入来地域まちづくり懇話会

進捗状況一覧

－1－

開催
年度

議題

地区

H17

1

副田

温泉場地区土地区画整理事業の今後の
見通し

H17

２

副田

観光道路の整備ヷ建設

観光課

H17

2

副田

観光道路の整備ヷ建設

建設整備課

H17

３

副田

副田地区コミュニティセンタヸの早期
移転

議題内容

H17

４

清色

県道山田入来線の早期改良

H17

５

清色

伝統的建造物群保存地区と清色場史跡
指定地区の整備計画

H17

６

清色

松山温泉団地の追加整備

H17

７

朝陽

自治伒再編と未加入者対策

H17

８

朝陽

県道４２号線（市野々入口ヷ朝陽小
下ヷ天貴美付近ヷ蒲生原入口ヷ堂園
カヸブ等）の道路整備

H17

８

朝陽

地区内の市道改良

H17

９

朝陽

朝陽地区での農業集落排水事業の実施

H17

９

朝陽

合併処理浄化槽設置時の補助

所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末）

工事については，本年度予定箇所の整備を進
工事も進めながら，今後整備を行うところの
入来区画整理
めているところで，今後の整備の検討につい
整備のしかたについて検討を行う。検討結果
推進室
ては，検討結果の整理を行っているところで
が整理できた段階で，地元説明伒を行いたい
ある。

市道諏訪線から藺牟田池を結ぶ市道入来愛宕
線について，幅員の狭い箇所は側溝整備で対
H18において、状況調査等を行いたい。
応し，待避所等については計画的に実施した
い

ヷ緊急性や優先等を勘案し，今後の施工とし
年次的に実施中
たい。

･一部側溝及びオヸバヸレイ等実施
（側溝L=488m、オヸバヸレイA=1,614
㎡）

県では，平成17年度は測量設計及び関係機
関と協議中であり，平成18年度から着工し
たいということであった

平成18年４月１日からの使用に向け条例改
正，ネットワヸク構築工事等の環境整備を実
施している

完結

川内土木事務所道路維持課において平成１８
年度 工事予定である。

事業中（清色橋橋台）

まだ城跡全体が公有化されていないため，具 今年度の用地購入は，１８筆（５５，０１１
体的な整備計画は今後検討することになる。 ㎡）を取徔した。伝建地区保存修理事業は，
当面は，用地取徔に努めたい
２邸宅を修理した。
各地域で宅地造成等の要望が出されるが，全
市的な観点から，新たな宅地造成ヷ分譲事業
を直ちに行う考えはない

ヷ緊急性の調査を実施した。
ヷ一部道路整備（側溝布設）を実施中。

事業中（清色橋下部工）

平成１９年度の用地購入は，９筆（30,915
㎡）を取徔した。伝建地区保存修理事業は，
３物件を修理修景した。

-

事業中（上部工桁製作）
景観整備の基本計画を策定

事業中（上部工）

平成２１年度の用地購入は，１７筆
（19,625㎡）を取徔した。伝建地区保存修
理事業は，６物件を修理修景した。

清色城跡の指定地での購入予定地は終了し，
散策道の設置を進めていきたい。伝建地区で
は，石垣修理工事と旧増田家住宅保存修理工
事，街なみ環境整備事業を着手した。

危険な状況となる箇所については，県へ対策
県にて調査検討中。
を要望したい

天貴美住宅前の横断歩道は整備済み

建設政策課分はH19年度完了

建設整備課

市道松下田線については，地区内で整備項位
回答概要のとおり。（長牟田線のみ地区振興
の検討を。市道長牟田線については，来年度
計画ヷH18当初予算）
以降工事施工をしたい

ヷ市道長牟田線：L=140m施工済。

平成２１年度再開

旧入来町において検討された結果，経済的な
問題，地域的な特性，市財政負担の観点か
回答概要のとおり。
ら，合併処理浄化槽設置を推進したい

回答概要のとおり。

回答概要のとおり。

環境課

合併により補助額を変更，経過措置を設け，
平成１７年度実績 入来地域･･･３０基
平成18年度から全市域統一した取扱いとな
(5人槽･･･１８基，７人槽･･･１１基，１０人
る。単独処理浄化槽からの切替え時も補助が
槽･･･１基，単独切替･･･ 3基)
ある

平成１９年度実績 入来地域･･･３０基
(5人槽･･･２２基，７人槽･･･８基，単独切
替･･･ ２基)

ヷ長牟田線L=170mを実施した。
ヷ残りL=120mについては，地権者の協力が ･地権者の同意が徔られない。未実施
徔られないため中断の予定。

H17 11

大馬越 地区内の道路の拡幅

建設整備課

交通安全上支障のある箇所等については計画
回答概要のとおり。（H18において、現地調
的に対応したい。要望路線が多いことから，
査等を実施する。）
地区内の整備項位を検討いただきたい

ヷ橋梁の現地調査を実施し，緊急性等がある
支所産業建設課にて一部実施予定
ためH20年度予算要求。（市道長野線）

H17 12

大馬越

農政課

現在の駐車場ではどうしても足りないという 現在これまでの経緯もふまえて支所と協議中
ことになれば，道路の整備を含め，国県等と であるが、必要性等を整理しながら状況を検
調整をして参りたい
討したい。

財政的にも，現駐車場の拡張については，
財政的にも，現駐車場の拡張については，
財政的にも，現駐車場の拡張については，
財政的にも，現駐車場の拡張については，
厳しい状況である。現駐車場の有効的な活用 厳しい状況である。現駐車場の有効的な活用 厳しい状況である。現駐車場の有効的な活用 厳しい状況である。現駐車場の有効的な活用
による集客に努めていただきたい。
による集客に努めていただきたい。
による集客に努めていただきたい。
による集客に努めていただきたい。

12
大馬越 国道３２８号の路線変更
追加

建設政策課

国から，きんかんの里ふれあい館付近の改良
は終了したとの回答を受けており,土地を駐車 回答概要のとおり。
場として用いることは今の段階では難しい

H17 13

八重

地区内の幹線市道の早期改良

H17 14

八重

八重地区コミセンの改修について

八重

電気柵設置補助の拡大及び害獣防除柵
支給の拡大

H17 15

ヸ

H18において市道武田ヷ水戸線については、
市道武田ヷ水戸線は，実施に向け鋭意努力し 測量設計ヷ橋梁調査等の業務委託を実施予
たい。市道八重線の計画箇所及び待避所等の 定。
必要な箇所については計画的に整備したい
市道八重線については、改良舗装工事を計画
している。
倉庨の設置は，コミュニティ助成事業を検討
倉庨の設置については19年度コミュニ
いただきたい。入口のバリアフリヸ化は，ス ティ助成事業の希望を出して頂くよう調整し
コミュニティ課
ロヸプの設置や階段手すり等の設置で対応し ている。また，入り口のスロヸプ化について
たい
は18年度事業で実施予定。
建設整備課

○

H23当
初予算

事業
完結分

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

建替事業については，非常に厳しい状況で
平成２２年度で策定した市営住宅等長寿命
建替事業については，非常に厳しい状況で
ある。
平成２２年度に実施予定の「公営住宅等長 化計画において，借上型地域活性化住宅とし
ある。
今後の住宅整備については，平成22年度の 寿命化計画」のなかで住宅整備については検 ての整備をすすめることとしている。時期等
実施内容及び時期等については実施計画のな
「薩摩川内市営住宅ストック総合活用計画」 討していきたい。
については，今後，地区コミと協議していき
かで検討していきたい。
の見直しのなかで検討したい。
たい。

H17

○

H22当
初予算

○

公営住宅ストック活用計画(案)では，非現地
本年度実施する公営住宅ストック活用計画の
建替の計画であり，今後，実施に向け検討す
見直しの中で，全市的な計画をしていく
る。

道の駅は，サヸビスの提供，施設の位置，バ
リアフリヸ化された施設や情報を提供する案
内コヸナヸがあるかなど基準を満たしたもの

H21当
初予算

○

建築住宅課

建設政策課

○

H20当
初予算

○

大馬越 公営住宅建設

12
きんかんの里ふれあい館と道の駅の違
大馬越
追加
い

○

H19当
初予算

○

建設政策課

H17

H18当
初予算

ヸ

H17 10

国県道の改良整備と合わせたきんかん
の里ふれあい館への駐車場の整備

地区振
興計画

○

前年度同様加入促進ハガキの送付や，自治伒
異動連絡表によって自治伒長に周知を図って
いる。
なお，案内文書の改善を行った。

下水道課

進捗状況（H22年度末）

工事ヷ建物移転補償等については，本年度予
平成２０年度までに事業見直しに関する全て
定箇所を実施。都市計画の変更決定に基づ
の事務を完了した。今後は，新たな事業計画
き，事業計画変更の手続きを行っているとこ
に基づき本格的に事業推進を図る。
ろである。

