行に伴い導入するシステム構築の

ための機器購入費用でございます。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 款２、項１・公債費、目１・元金９７８６万

円は、起債償還元金でございます。 

 目２・利子１５２７万２０００円は、起債償

還利子でございます。 

 款３、項１、目１・予備費２０００万円でご

ざいますが、２０２０年度から簡易水道事業に

地方公営企業法を財務適用し、企業会計へ移行

するに当たり、資金の収支を明らかにするため

別口座を開設し、収入及び支払いを行う必要が

あります。その準備資金として２０００万円を

繰り入れるに当たり、歳入歳出予算総額を合わ

せるため、計上しているものでございます。 

 以上が、歳出でございまして、歳出合計３億

７１０６万８０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、１００ページに

戻っていただきまして、款１・分担金及び負担

金、項１・負担金、目１・簡易水道事業費負担

金４０８万１０００円。これは泉地区２カ所、

坂本地区１カ所における消火栓設置工事費の一

般会計負担金でございます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７８０３万２０００円を見

込んでおります。 

 内訳といたしまして、八代地区３７戸１２３

万７０００円、坂本地区１６０１戸５８９１万

９０００円、東陽地区２４３戸８７５万３００

０円、泉地区３１８戸９１２万３０００円でご

ざいます。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料４万２

０００円。これは、主に督促手数料でございま

す。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１億５１３１万２０００円を計上いたしており

ますが、そのうち、基準内繰入金は５６５６万

７０００円、基準外繰入金が９４７４万５００

０円でございます。 

 内訳は、八代地区２９７万７０００円、坂本

地区８１５０万６０００円、東陽地区１６２４

万４０００円、泉地区３０５８万５０００円、

また、先ほど歳出で説明しましたように、企業

会計へ移行するに当たり、その準備資金として

２０００万円となっております。 

 款４、項１、目１・繰越金１０００円。 

 款５・諸収入、項１、目１・雑入１５０万円。

これは、消費税還付金でございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・簡易水道事業債１

億３６１０万円を計上いたしております。 

 内訳は、坂本町の中津道地区簡易水道整備事

業１２０万円、大平地区簡易水道整備事業４２

７０万円、泉町の二重簡易水道施設整備事業８

３８０万円、小原簡易水道整備事業４３０万円、

公営企業会計システムで構築事業４１０万円で

ございます。 

 以上が、歳入でございまして、歳入合計３億

７１０６万８０００円を計上いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（亀田英雄君） 簡易水道も今後とも続

けていくという話でございましたし、過疎地域

の水道でございますので、何かと御苦労も多か

と思いますが、どうぞよろしくお願いしときま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ
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んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８号・平成３１年度八代市簡易水道事

業特別会計予算については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５号・平成３１年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１５

号・平成３１年度八代市水道事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 引き続き、

説明させていただきます。座りまして説明させ

ていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案第１

５号・平成３１年度八代市水道事業会計予算に

ついて御説明いたします。 

 別冊になっております予算書の１ページをお

願いいたします。 

 予算の概要でございますが、第２条の業務の

予定量では、給水戸数は１万５４００戸で、前

年度より３００戸の増加を見込んでおり、年間

総給水量は３７９万３０００立方メートルで、

前年度より６万５０００立方メートルの増、１

日平均給水量は１万３９２立方メートルでござ

います。 

 主要な建設改良事業では、水源地関係の改良

工事として、原水設備改良事業８１１５万円、

給水区域内の新規配水管布設工事として配水管

整備事業７８２６万２０００円、老朽管の布設

がえなど配水管改良事業７４３７万円を予定い

たしております。 

 次の第３条は、水道事業の運営に関する収益

的収入及び支出でございますが、収入では水道

事業収益として総額５億５４３８万円を見込み、

２ページの支出では、水道事業費用として総額

４億８４９１万３０００円を計上いたしており

まして、収支差し引きは６９４６万７０００円

の黒字を見込んでおります。 

 第４条は、水道施設の改修、配水管の布設や

改良、企業債の償還金などの資本的収入及び支

出でございますが、収入では資本的収入として

総額１９８万２０００円を見込み、支出では、

資本的支出として総額３億１８７７万９０００

円を計上いたしておりますが、収支差し引きで

不足する３億１６７９万７０００円については、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１９９２万円、減債積立金７４５４万４００

０円、建設改良積立金６０１万６０００円、及

び過年度分損益勘定留保資金２億１６３１万７

０００円で補填することとしています。 

 ３ページの第５条は、万が一の資金不足に陥

った場合の一時借入金の限度額として５０００

万円を設定するものでございます。 

 次の第６条と第７条は、経費の流用に関する

事項でございます。 

 第８条は、棚卸資産購入限度額として、１６

００万円と定めるものでございます。 

 次の５ページからは、水道事業会計予算に関

する説明書でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １１ページまでが予算の実施計画でございま

すが、詳細につきましては、後ほど予算明細で

御説明いたします。 

 １３ページから１４ページは、前年度決算見

込みによる企業の経営状況を示した平成３０年

度予定損益計算書でございまして、８０５６万

円の当年度純利益を見込んでいます。 

 １５ページから１７ページは、前年度末の財

政状態の見込みを示した平成３０年度予定貸借
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対照表でございます。 

 １８ページから２０ページは、平成３１年度

末の財政状態の見込みを示した平成３１年度予

定貸借対照表でございます。 

 ページを戻りまして、１２ページをお願いい

たします。 

 予定キャッシュフロー計算書でございます。

これは、平成３１年度における資金の動きに関

する情報を、業務活動、投資活動、財務活動の

区分に分けて、それぞれの増減予定額をあらわ

したものでございます。 

 １の業務活動によるキャッシュフローは、水

道料金収入等による現金の増加や、事業運営経

費に係る現金の減少を示しています。２の投資

活動によるキャッシュフローは、設備投資に伴

う固定資産の取得や、売却などに係る現金の収

支を示し、３の財務活動によるキャッシュフロ

ーは、企業債の借り入れによる現金の増、また

は償還による現金の減、一般会計からの出資に

よる資金調達などを示しています。 

 １から３を合計した４の当年度資金増加額は

１８２３万７０００円の減少を見込んでおり、

６資金期末残高は３億８７４７万円と見込んで

います。 

 なお、５の資金期首残高４億５７０万７００

０円は、１６ページの平成３０年度予定貸借対

照表中、２.流動資産の（１）現金預金の額と

一致し、また、６の資金期末残高３億８７４７

万円は、１９ページの平成３１年度予定貸借対

照表中、２.流動資産の（１）現金預金の額と

一致いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 これより３０ページまでが、１ページ第３条

の収益的収入及び支出、及び２ページ第４条の

資本的収入及び支出に係る節区分までの詳細な

内容でございます。主な項目や前年度と比較し

て増減が大きい項目について御説明いたします。 

 まず、収益的収入の主なものでございますが、

款１・水道事業収益、項１・営業収益でござい

ますが、目１の給水収益５億１６１３万４００

０円は、前年度に比べ１０４３万７０００円の

増となっていますのは、給水戸数の増加と消費

税増税による増加を見込んでいるためでござい

ます。 

 目２・受託工事収益７４６万６０００円は、

前年度に比べ２７８万２０００円の増となって

いますが、下水道工事等に伴う水道管移設工事

費や消火栓修繕費の補償金である修繕工事収益

のうち、水道管移設工事の増加によるためでご

ざいます。 

 営業収益合計５億２５９６万９０００円を計

上いたしております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 営業外収益でございますが、目２の他会計補

