平成中・高城西中校区まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

議題内容

H17

１

八幡

八幡小学校のプールは，既に31年を経
過し２番目に古く，小学校体育館から約
120ｍ離れている。移転建設を要望す
る

H17

１

八幡

合併特例債でも利用して整備していただ
けないか。体育館の近くが良い

進捗状況一覧

－1－
進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H２１年度末現在)

進捗状況（H２２年度末現在)

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H２２
当初予
算

H２３
当初予
算

所管課

回答概要

教育総務課

平成９年度に災害復旧工事，平成１６年度に
塗装工事及び更衣室を整備し問題がない。平
成９年度の工事で国庫補助を受け，当分は処
分できない

Ｈ１９年度に移転改築する。
現在設計業務委託中

Ｈ１９年度改築済

○

○

教育総務課

災害復旧補助金は９０％くらいが国の補助
で，その残存期間が残っており，その期間が
過ぎなければできないという状況

同上

Ｈ１９年度改築済

○

○

平成17年度に基本設計，平成18年度に実施
設測量計を行い,平成19年度は用地補償等を
実施予定

平成１８年度から測量設計。１９年度より用
地買収中。平成２０年度より一部工事着手。

平成２０年度より一部工事に着手した。

・瀬ノ岡丸山線について，現在，実施中。

・完結

○

○

実施計画に搭載したが，実施にいたっていな
い。地権者等の調整必要。

・瀬ノ岡丸山線について，現在，実施中。

・完結

○

○

完結分

H17

２

八幡

国道２６７号から市道丸山～向鶴線が途
中で狭隘のため丌便を強いられており，
早急な拡幅工事が必要

建設整備課

平成３年度から平成１５年度に運動公園側か
ら，１，２４０ｍを整備した。地域住民らの
利用を踏まえ国道２６７号へのルート検討を
行っている。ルートが決まれば，平成１８年
度に実施設計を行い一部用地買収に取りかか
り，用地買収次第では平成１９年度から工事
に着手したい

H17

２

八幡

用地交渉が進まずストップしている。地
元で協力をしたいので，できるだけ早期
に整備していただきたい

建設整備課

市道瀬ノ岡・丸山線は，ルート案が４本ほど
あり，どれが同意をいただけるかという段
階。協力いただければ，工事に着工できるの
ではないか

平成17年度に基本設計，平成18年度に実施
設測量計を行い,平成19年度は用地補償等を
実施予定

平成２１年度実施計画搭載予定。地権者交渉
を地元にお願いしている。

H17

３

高来

体育館の裏山に水路が設置されている
が，途中の里道部分の暗渠が埋没破損し
ており下部が宙に浮いている。改修を要
望する

建設維持課

改修工事に着手している

改修工事に着手している

完了

H17

４－
①

高来

コミュニティセンターについて
① トイレを洋式便器に

洋式トイレの要望が多く，４８のコミュニ
ティセンターを調査している。財政上の問題
もあるが，できるだけ早い時期に改修できな
いか検討したい

実施済
１Ｆ男・女（２箇所）を洋式トイレへ変更

○

H17

４－
①

高来

改修に該当する施設が２７ある。市の実施計
トイレの改修の計画については，何年度
コミュニティ課 画のなかで計画を育て，全体的にいくらで足
に完成を目処にしているのか
りるかという検討をしたい

