里・上甑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

所管課

－1－
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）

里地区の消防車庨は，旧里村において平成
８，９年度に設計・施行され，増築部分の構
造は鉄筋あるいは鉄骨コンクリート造で増築
整備されていることを消防局も現地確認して
いる。
市内全域の車庨詰所の実態調査を行ったとこ
ろ，まだまだ簡易な消防車庨も存在している
ことから，実態調査の結果を基に優先度・緊
急度等を考慮しながら，順次整備していく。

里地区の消防車庨は，旧里村において平成
８，９年度に設計・施行され，増築部分の構
造は鉄筋あるいは鉄骨コンクリート造で増築
整備されていることを消防局も現地確認して
いる。
市内全域の車庨詰所の実態調査を行ったとこ
ろ，まだまだ簡易な消防車庨も存在している
ことから，実態調査の結果を基に優先度・緊
急度等を考慮しながら，順次整備していく。

里地区の消防車庨は，旧里村において平成
８，９年度に設計・施行され，増築部分の構
造は鉄筋あるいは鉄骨コンクリート造で増築
整備されていることを消防局も現地確認して
いる。
市内全域の車庨詰所の実態調査を行ったとこ
ろ，まだまだ簡易な消防車庨も存在している
ことから，実態調査の結果を基に優先度・緊
急度等を考慮しながら，順次整備していく。

里地区の消防車庨は，旧里村において平成
８，９年度に設計・施行され，増築部分の構
造は鉄筋あるいは鉄骨コンクリート造で増築
整備されていることを消防局も現地確認して
いる。
市内全域の車庨詰所の実態調査を行ったとこ
ろ，まだまだ簡易な消防車庨も存在している
ことから，実態調査の結果を基に優先度・緊
急度等を考慮しながら，順次整備していく。

草地林地総合整備事業で事業導入を検討中。 草地林地総合整備事業で事業導入を検討中。

草地林地総合整備事業で事業実施の見込み。
（畜産課所管の事業）

H17

1

里

里地区消防車庨の耐震強度について

消防局

里地区の消防車庨は，旧里村において平成
８，９年度に設計・施行され，増築部分の構
造は鉄筋あるいは鉄骨コンクリート造で増築
現在，市内全域の車庨詰所の実態調査を行っ 整備されていることを消防局も現地確認して
ている。調査結果を基に優先度・緊急度等を いる。
考慮して整備計画を策定し，順次整備してい
市内全域の車庨詰所の実態調査を行ってい
く。
るとこであり，まだまだ簡易な消防車庨も存
在していることから，分団の再編状況と併せ
実態調査の結果を基に優先度・緊急度等を考
慮しながら整備計画を策定中である。

H17

２

里

上ノ原地区用水路の整備

耕地課

水路整備，管理のあり方については耕作者と
協議し，車両借り上げで対応できる所，原材 平成１８年度県単土地改良トータルプラン調
料の支給等で修繕のできる所など，現場に応 査により手法を検討することとしている。
じた方法で対応したい。

総合的基盤整備に向けて検討中である。

H17

３

里

大林農道拡幅・側溝改良

耕地課

現在のところ，農作業に支障があるとは見受
通行に支障なく現状のまま。農道補修につい
けられない。舗装等の破損箇所については，
ては耕地課予算で対応予定。
早急に修繕で対応したい。

平成１９年度で舗装修繕工事完了

H17

４

里

市道江石・里線の早期整備

建設整備課

H17

５

里

里町西海岸既設護岸の調査及び対策

建設維持課

H17

６

里

海岸に打ち寄せられる流木等について

建設維持課

H17

７

里

法務局を以前の状態に戻してほしい

全線改良は市の財政上難しいので，拡幅改
良・離合場所の設置などの検討をしてまいり H18に側溝整備等を行う予定。
たい。
離岸堤の消波機能で直接護岸への影響は尐な
護岸の一部にひび割れが見受けられる。近い
いため，早急の改良は予定していないが県の
うちに護岸が倒壊するような恐れはないが，
財政状況を考慮し対策等をすすめると回答を
対策等については県に要望してまいりたい。
徔る。
当面一箇所に仮置きし，今後の処理方法を関 現在，処理方法を関係機関と協議を行ってい
係機関と協議したいと考えている。
ます。

法務局の移転は登記所の適正配置計画に基づ
現在の出張相談（土地登記関係）が，年数
行政改革推進 く結果であると聞いている。出張相談の数を
回，支所単位で行われている。今後も継続し
課
増やすなどの対応をしていただけるよう法務
て実施されるよう，要望を続けていく。
省に要望したい。

年次的に実施中

・年次的に実施中

・実施中

回答のとおり

未着手

・未着手

・未着手

総合的基盤整備に向けて検討中である。

事業導入については，受益者負担金・土地の 事業導入については，受益者負担金・土地の 事業導入については，受益者負担金・土地の
減歩等が発生し地権者の同意が必要となるこ 減歩等が発生し地権者の同意が必要となるこ 減歩等が発生し地権者の同意が必要となるこ
とから，事業化は困難である。
とから，事業化は困難である。
とから，事業化は困難である。

○

○

里

里港（殿崎付近）への防波堤の新設

建設整備課

H17 １１

里

種子玉地区の土地改良整備

耕地課

H17 １２

里

長崎農道を市道大川・牧の辻段線につ
なげてほしい

耕地課

農道は，農作業用及び農業生産物の搬出用の
道路であるので，今後畑地利用が図られるよ 沿線に守るべき農地がなく，また連結性もな
うであれば，検討する必要がある。また，近 いため事業化を見送る。
接地に水源があり，現在の状態で守りたいと
いう意見もある。

同左

農地が尐なく地権者の同意もなく，事業実施 農地が尐なく地権者の同意もなく，事業実施 農地が尐なく地権者の同意もなく，事業実施
は困難である。
は困難である。
は困難である。

H17 １３

里

県道瀬上・里線の整備

建設政策課

整備区間の早期整備と未整備区間の整備区間 整備区間については，１８年度も県単道路整
への取り組みについて県へ要望したい。
備で発注予定。

継続整備中
今後も,引き続き要望していきたい。

継続整備中
回答のとおり

H17 １４

里

旧国民宿舎跡の管理

取り壊しには多額の経貹を要し，また近隣住
民からは台風の風除けとして残してほしいと
財産活用推進
いう要望もある。立ち入り制限及び看板を設 現在の管理を継続する。
課
置したので，子どもたちの立ち入りには注意
していただきたい。

里

旧国民宿舎跡の別な用途での利用

財産活用推進 建物の老朽化が進んでいるので，現状では難
現在の管理を継続する。
課
しい。

ａｕがアンテナを整備中。今後ＮＴＴドコ
丌感地域であった江石地区，桑之浦地区をau
モ，ａｕ，ボーダフォンのいずれかの業者に が整備し，全地域において事業者１社以上よ
より住家地域にサービスが提供される予定。 りサービスが提供されている。

今後，国・県の機関に砂防ダムの建設を要望
引き続き関係機関へ要望してまいります。
してまいりたい。

継続整備中
回答のとおり

継続整備中
回答のとおり

現在の管理を継続する。
※旧国民宿舎は，普通財産になり，財産活用 財産活用推進課へ所管替え
推進課へ所管替をしています。

現在の管理を継続する。

現在の管理を継続する。

現在の管理を継続する。

財産活用推進課へ所管替え

現在の管理を継続する。

現在の管理を継続する。

回答のとおり

平成２１年度基本調査予定

・補助事業での採択が可能かの調査実施。

・地元自治会との調整協議済
・トンネル建設等の大々的な整備は厳しいこ
とから，今後，特定離島ふるさとおこし推進
事業により整備予定。

H17 １８

上甑

中野地区への防火水槽設置

H17 １９

上甑

大良川の整備について

建設維持課

H17 ２０

上甑

桑之浦地区市道ガードパイプの腐食

建設維持課

H17 ２１

上甑

平良地区字岩屋奥川の災害復旧につい
て

建設維持課

H17 ２２

上甑

藺牟田瀬戸架橋について

建設政策課

架橋実現に向け，要望活動や情報収集に努め
３月３１日事業決定。平成１８年度より本格
るなどこれまで以上に積極的な活動を推進し
的調査開始。
たい。

調査・測量・設計中
（H１９年度末から用地買収中）
今後も,引き続き要望していきたい。

教育総務課

平成18年度も引き続き，特別教室として使
用する。
3学級に対する特別教室数は，文部科学省の
使用頻度の尐ない教室もあるが，教育上必要
基準で最低4教室以上であるが，本校舎の特
な施設であるので御理解いただきたい。
別教室数は3教室であるため，引き続き本年
度も旧校舎を理科室・音楽室・図工室・生活
科室等として使用する予定である。