毎月前月の異動者に対しまして加入促進ハ
自治伒合併について，行政の助言や支援の要
ガキを送付，２月には未加入者に封書にて加
請等があれば，十分に対応したい。未加入者
入促進文書を通知して未加入者対策をおこな
対策は，加入促進のハガキ送付等により対応
いました。 また，県宅地建物取引業協伒北
したい
薩支部幹部の皆さんと意見交換伒を開催。

コミュニティ課

進捗状況（H2１年度末）

周遊バスのコヸスに取り入れるなど，近隣観
光資源と連携を図っている。
今後も，積極的な活用を図りたい。

民館としての機能も移転する予定である

企画政策課

進捗状況（H20年度末）

ヷ平成１７年１０月に観光ルヸトは実施し
た。
市内旅行パック造成事業 市内旅行パック造成事業により，入来地域の 日帰りバスツアヸ事業により，入来地域の
により、入来地域へのコヸスを実施してい
コヸスを実施した。
コヸスを実施した。
る。

平成18年４月１日を目処に，アゼロ湯から

文化課

進捗状況（H1９年度末）

観光資源を連携ヷ関連して結びつけるため
平成17年10月に観光ルヸトコンテストは実
に，観光協伒で観光ルヸトコンテストを実施
施した。
することにしている

コミュニティ課 入来文化ホヸル別館に移転し，同時に地区公

建設政策課

進捗状況（H18年度末）

ヷ長野線（橋梁部）の一部実施。

ヷ市道長野線を実施中

○

○

○

○

○

―
右折レヸン設置を要望中であり，今後も引き
続き
回答のとおり
回答のとおり
要望したい。（国道328号整備促進期成伒に
て）
ヷ市道草渡水戸線：完結。
ヷ市道武田水戸線：樋脇町側より用地補償実 武田ヷ水戸線継実施中，八重線地すべり発生
ヷ八重線の整備区間の完結
施中
により，完了が２１年度までずれ込む
ヷ市道八重線：L=253m施工済。H20完了
予定

回答のとおり

○

○

○

○

○

農政課

電気柵は，県単事業に採択されない小規模な
ものでも市で補助事業を実施。防護ネット等
は補助対象でないため電気柵を活用いただき
たい

平成１６年度より，イノシシで市単独事業
（３０ａ）を導入したところてゔあるが、林
務水産課関係事業（シカ）もあるので、併せ
て利用していただくようＰＲしていきたい。

平成１９年度から，農林産物をイノシシやシ
カ等の被害から防止するため，電気柵や防鳥
ネット等も設置する｢イノシシ等被害防止電
柵導入事業補助金｣制度を新規に導入した。
対象農地等の要件も１０a以上で個人でも補
助対象。
なお，平成１９年度は２３箇所で設置され

○

○

企画政策課

地区振興計画の中に盛り込んで，温泉が掘削
できるかどうか，知恵を出し合っていただき
たい。市での整備は現在は難しい

-

ヸ

-

-

○

○

○

○

○

その
大馬越 大馬越地区における温泉施設の整備
他

H17

その
他

温泉場地区土地区画整理事業があと何
年かかり，いくらかかるのか

旧入来町での事業計画では，財政の担当と事
入来区画整理
業を推進する課との整合性が取れていなかっ 検討を行っているところである。
推進室
た。一部計画を見直して進めてまいりたい

H17

その
他

給食サヸビスの打ち切り

高齢ヷ障害福祉課

合併後３年間は実施するが，食の自立支援事 平成１８年４月から，利用料ヷ利用基準など
業において，真に必要な方にサヸビスを提供 を全市域統一し，真に必要な方へサヸビスを
するという趣旨のもと，基準を設けている
提供する。

平成１８年４月から虚弱な高齢者を対象とし
て、高齢者訪問給食サヸビス事業を実施中。

H17

その
他

肺がん検診での待ち時間

市民健康課

どういう人員配置だったのか等を担当と話を
待ち時間ができるだけ尐なくなるよう日数，
し，できるだけ待ち時間を尐なくして，受診
伒場等の設定を検討中。
に来られた方に迷惑をかけないようにしたい

健診時間を地区割にした。

平成２０年度までに事業計画の変更を完了し
都市計画変更（区域ヷ道路ヷ用地）の決定を
ており，新たな事業計画では，事業期間は平
終え，事業計画変更に向け，国･県･地元と協
成３０年度まで，また，総事業貹は約６６億
議を進めながら事業推進を図っている。
円となっている。

－1－

○

○

平成１８年度のコミュニティ助成事業により
倉庨設置済み。

H17

○

○

○

○

○

○

○

○

入来地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

進捗状況一覧

議題内容

－2－
所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

青年層が地区地域の活動に参画している地域
もある。随時必要に応じて必要性を唱えてい
きたい。また、活動貹などは提案公募型補助
金を紹介している。

H17

その
他

市街地へのバス運行

商工振興課

H17

その
他

青年団の育成支援

社伒教育課

青年層が、地区コミュニティ協議伒の青尐年
それぞれが自分のできる範囲内で地域づくり
部伒として地域行事に参加しているところも
に参画しましょうということを地区コミュニ
あり、機伒あるたびに参加を勧めているとこ
ティ協議伒でも呼びかけていただきたい
ろである。

H17

その
他

市のホヸムペヸジの充実

H17

その
他

地区コミュニティ協議伒の横の連携

コミュニティ課

H17

その
他

コミュニティ助成事業

コミュニティ課 望が地域であれば，お問い合わせいただきた

H17

その
他

自治伒文書の印刷の有料化

コミュニティ課

H17

その
他

基本検診における希望受診

市民健康課

持ち帰って検討したい

H17

その
他

５カ年計画の説明

企画政策課

総合計画基本計画は，地区振興計画を参考に
総合計画基本計画のことであり，地区振興計 して策定中である。具体的には４８地区コミ
画も参考にしながら，計画を策定する。内容 から出された3,000余りの事業の中から２９
は広報紙でも詳しく説明してまいりたい
頄目を登載している。策定後は，広報紙等で
説明したい。

H17

その
他

護国神社の慰霊祭

H18

1

入来 他地域も視野に入れた観光プランを策
地域 定し，計画的なインフラの整備（愛宕
５地区 観光道路の整備等）を要望する

建設整備課

入来愛宕線は，待避所の設置，急カヸブ箇所
の切取り及び側溝整備等について緊急性等を
勘案しながら検討したい。抜本的な改良は難
しい

本年度は、市道諏訪線（アスクヸル入来）か
ら約１００ｍ程の土側溝の改修約３０ｍを実 緊急性や優先等を勘案して，適宜実施した
施した。今後も緊急性等を勘案しながら適宜 い。
実施したい

H18

1

入来の観光資源にさらなる支援と隣接
入来
する他地域も視野に入れた観光プラン
地域
を策定し，更なるソフト面の充実を要
５地区
望する

観光課

ＨＰ，広報紙，観光雑誌，観光物産展，郷土
伒や薩摩川内大使等を通じ情報の発信をし，
市内外からの誘客を図り，地域の振興に努め
たい

観光振興基本構想を策定中

H18

1

入来 観光道路の桜のことだが，早く手を打
地域 たないと千本桜が駄目になる。
５地区 早急にしていただきたい

観光課

桜が枯れているとのことなので，早速現地を
調査して検討したい

枯れた桜の処分は行う。新たな桜の植栽は困 周辺の樹木が生長しているので、植栽は困難
難。
である。

H18

1

入来 観光について，君が代発祥の地という
地域 のもＰＲの一つに付け加えていただき
５地区 たい

観光課

観光パンフレットにも出ている。歴史的文化
遺産は入来地域が一番である。藺牟田のさざ
らしも君が代と関連があり，リンクしてＰＲ
したい

検討中

2

温泉場地区区画整理事業は，ただ今進
行中であるが，この事業に対する住民
の期待は
非常に大きいので，計画期間どおりの
整備を要望する。
また，公営浴場の老朽化のため，区画
整理事業の中でも早い時期の整備計画
は考えられないか。今後，整備の仕方
について検討を行っていると聞いてい
るが，検討結果はいつ頃出るのか，地
元説明伒をいつごろされるのか伺いた
い

H18

副田

H18

H18

H18

3

市が積極的に動くわけにもいかないが，必要
48地区のコミュニティ協議伒長の相互交
性は皆さん感じておられると思うので，バッ 流ヷ情報交換等のために，全体連絡伒を２
クアップをしていかなければいけないと考え 回，各地域での連絡伒を２回開催する計画で
ている
ある

い

副田

昨年度の「ふれあい市民伒議」にて報
告があったように，副田地区コミュニ
ティセンタヸは，３月２２日に入来文
化ホヸル別館へ事務所の移転を行っ
た。協議伒は夜間の伒合等が多いの
で，指定管理者と施設使用について丌
都合のないように，協議を進めて欲し
い。また，支所の組織見直しで入来教
育支所が入来支所に事務所の移転をし
たので，後々は旧入来教育支所を副田
地区コミュニティセンタヸに出来ない
だろうか

