
第２２回 泉地域審議会会議録 

 

開催日時  平成２４年７月５日（木） １４時～ 

開催場所  泉支所３階大会議室 

 

■出席委員  ８名 

会 長 藤崎 英信 委 員 黒木 計 委 員 松永 美津代 

副会長 寺田 浩 委 員 本山 幸人 委 員 山田 尚美 

委 員 坂田 一成 委 員 冨岡 弥   

      

■欠席委員  ３名 

委 員 塚本 佳代 委 員 森永 光子 委 員 森山 和俊 

 

■出席職員 

泉支所総務振興課長 橋本 和郎 市民協働部主席審議員 森  和昭 

〃 市民福祉課長 本田 正剛 市民活動支援課住民自治推進係長 井戸 康雄 

泉建設事務所建設係長 中村 道久 情報政策課課長 秋田 壮男 

泉農林水産事務所農林水産係長 徳田 啓治   〃 課長補佐兼情報化推進係長 高木 浩行 

泉支所総務振興課観光振興係長 柿本 光明   〃 情報化推進係主任 小林 隆生 

〃観光振興係主事 西村 英伸   

 〃   〃  〃 井上  愛   

企画政策課課長 丸山 智子   

企画政策課企画係長 相澤  誠   

企画政策課企画係主任 坂本 友和   

■傍聴者 

一般傍聴者      ０名 報道機関     １名 

■次第 

１． 開会 

２． 会長挨拶 

３．議題 

  ①八代市総合計画策定審議会委員の推薦について 

  ②八代市笑顔 deあいさつ日本一運動について          報告事項 

  ③住民自治に関する進捗状況について             報告事項 

  ④地域要望制度について                   報告事項 

  ⑤携帯電話鉄塔整備について                 報告事項 

５．閉会 

 

 



■議事録 

 24年度最初の地域審議会につき、24年度人事異動に伴う新体制事務局、泉支所関係

課の自己紹介。 

(司会) 11 名の委員中 8 名の出席で、委員の 2 名以上の出席により、地域審議会設置

に関する事項第 7条第 3項により総会成立を報告 

(会長挨拶)  

 福岡、大分で豪雨による犠牲者が多数出ている。お見舞い申し上げる。 

 最後まで忌憚のない意見をどしどしだしていただきたい。 

(司会) 

 協議事項に入る。地域審議会の設置に関する事項の第７条第４項に「審議会の議長は、

会長が務めるものとする。」との規定により、会長に会議を進めて頂く。 

（会長） 

 議事が 1件、報告事項が 4件。 

議題１「八代市総合計画基本計画策定審議会委員の推薦について」、事務局より説明

をお願いする。 

 ※事務局 企画政策課  資料に基づいて説明 

(会長) 

 みなさんからの委員のご推薦をお願いします。 

（委員） 

 泉町からの委員は、女性をだしたらどうか。 

 ※女性委員の山田、松永両委員とも難色 

 難しい 

 (委員) 

 会合は何回予定されているのか。 

（企画政策課 相沢係長） 

 計 3回を予定。 

（会長） 

 寺田副会長を推薦したい。いかがか。 

（全員） 

 了承の拍手 

（会長） 

 総合計画策定審議会委員は泉地区から寺田副会長を推薦することとする。 

（会長） 

報告事項１「八代市笑顔 deあいさつ日本一運動について」、事務局より説明をお願い

する。 

 ※事務局 企画政策課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 学校の方で毎月 11日に挨拶運動をしているが、先生、生徒とも儀礼的に挨拶してい