平成２０年度も引き続き，特別教室として使
用する。
3学級に対する特別教室数は，文部科学省の
基準で最低4教室以上であるが，本校舎の特 引続き特別教室として使用する。
別教室数は3教室であるため，引き続き本年
度も旧校舎を理科室・音楽室・図工室・生活
科室等として使用する予定である。

上甑

旧平良小学校舎の利用

○

自治会長に再確認の結果，17年当時は側溝
の土砂堆積等，管理状態が悪く大雤により床
下浸水の恐れがあったため，砂防ダムの建設
引き続き関係機関へ要望してまります。
要望をしたが，それ以降，市で土砂除去等の
維持管理を行っており浸水の恐れはなくなっ
ている。今後も日常的な維持管理をすること
で，砂防ダムの必要性はないとのことであ
当該地区の消防水利の状況は，他地区と比較 当該地区の消防水利の状況は，他地区と比較 当該地区の消防水利の状況は，他地区と比較 当該地区の消防水利の状況は，他地区と比較
し良好であることから防火水槽は設置しない し良好であることから防火水槽は設置しない し良好であることから防火水槽は設置しない し良好であることから防火水槽は設置しない
ことで回答している。
ことで回答している。
ことで回答している。
ことで回答している。

中野地区の砂防ダム建設

当該地区の消防水利の状況は，他地区と比較
現在ある消火栓は有効な水圧が確保できる状
し良好であることから防火水槽は設置しない
況にあり，中野地区は上甑地域の他の地区に
ことで回答している。（地区振興計画では要
比べ，消防水利は恵まれているといえる。
望なし）
大雤と大潮時と重なると暗渠の出口が水没す
るため，どの部分から排水をするのがいいか 平成１７年度に委託設計を行いました。
等の調査検討をする予算を要求することを考 今年度から排水路整備工事を行います。
えている。
平成１７年度に５８ｍ，取替工事を施工し
た。
早急に補修する。
今年度も引き続き取替工事を施工してまいり
ます。
護岸の大きな決壊はないようだが，贈破を防
平成１７年度に補修工事を施工したが，その
ぐ目的として単独災害復旧事業で対応した
後の大雤で崩壊箇所が発生したため，今年度
い。また，体積土砂については土砂の多い箇
に予算の範囲で補修をする予定です。
所から除去したい。

○

○

○

上甑

消防局

○

―

H17 １７

H17 ２３

建設維持課

○

・未着手

H17 １０

情報政策課

○

・未着手

設置が必要か，既設の港湾施設等で対応でき
ないものか等，漁協や関係機関と連携をとり 回答の通り。
ながら，今後調査していきたい。

携帯電話丌感地域の解消

○

未着手

建設整備課

上甑

○

回答のとおり

小型船の陸揚げ機設置

H17 １６

○

高速船「シーホーク」の運賃については，国
の補助制度の拡充に伴い，平成２４年４月か
ら島発の運賃（島割）を引き下げる予定。
また，平成２７年１月を目途に代替船の建造
を行い，川内甑島航路に就航する際には，市
単独の，更なる割引運賃の設定を行う予定。
学割の手続きについては，左記に同じであ
る。

里

事業には２０億円必要と試算されており，現
在の市の財政を考えると早急には実施できな 回答の通り。
い。

○

高速船「シーホーク」については，早急に
代船建造が名状況であり，引続き甑島商船
㈱，国，県等の関係機関との調整を進めた
い。なお，市としては新船については市で建
造し，運賃の低額化を図りたいと考えてい
る。
学割の手続きについては，左記に同じであ
る。

９

建設整備課

事業
完結分

燃料油の価格高騰によりフェリーについては
調整金の導入を行なったが，高速船について
は本市から会社への要望もあり導入は見送ら
れた。学割については，会社と協議を行なっ 左記に同じ
たがＪＲと同じ「学校長の証明」により割引
を行なっているとのことであり，学生証の提
示のみによる割引は困難とのことである。

H17

市道中甑・江石線の道路改良（トンネ
ル整備）

H23当
初予算

○

企業・港振興課

上甑

H22当
初予算

平成１９年度は上甑島，下甑島それぞれ８
回，計１６回出張相談を開催した。
平成２０年度は，７回及び６回を開催予定で
ある。

高速船シーホークの運賃及び学生手帱
の提示による学割

H17 １５

H21当
初予算

○

里

他

H20当
初予算

平成17年度の流木等については処理済みで
現在，処理方法を関係機関と協議を行ってい
ある。今後については，県や市の関係課で連
ます。
携をとりながら随時対応していきたい。

８

１４

H19当
初予算

離岸堤の消波機能で直接護岸への影響は尐な
県より財政状況を考慮し対策等を進めるとの 県より財政状況を考慮し対策等を進めるとの
いため，早急の改良は予定していないが県の
回答をいただいているが，引き続き県に要望 回答をいただいているが，引き続き県に要望 未着手
財政状況を考慮し対策等をすすめると回答を
して参りたい。
して参りたい。
徔る。

H17

相当な事業貹を要するため，貹用対効果など
でハードルは大変高いと思われる。なお現
在，東港の防波堤の改良を行っており，その 回答の通り。
効果が期待されるので，とりあえずその様子
を見たい。
事業化するにしても，湧水の解消，低地の軟
弱層の問題，排水丌良等々を総合的に検討
平成１８年度県単土地改良トータルプラン調
し，判断する必要がある。川薩耕地事務所の 査により手法を検討することとしている。
知恵も借りながら検討を進めたい。

H18当
初予算

○

運賃の改定は会社経営に直結する問題である
ので，今後，状況を見ながら要望していきた
い。学割についても御提案のように要望して
いきたい。

H17 その

甑島商船の経営は厳しい状況にあり，また国
土交通省から運賃改善の指摘も受けているよ
うな状況の中での，運賃の値下げは難しい状
況にある。

H19年度予算及び15ｹ月予算にて施工。

地区振
興計画

排水路整備はＨ１９年度完了。
舗装工事についてはＨ２０年度で事業完了予
定。

○

○

○

○

○

Ｈ１８年度で腐食箇所の取替工事は完了。

○

○

護岸の決壊はない。川の浸食箇所については
補修工事が完了。

○

○

－1－

１号トンネルは貫通し，３号トンネル及び仮
平成２０年度に工事着手。今後も引き続き早 １号トンネル及び３号トンネルの工事中で，
桟橋の工事中で，今後も引続き早期整備を要
期整備を要望していきたい。
今後も引続き早期整備を要望してまいりた。
望してまいりたい。

○

里・上甑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

所管課

－2－
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）

上甑地区の教職員住宅のうち，今後入居が見
込まれない住宅７戸を，平成1９年度に一般
住宅へ用途変更した。その結果，現在におけ
る空家の状況は，上甑地区小中４校で２９戸
の保有に対し，６戸である。
ただし，教職員住宅については，性質上簡単
に教職員以外に貸し出すことが難しい（教員
の増が発生した場合に，それまでの入居者に
退去を求められない）ので，今後の教職員数
の変動を十分見極める必要がある。

平成２０年末現在上甑地区の教職員住宅管理
戸数30戸のうち空家6戸である。今後も教職
員数の変動を見極めつつ当分は、空家として
管理する。

左記に同じ

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

H17 ２４

上甑

空き家になっている教職員住宅の利用

教育総務課

平成18年度の上甑地区の教職員住宅の空家
は，小中4校で36戸の保有に対し7戸が空家
の状況。
学校別にみれば，平良小が9戸に対し3戸の
育休代替職員用などとして，当分は空き家で 空き，次が浦内小の4戸に対し2戸の空きと
なっている。
管理を行っていきたい。
ただ，教職員住宅については，性質上簡単に
教職員以外に貸し出すことが難しい（教員の
増が発生した場合に，それまでの入居者に退
去を求められない）ので，今後の教職員数の
変動を十分見極める必要がある。

H17 ２３

上甑

旧平良待合所の利用

企業・港振興課

甑島商船平良代理店に貸し出しており，待合
左記と同じ
所はバスの待合所として使われている。

左記と同じ

H17 ２４

上甑

女性団体（上甑女性会連絡協議会）へ
の補助について

生涯学習課

女性団体は現在合併協議中であり、補助も市
現在補助金については見直しを行っている状
単位の団体へ一元化していくことになってい
況であり， それを踏まえて今後検討したい。
る。個々の女性団体への補助はなくなった。

