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 記者会見 市長あいさつ 

 

 とき 平成 26 年 6 月 30日（月）11:00 

                 ところ 市長応接室 

１．市政の動向 

■台湾視察 

 ・7月 7 日（月）～10日（木） 

 ・目的：港湾視察、航路誘致 等 

 ・視察先（予定） 

高雄港、基隆港 

   台湾交通部 

   （財）交流協会駐台湾事務所 

台湾船社 

クルーズ船社台湾オフィス 他 

 ・参加者：市長、衆議院議員（金子恭之）、市議会議長（橋本幸一）、 

八代商工会議所会頭（松木喜一） 他 

 ・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 

 

■県要望 

 ・7月 11日（金）14：00～15：00 

 ・八代港港湾計画の早期実現と、より利用しやすい港となるよう次の事項を要望 

（１） 水深 14ｍ岸壁に係る航路の早期完成 

（２） 大型ガントリークレーンと新コンテナヤード等の早期完成 

（３） 大型クルーズ客船寄港に係る支援 

（４） 耐震強化岸壁の新規着工 

（５） 大島航路の安全確保対策の早期完了 

・相手方：熊本県知事 

・要望者：八代市、八代港整備・活用促進期成会、人吉市、人吉商工会議所 

 ・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 
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■政府要望（九州地方整備局） 

 ・7月 14 日（月） 

 ・要望内容 

（１） 中九州の海上輸送拠点「八代港」の整備促進 

（２） 大鞘川河川改修事業の促進 

（３） 球磨川水系川辺川砂防事業の促進 

（４） 球磨川水系治水対策の促進 

（５） 球磨川総合水系環境整備事業等 

（６） 八千把・松高地区（古閑排水区）における浸水対策事業 

（７） 都市計画道路の整備促進 

（８） 熊本県八代地域い産業を守る対策 

・要望者：八代市、八代港整備・活用促進期成会、球磨川下流改修期成会 

 ・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 

 

 ■政府要望（本省） 

・7月 30 日（水）～31日（木） 

・要望内容 

（１） ～（８）は上記に同じ 

（９） 八代平野における農業農村整備事業の促進 

（10） 八代平野地区国営土地改良事業地区調査の採択 

・要望者：八代市、八代港整備・活用促進期成会、球磨川下流改修期成会、 

氷川町、八代地域農業協同組合 

・要望先：国土交通省、財務省、農林水産省 

・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 

 

 ■外部評価委員会の市民委員を募集 

・今年度も外部評価を実施 

・4人程度の市民委員を募集（委員は 10人以内で、他は識見者を予定） 

・外部評価の日程等は、8月 22 日以降の全体会議で調整 

・問合せ 行政改革課 TEL 32－4711 
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２．今後の行事・イベント 

■しょうがの里河俣発電所 落成式 

 ・7月 5 日（土）11：00 

 ・旧河俣小学校グラウンドに道東電機が整備 

 ・式典、テープカット、くす玉割 ※くまモンも参加 

 ・問合せ 東陽支所 総務振興課 TEL 65－2111 

 

■八代市いきいきふくしスポーツ大会 

 ・7月 5 日（土）8：50～15：00 

 ・市総合体育館（大アリーナ） 

 ・市内に居住する障がい者とその支援者（約 350人） 

 ・問合せ 障がい者支援課 TEL35－0294 

 

■鏡町十八夜祭 

 ・7月 18 日（金）18：00～ 

 ・アーバンショッピングシティー駐車場をメイン会場に総踊り 

・町区などによる「造り物」の展示、ステージイベントなど 

 ・数百年の歴史がある子安観音堂の夏祭り 

・問合せ  八代市商工会 TEL 52－8111 

 

■博物館 夏季特別展覧会「弥生人を追跡せよ!!」 

 ・7月 18 日（金）～8月 31日（日） 

 ・八代平野で暮らしていた弥生人が、どんな生活をしていたのかを、彼らが残し 

  た土器や石器、木器などの日用の道具や、小銅鐸や剣などの特別な道具を頼り 

  に追跡する。 

 ・7月 26 日（土）講演会「ここまでわかった！弥生時代の八代」 

 ・8月 23 日（土）こども講座「弥生人の宝物・小銅鐸を作ろう！」 

 ・問合せ 博物館 TEL 34－5555 
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■くまもと・みんなの川と海づくりデー 一斉美化清掃活動 

・7月 21 日（月）7：00～8：00（小雨決行、雨天中止） 

・球磨川の新萩原橋上流・下流の右岸・左岸、球磨川緑地公園 

・企業や団体、市民がボランティアで清掃活動 

・問合せ 環境課 TEL 33－4114 

 

 ■平成 26年度 青少年体験活動事業 

 キッズチャレンジ 2014「アウトドアスクール」 

 ・7月 23 日（水）～25日（金） 

 ・豊野少年自然の家（宇城市）、立神峡里地公園（氷川町） 

 キッズチャレンジ 2014「夏休み子ども陶芸教室」 

 ・8月 7 日（木）～8 日（金） 

 ・水竹居の館（赤星公園内） 

 キッズチャレンジ 2014「親子自然体験デイキャンプ」 

 ・8月 17 日（日） 

 ・旧宮地東小学校と周辺の川 

 ・問合せ 生涯学習課 TEL 30－1110 

 

■クルーズ客船 飛鳥Ⅱ 寄港 

・7月 25 日（金） 8：00入港、17：00 出港（予定） 

・船内見学会 13：30～14：30 （岸壁開放 12：00～） 

・岸壁で出港セレモニー（出港 30 分前） 

・八代、人吉、水俣の物産展も同時開催 

・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 

 

■第 9回 八代市童話発表大会 

・7月 25 日（金） 9：30～15：50 

・やつしろハーモニーホール（市民ホール） 

・市内各小学校の代表児童が、童話や民話を表現力豊かに発表 

・問合せ 市立図書館 TEL 32－3385 
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■第 26回 ヤマメつかみ取り大会 

・7月 27 日（日） 11：00～（10：00～受付） 先着 200 人 

・ヤビツ谷（せんだん轟駐車場横） 

・問合せ 泉支所 総務振興課 TEL 67－2111 

 

■日奈久温泉 丑の湯祭り 

 ・盛夏土用丑の日に行われる祭りで、この日に入浴すると千日分の効き目がある 

  と言われる。 

・7月 28 日（月）前夜祭（日奈久温泉神社イベント広場、中心部の一部） 

 16：00～ 子ども花馬 

 19：00～ 日奈久六郎太鼓の演奏、大道芸、歌謡ショー 

・29日（火）本祭（日奈久温泉街一帯） 

  9：00～ 神事 

  9：50～ 神幸行列 

・日奈久温泉旅館組合では 29 日（10：00～15：00）の日帰り入浴料を無料に。 

 ・問合せ 日奈久温泉観光案内所 TEL 38－0267 

 

 ■第 47回 八代くま川祭り 

 ・8月 2 日（土） ※ 荒天の場合は 3 日（日）に延期 

 ・16：30～ 子どもみこし 

  17：25～ 音楽パレード 

  17：55～ 大人みこし 

  19：00～ 総踊り 

 ・関連イベント 

  球磨川源流水リレー 7月 26日（土）・27 日（日） 

  くまリバーランド 7月 27日（日） （カヌー、魚のつかみどり） 

  球磨川感謝祈願祭 8月 1日（金） 

  ハーモニーフェスタ 8月 3日（日）  （ダンスと音楽の祭典） 

  ゆずり葉音楽祭 8月 8日（金） 

 ・問合せ 八代くま川祭り振興会（商工振興課内）TEL 33－8513 