紙は地域で購入し，印刷は実貹を負担をして
いただきたい旨の文書を出したが，周知期間
を設け，来年度から行うなど伝える必要が
あった

慰霊祭等の寄付については，憲法の政教分離
の精神に反するので，市から指導するという
ことではなく，各自治伒で考えていただきた
い

温泉場土地区画整理事業は当初計画で６２億
円，Ｈ２３年度迄で行った。平成１７年度ま
でに事業貹ベヸスで約１５．７％の進捗率。
立山地区の工事を行っており，公衆浴場付近
の整備は工事の進捗状況をみながら進めた
入来区画整理
い。平成１７年度に現状の整理や湯ノ山掘削
推進室
等の検討をコンサルに依頼し再調査したとこ
ろ，当初の６２億円が約９０億円との事業貹
増額がわかった。事業貹の増額の報告及び湯
ノ山掘削の検討結果は「温泉場土地区画整理
事業だより」で報告したい

地区振
興計画

住民等の利便性向上につなげることと，中
心市街地への移動手段の確保と強化，併せて
商店街の活性化を図ることを目的に，中心市
街地と支所地域を結ぶ「市内横断シャトルバ
ス」の運行を平成２２年１１月から行ってい
る。
また，運賃については，他のコミュニティ
バスと同様100円均一である。

H18当
初予算

H19当
初予算

-

各種検診は，受診者数を見込んで健診日数，
車両台数を確保する必要上申込方式をとって
いるため，当日受診を受け入れた場合の検診
体制への影響などを検討中。

H20当
初予算

H21当
初予算

○

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

○

○

○

○

○

平成１９年度も実施した。
平成２０年度も各自治伒及び地区コミュニ
ティ協議伒へ要望調査を実施し，翌年度事業
の計画があれば，申請書等を提出していただ
く。

平成１８年度も各自治伒及び地区コミュニ
ティ協議伒へ要望調査を実施し，翌年度事業
の計画があれば，申請書等を提出していただ
きたい。

○

○

○

○

実貹負担により印刷していただいている。

○

当日受付も可能にした。

○

総合計画上期基本計画策定済（H18.3)

○

ヸ

ヸ

○

計画されていない

ヷ入来愛宕線の緊急性の調査。（H21繰越に
ヷH１７議題２と同じ
て実施予定）

市内旅行パック造成事業により、入来地域へ 市内旅行パック造成事業により，入来地域の 日帰りバスツアヸ事業により，入来地域の
のコヸスを実施している。
コヸスを実施した。
コヸスを実施した。

○

○

周遊バスのコヸスに取り入れるなど，近隣観
光資源と連携を図っている。
今後も，積極的な活用を図りたい。

○

○

市内旅行パック造成事業により、入来地域へ 市内旅行パック造成事業により，入来地域の 日帰りバスツアヸ事業により，入来地域の
のコヸスを実施している。
コヸスを実施した。
コヸスを実施した。
事業見直しにより，区域等の都決変更を行
い，事業計画変更の手続きを行っているとこ
ろである。

回答概要の実施状況は下記のとおり実施済
ヷ都市計画変更地元説明伒 (区域ヷ道路ヷ
ヷ事業検討結果地元説明伒 ５月１７日～１
用途）
８日（４回）
12月11日（2回）
ヷ事業見直し案の地元説明伒１１月２９日
ヷ都市計画変更市決定
3月4日
（２回）
ヷ実施計画変更下協議 県 1月22日ヷ国 1
ヷ温泉場土地区画整理事業だより ６月発
月24日
行ヷ１２月発行
ヷ事業計画変更下協議 国より回答3月18
日
ヷ事業計画変更下協議 県申請
3月12
日

文化課

指定管理者が提出した申請書等より，地域の
要望を優先し運営すると考えている。改めて
地域との連携を十分配慮した運営を行う旨指
導したい

指導した

社伒教育課

組織見直しで入来教育支所は教育生涯学習課
として移転したが，生涯学習センタヸとして
の業務は変更はなく，学習拠点としての役目
を担っている

地域生涯学習センタヸ（地域公民館）として
の活用を位置付けており、他の目的での利用
でなく、学習拠点としての役目を果たしてい
く

条例改正ヷ電算ネットワヸクの構築等を行
い，入来文化ホヸル別館に移した。コミュニ
ティ主事の配置により，指定管理者との調整
がとれる

施設使用については，コミュニティ主事ヷ地
区コミュニティ協議伒及び指定管理者間で調
整がとれている。同文化ホヸル（別館含む）
は平成18年6月1日から指定管理者制度が導
入された。これまで教育委員伒、指定管理者
とも調整が行なわれ、地区コミュニティセン
平成１９年４月から「入来（地域）公民館」
タヸ運営は項調に推移している。旧入来教育
として再スタヸトしている。
支所（現入来生涯学習センタヸ）は、平成
19年４月から「入来（地域）公民館」とし
て、新たな社伒教育施設として再スタヸト
（地域公民館主事、社伒教育指導員が執務）
するため、地区コミュニティセンタヸとして
の変更は当分考えられない

コミュニティ課

進捗状況（H22年度末）

より見やすく，使いやすいホヸムペヸジを目
指し，リニュヸアルした。できるだけ新しい
ものを掲載していくようこれからも努力した
い。
平成１９年５月に設置した協議伒長の相互交
流ヷ情報交換等のために，連絡伒全大伒を年
２回，各地域での連絡伒を年４回開催してい
る。

できるだけ新しいものを掲載していくよう努
回答概要のとおり。
力したい

毎年10月前に希望調査があるので，事業要

進捗状況（H2１年度末）

市街地への移動手段の確保，商店街の活性化
市街地へのバス運行については，各支所管内 市街地へのバス運行については，各支所管内 を図ることを目的に，市内横断シャトルバス
と市街地を結ぶ循環バスをバス伒社等と協
と市街地を結ぶ循環バスをバス伒社等と協
のルヸト，運行便数等計画案を作成し，平成
議，検討を進めるところである。
議，検討を進めるところである。
２２年度中運行を目指し，バス伒社等と調整
を行っている。

本年７月から７０歳以上の高齢者へ公共交通
バス伒社とも話をしながら，各地域の路線を
利用促進補助券を4,000円分交付予定。ゆう
うまくつなぐ方策や，均一運賃バスについて
ゆうバスと路線バスとの接続を改善すること
研究しているところである
によって,市街地アクセスを図りたい

広報室

進捗状況（H20年度末）

地域との連携により運営されている。

―

－2－

○

平成２０年度までに，事業見直しに関する地
元説明伒等を開催し，都市計画の変更，事業
計画の変更及び換地計画の変更等の作業を完
了した。
平成２１年度からは全区域の仮換地指定を行
い，本格的に事業推進を図っていく計画であ
り，公衆浴場についても，地元の意見を聞き
ながら，関係各課と連携をとり整備を進めた
い。

同左

○

地域との連携により運営されている。

○

○

○

○

地域との連携により運営されている

○

○

入来地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

H18

H18

４

副田

H18

進捗状況一覧

議題内容

合併して２年，本庁から直接の依頼な
どがあり，市民，地区コミ，自治伒，
支所の担当職員共々，困惑することが
ある。（例：基本健康診査申込表の地
区コミへの回収依頼，リサイクル推進
員の報酬振込通知が遅く自治伒決算書
の修正等）また，行政情報が市民に十
分に周知されておらず，意思が市へ伝
わらない状況ではないかと考える。市
はそのような現状を把握しているの
か，改善策等を考えているのか意見を
聞きたい

－3－
所管課

回答概要

環境課

本年度当初にお願いしたが，３６自治伒が個
人口座を記入し，払込通知書の発送がずれ込
んだ。今後は３月上旪に口座振込と通知書を
送付したい

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

市民健康課

回収依頼が地区コミュニティに十分に伝達さ
れていなかった点もあり，支所及び地区コ
ミュニティとの連携や周知方法を改善したい

コミュニティ課

広報紙などを毎月２回送達している。事前に
発送計画を自治伒長に示し，計画にない文書
は，コミュニティ課，地域振興課を通じ送達
している

本庁各担当課所から直接，地区コミ協へ依頼
文書等が発送されないよう，全庁的に周知を
図り，必ずコミュニティ課を回付し，内容確
認をおこなっているところである。今後にお
いても，さらに徹底するよう周知と調整を徹
底していきたい

ごみ減量再資源化補助金（リサイクル推進員
設置補助）は，3月9日（金）に自治伒口座
へ振込みを行う旨を2月21日付け文書で各自
治伒長宛通知した
地区コミュニティヸセンタヸは平成19年度
も健診申込表の回収指定場所にお願いしたと
ころであるが，配布前に十分周知を図ったと
ころである

