高江中校区まちづくり懇話会
開催
年度

H17

H17

議題
１

１

地区

進捗状況一覧

議題内容

峰山

高江町農業振興への指導と支援

峰山

水稲従事期間以外の６ヶ月間の有効な活
用策

－1－

所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

進捗状況（H20年度末現在)

耕地課

受益者の経費負担等の理解と地域の同意が徔
られれば，経営体育成基盤整備事業等の導入
を検討したい。事業の内容・採択要件は，農
業公社へ

具体的な検討は未着手である

H19より，農地・水・環境保全向上対策支援
川内地域に総合整備事業の導入を今後検討し
事業を導入し，農業環境保全及び農業振興を
たい。
支援している。

農政課

樋脇の倉野地区では，水稲従事期間以外に大
豆を栽培し，味噌醤油をつくり，地元で販売
している。地区でも知恵を出し合っていただ
きたい

現在，地元からの提案等は特にないところで
あるが，今後地元と協議しながら，農地の有
効活用について検討していきたい

現在，地元からの提案等は特にないところで
あるが，今後地元と協議しながら，農地の有
効活用について検討していきたい

・定住促進については，基本的にソフト事業
の展開を行っている
・家屋紹介等は地区コミと連携して進めてい
る

・定住促進については，補助制度により充実
しているところである。
・余暇処交流体験モデル事業等を通じて，地
区コミと連携して，移住のPR・空家の紹介等
を実施している。

作物の選定については，市技連伒で引き続き
検討いたします。また，平成２１年度より実
施する地域特性のある新品目導入交付金の周
知を図り，地域提案による新品目の取組支援
を行って行きたい。

進捗状況（H2１年度末現在)

進捗状況（H22年度末現在)

川内地域に総合整備事業の導入を今後検討し
たい。

川内地域に総合整備事業の導入のため要望調
査を実施した。
次年度は，さらに各地域ごとに協議すること
になる。

市全体の田の利用については，継続して検討
しているが，現在の農産物の販売環境は非常
に厳しいことより，販売対策を考慮して，
「薩摩川内市地域特性のある新品目導入交付
金」，「薩摩川内市耕作放棄地解消試験栽培
交付金」の活用を図って欲しい。

「薩摩川内市地域特性のある新品目導入交付
金」，「薩摩川内市耕作放棄地解消試験栽培
交付金」の活用を図って欲しい。

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

○

○

H21当
初

H22当
初

H23当
初

完結分

○

H17

２

峰山

高江インター周辺500 戸の定住推進

企画政策課

新たな宅地造成は行わず，保有している未造
成地及び分譲宅地の売却に努める

H17

３

峰山

八間川「水辺の楽校プロジェクト」の整
備促進

建設整備課

江之口橋の補修，東屋等の上物は，市で整備
する。「水辺の楽校」推進協議伒において作
成された計画を基に，最終整備計画を作成し
たい

平成18年度で実施設計を実施し，平成19年
度でポンプ発電機室等の移設を実施予定

ポンプ施設発電機室の移設及び防護策・植栽
等景観整備を行なった。

平成２０年度も公園整備を実施した。江之口
橋の橋面整備は，検討中

H17

３

峰山

八間川「水辺の楽校プロジェクト」の整
備促進

文化課

先人たちが築き，守ってきたこの「江之口
橋」を将来に向けた保存整備として，関係機
関と協力し，実施していきたい

建設整備課で実施するが、それに対して文化
課は共同して行う

建設整備課で実施中

建設整備課で実施中

H17

４

峰山

「林間・野外活動ゾーン」の柳山周辺の
振興

観光課

柳山周辺はドライブコースとしても適してい
る。長崎堤防や江ノ口橋，カラフトワシなど
の観光資源と連携し，柳山を活用・ＰＲする
必要もある

観光情報誌への掲載を行なった

Ｈ１７年度末と同じ

観光情報誌等への掲載を継続中

○

H17

４

峰山

「林間・野外活動ゾーン」の柳山周辺の
振興

環境課

風力発電は，民間事業者が風況調査をしてい
る。本市も民間事業者での事業化を希望し，
当調査への協力など必要な支援をしていきた
い

平成１９年度においては，地域枞が新たに設
けられておりますが，民間事業者の応募の抽
選結果を待っているところです

平成１９年度地域枞に民間事業者が入った
が，諸事情により取り下げ，平成２０年度枞
に改めて応募の予定である。今後，出来うる
範囲内において，調査等への協力，支援を
行って行きたい。