助金７３万円は、企業職員の児童手当拠出金に

対する一般会計出資金でございます。 

 目３の長期前受金戻入２５７６万５０００円

は、過去に補助金等で取得した償却資産の当年

度減価償却費の当該補助金相当分を収益化する

もので、現金の収入はございません。 

 営業外収益合計２８３９万９０００円を計上

いたしております。 

 項３・特別利益１万２０００円は、主に過年

度分収益の調定を増額する過年度損益修正益で

ございます。 

 以上、収益的収入の合計は５億５４３８万円

となり、前年度より２５９３万９０００円の増

収を見込んでおります。 

 続きまして、収益的支出について御説明いた

します。 

 ２３ページからでございます。 

 款１・水道事業費用、項１・営業費用、目１

・原水及び浄水費は８７４６万４０００円。こ

れは、水源地関係の費用でございまして、その

主なものは、一般職２名分の人件費、水源地の

運転管理業務、水質検査業務の委託料や動力費
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などでございます。前年度に比べ、３１６万９

０００円の増となっていますのは、有収率低下

による動力費の増加等によるものです。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費７０４５万３０００円。

これは、配水及び給水施設に係る費用でござい

まして、その主なものは、一般職２名及び再任

用短時間勤務職員１名の人件費、配水管及び給

水管の修繕費、漏水調査業務の委託料などでご

ざいます。前年度に比べ３７３万１０００円の

増となっていますのは、修繕費の増加等による

ものでございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１７４１万４０００円。こ

れは、給配水管の切りかえ工事等の受託工事に

要する費用でございまして、その主なものは、

一般職２名の人件費、下水道工事等に伴う水道

管移設工事の工事請負費などでございます。前

年度に比べ２１６万９０００円の増となってい

ますのは、水道管移設工事の増加によるためで

ございます。 

 目４・総係費９７２３万９０００円。これは、

一般事務経費など、事業全般関連する費用でご

ざいます。その主なものは、一般職４名の人件

費、水道料金徴収等事務委託、料金システム・

会計システムの保守料などでございます。前年

度に比べ、３１８万３０００円の減となってい

ますのは、負担金の減等によるものでございま

す。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億６６９３万６０００円

でございます。 

 営業費用合計４億４３１２万６０００円を計

上いたしております。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 項２・営業外費用でございますが、目１・支

払利息及び企業債取扱諸費１９０９万３０００

円。 

 目２・消費税及び地方消費税１８９９万１０

００円など、合計３８０８万５０００円を計上

いたしております。 

 項３・特別損失７０万２０００円は、主に過

年度収益の調定減である過年度損益修正損でご

ざいます。 

 項４・予備費は、前年同様３００万円を計上

いたしております。 

 以上、収益的収支の合計は４億８４９１万３

０００円となり、前年度より１１２９万円の増

額計上となっております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出について御説明いたしま

す。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１・工事負担金、目１・他会計負担金１

９８万円。これは、消火栓設置費への一般会計

負担金でございます。工事負担金合計１９８万

２０００円を計上いたしております。 

 以上、資本的収入の合計は１９８万２０００

円となり、前年度より６４５６万円の減収を見

込んでおります。 

 なお、昨年度まで第４次拡張事業に要した企

業債の元金償還分について、一般会計より出資

金として繰り入れておりましたが、対象企業債

が完済したため、廃項としています。 

 次に、２９ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・原

水設備改良費８１１５万円。これは、八代水源

地高圧受電盤改良工事６４４０万１０００円が

主なものでございます。 

 目２・配水設備拡張費７８２６万２０００円。

これは、代陽、八千把、松高、郡築地区などに

７５ミリから４５０ミリの配水管を１４７８メ

ートル布設するものでございます。 

 目３・配水設備改良費７４３７万円。主なも

のとして、八代、代陽及び日奈久地区などにお

きまして７５ミリから２００ミリの配水管８６
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０メートルの改良工事６９３７万円を施工いた

します。 

 目４・営業設備費９４５万３０００円。これ

は、スマート検針システム及び公営企業会計シ

ステム構築に係る経費などでございます。 

 建設改良費合計２億４３２３万５０００円を

計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項２・企業債償還金７４５４万４０００円。

今年度も、企業債を借りませんので、起債の期

末残高は約８億５０００万円を予定いたしてお

ります。 

 項３・予備費は、前年同様１００万円を計上

いたしております。 

 以上、資本的支出の合計は３億１８７７万９

０００円となり、前年度より２２０万１０００

円の減額計上となっております。 

 ３１ページから３８ページまでは、給与費明

細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関

する調書でございますが、説明を省略させてい

ただきます。 

 平成３１年度も公共の福祉の増進のため、安

全で安心な水の安定供給に努めるとともに、持

続可能な水道の実現のため、健全経営に努めま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１５号・平成３１年度八代市水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３２号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

て 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第３２号・八代市水道事業給水条

例及び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正

についてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 引き続き、

説明させていただきます。座りまして説明させ

ていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案書４

７ページから４９ページとあわせて、別途お配

りしております議案第３２号関係説明資料をお

願いいたします。 

 説明に入ります前に、正誤表を出しておりま

すので、訂正をお願いいたします。 

 議案書、４７ページの下から２行目、提案理

由でございますが、水道法施行令及び水道法施

行規則の一部改正に伴い、布設工事責任者及び、

とあるのを、水道法施行令及び水道法施行規則

の一部改正に伴い、布設工事監督者及び、に訂

正をお願いいたします。申しわけございません。 

 それでは、議案第３２号・八代市水道事業給

水条例及び八代市簡易水道事業給水条例の一部

改正について、御説明いたします。 

 改正の理由でございますが、水道法施行令及

び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事

監督者及び水道技術管理者の資格要件が変更さ

れたため、同条例について所要の改正を行うも

のでございます。 
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 改正の内容でございますが、学校教育法改正

法等の施行、及び技術士法等の改正に伴い、水

道法令に規定する布設工事監督者及び水道技術

管理者の資格要件について、短期大学卒業者と

同等の専門職大学の前期課程修了者を追加し、

技術士第２次試験の選択科目の見直しにより、

上下水道部門の水道環境が、上水道及び工業用

水道に統合されたため、議案第３２号関係説明

資料の新旧対照表のとおり条例を改正するもの

でございます。 

 なお、施行日は、平成３１年４月１日から施

行することとし、経過措置としてこの条例の施

行日前に行われた技術士法第４条第１項の規定

による第２次試験のうち、上下水道部門に合格

した者であって、選択科目として水道環境を選

択した者は、条例改正後も同様の有資格者とな

ります。 

 御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第３２号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後３時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２３分 本会） 