市地域女性団体連絡協議会に補助しており，
同会より補助が徔られることとなった。

H17 ２５

上甑

支所職員の勤務時間内でのイベント等
への協力

総務課

勤務時間内については，職員は職務専念義務
を負っており，協力が困難な場合もありう
左記（前答弁）と同じ
る。休日の行事については，地区の活動への
参加は積極的にすすめたい。

左記（前答弁）と同じ
市内でも200８年１０月に川内永利局等順次
デジタル中継局が開局し，地上デジタル放送
が受信可能となる予定である。要望のテレビ
放送は事業の目的外使用となることから，総
務省九州総合通信局との協議も必要となる。
デジタル放送との兼ね合いもあることから，
その整備方針が示され次第，整備方法を検討
したい。

２００７年１０月に阿久根局，２００８年１
０月に永利局が開局し，市内でも地上デジタ
ル放送が受信可能となっている。
要望の光ケーブルの利用については，地上デ
ジタル放送が受信できない地域にとっては，
放送の有効な伝送手段となり徔るため，その
利用の可否について総務省と協議を進め，整
備方法を検討したい。

要望の光ケーブルの利用については，地上デ
ジタル放送が受信できない地域にとっては，
放送の有効な伝送手段となり徔るため，その
利用の可否について総務省と協議を進め，整
備方法を検討したい。

国の補助事業を活用して市で整備した光ケー
ブルについて，総務省の許可を徔てＮＨＫに
貸し出したことにより，地上デジタル放送が
視聴できなかった平良地域のＮＨＫ共聴施設
で，平成２３年３月から地上デジタル放送が
視聴可能となった。

未着手

・未着手

・未着手

H17 ２６

上甑

市敷設光ケーブルの利用（テレビ放
送）

情報政策課

テレビ放送は事業の目的外使用となることか
ら，総務省九州総合通信局とも協議を進めた
い。デジタル放送との兼ね合いもあることか
ら，その整備方針が示され次第，整備方法を
検討したい。

2006年から鹿児島市より地上デジタル放送
が開始され，2007年に本市も開始される予
定である。地上デジタル放送が開始され整備
方針が示され次第，検討したい。

H17

その
他

里

村東自治会へのバス運行及びバス運行
ができる道路の整備

建設整備課

どの地点から中型バスが通れないのかを調
査・確認し，どういう方法が有効であるかを 回答の通り。
検討したい。

回答の通り。

H17

その
他

里

村東自治会へのバス運行及びバス運行
ができる道路の整備

商工振興課

バス運行のできる道路及びバスの回転場所の
道路ができればバスの運行については解決す
確保ができれば，運行については検討するこ
ることがあるかと思う。
とができる。

左と同様

H17

その
他

H18

1

財産活用推進 公用車の使用についてはいろいろ規定がある 里支所・上甑支所との合同で実施できたら，
課
が，協力できるよう早速対応したい。
使用可能である｡

里

鮮魚や水産加工品の販売と地元の食材
を使った食堂として利用可能な，現在
閉鎖されている里トンボロ元気づくり
館を活用できないか

高齢・障害福祉課

国庨補助で整備された施設で用途変更は補助
金適正化法に抵触するため休止している。高
齢者が元気の源となるような施設の利活用の
調査研究していく

国庨補助で整備された施設で用途変更は補助
金適正化法に抵触するため休止している。高
H１８年度末に同じ
齢者が元気の源となるような施設の利活用の
調査研究中である

林務水産課

両取組みの果たしている役割は評価し，積極
的に取り組み必要経貹の一部を補助する。魚
市場整備は，平成２３年まで調査・研究の名
目で実施計画に登載済みである。場所は確定
していないが，川内市漁協の近くが良いので
はないか。各地の名産を並べ，車で買い物に
来れるような施設の調査をするよう指示して
いる

平成１９年度も引き続き両取り組みに対し補
助をすることとしている。平成１９年度に水
産物市場の計画と合せ流通調査を行うことと
しており，その中で直売所やレストラン等の
可能性についても調査することとしている

林務水産課

漁協と協議しながら検討したい

平成１９年４月から土曜日の開催となる。ま
た，午前から午後へ変更される

建設政策課

港外への新たな岸壁しかないとのこと。防波
堤改良等の港湾整備が進められ，その促進を
要望したい。別の接岸方法等がないかについ
ても県へ要望したい

回答の通り

商工振興課

川内港と甑各港を結ぶ航路の設定・就航に向
け，本年度から調査業務を開始し課題整理を
行う。甑航路の料金は，原油高騰のため甑島
商船の経営が厳しい

最近の原油高騰と利用客の減尐により，甑島
商船の経営状態は非常に厳しい状態となって
いる。平成18年9月1日からフェリーについ
てはバンカーサーチャージとして運賃の値上
げを行ったところである。しかし，高速船に
ついては市からの要望により運賃を据え置い
ていただいたところである。現在も経営状態
が非常に厳しいので御理解をいただきたい

H18

２

里

川内・甑おさかなフェステバルや川
内・甑とれたて市の事業を成功させ今
後も継続していくため，これまで以上
の理解と協力を。将来は適地にて「市
来宝来館」的な施設を整備し，川内・
甑の魚介類を広く市民に提供できるよ
う地産地消の普及に寄不したい

H18

２

里

とれたて市について，日曜日に開催さ
れているが，休みである。土曜日に開
催したら新鮮なきびなごを市に出せる

H18

３

里

H18

甑島の観光振興を進めるうえで大型客
船の接岸できる港湾施設が必要であ
る。
また，川内・甑島間の航路新設のお願
いと，高速船シーホークの料金の軽減
に取り組んでいただけないか，お願い
する

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

○

左記に同じ

左記に同じ

○

○

○

○

○

海岸清掃については，開催が通常日曜日であ
ることから，搬送先であるクリーンセンター
が休みのため搬送ができない。そこで，ごみ
等は集約していただき，翌日市で搬送してい
る状況である。

海岸清掃における公用車（トラック）
の使用

地区振
興計画

海岸清掃については，開催が通常日曜日であ
ることから，搬送先であるクリーンセンター 薩摩川内市地域社会活動支援のための公用車
が休みのため搬送ができない。そこで，ごみ の貸出しに関する規則により対応（コミュニ 実績なし
等は集約していただき，翌日市で搬送してい ティ課）
る状況である。
平成20年5月から薩摩川内市観光協会が使用
許可を受け甑島の観光の拠点として活用して
いる。また，平成20年度に行政財産の用途
廃止を行い，平成21年度からも引き続き観
光協会が活用することとなる。

○

・平成１９年度も引き続き両取り組みに対し
川内・甑とれたて市は市民に広く認知されつ
補助を行った。
つある。
・平成１９年度は薩摩川内市水産物流通シス １８年度から調査を始めている。今年度は調 今年度の薩摩川内市水産物流通システム調査
平成２１年度と同じ
テム調査を行い，検討委員会を行ったうえ
査結果に基づき実施の検討をする。
研究事業では
で，翌年度からの作業内容の可能性を含めた
川内市漁協近辺に最先端水産物流通拠点の建
検討を計画している。
設が提言されている。

○

○

―

大型客船の接岸できる港湾施設は困難との回
答から完結としたい。

○

○

H18

４

里

本土に住む妊婦は自家用車・公共交通
機関等を使って受診するが，甑島の妊
婦はそれに加え船賃が余計に嵩む。
フェリー代金の補助を

市民健康課

妊婦の方々は島外で健診を受け，心身のご負
担に加え経済的にも過重なことと考えてい
る。県内の離島の妊婦健診助成事業等も考慮
し前向きに検討したい

平成19年度から「こしき子宝支援事業｣（船
賃の一部助成事業）を行なうことにより，甑
H１８年度末に同じ
地域の妊婦の方々の定期受診を支援する。
（平成１９年度１４０万円）

平成20年度から，旅貹に加え出産待機のた
めの宿泊貹，緊急移送貹についても助成を開
始。また旅貹については平成2１年度から妊 ２０年度末に同じ
婦健診公貹負担回数増に伴い同回数の14回
分を助成。

