
 記者会見 市長あいさつ  
 と き 平成 27 年 12 月 21 日（月）15:00 

                 ところ 市長応接室 
１．市政の動向 

 ■第 33 回地域審議会の開催（予定）について 

○会議日程 

・八代地域審議会：1 月 12 日（火）13：30 ～（市役所本庁 5 階） 

・千丁地域審議会：1 月 13 日（水）10：00 ～（千丁支所 2階） 

・坂本地域審議会：1 月 15 日（金）10：00 ～（坂本支所 2階） 

・鏡地域審議会 ：1 月 18 日（月）13：30 ～（鏡支所 3 階） 

 ・東陽地域審議会：1月 19日（火）10：00 ～（東陽支所 2 階） 

 ・泉地域審議会 ：1月 22日（金）13：30 ～（泉支所 2階） 

  （※設置期間が H28.3.31 までのため、今回が最後の地域審議会となる。） 

○【審議事項】 

 ・新たな機関の設置について（全地域） 

 ・過疎地域自立促進計画等について（坂本・東陽・泉）  など 

 ・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 
 

 ■八代港から香港に向けた晩白柚輸出の出発式について 

 ・1月 15日（金）16：00 ～ 

 ・市役所玄関前   前回 1,800 個 ⇒ 今回３,０００個を八代港から輸出 

 ・出席者（予定）：市長、JA 関係者、就航船社、港湾関係者等 

 ・香港での「晩白柚フェア」：1 月 29 日（金）～ 2 月 3 日（水）イオン香港 13 店舗 

 ・問合せ フードバレー推進課 TEL 33－8780 
 

■＜韓国釜山出張＞八代港・熊本港合同ポートセミナーin 釜山 

・1 月 27 日（水）～ 28 日（木） 
・ロッテホテル釜山 
・八代港・熊本港の紹介、企業活動紹介 

・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 
 

 ■くまもと県南フードバレーフェア ＩＮ 台湾 基
キ ー

隆
ル ン

市 

 ・1月 30日（土）～ 31日（日）11：00 ～ 20：00 

 ・基隆駅構内 

 ・鏡開きと日本酒の振る舞い、くまモンステージ、民謡披露、熊本・八代クイズ大会 

 ・問合せ フードバレー推進課 TEL 33－8780 
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 ■今年を振り返って 