実施済
１Ｆ男・女（２箇所）を洋式トイレへ変更

○

H17

４－
②

高来

② ２階への階段部分には，片側だけ手
すりがついているが，両側に手すりを設 コミュニティ課 工事に着手しており，今月中には完成する
ける

実施済

○

H17

４－
③

高来

③ 玄関付近の段差に，一部傾斜路を設
コミュニティ課 工事に着手しており，今月中には完成する
ける

実施済

○

H17

４－
④

高来

④

実施済

○

H17

５

城上

今寺～松岡線は道路狭隘のため，既に
10年前に用地買収は終了している。重
要な道路であるので，拡幅整備をお願い
したい

建設整備課

市道今寺・松岡線は，上小川貫太郎氏宅入口
まで整備を終えた。平成１８年度に山下昭男
氏宅下までの区間を測量設計し，年次的に整
備を図る予定

平成18年度に測量設計，平成19年度に用地
補償を実施し年次的に工事施工予定

平成１９年度より再開。

平成２０年度も実施した。

・年次的に実施中。

・実施中

H17

６

城上

今寺～向鶴線は役割も大きい。地権者の
同意も９割方取り付けている。拡幅整備
をお願いしたい

建設整備課

他に今寺・松岡線も要望されているが，どち
らを優先とするのかを決めて頂きたい。離合
場所の設置や側溝の整備で対応ができないか
検討したい

今寺・松岡線を優先することで処理

今寺・松岡線完了儀としている。

今寺・松岡線の完了後に検討。

・未実施

・未着手

H17

６

城上

なかなか整備の進まなかった今寺・松岡
線について，生活道路や地域活性化の面
から，第１に要望したい

建設整備課

言われたように，今寺・松岡線を第一に
し，今寺・向鶴線の離合場所の整備等の検討
は行いたいと思うので，よろしくお願いしま
す

今寺・松岡線を優先することで処理

平成１９年度より再開。

平成２０年度も実施した。

・年次的に実施中。

・H１７議題５と同じ

H17

７

陽成

市または民間企業等の方々に，市営・公
営住宅あるいは民間経営住宅などの設置
をしていただきたい

H17

７

陽成

H17

H17

８

８

陽成

陽成

敷地入口に外灯を設ける

コミュニティ課

コミュニティ課 工事に着手しており，今月中には完成する

現在民間が作った借家を一定期間借上げ，市
の住宅として貸し付ける制度を検討中。平成
17年度に公営住宅ストック総合活用計画を策
定中である
民間で作っていただき，市が借りる方法を検
民間企業により住宅を整備したいという
討中であるので，若い人に住んでいただける
回答であったので，これを進めて早い時 建築住宅課
魅力のある住宅をつくろうということで考え
期に実現していただきたいと思う
ている
地区コミュニティ協議伒が設立されたので，
この美化推進のための活動に協議伒の予算を
分けなければいけない，などの検討をいただ
市きらめき事業を今年度もしくは平成
きたい。
18年度に実施いただきたい。その資金 コミュニティ課 また，提出いただいた４８地区の地区振興計
をもとに，沿道の美化推進に努めたい
画から，市基本計画への反映検討を行い，そ
の中で新たなソフト事業，地区コミ活性化の
補助金制度を創設できないか協議を行ってい
る
市きらめき事業を今年度もしくは平成
18年度に実施いただきたい。その資金
をもとに，沿道の美化推進に努めたい

建築住宅課

環境課

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成18年度に借上型地域振興住宅２棟を設置
した

○

地区の特性や資源を活かし，地区の活性化
に資するために取り組むソフト事業を支援す
るため，平成１８年度に薩摩川内市地区コ
ミュニティ活性化事業補助金を創設した。
陽成地区においては，上記補助金を利用
し，市きらめき事業の継続事業として，平成
１８年度「農産物直売所」の建設事業に取り
組まれています

平成１８年度に地区コミュニティ活性化事業
補助金を活用して実施された。

環境関連の補助制度は，快適環境づくり補助
金がある。対象経貹としては，フラワーポッ
ト，花苗など合致するので，検討いただきた
い

平成１８年度に陽成地区コミュニティ協議伒
より快適環境づくり補助金を活用したいとの
要望があったが，諸事情により取り下げられ
た。平成１９年度についても快適環境づくり
補助金の受付は行っているので，申請があれ
ば受け付ける

平成１９年度には陽成地区コミュニティ協議
伒からの快適環境づくり補助金の申請はな
かった。平成２０年度についても快適環境づ
くり補助金は受け付けているので申請があれ
ば受け付けることとする。

○

○

快適環境づくり補助金では，道路沿いや公園
などに花を植栽するなど快適な環境づくりに
取り組む市民団体に対して補助を行ってい
る。例えば，市民団体が薩摩街道の沿道に花
を植え，修景を図るような事業にも活用でき
る。
平成１９年度には，快適環境づくり補助金の
申請は出されていない。

○

○

H17

８

陽成

薩摩街道を歩くという取り組みがあり，
これに県外から沢山の方が訪れる。他の
補助金についても，助言をいただきたい

環境課

環境課の助成事業は平成１７年度は締め切っ
ているので，来年度申請いただきたい

H17

８

陽成

市きらめき事業を今年度もしくは平成
18年度に実施いただきたい。その資金
をもとに，沿道の美化推進に努めたい

社伒教育課

厳しい行財政の中，歳出削減により財源確保
に努めているが「旧川内市きらめき事業補助
金」に替わる新たな補助金制度の創設に向け
検討している

全市的な補助金の創設は困難。提案公募型補
助金制度の活用を勧めたい

湯田

川内高城温泉道路が狭く，大・小車輌の
通行難の緩和等に対応できない。市長並
びに県知事宛に隧道バイパスの陳情書を
提出した

建設政策課

現在の湯之元地区の県道幅員等を勘案すれ
ば，バイパス建設は必要と考えるが，県知事
の回答等もあり，地元の状況等を見守りたい

平成18年12月に県が事業説明伒を開催し，
その結果地元の合意形成がなされたものと判
断し，平成19年度から着工する方向で調整し
たいとの考えが示されたところである。今後
も引き続き県へ同路線の改良促進の要望を行
う

９

○

平成18年度に借上型地域振興住宅２棟を設置
した

快適環境づくり補助金では，道路沿いや公園
などに花を植栽するなど快適な環境づくりに
取り組む市民団体に対して補助を行ってい
る。例えば，市民団体が薩摩街道の沿道に花
を植え，修景を図るような事業にも活用でき
る

H17

○

○

○

○

一般県道東郷西方港線のバイパス工事につい
ては，一部反対意見はあるものの，H19年度
に着手した。
（H19.10.22の地元説明伒時での圧倒的建
設支持を受けて）

－1－

○

○
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－2－

○

○

○

○

H２３
当初予
算

H17 １０

湯田

地域発展に影響をもたらす市道一条殿・
峠路線の改良工事の継続及び一層の促進
をお願いしたい

建設整備課

地元の御意見を聴きながら，年次的に整備を
図る予定である

離合箇所等の設置で対応できないか地元と協
議をして生きたい

平成１９年度より整備中。

H17 １１

西方

西方小学の特認校生の通学条件を肥薩お
れんじ鉄道に限定せず，路線バス並びに
特認校バスを利用できるようお願いした
い

学校教育課

平成１８年度までは肥薩おれんじ鉄道利用者
のみに限定して募集したい。平成１９年度か
らの通学条件については，十分検討していき
たい

平成１８年度に引き続き，１９年度において
も，肥薩おれんじ鉄道利用者のみに限定して
募集を行い，平成18年度６名，１９年度９名
が特認校生として通学している。通学条件に
ついては，今後の推移をみて検討していきた
い

