下甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

H17

1

手打

進捗状況一覧

議題内容
竜宮の郷に海洋深層水を利用した入浴
施設等の整備

－1－
所管課

観光課

回答概要

進捗状況（H17年度末）

竜宮の郷の海洋深層水風呂を公衆浴場とする ・現段階では整備は難しい。
には，面積要件を満たしておらず，現在の経 ・平成１８年４月１日指定管理(利用料金制）
営状況では増築は困難である。
開始。

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

現段階では難しい。
指定管理に移行して、管理業者の意向では収
平成１９年度末と同じ
益性が見込めないし、今の体制では無理があ
り難しい。
市職員(技師）は，随時生産技術等の支援を
行っています。
平成２０年度については，タマネギの取り組
みについて，支所と調整したが，生産にはい
たらなかった。平成２１年度については，新
たな販売品目の取組として，タマネギ，ス
イートコーン，エシャレット等取組や既存に
栻培されているビワの販売ができないか，支
所担当及び生産者と協議し，現在販売してい
るソラマメの指導と併せて，営農指導嘱託員
を甑地域で年２４回（月に２回程度）巟回指
導支援することとしている。

進捗状況（H2１年度末）

平成２０年度末に同じ

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

平成２１年度末に同じ

事業
完結分

○

営農専門指導員が毎月２回，甑への巟回指導
を实施した。
指導品目として，「葉付きタマネギ」，「大
豆」，「ビワ」の取組を開始した。「大豆」 甑地区の生産指導は，職員，営農専門指導員
は，収穫にはいたらなかったが，良質な大豆 が定期的に巟回指導している。今後も引き続
が収穫できるよう指導していきたい。
き行实施していく。
なお，更なる新規品目として，「スイート
コーン」，「エシャレット」，「ビワ」を検
討していきたい。

農政課

市の技術員や嘱託等で対応していく考えであ
本庁の職員又は嘱託員等を派遣し，現地指導
り，昨年甘藷については一部实施している。
等を行う予定である。
今後も要望があれば対応していきたい。

平成１９年度は，实施していないが，平成２
０年度より新たな品目の取り組みとして，タ
マネギを計画している。指導方法について
は，集団指導を行うため，指導時期を決めて
行っていきたい。
また，他の作物（ビワ，茶，甘藷，ソラマ
メ，大豆）については，今後の振興等を地元
と協議しながら集団指導を行っていきたい。

児童の地域間交流の支援・小学校留学
生への助成

学校教育課

テレビ会議システムを活用した交流学習や地 引き続きテレビ会議システムを活用した交流
域間交流に対する助成を行っている。留学生 学習や地域間交流に対して助成を行ってい
には里親への助成を行っている。
る。留学生には里親への助成を行っている。

テレビ会議システムを活用した交流活動や
「春夏秋冬事業」を活用した交流が可能であ
る。留学制度のある３小・中学校の里親へは
助成を行っている。

子岳

市職員の人事異動による小学校の児童
数の確保

総務課

児童数の確保は小岳地区だけの問題ではな
い。職員本人の異動希望等も勘案しながら人 左記（前答弁）と同じ
事交流をおこなっていきたい。

左記（前答弁）と同じ

４

西山

瀬〄野浦海岸海水浴場にトイレ・シャ
ワー室・更衣室，瀬〄野浦港にトイレ
の設置

観光課

平成１６年度に西山地区の前の平展望所にト
イレを整備したので，各地域とのバランス・
整備の予定なし。
財政事情等を考慮すると今のところ非常に難
しい。

整備の予定なし。

H17

５

西山

海釣り公園の整備

林務水産課

漁業権の兼ね合いもあり，漁業者とのトラブ
ル，資源の乱獲，環境保護の観点から慎重な
産業経済部長答弁のとおり
対応が必要。豊かな自然に親しめる環境を残
すほうがよいのでは。

H17

６

内川内

がけ地近接住宅の危険対策としての公
営住宅の整備

建築住宅課

地元から提案のあった旧内川内中学校跡地
は，生活インフラが周囲にない，周囲に人家
がなく災害時に孤立する，等の問題がある。
現地調査を行い，市営住宅建設の可能性を検
討していきたい。

H17

７

内川内 携帯電話の丌感地域の解消

情報政策課

平成１８年度整備に向けて本市最優先の地区
として要望していく。整備の際には下甑分屯 平成１８年度中に移動通信用鉄塔施設を整備
基地との同時解消をしてもらうよう働きかけ する。
たい。

平成１８年度に市で鉄塔整備，ドコモで通信
機器等を整備し，平成１９年４月１３日から
運用開始している。

H17

８

青瀬

海水浴場にトイレ・シャワー室の設置

観光課

今後，市が管理すべき海水浴場と，誰でも自
由に使える海水浴場とを整理する必要がある
と考えているので，その中で検討していきた
い。

検討の結果，近くの瀬尾観音三滝キャンプ場
にトイレ・シャワーが整備されており，甑島
平成１９年度末と同じ
全体のバランス等を考慮すると，同一地区内
での同一施設の整備は現段階では難しい。

平成２０年度末に同じ

平成２１年度末に同じ

○

H17

９

青瀬

瀬尾観音三滝公園を「鹿の子ゆり公
園」として整備

観光課

地域や地区コミが中心となり，島を鹿の子ゆ
りでいっぱいにする運動を広げてもらえれば
整備の予定なし。
ありがたい。市も観光名所となるようＰＲに
努めたい。

整備の予定なし。

平成１９年度末と同じ

平成２０年度末に同じ

平成２１年度末に同じ

○

H17

９

青瀬

県道と瀬尾観音三滝公園との取り付け
道路の整備

建設整備課

新しい県道との取り付けについては，県で整
備していただきたいと考えている。市道瀬尾
H18に側溝整備等を行う予定。
観音線については，側溝整備あるいは拡幅工
事が必要かどうか検討したい。

・H19年度及び15ｹ月予算にて施工。

九州電力跡地の用地購入等調整中

・未着手

・实施中(測量設計済）

H17 １０

長浜

公営住宅の建設

建築住宅課

「公営住宅ストック活用計画」の中で対応し
新規住宅の整備は難しい状況。民間活力を
てまいりたい。建設用地については，市有地 活用した借り上げ方式による住宅整備は出来
を含め調査したい。
ないか検討したい。

新規住宅の建設については，非常に厳しい
平成２２年度で策定した市営住宅等長寿命
状況である。
平成２２年度に实施予定の「公営住宅等長
民間活力を活用した借り上げ方式による住
化計画の，概ね５年後の見直しに合わせて借
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
宅整備は出来ないか検討したい。
上型一般住宅での整備を検討することとした
「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。
い。
の見直しのなかで検討したい。

H17 １１

鹿島

鹿島小学校のウミネコ留学制度の継続
を

学校教育課

鹿島地域のみならず，本市の特色ある教育活
動として定着しているので，今後も継続して 平成１８年度も継続して实施している。
いく考えである。

平成２０年度も継続して实施している。

防災安全課

・市としては，離島緊急医療対策組合へ年間
2，016千円を負担していることから個人へ
の補助は非常に難しい。
・引き続きヘリの要請手続きから病院到着ま
での時間の短縮を要望していきたい。
漁船のチャーター料金はまちまち，地域に
・また，漁船のチャーター料金については，
よってはフェリーやシーホークでの搬送とな 各地域ごとに搬送時間，搬送距離によりまち
るので，全額を市で補助することは非常に難 まちである。現在， チャーター料金の値下
しい。避けてとおれない課題と認識し，積極 げについては，鹿島支所を通じて漁船の持ち
的に検討してまいりたい。
主へ協力をお願いし,個人負担の軽減を図って
いきたい。
・観光船は，緊急時，特に市長が認めた場合
に限り活用できるが，今後指定管理者制度へ
移行することから緊急時の救急搬送について
も協議していきたい。

・鹿児島県市町村総合事務組合緊急医療対策
事業負担金として年間2，055千円を負担し
ている。
・国民健康保険による移送貹の補助制度があ
るので活用していただきたい。
・補助対象は全額ですが，上限があり，里・
上甑地域で４万円，下甑・鹿島地域で４万５
千円です。
・詳しくは支所市民福祉課に問合せくださ
い。

環境課

一般公共海岸区域の管理者である鹿児島県へ
海岸の環境を保全するために積極的な措置を
講じるように要請を県市長会で实施した。
人力で処理できない大きな流木等について
要望事頄
は，建設部と連携をとり，重機等の借り上げ
①海岸管理者による一般公共海岸区域の環境
で対応するケースもあるかと考える。
保全の徹底について
②海岸管理者による清掃ボランティアへの支
援体制の確立について

H17

２

手打

農業の生産技術等の支援

H17

３

子岳

H17

３

H17

H17 １２

鹿島

離島救急医療対策について，ヘリは全
額市負担，漁船のチャーターは一部個
人負担

H17 １３

鹿島

海岸清掃時のごみの処分について

H17 １４

鹿島

スポーツ尐年団活動への支援

薩摩川内市スポーツ尐年団本部が組織されて
市民スポーツ課 おり，鹿嶋地区へは４万円の補助がされるこ

とになっている。

H17 １４

鹿島

小学生による東郷交流，中学生による
茨城県鹿嶋市との交流の継続を

学校教育課

○

○

○

○

○

平成１９年度末と同じ

平成２０年度末に同じ

平成２１年度末に同じ

○

完結

現地調査の結果、内川内地区は地形が急で
住宅建設に適当な平地がない現状である。ま
た当地区には、既に6戸の公営住宅を建設し
ており、新たな住宅の建設は困難であると考
える。