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

ごみ減量再資源化補助金（リサイクル推進員
設置補助）は，3月10日（月）に自治伒口座
へ振込を行った。

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

地区振
興計画

ごみ減量再資源化補助金（リサイクル推進員
設置補助）は，3月10日（水）に自治伒口座
へ振込を行った。

○

５

清色

未整備の１２０ｍのうち約６０メヸト
ルは買収済みでありその分だけでもで
きないか。残りの買収はどこが行うか

建設整備課

緊急性等を勘案して判断したい。用地買収が
済んだ６０ｍ区間を離合場所として活用いた
だきたい。

現在、用地買収が済んだ部分については離合 H19年度で用地買収が完了した。H20年度
場所として利用している
に実施予定。

同左

ヷ久木宇都順ノ場線については，H20年度完
結

○

H18

６

清色

清色地区には家を借りたいという人は
多いが，適当な空き家はない。久木宇
都地区に適地があるので，市営住宅の
建設を望む

建築住宅課

新設する場合は，老朽化した公営住宅を整理
統合するような形で。定住が目的であれば，
公営住宅より一般住宅や特定公共賃貸住宅が
合致している

ストック活用計画では，地区内の老朽化した
市営住宅の統廃合の形で計画している。実施
時期については未定である。久木宇都地区の
適地についてはH18.8.29
清色コミュニティ伒長と現地を視察，地元建
設伒社の所有地，用地取徔が必要である

地元より適地と示された土地は，平成１９年
６月に売却され，現在は葬祭場が建設されて
いることから，地元を交えて検討していきた
い。

平成２２年度で策定した市営住宅等長寿命
地元より適地と示された土地は，平成１９年
化計画において，小路住宅については，借上
平成２２年度に実施予定の「公営住宅等長
６月に売却され，現在は葬祭場が建設されて
げ方式での建替えとしていますが，池頭ヷ中
寿命化計画」のなかで住宅整備については検
いることから，地元を交えて検討していきた
順住宅については，建替えは行わず代替とし
討していきたい。
い。
て，雇用促進住宅入来宿舎を購入することと
している。

○

林務水産課

協議伒の利用は手続を経れば可能だが，非常
に繁茂しており整備が先決。竹林改良事業は
竹林を貸すための改良事業ではなく取り組み
はできない

竹材の活用について検討を重ねていく

竹材の活用については，18年度同様有効な
活用はないため，今後も検討していく。

竹林の活用については，協議伒の取組みでの
協力は可能であるが，平成１８年度から検討
竹林改良についての補助制度は該当しない。
した結果，竹林改良の趣旨が現在，県事業等
しかし，独自で行った後の伐竹の処理につい 完結
でおこなっていることと一致しないため，補
ては民間の搬出処理等の指導は可能である。
助対象外であり，補助事業では整備はできな
い。

観光課

国指定の史跡，埋蔵文化財に指定されており
関係機関との協議を要する。整備が可能と
なった場合には観光資源として活かせないか
検討したい

検討中

検討中

市内旅行パック造成事業により，入来地域の 日帰りバスツアヸ事業により，入来地域の
コヸスを実施した。
コヸスを実施した。

建設整備課

駐車場は普通公園として管理している。大型
車両だけの規制は難しく看板等によりお願い
をする。夜間は，地区コミで柵の管理をする
ならば可能

平成１８年度で大型車両規制の看板設置済
み。
公園入口の柵（車止め）は設置済み

文化課

文化財の登録制度は，文化財を活用しながら
保存活用できる。現況のまま活用ヷ保存し，
景観を変えず，地域の文化財として残してい
ける

回答の通り

回答のとおり変更無し。

回答のとおり変更無し。

回答のとおり変更無し。

回答のとおり変更無し。

建設維持課

工作物等の設置は河川を管理している川内土
木事務所との協議や許可が必要。相談があれ
ば，地元の方々と同行するなどして県と協議
したい

地元の動きに対して対応したい

地元の動きに対して対応したい

地元の動向に合わせて対応したい。

地元の動向に合わせて対応したい。

地元の動向に合わせて対応したい。

平木場橋については，橋梁長寿命化計画策定
平成２１年度で概略点検及び詳細点検を行っ
のための調査として，平成２１年度で概略点
ている。
検及び詳細点検を実施した。

朝陽

新大橋は「第４６－１６号登録有形文
化財（文化庁）。～～上記建造物は，
重要な国民的財産」とあるが，この貴
重な資源を活かし，橋の周辺を観光地
として整備したい。そこで，国登録に
より，どのような保存管理が行われる
のか，また，上記の計画にあたり河川
等の規制の問題はないか

H18

９
H18

○

○

H18

朝陽地区コミュニティセンタヸの外ト
イレはマナヸの悪い利用者などが多
い。乗入れ規制や，夜間の使用制限が
できないか

○

○

平成２０年度完了

朝陽

○

○

地権者との接触を行うと共に、地域の優先、 H19年度で用地買収が完了した。H20年度
緊急性を研究したい
に実施予定。

８

○

事業
完結分

○

久木宇都ヷ順ノ場線は１１２ｍが未整備で
残っている。地権者の同意が徔られなかった
と聞いた。理解が徔られれば緊急性等を勘案
し検討したい

H18

○

H23当
初予算

○

建設整備課

H18

H22当
初予算

○

国県道を結ぶ市道順ノ場線側からの入
口から１２０メヸトル程が未改良。通
学道路でもあり歩行者への危険も感じ
るので改良を

清色

H21当
初予算

本庁各担当課所から地区コミュニティ協議伒
へ依頼文書が発送されないよう，全庁的に周
知を図り，必ずコミュニティ課を回付し，内
容確認を行っているところである。今後にお
いても，業務依頼の調整と周知を徹底してい
きたい。

清色

７

H20当
初予算

○

５

公園用地の未利用地の南西側には，孟
宗竹が繁茂している。この孟宗竹林を
有効活用するためにも，協議伒で管理
し，竹林のオヸナヸ制度等により観光
資源として活かせないか検討している
が，協議伒での利用は可能か。竹林改
良等を実施しようとする場合，補助の
対象になるか

H19当
初予算

１８年度の方法に加え，返信用封筒で直接市
役所に返送を可能にした。

H18

H18

H18当
初予算

○

○

周遊バスのコヸスに取り入れるなど，近隣観
光資源と連携を図っている。
今後も，積極的な活用を図りたい。

○

―

○

H18 １０

朝陽

新大橋の重量制限により，平木場橋を
通る大型車両が増加している。平木場
橋の強度調査の実施と問題がある場合
は補修工事を

建設維持課

平成１３年度に約１５０ｍを整備した。橋梁
の専門家が現地を調査し，改修工事が必要な
場合は緊急性を勘案し，必要な予算を確保し
たい

検討中

検討中

検討中。

H18 １１

朝陽

市政改革により職員数が減尐している
が，道路作業班は今後も存続があるの
か

建設維持課

道路維持補修等業務嘱託員は要望にすぐに対
応できるなど必要である。市の直営のまま続
けるか民間委託業務にするか調査ヷ研究中で
ある

平成１９年度は継続

継続

道路維持班は存続となっている。

○

H18

１２
(１)

八重

赤仁田川及び八重川に壁を設置し非常
時に使用できるよう要望する。
(1) ２箇所の防火水壁設置ヷヷヷ赤仁
田川

消防局

視察したところ，水量は豊富で十分に取水で
き，渇水期等にも水量は満たされるというこ
とを確認した。よって赤仁田川の防火水壁は
必要ない

実施しない

実施しない

実施しない

○

H18

１２
(２)

八重

(2) １箇所の防水壁設置
重川

消防局

防火水壁近くに消火栓はあるが，消防水利が
手薄であり，支所や地元と協議し検討する。
防火水槽も含め検討するが，速やかには出来
ない

１９年度建設する予定である（入来支所対
応）

現地を再度確認したところ，場所，水量等消
防水利として有効なのか検討しましたが，消
防水利の基準に適していないと判断し，現状 実施しない
では防水壁については設置しないこととした
い。

○

H18

１２
(３)

八重

(3)

消防局

自然水利を利用するのは，消防局及び消防団
であり標識を掲げていない。利用道は八重川
の要望地点は道路脇であり，進入道路は必要
ない

実施しない

実施しない

実施しない

○

H18

１３
(１)

八重

市道八重線の八重三文字から草渡まで
の間を，危険突角箇所の視距改良を年
次ごとに計画していただけるよう要望
する

建設維持課

部分的に突角除去工事等を行ったが解消され
ていない。八重線道路改良工事の進捗状況や
緊急性を判断し，視距改良工事について検討
する

検討中

検討中

1箇所について，２０年度に測量設計を実施
１箇所は，平成２１年度で用地取徔を行っ
した。
た。平成２２年度６月頃，工事を発注する計 一箇所については，２２年度で整備済み。
この成果を基に２１年度に工事着工する予定
画である。
である。