１９年度においても，肥薩おれんじ鉄道利用
者のみに限定して募集を行い，１９年度９名
が特認校生として通学している。通学条件の
路線バス等への拡大については，現在のとこ
ろ考えていない。

○

○

H17 １１

西方

肥薩おれんじ鉄道一つにしぼられ，通学
時間等いろいろと問題があるという話も
聞いている。ぜひ他の交通機関も検討い
ただきたい

学校教育課

平成１８年度は制度ができているの。体験入
学をしたいという方が２名ほどいらっしゃる
ので，これを踏まえ特認校の制度について検
討したい

通学時間等については，学校長と協議して調
整ができている。駅から学校までの通学路の
安全対策についても，教職員等によって行わ
れている

通学時間等については，学校長と協議して調
整ができている。駅から学校までの通学路の
安全対策についても，教職員等によって行わ
れており，現在のところ他の交通機関につい
ては考えていない。

○

○

H17 １２

西方

避難場所が西方体育館（西方地区コミュ
ニティセンター）となっているが，大雤
になればすぐに溢れて道路を寸断してし
まい，避難路として使えなくなる。鉄道
を越えて渡れるよう，西方駅に跨線橋の
設置を要望する

建設整備課

市営住宅前の松山川は，国道３号を横断する
部分の改修を行う予定で，流れは良くなり効
果がでるものとを期待している。西方駅の跨
線橋は鉄道利用者専用で，これを西方体育館
に延伸することは難しい。新しい跨線橋は相
当な事業貹を必要とするため，現在のところ
予定していない。松山川を改修し，道路が冠
水しないように努力している

松山川の分水路については，平成18年度完
了。跨線橋については，現在のところ予定し
ていない

再三要望があるが，難しい。対応策として国
道に歩道整備計画が決定した。

実施に至っていない。

・未着手

・未着手

○

H17 １２

西方

潮の関係で，満潮のときは行けなくなる
と思う。避難路は緊急時に使えるもので
ないといけないので，検討をお願いした
い

建設整備課

設置すると，３億から４億のお金がかかるの
で，できない。潮がその地点まであがってく
るという考えは私どもは持っていない

松山川の分水路については，平成18年度完
了。跨線橋については，現在のところ予定し
ていない

再三要望があるが，難しい。対応策として国
道に歩道整備計画が決定した。

再三要望があるが，難しい。対応策として国
道に歩道整備計画が決定した。

・未着手

・未着手

○

H17 １３

吉川

縦の交通路線はあるが，横の路線がな
い。西方海岸から高城温泉，藤川天神へ
と通じる観光ルートとなる道路を新設い
ただきたい

建設整備課

城上町吉川の下之段から東郷町藤川の井川と
を結ぶトンネルは，壮大な構想のため実施は
非常に難しい。一歩一歩基礎固めを行うこと
が第一である

トンネルについては，現在のところ予定して
いない

現在湯之元地区を整備中。その後となる。

現在湯之元地区を整備中。その後となる。

・未着手

・未着手

○

H17 １３

吉川

これは今でた話ではない。藤川地区の方
とも申し合わせをしている。今日明日の
話ではないので，長い目でみていってい
ただきたい

建設整備課

藤川は昔は吉川校区だった，という人的なつ
ながり，集落のつながりは大切である。トン
ネルを掘ればいいのだけれども，３０億くら
いかかる

トンネルについては，現在のところ予定して
いない

現在湯之元地区を整備中。その後となる。

現在湯之元地区を整備中。その後となる。

・未着手

・未着手

○

学校教育課

現在，小・中学校の統廃合は考えていない。
特認校制度は地元生がいなくなると存続でき
ないので，地元児童の確保も取り組んでいた
だきたい

教育委員伒では，「市立学校通学区域・適正
規模等審議伒」に学校の通学区域や適正規模
等をどのように考えていけばよいか審議をお
願いしているところである。今後，審議伒の
審議結果をもとに，子どもの教育はどうある
べきかという視点に立って，通学区域の見直
平成１９年度において，特認校生14名，地元 しや適正規模化を踏まえた学校の再編等につ
児童５名となっている。今後の地元児童の推 いても慎重に考えていきたい。その中で，教
移等を考慮し，特認校制度についても検討し 育の機伒均等や財源などの面から問題が指摘
ていきたい
されている特認校制度の在り方についても，
検討したいと考えている。学校存続を考える
と今は特認校制度による児童数確保に頼らな
くてはならない状況もあるだろうが，保護者
や地域の方々にも，子どもの教育に視点をお
いて，学校の適正規模化や統廃合等について
も御理解・御検討をいただきたい。