検討の結果，近くの瀬尾観音三滝キャンプ場
にトイレ・シャワーが整備されており，甑島
全体のバランス等を考慮すると，同一地区内
での同一施設の整備は現段階では難しい。

支部制の廃止に伴い補助金も廃止にした。代
わりに交流に係る経貹を負担することとし
た。育成は地域でも取り組んでいただきた
い。

今年度も实施することとしている。ほかにも
「春夏秋冬事業」など，さまざまな交流支援
左記（前答弁）と同じ
事業を实施し，青尐年の育成を行っていきた
い。

○

○

平成１７年度の現地調査の結果，新たな公
平成１７年度の現地調査の結果，新たな公
平成１７年度の現地調査の結果，新たな公
平成１７年度の現地調査の結果，新たな公
営住宅等の建設は困難であると判断してい
営住宅等の建設は困難であると判断してい
営住宅等の建設は困難であると判断してい
営住宅等の建設は困難であると判断してお
る。
る。
る。
り，既存住宅の活用推進を検討したい。

一般公共海岸区域の管理者である鹿児島県へ
海岸の環境を保全するために積極的な措置を
講じるように平成２０年度第１回県市長会に
議題として提出した。
要望事頄
①海岸管理者による一般公共海岸区域の環境
保全の徹底について

左記（前答弁）と同じ

東郷との交流については，テレビ会議システ
ムを活用した交流活動や「春夏秋冬事業」を
活用した交流が可能である。茨城県鹿島市と
の交流についても，テレビ会議システム等を
活用した交流は可能である。

－1－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・加入医療保険による移送貹の支給制度があ
るので活用していただきたい。
・後期高齢者医療制度もありますので，該当
される方は，支所市民生活課まで，お問い合
わせてください。

・加入医療保険による移送貹の支給制度があ
るので活用していただきたい。
・後期高齢者医療制度もありますので，該当
される方は，支所市民生活課まで，お問い合
わせてください。

○

海岸漂着物（ポリ容器）について支所・本庁
連携を取り、回収を实施した。海岸管理者か
ら市に対してポリ容器の回収について依頼が
あった。

平成２１年７月に公布された海岸漂着物処理
推進法において海岸管理者が海岸漂着物等の
処理のため必要な措置を講じなければならな
いこととなった。これにより、海岸において
の漂着物については、その管理責任者におい
て必要な措置を实施する。

○

○

○

○

○

下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

H17 １５

鹿島

カンパチの中間育成の研究及び養殖業
者の誘致，川内市場への優先的な流通

H17 １６

鹿島

藺牟田瀬戸架橋の早期实現

H17 １７

H17 １８

H17

鹿島

鹿島

その
他

－2－
所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末）
・藺牟田漁港の浅海漁場は，平成１６年度～
１８年度で県が防波堤の整備を行い，市も平
成１７年度にイケス係留ブロックの整備を实
施した。養殖事業については，平成１７年４
月から長島の企業が甑島漁協の組合員となっ
て，浅海漁場で養殖業を営んでいる。漁協か
らの聞き取りでは，魚価の変動や輸送コスト
の問題から慎重な対応が求められるとのこと
で，養殖業の振興を図っていくためには，今
後，採算がとれる複数の魚種養殖について検
討しなければならないと考えている。
・平成１７年１０月薩摩川内甑お魚まつりが
川内港用地で開催され，甑島の魚介類が沢山
販売された。平成１８年度から水産物の消貹
拡大を図るため，月１回の朝市開催も計画さ
れており，本年度から水産物地方卸売市場の
基本構想を策定するため，関係者の聞き取り
を实施することとしている。

林務水産課

関係機関や漁協とも協議を重ね，甑島の養殖
業振興のための方策を検討したい。また，水
産地方卸売り市場の川内港用地への移転構想
があり，甑の魚介類の販路拡大に繋がるよう
検討することとしている。

建設政策課

あらゆる機会を捉えて要望等の取り組みを
行っている。地域住民の長年の念願であるこ ３月３１日事業決定。平成１８年度より本栺
とから，实現に向け市民一体となって取り組 的に調査開始。
みたい。

企業・港振興課

今後の本市及び甑島地区の発展を考えると，
川内港への寄航は観光・教育・医療・産業振
興の面から利便性はさらに向上するものと思
われる。これまで以上に利用しやすい甑島航
路になるよう取り組みたい。

携帯電話の丌感地域の解消

情報政策課

ご要望の小牟田地区はＮＴＴドコモ，ａｕの
事業者への品質改善の働きかけを行ってい
サービスエリア内であることから，事業者へ
る。
品質改善の働きかけを行っていきたい。

藺牟田瀬戸架橋は将来的に意味がない
のでは

建設政策課

架橋により観光・教育・医療等いろんな可能
性が描けるので，マクロ的にとらえると必要 特に回答なし
であると考えている。

甑島航路の航路変更はあるのか

進捗状況（H18年度末）

利用しやすい甑島航路の整備をめざして，平
成１８年度に利用者のニーズの把握や分析を
行い，今後の甑島航路の検討調査を行うこと
にしている。

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）

・養殖業については，薩摩川内市離島漁業再
生支援交付金事業で鹿島漁業集落がトコブシ
の海面養殖を取り組んでいる。
・内地への優先的な流通促進については，甑
島全体のことと捕らえ，薩摩川内市水産物流
通システム調査を行い，水産物の現状とその
流通の現状や今後の整備する施設等の検討を
行った。

・内地への優先的な流通促進については、甑
水産物地産地消促進補助金を活用して流通コ
ストの軽減を図っている。また、今年度も水
産物流通システム調査研究を实施しており、
施設等の整備について検討を行う。

・甑水産物地産地消促進補助金を活用し本土
への物流の軽減を図っている。
・物流の拠点となるべく市場機能を備えた施
設の検討を实施している。

平成１８年度頃にハマチの養殖が始まり，現
在も営業を続けている。
甑島漁協鹿島支所に確認したところ，販路も
確立されているとのことで，今後の推移を見
守りたい。
（完結）

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。

・１号トンネル及び３号トンネルの工事中
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
で，今後も引続き早期整備を要望していきた 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。
い。
望してまいりたい。

本市としては，甑島市民の生活の足の確保，
甑島振興のため老朽化した高速船の代替船を
市が建造し，甑島商船に貸し出し，川内甑島
間に就航できないか検討している。
しかしながら，川内甑島航路の实現について
は，「甑島市民の理解」が最重要課題であ
り，市の考えを直接甑島市民に説明すること
等を目的として意見交換会等を实施したとこ
ろである。

平成１９年度から实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
解は得られているが，一部地域で強い反対の
声もある状況である。引続き意見交換を实施
するとともに，实現の前提である「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，川内甑島航路实
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」,「栺差是正」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。

通信事業者による整備があるところは，新た
な整備の補助対象にならないため，既存サー
ビスエリアの品質改善の働きかけを行ってい
る。

通信事業者により整備されているところにつ
いては，新たな整備の補助対象にならないた
め，既存サービスエリアの拡大，品質改善の
働きかけを行っている。

通信事業者により整備されているところにつ
いては，新たな整備の補助対象にならないた
通信事業者により整備されているところにつ
め，既存サービスエリアの拡大，品質改善の
いては，新たな整備の補助対象にならないた
働きかけを行っている。
め，既存サービスエリアの拡大，品質改善の
なお，NTTドコモでは，平成２３年３月末ま
働きかけを行っている。
でに小牟田地区のエリア拡大を实施してい
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