◎議案第２８号・八代市企業振興促進条例の一

部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２８号・八代市企業振興促進条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 商工政

策課の豊本でございます。よろしくお願いいた

します。 

 議案第２８号・八代市企業振興促進条例の一

部改正について、説明させていただきます。 

 座りましての説明をお許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 失礼し

ます。 

 それでは、議案第２８号の、この条例の改正

についてでございます。 

 先ほどお配りしております、こちらの資料の

ほうに基づいて行えればと思っております。議

案書のほうは３３ページから３７ページにかか

っておりますが、改正文がかなり書いてござい

ますので、少しわかりづらくなっとります。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、資料に基づきまして、御説明させ

ていただきます。資料がＡ４、２枚にわたって

おるかと思います。 

 八代市企業促進条例の改正についてというこ

とで、まず、改正理由、１番目、現行の規定で

はですね、非常に外的要因によって要件を満た

せず、支援制度の適応を受けられない。また、

期間内に工事等完了できないというのが近年出

てきております。人材、労働力不足とか、それ

から資材の不足、高騰なども挙げられ、建設期

間が長期化しておるところでございます。 

 また、国や県の支援制度も方向性が変わって

きておるところでございまして、生産性向上特

別措置法や県の地場立地促進補助金などという
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ことで、制度も変わりつつある中、労働生産性

の向上について支援をするという傾向にござい

ます。 

 本条例においても、適用条件や猶予期間等を

見直し、他自治体と比べ、投資がしやすい環境

に整備をしていきたいというふうに考えており

ます。また、あわせて運用面での取り扱いも現

状に即した形で見直しを行いたいというふうに

思っております。 

 次の２番目、改正の概要でございます。まず、

適用要件としての労働生産性を選択可能にした

いと思っております。今まででしたら、どうし

ても新規雇用がないとというようなお話をして

おりましたが、その中では、雇用だけではなく

て、やはりありました生産性が向上するとか、

それから地域経済牽引計画の事業計画が承認さ

れるとか、そういったことも条件の中に入れ込

みたいというふうに思っております。 

 また、投資額を引き上げておりますのは、製

造業を主に見とった中にも、事務所系の部分が

低い金額になりますので、その分も含めた中で

の条例でしたので、実はその要件につきまして

は、情報通信関連企業の立地補助金のほうの要

領のほうに譲るということでしておりまして、

少ない金額、そちらは１００万以上でというこ

とでの要件で、要領のほうで定めたいというこ

とで、そちらに譲ることとしておるところでご

ざいます。 

 次に、同じ紙の下のほうになりますが、雇用

の要件あたりもですね、ちょっと複雑になって

おりましたので、市民雇用数という、要はその

時点の雇用の人数ということでの見直しを図っ

ていきたいというふうに思っております。 

 次のページになります。２枚目になりますが、

運用上の改善を踏まえた制度の整理に関すると

いうことで、対象業種の整理もさせていただい

ております。旧のほうは、左側になりますが、

基本的には、製造業から電気・運輸・卸売とい

うようなところを書いてございますけれども、

こちらのほうはそのままということになります

が、イの自動車整備、機械、再資源化というの

も、基本的には製造を中心としたものになりま

すので、明確とするためにもアの中に包括して

いきたいというふうに思っております。 

 また、含めまして、アの業種に係る研究、開

発、検査等の整備施設を行いたい。 

 それから、情報通信は、先ほど申し上げまし

たとおり要領のほうに譲ると。 

 それから、もう一つですね、近年の流れウ、

新しいウのところになりますけども、不動産業

者がですね、ディベロッパーさんですが。そち

らのほうがですね、どうしても建てて、その後

企業のほうに貸し出されるというようなところ

についての補助の対象にいたしたいというふう

な、今そういった物流の流れはそちらのほうに

移っておりますので、そちらにしたいというふ

うにしております。 

 それから、（４）で操業開始までの猶予期間

を２年から３年に変更いたしたいということ。 

 その他、文言の整理をしたい。 

 それから、経過措置としましては、立地協定

を現在済ませている企業につきましては、新旧

いずれ、旧の制度それから新しい制度、どちら

の奨励措置も選択可能にしたいというふうに考

えております。 

 ４月１日からの施行ということで、よろしく

御審議方、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 



 

－56－

○委員（西濵和博君） 今回の改正、説明内容

良く理解できました。非常に従来の課題に対応

する、時代の要請にも的確にお応えになるとい

うようなことがあるのかなというふうに思いま

した。 

 また、これから日本の社会もですね、非常に

生き物と同じように動いていきますでしょうか

ら、この条例改正につきましても、今後も適宜

見直しあたり拡充するようなことも求められる

かもしれませんけど、そこら辺は柔軟にですね、

お取り組みいただければというふうに思います。

意見とさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第２８号・八代市企業振興促進条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後３時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３０分 本会） 

◎議案第２９号・八代市営土地改良事業の経費

の賦課徴収に関する条例の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２９号・八代市営土地改良事業

の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○農地整備課長（小原聖児君） こんにちは。

農地整備課長の小原でございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議案第２９号・八代市営土地改良

事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正

について、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農地整備課長（小原聖児君） 議案書の４０

ページをお開きください。 

 本条例の５条で引用しております土地改良法

施行令が改正され、第４７条の２が繰り上がり、

第４７条となったため、その引用部分について

改正するものでございます。 

 以上で、議案第２９号・八代市営土地改良事

業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正に

ついての説明を終わります。御審議方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第２９号・八代市営土地改良事業の経費

の賦課徴収に関する条例の一部改正については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３０号・国営八代平野土地改良事業負

担金基金条例の制定について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第３０

号・国営八代平野土地改良事業負担金基金条例

の制定についてを議題とし、説明を求めます。 

○農地整備課長（小原聖児君） 引き続きまし

て、議案第３０号・国営八代平野土地改良事業
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負担金基金条例の制定について、着座にて説明

をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農地整備課長（小原聖児君） 本条例は昨年

１２月５日付けにて、事業計画が確定しました

国営八代平野土地改良事業において、事業完了

後に市負担額を一括して支払うために必要な額

を事前に積み立てるためのものでございます。 

 基金積立額としましては、消費税１０％の試

算で、市負担額約２６億９２００万円。うち、

起債分１８億１０００万円を差し引いた額約８

億８０００万円としております。 

 なお、積立期間は３１年度から１２年間とし

ております。 

 ４２ページをごらんください。 

 本条例では、第１条で設置目的を、第２条で

毎年度の積立額を、第３条で管理方法を規定し

ております。第４条から６条では、運用益金の

処理方法、繰りかえ運用、基金の処分について

規定しております。 

 以上で、議案第３０号・国営八代平野土地改

良事業負担金基金条例の制定についての説明を

終わります。御審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第３０号・国営八代平野土地改良事業負

担金基金条例の制定については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午後３時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３５分 本会） 

