部局経営方針（上半期振返り報告）
部 局 名

産業経済部

部局長名

石走

直伸

「地域力を発揮し，産業活力を創出するまちづくり」
1

市経済圏創出のため，第１次産業・第２次産業・第３次産業の連
携及び振興を図り，市内事業者の利用促進と市内における新たな
流通体制を構築することにより，顔の見える「地産地消」の取り組み
を進める。
これまでの個別ブランドを基に，総合的な市ブランドを形成し，内
外に積極的にＰＲすることで，生産物の販路拡大，基盤整備等に取
り組む。

2

地域農業の安定的かつ継続的な振興を図るため，農地の流動
化，経営規模の拡大や新規就農者の農業政策を積極的に推進す
る。 特に，今年度設立した農業公社を活用して，高齢化等に伴う
担い手不足，農地の荒廃化等を課題に，総合的な施策を推進す
る。
また，農業農村の持つ自然環境の保全，文化の伝承などの多面
的機能を生かした体験学習，交流推進事業，グリーンツーリズム等
を実施し，農村振興に努める。

① 部局の使命

3

自然環境の保全に留意した林道の整備を図るとともに，環境保
全，水源かん養林等の整備に努め，長期的な視点に立って，地球
温暖化対策はもとより，森林の公益的機能がより一層発揮されるよう
計画的な森林整備に努める。

4

漁業経営の安定に資するため，つくり育てる漁業及び担い手の育
成・確保に努め，水産加工の高度化やブランド化を推進し，市域に
おける「地産地消」を基本とした新しい流通体系の構築に努めるとと
もに，市内の各漁港の維持管理，整備改修，魚場の整備に努め
る。

5

中心市街地の活性化や地域を支える商店街の振興に努める。
新たな企業の誘致や地場産業との連携等により，新規産業の立地
を促進する。

６ 九州新幹線や南九州西回り自動車道の開通を見据え，市のさまざ
まな観光資源(海・山・川・湖・温泉・文化財等)を有機的にネットワー
ク化した新たな観光ルートの形成を進めるとともに，体験型観光の
振興等に取り組む。
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【現状認識】
農林水産業の第１次産業にあっては，高齢化，担い手不足の課題はも
とより，資金・競争力・魅力等について，分析する必要がある。
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また，農村地域工業導入促進法等を活用して整備を進めてきた工業
団地を中心とする第２次産業については，わが国経済の動向等を確認し
ながら，本市の立地条件に適する企業の選考等を行う必要がある。
そして，商店街はもとより，ホテル，スーパー等サービス業を中心とする
第３次産業にあっては，後継者，資金，競争力，魅力等が不足する中で，
厳しい状況にある。
経営安定のために必要な支援事業等について，検討する必要がある。
【中期展望】
1 農林水産業

③ 現状認識及び

国・県を通じて，農林水産業には厳しい情勢であるが，新規就農者等

中期展望

の担い手対策はもとより，グリーンツーリズム，地区コミュニティ協議会

（政策ビジョン）

等を活用して集落営農等の組織の充実を図る。
また，重点品目のブランド化を推進するとともに，地産地消に努め，
市内における新たな流通体制の構築を図り，一定の経営概念を有する
農林水産漁家を育成し，その所得向上に努める。
2 商工業
川内駅はもとより，西回り高速自動車道の開通に伴うインターチェン
ジの設置，重要港湾「川内港」の利用促進等，新たな流通体制の確立
に必要なインフラ整備が進められる。
当該整備に対応した新たな企業参入を図るとともに，既存の商工業
に対する経営安定化の措置等について検討を進める。
3 観光
市内外からの交流人口の拡大を図るため，本市の豊富な観光資源
を活かし，また，自然環境の保全に配慮した観光ルートの整備等を進
めるとともに，長期滞在型・体験型と市民等のニーズに応えたイベント
の開催等を検討する。

１ 地域農業の安定的かつ継続的な振興を図るため，農協，農家等との
積極的な話し合い，生産物の販路拡大，基盤整備等に取り組む。
２ 林道・農道等基盤整備を図り，健全な森林づくり，農村地域の生活環

④ 今年度の部局目標

境づくりに努める。
３ 水産資源の維持，保全等を図るため，放流事業，実証事業等を実施
する。
４ 中心市街地及び地域商店街の振興を図るため，商工会議所及び商
工会を支援し，交通網（海・陸）の整備等を図るとともに，地場産業の育
成，新規企業の立地等を促進する。
５ 市域観光資源の調査・研究を行い，情報の収集及び提供に努め，観
光客の誘致を促進する。
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個別の業種（第１次産業・第２次産業・第３次産業）は，それぞれ連動し