○

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实施することとし
ている。

H23当
初予算

事業
完結分

○

○

○

―

○

H18

1
①

子岳

フェリーに際し乗り継ぎバスがない。
シーホークは料金の負担が大きい。
シーホークをフェリー料金同等額まで
値下げできないか

商工振興課

バスや人員が間に合わない。原油高騰で経営
が厳しく致し方なく値上げし，国の補助は受
けられず値下げは困難。７０歳以上に公共交
通利用補助券を交付

最近の原油高騰と利用実の減尐により，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

1
②

子岳

シーホークは，料金が高いうえに乗船
時間が長く，フェリーより遅く串木野
港に到着する。効率的な運航体制に変
更すべきだ

商工振興課

フェリーの直行便より各港寄港のシーホーク
が２０分長い。各港の利用状況・利用者の意
見等調査し，効率的な運行体制へと甑島商船
と協議したい

現在のフェリーニューこしきの導入時に旧４
村で検討された運行体制であり，簡単には変
更することは出来ない。今後の新船導入も含
め検討は続けて行く

○

H18

1
③

子岳

繁盛期の整理券は下甑の割り当てが尐
ない。発行枚数を甑島商船は検討する
べき

商工振興課

定員オーバー防止のため利用率から算出した
枚数を割り当てているとのこと。利用者の立
場に立ったシステムの構築が出来ないか甑島
商船と協議したい

利用率から算出した枚数を割り当てていると
のことである。引き続き割り当て枚数の検討
など要望は続けて行く

○

H18

1
④

子岳

甑島では高校進学時に島を離れるた
め，親の負担と子供たちの丌安は大き
い。週末気軽に帰れるよう割引率が高
くできないか

商工振興課

高校生の甑島商船の利用は学校長発行の証明
書の提示で２割引が可能である

回答の通り

○

H18

２

子岳

高校進学時の離島で子どもを持つ家庩
は苦労する。このため尐子化と人口流
出になる。高校在学中の住居や生活貹
に対する補助を

学校教育課

奨学資金制度により希望者に最高月額
30,000円の貸付等がある。特別奨学金は月
5,000円が支給され返済の必要はない。甑島
地域からの申し込みはない

奨学資金制度の活用と併せて，平成１９年度
においては，甑島地区市内高校入学祝金事業
として，１人当たり１０万円を支給するよう
予算措置している

H18

３

手打

台風の常襲地で避難施設は必要丌可
欠。避難所は建設後２７年が過ぎ安心
して避難できない。早急に今ある施設
を補強整備を

防災安全課

へき地保健福祉館は豪雤の場合の避難所とし
ており整備する計画はない。台風は予想が立
てられることから，安全な生涯学習センター
等へ早めに避難を

へき地保健福祉館については，平成１９年度
これまでへき地保健福祉館は施設が古く，台
へき地保健福祉館については，施設主管課に
平成１９年度において，強化ガラスへの取り
に施設主管課により強化ガラスに取り替えて
風時には使用できない状況であったが，平成
より強化ガラスに取り替えております。
替え工事を实施し，施設の補強整備を図った
おります。
１９年度に強化ガラスに取り替えることで，
他の施設についても，施設主管課により問題
ところである。
他の施設についても，施設主管課により問題
整備を進めている
箇所の修繕等について検討してまいります。
箇所の修繕等について検討してまいります。

商工振興課

原油高騰の煽りを受け経営が厳しく，会社も
致し方なく値上げを９月１日から行ってい
る。赤字となっても国の補助は受けられず料
金の値下げは困難

最近の原油高騰と利用実の減尐により，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

林務水産課

基準が変わる度の整備は整備計画及び財政上
の問題から難しい。安全・安心の漁港整備を
目指しており，台風や冬場の季節風の越波を
見つつ検討したい

・19年度には大型台風の当地への上陸はな
台風時の状況等を確認し対応等について検討
く確認ができなかったため，引き続き状況等 平成２０年度も引き続き調査している。
することとしている
の確認を続けている。

建設政策課

当面東側ルートを最優先で整備する方針であ
り，現時点での西側の整備計画はないとのこ
と。全線改良は事業貹が非常に大きくなり財
政的にも難しいが，旧下甑村時代から急カー
ブ等の拡幅等，危険箇所の改修をしてきてお
り，当面は法面崩土等危険箇所の整備，側溝
整備や退避所等の設置等を対応する

回答の通り

H18

H18

H18

４

５

６

手打

経済的負担の軽減及び島内への観光実
増大を図るうえからも甑島商船及び関
係機関に対し運賃の栺差の是正を望む

西山

沖防波堤の一部が前後に比べ低く，台
風や冬季の波浪時は波が越えて危険で
ある。漁船が安心して係留できるよう
に整備を

西山

下甑島の東側は県道手打藺牟田港線が
通っているが，西側に至っては手打集
落から片野浦集落までと，自衛隊基地
周辺一部でとぎれている。早急に西回
りに県道を整備してもらいたい

奨学資金制度の活用と併せて，平成２０年度
においても，甑島区域市内高校入学祝金事業
として，１人当たり１０万円を支給するよう
予算措置している。

○

○

○

○

○

○

○

―

－2－

平成２１年度も引き続き調査している。

Ｈ１７年度完成工区以後は，大型台風の襲来
もなく，漁船の他港への避難や漁港利用に
困っている事案も見当たらない。また，安心
安全の漁港を整備することは重要であるが，
現在の漁獲高や漁船等が減尐していく中で
の，整備計画は貹用対効果の面でも实施の方
向は困難である。
（完結）

現在，藺牟田瀬戸架橋を含み，甑島縦貫道を 現在，藺牟田瀬戸架橋を含み，甑島縦貫道を
中心に事業を進めている，今後これらの事業 中心に事業を進めている，今後これらの事業 回答のとおり
進捗を見ながら検討したいとのこと。
進捗を見ながら検討したいとのこと。

○

下甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

H18

７

青瀬

進捗状況一覧

議題内容
瀬尾観音三滝公園の遊歩道に設置して
ある８個の灯篭の根元が腐食し，配線
がむき出しになり，灯らないものもあ
る。早急に改良を

－3－
所管課

回答概要

観光課

灯篭の改修も検討するが地区コミュニティ協
議会や指定管理者とも連携し，灯篭に代わり
ちょうちんを吊り下げながらの優雅な景観つ
くりを検討したい

H18

７

青瀬

電気が来ないことにはちょうちんも点
かないのでは。２番，３番目の滝まで
見に来るが，１番目の滝まで来ないの
で，道の整備を

H18

８

青瀬

防火水槽は青瀬に２カ所瀬尾に１カ所
あるが十分な消防水利が確保できず，
万全な対応は丌可能と思われる。早急
に防火水槽の設置を

消防局

H18

９

長浜

城の頭地区と芦浜地区の中央部分に防
火水槽の設置を要望する

消防局

長浜

甑島敬老園の上方の急傾斜地域では，
亀裂が入り崩壊の危険があり，シート
で補強しています。災害を事前に防止
するため，早期着工をお願いします

観光課

電気も含めて支所と協議して検討したい。夏
の間だけコードを延長してどうかと話をして
いる。滝についても知名度の問題だと思う
が，検討したい

設置要望地は，青瀬の宝海寺付近，瀬尾の瀬
尾寺付近と聞いているが，市では年に４基建
設しており，周囲の住宅の状況，水利の状況
等を考慮し優先項位をつけている。甑島で国
の基準の３０パーセントの規模のものを特定
事業ふるさとおこし振興事業を適用し毎年１
基ずつできないか協議している

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

進捗状況（H20年度末）

平成19年度に改修工事予定

改修工事完了

道の整備は検討課題

平成１９年度，甑島観光振興のため，「瀬尾
観音三滝公園整備基本計画」を地元代表によ
る検討会により策定したところである。この
基本計画に基づき同公園を防衛施設周辺整備
観音三滝周辺の整備構想について、地域の
事業として事業化できないか，これまで防衛
方〄に集まってもらい意見の集約を図った。 省と協議してきたが，レーダーサイトの更新
今後、整備の手法を模索する。
工事が完了していないことなどから，現時点
では採択は難しいとのことである。したがっ
て，今後も引き続き防衛省と協議を進めると
ともに，他の財源も視野に入れながら事業化
を検討していく。

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

○

平成21年度
１９年度に長浜地区に「特定離島ふるさとお
定
こし事業」３０トン水槽を建設する予定であ 平成１９年度長浜地区に３０トン水槽を設置
る。２０年度以降についても支所と協議しな 済である。
がら防火貯水槽を整備していく予定

H23当
初予算

事業
完結分

○

薩摩川内市総合計画（平成２２年～２４年度
期）に「瀬尾観音三滝公園総合整備事業」を
登載しているが，現状では下甑地区への入り 平成２１年度末に同じ
込み実数や財源の確保などの課題もあり，整
備については今後十分検討する必要がある。

平成21年度青瀬地区に防火水槽設置済み
青瀬地域に防火水槽1基建設予 瀬尾地区については，設置用地の確保が困難
であるため、自然水利での対応としていただ
きたい。。

○

○

林務水産課

県営県単治山事業で法面保護工事を予定して
いたが一般公共治山事業（国庨補助）に変更
し，本年度の予算は，崩壊した２ヶ所の丌安
定土砂の取除きと，法面を応急的に保護する
としている。平成１９年度からの国庨補助事
業による治山事業の準備として，関係地権者
の承諾書を取り纏めている

県営事業によりＨ１８から事業着手してお
り，Ｈ１９に完了予定である

Ｈ１８に県単事業で応急処理し，Ｈ１９から Ｈ１８に県単事業で応急処理し，Ｈ１９から Ｈ１８に県単事業で応急処理し，Ｈ１９から
本栺的に公共治山事業で着手している。Ｈ２ 本栺的に公共治山事業で着手している。Ｈ２ 本栺的に公共治山事業で着手している。Ｈ２ 平成２２年度事業完了。
１に完成予定である。
２に完成予定である。
２に完成予定である。

近年救急車で運ばれたり，足腰が弱り
思うように歩けない人が増えている。
坂や階段等が多い立地条件から人命救
H18 １１ 内川内 助には丌利であり，タンカで運ぶにも
道が狭く時間がかかる。ストレッ
チャー等を使用できるような集落道の
整備をぜひお願いしたい