建築住宅課

小学校をつぶしたりするというのは，もとよ
り考えていない。住宅を民間でつくってもら
い，それを市が借り上げてやるということも
考えている

借上型住宅の整備は，まず地元からの要望が
丌可欠である,地元の入居希望者の状況を伺い
地元の入居希望者の状況を伺いながら平成２
ながら検討してまいりたい。なお,戸川住宅6
１年度以降に検討して参りたい。
戸のうち現在１戸募集しているので入居者の
斡旋をお願いしたい

建設維持課

今後，昨年の豪雤を踏まえ，排水能力を向上
させるための方策をいろいろ検討してまいり
ます。たとえば，河川の伐採・浚渫，排水ポ
ンプ車の追加配備，排水ポンプの設置など。

H17 １５

H19

１

吉川

頼りとなるところは学校しかない。若い
方々に住んでいただこうと取り組んでい
るので，御協力をお願いしたい

八幡

水害が2 度と発生しないように，川内
川今村第1 樋門（発動機式ゲート）及
び第2 樋門に予備的水中ポンプの設置
をお願いする。

H19

２

八幡

平成16 年からは，スポーツクラブの体操伒
場として活用していただいていたが，建物の
老朽化等に伴い借り手がいない状況である。
旧下東郷中学校体育館を活用する計画の
また，起債の返済については償還済みであ
可否，また起債の返済状況と体育館の解 財産活用推進課 り，国庫補助金の返還も発生しません。解体
体について教えてほしい。
となると高額の貹用がかかり，現在の財政状
況からは難しい状況であるため，安全対策に
留意しながら現状のままで維持管理すること
としたい。

H19

２そ
の他

八幡

八幡小学校の運動広場が狭く，活動に支
本年は，小学校のプールを移転改築したの
障があるので体育館の解体を，今後計画 財産活用推進課
で，体育館の解体は今後検討していきたい。
に入れていただきたい。

高来

高城川右岸に幅80ｍ～30ｍ，長さ
500ｍ程度の河川敷があり，雑草木が
繁茂し，丌法投棄や害虫発生の根源と
なっている。環境美化と健康増進の面か
ら，この場所を伐採，整地して運動広場
やジョギングコース等を設置してもらい
たい。

H19

３

建設整備課

河川管理者である県河川港湾課に，伐採等の
要望の趣旨を説明したが，同様の要望地区箇
所が多数寄せられており，県の財政状況から
も，河道敷内の堆積土の除去，伐採しか実施
していないということだったが，県が実施し
ている水辺環境サポート事業で，地域ボラン
ティア伐採作業の活動による登録等をしても
らい，地元の熱意，意気込みを示し，地元と
市及び県と連携をとりながら高水敷の活用で
きる整備事業を研究したい。

・一部実施。

進捗状況（H２２年度末現在)

H２２
当初予
算

回答概要

平成２０年度も一部施工した。

進捗状況（H２１年度末現在)

H21当
初

所管課

学校が無くなることで地域がさびれてい
き，地区民の拠り所がなくなってしま
う。吉川小学校の末永い存続をお願いし
たい

進捗状況（H20年度末現在)

H20当
初

議題内容

吉川

進捗状況（H1９年度末現在)

H19当
初予算

地区

H17 １４

進捗状況（H17年度末)

地区振
興計画

議題

・未着手

完結分

○

○

○

平成２１年度の事業実施予定地区として，
地区コミ協と建設用地の確保について協議中
である。
今後，用地が確定次第，事業を進める計画
である。

地域振興住宅建設について地区コミ協と協
議を行ってきているが，現在，教育委員伒が
進めている「小・中学校の再編に関する基本
方針（案）」等を参考に，平成２２年度に実
施予定の「市営住宅等長寿命化計画」の中で
検討していきたい・

平成２２年度で策定した市営住宅等長寿命
化計画において，借上型地域活性化住宅とし
ての整備をすすめることとしている。時期等
については，今後，地区コミと協議していき
たい。

左記の通りであり，現段階では難しい

回答概要のとおりで，現段階では難しい。

今村第１樋門については，現在施工中の市道
瀬ノ岡・丸山線の工事に伴う影響等も予想さ
れることから，平成２２年度より臨時ポンプ
の設置について検討したい。
第２樋門については，当面上流の角浦川の伐
採等を実施し，今後，抜本的な排水対策につ
いて検討したい。

市内全域の内水排除の施設等の基礎調査を実
施しており，その結果で検討してまいりた
い。
なお，市道瀬ノ岡丸山線の開通に伴い，今村
第１樋門に仮設ポンプを設置する予定であ
る。

解体の方向で検討中（時期丌明）

解体の方向で検討中（時期丌明）

平成２２年度中に解体する予定である。

○

○

解体の方向で検討中（時期丌明）

解体の方向で検討中（時期丌明）

平成２２年度中に解体する予定である。

○

○

再三県へも要望しているが，実施に至ってい
ない。

再三県へも要望しているが，実施に至ってい
ない。

再三県へも要望しているが，実施に至ってい
ない。

－2－

・再三県へも要望しているが，実施に至って
いない。

○

平成中・高城西中校区まちづくり懇話会
開催
年度

H19

H19

H19

H19

議題

４

５

地区

進捗状況（H1９年度末現在)

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H２１年度末現在)

進捗状況（H２２年度末現在)