◎平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国山

顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備方につ

いて 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については、写しをお手元に配付いた

しておりますので、御一読いただければと存じ

ます。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、新規の陳情１件であります。 

 それでは、平成３０年陳情第６号・御小袖塚

及び護国山顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び

整備方についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりでありますが、念のた

め書記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、御

意見等ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 非常に大事なことかと

思いますが、市の関係課におけるところ、執行

部のまず説明を伺ってはいかがかと思いますが、

いかがでしょうか。（｢賛成」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 賛成ということで

ございますが、それでよろしいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま、委員か

ら執行部の説明を聴取したいとのご意見が出さ

れました。本件について執行部から説明を求め

ることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、
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執行部に説明を求めることといたします。 

 小会します。 

（午後３時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４２分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し、執行部からの説明を

求めます。 

○文化振興課長（一村 勲君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）文化振興課の

一村でございます。着座にて説明をさせていた

だきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○文化振興課長（一村 勲君） 先ほどお手元

にお配りしました資料について、まずは現況と

位置関係につきまして、説明を差し上げたいと

思います。 

 まず、２枚目のですね、地図をごらんいただ

きたいと思います。 

 御小袖塚並びに顕孝寺跡の位置でございます

が、ごらんのとおり、市立病院から山手のほう

に向かいました登り口にございまして、道路沿

いに黄色く塗った部分が御小袖塚、そして緑の

線で囲みました位置が顕孝寺跡と推測される場

所でございます。 

 カラー写真をごらんいただきますと、道路か

ら見ました写真が一番上、御小袖塚の正面から

見ました写真が真ん中にございます。一番下の

写真は、御小袖塚の拡大版と申しますか、それ

と説明文になっておりますが、陳情にございま

したとおり後醍醐天皇の命を受けて、下向され

ました懐良親王が、形見として受け取られた小

袖をですね、天皇崩御の連絡を聞き、菩提を弔

うために塚を建てられました。その下に小袖が

埋められているという言い伝えがございます。 

 この御小袖塚並びにその御小袖塚を弔うまた

お寺が建てられました。そのお寺の名前が護国

山顕孝寺でございます。 

 この２カ所とも、市の文化財に指定されてお

ります。 

 そもそも文化財と言いましても、所有者様の

所管があれば、所有者様の責任において管理維

持をなさるということが前提でございまして、

私ども文化振興課におきましては、所有者様が

整備をなさる際のお手伝い、金銭面で言います

と、２分の１かつ上限７０万という補助をして

いるところでございます。 

 そこで、私どもも、所有者様がどなたか登記

簿ないし字図をですね、もとに調べましたとこ

ろ、今現在使われておりません組の名前が出て

おります。いわゆる隣に墓地がございますので、

辺田組、土器組、宮前組、山下組というお墓、

墓地を管理する組でしょうか、そういった現在

の市政協力員さんも聞いたことがないというよ

うな固有名詞の組名で、共有の土地となってお

りました。 

 そして、市の台帳にはですね、管理者のとこ

ろに御小袖塚が妙見宮の宮司さん、現在小林様

でございます。そして、顕孝寺跡は     

様というお名前がございましたが、管理者と所

有者の整合がございませんで、現在、その所有

者様が実際どなたなのか、その確定作業を行っ

とりますが、まだ行き着いていない状況でござ

います。 

 もし、確定いたしましたら、その方にかけあ

いまして、御意向を確認した上で、今後のあり

方について助言をする立場なのかなと考えてお

ります。 

 そして、陳情の３番目にございました旧白木

社神宮寺の法印などの墓並びに剣聖宮本武蔵供

養碑等の隣接史跡と言いますのは、お手元の資

料のですね、一番上の写真で明るく光ったとこ

ろに丸い石碑が幾つか立っているかと思います。

カラー写真の一番上の部分ですね。明るく日が

当たっているところ。奥のほうになりますが。

ここがですね、法印、つまりお坊さんで言うと
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位の も高い方の呼び名が法印さんという呼び

名らしいんですが、その方々のお墓がある場所。 

 そして、真ん中の写真の奥のほう、またこれ

も日が当たっている部分にですね、１メートル

ないし２メートル程度の石碑が立っております。

これが宮本武蔵を供養する石塔でございます。

これは、宮本武蔵が亡くなって１５０年程度後

のですね、お弟子様と言いますか、その流派の

お弟子さんらしいのですが、その方が建てられ

た供養塔ということでございまして、３番目に

ございます神宮寺の法印等の墓、そして宮本武

蔵の供養碑につきましては、まだ市の文化財指

定にはなっていないところでございます。 

 また、見学コースの設定等の御要望につきま

しては、観光ガイド協会等と協議しながら、コ

ースの設定あたりを行ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明とさせて

いただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、小会い

たします。 

（午後３時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

○文化振興課長（一村 勲君） 先ほどの説明

の中で、私が申し上げました固有名詞につきま

しては、取り消しをさせていただきたいと存じ

ますが、いかがでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） お諮りいたします。

ただいま、一村文化振興課長から、先ほどの一

部発言について取り消したいとの申し出があり

ました。この取り消しを許可することに御異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

一村文化振興課長からの発言取り消し申し出を

許可することに決しました。 

 それでは、本件に関しまして、御意見ござい

ませんか。 

○委員（増田一喜君） 言うたら、塚とか顕孝

寺跡は八代市の史跡と言うけれども、どうもま

だ所有とかそういうのが定かじゃないみたいで、

本来は所有者あるいは管理者がそこを整備する

のが基本であってですね、まだそこも定かじゃ

ない。まだ調べればおられるのかもしれません

けれども、まだ定かじゃない。３番目の白木神

社とか宮本武蔵の供養碑とかっていうのは、ま

だ史跡にも指定されてないちゅうことで、とに

かく今すぐにどうこうという状況じゃないみた

いです。まだ、今調べよる 中でしょう。その

所有者の方がどなたなのかとか、そういうのを。

だけん、それを大体わかってからでいいのかな

という気もするんですよね。この件に関しては、

きょうどうこうということもないと思うんです

よね。継続審査という形でもう少し様子みたほ

うがいいのかなと思いますけれども。いかがで

しょうかね。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 今、課長がちょっと手

を挙げて何か言いたそうにしてたとは何だった

んですか。 

○文化振興課長（一村 勲君） 増田委員さん

のお話の途中で、まだ所有者を探してるんだろ

うというようなお問いかけみたいに感じてまし

たもんですから、そのとおりですということで、

お答えしようかと。 

○委員（亀田英雄君） そのようなことなら、

増田委員のことで、継続でいいんじゃないかな

と。前例のなからんば、どげんもならん話だと

思いますけどね。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 懐良親王に絡んどると

いうことで、今ある御陵については宮内庁管轄
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ということでですね。そこら辺もちょっと探っ