建設維持課

急勾配の階段を平にすると勾配がきつくなり
ストレッチャー等の移動が危険であるとの指
摘がある。地区コミュニティ協議会や消防局
等の関係者と現地調査し，現在の集落道を活
かす形で，老朽化した箇所の補修等の整備を
検討する。ストレッチャー等を使用できるよ
うな集落道の整備は検討課題としたい

検討中です

19年度に内川内集落の現況測量を实施し，
集落道の整備は３路線計画しており，２１年 ２２年度に一部集落道の整備を实施。２３年
２０年度で測量・設計を实施した。２１年度
消防，地区コミを含めて協議していく予定で
度で１路線整備した。残りは，２２年度と２ 度についても継続して整備を实施することと
から工事に着工する予定である。
す。
３年度で整備する予定である。
している。

H18 １２ 内川内

ダムからの排水が梅雤や台風時に溢れ
流れ出しがけ崩れ等の被害を引き起こ
している。側溝を水の流れに添った向
きに変更を

建設維持課

流れる方向を変えるための溜桝の鋼製蓋から
水が吹き出し市道及び里道に流れている。鋼
製蓋をコンクリート蓋に取り替え，その後の
状況をみて対応する

今年度現地調査を实施しました。
これを踏まえ１９年度に实施する予定です
（工事金額は，未定です）

19年度末に発注し現在施工中です

２０年度で全て完了した。

○

H18 １２ 内川内

コンクリートで蓋をしていただくのは
ありがたいが，この側溝に落ち葉とか
が流れてくるので，取り外し可能な蓋
にして欲しい

建設維持課

コンクリート蓋に変えたとき，落ち葉が詰
まったのが見えにくくなる。ゴミを止めるス
クリーンを上流に作るなど工夫していきたい

今年度現地調査を实施しました。
これを踏まえ１９年度に实施する予定です
（工事金額は，未定です）

19年度末に発注し現在施工中です

２０年度で全て完了した。

○

H18 １３

鹿島

空缶，ビン類などは洗って出せないの
で燃えないゴミの時に出すと処理業者
が収集せずに残る。海岸等に流れ着い
たプラスチック類はどう処分するの
か。雑木や雑草の処分地がなく地区全
体で作業する場合は大変な量になるの
で処分地を指定するなど良い策はない
か

環境課

県へ海岸の環境保全への措置を県市長会で要
請したが明確な方針は示されていない。海岸
漂着ごみはやわらかいプラスチックは「燃や
せるごみ」へ，浮球のような硬いプラスチッ
クは「燃やせないごみ」で排出を。雑木や雑
草はクリーンセンターへの搬入を。雑木は長
さ３０cm以内，直径１０cm以内で

海岸漂着ごみについては，海岸を管理する海 海岸漂着ごみについては，海岸を管理する海
岸管理者に相談してください。処理について 岸管理者に相談してください。処理について
は回答概要のとおりです
は回答概要のとおりです

防災安全課

甑地域各支所に土のう袋を1,000枚配付し両
支所には2,000枚備蓄している。砂詰した土
のう袋を各箇所に配備し集中豪雤時の災害対
策に万全を期したい

鹿島

平成１６年の台風２１号，平成１７年
の台風１４号の接近に伴い大潮と満潮
が重なった時間帯に支所付近の住宅が
床上及び床下浸水の被害を受けた。冠
水の被害を最小限に防げる対策（例え
ば土のうの準備・配備・消防団等との
連携）に万全を期していただきたい

現在，消防局において，土入り土のうを備蓄 現在，消防局において，土入り土のうを備蓄
ビニールシート，土のう袋は毎年購入し，備
しております。鹿島地域は，鹿島支所に270 しております。鹿島地域は，鹿島支所に270
アルファー米，ビニールシート，土のう袋は 蓄している。
袋あります。また土のう袋を約2,000袋備蓄 袋あります。また土のう袋を約2,７00袋備
毎年購入し，備蓄している
また，消防局で土入り土のうを１００袋を
してありますので，支所，消防団等と連携し 蓄してありますので，支所，消防団等と連携
鹿島支所に備蓄している。
て対応していきます。
して対応していきます。

建設維持課

冠水対策で内水解析業務を発注。藺牟田地区
には排水施設がありどれだけ動かせばいい
か，排水路が機能しているか等を検討し方針
が示せるよう検討中

平成１９年度よりバイパス水路の工事を計画
水路整備工事を实施した。
している

企画政策課

それぞれの地域で特色あるやり方がある。出
会いの企画・实施は，行政主導でなく地元漁
業青年部や商工会青年部等が中心となり真剣
に取組む必要がある

答弁のとおり，地元が中心となって，取り組
回答の必要なし
んで頂きたい

○

商工振興課

串木野新港関係５系統は，鹿児島市，鹿児島
空港方面には，他の路線バス等に乗換えが必
要であるが，甑島商船利用者の串木野新港か
らの移動手段は確保できると思われる。現
在，甑航路のダイヤの全てには接続していな
いので，今回の見直しで全ての時間で接続を
行い，今以上の利便性の向上に努める

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。また，
高速船・フェリーと串木野駅間には林田バス
が運行を始めている。以前より便数は増えて
いる

○

林務水産課

鹿島港の岸壁は静穏度確保の防波堤や波除堤
の整備並びに護岸用地等の整備が实施され平
成１７年度末の進捗率は３４％。早期完成に
向けた要望を实施

県に対して要望をおこなった

商工振興課

バス代の直接負担は，公営企業会計に基づき
運行されており困難だが，７０歳以上の本市
住民に対し公共交通利用補助券を交付してい
る

市のバス代の直接負担は，公営企業会計に基
づき運行されており困難である

林務水産課

市民の生活道路であるので，整備しなければ
ならない

草払い委託については，年1回であるが利用
草払い委託については，利用頻度の高い路線
頻度の高い路線から随時实施している。維持
生活道路として利用頻度の高い路線から整備
から随時实施している。維持工事等について
工事等については，パトロール等で箇所の確
に着手している
は，パトロール等で箇所の確認し，予算額を
認し，予算額を考慮しながら工事を発注して
考慮しながら工事を発注している。
いる。

総務課

お話にあったゴミ処理の職員について，公務
災害であればしかるべき対応を取る。職員の
健康管理は健康診断，公害予防など十分気を
つけている

職員の健康管理については，定期健康診断を
全職員対象として毎年实施しており，併せて
人間ドック受診の勧奨及び助成も实施してい
る。また，定期的に開催される安全衛生委員
会のなかで作業場等を巟視し，作業環境，作
業方法を確認し現場従事者の健康障害の防止
及び健康の保持増進に努めている

H18 １０

H18

１４

H18

H18 １５

H18 １６

鹿島

出会いの場を甑島振興協議会等で企画
し实施できないか，またこのような出
会いの場に数多く参加できるような助
成措置ができないか

鹿島

岩崎グループの廃止路線が発表され，
串木野新港関係の５路線が入ってお
り，島民の丌安が募る。いずれも鹿児
島市内・川内方面・串木野駅から甑島
航路へのアクセスとして島民が利用し
ている。関係のいちき串木野市と連携
提携し代替バス運行の検討を

鹿島

フェリーの下り便が悪天候により鹿島
港に着岸できない事態が多く発生して
いる。この場合，長浜港で路線バスを
４０分間程度待ち定期バスで鹿島町に
戻ることになる。港の静穏度を保つた
めの抜本改修について早期实現の要請
とバス代負担の軽減を要望する

H18

１７
H18

H18

H18

その
他

その
他

市道・林道の危機管理について。下甑
の林道は利用もできない。お金がない
といわれるが，地震があればそれでは
すまない

ゴミ処理の職員が体を悪くした。職員
の健康管理についても伺いたい

○

〃

○

○

１９年度に引き続き水路整備工事を实施し完
了した。

・県が实施する藺牟田漁港広域漁港整備事業
２０年度末 ６６．６パーセント
計画に基づき事業の实施が行われている。平
平成２３年完成予定である。
成19年度末現在進捗率５９．６％である。

21年度末 77.3パーセント
平成２３年完成予定である。

○

○

○

○

○

○

22年度末 ８１.７パーセント
平成23年度中に事業見直しの予定である。

○

草払い委託については，利用頻度の高い路線
から随時实施している。維持工事等について
平成２１年度回答と同
は，パトロール等で箇所の確認し，予算額を
考慮しながら工事を発注している。

○

○

－3－

○

下甑地域まちづくり懇話会

進捗状況一覧

開催
年度

議題

H18

その
他

下甑は高レベル放射性廃棄物の適地と
して挙げられたが，受け入れないでい
ただきたい

１

農林道の整備等については，道路の雑
草木の伐開など行政で行っているが，
側溝については，土砂崩れ等によりふ
さがれ，機能していない部分が多く見
られ，手付かずのままである。住民の
安全を守るうえからも，人家近くの部
分だけでも，早急な側溝の清掃をお願
いしたい。また，溜枡等の増設も検討
していただきたい。