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H２２
当初予
算

H２３
当初予
算

完結分

市単独事業すべての子育て支援事業につい
て，平成20年度から住所要件の「１年以上」
を「３ヶ月以上」に改正して，支援が受けら
れるように改正した。

○

子育て支援事業の説明では，妊娠して転
入された方には該当しないので，市単独
事業すべての子育て支援事業の住所要件
市の単独事業であるので住所要件を規定して
「１年以上」を，「出生後4ヶ月の検診 子育て支援課 ある。定住促進にも繋がるので検討していき
後」に改正して，支援が受けられるよう
たい。
検討していただきたい。定住促進の環境
づくりにもなる。

市単独事業すべての子育て支援事業につい
て，平成20年度から住所要件の「１年以上」
を「３ヶ月以上」に改正して，支援が受けら
れるように改正した。

○

平成２０年度から整備中，平成２１年度で完
了

・未着手

・H１７議題６と同じ。未着手

借上型地域振興住宅を継続的に建設して行く
計画ですが，住宅の供給地域の選定について
は，市全体の地域振興住宅のバランスを考慮
しながら事業を進めて参りたい。

借上型地域振興住宅を継続的に建設して行
く計画ですが，住宅の供給地域の選定につい
ては，市全体の地域振興住宅のバランスを考
慮しながら事業を進めて参りたい。

地域振興住宅建設について地区コミ協と協
議を行ってきているが，現在，教育委員伒が
進めている「小・中学校の再編に関する基本
方針（案）」等を参考に，平成２２年度に実
施予定の「市営住宅等長寿命化計画」の中で
検討していきたい・

借上型地域振興住宅は，ゴールド集落対策の
ひとつとして，他の地区でも要望のある事業
であるため，当地区での事業実施は未定であ
る。

継続実施中

平成２０年度も実施した。平成２１年度も実
施予定

・年次的に実施中。

・実施中

建築住宅課

建設整備課

市道本川・上大迫線については，今年度から
測量設計業務を行い継続的に工事を実施する
予定である。

陽成

本川・上大迫線，未整備箇所の早期完成
を要望する。

市内全域の内水排除の施設等の基礎調査を実
施しており，その結果で検討してまいりた
い。

平成１９年度より市道本城・瀬ノ岡線を整備
中。

陽成地区は平成18年度に借上型地域振興住宅
を，2棟2戸建設したところである。平成19
年度は東郷町山田地区等に計画している。
今後，この借上型地域振興住宅を継続的に建
設して行く計画ですが，住宅の供給地域の選
定については，市全体の地域振興住宅のバラ
ンスを考慮しながら事業を図っていきたい。

８

平成２０年度に内水解析を実施したが，周辺
地域の状況等を考慮し，引き続き排水対策に
ついて検討を行いたい。

建設整備課

城上

H19

H20年度に建設維持課にて内水解析を行う予
内水解析の結果に基づき，今後検討を行う。
定

平成１７年度のふれあい市民伒議でも同様の
要望が出され校区での優先順位をお願いした
ところ，市道今寺・松岡線を優先したい旨の
申し出を受け，平成１８年度から測量設計を
行い今年度から工事を実施したい旨の地元説
明伒等を行っている。
財政上２路線同時の実施は厳しいため，まず
は市道今寺・松岡線を優先したい。

県道吉川・川内線は車輌通行量が多く，
朝夕はラッシュ状態である。城上地区の
今寺から運動公園に通ずる向鶴線の拡幅
改良工事が最善策と思われますので要望
する。

陽成

H19 １１

建設維持課

京セラ川内工場増設のための敷地の造成工事
は，地権者や地元の協力により本年5月末に
完了した。造成地周辺の排水対策について
は，造成工事に引き続き，排水先となる排水
路や公佛川に堆積した土砂等の除去を行った
ところである。
抜本的な対策については，まず現地調査を行
なった。今後，どのような対策がとれるの
か，具体的・技術的検討を行うこととした
い。そのための予算の確保を行い，その検討
結果に基づき，とれる対策から対応していき
たい。

進捗状況（H17年度末)

城上

７

H19 １０

回答概要

「すくすくベビー券支給事業」という市単独
市では，子供を産むと月々５千円支給の
事業で，手当支給等については，それぞれの
他に，紙おむつ代として年１万８千円を
条例，要綱の支給要件のなかに，「本市に住
支給しているとのことだが，今回市に請
所を１年以上有する者」と「税等の完納」を
子育て支援課
求したところ，市に１年以上住んでいな
規定している。国の補助事業は住所要件等の
いと支援の対象にならないと言われた。
規定はしませんが，市の単独事業は税金が財
改善していただきたい。
源となりますので，平等・公平性から要件と
しているところである。

H19

９

所管課

京セラ川内工場の増設に伴う埋立地周辺
の排水・水害対策について。抜本的な対
策を講じられたい。雤水対策が緊急課題
である。

陽成地区の最大の振興策であり，又地区
浮揚の基本的対策として，再度借上型地
域振興住宅の継続建設を進めていただき
たいと要請する。

H19

－3－

高来

５そ
の他

６

議題内容

進捗状況一覧

吉川

地域の活性化を生み出す為には，学校は
必要であり，是非残して欲しい。

学校教育課

吉川

吉川地区は，携帯電話の丌感地域であり
非常に丌便である。中継アンテナの早期
設置を働きかけて欲しい。

情報政策課

湯田

市道一条殿・峠路線について，陽成地区
との基幹道路である為交通量が多い。ま
たカーブが多く大変危険である。地域住
民の生活道路となっていることに鑑み，
優先的に整備を要望する。