るだけのような様子も見て取れる。先生もその時だけでなく日頃から毎日でも出てき



て、大きな声で挨拶する姿勢を示してほしい。 

（企画政策課:丸山課長） 

 できれば自然な形で笑顔でさわやかに挨拶出来るような意識づけをしていきたい。教

育委員会とも連携取りながら進めていきたい。 

（委員） 

 あいさつは自分からすれば返ってくるもの。家庭で親たちが率先して挨拶すれば自然

と身についてくるものと思う。 

（委員） 

 「たかが挨拶、されど挨拶」声を出して挨拶するのが 1日の始まり。地域の皆さんが

このような姿勢で臨んでほしい。 

（会長） 

 報告事項２「住民自治によるまちづくりの推進について」、事務局より説明をお願

いする。 

 ※事務局 市民活動支援課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 泉校区はどのような状況か。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 泉校区は、今年度準備委員会の前の委員会をつくりたい。泉校区は、下岳、柿迫、栗

木、五家荘の４地区があるが、これを一括して泉校区として立ち上げるのか、下岳を１

つ、柿迫と栗木で１つ、五家荘で１つの計３つに割るという意見も出ている。それらの

意見をどう合意形成を図るのかということで、準備委員会の前の計画委員会を作って、

そこで話を煮詰めた上で準備委員会を立ち上げることとしているので、他校区と比べる

と１年間スパンを長くとる予定。 

（委員） 

 これまで何回も校区割について議論した。急がないと他校区に立ち遅れる。急いで準

備委員会を立ち上げてほしい。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 第１期で隣接の東陽町が指定を受けている。規模を見ても泉校区と一番類似している

のが東陽町と思い、その状況も見て参考にすることとしているが、まだ情報が入ってこ

ない。また旧八代市内の校区においても宮地東校区が新たに追加されたということと

で、宮地校区と宮地東校区の関係性も参考にしたいと考えている。早めに準備委員会立

ち上げて進めていかないと遅れるとのご指摘もあるが、実際始めてから色々な問題がで

てくるよりも、むしろ先に想定される問題をある程度煮詰めた上で進めていきたいと思

うため、もうしばらくの検討の時間をいただきたい。 

（委員） 

 何のためにこのような動きをしているのか、何のために組織化しなければならない

か、住民が認識できていない部分がある。もう一回行政からの説明を受けたい。 

（市民協働支援課:井戸係長） 

 昨年度校区説明会を開催した。今年度も開催することとしているが、例えば柿迫地区



とか、栗木地区とか地区単位でも要望してもらえれば出向くのでいつでも呼びかけてい

ただきたい。 

（委員） 

 泉校区は区域も広く、それぞれ仕事の体系も違うため、一律に進めるのは難しいため

なかなか議論が進まない。今後１つで進めるのか２つにするのかが最大の課題。各地域

からの素直な声を出して、この流れに乗っていけるようお互いに頑張っていく必要があ

る。 

（委員） 

 残念なのは、２年ごとに区長が交代し、議論が進展しない。この点も含めて区長も勉

強していってほしい。 

（委員） 

 区長が住民の代表なので、枠組みはこの中で区長会等にかけて決めてもらうことはで

きないのか。 

（委員） 

 枠組みの件は、前回までのこの会でもいろいろな意見が出されて、３つに分けるとい

うのが決定事項だったと思うが、この会の位置づけはどうなっているのか。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 前々回で３地区に分けるという提案がなされた。支所の体制的な問題を考えた場合、

３地区にすると、地域自体の運営ができるのかというのが最大の課題で、その段階で３

地区に決めるのは早すぎるのではという意見があったと認識している。再度区長会あた

りに持ち帰って議論してもらうこととしていたところ区長会が改選となったため、もう

一度新たな区長を交えたところで会議するということになり延びている状況。 

（委員） 

 この会での決定事項は有効ではないのか。有効ではないにしても参考にはしてもらわ

ないとこの会の意味がない 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 ３地区に割ったら財源上厳しい問題があるのではと考える。それを賄えるだけの自主