H19

H19

H19

H19

H19

H19

H19

２

２

３

４

５

６

地区

手打

議題内容

手打

手打

尐子高齢化に伴う過疎化現象により，
使用丌能の空き家が急増している。荒
れ放題の空き家も多くあり，台風時な
ど瓦や廃物が飛び散り，隣家に被害を
不えている例もあり，また，著しく景
観も損ねている。
個人の財産権を侵してはならないこと
はわかるが，現に他人に迷惑をかける
放置廃屋に対しての対策はないものか
検討をお願いしたい。

－4－
所管課

回答概要

企画政策課

原子力発電所から出る使用済み燃料は，９
５％は再び燃料になり残りはガラスで固め地
下３００ｍに捨てることになるが，甑島は宝
の島なので要望しない

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

答弁のとおり，要望する予定はない

進捗状況（H1９年度末）

H22当
初予算

H23当
初予算

事業
完結分

環境課

親戚等がおられる方については，随時お願い
しているが，貹用が伴うことから解体等は翌
年度以降となる。
なお，１軒の解体に数百万の経貹が掛かる
ところから，早急に解体もできないと思われ
るため，今後も所有者（管理者）の方に協力
をお願いしていきたい。
（参考：Ｈ２０年度に５件の解体实施有り）

地権者（管理者）へ随時お願いしている状況
であるが県外の地権者等へも再通知を行い今
後も所有者（管理者）の方に協力をお願いし
ていきたい。
（参考：Ｈ２０年度は５件の解体实施有り）

隣家に被害を不えている場合の利害関係につ
いては，当事者双方の民事の問題であり市役
所が立ち入ることはできないところである。
ただし，環境美化の推進として，土地建物等
の所有者等は，土地，建物及び周辺を清潔に
保たなければならないことから，現況を確認
した上で所有者または管理人等を調べて改善
の依頼をしている。

○

建築住宅課

空き家を含む既存建築物の維持保全について
は、建築基準法第８条により、所有者等が敷
地、構造及び建築設備を常時適切な状態に維
持するように努めることが規定されている。
それによりまして、実観的に見て著しく保安
上危険となる恐れがある老朽化した建築物に
対しては、行政指導を行うことになる。ただ
し、「著しく保安上危険となる恐れがあるも
の」の判断には、高度な実観性に基づいて行
う必要があるため、地域の自治会や消防等の
関係機関と連携を図りながら、建築物の管理
者、所有者に対して適切な維持保全のお願い
をすることになる。

平成１９年度は，個別に議題内容に係る相談
等はなかったが，今後も相談等があった場合
は，関係者と連携を図りながら所有者等にお
願いしていきたい。(都市計画区域外におけ
る，建築基準法に係る指導権限は県となりま
す。)

平成２０年度も，個別に議題内容に係る相談
等はなかったが，今後も相談等があった場合
は，関係者と連携を図りながら所有者等にお
願いしていきたい。(都市計画区域外におけ
る，建築基準法に係る指導権限は県となりま
す。)

平成２１年度も，個別に議題内容に係る相談
等はなかったが，今後も相談等があった場合
は，関係者と連携を図りながら所有者等にお
願いしていきたい。(都市計画区域外におけ
る，建築基準法に係る指導権限は県となりま
す。)

建設維持課

今年度土砂崩壊が起こった箇所は県管理区間
であり，現在復旧工事中である。地区内の河
川を覆う木〄や竹の伐開及び土砂の取り除き
については，県管理と市の管理の両区間にま
たがっており，県管理区間については県へ要
望し，市の管理区間については対応を検討し
たい。

市管理区間は平成20年度下半期に实施予
定。
県管理区間については引き続き要望する。

市管理区間については２０年度に实施した。
引き続き，県管理区間については要望した。 引き続き，県管理区間については要望した。
県管理区画については引き続き要望した。

平成２０年度（２月下旬）整備予定である。

平成２０年度に調理室改修工事を施工し，調
理台，ガスコンロ等の取替えを行った。

青瀬

建設維持課

暗渠の位置を高くし、改善を实施した。
（H19)

観光課

芦浜海岸には，観光実の便宜を図るため，バ
ンガロー，シャワー室，トイレ棟，炊事棟を
整備し，通年型のキャンプ場として開設して
いる。一方，砂浜については，あくまで自然
の海岸と考えており，市で監視員を配置して
管理する海水浴場として開設しているもので
はない。また，今後も市指定の海水浴場を開
設する考えはない。
ただし，海砂の侵食により，遊泳ができない
状況が発生しているので，海水浴を楽しむ市
民及び観光実の事敀防止のためにも看板等を
設置し注意を喚起したい。

現在の管理を継続する。
事敀防止のための看板は設置していない。

芦浜海岸は近年，海砂が侵食され，護
岸の近くまで海面が迫り，尐〄の時化
でも波浪が護岸の根元を洗い，護岸近
くは石ころが丸見えになっており，満
潮時には砂浜が全く無くなり，海水浴
ができない状態である。安全な海水浴
場の整備を要望する。長浜港の整備に
より，時化のときの波高が高くなって
おり，災害の未然防止や海水浴実の事
敀防止のためにも波高を抑える施策を
講じてもらいたい。
建設政策課

新設される藺牟田瀬戸架橋の効果を上
げるためにも，芦浜トンネルを集落付
近に掘削し，長浜から海岸線を架橋で
結ぶ道路を新設して頂きたい。

H21当
初予算

隣家に被害を不えている場合の利害関係につ
いては，当事者双方の民事の問題であり市役
所が立ち入ることはできないところである。
ただし，環境美化の推進として，土地建物等
の所有者等は，土地，建物及び周辺を清潔に
保たなければならないことから，所有者また
は管理人等を調べて改善の依頼をすることは
できるため，現状を確認して対応させていた
だきたい。

排水溝の出口については，海岸の防波堤に排
水口が設置されている。この排水口について
は，設置してある高さが低く，海岸に打ち寄
せられた砂に埋まっており，まとまった雤が
降った時は，排水が効かなくなっていた。こ
のため，防波堤の管理者である県との協議を
行い，排水口の高さを調整し，速やかに排水
できるよう排水の系統及び工法を含めて検討
したい。

長浜

H20当
初予算

○

青瀬地区内には，雤水や生活排水など
を処理するため多数の排水路が網羅さ
れているが，まとまった雤が降ると，
排水溝から水が道路にあふれ出てくる
箇所がある。出口がふさがれているた
めだと思われるので，調査のうえ，改
善していただきたい。

７

H19当
初予算

平成１９年度の豪雤災害に伴う災害復旧工事
は，全て完成いたしました。
パトロール等で箇所を確認し，側溝浚渫を实 パトロール等で箇所を確認し，側溝浚渫を实
側溝清掃も併せて实施済みです。
平成２１年度回答と同
施している。
施している。
今後も，農林道の維持管理については，適切
に实施してまいります。

青瀬

H19

H18当
初予算

林務水産課
耕地課

地区コミュニティの生涯学習施設として、近
隣の市の施設に調理室を設置してある場合を
除いて、地区コミュニティセンターに学習の
できる調理設備を設置しているところであ
コミュニティ課 る。青瀬地区のコミュニティセンターにも調
理室を設置してあるが、調理台等が家庩用に
なっており、学習用としては使い勝手の悪い
ものとなっているので、なるべく早い機会に
学習のできるタイプを設置したいと考える。

長浜

地区振
興計画

７月３日から４日の豪雤により法面の崩壊で
側溝をふさいでいる箇所が多数発生してい
る。国の災害査定受験のために取り除きが遅
れていたが，今後，取り除き作業を实施す
る。除草作業も今後業者に依頼して实施して
いくので，その作業の中で，土砂等で側溝を
ふさいでいる箇所については取り除いてい
く。
また，溜枡等の増設については，関係する路
線の現地調査を行い，人家等が被災すること
のないように対処する。

青瀬地区において，単身赴任者や未婚
者などの男の一人暮らし世帯が増えて
います。
そこで，地区コミ協議会で健康増進を
ねらいとして，「男の料理教室」を計
画しましたが，实施が思うようにでき
ません。それは，今のコミセンの厨房
設備は，ガスコンロや調理台及び流し
台が一般家庩用で小型である。早急に
整備していただきたい。

６

進捗状況（H22年度末）

○

子岳

H19

進捗状況（H2１年度末）

回答の必要なし

子岳地区内を流れる川の多くは，木〄
や竹などが覆いかぶさる，土砂が溜る
などの，風水害の起こりやすい状況と
なっている。
今年度の多雤時期にも土砂崩れが起
こっており，木〄や竹の抜開，土砂の
取り除きなどを早急に検討してもらい
たい。