てみてもおもしろいかなという気はするんです

けどと思いますけど。 

○委員長（成松由紀夫君） 結果、どちらの方

向性で。 

○委員（髙山正夫君） 所有者が明確でなけれ

ば継続で。 

○委員長（成松由紀夫君） 継続ということで

すね。 

 今、３名の方から継続という御意見が出てお

りますが、ほかにございませんか。ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、お諮り

いたします。採決は挙手により行いますが、挙

手しない者は反対とみなします。 

 平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国山

顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備方につ

いては、継続審査とするに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は継続審査とすることに決しました。 

 執行部は御退出ください。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後３時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５９分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して２件、病院・水道事業に関す

る諸問題の調査に関連して２件、執行部から発

言の申し出があっておりますので、これを許し

ます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（か

がみ街づくり株式会社について） 

○委員長（成松由紀夫君） それではまず、か

がみ街づくり株式会社についてをお願いいたし

ます。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 商工政

策課、豊本でございます。よろしくお願いいた

します。座りましての説明をお許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 失礼し

ます。 

 それでは、かがみ街づくり株式会社について

ということで、この件に関しましては、株式の

譲渡についての御報告ということでさせていた

だきたいと思います。 

 先ほどお配りしました３枚ものの資料のほう

をごらんいただければと思います。 

 この件に関しましては、株の譲渡ということ

で、八代市が保有しております４２９２株を、

現在こちらのかがみ街づくり株式会社の建物の

中で一般的にアーバンというところがございま

すが、そちらを経営しておられるところが買い

たいという申し出がございましたので、こちら

に記載しております株の単価７５９５円、鑑定
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評価を行いました。この金額のこの八代の持ち

株数４２９２株を売却するものでございます。 

 譲渡の相手方は、後でも出てまいりますけれ

ども、アーバンのほうを共同でしておられます

一方の会社の有限会社協和、代表取締役の岡村

宗明氏でございます。 

 譲渡の目的は、民営化により経営の自由度が

増すことで、事業の活性化を図り、地域経済の

発展に寄与したいということでございます。 

 あわせまして、かがみ街づくり株式会社がで

きました当初の、ございますので、その辺も含

めた中での覚書を交わす予定でおります。 

 大きい１番、かがみ街づくり株式会社につい

てということでしております。旧鏡町時代に平

成３年、旧役場があった場所でございます。鏡

の四つ角から、こちらから行きますと、右に折

れたところでございまして、かがみ街づくり株

式会社の設立が平成５年、同１０月にショッピ

ングシティアーバンとしてオープンされたもの

でございます。 

 会社の概要は、以下見ていただきましたとお

りでございまして、１階がショッピングシティ

アーバン、その他テナントが入っております。

２階はコミュニティ施設でございます。 

 資本金が４億７９１０万円でございます。 

 株式総数が９５８２株でございます。 

 株主の状況でございますが、八代市、それか

ら中小企業基盤機構と言いまして、これは国の

機関でございます。それぞれが２つ４０％以上

を超えておりまして、大株主になっております。

後ほど御紹介します明和、協和と言いますのが

アーバンを経営しておられる会社でございます。 

 続きまして、２ページ目になります。 

 株式譲渡に伴う経緯でございます。実は、２

８年１０月に申し出、また再度３０年の１月に

も申し出ということで、２回ほどあっておりま

す。この株式に関しましては、非公開の株式と

いうことで、水面下で調整をしておったところ

でございます。 

 ずっとおりまして、平成３０年の６月に買い

手側、それから平成３０年の１０月に売り手側

のそれぞれの株の評価を、不動産鑑定も含めま

して行ったところでございます。 

 その鑑定の結果に基づいて、売り手側の株価、

高いほうになりますが７５９５円で合意という

ことになっておるところでございます。 

 また、次の大きい３番になりますが、あわせ

まして、覚書の締結というようなところもした

ところでございます。かがみ街づくり株式会社

の趣旨に鑑みて、地域のにぎわいづくりですね、

将来にわたる地域のにぎわいづくりに貢献して

いただきたいということで、八代市とお買いに

なる協和、それから明和の３者が協力するため

に覚書を締結したところでございます。 

 ３者の協力事項につきましては、地域経済の

発展から、ずっと項目をしております。それか

ら、株譲渡先の２社の協力事項としては、今後

も現地で営業をし続けていくこと、それから特

別な事情がない限り転売をしないというところ

になっております。 

 続きまして、３ページになります。 

 基本指針に基づく検討結果ということで、八

代市のほうでは、行政改革の中でも第３セクタ

ーとの関与に関する基本指針というものを定め

ております。こちらも照らし合わせた中で、問

題ないというふうに判断をいたしたところでご

ざいます。 

 基本指針においては、第３セクターの経営健

全化に向けて、自立化、健全化、民営化という

のが、当然見直し、取り組むこととしておりま

す。民営となり、経営の自由度が高まることで、

地域のにぎわいづくりにも当然寄与できるとい

うふうに考えております。今後も、設立の当時

の趣旨を踏まえて継承していかれるということ、

それから、譲渡額は専門家の税理士及び不動産

鑑定士とも含めて適正な価格ということでです
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ね、判断をいたしたところでございます。 

 大きい５番の、譲渡の決定でございますが、

八代市の持ち株を有限会社協和様、それから国

の機関の中小機構のほうの株を有限会社明和の

ほうにということで、全て譲渡するという形に

なっております。 

 昨日、この株式譲渡は非公開株になりますの

で、取締役会の承認が必要となります。昨日の

取締役会で、この譲渡に関する承認を得たとこ

ろでございまして、本日のこの経済企業委員会

での御報告ということになりました。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について質疑、

御意見等ありませんか。ありませんか。 

○委員（増田一喜君） ということは、これ３

月１１日ってあるけど、向こうがしたから、も

う実際に譲ったんですか。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 昨日の

１１日の件につきましては、この株の譲渡をし

ていいかどうかということでの決議でございま

すので、この後、今御報告をいたしまして、そ

の後の株の譲渡が実際的に行われていくという

形になります。（委員増田一喜君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 明和と協和という会社

があるわけですよね。（理事兼商工政策課長豊

本昌二君「はい」と呼ぶ）今度、少ない会社が

大株主になっとですか。その関係はよかっです

か。この２社の関係は。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） 実は、

明和も協和もですね、同じ同族の会社でござい

ます。もともと先代の方がこの株主にも、先代

のお父様のほうが株主にもなっておられまして、

当然兄弟の中で同じように緑町にありますアー

バンのほうも経営をされておりますので、合わ

せた中でうまく経営をしていかれるというよう

なお話を聞いておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） ２ページ目の一番 後

に、特別の事情がない限り転売しないちゅうこ

と。特別の事情があったときは、八代市に何か

協議するというとのあっとですか。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） こちら

のほうに御相談いただくというふうにしており

ます。（委員亀田英雄君「わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員（西濵和博君） このかがみ街づくり株