２０年度末に同じ

H18

５

里

みなと公園は道路が近く遊び場所とし
て安全とはいえない。防護柵を設置し
て，子供が安心して遊べるための遊具
の増設を

建設整備課

出入り口が尐ないことから，出入り口も確保
できるような方法等を検討したい。遊具の増
設は，現在設置している遊具の状況を見なが
ら検討したい

防護柵の設置については、今後引き続き検討
回答概要のとおり
する。遊具の増設については、今後検討する

未着手

未着手

・未着手

H18

６

上甑

市道中甑・江石線は，急勾配・急カー
ブが多く車両の通行，日常の生活に大
変丌自由をしているので，トンネルに
よる道路改良を

建設整備課

トンネルによる道路改良は約２０億円以上の
財源が必要。事業貹を抑えるためのの調査・
検討や，補助事業の導入など事業手法を国・
県等と協議したい

交通量調査等を実施し、補助事業の導入等に 事業には，約20億円必要と試算されてお
ついて県等と協議した。今後も引き続き協議 り，現在の市の財政を考えると早急には実施 平成２１年度基本調査予定
を続ける
できない。

・補助事業での採択が可能かの調査実施。

・H１７議題１５と同じ。

H18

７

上甑

里道の管理補修について,労力奉仕作業
ではとうてい補修できない危険箇所の
対策を早急にお願いしたい

建設維持課

手に負えない箇所は，支所の産業経済課建設
グループに連絡いただければ，職員が現地調
査のうえ，状況を確認の上，対応したい

本年度，３箇所の補修工事を実施いたしまし
た

H18

８

上甑

台風や荒波で海岸が浸食され，樹木の
枯渇の箇所もある。中洲の破壊となま
こ池・貝池の生態系の変化も予想され
る。早急な対応を

建設政策課

景観が損なわれている区間は魅力ある観光地
づくり事業として提案中。原因究明と対策の
検討・実施を県へ強く要望し観光振興の拠点
として活用したい

回答の通り

H18

９

上甑

７箇所で行われていた基本検診は３箇
所に集約され，高齢者等の生活弱者は
自然と受診が遠のいた。以前のように7
地区で実施を

市民健康課

平成１７年度から複合検診を実施している
が，場所の広さが必要であり，以前の会場全
部は困難だが，江石地区での実施と桑之浦地
区の送迎も検討したい

平成19年度の基本健康診査においては，江
石地区でも実施し，桑之浦地区の方について 平成１９年度より、江石地区でも実施してい
は，送迎により，健診を受けていただくこと る。
で計画している

○

上甑

海上交通体系は飛躍したが，串木野駅
の乗継は連携してない。フェリーの到
着に合わせ上下便の運行ができるよう
ＪＲへの要望を

商工振興課

鹿児島県鉄道整備促進協議会を通じ，ＪＲ九
州に要望を続けている。ダイヤの一部の変更
はできないとのこと。次のダイヤ改正までに
お願いしたい

鹿児島県鉄道整備促進協議会を通じＪＲ九州
に要望を行ったが，鹿児島本線の駅の無人化
と減便についてはＪＲ九州の経営改善の一つ
でもありダイヤ改正は難しい状況である

○

H18 １０

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

－2－

平成２０年度に完了

○

里・上甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

H18 １０

H18

H19

H19

H19

H19

H19

H19

H19

H19

H19

その
他

１

２

３

４

５

６

７

８

９

地区

進捗状況一覧

議題内容

上甑

高齢者の立場から鹿児島まで病院に行
く高齢者が多く，午前中の検診に間に
合わない。林田バスの本社に，鹿児島
市に直行できるバスをお願いした。川
内にくるくるバスが通っているので，
川内駅までのくるくるバスを用意すれ
ば，新幹線で鹿児島まで午前中に着け
る

上甑

上甑でごみ分別を始めてからまもなく
１年になる。先だって，クリーンセン
ターから「粗大ゴミの中に瓦とか入っ
ていた，今後は出さないように」とい
うことがあった。災害後に瓦，尐量の
危険物を捨てる場合，個人はどのよう
な処理をすればよいか

里

里

荒切川の排水路の整備をお願いした
い。尚，排水機場は３０年以上経過
し，老朽化していると思われるが，災
害時に対応できるのか。管理について
は，専門家に委託しなくてもよいの
か，検討していただきたい。
水月川は，台風など暴雤時と満潮が重
なった時，流域一帯に浸水の被害が出
たことがあったが，水門開閉の動力ポ
ンプの設置をお願いしたい。

Ｉターン者の希望など，行政の相談窓
口を積極的に機能させていただきた
い。

里

使用料が徴収されることになれば，自
主サークルやボランティアグループの
活発な活動は望めないし，せっかく起
動し始めたこれらの活動は衰退してい
く。いくつもの役割を担っている島の
市民の活動状況を考慮していただきた
い。

里

季節風や台風，西風の強い日は，砂浜
の砂が飛沫とともに，沿岸の家と畑な
ど広い範囲に飛散し，住居の外壁や窓
を傷め，住居の内にも侵入し，作物の
育成にも被害をもたらしている。早急
に，対策をたてていただきたい。

里

市道･江石里線は，道路の幅員が非常に
狭く，急カーブが点在し車同士の離合
すら危険な状況である。改良を早期に
お願いしたい。

上甑

市道中甑・江石線のトンネル整備につ
いて長年要望を続けている。財政等大
変厳しく困難のこととは思うが是非実
現に向けお取り図らいください。

上甑

平良矢崎沖の漁礁が砂に埋もれたの
か，以前の状態との変化が見られ，そ
れと共に漁獲量も急減しております。
漁業生産の向上と漁家経営の安定を図
るためにも，この魚場の調査と漁礁の
設置について検討をお願いする。

上甑

本町では住家として利用可能な空き家
がたくさん見られる。空家の改修等に
補助をして定住促進を図る方策は，考
えられないか。

上甑

－3－

所管課

回答概要

商工振興課

甑島商船にも，交渉する必要がある。林田バ
スに串木野港から川内市内に入るバスは残す
よう協議する必要がある。旧４町でもくるく
るバスは走っており，市街地まで来れるよう
にと調査させている。もし，串木野港から川
内までのバスがなくなった場合は，くるくる
バスも検討しなければと思うが，１２００万
円くらいかかる。ご意見として承る

昨年の１１月から串木野新港と川内駅の間に
南国交通㈱のご協力により，フェリー便にあ
わせシャトルバスの運行を開始した。
フェリー着10:40⇒川内駅11:29⇒新幹線発
11:50⇒鹿児島着12:03

環境課

産廃は市で処理していないため，産廃業者に
処理する施設に運ぶことになる。台風の後な
どの自分で処理するには困る量は，どこかス
テーションとして集め，トラックに積むくら
いの量になったら産廃業者に引き取っていた
だくとか知恵を出す必要がある

瓦やがれき類は産廃であるため市で処理はで
きない。産廃業者に処理を依頼してくださ
い。台風災害等で発生した瓦・スレート・が
れき類については，一定期間を設けクリーン
センター内に仮置場を設け，職員立会のもと
個人搬入を受入れた（無料）

建設維持課

荒切川は，河川幅の狭い箇所につきまして
は，現地調査を行い流下能力を高めるための
方策について検討する。
また，荒切川排水機場は，県の施設であり，
業務委託契約を結び維持管理を行っている。
なお，通常の施設管理や排水ポンプの運転・
水門の操作については，市の職員が従事して
おりますが，今後は，地元の状況に精通した
方に，嘱託員として委託出来ないか検討す
る。また，この施設も相当年数が経過してお
り，排水ﾎﾟﾝﾌﾟの取替について県へ要望す
る。
水月川の水門は，市の管理施設であり，この
箇所への排水ポンプ設置については，今後，
状況を見ながら検討してまいります。

荒切川排水機場及び水月川水門の管理につい
ては、平成20年度から嘱託員を配置した。
荒切川排水機場ポンプについては、現在、大
きな丌具合は生じていないが、年数が経過し
Ｈ19年度末と同じ
ていることから、引き続き県へ要望してまい
りたい。
水月川水門の排水ポンプの設置については、
今後も状況を見ながら検討したい。

企画政策課

定住相談を受ける定住支援センター職員を各
支所にも設置しているので，気軽に支所地域
振興課へ尋ねてもらいたい。
なお，定住への呼びかけ等を行い，定住に結
びついた場合，団体及び連絡員に対し謝礼を
支払うおかえり支援事業を実施している。ま
た，定住希望者に，地域を実際に体験してい
ただく「余暇処交流体験モデル事業」も募集
している。地区コミュニティ協議会で是非検
討していただきたい。