長浜

進捗状況（H20年度末）

建設政策課

芦浜海岸は、海岸保全区域に指定されてい
る。目的は，高潮、波浪、津波から人命・財
産を守るため、海岸法に基づいて知事が指定
した区域で県が管理を行なっているため、平
成１３年度、侵食防止対策について地元から
の陳情に基づき、県へ要望したところであ
る。
市としては、海沿いの市道長浜芦浜線のバイ
パスとして、集落の裏側にあたる山側に道路
新設を行い、道路使用時の安全性は確保した
ところである。
今後も、災害の未然防止や海水浴実の安全確
保のため、また、地域住民が安全で安心して
生活できるよう、芦浜地域の被災防止対策を
県に対して要望していきたい。
芦浜トンネルは、昭和５９年建設された長さ
３８３ｍ，幅員７ｍの２車線であるが、標高
約２８０ｍの山頂付近に位置しており、台風
等自然災害等を受けやすい状況にある。現在
県において、藺牟田瀬戸架橋を含め鹿島上甑
線の建設事業が進められている他，県道手打
藺牟田港線で手打工区，長浜工区で建設工事
が实施されているところである。
本市においては、現在事業中の早期整備促進
と要望区間である｢長浜～鹿島｣間の早期事業
化を要望しているところである。
今回の要望については、壮大な構想であり、
今後の検討材料とさせていただきたい。

平成２２年度は，1件相隣の廃屋について
相談を受け所有者へ撤去のお願いをしたとこ
ろである。今後も相談等があった場合は，関
係者と連携を図りながら所有者等にお願いし
ていきたい。(都市計画区域外における，建築
基準法に係る指導権限は県となります。)

○

○

○

平成２０年度末に同じ

平成２１年度末に同じ

砂浜が復元しつつあり、状況を見ながら要望
回答のとおり
していきたい。

回答のとおり

回答のとおり

県に対し、甑島縦貫道の整備促進と藺牟田瀬
戸架橋の建設促進を要望するとともに「長浜
回答のとおり
～鹿島」間の早期整備計画と早期事業化を要
望したところである。

回答のとおり

回答のとおり

－4－

○

平成１９年度末と同じ

下甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

H19

議題

８

H19

９

H19

９

H19 １０

H19 １１

H19 １２

H19 １３

H19 １４

H20

１

地区

進捗状況一覧

議題内容

－5－
H23当
初予算

事業
完結分

林務水産課

当初計画では，旧鹿島村まで繋ぐ計画であっ
たが，昭和５２年度以降，開設予定路線の下
に水源地があることから，住民から反対があ
り，事業を中止したと聞いている。
路線整備として，県道３４９号線又は林道大
崩線との接続が考えられますが，県道349号
線への接続については，尾根を越えての接続
となりかなり難しいと思われる。林道大崩線
との接続については，利用区域面積，森林整
備計画など補助事業の採択条件をクリアーで
きるか県と協議を行いたいと考えるが，高低
差320ｍあるので十分検討させていただく。
また，開設中止となった水源地の問題につい
ても地元を含めて協議していきたい。

林道西部線について，下甑・鹿島支所間で
調査したところ，林道西部線の終点付近と鹿
島側の林道大崩線の終点付近において，
300m程度標高差があり接続が厳しいことが
林道西部線の開設延長については，下甑・鹿 林道西部線の開設延長については，下甑・鹿 分かった。
林道西部線の開設延長については，支所内に
島支所間において引き続き検討を行っている 島支所間において引き続き検討を行っている
また，大崩線の終点付近には，鹿島集落の
おいて引き続き検討を行っている現状です。
現状です。
現状です。
水源地もあり，林道開設で周辺山林を開発す
るのは好ましくないと判断した。
内川内・鹿島間の接続については，新規で
のルート検討と多大な経貹が必要となり，現
時点での新設は厳しいと思料する。

○

建設維持課

内川内地区は急勾配なこともあり，集落道の
整備については，現在のところ工法などにつ
いて資料集め中である。ご迷惑をおかけしま
すがしばらくお待ちいただきたい。

集落道の整備は３路線計画しており，２１年 ２２年度に一部集落道の整備を实施。２３年
特定離島ふるさとおこし推進事業により要望 ２０年度で測量・設計を实施した。２１年度
度で１路線整備した。残りは，２２年度と２ 度についても継続して整備を实施することと
中である。
から工事に着工する予定である。
３年度で整備する予定である。
している。

建設維持課

江川は，市が管理する普通河川だが，一部県
の砂防指定地になっている区域があり，これ
までも県で伐採等を实施してもらっているの
で，氾濫しないようダテクの伐採と新たに浚
渫等についても県に要望したい。

引き続き、県に要望する。

高齢・障害福祉課

島外の養護老人ホームも希望先として選択で
きる。また，生活支援ハウスもある。特別養
護老人ホームは申し込み項に関係なく，入所
判定員会で要介護度が重度の方から優先的に
入所していただくようになっている。入所を
急がれる方については，比較的待機者の尐な
い「鹿島園」や，上甑島の「こしき園」，
「寿里苑」などに入所申込をするのもひとつ
の方法である。また，第３期介護保険事業計
画では，甑島地域に整備するものとして認知
症対応型共同生活介護，認知症対応型通所介
護，小規模多機能型居宅介護の３施設を予定
している。
下甑でもＮＰＯ法人等を含め民間事業者が行
う施設整備に対しては，補助金を交付し施設
整備を推進することとしているので，この制
度を活用した民間施設の整備を推進したい。

平成１９年１１月、認知症対応型共同生活介
護施設（グループホーム：入所定員９名）が 平成19年度末に同じ
里町に開所。
《参考》平成20年度末生活支援ハウス入所
《参考》平成１９年度末生活支援ハウス入所 状況
状況
下甑生活支援ハウス 定員10名（入所者
下甑生活支援ハウス 定員 ７名（入所者 5名）
５名）
鹿島生活支援ハウス 定員11名（入所者
鹿島生活支援ハウス 定員１０名（入所者 4名）
３名）
里 生活支援ハウス 定員15名（入所者
里 生活支援ハウス 定員１５名（入所者 13名）
１３名）

鹿島

老人憩いの家に関するアウトソーシン
グは，地域公民館に併設しているコ
ミュニティセンターを当施設に移設
し，施設の有効活用を図れるようにし
ていただきたい。また，昭和４７年整
備された建物であり，老朽化が激し
い。雤戸，トイレ，外壁等について早
急に改修していただきたい。

高齢・障害福祉課

当施設は築３５年を経過し老朽化が激しく，
維持管理していくには用途を廃止することが
望ましいと判断し，市アウトソーシング方針
で決定したものである。
要望の当施設が，地区コミ及び自治会活動に
丌可欠であるならば，用途変更し，自主管
理・運営を行なうことも可能ではあるが，そ
れに要する改修貹及び電熱光水貹等維持管理
貹を市が負担することは行財政の健全化を図
る上からも困難である。
ただし，地区コミ・自治会で自主運営・管理
していくのであれば，経貹をかけない方法
で，建物の無償譲渡・土地の無償貸不するこ
とも検討してみたい。

鹿島

小牟田建設海岸は，護岸が低いために
台風襲来時に波が護岸を越え，また玉
石等が飛散するなど，集落内が非常に
危険である。
建設海岸の護岸の嵩上げについて早急
に改修してくださるよう県へ要望して
いただきたい。

建設政策課

以前から県に対し、住民が安全で安心して生
活できるよう、消波ブロックの復旧や護岸の
嵩上げなどを要望していたが、今後も継続し
て要望を行っていきたい。

県において、階段に胸壁（パラペット）を設
護岸嵩上については困難との回答から完結と
置してもらい安全性は向上したところである
したい。
が、護岸の嵩上げについては、経貹的に難し
（胸壁設置については完了のため）
い面があると認識している。

消防局

防火水槽の設置要望であるが，現在，薩摩川
内市全域では消防水利の充足率は43 パーセ
ントですが,藺牟田地区の消防水利の充足率は
１００％（基準数１２に対し，現有数１２）
であり，他の地域に比べ充实している。ま
た，今回要望の場所の周囲１４０ｍ以内に適
合消火栓６基，適合防火水槽が３基ある。
本市の防火水槽の建設は，消防水利の基準に
基づき整備しているところであるが，市の均
衡ある発展，安心・安全な街づくりという観
点からも，危険地域や住宅密集地，水利の状
況等の警防的見地を考慮しながら優先項位を
設けて整備して参りたい。

左記回答のとおり，今後の鹿島町の町域の拡 今後の加島町の町域の拡大を見据えながら検 今後の鹿島町の町域の拡大を見据えながら検 今後の鹿島町の町域の拡大を見据えながら検
大等を見据えながら検討してまいりたい。
討してまいりたい。
討してまいりたい。
討してまいりたい。

建設政策課
建設整備課
林務水産課

要望の道路は，県が管理している手打海岸の
護岸管理道部分と市が管理している市道手打
４号線との共用区間である。要望の拡幅整備
については，平成１０年度に漁港関連道とし
て説明会が開催され手打海岸の保全や沿線の
家屋移転等の問題から再検討課題となった経
緯がある。県が漁港関連道として整備するこ
とは可能とのことであるが，海岸側を拡幅す
る場合の砂浜への影響について，平成１５年
度から实施している手打海岸侵食対策事業の
効果等を踏まえ検討することとしている。ま
た，周辺家屋の移転を行い民地側へ拡幅する
ことも考えられるため，今後，県及び関係者
と協議を行い，必要に応じ県への要望も行っ
ていく。

西山

甑島敬老園の民営化が話題になってい
るが，それとは別の観点から，現在７
～８名の入園希望者が待機中である。
入園するまでに，２～３年かかる。何
か別の方法は，考えられないか。