式会社が設立された当時というのは、恐らく旧

鏡町の時代であったかと思うんですよね。そう

した中で、旧鏡町と国の機構と民間さんと一緒

に株主さんになられたということで、わかれば

ということでお尋ねなんですが、その当時の近

い将来の方向性として、行政が株を持ち続ける

よりも、地域経済に根差した民間さんが、自立

されたと言うのは失礼なんですけれども、民間

のほうで運営して、地域貢献なされればという

ような思いとかがあったんではないかなと察す

るんですが、そこら辺何かおわかり、情報が残

ってますでしょうか。 

○理事兼商工政策課長（豊本昌二君） ありが

とうございます。先ほどありました旧鏡町時代

にですね、こちらの株式会社を設立されました。

その当時の中でもですね、ゆくゆくは民間で買

い取って、しっかりやっていきたいというふう

なお約束が書面ではないんですが、あったとい

うことで聞いておりまして、やっと買って、自

分たちで経営をしていきたいという意向がです

ね、できたということで、今から先代の社長様

の後のですね、明和様、協和様もですね、しっ

かりそれぞれ経営をされていきたいという御意

向でございましたので、その意にかなうかなと

思っております。 
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 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございまし

た。承知しました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

かがみ街づくり株式会社についてを終了いたし

ます。 

 執行部入れかわりのため小会いたします。 

（午後４時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２３分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（八

代市スポーツ振興計画の見直しについて） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、八代市スポーツ振興計画の見直しにつ

いてを議題といたします。お願いいたします。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）スポーツ

振興課、小野でございます。 

 今回、八代市スポーツ振興計画の見直しにつ

いて御報告いたします。なお、報告につきまし

ては、着座にて御説明してよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） それでは、

まず資料の確認をお願いいたします。八代市ス

ポーツ振興計画の見直しについての概要版が１

部とＡ４両面１枚の資料１というのが１部、Ａ

４カラー片面１枚の資料２というのが１部ござ

います。 

 なお、説明につきましては、資料１の八代市

スポーツ振興計画の見直しについてと資料２の

体系図のほうで御説明いたします。 

 この八代市スポーツ振興計画は、スポーツ基

本法第１０条に、その地方の実情に即したスポ

ーツの推進に関する計画を定めるよう努めるも

のとすると規定されておりまして、このスポー

ツ基本法に基づいて、本市におきましては、平

成２１年３月に策定しております。 

 今回の計画見直しの趣旨といたしましては、

国や県の動向を踏まえ、現在の八代市のスポー

ツに関する状況、ニーズを把握し、市民が生涯

にわたって、自主的にスポーツに親しむことが

できる、スポーツで創る元気やつしろ、の実現

を目指すためのものでございます。 

 見直しの背景といたしまして、まず第１に計

画期間の終了がございます。これまでの計画期

間が平成２１年度から２９年度の９年間であっ

たために、期間の更新を行う必要がございまし

た。 

 次に、平成２７年３月に熊本県教育委員会が

策定しました、児童生徒のための運動部活動及

びスポーツ活動の基本方針、平成２９年２月に

文科省が策定しました、第２次スポーツ基本計

画、平成３０年３月に本市で策定されました、

第２次八代市総合計画など、国・県・市の方針

や計画の策定があり、これらを踏まえた見直し

を行う必要が出てまいりました。 

 次に、これまでの経緯でございますが、平成

２９年１月から７月にかけまして、スポーツ・

運動に関するアンケートを実施いたしました。

このアンケートの意見等を踏まえ、平成３０年

２月にスポーツ振興計画の素案の作成をいたし

ております。その後、３月に八代市スポーツ推

進審議会へ、八代市スポーツ振興計画見直しに

ついての諮問を行い、審議会で検討していただ

きました。９月に審議会から、八代市スポーツ

振興計画見直しについての答申をいただき、そ

の答申を踏まえて、１１月に八代市スポーツ振

興計画案を作成しました。その後、１２月に八

代市スポーツ推進審議会を開催し、スポーツ振

興計画案を確認していただいたところです。 

 次に、計画の修正点ですけれども、資料２の

体系図の朱書きしている部分が修正箇所となり

ます。 
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 まず第１に、計画期間を２０１９年度から２

０２６年度の８カ年計画に更新いたしておりま

す。また、中間点である２０２２年度に、必要

があれば見直しを行うこととしております。 

 施策の柱及び施策の推進方法については、変

更いたしておりません。 

 次に、具体的な取り組みですが、まず第１章

「子どものスポーツ振興」については、８項目

めに八代っ子クラブの推進を追加しております。

これは、平成３１年４月から、小学校運動部活

動の社会体育移行が行われることによる新たな

取り組みのためでございます。 

 続きまして、第２章「地域スポーツの振興」

では、２項目めに地域に根ざしたスポーツ活動

の場（拠点）づくりの推進を追加しております。

これは、山間部と平野部、人口が多い、少ない

など、さまざまな事情により、各校区が同じ施

策を推進することは困難であり、体育協会やス

ポーツ推進委員、さらには各種団体と連携を深

め、各校区の事情に応じた活動を推進するため

でございます。 

 次に、１０項目めにスポーツをとおしての仲

間づくりを追加しております。これは、スポー

ツ活動や健康づくりだけにとどまらず、人づく

り、まちづくり、生きがいづくりをすることに

より、仲間づくりができるような環境づくりに

取り組むためでございます。 

 次に、第３章「競技スポーツの振興」では、

これまで第４章に記載しておりましたスポーツ

大会・合宿の誘致を第３章に変更いたしており

ます。 

 後に、第４章「スポーツ活動を広げる環境

づくり」では、４項目めにありました利用しや

すい施設の整備を削除しております。これは、

前回の計画で予定しておりましたスポーツ施設

のネット予約システムが既に稼働したためでご

ざいます。 

 続きまして、８項目めにスポーツツーリズム

の推進を追加しております。これは、スポーツ

観戦者・参加者の拡大や、国際競技大会の招致

・開催の増加による競技力向上を含めたスポー

ツ振興はもちろんのこと、地域が持つ自然の多

様性や環境を活用し、スポーツという新たなモ

チベーションを持った訪日外国人旅行者を取り

込んでいくだけでなく、国内観光旅行における

需要の喚起と、旅行商品の拡大、雇用の創出に

も寄与するためでございます。 

 これにあわせまして、観光分野等の連携の項

目を削除しております。これにつきましては、

内容がスポーツツーリズムの推進のほうに含ま

れているためでございます。 

 次に、１０項目めに各種競技団体の連携を追

加しております。これは、各種競技団体個別の

連携だけでなく、ＮＰＯ法人八代市体育協会を

中心とした競技団体間の連携による活動を推進

することにより、各種団体の活動をさらに活発

化させるためでございます。 

 以上が、今回の修正点でございます。現在、

パブリックコメントを実施しており、今後はパ

ブリックコメントでいただきました意見等を踏

まえまして修正が必要かどうかを検討し、八代

市スポーツ振興計画の見直しを進めていく予定

でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（増田一喜君） この 初の八代市スポ

ーツ振興計画の見直しについて（概要版）とい

うところの１ページの計画の期間、４番の計画

には２０１９から２０２６の８カ年計画ちゅう

あるけれども、ここも見直したんですね。こっ

ちのほう。新しいやつは計画９年間での目標達

成状況とかっていうのがあるから。３章のとこ

ろでも、３章で計画９年間で目標達成状況、そ

れから４章の３番の計画９年間の目標達成状況



 