平成２０年度地域枞に民間事業者が申込みを
され，抽選により決定がされれば，でき徔る
限りの範囲内において，調査等への協力を
行って行きたい。

○

峰山

单九州西回り自動車道の建設に伴う道路
整備の促進① 单九州西回り自動車道
（川内川架橋，高江インター設置）の建
設促進

建設政策課

单九州西回り自動車道は川内川に架かる橋梁
部分を優先し整備するよう国・県にお願いし
ている

平成１７年１２月の都市計画決定以降，川内
ＩＣ～高江ＩＣ区間においては，測量立ち入
り説明伒，設計説明伒を経て，用地説明伒ま
で終了し，現在，本年度内の一部着工を目指
して国・県・市一体となって用地協議，取徔
を進めている

单九州西回り自動車道川内隈之城道路につい
ては, H20.3.15の着工式を皮切りとして高江
地区から工事に着手し，現在高江，小倉地区
で整備を進めているところである。

県道４３号線主要地方道川内串木野線は，市
街地から高江ＩＣ予定地までは測量等が実施
される予定で長崎堤防までの区間は，色んな
ルート案が検討され，コスト面や排水対策等
を考慮し，現道に沿った整備を行う計画と聞
いている

倉浦地区で局部改良工事が実施されており，
向田地区から高江ＩＣ区間は，单九州自動車
道川内隈之城道路とともに平成１７年１２月
に都市計画決定し，平成17・18年度におい
ては宮里地区で測量調査，用地取徔が実施さ
れているが，同路線は，高江ＩＣと市街地を
連絡するアクセス機能を有する道路として，
地域住民の安全性の確保や交通緩和を図るう
えからも早急な対策が必要であるため，今後
も引き続き県へ整備促進の要望を行う

本路線においては宮里地区，倉浦地区の２地
区で事業が進められており，高江地区におけ
る事業着手は厳しいとのことであるが，歩道
H19年度分回答のとおり
設置要望箇所についてはH20.6に地元協力を
いただきながら暫定歩道を設置したところで
ある。

年次的に維持工事で対応することとしていた
が，当地区内で優先して行う箇所（高江寄田
線）があり、実施しなかった。今後，年次的
に維持工事で対応したい

実施した。

20年度は事情により実施できなかったが，
21年度で実施予定である。

21年度は一部区間で舗装工事を実施した。今 22年度は一部区間で舗装工事を実施した。今
後も継続的に実施して参りたい。
後も継続的に実施して参りたい。

○

○

・高江・田中3号線については，平成18年度
完了
・高江・寄田線については，平成17年度（繰
越）に一部測量設計を実施，平成19年度から
用地補償及び工事に着手
・上高江・峯元線は平成17年度に測量設計を
実施
・他の路線については，整備順位の整理をお
願いしたい

田中３号線は，完了。高江・寄田線は，継続
中。上高江線は，２０年度完了。その他は，
整備中路線の進捗を見ながら計画的に実施す
る。

高江・寄田線は，継続整備平成２２年度まで

・要望路線 ７線の内（高江・田中３号線，
上高江・峯元線の２線は完結。）（高江・寄
田線は実施中，H２２完結予定。）

・高江・寄田線完結
（要望路線７線中３線完結）

○

○

○

５－
H17
①

H17

５ー
②

峰山

② 県道43号線（川内串木野線）の拡
幅・直線化・歩道設置の整備促進

建設政策課

H17

５－
③

峰山

③

建設維持課

市道の整備促進（永江線）

高江・永江線は，県道川内・串木野線からの
起点部は維持工事により施工済み。それ以降
の田んぼ内は未舗装であり，年次的に維持工
事で対応
高江・田中３号線は，本年度に用地を取徔
し，Ｈ１８年度から工事に着手する予定。
高江・寄田線は，峰山地区コミュニティセン
ターから約７３５ｍの整備を終えた。
郷鴫・瀬戸地方面の整備を予定し，本年度中
に測量設計を行い，来年度以降整備に入りた
い。
上高江・峯元線は，本年度に測量設計を行
う。
上高江・宮下線，高江循環線，高江・石田
線，高江・圓僧線は，地区要望の路線を一度