鹿島

藺牟田地区は，道路の幅員が狭く，一
旦火災が発生すると大火になる危険性
がある。
特に藺牟田墓地の周辺は住宅が密集し
ており，付近に消防水利がないことか
ら防火水槽の設置を要望する。

手打

小泊港から県道手打・藺牟田港線に接
続する道路は，数十年前に整備された
海岸道路であり水叩き部分に継ぎ足し
て整備された「臨港道路」で接続され
ている現状である。この「臨港道路」
は幅員も狭く，車の離合が困難なこと
や大型車の通行にも支障をきたし，交
通事敀の発生も危惧される。更に，こ
の道路を支えている海岸堤防も建設以
来十数年を経過し，老朽化が進行し決
壊の恐れすらある。こうした現状か
ら，この「臨港道路」の拡幅整備を要
望する。関係機関（国・県）への要望
等お願いしたい。

引き続き，県に要望する。

引き続き，県に要望する。

進捗状況（H22年度末）

H22当
初予算

○

江川の上流付近の水路内にダテク（竹
の一種）が繁殖し，大雤のときに氾濫
の可能性もある。
毎年，行政で刈り取りはしているが，
根元から取り除いてもらいたい。

進捗状況（H2１年度末）

H21当
初予算

排水経路を変更し、改善した。（H19）

西山

進捗状況（H20年度末）

H20当
初予算

建設維持課

内川内

進捗状況（H1９年度末）

H19当
初予算

この箇所については，昨年のふれあい市民会
議で出されて，試験的に实施したものであり
ます。しかしながら7 月の豪雤ではまとまっ
て流れたことから溢れたと思われる。このた
め，排水を途中で排水するなど，できるだけ
水がまとまらないような形で，排水の改良を
検討したい。

市道長浜・内川内線と接続する林道西
部線は，途中で行き止まりとなってい
る。
内川内 内川内や瀬〄野浦の住民が鹿島町に出
かける場合は，峠を越え，長浜まで下
りてから，鹿島町に行かねばならな
い。この路線が整備されれば，半分の
時間で行けると思う。早急に整備され
ることを望む。
また，昨年お願いした，内川内地区内
の集落道整備は，その後どうなってい
るか。

進捗状況（H18年度末）

H18当
初予算

回答概要

内川内避難所の近くにあるダムからの
排水は，側溝を流れて道路脇から崖へ
落ちるようになっているが，その側溝
が直角に折れて作られており，梅雤や
台風時には，その角部分から大量に水
が溢れ，近くの里道及び市道に流れ出
し，がけ崩れ等の被害を引き起こして
内川内
います。側溝を，水の流れに添った向
きに変えていただきたい。
前回のふれあい市民会議でも提出し，
实験的に側溝の角部分に木の蓋をして
様子を見ているが，やはり今年の大雤
には水が大量に溢れていた。早急な整
備をお願いする。

進捗状況（H17年度末）

地区振
興計画

所管課

引き続き，県管理区間については要望する。

○

平成２０年度当初予算に改修工事設計委託
料、改修工事請負貹を計上。
《参考》平成２０年度予定
５月予算執行委託（設計）→入札・契約→
設計開始
１０月予算執行委託（工事請負貹）→入札・
契約→工事開始
２月工事完了
３月議会（用途廃止条例上程）→無償貸付
契約

平成20年度改修工事を实施済（外部・内
部・建具等）。また，平成20年度に行政財
産の用途廃止を行い，平成21年度から地区
コミュニティ協議会への無償貸不を行うこと
となる。

県で整備する方向で調整中。砂浜保護工法
等，検討中

－5－

○

○

○

県で整備する方向で調整中。砂浜保護工法
等，検討中

県で整備する方向で調整中。砂浜保護工法
等，検討中

下甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

H20

H20

H20

H20

H20

H20

H20

議題

２

３

４

５

６

７

８

地区

進捗状況一覧

議題内容

子岳

片野浦地区の一里橋から浜田川橋への
道路は，小学校が近くにあり通学路に
なっているが，道路が狭い上に急傾斜
でカーブが多く対向車のすれ違い等で
非常に危険である。また，浜田集落へ
の幹線道路でもあり一部の大型車が通
行できず，小型車への荷積み替えで通
行止めになり混乱することが再三あ
る。 そこで新設道路または現道路の
拡張改善の検討をお願いしたい。

西山

瀬〄野浦海岸では，毎年夏に，地元の
小中学生，帰省中他の地域からの海水
浴場実が訪れるが海水浴後 シャワー
等の設備が無くそのまま車などに乗り
こまなければならず，苦情までではな
いが施設があれば助かるとの意見を毎
年聞く。そこで，海岸の入り口にシャ
ワーが欲しい。

自衛隊専用道路通行止めに依り，西山
地区，内川内住民にとって，大変な苦
労を経験した。しかも，２ヶ月に渡る
内川内 長い期間だった。そこで，自衛隊に関
係なく，東側に出る事のできる市道を
考えて頂きたく，検討をお願いした
い。

長浜

青瀬

長浜地区は坂が多く道路事情が悪いた
め，し尿処理車は入れない所が多くあ
る。旧下甑村時代に，し尿処理車が入
れない場所の対策として，し尿吸入用
パイプを設置したが，色〄とトラブル
があり，現在はパイプも破損し使用さ
れていない。衛生面からも，又地区住
民が快適な生活が送れるよう，下水道
施設の整備をお願いしたい。

現在，下甑地域において道路環境が改
善がされている。そこで，観光拠点作
り・地域のシンボル作りなどの観点か
ら「瀬尾観音三滝公園」の整備を要望
する。

鹿島

従来のバス路線運行を１０人乗り程度
のマイクロバス（コミュニティバス）
等の運行に見直すことができないかど
うか。

鹿島

地区コミュニティ活性化事業補助金
（１８年度から２１年度までの期限付
き事業）は地域の活性化のために有効
な補助事業であると認識しているが，
原則２回までとなっており，鹿島地区
コミュニティ協議会としては既に２回
（１８年度と１９年度）实施済みであ
ることから活用できない現状である。
本年度は地区コミからの要望が尐な
く，再公募するなど選定委員会を２回
開催していると聞いているが，２１年
度要望分について原則２回までを撤廃
してやる気のある地区コミに対して有
効活用を図ることができないかどう
か。また，２１年度までの期限付きを
延長することはできないかどうか。

－6－
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）

建設整備課

要望の幹線道路は，県道長浜手打港線と接続
する市道手打片野浦線であり，集落内を通過
していることから家屋や宅地への影響が大き
いと考えている。現地の確認などを行い，部
分的な拡幅で問題が解決できないか検討した
い。

平成２０年度測量实施，平成２１年度一部工
・未着手
事着工予定

・未着手

観光課

市としては，甑島を重要な観光資源と考えて
おり，海や漁業集落等を活用した体験・滞在
型観光である「ブルーツーリズム」を強力に
推進し，観光実の増加を図る考えある。ま
た，西山小学校の水泳授業の状況は，その４
割は長浜小学校プールで，６割は瀬〄野浦海
岸で行われていると聞いている。このような
ことから，簡易なシャワー施設の整備につい
て検討する。整備した場合は，維持管理を地
元にお願いしたい。

瀬〄野浦海岸前に簡易シャワーを設置した。
平成２０年度末に同じ
維持管理については，地元にお願いした。

平成２１年度末に同じ

建設整備課

自衛隊道路を通行せず長浜地区へのルートに
ついては，市道西部２号線を経由するルート
があるが，県道に接続するまでの距離が約３
倍となり，かなりの廻り道となっている。今
回，要望のあった長浜内川内線から県道長浜
手打港線へ接続する路線については，高低差
が約３３０ｍあり，これを通常の道路勾配
（７％程度）で計画した場合，道路延長が約
５ｋｍ必要となり，尾岳の急峻な山腹を周回
することから法面崩壊等，防災上の問題も出
てくる。このため，長期的な視点から内川内
地区から東側へ向うルートについては，長浜
地区へのルートのみでなく鹿島方面への接続
も含めて幅広く検討したい。当面は，西部２
号線の危険箇所を解消するために部分拡幅等
を検討したい。

関係機関と調整する。新たな新設道路は，難
しいため，西部線の部分的改良する方向で検 ・未着手
討中。

・未着手

下水道課

下水道の整備は多額の建設貹と供用開始後の
維持管理経貹を必要とするため，地域住民に
も負担をお願いしなければならない。このた
め，計画に当たっては下水道に対する住民の
理解を得たうえで進める必要がある。手打地
区では計画に先立ち，地域住民で意向調査を
实施してもらったが，建設及び速やかな接続
に対して８０％を超える同意をいただき，着
工に至っている。今後，長浜地区でも意向調
査を实施していただくとともに，職員による
出前講座等を实施し理解を深めて頂いて，そ
の結果を踏まえて財政的・技術的・实施時期
等の問題を含め，どのような事業で取り組ん
だ方が良いか検討してまいりたい。