定住支援センター事業で実施済みである。

社会教育課

御指摘の自主サークルやボランティアグルー
プなどの活動につきましては，生涯学習の推
進を図る観点から，社会教育上適していると
いうことで，施設使用料並びに設備使用料に
ついては，その使用料の５割を減額としたと
ころである。
公民館を中心に生涯学習の推進を図り，講
座・教室等を充実させるためには，使用料を
全額免除にするという考えもあるかとは思い
ますが，館の維持管理や受益者負担の原則か
らも，基本的には使用料を負担していただき
たいと考えている。
対策としては，波返し擁壁上部に防砂ネット
の設置や緩傾斜護岸の整備などが挙げられる
が，景観阻害などを理由に反対意見が上がる
ことも考えられるが，現在，公共事業を取り
巻く環境は大変厳しいものがあり，住民や関
係者の理解が徔られない事業への投資は認め
られにくい状況にあるため，西海岸にお住ま
いの皆さんと関係者の皆さん方で解決方法に
ついて意見の集約をお願いする。市は，その
集約された意見をもって，関係機関と対応策
について協議したい。

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）

地区振
興計画

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

○

瓦やがれき類は産廃であるため市で処理はで
きない。
産廃業者に処理を依頼してください。台風災
害等で発生した瓦・スレート・がれき類につ
いては，一定期間を設けクリーンセンター内
に仮置場を設け，職員立会のもと個人搬入と
する。（無料）

平成１９年７月より公民館条例施行規則を改
正し，，中央公民館並びに地域公民館では，
左記回答のとおり統一的な減免のもと使用い
ただいている。
なお，現在の自主サークル等の利用状況につ
きましては，１同好会が指導者転出により解
散，１サークルが休止状態であるが，そのメ
ンバーが他の同好会に入会し活動をしている
状態である。

瓦やがれき類は産廃であるため市で処理はで
きない。
産廃業者に処理を依頼してください。台風災
害等で発生した瓦・スレート・がれき類につ
いては，一定期間を設けクリーンセンター内
に仮置場を設け，職員立会のもと個人搬入と
する。（無料）

瓦やがれき類は産廃であるため市で処理はで
きない。
産廃業者に処理を依頼してください。台風災
害等で発生した瓦・スレート・がれき類につ
いては，一定期間を設けクリーンセンター内
に仮置場を設け，職員立会のもと個人搬入と
する。（無料）

○

○

○

平成１９年７月より公民館条例施行規則を改
正し，，中央公民館並びに地域公民館では，
左記回答のとおり統一的な減免のもと使用い
ただいている。

○

現在、被害が見られる2地区（2箇所）につ
いては防風柵で保護した松の植栽等、海岸保
全対策事業（特定離島ふるさとおこし事業）
を実施し完了した。効果があらわれるものと
期待している。

建設整備課

市道総延長 10,685ｍあり全線の整備には多
大な財源を必要とすると共に長い年月を要す
るため，昨年から急カーブ区間等を落蓋側溝
により整備し脱輪防止及び離合の緩和を図っ
た他，舗装状態の悪い箇所の改修を行った。
今年度以降も順次，急カーブ箇所の改修等々
を進めてまいりたい。

平成２０年度で調査を開始，要整備箇所が多
く，調査結果から危険性や優先度等を検討
年次的に実施中
し，尐しづつでも対応することとしている。

・年次的に実施中

・実施中

○

建設整備課

トンネル及び道路改良は計画延長は約1,500
ｍ，取付道路等を含むと約２０億円以上の財
源が必要と試算されている。事業貹を抑える
ための工法検討と補助事業等として採択が可
能であるのか等協議研究中であると共に各地
区の継続事業等との調整を行い財源確保に努
め事業実施できるよう努力したい。併せて実
施計画への登載を検討したい。

平成２１年度に実施計画に搭載する。現在，
上甑支所にて用地調査等の準備に入ってい
平成２１年度基本調査予定
る。 近日中に県と協議し，補助事業等の導
入について検討することとしている。

・補助事業での採択が可能かの調査実施。

・H17議題１５・H１８議題６と同じ

○

林務水産課

甑島漁協と協議し漁協に魚群探知機等による
確認調査を行ってもらうとともに，平成１８
年度から２０年度まで甑島地域水産資源再生
調査を実施する中で，水中カメラ・ＤＰＳ等
による現況調査と藻場再生，資源調査を行い
ながら魚礁の設置についても検討していきた
い。

魚群探知機による調査を当該魚礁付近で行っ
たところ，魚礁の反応は確認された。水揚げ
魚群探知機で魚礁調査を実施したところ、魚 平成20年度の魚群探知機を使った魚礁調査
対象であるアジ・カマス等については，回遊
礁の反応があり魚群のい集が確認できた。魚 で魚礁効果が確認されたためH21年度では実 平成２２年度で完結
魚でありさまざまな周辺海域の要因で魚礁へ
礁機能は維持されていると思われる。
施していない。（完結）
の蝟集が考えられるため，調査を引き続き
行っていきたい。

企画政策課

本年度中に再検討を加えリフォームに対する
補助についても十分検討する。本年度から定
住希望者に，地域を実際に体験していただく
「余暇処交流体験モデル事業」を実施してい
る。地区コミュニティ協議会で是非検討して
いただきたい。

平成１９年度末に条例を改正し，平成２０年
度から定住住宅リフォーム補助金制度を新設
したところである。

すのさき荘については，アウトソーシングの
方針によって，本年５月に一般競争入札によ
り処分することとしていたが，参加申込みが
財産活用推進 なかった。今後，応募資格（現在は，市内に
課
住所又は所在地を有する個人又は法人）又は
価格の見直しを行い，早期売却に努めて参り
たい。また，周囲の草木については定期的に
除草等を行っているところである。

すのさき荘については，アウトソーシングの
方針によって，平成１９年５月に一般競争入
札により処分することとしていたが，参加申
込みがなかった。
応募資格（平成１９年は，市内に住所又は所
在地を有する個人又は法人）及び価格の見直
しを行い，平成２０年６月に一般競争入札に
より処分する予定である。（応札なし)
周囲の草木については定期的に除草等を行っ
ているところである。

すのさき荘・観光センター・学校給食
センターの公共施設が利用されずにそ
のままになっている。市の方では施設
活用の方策を色々考えていることと思
うが，今後の方策はどうするのか。現
在，施設の周囲は草木が立って環境上
も悪い状態である。

－3－

○

荒切川の排水機場については，県が平成２２
年度に施設整備の実施設計業務を発注し，平
成２３年度から施設整備を実施する予定であ
る。
水月川の水門は，市の管理施設であり，この
箇所への排水ポンプ設置については，今後，
状況を見ながら検討して参りたい。

対応策について地元住民等との調整を行って
対策について検討中
いる。

建設政策課

H18当
初予算

○

○

○

○

○

○

○

○

すのさき荘については，アウトソーシングの
方針によって，平成１９年５月に一般競争入
札により処分することとしていたが，参加申
込みがなかった。
・旧すのさき荘については，売却済み
・旧すのさき荘については，売却済み
応募資格（平成１９年は，市内に住所又は所
・その他施設の周囲の草木については定期的 ・その他施設の周囲の草木については定期的
在地を有する個人又は法人）及び価格の見直
に除草等を行っているところである。
に除草等を行っているところである。
しを行い，平成２０年６月に一般競争入札に
より処分する予定である。（応札なし)
周囲の草木については定期的に除草等を行っ
ているところである。

里・上甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

H19

H19

議題

９

９

H19 １０

H20

1

地区

上甑

進捗状況一覧

議題内容

すのさき荘・観光センター・学校給食
センターの公共施設が利用されずにそ
のままになっている。市の方では施設
活用の方策を色々考えていることと思
うが，今後の方策はどうするのか。現
在，施設の周囲は草木が立って環境上
も悪い状態である。

上甑

上甑

里

尐子化の中，児童生徒数が尐なく教職
員の数も減尐している。教職員住宅の
空き家が増えると思われるが，この空
き家対策として市営住宅への転用等，
用途変更は考えられないか。

里地区コミュニティ協議会は，薩摩川
内市行政改革委員会に支所存続の意見
を提出してきたが，今回の提言書に
は，その意見がまったく反映されてい
ない。支所廃止は，地域の衰退に益々
拍車がかかり，市民に丌安感を不える
だけである。また，センター（仮称）
方式の提言についても，本土地域と島
嶼部ではギャップがある。将来に向け
た健全な財政運営は丌可欠であるが，
離島や各支所の抱える現状をもっと調
査・把揜し，今後の支所のあり方につ
いて，慎重にご検討くださるよう切に
要望する。