－65－

とあるから、８年を９年に１つは見直したとい

うことなのかな。１年間余分に計画を変えたと

いうことでしょうか。期間的なものですけども。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 済みませ

ん。これまでの計画につきましてはですね、９

年間という形でしておりまして、今回見直しで

一応８年間の見直しということで修正のほうを

しております。 

○委員（増田一喜君） ３章と４章の中の３番

目に９年間という数字が出てきとっけど、８と

９と何で違うとかなと。大した問題じゃないん

でしょうけれども。そこを見直したと言ったか

ら、９年間に見直ししたのかなという気になっ

たんだけれども、計画見直し。わかります、意

味。（スポーツ振興課長小野高信君「はい、わ

かりました」と呼ぶ） 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 済みませ

ん。この各項目のですね、計画９年間での目標

達成状況ということで概要版で書いております

のは、これまでの９カ年間での達成状況ですね。

目標、例えば、第１章の目標のときには、当初

目標が３２種目中全種目が熊本県の数字を上回

るという目標を立てておりましたけれども、結

果としまして、今現在で３２種目中５種目とい

う形でなってたということで、記載しておりま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） いいです。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 資料の１のところで、

これまでの経緯が時系的に記載して、先ほど御

説明いただいたところなんですけれども、平成

２９年１月から今回の御提示ということで、非

常に見直しの期間においては時間かけてですね、

お取り組みなさったんだなというのが見て取れ

るわけなんですけれども、中ほどに３０年７月

審議会の開催とありますけど、審議会は何回ぐ

らい開催されたんでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 審議会の開催内容。 

○スポーツ振興課副主幹兼振興係長（栄 圭介

君） スポーツ振興課、栄と申します。よろし

くお願いします。 

 平成２９年度に関しましては、審議会２回開

催しております。今年度、平成３０年度に関し

ましては、３月末にもう１度審議会開催いたし

ますが、その前まで、このスポーツ振興計画に

関しましては３回の予定で都合により２回開催

しています。これまでですね。平成３０年度は

２回開催しております。 

○委員（西濵和博君） わかりました。審議会

の回数の多い少ないで中身の詰め方がどうだっ

たかと推しはかるというのは、大変失礼になる

と思うんですけれども、４番目のところで計画

の修正について、必要であれば中間点である２

０２２年度に行おうかなというような方向性か

と思うんですけれども、８年といえばかなり社

会情勢も変わりますしですしね、できればここ

は必要が多分迫られるかなとも思いますので、

その心づもりで、事前の準備もしていただきた

けたらなというふうに、お願いですけれども、

以上よろしくお取り計らいお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 済みません、ちょっと

私はあんまり八代っ子クラブは知識が浅いんで

すけど、第２章のですね、山間部と平野部の人

口が多い少ないで、さまざまな事情により同じ

校区がやることができないとあるんですけど、

スポーツの種目によっては、例えば野球とか、

サッカーとかですね、そういったチームもので

すけど、やっぱ人口が少ないところだとしても、

やりたい人はいるとは思うんですけど、例えば、

広域的な連合とかですね、連合チームとか、そ

ういうのはうたうということはないんですか。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 団体競技
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等につきましてはですね、今の小学校の運動部

活動、今度は八代っ子クラブになるということ

もありますけれども、近隣の学校でのですね、

実施というようなことも視野には入れておりま

す。どうしても少子化も含めまして、子供の人

口が少なくなってますので、そういう競技団体

の部分とかですね、そういったものについては

複合で実施するような形の取り組みもやってい

こうかと思っております。（委員髙山正夫君

「よろしくお願いします」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市スポーツ振興計画の見直しについてを終

了いたします。 

 執行部入れかわりのため小会いたします。 

（午後４時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３７分 本会） 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（八代

市新水道事業ビジョンについて） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、八代市新水道事業ビジョンについてを

お願いいたします。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局の

宮本でございます。よろしくお願いいたします。

座りまして説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 八代市新

水道事業ビジョンについて説明をさせていただ

きます。お手元の八代市新水道事業ビジョン資

料１をごらんください。 

 資料の左側の欄が、今回ビジョンの策定まで

の経緯でございまして、真ん中と右側の欄が、

八代市新水道事業ビジョンの概要でございます。 

 まず、ビジョン策定までの経緯でございます

が、国は平成１６年６月に、２１世紀半ばの我

が国の水道のあるべき姿として、安心・安定・

持続・環境・国際の６つの政策課題目標を掲げ

た水道ビジョンを策定し、平成２０年７月に改

定を行っております。その後、日本の総人口の

減少や、東日本大震災の経験により、平成２５

年３月に、水道の理想像を安全・強靭・持続と

する、新水道事業ビジョンを策定されました。 

 熊本県は、国の新水道事業ビジョン策定を受

け、平成２７年３月に、「水の国くまもと」安

全で強靭な熊本の水を未来まで、を基本理念に

掲げ、安全・安心な水道、災害等に強い強靭な

水道、将来も持続する水道を基本方針とする、

熊本県水道ビジョンを策定されました。 

 一方、本市におきましては、平成２１年４月

に、八代市水道事業ビジョンを策定いたしまし

た。これは、国の水道ビジョン策定を受け、安

心・安定・持続・環境を取り組むべき課題とし、

平成２１年度から平成３０年度の１０年間を計

画期間といたしております。この八代市水道事

業ビジョンの計画期間が、今年度までであるこ

と、また、国の新水道ビジョンが策定されたこ

とにより、今般新たに八代市新水道事業ビジョ

ンを策定いたしました。 

 八代市新水道事業ビジョンの構成でございま

すが、第１章から７章までございます。 

 第１章におきまして、背景及び目的、位置づ

け、計画期間を示しております。 

 第２章では、八代市水道事業の沿革及び概要

を示しております。 

 第３章におきまして、八代市水道事業の現状

評価と課題を、説明資料の右側の６章におきま

して、その具体的な施策を示しております。 

 その主なものについて御説明させていただき

ます。 

 第３章（１）安全、安全な水の供給では、現

状②塩素消毒のみによる浄水管理を行っている。
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課題②水質が変化した場合、適切な浄水処理が