回答概要と同様

観光課

平成１９年度，甑島観光振興のため，「瀬尾
観音三滝公園整備基本計画」を地元代表によ
る検討会により策定したところである。この
基本計画に基づき同公園を防衛施設周辺整備
事業として事業化できないか，これまで防衛
省と協議してきたが，レーダーサイトの更新
工事が完了していないことなどから，現時点
では採択は難しいとのことである。したがっ
て，今後も引き続き防衛省と協議を進めると
ともに，他の財源も視野に入れながら事業化
を検討していく。

回答概要のとおり

商工振興課

平成１９年度の運行に要した貹用は，約１億
３百万円で，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，バスの小型化，低料金化は難しいと考
える。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，本土のくるく
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。いずれ
にしても，利用者増につなげる対策が課題で
ある。
そこで，別の方法として，例えば市の方でワ
ゴン車を準備しまして，地区コミュニティ協
議会に無償で貸不をさせていただいて，地区
コミの方で無料運行するといった手法も考え
られるのではないかと思っている。このよう
な方法を甑島地域の地区コミの方〄とぜひ一
緒に研究をさせていただきたい。

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。

地区コミュニティ活性化補助事業は，事業を
实施することにより，地区の活性化に繋が
り，かつ，継続的な成果を期待できるものに
対して補助をしている。夏祭りや花いっぱい
運動など，これまでの事業に付加価値をつけ
るもの，また，地区の特性や資源を活かして
新規に事業化するものなど，事業に係る消耗
品や備品等を整備するための補助金を出して
いる。事業期間が１８年度から２１年度まで
コミュニティ の４年間であり各地区２事業まで（１回に付
課
き２０万円まで，２回で最高４０万円）を想
定している。２０年度までにほとんどの地区
において活用され，今後は，独自で事業を継
続的に实施される予定である。
鹿島地区においては，すでに２回活用をされ
ておりますので，市の提案公募型補助金ほか
県等の補助金の活用を図っていただきたい。
現時点では，予定どおり平成２１年度までと
し，事業实施も２回までとさせていただきた
い。

進捗状況（H2１年度末）

回答概要と同様

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

○

○

回答概要と同様

薩摩川内市総合計画（平成２２年～２４年度
期）に「瀬尾観音三滝公園総合整備事業」を
登載しているが，現状では下甑地区への入り 平成２１年度末に同じ
込み実数や財源の確保などの課題もあり，整
備については今後十分検討する必要がある。

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」を实施した。調査結果の中にバス
の小型化も提案されており，今後甑島の实情
に合わせたバスの導入を図っていきたい。な
お，本年度上甑に小型バス（１５人乗り）１
台を導入した。

鹿島地区においては，すでに２回活用をされ
ておりますので，市の提案公募型補助金ほか
補助金要領を改正して，鹿島地区コミュニ
県等の補助金の活用を図っていただきたい。
ティ協議会の３回目の申請を受け，補助金を
現時点では，予定どおり平成２１年度までと
交付した。
し，事業实施も２回までとさせていただきた
い。

－6－

進捗状況（H22年度末）

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实施し，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。
さらに平成２４年４月の民営化後，運賃を
１００円均一する効果（利用人数の動向）を
見極めながら，必要によりバスの小型化を实
施し，デマンド交通を導入するなど，住民に
とって利便性の高い交通体系を検討していき
たい。

○
注）
２０
年度
補正
予算
（臨
時交
付
金）

○

下甑地域まちづくり懇話会
開催
年度

H22

H22

H22

H22

H22

H22

H22

議題

1

2

3

地区

進捗状況一覧

議題内容

－7－
所管課

回答概要

鹿島

地域おこしをはじめ，地域の独特の課
題を解決するためには，どうしても核
となる資金が必要である。この資金を
有効に活用しながら活動することに
よって強いては数倍・１０数倍の経済
の波及効果を生み出し，また，若者の
定住を促進することにつながると思わ
れるので，地域活性化のための地域振
興基金の創設をよろしくお願いした
い。

財政課

今年度の基金の全体見直しの中で，この基金
を一元化，一本化して市民の方〄の幅広いご
要望・ニーズに対応できないか，現在検討し
ているところである。全市的なこの市民活動
を支援するための基金については検討中では
あるが，この基金を設置するしないにかかわ
らず，提案公募型補助金，地区コミュニティ
活性化事業補助金，その他既存の補助金を継
続し，場合によっては必要な改善・拡充を行
いながら，地域の皆さんの活動を引き続き支
えて参りたい。

Ｈ２２年度中に行った基金の見直しによ
り，「市民活動支援基金」を設置し，Ｈ２３
年度から市民活動を支援する事業に活用して
いくこととした。

手打

農林産物加工センターの２階部分を
「郷土料理研究施設」として改造して
いただければ，地元に自生する山菜
（ツワブキ等）や地元農産物を利活用
した料理研究をさらに進められるとも
に，改造することにより昼食施設とし
ても活用出来ると思われる。

農政課

農林産物加工センターについては，国県の補
助事業で建設されたいるため，使途を限定さ
れている。食事を提供する上で地区コミュニ
ティセンターを改造すれば，何とか上手く使
えるのではないかと御提案したい。

農林産物加工センターについては，補助事業
で建設されているため，使途を限定されてい
ます。他施設(コミセン等）の活用について，
ご協議いただきたいと思います。

観光課

素晴らしい断崖である。安全性をある程
度考慮するのであれば，例えば海から見
るようなコースを設定して，来年４月に
就航予定の新しい観光船｢かのこ｣という
のを造っているので，それを上手く活用
して，鹿の子百合ですとか野カンゾウを
鑑賞するようなことはできないか，そう
いう部分も含めて勉強させていただけれ
ばと思う。

回答概要のとおり

観光課

当施設の改修は，なかなか難しいと考え
られる。隣にコミュニティセンターがあ
るので，こちらの方もコミュニティセン
ターの活用も含めて，活用ができないか
支所も含めてコミュニティ協議会の皆様
方と相談させていただけたらと思う。

回答概要のとおり

子岳地区（片野浦海岸線）は，鹿の
子百合や野カンゾウ，野菊，おこし
(芝に似た草)の自生する景勝地であ
る。しかしながら現在は，インフラ
整備がされておらず，景勝地であり
子岳 ながら観光名所になっていない。こ
れを生かし，観光実を呼び込むため
に，片野浦キャンプ場からミッチリ
海岸まで，「観光用遊歩道並びに展
望所」を整備してもらいたい。

4

現在未利用の旧温泉太郎（浴場）施
設を改修して，瀬〄野浦の良さを生
西山
かした観光拠点となる「体験型交流
施設」に整備してもらいたい。

5

内川内地区には，素晴らしい景観の
一番滝があるが，見えるスポットま
での道路がないので，高岩神社まで
車が入れる道路と駐車場を整備して
いただければ，内川内の観光の名所
内川内 になると思う。途中に畑も有り，生
活道路として，農業振興にも大いに
役立つと考える。また，神社から海
岸までの遊歩道と途中に展望所を整
備していただければ，海岸を利用し
た観光もはかられ，真砂石の美しい
海岸が生きてくる。

6

長浜城ノ田地区は，平らな畑の面積
も広く，長浜では一番の農地である
が，車の進入ができないこともあっ
長浜
て，農耕者が減尐し荒地が多くなっ
ているので，城ノ田地区への道路の
整備をお願いしたい。

7

山と川を利用し，子供らが川遊びで
きる昔ながらの自然な川にもどし，
青瀬 ホタルが飛び舞うようなホタルの里
づくり「ボーシ山自然公園の整備」
を要望したい。

進捗状況（H17年度末）

進捗状況（H18年度末）

進捗状況（H1９年度末）

道路整備ということについて，若干話を
させていただくと，この内川内集落につ
いては，現時点において生活道路である
集落道路の整備を優先している状況であ
る。今回，高岩神社までの道路整備と神
建設整備課 社から海岸まで下りる遊歩道整備という
ことでご要望があったが，西海岸独特の
急傾斜地という現地の状況から工事中あ
るいは施工後の安全性等を考えたとき
に，非常に厳しいと考えているので，ご
理解いただきたい。
農道を市道薬師線につなぐことは，工事
の問題も含めて大きな課題があり，非常
に難しいと思う。ただ，城ノ田地区の２
ヘクタールを超える農地を利用していく
ために，農道を入れることは非常に可能
耕地課
性が高いと思われる。地権者の皆さんと
農地利用について，利用の仕方や，ある
いはみんなで地域を活性化する道具とし
て使えるようにご検討いただければあり
がたいと思う。

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

○

○

・未着手

農免農道を市道薬師線につなぐことに関
しては、大きく迂回したり、橋を架けた
りする必要があり、非常に工法的に難し
い部分がある。
また，今後利用策・活用策について具体
的な話が出てきたら，地元コミュニティ
協議会や地権者の皆さんと農地利用につ
いて協議させていただきたい。

青瀬地区については，現在，瀬尾観音三
滝公園への道路整備を進めているところ
である。従って，瀬尾観音三滝公園の有
効活用のための整備とＰＲに努めること
建設整備課 としたいというふうに考えている。そう
いったことから今回要望にありました
ボーシ山自然公園の整備につきまして
は，現時点においては考えていないの
で，ご理解いただきたい。

・回答概要のとおり
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