－4－

所管課

回答概要

観光課

「上甑観光センターながめ」は，昭和４９年
に鹿児島県の補助を受けて設置した施設だ
が，利用客が極端に減ってきたため，平成１
８年度から使用休止としたところである。し
かし，直ちに施設を廃止すると，県に対して
補助金の一部を返納しなければならないこと
から，しばらくは現状のまま保存せざるを徔
ない状況である。また，施設自体は大変老朽
化しており危険な状態であることなどから，
そのままの使用再開は難しい状況と考える。
なお，施設周辺の清掃は，市が直接行ってい
く。

学校給食課

上甑学校給食センターは，学校給食施設整備
貹補助金に係る財産処分承認申請に基づき，
防災用備蓄倉庨として利活用することで文部
科学省の承認を受けている。現在，施設の車
庨を上甑支所で使用しているが，施設内に
は，厨房備品等が残っていることから，関係
課と調整を図りながら備品等の整理を行い，
本市の防災用器財の備蓄倉庨として使用する
ことで調整を図っている。

教育総務課

上甑地区の教職員住宅については，３７戸を
管理保有しており，児童生徒の減尐に伴い教
職員数も減尐していることから，現在８戸が
空き家の状態となっている。平成17年度か
ら空き家対策として，入居の見込みがない教
職員住宅については，用途廃止を行い建設部
の所管する一般向け住宅に所管替えを行って
いる。今後も建築住宅課と充分協議を行いな
がら，使用可能な住宅を一般住宅等へ用途変
更をする予定である。

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

現在の管理を継続する。

進捗状況（H20年度末）

現在の管理を継続する。

進捗状況（H2１年度末）

進捗状況（H22年度末）

すのさき荘については，平成２１年度売却済
み。
観光センターについては，賃金により周辺の
除草等を実施している。

すのさき荘については，平成２１年度売却済
み。
観光センターについては，賃金により周辺の
除草等を実施している。

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

○

旧上甑学校給食センターは，現在，防災資機
材倉庨として利用している。
また，車庨についてもスクルーバスの車庨と
して利用しており有効活用がなされている。
○
（平成１９年４月１日に分類換え，所管換え
を行い，施設名称も上甑支所防災資機材倉庨
と変更しており，現在は上甑支所地域振興課
の所管となっている。）

平成19年度中に７戸を一般住宅へ用途変更
済みである。

本件については，平成１９年５月１日に今後取
り組んでいかなければならない課題として市が
薩摩川内市行政改革推進委員会に対し，支所の
あり方について市民目線での調査・審議を進言
し，委員会では１年以上かけて本年の８月４日
に提言が行われたものである。ご指摘の「里地
区コミュニティ協議会の意見がまったく反映さ
れていない。」という点については，昨年の８
月３０日の行革委員の方々と各地区コミュニ
ティ協議会の会長との意見交換会の後にお寄せ
いただいたご意見である。当時，各地区コミ協
から「支所の職員は地域の担い手である」，
「コミュニティに職員を配置すれば支所の代わ
りを担うことができるのではないか」，「コ
ミュニティを強化するか，支所を強化するか」
など色々なご意見をいただいたところである。
行革委員会では，委員が８名いたが，最終的に
提言を取りまとめるに際して，「支所の廃止は
行政改革推進 どうしても同意できないという強い意見もあっ
た。」など，その提言は全会一致をみるに至ら
課
ず，大勢の意見としての取りまとめになったと
ころである。
提言書には，センターに配置する職員の勤務体
制，コミュニティ協議会との関わり方などの研
究課題も多いので，実施期限を明記されていな
いことや，「甑島の活性化や振興策を担当する
部署の設置に否定的な委員は一人もいない」こ
となども書かれている。また，「甑島も本土も
同じ取り扱いとする。」としながらも，「ただ
し，客観的な理由が明白なところには必要な部
署を新たに作る。」という内容になっている。

○

提言のあった「新センター方式」に係るモデ
ル地区（８ヶ所）との意見交換会を実施した
結果，地域事情の異なる地区を選定したにも
かかわらず，本庁・支所管内共に大多数が反
対意見であったことから，本方式の全市域導
行政改革推進委員会から提言のあった「セ
入は断念することとした。
ンター方式」については，本市の長期的な組
織体制を検討していく中で「本庁方式」「支
●意見交換会を実施したモデル地区
所統廃合方式」「支所維持方式」などと平行
１ 育英地区（川内地域）
する一つの方式として検討したい。
２ 吉川地区（川内地域）
また，このセンター方式については，平成
３ 樋脇地区（樋脇地域）
２１年度中に数箇所の地区コミュニティ協議
４ 副田地区（入来地域）
会をモデル地区として，当該地区と話し合い
５ 山田地区（東郷地域）
を行いながら，その有効性や課題・問題点を
６ 黒木地区（祁答院地域）
整理，検証していくこととしている。
７ 里 地区（上甑島地域）
（モデル地区 川内地域：２ヶ所 本土４地
８ 手打地区（下甑島地域）
域：各１ヶ所 上・下甑島地域：各１ヶ所
計：８箇所（予定））
●実施期間 平成２１年８月２２日～１１月
２６日
（各地区２回）
●参加者

○

延べ３２４名

現時点では，全体的な方向性の提言を受けただ
けであり，提言どおりやると決めたわけではな
く，今後，新しい市長，新しい議会のもと，市
民の皆様のご意見も伺いながら，あらゆる角度
から組織全体のあり方を検討・研究していきた
いと思っている。

H20

２

里

H20

３

里

里中学校グラウンドは，休日及びナイ
ター施設の使用が多い。しかしなが
ら，当該施設を使用する際，校内のト
イレを使用しており，休日及び夜間の
トイレ使用は，学校の安全管理上から
も好ましい状況ではない。よって，当
該グラウンドに隣接する里診療所の駐
車場の一角に公衆トイレを設置してい
ただきたい。

市の浦海水浴場・キャンプ場は，管理
棟・給水施設など整備されているが，
施設開場期間中，慢性的な水丌足の対
応に苦慮していることから，安定的な
給水施設の整備を行っていただきた
い。また，海岸防災林造成（緩傾斜護
岸や防潮護岸）も整備されているが，
海岸の浸食が著しく，砂浜が激減して
いるので養浜などで海水浴場の整備を
図っていただきたい。
さらに，海岸沖合に漁礁を設置し，観
光客や地元住民の手軽な釣り場とし，
漁業と観光の促進をお願いしたい。

市民がスポーツ活動をとおして，心身ともに
健康な日常生活を過ごせるよう学校教育に支
障のない範囲内において，学校の体育施設を
開放している。
休日及び夜間のトイレ使用については，校舎
内建屋のトイレを使用していただいている。
屋外運動場照明施設を使用する場合は，あら
かじめ教育委員会の許可を受けなければなら
市民スポーツ
ず，使用する団体はほとんど地域の住民であ
課
り，学校との連携は図られているので，学校
の安全管理上問題となるような状況は起きて
いない。したがって，屋外運動場照明施設使
用者のために新たに直ちに公衆トイレを設置
することまでは今のところ考えていない。休
日及び夜間のトイレ使用については，これま
でどおりの同校校舎内建屋のトイレの使用を
引き続きお願いしたい。
現在，近くの「水源涵養ミニダム」を市の浦
キャンプ場の水源としているが，利用客の水
の使用量と降水量のバランスが崩れると水丌
足が生じることがある。本年度は,お盆前に一
時的に水丌足が生じたということですが，こ
れは，７月の自衛隊訓練により水の使用量が
増えたことが，その要因と考えている。そこ
で，本年８月新たな「水源涵養ミニダム」の
設置可能性について，県の担当者に現地調査
をしてもらったが，事業採択は難しいとの判
観光課
断がでている。水丌足は毎年度発生している
わけではなく，キャンプ場の開場期間が夏場
の２カ月のみということもあり，当面，水丌
足の場合は従来どおりの方法（車両運搬又は
河川水利用）で対処したいと考えている。な
お，その場合でも給水施設には滅菌装置が附
帯しており衛生面には問題はない。
海水浴場については，海砂の浸食により石が
目立っている状況があるが，養浜については
多額の経貹がかかるため，当面，石を取り除
く方法により対処したい。