・「８つの基本施策」（市長八策）の実現 

（１）農林水産業の振興 

・「いぐさ・畳表ベンチ」ミラノ国際博覧会へ（2月） 

・㈱クボタが「いぐさハーベスタ」の製造再開を決定（3 月） 

・水産物荷さばき施設開所（4 月） 

・県フードバレーアグリビジネスセンター開所（5月） 

・八代農業高校で育てた晩白柚がギネス記録に認定（8月） 

・県南フードバレーフォーラム（11 月） 

（２）地域振興 

・八代城跡群国史跡指定記念シンポジュウム（2 月） 

・県下最大級の瀧「走リ水ノ瀧」が国名勝に（3 月） 

・定住自立圏形成協定締結（氷川町と 3 月） 

（八代市・氷川町定住自立圏共生ビジョンの策定（11 月）） 

・国道 445号に「五家荘トンネル」が完成（3月） 

・住民自治によるまちづくり行動計画（後期）の策定（3 月） 

・坂本町木々子(きぎす)地区七夕綱が国選択無形民俗文化財に選択（3月） 

・新市誕生 10周年記念式典（8月） 

守田 滿さん、八代亜紀さんに市民栄誉賞 

・県女性消防操法大会で本市消防団女性消防隊が初優勝（8月） 

・やつしろ観光ガイド協会設立総会（市内４団体統合）（9 月） 

・八代妙見祭ユネスコ無形文化遺産登録への機運が高まる（11 月） 

・大相撲八代場所（12 月） 

（３）環境対策 

・「第 8回全国ｱﾏﾓｻﾐｯﾄ 2015in くまもと・やつしろ」シンポジウム（10 月） 

・環境センター建設工事安全祈願祭（11 月） 

（４）教育・子育て支援 

・「こども医療費助成」小学 6 年生へ拡充、第三子以降の保育料無料化（4 月～） 

・「やつしろあったかねっと」（結婚から子育て）サイト開設（4 月） 

・八代市中学生議会（8月） 
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（５）商工業対策 

・クルーズ客船寄港（6月～10 月） 

5船 10回、延べ 31,000人（乗客）、12,000 人（乗組員）受入 

・八代港大型クルーズ船受入準備完了報告会（6 月） 

・スーパー元気券販売（7 月） 

・基隆港との友好交流確認書の調印（8 月） 

・八代港コンテナ取扱量通算 20 万 TEU 達成（12 月確認） 

（６）医療福祉対策 

・健康福祉部内に「在宅医療介護連携室」を設置（4 月） 

・マイナンバー制度 個人番号通知開始（11 月） 

（７）若者定住・雇用・男女共同参画の推進 

・人口ビジョン・総合戦略策定（10 月） 

（８）行財政改革 

・組織再編（4月） 総務部再編し財務部を設置、経済文化交流部の設置 

H26（9部 71 課 10事務所 170 係）→ H27（9 部 62 課 0 事務所 159係） 

・目標管理制度の導入と組織目標の公表（4 月、5月） 

・ふるさと納税制度拡充（8月から 21 品目、10 月に 30 品目へ） 

  特別企画「八代亜紀プラン（絵画制作）」 

 ※その他 

   ・豪雨災害（6 月 2～3日、10～11日、30 日～7月 1日） 

台風 15号（8 月 25日） 

 

 ■来年の取り組み 

①こども医療費助成 … 現在、小学 6 年生までの対象年齢を平成 28 年 4 月から 

中学 3 年生までに拡大を予定 

 

②全国山・鉾・屋台保存連合会総会八代大会 

今年 5月の全国山・鉾・屋台保存連合会総会で、次年度（平成 28 年度）の総会

開催地が八代市に決定 

  開催予定日：平成 28年 11月 22 日・23日 ※妙見祭の開催日に合わせる 

 

③「八代妙見祭」ユネスコ無形文化遺産への登録に向けて  
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２．今後の行事・イベント 

■平成 27 年度 クルーズ客船八代港寄港概要（1月） 

 ・1 月 1 日（金） クアンタム・オブ・ザ・シーズ 

総トン数：167,800ｔ 全長：348ｍ 乗客定員：4,180 人 乗組員数：1,500 人 

・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 

 

■新市誕生１０周年記念 第 19 回 八代こども科学フェア 

 ・1 月 9 日（土）10 日（日）10：00 ～ 

 ・やつしろハーモニーホール 

 ・内容 ①ロボコンロボットの展示・実演・操作体験 ②ペーパークラフト 

 ③木工体験 ④バルーンスライム ⑤ロボット競技 

  ⑥親子ものづくり体験など 

 ・問合せ 商工政策課 TEL 33－8513 

 

■八代市成人式 

 ・1 月 10 日（日） 14：00 開式 

 ・厚生会館 

 ・成人を祝う楽しいイベントを準備 

 ・問合せ 生涯学習課 TEL 30－1110 

 

■八代港コンテナ取扱量通算 20 万 TEU 達成記念式典 

 ・1 月 15日（金） 17：00 ～ 

・八代グランドホテル 

・主催：八代港港湾振興協会、八代港ポートセールス協議会 

・H11年国際コンテナ定期航路開設、通算 H16年 5万、H19 年 10 万、 

 H27年に 20 万 TEU を達成した。 

・問合せ 国際港湾振興課 TEL 33－8777 

 

■新市誕生１０周年記念 第 11 回八代市校区対抗駅伝競走 

 ・1 月 17 日（日）9：00 開会式 10：00 スタート 

 ・県営八代陸上競技場 ⇔ 球磨川河川敷 

 ・問合せ スポーツ振興課 TEL33－4164 

4 



 ■消防出初式 

 ・1 月 24 日（日）9：00 ～ 

 ・球磨川河川緑地 

 ・問合せ 危機管理課 TEL33－4112 

 

 ■「八代市移住者交流ネットワークづくり事業」トークショー 

「みんなで支えあおう！ やつしろぐらし」 

 ・1 月 24 日（日）14：00 ～ 

 ・やつしろハーモニーホール（市民ホール） 

 ・移住・定住の促進に取り組む中で、市民と共に移住・定住について考える 

・出 演：井上 晴美（熊本県在住女優、タレント）ほか 

 ・問合せ 企画政策課 TEL 33－4104 
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