必要となる、に対し、第６章の具体的な施策と

して、②水質状況に応じた浄水処理。指標菌の

監視を行い、汚染レベルが現況を上回る場合、

浄化プロセスを変更することとしております。 

 （２）強靭、危機管理への対応では、現状①

取水・配水施設で耐震不足の施設がある。課題

①耐震不足の施設は、地震の際、被害が生じる

おそれがある。また、現状②管路の耐震化が進

んでいない。課題②地震の際、漏水が発生する

おそれがある、に対し、①主要施設の耐震化。

耐震不足と診断された施設の耐震工事もしくは

更新を行う。また、②管路の耐震化。管路の更

新にあわせ、耐震化を行い、あわせて幹線配水

管の二重化も行うこととしています。 

 （３）持続、水道サービスの持続性では、現

状①業務係・工務係・簡易水道係の３係体制で

業務を行っている。課題①さらに効率的な組織

体制とする必要がある、に対し、①組織再編。

３係（業務係・工務係・簡易水道係）の業務内

容を精査し、再編を行うこととしています。 

 説明が前後いたしますが、第４章では、将来

の事業環境として、外部環境及び内部環境の視

点から記載しております。 

 （１）外部環境の変化では、国や県のビジョ

ンにおいては、人口減少社会の到来による給水

人口の減少、それに伴う収益の減少が示されて

いますが、本市においては、上水道の給水区域

内の水道普及率が５０％程度であり、人口の自

然減少と区域外からの人口流入により、③給水

人口の横ばい、④有収水量の横ばいとしており

ます。 

 （２）内部環境の変化では、①職員数の減少、

②施設の老朽化、③施設更新に伴う費用の増加

を見込んでおります。 

 これらの事業環境の変化を踏まえて、第５章

では、やつしろの豊かな水を未来へつなぐ水道、

を水道の基本理念とし、施策目標として、安全

・強靭・持続の３つを掲げました。 

 後に、第７章において、施策の工程とフォ

ローアップをＰＤＣＡサイクルに基づき、計画

の進捗管理を行い、社会環境の変化やニーズへ

の柔軟な対応、国・県ビジョンとの整合等を考

慮し、随時見直しを図ることといたしておりま

す。 

 以上、八代市新水道事業ビジョンについての

説明を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 水道サービスの持続性

という部分で、組織再編というところがあるで

すよね。持続性の中で、再編という場合、減ら

すという方向という印象なんですが、どげん意

味。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こちら、

持続のところで業務係・工務係・簡易水道係の

３係体制で業務を行っているのが現状でござい

まして、後ほど説明いたします簡易水道の統合

の問題にも関わってくるところでございますが、

簡易水道は年間１億何千万の一般会計の繰出金

でもって今運営をしておるところでございます。

さらに、効率的な組織体制とする必要があると

いうことで、こちら、右側の欄になりますが、

組織再編ということで、業務内容を精査し、再

編を行うというところで、こちらの試案でござ

いますが、技術系の係、それから維持管理の係、

そして事務系の係という形で、上水・簡水の壁

を取りまして、横並びのフラットな形で簡水の

ほうももう一緒にやるというようなことをちょ

っとイメージしているところでございます。ま

だ計画というか、はっきりいたしておりません

ので、局内での私案ということで。 

○委員（亀田英雄君） 持続性ということで、

続けんばんというなかで効率を求むっもんです

けん、ちょっと違和感があったもんだけん、聞

いてみました。なっだけ続くごてですね、きれ
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いに続けるごて、お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市新水道事業ビジョンについてを終了しま

す。 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（簡易

水道統合について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、簡易水道統

合についてをお願いいたします。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 引き続き、

説明させていただきます。座りまして説明させ

ていただきます。 

 簡易水道と上水道の統合に関する協議結果に

ついて説明させていただきます。お手元の簡易

水道統合資料①をごらんいただきたいと思いま

す。 

 簡易水道については、厚生労働省より、上水

道への統合が促進されています。県内他市では、

おおむね平成３１年度、２０１９年度末に簡易

水道を上水道へ統合予定となっており、本市に

おいては、簡易水道の地方公営企業法適用、財

務適用ですが、２０２０年度から開始するに当

たり、方針を決定する必要があるため、協議を

行ってまいりました。 

 本市の簡易水道の現状について、簡単に説明

しますと、平成２２年に上水道との統合計画を

策定いたしましたが、統合しなかった場合、国

庫補助金の返還を求められる可能性が高かった

ため、国庫補助金を受けずに起債にて簡易水道

の整備を行ってきました。 

 また、簡易水道は３７カ所、こちらは飲料水

供給施設３カ所を含みます。と、箇所数が多く

点在しており、合併後の人口と比較しますと、

平成２９年度末で２５％が減少しております。 

 このような現状の中、簡易水道と上水道の統

合によるメリット、デメリットを比較して、協

議を行いました。 

 簡易水道統合資料②をごらんください。上水

道との統合を行わず、簡易水道単独の場合と、

上水道との統合を行った場合について、利用者

及び事業者である八代市での比較表となってお

ります。 

 主な内容について御説明しますと、利用者の

方については、簡易水道単独の場合、統合によ

る料金改定は、上水・簡水の両会計とも必要あ

りませんが、簡易水道統合の場合、料金を統一

して、経営の安定化を図っていく必要があるた

め、簡易水道利用者は２５％の減額となります

が、上水道利用者は２０％の増額となります。 

 次に、簡易水道事業における交付税措置につ

いて、簡易水道単独の場合、約５０００万円の

交付税措置がありますが、簡易水道統合の場合、

交付税措置が年々減少していきます。 

 １点目が、簡易水道単独の場合、起債償還に

対する交付税措置が約５０００万円あること。 

 ２点目、八代市には、旧八代市を給水区域と

する八代市水道事業、鏡町、千丁町、東陽町、

泉町の一部を給水区域とする八代生活環境事務

組合の２事業者がありますが、簡易水道を統合

した場合、旧八代市を給水区域とする八代市水

道事業の利用者にのみ負担が大きくなること。 

 以上の２点の理由から、簡易水道と上水道と

の統合は行わないとの結論に至りました。簡易

水道と上水道との統合は行いませんが、これま

でどおり利用者の方へのサービス向上に努め、

あわせてコスト削減を検討していきます。 

 以上、簡易水道統合についての説明を終わり

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はありませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で
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簡易水道統合についてを終了いたします。 

 小会いたします。 

（午後４時４９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５０分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、小会いたします。 

（午後４時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５６分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の管外行政視察について

お諮りいたします。 

 本委員会は、平成３１年５月８日から１０日

までの３日間、産業・経済の振興に関する諸問

題の調査、病院・水道事業に関する諸問題の調

査のため管外行政視察を行うことといたしたい

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申し出をいたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 後に、本委員会の派遣承認要求の件につい

てお諮りいたします。 

 本委員会の管外行政視察についてですが、本

委員会は、平成３１年５月８日から１０日まで

の３日間、産業・経済の振興に関する諸問題の

調査、病院・水道事業に関する諸問題の調査の

ため行政視察に参ることとし、視察先及び視察

内容については、委員長に御一任いただき、関

連予算の議決後、議長宛て派遣承認要求の手続

をとらせていただきたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして、経済企業委員会を

散会いたします。 

（午後４時５８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。 

    平成３１年３月１２日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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