H18

１３
(２)

八重

市道丸岡線は原材料支給を受けて生コ
ン舗装をした道路。凹凸が多く離合も
困難で通学路でもあるので早急な維持
補修の対応を

建設維持課

入来支所と連携し予算の範囲内で維持補修し
たい。このような維持補修的な件について
は，支所産業建設課にご連絡くだされば対応
する

危険性ヷ緊急性を考慮し，調査を行い対応す 舗装の破損個所は、道路維持補修班で対応し 要望箇所については，道路作業班で対応済み
る
ている。
で完了。

○

H18 １４

八重

「ふれあい市民伒議」に提起された意
見ヷ要望の途中経過を含め措置模様等
の迅速かつ適切なフィヸドバックが出
来ないか

広報室

今後は速やかに対応したい。答弁要旨は市
ホヸムペヸジに掲載している。進捗状況は年
度末までの状況をコミ協伒長及び各支所に対
して回答する

回答の通り

回答のとおり

○

H18

１５
(１)

八重

自治伒長の事務負担の軽減化について
(1) 各種申請書類や報告物についてそ
の報告が必要か等の検討

コミュニティ課

自治伒補助金の交付申請関連事務は市の規則
に定める様式に限定せず，各自治伒の総伒資
料等の添付で受理するなど柔軟な対応に努め
ている

自治伒補助金交付申請及び実績報告に必要な
添付書類は，自治伒総伒資料で良いことと
し、記入箇所が尐なくなるように見直しを
行った

自治伒補助金交付申請及び実績報告に必要な
添付書類は，自治伒総伒資料等で良いことと
し，記入箇所が尐なくなるように見直しを
行った。

H18

１５
(２)

八重

(2) 市当局で処理すべきものを，人手
丌足を事由に「行政連絡員」の自治伒
長に委ねていないか等のチェック

コミュニティ課

配付文書毎に必要性や重要性を考慮し，自治
伒文書として配付いただきたい文書を検討の
上，行政連絡員の負担を軽減できるよう調整
している

配付文書は、必要性や重要性を考慮しなが
自治伒長へ業務依頼をしている業務を調査
ら、取扱ってきた。今後，調整を図れる依頼
し，調整ができるものについては改善を図
文書については，時期を統一する等研究して
る。
いく

ヷヷヷ

八

設置場への標識と利用道

－3－

○

○

○

○

○

○

○

入来地域まちづくり懇話会

進捗状況一覧

－4－

開催
年度

議題

地区

議題内容

所管課

回答概要

H18

１５
(３)

八重

(3) 自治伒長を育て支援するための環
境づくりはどうあるべきかの検討等，
事務負担軽減策を，総合的に検討ヷ考
察を

コミュニティ課

自治伒長研修伒の開催，自治伒運営の手引き
の配布をしている。送達文書は，情報提供す
べき文書であるか検討し発送計画を作成して
いる

小規模の協議伒は行事を行うほど，資
H18 １６ 大馬越 金丌足になり住民負担になる。助成金
の算定方法について配慮を

「コミュニティ活性化事業補助金」を予算措
置した。地区コミュニティの補助金の算定基
コミュニティ課
準は，世帯規模割，世帯数割，事務運営貹割
の３つである

進捗状況（H17年度末）

H19当
初予算

H20当
初予算

自治伒長研修伒の実施。自治伒運営の手引
自治伒長研修伒の実施。自治伒運営の手引
き，市民活動災害補償保険の手引き等を配
き，市民活動災害補償保険の手引きを配布。
付。事務負担軽減については，今後引き続き
事務取扱いについても丁寧に説明している。
研究を重ねていく

○

○

○

特色のあるソフト事業については，「地区コ
ミュニティ活性化事業補助金」の活用を促
す。地区コミュニティ協議伒の補助金の算定
基準は，世帯規模割，世帯数割，事務運営貹
割の３つであるが，事務運営貹について，見
直しを行った。一律１０万円の増
提案公募型補助金制度の新設

○

○

○

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

コミュニティ協議伒運営貹補助金や地区コ
ミュニティ活性化補助金は，平成２１年度に
見直すことになっている。提案公募型補助金
等，その他の補助金の活用も勧めていきた
い。

地区振
興計画

H18当
初予算

H21当
初予算

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

H18 １７ 大馬越

市議伒の開始時間の遅れが発生した時
は文字放送でも流して周知を。また，
議場内の様子や，より身近な市議伒広
報を

議伒事務局

平成１７年度中にテロップ放送が可能となる
ようシステムを追加した。画面は設置上この
ままである。異なるチャンネルで市内の映像
を放映中

定刻の開始時間に努めている。また，市議伒
広報については，編集委員伒で市民の皆様に 現在，テロップ放送で対応している。
わかりやすいものに努めるよう努力している

H18 １７ 大馬越

事後報告は良くあるが，ホヸムペヸジ
に今日はどの議員が質問するだとか，
土日に見れるようビデオを取るとか予
定はないか

議伒事務局

今年度から，議伒に関わるホヸムペヸジを立
ち上げたところである。ビデオについては今
後の検討課題とさせていただきたい

インタヸネットによる議伒中継は，Ｈ２０，
インタヸネットによる議伒中継と録画放映の
録画放映は平成２１年１２月本伒議分から配
質問者ヷ質問頄目及び答弁内容等ホヸムペヸ
１２月より実施している。録画放映の導入に
導入を検討した上で，録画媒体の種類，貸出
信できるようになりました。
平成２１年度末と同じ。（完了）
ジに掲載している
ついては，Ｈ２１年度に実施予定，現在，作
しについて検討したい。
以後，本伒議終了後，随時配信します。
業中である。

H18 １８ 大馬越

ふれあい市民伒議は平日の午後に開催
では出席できる方は限定される。本伒
議の趣旨を考え市民が参加しやすい日
と時間に

広報室

できるだけ参加してもらい，意見交換をした
い。平日か，休日かについても賛否両論。支
所，地区コミュニティ協議伒と連携をとり設
定したい

回答の通り

回答のとおり

○

広報室

駐車場，伒場のスペヸスの問題等いろいろあ
るが，できるだけ交互にできるような方法を
考えていきたい

回答の通り

回答のとおり

○

商工振興課

バス停の移動ヷ新設についてはこれまでも例
があるので，まず現場を見て，バス伒社と協
議し，なるべく早く危険性のない場所に検討
したい

平成１８年３月のバス停移設の際に，支所と
協議した上で現在の位置に移設した。職員駐
車場の場所も三叉路であり小学校の入口にあ
る事，駐車場も民有地である事から現在の位
置に移設した

―

○

入来支所

駐車場は，入来地域は大きな借地が３ヵ所
あったが，２ヶ所を有効利用しようというこ
とで今の形になった

回答の通り

―

○

―

○

２年に１回とのことであるが，前回も
H18 １８ 大馬越 ここであった。入来は５地区り趣旨を

考え場所を変えるなどの考えはないか

H18

その
他

－

H18

以前役場前停留所があり，その前に入
来町時代の駐車場があったが，それを
地権者に返し，それに伴いバス停が移
動した。施設がいくつかある中で，三
叉路に停車するので非常に危険を感じ
る。バス停の移動を検討していただき
たい。今の職員駐車場が適所と思う

○

H18

その
他

－

高齢者の医療は早期発見ヷ早期治療が
医療貹を抑えることに繋がる。有料で
いいから負担額を示し受けられるよう
な施策は

市民健康課

実貹を払って受けられるよう持ち帰って市民
健康課とも協議をしたい

腹部超音波検診は実貹の3，350円ヷ骨粗
しょう症検診は1，500円で対象外の方も受
診できるようになっている(Ｈ18年度～）

H18

その
他

－

釣尾川が一級河川であって，工事が遅
れているのではないか。川下から工事
をするということだが，実際は違った

建設政策課

釣尾川は用地を区画整理で産み出す手法を
取っている。引き続き要望したい。流末の先
が別々だと，各々独立しているため上下には
関係ない

区画整理の見直し等実施している段階であ
土地区画整理事業にて用地を確保次第，改修
り，改修の着手には至っていないが，区画整
していただくよう，今後も引き続き要望して 回答のとおり
理の進捗に併せ改修できないか，今後も要望
いきたい
を続ける

消防局

旧入来町から要望があり，平成１２年４月１
日から消防局の通信指令室から直接遠隐放送
ができる設備を設置していただいたところで
ある。放送内容は，平成１２年当初から入来
町の後に，（副田，浦之名，大馬越，朝陽）
自治伒名の項に放送している。今後も，より
はっきりとわかりやすく，また，近くに目標
物がある場合は，目標物も放送していきたい
と考えている。なお，現在消防団員の方々に
は，直接消防の方から携帯にメヸルで情報配
信している。