⑤ 目標設定の理由

ており，それぞれの業種ごとに対するハード面，ソフト面等の整備・拡充を
図ることで，それぞれの産業振興を推進するとともに，市民生活の質的向
上及び市域の発展に寄与する。
合併後 6 月を経過したところであるが，それぞれの地域の特性，特色，
魅力等に関する情報収集に努める必要がある。
基本構想，基本計画，実施計画等を整理するとともに，それぞれの地
域に適する産業を分析し，それぞれに関係する市民等の所得向上に必

⑥ 目標達成に
向けての手段・方法

要な措置を検討する。
農政畜産課・林務水産課・耕地課・商工振興課・企業港振興推進室・
観光課・農業委員会事務局の相互における連携・協力体制の確立を図
り，情報の共有化に努める。
また，各支所との連絡体制の充実を図るため，支所長及び産業課長を
中心とする連絡網を充実する。
○農政畜産課
担い手対策として，認定農家の指導や市単独事業を３名に実施し
た外，将来の担い手として農業公社で新規就農予定者の研修を４名
開始した。同時に，公社において営農塾を開催して２０名参加があ
った。
グリ－ン・ツ－リズム及び地産地消･食農については県のソフト事

⑦上半期の具体的な取り 業の調整や担当者会を実施し今後の体制作りの準備を前半で実施。
組みの経過・実績

農業公社については，４月１日に設立し，受託作業及び新規就農
者対策を実施しているが，９月１日に県より農地保有合理化法人の
認可をもらい，当初予定していた３事業を実施する体制が作れた。
農業外からの参入による農業生産法人設立等については個別に相
談を重ねながら，１企業が農業生産法人の設立と来年度を目標に本
格的準備に入っている。
集落営農組織育成については，農業公社に参加している農作業受
託組織や中山間地域直接支払制度地域・新・農村振興運動重点地区
を想定しているが，公社を窓口に来年度事業の準備を実施中である。
またＪＡさつまについて農業公社に参加してもらうことで調整が整
った。
経営指導においては，生産組織については，品目ごとの再編をお
こなった．
唐浜らっきょう生産振興特区については６ヘクタールの遊休農地
の解消を図り，新たに６社の企業の参入を図った
畜産振興においては，１７年度から畜産業務嘱託員を採用し，現
場を中心に勤務していただいておるが，技術・経営指導及び県畜産
共進会等でも遺憾なく実力を発揮され，農家への信頼も深まってお
り，畜産振興が図られている。
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○林務水産課
実施計画に基づき，林道の舗装工事及び治山工事等の発注を行う。
森林の整備について，森林環境税導入により森林づくり推進員が設
置された。これに伴う間伐等の計画的実施及び間伐路網整備に努め
る。
○耕地課

地元からの要望のあった次の工事を市単土地改良事業として
実施。
河路１号線農道舗装工事，農道上原線舗装工事，農免農道里地
⑦上半期の具体的な取り 区農道補修工事，即決修繕工事等として側溝修繕工事３件，用排
組みの経過・実績

水路工事２２件，農道維持補修工事１９件，安全表示看板設置等
１０件。
地元住民からの要望のあった用排水路工事等の農業基盤整備
や農村地域の生活環境整備を実施。
過年公共耕地災害復旧事業２件，現在工事中
（東郷町鳥丸地区道路災害復旧工事
樋脇町上之段地区水路災害復旧工事）
○観光課
甑島の海洋資源及び大自然を活かし，ファミリーフィッシング大
会や，ウインドサーフィンによる甑海峡横断レースを開催し，両イ
ベントとも本市のＰＲ情報発信に大きく貢献した
○商工振興課
商工会議所・商工会への支援，ＴＭＯ協議会等と中心市街地活性
化施策の研究，樋脇地域商店街街並景観整備事業の実施，商工会合
併に向けた調整及び地域公共交通網整備推進調査の実施
○企業・港振興推進室
定期コンテナ航路が平成１６年４月に開設され，当面月間２００
本の取扱を目指しているところであり，既に達成している月もある
が，通年を通して安定的に達成出来るようポートセールス活動等を
実施し努力している。
・平成１７年８月２９日に鹿児島市において｢薩摩川内港鹿児島谷山
ＣＦＳ｣の開所式を開催し，小口輸出貨物を取扱うサービスが開始
されたところであり，今後の川内港利用促進に繋げる考えである。
また，同日にポートセールスの一環として，貿易・港湾関係企業・
関係機関等を案内し｢薩摩川内港ポートセミナー２００５｣を開催
し，港の概要・国際定期コンテナサービスの概要等を広く紹介し
た。
・立地企業への訪問や新規の企業訪問を実施し，企業誘致活動を実
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施した。なお，増設等を計画されている企業があり，支援策等の
情報提供を行うとともに，情報交換を実施している。