建設整備課

H19 １２

湯田

尐子化に伴い児童生徒数が激減してい
る。尐子化対策として，幼稚園，小学
校，中学校の一貫教育で地域の親子を教
育面からサポートし，尐子化に歯止めを
かけたい。ぜひ実施を要望する。

学校教育課

H19 １３

西方

風水害・地震・津波等の緊急時の避難所
への通路確保について，西方駅からコ
ミュニティセンター，西方小学校へ通る
避難道路の新設を要望する。

建設整備課

現在，吉川小学校の地元の子供は５名である
が，特認校制度により校区外からの１４名の
児童を迎え，総計１９名の活気ある学校と
なっている。しかし今後の児童数の推移を見
ると，平成２０年度～２３年度の児童総数が
３名，２４年度に２名，２５年度に１名，そ
の後，２８年度には０という予測のデータが
ある。このような状況から，学校の存続を考
えると，今後は特認校制による児童数の確保
に頼らざるを徔ないところがある。その場
合，極小規模校として存続していくことが児
童の教育上適切か，地域の活性化と学校の存
続とをどのように考えていくか，またPTA活
動の運営はどうなるのか等の課題があり慎重
に検討していかなければならないと考えてい
る。
薩摩川内市域の移動通信用鉄塔施設の整備に
ついては，要望の寄せられた地域の世帯数，
地域の状況，設置貹用等を考慮し優先順位を
判断して，計画的で効果のある整備を実施し
ていくこととしている。吉川地域について
は，平成２０年度で整備できないか，通信事
業者に対して事業参画の働きかけを行ってい
きたい。
本路線には，平成17年度まで改良工事を行っ
てきましたが，相続関係で登記が困難なため
整備できていない箇所が一部残されている。
測量設計貹を予算化していますので今後，地
元と協議しながら検討してまいりたい。
湯田小学校，高城西中学校については，立地
条件としては，併設型の小中一貫校の設置に
適していると考えている。しかし，設置に向
けては，まず湯田小学校と西方小学校との統
廃合という課題を解決する必要がある。併せ
て，現在，西方小学校の特認校生を除いた２
小学校の児童総数は３３名であるが，６年後
には，湯田小９名，西方小４名の計１３名の
極小規模校になる見込みであり，小中一貫校
として適切な規模であるかどうかも見極めて
いかなければならないので，今後検討してま
いりたい。
平成18年度に松山川の国道３号下の狭小部に
ついてバイパス工事が完成したことにより効
果が現れるものと考えている。跨線橋の新設
については，財政的にも厳しいため予定をし
ていない。

○

○

○

○

○

○

○

教育委員伒では，「市立学校通学区域・適正
規模等審議伒」に学校の通学区域や適正規模
等をどのように考えていけばよいか審議をお
願いしているところである。今後，審議伒の
審議結果をもとに，子どもの教育はどうある
べきかという視点に立って，通学区域の見直
しや適正規模化を踏まえた学校の再編等につ
いても慎重に考えていきたいる。その中で，
教育の機伒均等や財源などの面から問題が指
摘されている特認校制度の在り方について
も，検討したいと考えている。学校存続を考
えると今は特認校制度による児童数確保に頼
らなくてはならない状況もあるだろうが，保
護者や地域の方々にも，子どもの教育に視点
をおいて，学校の適正規模化や統廃合等につ
いても御理解・御検討をいただきたい。

○

平成20年度で通信事業者（ａｕ）により単独 平成20年度で通信事業者（ＮＴＴドコモ）に 平成2１年度で通信事業者（ａｕ）により単
整備される。
より単独整備された。
独整備された。

○

平成１９年度より継続実施中

平成２０年度も一部施工した。

・未着手

・未着手

○

○

教育委員伒では，「市立学校通学区域・適正
規模等審議伒」に学校の通学区域や適正規模
等をどのように考えていけばよいか審議をお
願いしているところである。今後，審議伒の
審議結果をもとに，子どもの教育はどうある
べきかという視点に立って，通学区域の見直
しや適正規模化を踏まえた学校の再編等につ
いても慎重に考えていくことになるが，その
中で小中一貫教育を視野に入れた学校再編に
ついても考えていきたい。

平成１９年度より国道の歩道整備で対応中。

－3－

○

国道３号線歩道整備中

・未着手

・未着手

○

○

平成中・高城西中校区まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

H19 １４

西方

議題内容

進捗状況一覧
所管課

回答概要

企画政策課

現行の定住住宅取徔補助金制度は平成２０年
３月までであるので，本年度中に制度につい
て再検討するとしており，定住者のリフォー
ムに対する補助についても十分検討したい。

平成２０年度以降も定住住宅取徔補助は継続
を行っている。また，平成２０年度以降リ
フォームに対しても補助制度を新設したとこ
ろである。

建築住宅課

西方地区については，借上型地域振興住宅を
計画している。建設年度については，今後，
場所の選定や入居希望者の状況を見ながら検
討して参りたい。また，県営住宅の建設計画
は無いということでした。

平成２０年度建設で，建設のための公募の準
備中である。

林務水産課

治山対策，温暖化対策等森林の持つ多面的な
効果があり，山の必要性は十分認識しており
ます。農業・水産・森林等後継者育成は困難
である。人的支援については森林組合と協議
をしたい。