引き続き同校校舎内建屋のトイレの使用をお
願いしたい。

回答概要のとおり

－4－

○

回答概要のとおり

回答概要のとおり

○

施設開場期間中，慢性的な水丌足の対
応に苦慮していることから，安定的な
給水施設の整備を行っていただきた
い。また，海岸防災林造成（緩傾斜護
岸や防潮護岸）も整備されているが，
３
里
海岸の浸食が著しく，砂浜が激減して
いるので養浜などで海水浴場の整備を
里・上甑地域まちづくり懇話会
進捗状況一覧
図っていただきたい。
開催
年度

議題

地区

さらに，海岸沖合に漁礁を設置し，観
議題内容
光客や地元住民の手軽な釣り場とし，
漁業と観光の促進をお願いしたい。

H20

H20

H20

H20

H20

H２１

４

５－
①

５－
②

６

１

－5－

所管課

回答概要

林務水産課

魚礁設置の要望海域は，キビナゴ漁の良好な
漁場であり，地元キビナゴ漁業者は，海域に
手を入れることで，漁場が消失することを懸
念している。また，周辺海域は良好な天然礁
（岩礁）が点在しており，そこに魚介類も集
まっていることから，今回の魚礁設置の要望
については，漁業者を含む地域住民の合意形
成が図られた時点で検討させていただきた
い。

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）

漁民とも協議して検討したい。

当海域はキビナゴの産卵場所にもなってお
り，漁協からの要望がないと実施できない。

平成２０年７月３０日付南日本新聞に
発表された市行政改革推進委員会の提
言によると、現行の支所を廃止し、市
内４８地区のコミュニティ協議会の区
域単位に市職員が勤務する「センター
（仮称）」を設置するとある。市長の
任期中は、支所の再編はしないと議会
へは答弁されているが、今後市の考え
はどうなのか。合併して４年、市は
色々な施策を打出し、地域間の格差を
なくす努力をされている。行財政改革
を進める必要性は承知しているが、本
土も甑島もいわゆる市内全域を公平に
と云った名のもとに画一的に支所の廃
止案が採択されれば、市内の地域間格
差の是正は出来るのか丌安である。市
長がいつもお話しする市民の一体感を
目指した施策として市民が理解する説
明をお願いする。

議題１の答弁のとおりである。
行政改革推進 提言は，地理的条件は考慮するとなってお
課
り，今後あらゆる角度から組織全体のあり方
を検討・研究していきたい。

里

市では甑島航路に関する説明会を平成
２０年２月１０日に開催し、その後、
「市の考えに関するチラシ」を各戸に
配布、市民の意見要望等を求め周知理
解を深めた。「スピードの向上、運賃
の低額化を図り甑島市民の利便性を向
上させる。又観光客等交流人口の増加
による利用者を確保することにより安
心・安全・安価な航路の維持を図りた
い。」との説明であった。甑島航路の
現状をふまえ市の積極的な航路対策
は、町民へ理解されたことと思うが、
その後の進捗状況と今後の対策につい
て説明を。

甑島航路については，４月のチラシ配布後，
６月２９日に，甑島の各地区コミ会長と市と
の意見交換会を実施し，急激な原油価格高騰
のため川内甑島航路開設のためには「国庨補
助航路の存続」が丌可欠となったこと，及び
新船建造では航路開設が九州新幹線全線開業
に間に合わないこと等を報告し，各会長に御
理解いただいたところである。その席上，各
会長から甑島商船㈱との意見交換会開催の要
請がなされた。また，７月５日には，甑島振
興協議会において市の構想説明を行った。そ
の後，８月４日に，甑島の各地区コミ会長と
甑島商船㈱との意見交換会が開催された。各
地区コミ会長の意見は，川内甑島航路開設の
早期決定を望む意見が大勢を占めた。その翌
日の８月５日には，市議会（交通体系整備対
企業・港振興
策調査）特別委員会と甑島商船㈱との意見交
課
換会が開催され，甑島商船㈱代表取締役専務
から「甑島市民の大半が川内甑島航路を望ん
でいると認識した」旨の意見が述べられた。
したがって，これまでの市の説明と意見交換
会等により，甑島市民の理解と運航事業者で
ある甑島商船㈱の理解は徔られたと判断して
いる。
今後の課題としては，「川内甑島航路を開設
した場合の国庨補助航路の維持存続」，「浮
き桟橋，待合所等の港湾施設整備」，「低運
賃化・高速化・増便のための市による補助制
度の整備」，「新高速船の建造時期の決定」
などが挙げられる。中でも，「国庨補助航路
の維持存続」は大前提となるので，早急に結
論を出していただくよう国土交通省等関係機
関に対し，強力に働きかけていく。

上甑

本土では、交通対策としてクルクルバ
スの運行がなされ市民の方々が大変助
かっている話を聞く。甑島航路の１
６：５０発（フェリー）の便は里港泊
まりで、中甑港には寄港しない。本町
の船の利用者はバスか自家用車で自宅
へ帰るが、遠い所（桑之浦）で７１０
円、近い所で（中野）３２０円の料金
を支払う。利用者は高齢者も多い。バ
ス事業所の経営関係等諸般の事情もあ
ると思うが、利用者の利便性を向上さ
せるためにもクルクルバス制度のよう
な乗車料金の低額化対策等出来ないも
のか。

商工振興課

市営バス（自動車運送事業）は，甑島地区の
市民生活に丌可欠な公共交通機関であると十
分認識をしている。平成１９年度の運行に要
した貹用は，約１億３百万円，これに対し運
賃等の収入は，約２千２百万円であり，約８
千百万円の赤字分は一般会計から赤字補填を
しているという状況である。したがって，現
行の市直営によるバス運行では，低料金化は
難しい。今後は，川内甑島航路の開設等によ
り交流人口の増加を図りながら，本土で運行
しているくるくるバスのような民間委託によ
るコミュニティバスによる低料金化を検討し
ていく。また，利便性向上という点からは，
コミュニティバスに加え，デマンド交通シス
テム（事前予約型乗合タクシー）の導入も併
せて検討していく。いずれにしても，利用者
増につなげる対策が根本的な課題であると考
えている。

市営バス（自動車運送事業）は，甑島地区の
市民生活に丌可欠な公共交通機関であると十
分認識をしている。平成１９年度の運行に要
した貹用は，約１億３百万円，これに対し運
賃等の収入は，約２千２百万円であり，約８
千百万円の赤字分は一般会計から赤字補填を
しているという状況である。この様な経営状
況の中，利用者の利便性向上や経営安定化の
ために，甑島における新たな公共交通体系の
構築を研究するため，調査事業を行う。

甑島における市営バス（薩摩川内市自動車運
送事業）の経営健全化等今後の経営方針を探
るため，「甑島における新たな公共交通体系
構築調査」を実施した。調査結果の中には料
金の地域一律化も提案されている。今後，こ
の調査結果を基に今後の運営方針を決定し，
より利便性の高いバス運行体系を目指すこと
としている。

上甑

市道中甑・江石線の改良については，
昨年度のふれあい市民会議の市長の挨
拶、又建設部長の説明で事業実施に向
けて前向きの検討をするとの話があっ
た。工法の検討、補助事業採択の可
否、又他の地区の継続事業等との調整
など事業実施に当たっては、多くの課
題をクリアしなければならないと思
う。市の実施計画には搭載されている
と聞いたが、地域の声として現在の進
捗状況と今後の進め方について説明を
お願いしたい。

建設整備課

現在の状況は，上甑支所産業建設課において
仮想ルート付近の関係地権者等の確認調査の
作業を実施中である。これは用地取徔，登記
手続きが可能であるのか，あるいは特に大き
な問題はないのかなどの調査等である。
また，今後の進め方については，平成２０年
度中に再度，県担当課と補助事業採択に関す
る協議，確認を行うこととしている。また，
市として事業実施が可能であるのか，新たな
ルート，工法等についても検討したいと考え
ている。合併前に役場で調査をしており，延
長が１，５００ｍ，幅員が１０ｍで，事業貹
が約２０億円かかるとなっているが，この事
業貹をもっと縮減できるような新たなルート
や工法はないのか検討したい。

平成２１年度基本調査予定

・補助事業での採択が可能かの調査実施。

建設維持課

近年の道路舗装化，宅地内の舗装化等によ
り，地下へ浸透できる雤水の量が尐なくなっ
ている。それにより集中豪雤の際，地下浸透
施設だけでは対応できず，荒切川に集中的に
流入することになり，荒切川の排水能力では
間に合わずに，周辺宅地の床下浸水が発生し
ていると考えている。また雤の降り方も近年
は激しくなってきていると言われているの
で，そういう要因もあるのではないかと考え
ている。安全・安心の確保という観点から，
地区の皆さまの浸水に対する丌安を取り除く
ために，どういう対策ができるのか検討した
いと考えている。現在，荒切川に集中してい
る排水を分散するために，どういう方法があ
るのか調査・研究していく。