⑦上半期の具体的な取り
組みの経過・実績

○農業委員会
農業委員及び農地流動化推進員により，農地の貸し借りを推進し
ている。９月末現在の農地流動化実績は４６．７ｈａ。
○産業政策課
部内の総括課として，各課との連携・協力体制を図り情報の共有
化を図る。
報告期限のある文書については，極力期限内に報告できるよう奨
励する。
○農政畜産課

⑧下半期の取り組の方向

認定農業者については，新規及び再認定を確保するよう努力する。

性，目標達成に向けた課

グリ－ン・ツ－リズム等については本格的に事業及び体制作りを

題や問題点，見直し内容

実施する。
国・県・市の全補助事業を計画通りに完成させ，各種組織の充実
した活動の指導により，農家所得の向上を図る．
唐浜らっきょう生産振興特区については，１８年度に向け遊休農
地の集積作業及び圃場整備計画が控えているが，他の業務の進捗も
考慮すると現在の係体制では計画の変更をせざるを得ない．
○林務水産課
つくり育てる水産業としてアワビの中間育成放流を実施する・
水産基盤の整備として市管理漁港の整備を及び管理を行う。
薩摩川内うなぎ及び海洋深層水アワビのブランド化に向けた取り組
みを実地する。
○耕地課

市単土地改良事業として農道一毛田・渕脇線改良工事，小牟
田・沖玉線改良工事，池頭地区生活排水路整備工事を実施。
県単土地改良事業として片野地区農道改良舗装工事外１件や
杉馬場地区かんがい排水工事外１件，地元から随時要望のある用
排水路工事等をし，農業基盤整備や農村地域の生活環境整備に努
める。また，台風１４号等による災害復旧工事を行い，過年公共
耕地災害復旧工事の２件についても引き続き実施する。
○観光課
ソフト事業の一環で本市の観光資源発掘と情報発信を目的に，観
光ルートコンテスト，観光ガイドの育成事業などに取り組む。また，
はんや全国大会と薩摩川内はんやまつりを２日間で開催し本市への
-5-

観光客の誘客に努める。
駅前には，年末，イルミネーションを装飾し，市民をはじめ市外
の観光客に楽しんでもらう。
○商工振興課
中心市街地活性施策の推進，商工会合併の推進，公共交通網整
備方針及び施策の検討，新たな甑島航路の研究
○企業・港振興推進室
定期コンテナ航路の安定的継続が図られるよう，貨物集荷に取り

⑧下半期の取り組の方向 組む必要があり，更にポートセールス活動等を実施する必要がある。
性，目標達成に向けた課 ・定期コンテナ航路が開設されたところであるが，ハーバークレー
題や問題点，見直し内容

ンや夜間照明などが設置されていないことからコンテナヤードと
しての機能が整っていないので，機能の充実を促進する必要かあ
る。また，唐浜埠頭及び防波堤等の未整備箇所の早期整備を促進
する必要があり，港湾計画の早期改定についても同様である。
・立地企業に研修の機会を設け，また，情報交換・交流懇親の場を
提供することによって，本市経済の浮揚及び雇用の増大を図るこ
とを目的として，薩摩川内市立地企業研修会を開催予定である。
・新規の立地企業を促進するため，企業訪問などの企業誘致活動を
実施する。
○農業委員会
年間目標面積１００ha に向けて，農地の掘り起こし活動を展開し，
遊休農地の増大化抑制及び優良農地の保全に努める。
なお，農地流動化促進事業補助金交付規則を改正する。
① 本年９月１日で農地保有合理化事業の県知事認可を受けた，市
農業公社が農地の流動化を仲介を行った農地の貸し借りに対
しても，補助対象とする。
② 農地の流動化が進めば進むほど補助金が増え，市単独予算が必
要となり財政負担が増えてくるので，平成１８年度から補助単
価を引き下げるとともに，予算の範囲内において補助金を交付
する改正とする。
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