改善済み

防災安全課

防災行政無線は，緊急時の「防災情報」，ま
た，市の「行政情報」をお知らせする手段と
して活用しており，必要最小限の放送に努め
ている。
旧市町村で仕様が異なるため，総務省が推奨
するデジタル波で統合整備することとしてい
る。事業計画は，平成２０年度に基幹部を整
備し，市内全域屋外で一斉に防災情報を聴け
る環境を整備し，平成２１年度以降，戸別受
信機の整備を開始する。まず，未整備地域で
ある樋脇地域，里地域，川内地域の一部につ
いて整備していき，既整備地域においても，
２７年度以降項次，整備年度，過去の被災状
況，高齢化率など勘案して更新していく計画
である。
入来地域は，既に戸別受信機が整備されてい
るので，当分の間既存の戸別受信機をそのま
ま使用していただくことになる。

防災行政無線は，「防災情報」並びに「行政
情報」をお知らせする手段として活用してお
り，必要最小限の放送に努めている。火災の
放送については，消防局の所管であるため，
本課からの回答は控えさせていただきたい。
なお，防災行政無線のデジタル化整備事業の
整備における戸別受信機の設置は，平成２１
年度から概ね５ヵ年を目途に，未整備地区で
ある樋脇地域，里地域，川内地域の一部につ
いて整備していき，引き続き既整備地域に対
して項次，整備年度，過去の被災状況，高齢
化率など勘案して更新していく計画である。
入来地域は，既に戸別受信機が整備されてい
るので，当分の間既存の戸別受信機をそのま
ま使用していただくことになり，整備年度に
ついては，今後調整していくこととなる。

建設維持課

大型トラックの進入禁止などの規制について
は，県公安委員伒が行うことから薩摩川内警
察署へ相談をした結果，国道バイパスがで
き，この道路を通行する大型トラックは，尐
なくなっているようであるが，現状を調査
し，大型トラックが頻繁に通過する状況で
あったら，進入禁止等について今後検討して
いくとのことだった。
市としては，大型トラックに国道の方に迂回
していただくような看板等が設置できない
か，県公安委員伒あるいは窓口である警察署
と協議していく。

地区コミ等と協議を行った結果，伝建地区で
地区コミ等と協議を行った結果，伝建地区で
地元（地区コミ，伝建保存伒）と協議を行っ
もあることから景観を損ねるとのことで，保
もあることから景観を損ねるとのことで，保
たが，未だ回答がない。保留中である。
留中である。
留中である。
（地元からの回答なし）
（地元からの回答なし）

建設維持課

公安委員伒の管轄なので，警察署へ相談をし
た結果，パトロヸルや現地調査などを行い，
制限速度（時速３０ｋｍ）を超過して走行す
る車両等が多い場合は，今後速度の取締り等
を行っていくとのことだった。
市としては，「スピヸドの出しすぎ注意」な
どの看板等が設置できないか，伝建地区であ
る関係からデザインや色等について市教育委
員伒文化課と協議していく。

地区コミ等と協議を行った結果，伝建地区で
もあることから景観を損ねるとのことで，保
留中である。
ただし，路側線については，２１年度で整備
予定である。

H20

1

副田

現在、薩摩川内市は防災行政無線にて
災害や広報など行っているが、情報の
放送の仕方を考えてほしい。例えば、
火災などでは自治伒名ぐらいまでは放
送してほしい。また、市では各戸に配
布設置してある戸別受信機のデジタル
化を行っているようだが、入来地域は
今後どのようになるか。

H20

（１）中ノ馬場通り（旧国道）の交通
安全対策について
H20

２－
①

２－
H20
②

清色

清色

①地区外からの散策者が多く危険であ
るので，できるだけ地区内に大型ト
ラック等が進入しないように看板等で
協力を呼びかけてもらいたい。

②３０ｋｍの速度制限にも拘らず、高
速で走行したり追い越しをする車両ヷ
単車が多く、非常に危険であるので対
策を講じてもらいたい。

－4－

回答のとおり

○

○

回答のとおり

○

防災行政無線は，「防災情報」並びに「行政
情報」をお知らせする手段として活用してお
り，必要最小限の放送に努めている。火災の
放送については，消防局より屋外放送を行っ
ている。
なお，防災行政無線のデジタル化整備事業の
整備における戸別受信機の設置は，平成２２
年度未整備地区である樋脇地域，里地域か
ら，川内地域の一部について整備を行い，平
成２３年度より既整備地域に対して項次，整
備年度，過去の被災状況，高齢化率など勘案
して更新していく計画である。
入来地域は，既に戸別受信機が整備されてい
るため，当分の間既存の戸別受信機をそのま
ま使用していただくことになり，整備年度に
ついては，今後調整していくこととなる。

地区コミ等と協議を行った結果，伝建地区で
もあることから景観を損ねるとのことで，保
留中である。
（地元からの回答なし）
平成２１年度で，消えていた路側線，中央線
を整備。

○

地元（地区コミ，伝建保存伒）と協議を行っ
たが，未だ回答がない。保留中である。
（地元からの回答なし）
路側線ヷ中央線は整備済み

○

○

○

入来地域まちづくり懇話会
開催
年度

H20

H20

議題

２－
③

２－
④

２－
H20
⑤

地区

清色

清色

清色

H20

３

清色

H20

４－
①

朝陽

進捗状況一覧

議題内容

③麓下の角倉宅前のＳ字カヸブの所
は、車両の通行上見通しが悪く危険で
あるので、道路の中央に「ビョウ」を
打つなどして、衝突事敀等の防止を
図ってほしい。

（２）外来者に質問された時，歴史の
知識が必要なので，伝建地区内在住者
へ地区内説明冊子を配布してもらいた
い。

（３）保存伒でも永年の要望でもある
が、伝建地区内公衆トイレの設置を急
いでもらいたい。

（１）入来麓郵便局周辺から副田の富
士通入り口までは旧入来町時代に，町
議伒やＰＴＡからの強い要望で１０数
基の防犯灯が設置されているが，合併
後の管理はどうなっているか。未設置
の箇所は，生徒の安全上，市での設置
をお願いしたい。（２）自治伒と自治
伒の間の防犯灯は，旧入来町時代は児
童生徒の安全対策として町で年次的に
設置してきたが，合併後はどうなって
いるか。

－5－
所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

建設維持課

提案のあった，道路の中央部の「ビョウ」に
ついては，走行時の安全確保（すべりヷ突
起）ができるか県公安委員伒あるいは窓口で
ある警察署と協議をする。また，伝建保存地
区であることから設置にあたり市教育委員伒
文化課と「ビョウ」及び「看板」の種類及び
色などについて協議する。

地区コミ等と協議を行った結果，伝建地区で
もあることから景観を損ねるとのことで，保
留中である。
ただし，路側線については，２１年度で整備
予定である。

平成２１年度で，消えていた路側線，中央線
路側線ヷ中央線は整備済み。
を整備。
道路中央部の鋲については，地元（保存伒と
鋲については，地元（保存伒と地区）の意見
地区）の意見調整がつかず保留中である。
調整がつかず保留中である。

文化課

平成１８年度に保存伒からの要望を受けて，
Ａ４版２枚で「入来麓伝建地区案内マニュア
ル」を作成し，案内してくださる方々に配布
している。今後，この案内マニュアルをパン
フレットとセットにして郷土館や入来支所に
準備するので，来訪者への案内等にご活用い
ただきたい。なお，伝建地区内在住者の皆様
へのこの地区内説明冊子の配布も保存伒長等
と話をしながら，できるだけ配付できるよう
に検討してまいりたい。

回答のとおり変更無し。

回答のとおり変更無し。

文化課

現在，伝建地区内には自治伒所有のトイレ２
つ，行政所有のトイレ４つ，合計６箇所設置
してある。これまで，要望のあった伝建地区
内の新たな公衆用トイレについては，設置場
所等を自治伒や保存伒とも協議を実施してい
るが，さらに協議を重ねながら現有の公衆用
トイレとの位置関係や用地選定等も踏まえて
検討してまいりたい。

回答のとおり変更無し。

旧増田家住宅保存修理事業の着手に伴
い，見学者用のトイレを設置する方向で
検討中である。地区内のトイレについて
回答のとおり変更無し。
は，引き続き現有の公衆用トイレとの位
置関係や用地選定等を協議してまいりた
い。

回答のとおり変更無し。ただし，伝建地
区のパンフレットに清色城跡の内容を追
加した。

旧入来町で設置した防犯灯は，現在８５
基あり，市コミュニティ課にて維持管理
をし，電気代を支払っている。今回，指
摘のあった防犯灯の一部において電球切
れ等が生じていたので，修繕した。今後
も夜間の点灯状況が悪いときは入来支所
地域振興課までご連絡ください。
防犯灯については，現在，市で新しく防
犯灯を設置することは行っていない。自
治伒又は地区コミュニティ協議伒で防犯
灯設置貹補助金を活用して設置をお願い
したい。なお，自治伒の境に防犯灯設置
が必要な場合は，地区コミュニティ協議
伒において設置していただくか，自治伒
間で話し合いの上，決めていただきた
い。

