
第２３回 泉地域審議会会議録 

 

開催日時  平成２５年１月２４日（木） １０時～ 

開催場所  泉支所３階大会議室 

 

■出席委員  ９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 森永 光子 

委 員 坂田 一成 委 員 塚本 佳代 委 員 森山 和俊 

      

■欠席委員  ２名   

委 員 冨岡 弥 委 員 山田 尚美 委 員  

 

■出席職員 

泉支所総務振興課長 橋本 和郎 建築住宅課課住宅係主任 吉野 文博 

〃 市民福祉課長 本田 正剛 障がい福祉課生活支援係長  田中 かおり 

泉農林水産事務所農林水産係長 徳田 啓治   〃      参事 西濵 礼子 

泉支所総務振興課課長補佐 岩崎 和也 情報政策課課長 秋田 壮男 

〃  観光振興係長 柿本 光明   〃  主任 上原  淳 

   〃    〃 主任 眞田 忠輔 広報公聴課課長 上田 真二 

〃    〃 主事 井上  愛   〃  係主任 押方 保樹 

企画政策課課長 丸山 智子 こども未来課課長 松村  浩 

企画政策課企画係長 相澤  誠       課長補佐 早木 浩二 

企画政策課企画係主任 坂本 友和 学校教育課審議員 渡邉 裕一 

建築住宅課課長補佐 山口 敏郎      指導主事  大住 和行 

■傍聴者 

一般傍聴者      ０名 報道機関     ０名 

■次第 

１． 開会 

２． 会長挨拶 

３．議題 

  ①八代市総合計画後期基本計画（案）について 

  ②八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について 

  ③八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員任期満了に伴う委員の推薦について        

  ④八代市ケーブルテレビ管理運営審議会委員の選任について                    

  ⑤携帯電話エリア整備事業について               報告事項 

  ⑥八代市保育所民営化等計画について              報告事項 



  ⑦小中一貫・連携教育について                 報告事項 

  ⑧八代・天草架橋建設総決起大会について            報告事項 

  ⑨泉地域協議会設立準備委員会の枠組みについて         報告事項 

  ⑩泉町における未利用公共施設の活用に係る考え方について    報告事項 

４．閉会 

 

 

■議事録 

(司会) 11名の委員中 9名の出席で、委員の 2分の 1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)  

(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。 

（議長：藤崎会長） 

 議事が 4件、報告事項が 6件。 

議題１「八代市総合計画後期基本計画（案）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） 

 第４部にある地域の特性を活かしたまちづくり方針のところの、泉地域が入る東部地

域について、泉の現状を組み入れてあるのか、住民自治の取り組みなど泉地域自体でも

地域づくりの検討を行っていくが、市としてももっと深く、具体的で細部にわたるもの

を示してほしい。 

（企画政策課 相澤係長） 

 基本計画自体が市の最上位にあたる計画で、これにぶら下がっている各種の事業も今

から計画するところであり、実施計画を立てて予算化していくということで、過疎計画

等ご相談できる形もあるので、まずは施策の位置づけと方向性等に誤りがないかとの側

面でみていただき、実施計画の段階でご意見を出していただきながら変更・修正等をか

けていけるものと思っている。 

 (委員) 

 前期基本計画の検証はなされているのか。 

（企画政策課 相澤係長） 

 前期計画で立てた指標の達成率は、23年度時点での達成済みのものは約 34％、達成

中のものが約 40％、指標よりも後退したというものが約 21％、統計がとれなかったも

のが 5％、達成済みと達成中を合わせると 74～75％は成果が上がっているということに

なる。前期の計画期間が今年度までとなっているので、最終的な数値については来年度

にとりまとめ、ホームページ等で公表する。 

 



（会長） 

議題２「八代市住生活基本計画策定に伴う地域の意見について」、事務局より説明を

お願いする。 

 ※事務局 建築住宅課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 八代市には日奈久断層もあり、いつ災害が発生するかわからない。泉地域においては