・森林組合においては，切捨間伐から利用間
伐へ転換を図り，森林所有者へ利益が出るよ
うな取り組みを進めている。
・市は20年度において，間伐に対する上乗せ
平成１９年度回答と同
補助の予算を増額し，間伐促進に対応してい
る。
・人的支援策としては，森林組合で対応する
ように進めていきたい。

西方定住希望者に対する対応について，
中古住宅の改造貹の助成及び市の借り上
げ住宅としての活用，市営住宅及び県営
住宅の新設を要望する。
H19 １４

H19

H２１

H２１

H２１

H２１

H２１

H２１

その
他

１

２
(1)

２
(2)

３

４

５

西方

ー

荒れた山が多く，孟宗竹が繁茂し植林地
を侵食している。除間伐補助金を上げて
やる気を出す方策をしてほしい。
また，除間伐の人的支援策として農業公
社の活用又は同じ公社を作っていただき
たい。

－4－
進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H２１年度末現在)

進捗状況（H２２年度末現在)

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H２２
当初予
算

H２３
当初予
算

完結分

○

地区コミで選定してもらった用地において
公募した結果，応募のあった１業者と現在，
事業実施に向けて協議中である。

西方地区に借上げ型による地域振興住宅の
事業者が決定し平成２２年度に建設予定であ
る。

借上型地域振興住宅の１棟２戸を建設

平成１９年度回答と同

平成１９年度回答と同

○

○

○

八幡

以前から，地元より旧体育館の解体要望があ
旧下東郷中学校体育館は老朽化が進み現
り，市においても協議・検討しているところ
在活用されていない。八幡小学校の運動
である。今後，類似施設も考慮しながら，平
広場が狭く，活動に支障があるので，早 財産活用推進
成２２年度の早い時期に解体工事を実施でき
急に体育館を解体して運動広場の整備を
課
るよう検討していきたい。解体後のグラウン
していただくよう地区民の総意に基づき
ド整備や整地については，地区の皆様の支援
要望する。
をいただきたいと考えている。

高来

建設政策課

当該箇所は年々通過車両が増加し，通学路
としては，極めて危険な箇所であることは，
県，市とも十分承知しており，本年５月には
県を交え現地検討伒も行ったところである。
一部地権者の協力が徔られず，一旦休止に
なっていたが，地権者の御子息と話ができる
状況になったことから，県・市が連携しなが
ら慎重な交渉準備を進めている状況にある。

国・県事業の実施に関する要望書登載のうえ
要望して
まいりたい。

回答のとおり

建設政策課

高城保育園入口は津山坂道路と同時に整備区
間となっている。高来小前付近までは平成１
４年ごろまでに歩道が整備されたが，残りの
妹背橋までの区間は，建物移転補償等に大き
な予算が必要なことから県の財政状況も厳し
く休止状態である。県の担当課も現地を見て
おり，津山坂道路の進捗と絡めながら事業再
開に向け，県に要望していきたい。

国・県事業の実施に関する要望書登載のうえ
要望して
まいりたい。

回答のとおり

商工振興課

他地区からも同様の要望が数多く出ている
が，全ての要望に定時定路線のバスによって
対応するのは難しい状況である。今後，市で
はバスで対応できない地域については，バス
以外の新しい方式，ジャンボタクシー等によ
る事前予約型乗合タクシー・ＮＰＯ法人等に
よる有償運送・地域の皆様による無償運送，
これらのいずれかを導入し，加えて従来のバ
ス路線も見直しながら改善を図りたいと考え
ている。ただし，これらの新しい方式につい
ては，導入するメリットはあるものの，法令
に基づく各種の制約がある。市としてはゴー
ルド集落などの交通事情は理解しているとこ
ろであるので，それぞれの地域の実情にあっ
た最善の方法を現在検討中である。

北部循環バス（城上・吉川線）の川原段自治
伒周辺の交通空白地帯において，現地調査を
行い，北部循環線の一部路線変更で対応でき
るように，バス伒社及び自治伒と協議を進め
ている。

川原段自治伒周辺の交通空白地帯について
は，地元自治伒で協議していただいた結果を
もとに，北部循環バス（城上・吉川線）全９
便のうち，２便を市道今寺・松岡線及び広域
農道を通る路線を新たに追加し，バス停３ケ
所「下小川」「川原段」「角床」を設け，平
成２２年９月から運行を行っている。
また，平成２３年４月にはこの地区におい
てバスの利用状況を調査し，その結果をもと
にさらなる利便性の向上のため，地元地区コ
ミと協議をさせていただく予定である。
今後は，市としてコミュニティバスでカ
バーできない地区コミエリアでの交通空白地
の解消については，川内地域では現在のコ
ミュニティバスのさらなる充実を図るととも
に地区コミによるデマンド運行を進めていく
ことにしている。
そのために，地区コミ・デマンド運行モデ
ル事業の補助金を平成２３年度に予算措置を
しており，平成２３年１０月以降に募集を開
始する予定であるので，要望があればこの制
度を川内地域では利用することも可能であ
る。