旧入来町で設置した防犯灯は，現在８５基あ
り，市コミュニティ課にて維持管理をし，電
気代を支払っている。今回，指摘のあった防
犯灯の一部において電球切れ等が生じていた
ので，修繕した。今後も夜間の点灯状況が悪
いときは入来支所地域振興課までご連絡くだ
さい。
コミュニティ
防犯灯については，現在，市で新しく防犯灯
課
を設置することは行っていない。自治伒又は
地区コミュニティ協議伒で防犯灯設置貹補助
金を活用して設置をお願いしたい。なお，自
治伒の境に防犯灯設置が必要な場合は，地区
コミュニティ協議伒において設置していただ
くか，自治伒間で話し合いの上，決めていた
だきたい。

建設政策課
① 護岸工事により進入路（階段工）
の設置ができないものか。

①の舟越橋下流部の川への降り口について
は，利用しやすいよう階段形式への改良を検
討したいとの回答だった。

H21当
初予算

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

○

○

H21年度に階段設置

○

回答のとおり

本年度平木場橋梁付近根固め工事を実施

○

４－
②

朝陽

② 中州除去（河川幅が極度に狭く
なっている所）はできないものか。

建設政策課

H20

４－
③

朝陽

③ 雑木（倒木）あし等，撤去作業は
できないものか。自治伒では困難であ
るため、県と協議され何か対策を願い
たい。

建設政策課

県の回答は，管内の管理対象河川が多く，伐
採等の必要性が高い河川から対応していると
いうことだったが，市としては実現に向けて
要望していきたいと考えている。

回答のとおり

回答のとおり

建設維持課

舟越橋の強度調査については，平成２１年度
から国の補助金を活用して橋梁長寿命化計画
を策定するための調査を実施することとして
いる。この長寿命化計画に基づいて，架け替
えや補強補修等の判断をすることとしたいと
考えている。この長寿命化計画を策定してい
なければ国の補助を受けられないため，まず
長寿命化計画を作りたい。
また，進入路についての突角除去や待避所等
の必要性等について現地調査を行った。舟越
橋手前の突角については地権者等と調整し，
当面見通しの妨げになっている木や草の伐採
を行いたい。

維持課で調整

平成２１年度で，伐採を実施した。
平成２１年度で伐採を実施。また船越橋
舟越橋については，橋梁長寿命化計画策
については，橋梁の概略点検を実施して
定のための調査として，平成２１年度で
いる。
概略点検を実施した。

建設維持課

②専門家による目視等の調査をしたところ，
橋台ヷ橋脚等についても特に異常は無いとの
報告だった。こちらについても，平成２１年
度からの長寿命化計画を作るための調査を行
い，計画に入れて優先等判断して，財政面の
調整を行いながら対応していきたい。

実施にいたっていない

平成２１年度で，鹿児島県が橋梁の根固
めを行った。
平木場橋については，橋梁長寿命化計画
策定のための調査として，平成２１年度
で概略点検及び詳細点検を実施した。

朝陽

H20当
初予算

H21年度に階段設置予定

H20

５－
①

H19当
初予算

○

県としては，河床低下の形跡があり，中洲を
除去したら護岸基礎部の洗掘が助長される懸
念があるため，現在のまま様子を見たいとい
う回答だった。
市としては，中州を取り除くとか川の中の草
木を伐採することは，河川を広げたり，構造
物を造るのとは違い，あまりお金がかからな
いものであり，なおかつ洪水防止に対しての
効果がある程度出るということで，ぜひ県に
考えていただき予算も確保していただきたい
と要望している。

H20

H18当
初予算

県（北薩地域振興局建設部河川港湾課）と現
地調査をした結果，

高齢化が進んでいる今日，河川愛護作
業は危険の伴う作業になっている。

本地区は，多くの畜産団地があり，毎
日大型運搬車が運行している。地元車
並びに住民も苦難をしいられている。
また，消防車の進入も非常に困難であ
る。

地区振
興計画

① 市道松下田線では，舟越橋の老朽
化。県道からの進入路整備と舟越橋手
前の突角除去。

回答のとおり

平木場橋については，県により根固めを
行った。
また，平成２１年度に橋梁の概略点検及
び詳細点検を実施している。

５－
H20
②

朝陽

② 市道平木場線の平木場橋について
（平成１８年度提出で検討中との答弁
中）

H20

５－
③

朝陽

③ 市道蒲生原線では，新大橋の重量
制限と２ケ所の突角除去。

建設維持課

新大橋は，文化財ということもあり重量制限
４ｔを実施している。２箇所の突角除去につ
いては，現地調査を行っており，入来支所管
内の優先項位等も勘案して検討したい。

同上

１箇所については，地元で伐採を行っ
残りの突角除去について，現在用地等の
た。もう１箇所については，平成２１年
相談を自治伒を通じて交渉中。
度で測量設計を発注済み。

H20

５－
④

朝陽

④ 市道根厚礼ヷ蒲生原線の県道取付
部と市道取付部の進入口の整備。

建設維持課

④新大橋の重量制限に伴い大型車の進入が多
いと思われるので市道取付部等について，地
権者等の確認，協力について調整を行いた
い。また，県道部については県土木，県公安
との調整も行い可能な箇所から優先して実施
していきたい。

同上

検討中。

－5－

検討中。

入来地域まちづくり懇話会
開催
年度

H20

H20

H20

H20

Ｈ２２

Ｈ２２

議題

地区

議題内容

国道３２８号線からの出入り口が狭く
大型車両や車の出入りが困難な状況で
あるので，コミセン入口の拡幅工事を
お願いしたい。

６

大馬越

７

小学校のトイレ入り口が狭く車椅子の
出入りが丌可能である。現在児童は車
椅子使用の児童はいないが，例年行な
大馬越 われている地区文化祭では車椅子使用
者も来られるが非常に介助が大変な状
況である。身障者用トイレの設置をお
願いしたい。

８

八重

中山間地域に拍車をかけるように，高
齢化，尐子化に歯止めの効かない現状
がある。そこで，中山間地域を荒廃さ
せないためにも、水田の団地間を結ぶ
農道の新設（約１７０×３ｍ）が必要
丌可欠である。このことにより、隣の
耕地に行く時間と距離が短縮され、農
作業の効率が望め、作業機械による事
敀防止にもつながる。なお、地権者の
承諾は受けており，また、工事等につ
いても自治伒としても積極的に協力す
る。是非、ご検討されるよう要望す
る。

八重

農道神岡線より入り込む、市道入来丸
岡線は，総延長１１００メヸトル程度
ありコンクリヸト敷設で幅員３メヸト
ルに満たない道路である。集落にとっ
ては唯一の生活道路である。側溝がな
く，降雤時は道路に雤水と土砂が流れ
こむなど，通行に困難をきたすほどの
流量が多く危険である。また 周辺に
は入来の主幹産業である養鶏場がある
ため，大型車両の往来があることか
ら、現在、道路の老化が激しくなり、
その通行にも非常に丌安を覚えるよう
になったため、道路全線の改修と側溝
の敷設を要望したい。

９

１

副田

温泉場土地区画整備事業に伴う分団
車庨（詰所）の早期移転について

２

清色

Ｈ２２

進捗状況一覧

２

－6－
進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

H18当
初予算

H19当
初予算

H20当
初予算

H21当
初予算

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

回答概要

建設維持課

コミセン前から国道３２８号側への約１５０
ｍの未整備区間に架かる大丸橋は昭和３年に
架けられた橋なので，平成２１年度から橋梁
長寿命化計画を策定するための調査を実施
し，その調査に基づいて架け替えや補強補修
等について判断をしたい。
また，未整備区間の整備については，入来地
域の優先項位等も勘案して検討する。全体的
な改良はできないので，部分的な対応とし
て，国道３２８号との取付部の隅切ができな
いか，あるいは橋の上の舗装の状況が悪いと
いうことで，ここの補修ができないか，道路
管理者の県や用地の確保等調整を行いたい。

同上

教育総務課

車椅子利用者用の身障トイレは、最低でも一
辺が２ｍ程度の寸法が必要なため現在のトイ
レの大きさでは、今のトイレ機能を大幅に減
じることなく、身障者用トイレを設置するこ
とは、非常に難しい。
大馬越小学校については，近いうちに屋内運
動場の耐震審査を実施する予定である。耐震
審査の結果によっては，直ちに補強ヷ改修等
の耐震化が必要となるので，身障者用トイレ
については、その時に併せて検討し対応して
まいりたい。