急傾斜の崩落が一番懸念されるので防災マップ等もつくられると思うが、これらを重点

的にとらえ、安心して暮らせる体制づくりを願う。 

（建築住宅課 山口課長補佐） 

 本計画は市としての方向性を示すもので、ご指摘の件については市の防災計画と都市

計画マスタープラン等が関係してくる。作業部会には防災関連の部署も入っているの

で、その要望を伝えたい。 

（委員） 

泉町では高齢化もあり、特に空き家が増加している。火災等が心配されているところ

もある。今後も増加していくものと思われるが、どのような対策があるのか。 

（建築住宅課 山口課長補佐） 

 住めなくなった空家については建築指導課が所管している解体に係る補助制度を設

けているが、本年度は予算枠が一杯になったと聞いている。住める状態の空家について

は、定住化に向けた対策がとれないものか検討している。 

（委員） 

 ＵＩターンは他の自治体での先進事例も多くある。定住をする際の補助とか結婚祝い

金の支給等思い切った施策が必要である。早目の対策を願う。 

（委員） 

 八代産材を利用との表現がよくされるが、公共事業での利用はあまり聞かない。もう

少し積極的に利用してもらい、木材価格が上昇すれば泉地域の活性化が図れると思う。 

（建築住宅課 山口課長補佐） 

 八代市水産林務課で八代産材を使ってリフォームや新築した場合の補助制度がある。

その他木材の利用促進ということで公共施設をつくる際の基本方針も立てられている。

本計画にも盛り込んでいきたい。 

（委員） 

病院、買物に行くのが不便等の声がよく聞かれる。これらに対する具体策等あったら

示してほしい。 

（企画政策課：相澤係長） 

 平成２２年１０月に公共交通の見直しで主にバス路線の見直しを行なった。山間部の

バスが入っていない地域に対しても予算内で乗り合いタクシーを導入したが、事前予約

の不便さ等の指摘もなされている。今後もうまい結節等の工夫、ダイヤ調整等、皆さん

のご意見を頂戴しながらいまある予算の中で改善を図りたい。 

（会長） 

議題３「八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員任期満了に伴う委員の推薦につい



て」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 障がい福祉課  資料に基づいて説明 

 

（会長） 

 24年度、25年度の２年間の任期に係る委員のご推薦をお願いする。 

（岩村泉支所長） 

 24年度で一旦任期切れとなる地域審議会委員さんの中から、25年度にもまたがって

当策定・評価委員会委員をお願いするのは現時点でやりずらい。月末までの推薦でいい

ということなので、それまでに支所でも協議し、連絡を行う。 

（会長） 

議題４「八代市ケーブルテレビ管理運営審議会委員の選任について」、事務局より説

明をお願いする。 

 ※事務局 広報広聴課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 ＣＳがなくなればインターネットは使えないのか。 

（広報広聴課：上田課長） 

 ケーブルテレビ自体の契約を継続する限りインターネットは使える。 

（会長） 

 委員の推薦をお願いしたい。事務局案はないか。 

（泉支所総務振興課:眞田主任） 

 事務局（案）としては、泉地域審議会の黒木計氏と一般の東美代子氏を推薦したい。 

（会長） 

 事務局案に異論がないなので、そのように推薦したい。 

（会長） 

報告事項１「携帯電話エリア整備事業について」、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 

（委員） 

 今回の水梨地域が整備されれば、泉管内は全て携帯電話が通じるエリアとなるのか 

（情報政策課：秋田課長） 

 国の補助事業で整備する場合、重複しそうなエリア設定はなされないため、どうして

も隙間が発生することになる、その際エリア外となる地域については超小型の基地局を

宅内に置く装置の活用が図れないか事業者と協議中である。 

（会長） 

報告事項２「八代市保育所民営化等計画について」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 こども未来課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 保育園の本園と分園の交流はこれまでなかったので今後活発化してほしい 

（こども未来課：松村課長） 

 下岳保育園が本園、栗木保育園が分園という形になると思うが、交流促進を図れるよ



う園長会にも要望する。 

（会長） 

報告事項３「小中一貫・連携教育について」、事務局より説明をお願いする。 

 ※事務局 学校教育課  資料に基づいて説明 

（会長） 

その他１「第５期地域審議会委員について」、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） 

その他２「八代・天草架橋建設総決起大会について」、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） 

その他３「泉地域協議会設立準備委員会の枠組みについて」、事務局より説明をお願

いする。 

※事務局 泉支所総務振興課  資料に基づいて説明 

（会長） 

その他４「泉町における未利用公共施設の活用に係る考え方について」、事務局より

説明をお願いする。 

※事務局 泉支所総務振興課  資料に基づいて説明 

（委員） 

 第五小学校跡地については、地域住民と協議した結果として、椎茸のほだ場として活

用したいとの意見でまとまっている。 

（会長） 

 他に何も無いようなので、これで、第２３回泉地域審議会を終了する。 

  

 