財源の確保が各地域ができるということであれば、２地区でも３地区でも可能であるが

住民に負担がいくようになれば、この住民自治は立ち行かなくなるといこうとになれば

いけないということで、未だ決めかねている状況である。 

（委員） 

 高齢化であと１０年もしたら、存続も危ぶまれる地域が多くある。人がいなくなって

しまったら、自治も何もない。住民自治がスタートしてしまった後でも、その状況に応

じて修正していく方策はあるのか。作る前にも考えて置く必要がある。 

（市民活動支援課:井戸係長） 

 住民自治を進める理由はそこにある。八代市内全体でも高齢化率が５割を超えている

限界集落と呼ばれるものが５２町内ある。これを未然に防ぐために住民自治を進める。

若い世代の参加を今のうちに進めて、若い世代のリーダーを育てる目的がある。 

（委員） 



 泉地区は農業後継者もいないのが現状。お茶畑も生産を放棄した農家ごここ２～５年

で急激に増えてきている。農業をしないまでも泉に残って、泉から熊本市内等通勤して

もらえるような対策を講じてほしい。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 若い人に住みついてもらう対策が必要。１つの地域だけで取り組む効果は低いので、

広域でカバーしあう形での住民自治を進めていきながら若い人に残ってもらう形を見

いだせたらと思っている。 

（委員） 

 行政がどんなに住民自治を進めても、住民が自分たちでどうにかしたいとの意識を持

たないと難しい。五家荘はもっと高齢化率は高い。数年後には集落がなくなるとの危機

感から組織化を考えた、振興会でイベント開催等きっかけにしながら「自分たちの地域

は自分たちが守る」との意識が芽生えてきている。 

（委員） 

 前回までの３地区にという話には有効性があるのか。広さ等で３地区という結論であ

るが、予算上の問題があるのか。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 先行地域としては、モデル地域の準備段階での３年間の運営費補助がでる。それ以降

については校区ごとに金額が設定されています。その際泉地区は１つという算定である

ので、３地区ということになれば、３つに分配することになる。審議会を３つつくると

なると事務に従事する職員も３人を要することになる。財源の問題もでてくることも懸

念される。 

（市民活動支援課:井戸係長） 

 基本的には市内２１校区で予算の大枠は決まっている。この中で人口割が７０％、均

等割りが３０％とあり、これで泉校区に入る金額が決まる。これを更に３つに割るとな

ると１つの地域に入る金額は少なくなるので、この予算でまちづくりができるかどうか

の心配はある。ここを心配しているのが現状の泉支所の考え方だと思う。この点を予算

面だけでなく、地域特性等も含め慎重に考えていただきたい。 

（委員） 

 以前、五家荘地域がモデルになったらどうかとの話がでたときもあったが、逆に独自

性のある動きができなくなるとの懸念もあり、それには乗らなかった経緯もある。 

（市民活動支援課:井戸係長） 

 住民自治組織に対して、一括交付金を支給するが、ゴミ集積所の管理と敬老会以外の

使途については何ら制約をつけません。この点は誤解のないように願う。 

（会長） 

報告事項３「地域要望制度について」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 市民活動支援課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 この統一様式というものは、泉支所にいつでも用意してあるものか 

（市民活動支援課:井戸係長） 



  ある。 

（委員） 

 ８月末までの提出とあるが、現況はいかがか。 

（泉支所総務振興課：橋本課長） 

 泉校区は５月に各地区に要請をかけて、いま取りまとめをしている。泉校区において

は泉校区独自の様式で全区長に配布し、既に全地区から提出され、これを統一様式に落

とし込みを行なっている。 

（会長） 

報告事項４「携帯電話鉄塔整備について」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 情報政策課  資料に基づいて説明 

（会長） 

「各地域審議会の審議内容について」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 企画政策課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 市民アンケートのサンプル数はいくつか。 

（企画政策課:相沢係長） 

 住民基本台帳から不作為に抽出した３，０００票を配布し、そのうち１，３４６票の

回答を得た。回収率は４４．９％。 

（会長） 

 他にありませんか。何も無いようですので、これをもちまして、第２２回泉地域審議

会を終了いたします。皆様お疲れ様でした。 

  

 