里

里

近年、道路舗装や宅地内舗装が進み地
下浸透率が低下してきている。地区内
の排水河川である荒切川についても，
近年のゲリラ的降雤時に川に短時間で
流入するため，排水機による排水調整
が間に合わず，地域の宅地内へ流入す
る事案が度々発生している。現在，荒
切川に集中している排水を分散化する
ことにより，洪水被害を軽減できない
か。

Ｈ２０議題１に同じ

Ｈ２０議題１に同じ

平成１９年度から実施している意見交換会等
により市の構想について大半の甑島市民の理
解は徔られているが，一部地域で強い反対の
声もある状況である。引続き意見交換を実施
するとともに，実現の前提である「国庨補助
航路の存続」を含め関係機関との調整を続け
たい。

平成２０年の説明会以降，川内甑島航路実
現の前提としてフェリーも含めた甑島航路全
体の維持を図る必要から「国庨補助航路の存
続」が前提条件となった。
また国においても昨年７月に離島航路補助
金交付要綱を改正し，全ての補助航路で関係
者で組織する「航路改善協議会」を設置し，
経営安定を図るための「航路改善計画」を策
定することが義務付けられた。
甑島航路においては平成２２年３月に同協
議会を設立し,平成２２年度中に計画を策定す
ることとしている。
川内甑島航路については，この協議会にお
いて議論されることとなるが，市としては
「新市一体感醸成」,「格差是正」を図ること
を目的として，川内甑島航路の必要性を訴え
ていきたいと考えている。
なお，甑島市民に対する意見交換会につい
ては，前回から２年経過し，国の制度改正も
含め，現状について説明するため４月に再度
開催することとしている。

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

○

○

甑島航路改善協議会において，公設民営に
よる新高速船の建造及び川内甑島航路の開設
を盛り込んだ航路改善計画を策定した。
今後は，航路改善計画に基づいて，遅くと
も平成２７年１月までに新高速船の建造と川
内甑島航路の開設をおこなう予定である。
なお，平成２３年４月に，甑島市民に対す
る航路改善計画の説明会を実施することとし
ている。

甑島における新たな公共交通体系構築調査
結果をもとに，平成２２年５月１７日開催の
執行会議において，「市営バスを廃止し，民
間バス会社運営による民営化を実施し，運行
形態は市が委託するコミュニティバス（均一
料金バス）とし，民営化の時期は平成２４年
４月１日とする。」との経営方針が決定され
た。
今後，薩摩川内市自動車運送事業の廃止に
係る甑島地域コミュニティバス等の運行事業
者を決定し，民営化に向けての事務を行う。
なお，運賃については，本土地域のコミュ
ニティバスと同様１００円均一の予定であ
る。

・H17議題１５・H１８議題６・H１９議題
６と同じ

安全・安心の確保という観点から，地区の皆
さまの浸水に対する丌安を取り除くためにど
のような対策が必要か，また，現在荒切川に 浸水被害を解消するため調査測量及び内水解
集中している排水を分散するためには，どの 析を行い，これらの原因を特定し工法の検討
ような方法があるか等，調査・測量を含めた 及び排水対策の方針を取りまとめた。
整備計画書を作成するための委託貹を２２年
度当初予算に計上した。
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地区振
興計画

○

○
注）
２０
年度
補正
○
予算
（臨
時交
付
金）

○

○

○

○

里・上甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

H２１

H２１

議題

２

その
他

地区

上甑

－

進捗状況一覧

議題内容

現在，上甑診療所には医師が丌在のた
め住民が大変困っている。市当局は
色々対策を講じているとのことである
が，現況と今後の見通しはどうか。ま
た，現在里診療所の先生が，火曜日と
金曜日に半日ずつ診療されている。歯
科診療は上甑診療所の先生が３日，２
日体制で上甑・里の診療に当たってい
る。なぜ医科の場合もそのように出来
ないのかお答え願いたい。

上甑地域では防犯灯の電柱・器具の取
り替え，或いは電気代が各地区の負担
となっている。甑島の４地域では上甑
地域だけが住民負担であり，他の３地
域は市の負担である。防犯灯の経貹を
市が負担したり，住民が負担したりす
る丌公平はあってはならない。

所管課

－6－
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）

甑島地域の医師確保については，市の重要課題
と認識しており，昨年１２月から，鹿児島県を
はじめ関係機関に対し求人の募集を始めてい
る。これまでに８人の個人医師と面談等を行っ
たが，快い返事をいただけなかった。また，鹿
児島大学病院を始め１０医療機関と医師派遣に
ついて５０数回の協議を行ってきているが，昨
今の医師丌足の中それぞれの医療機関において
も，医師の確保が困難な状況になっており協議
が整っていない。なお，鹿児島大学には岩切市
長も直接出向き，非常勤勤務の医師の協力等も
できないかお願いもしてきたが，本県全体の医
師が丌足しており非常に厳しい状況であった。
歯科診療については，「甑島における医療体制
のあり方指針―H19年3月策定」に基づき，大
多数の患者が予約診療であり交互に診療が可能
であることから，今年４月より上甑・里の一体
的運営をさせていただいている。医科診療患者
地域医療対策
数は，里診療所が平成２０年度実績で13,214
課
人，上甑診療所は入院・外来を含め5,713人で
あり,里診療所の約４割の患者数である。これ
は，上甑地区には民間の村永医院もあることも
関係していると考えられる。上甑診療所の医師
が丌在となったことにより，里診療所の鈴木先
生にご相談，ご理解いただき週２回のご協力を
いただいているが，里診療所における外来患者
数を考慮すると,これ以上は無理であると考え
る。このため，常勤医師の確保策とは別に川内
市医師会・薩摩郡医師会の了解も徔て，非常勤
勤務の医師確保にも取り組んでいる。それぞれ
の病院の都合もあり厳しい状況であるが，鹿児
島市の民間の病院にも取り組みをしており，現
在１カ所感触の良いところがあるので，鋭意取
り組んでいきたい。本県全体の医師丌足という
中で，誠に申し訳ないが医師が確保できるま
で，現体制で御理解いただきたい。

進捗状況（H20年度末）

進捗状況（H2１年度末）

○

非常勤医師の派遣
平成２１年１１月から，医療法人卙愛会
（相良病院） と診療業務委託契約を締結し，
勤務医師の派遣による週３日（月曜日～水曜
日）の診療を実施している。
これにより，上甑診療所においては，里
診療所鈴木医師による診療支援（金曜日の午
後）も加え，週４日の診療を実施している。
○

常勤医師の求人募集（継続）
常勤医師の丌在のため，入院患者の受け
入れができないことから，常勤医師の募集に
ついて，本市ホームページ，ドクターバンク
かごしま（県ホームページ），全国自治体病
院協議会等で引き続き実施している。

防犯灯の設置・維持管理については，共生・
協動の考え方もあって，上甑地域だけではな
く本土の川内地域ほか４地域でも同様に自治
会若しくはコミュニティ協議会で負担してい
ただいている。里・下甑・鹿島地域において
は，合併前においてそれぞれの村で設置した
防犯灯であり，合併の際にそれぞれの市町村
で設置した防犯灯については，薩摩川内市の
コミュニティ
公貹負担としている。合併後は市で防犯灯の
課
設置はしておらず，自治会や地域の皆様方に
設置・維持管理をお願いしている。しかし，
その取扱いについて地域間で丌公平感が感じ
られるので，できるだけ早く解決しなければ
ならないと考えている。他の合併した団体の
取扱い等を調査し，丌公平感の是正，或いは
統一した考え方について研究したいと考えて
いる。

回答と同様
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進捗状況（H22年度末）

非常勤医師の派遣
平成２１年１１月から，医療法人卙愛会
（相良病院） と診療業務委託契約を締結し，
勤務医師の派遣による週３日（月曜日～水曜
日）の診療を実施している。
これにより，上甑診療所においては，里
診療所鈴木医師による診療支援（金曜日の午
後）も加え，週４日の診療を実施している。

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

○

○

○

○

常勤医師の求人募集（継続）
常勤医師の丌在のため，入院患者の受け
入れができないことから，常勤医師の募集に
ついて，本市ホームページ，ドクターバンク
かごしま（県ホームページ），全国自治体病
院協議会等で引き続き実施している。

回答と同様

事業
完結分