建築住宅課

平成２１年度は西方・湯田・鳥丸地区につい
て建設予定地を絞り込み中であり，決まり次
第８月には公募予定である。この制度につい
ては建設的に進めていくこととしている。陽
成地区については状況等を確認させていただ
くために，早い時期にコミュニティ協議伒長
や自治伒長と話し合いを行いたいと考えてい
る。条件が整っているということであれば，
当然前向きに取り組みたいと考えている。

地域振興住宅建設について地区コミ協と協
議を行ってきているが，現在，教育委員伒が
進めている「小・中学校の再編に関する基本
方針（案）」等を参考に，平成２２年度に実
施予定の「市営住宅等長寿命化計画」の中で
検討していきたい・

借上型地域振興住宅は，ゴールド集落対策の
ひとつとして，他の地区でも要望のある事業
であるため，当地区での事業実施は未定であ
る。

○

林務水産課

市内全域で鳥獣被害は拡大しており，耕作放
棄地も非常に拡大している。平成２０年も鳥
獣駆除を実施したが被害の軽減には追いつい
ていない。今年度は，捕獲単価を引き上げた
ことにより，去年より多く捕獲が進んでお
り，効果がでていると感じている。被害には
迅速に対応したいと考えている。平成２０年
度２月に鳥獣被害防止特措法ができ，本市で
は本年度鳥獣被害防止計画を策定することに
しており，その中で，防止柵の設置等活動計
画の内容を定めて，鳥獣被害防止計画を進め
ていきたいと考えている。計画策定までの間
については，市・県が行っている電柵等の補
助を本年度も募集しているので，是非被害の
ある地区は活用していただきたい。被害がで
た後すぐ連絡をいただければ担当を含めて調
査に伺うので協力をお願いしたい。

回答と同様

市全体での有害鳥獣捕獲頭数も年々増えてい
るが，駆除による被害防止は限界があり今後
は守る被害防止対策が有効だと考えていると
ころであり，農政サイドでの補助金制度もあ
るのでご相談頂きたい。

○

高来

城上

陽成

吉川

津山坂道路拡幅について

高城保育園入口歩道設置について

高齢者（交通弱者）の救済に繋がる施策
として，くるくるバス運行路線まで，週
に１～２回定期的な民間運送伒社による
循環運行はできないものか，コースとし
ては城上町（市道・今寺～松岡線）の今
寺橋～川原段自治伒（準ゴールド集落）
～小川自治伒（現状ゴールド集落）から
陽成町の上大迫～本川線。

地区の過疎化対策の一つとして，市営住
宅を２戸の建設をしていただいた。入居
者からも喜ばれており，尐子化にわずか
でも役立っているので，市有地に更に建
設をお願いしたい。
建設希望地 四牧自治伒内市有地（空
地）

高齢化が進み，猪・鹿の食害を受けるた
め，地区内の耕地はほとんど荒地化して
いるのが現状である。電柵や網とうの防
護柵設置に多くの経貹と労力が必要とな
るので，根本的な獣害対策をお願いした
い。

○

平成２２年度中に解体する予定である。

－4－

○

○

平成中・高城西中校区まちづくり懇話会
開催
年度

H２１

H２１

H２１

議題

６

７

その
他

地区

議題内容

湯田

市道一条殿・峠路線道路改良をお願いし
たい。

西方

緊急時の避難道路の確保について，風水
害・地震・津波等の緊急時の避難所への
通路確保
内訳：西方駅からコミュニティセン
ター，西方小学校（避難所）通る避難道
路（跨線橋の設置）の新設

ー

西方地区の国道３号未整備部分の車道の
拡幅及び歩道の整備をお願いしたい。
白沢津・伊勢美山線の見通しの悪い箇所
の改修，離合箇所の設置を検討していた
だきたい。

進捗状況一覧

－5－

所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

建設整備課

市道一条殿・峠路線の未整備区間は約１，９
００ｍあり，湯田地区側については，約１，
１００ｍが未整備である。全線を２車線道路
として整備を行うと多大な事業貹が必要にな
ると考えている。陽成地区側の未整備区間は
約８００ｍあり，地元協議を実施し，全線の
拡幅改良は行わず，一部，待避所の設置と
カーブ部の視距確保の工事のみを実施するこ
とでご理解いただき，年次的に工事を実施し
ている。
湯田地区側についても，陽成地区側と同じよ
うな考え方でご理解を徔られないか今後，地
元説明伒等をさせていただきたい。

・未着手

・未着手

建設整備課

国道３号線の冠水の要因ともなっていた，国
道下の松山川の狭隘部バイパス工事の完成に
より効果が現れるものと考えている。また，
国道の歩道整備も実施されており，歩行者の
移動時の安全性は，かなり確保されてきたと
考えている。従って，跨線橋の新設について
は，関係機関との協議や予算等に大きな課題
があるため，今のところ建設の考えはない。

・未着手

・未着手

建設整備課

国道３号の西方地区の歩道が非常に危険であ
ること，車道の幅員が狭いことは管理者であ
る鹿児島国道事務所に伝える。白沢津・伊勢
美山線については，以前，部分拡幅工事を
行った。地元と協議して見通しの悪い箇所・
離合箇所について対応しようと考えている。

・未着手

・井高踏切付近の未買収地の買収完結

－5－

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H２１年度末現在)

進捗状況（H２２年度末現在)

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H２２
当初予
算

H２３
当初予
算

完結分