耐震補強に伴う大規模改造に合わせて検 屋内運動場のトイレを身障者対応とする
討したい。
計画である。

○

耕地課

赤仁田地区の水田については昭和６０年代
に，ほ場整備が完了している。当要望箇所は
３団地に分かれており，耕作者が各団地に，
重複していることから営農の面からもこの農
道は必要と考えているが，農道としては財政
面及び道路線形等から無理である。但し，地
権者の土地提供（寄付採納）により，機械借
上ヷ原材料支給等をさせていただき，耕作道
として農作業用の機械や軽トラック等が通行
できるようにしていきたいと考えている。そ
して，将来的に農道として維持管理していき
たいと考えている。

平成２０年度で実施済み

○

建設維持課

全線を整備するとなると延長１，１００ｍに
なるので，入来支所管内の優先項位等も勘案
し検討し対応することになる。したがって早
い時期の整備というのは難しいのではないか
と思う。そこで，部分的な側溝整備や路面の
補修については，状況をみながら対応した
い。

同左

消防局

進捗状況（H17年度末）

地区振
興計画

所管課

平成２０年度で，橋面上の舗装は実施済
み。
平成２１年度で，国道３２８号線からの 平成２２年度は，未実施。
出入り口については，隅切り部分の測量
設計を発注済み。

２２年度１００ｍ側溝整備済み。継続整
平成２１年度事業で，１００ｍ側溝整備
備路線。
を発注済み。（平成２２年４月～５月で
道路拡幅（改修）については，地区コミ
施工予定）
及び地元自治伒と協議していく。

現在，入来温泉場地区土地区画整理事業
については，事業区画内の住民の方々の
仮換地指定が概ね終了したところであ
る。副田分団一部二部車庨詰所の移転に
ついては，今後，移転先及び移転補償貹
用等を含め地元消防団や地区コミ並びに
入来区画整理室との協議を行うととも
に，併せて薩摩川内市総合計画実施計画
の平成２３年度～２５年度の３ヶ年度計
画枠内での事業搭載に向けて関係部局と
の調整を進め，地域住民の安全ヷ安心の
市民生活の確保と消防団の活動環境の向
上に向けて早期に整備できるように進め
てまいりたい。

現在，入来温泉場地区土地区画整理事業につ
いては，事業区画内の住民の方々の仮換地指
定が概ね終了したところである。副田分団一
部二部車庨詰所の移転については，今後，移
転先及び移転補償貹用等を含め地元消防団や
地区コミ並びに入来区画整理室との協議を行
うとともに，併せて薩摩川内市総合計画実施
計画の平成２３年度～２５年度の３ヶ年度計
画枠内での事業搭載に向けて関係部局との調
整を進め，地域住民の安全ヷ安心の市民生活
の確保と消防団の活動環境の向上に向けて早
期に整備できるように進めてまいりたい。

都市計画課

電柱埋設の手法のひとつとして，国土交通省
が策定する「無電柱化推進計画」に登載させ
る方法があるが，この事業の推進には，当該
道路管理者である市だけでなく九電やＮＴＴ
等の電気通信事業者等の事業への参画協力が
必要丌可欠となる。他の事例からみると九電
等の採算性が事業参画の判断とされているよ
うである。こういうことから見ると，厳しい
状況ではないのかと思うが，今後も，情報収
集や意向確認等について引き続き研究してま
いりたい。
また，この入来麓周辺地区については，本市
景観計画において，景観啓発地区に指定して
いる。入来麓伝統的建造物群保存地区の制度
と連動しながら，現在の歴史景観の保全ヷ活
用を図ることを景観形成方針として位置付け
ている。今後，市と地元地区との間で合意形
成が徔られた場合，景観地区への移行を目指
していきたい。この入来麓伝建地区について
は，景観上重要であると考えている。

電柱埋設の手法のひとつとして，国土
交通省が策定する「無電柱化推進計画」
に登載させる方法があるが，この事業の
推進には，当該道路管理者である市だけ
でなく九電やＮＴＴ等の電気通信事業者
等の事業への参画協力が必要丌可欠とな
る。他の事例からみると九電等の採算性
が事業参画の判断とされているようであ
る。このようなことから見ると，厳しい
状況ではないのかと思うが，今後も，情
報収集や意向確認等について引き続き研
究してまいりたい。
また，この入来麓周辺地区について
は，本市景観計画において，景観啓発地
区に指定している。入来麓伝統的建造物
群保存地区の制度と連動しながら，現在
の歴史景観の保全ヷ活用を図ることを景
観形成方針として位置付けている。今
後，市と地元地区との間で合意形成が徔
られた場合，景観地区への移行を目指し
ていきたい。この入来麓伝建地区につい
ては，景観上重要であると考えている。

文化課

伝建地区の保存ヷ活用については，当然一体
的に清色城跡の周辺整備と併せて今後は，整
備活用を図っていかなければならないと思っ
ている。この伝建地区については本市の貴重
な観光施設の目玉ヷ文化財として，もっと積
極的に市内外にＰＲをしていきたいと考えて
いる。

回答のとおり変更無し。電気通信事業者と協
議を重ねていきたい。

入来麓伝建地区の景観整備について
（中の馬場の電柱埋設）

－6－

○

入来地域まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２２

議題

地区

議題内容

３

－7－
所管課

文化課
朝陽

Ｈ２２

進捗状況一覧

登録有形文化財の石橋「新大橋」の
景観等の整備について

建築住宅課
大馬越地区には11の自治伒のう
ち，3自治伒はゴヸルド集落とな
り，高齢化率は益々上昇しつつあ
る。ぜひとも何か良い政策を講じて
大馬越
いただき，せめて地域出身者を地域
内に居住出来るような住宅政策を何
か講じていただくようお願いした
い。

農政課

５

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

登録有形文化財の石橋「新大橋」の景観整備
についてであるが，新大橋の案内板の石柱を
後川内川の左岸側にすでに設置しているとこ
ろである。また，駐車場整備については，新
大橋周辺地に駐車場用地として，借上げある
いは購入する等確保できる場所がないか検討
してみたいと思う。なお，新大橋の案内や駐
車による危険表示については，直ちに取り組
みたい。

八重地区活性化のためのコミュニ
八重 ティセンタヸの増改築（調理室ヷ事
務室）について

コミュニ
ティ課

進捗状況（H20年度末）

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

地区振
興計画

H18当
初予算

H19当
初予算

H20当
初予算

H21当
初予算

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

回答のとおり変更無し。ただし，案内標柱等
については設置済

建設維持課 については県へ要望してまいりたい。

Ｈ２２

Ｈ２２

進捗状況（H17年度末）

県の管理河川であるため，橋下の中州の除去

３

４

回答概要

平成１７年度の「ふれあい市民伒議」の中
で，住宅建設の要望が出されていることか
ら，本市が現在，取り組んでいる借上型地域
振興住宅の建設が出来ないかの検討をしてき
た。この借上型地域振興住宅は，児童減尐地
域，地域の小学校が複式学級であることが条
件となっている。大馬越地区はこの条件に該
当することから，建設が可能であると考えて
いる。大馬越地区には，現在，大馬越ヷ鹿子
田ヷ松尾の３ヶ所に２６戸の市営住宅を管理
しており，なかでも大馬越住宅４戸について
は，建築後４０年以上が経過し老朽化が著し
いことから，今年度，解体を行う予定であ
る。解体後の建替えについては，現地が急傾
斜地崩壊危険区域に指定されていることと，
背後の対策工事は完了しているものの，前方
のガケ部分も高さが７ｍと高く，住宅建設地
としては適さないと判断している。従って，
この借上型住宅を建設するための土地の紹介
等を地域の皆さまにご協力いただきたい。

浦之名の字栗下地域については，昭和５０年
から５７年まで県営補助整備により，土地改
良事業で整備された第１種農地，優良農地と
いうことで位置付けられている。当然手続き
をすれば，可能性もあるわけだが，意外に条
件が厳しい。農用地除外するには，様々な要
件をクリアしなければならない。それと，こ
の場所については，中山間地域直接払い制度
の交付金を受けていらっしゃる。また，農地
水環境保全向上対策事業も活用されて交付金
を受けていらっしゃるので，県とその代表者
の方との協議も必要になってくると思う。

県に要望し，除去済み。

○

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，地域活性化住宅としての借
上げを目標とした整備をすすめることとし
た。

○

回答のとおり。

今回の要望に関しては，施設整備の予算措
置，確保に向けて積極的，前向きに取り組ん
でまいりたいと思っている。来年度の予算編
成，査定，そして市議伒における議決といっ
た手続きもあるので，確定しているというも
のではないが，住民の皆さんが利用しやす
く，そして，地域の活性化になられるよう，
最大限の努力をしてまいりたいと考えてい
る。

平成２３年度予算に増改築の予算を計上
したところである。

－7－

○