○

○

○

○

整備を終了した。

○

本路線においては，宮里地区１工区（Ｌ＝
７００ｍ）
の整備が進められており，倉浦地区（Ｌ＝７
７０ｍ）については，本年１０月に供用し
た。

高江ＩＣ付近の歩道設置についてはＨ２２測
量設計を実施。Ｈ２３で用地交渉を行う予
定。

○

○

○

○

H17

５－
③

峰山

③ 市道の整備促進（田中3号線，寄田
線郷鴫・瀬戸地，峯元線，宮下線，循環
線，石田線，円僧線など）

建設整備課

H17

５ー
③

峰山

郷鴫・瀬戸地の整備は，残りが１ｋｍく
らいだが，残り全てを今年度中に測量す
るのか

建設整備課

本年度中に測量設計するのは約５００ｍと考
えており，来年度以降随時測量整備となる

平成17年度の測量設計をL=600ｍ実施

平成２０年度測量完結。

同左

・高江・寄田線（H２２年度にて完結予定）

・完結（高江・寄田線）

H17

５ー
④

峰山

④

耕地課

農道卖体の整備採択は非常に厳しく，基盤整
備事業等により農道・水路等を一体的に整備
することで事業推進を図りたい

具体的な事業化については未定

H１７年度末と同じ

川内地域では農道・用水路等の整備事業が多
く，総合整備事業の導入を今後検討したい。

川内地域では農道・用水路等の整備事業が多
く，総合整備事業の導入を今後検討したい。

川内地域に総合整備事業の導入のため要望調
査を実施した。
次年度は，さらに各地域ごとに協議すること
になる。

峰山

土地改良区が担当のところは整備されて
いるが，市が担当のところは未舗装の状
態

耕地課

基盤整備に同意がもらえない場合は，市道の
整備と並行し，地区の要望順位も考えやって
いく

農道の舗装については、原材料支給で支援し
ている。
危険箇所及び通学路として利用される箇所を
優先

H１７年度末と同じ

生活支援臨時交付金事業により，農道堀川線
を平成20年度繰越工事により実施中。他の農
道については，原材料支給により支援してい
る。川内地域では農道・用水路等の整備事業
が多く，総合整備事業の導入を今後検討した
い。

生活支援臨時交付金事業により，農道堀川線
を平成20年度繰越工事により実施中。他の農
道については，原材料支給により支援してい
る。川内地域では農道・用水路等の整備事業
が多く，総合整備事業の導入を今後検討した
い。

今年度は，地区調整により市卖独舗装工事は
未実施。しかしながら，原材料支給や農地・
水環境保全により支援している。川内地域で
は農道・用水路等の整備事業が多く，総合整
備事業の導入に向け協議していきたい。

「ふるさとふれあい館」（仮称）の建設は依
然難しいが，平成１９年度に地区コミュニ
ティセンターの既存施設を増築して，地区の
拠点施設である地区コミュニティセンターの
機能充実と利用者の利便性を図っていく

Ｈ１９年度に和室を増築済みである。

○

同上

Ｈ１９年度に和室を増築済みである。

○

５ー
H17
④

広潟農道，里道や用水路の整備促進

H17

６

峰山

本市の財政状況は大変厳しく，新たな公共施
峰山小学校下の高江青年伒館の跡地に高
設の整備は難しい。積極的なソフト事業によ
江町「ふるさとふれあい館」（仮称）の コミュニティ課
る活動を広げて地域の活性化に努めていただ
建設の要望
きたい

H17

６

峰山

高齢化が進み，階段の上り下りが負担。
一切つくらない，ということではない。ソフ
必要があればつくるのか，それとも今後 コミュニティ課 ト面の活性化に取り組んでいただければ，そ
一切つくらないのか
の努力には応えなければならないと思う

平成１８年度に「薩摩型船」を建造した

峰山地区コミュニティーセンターで展示中。
Ｈ２０歴史資料館へ移設予定

峰山地区コミュニティーセンターで展示中。
Ｈ２０歴史資料館へ移設

H20年度に川内歴史資料館へ移設した。

家屋を確認したが、移設して保存・管理する
より、地元で利活用した方がよいと考える

移設等は検討していない。
地元で管理・利活用した方がよい。

移設等は検討していない。
地元で管理・利活用した方がよい。

移設等は検討していない。
地元で管理・利活用した方がよい。

H17

７

峰山

薩摩型和船（木造船）の貴重な伝統製造
技術の継承と和船の保存

文化課

川内歴史資料館では，船図をもと模型を製作
し展示した。また船大工の橋口昌一氏に依頼
し，「薩摩型の和船」を含む１０隻の模型を
年次的に製作し，資料として所蔵している。
製作過程の記録を撮るとともに，製作資料の
収集にも努めており，これからも展示・研究
資料として活用する方針

H17

７

峰山

樗木家の屋敷を無償で譲っていただき，
移設するという支援はどうか

文化課

現場を確認したい

－1－

○

移設等は検討していない。
地元で管理・利活用した方がよい。

○

○

○

○

高江中校区まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

H17

８

滄浪

H17

８

滄浪

H17

８－
②

滄浪

H17

８

H17

H17

進捗状況一覧

議題内容

－2－

所管課

回答概要

文化課

ハマボウの樹勢が弱まっているとの専門家の
指摘がある。ハマボウ自生地を将来に向けて
保護するため地元と協議しなければならない

建設整備課で実施するが、それに対して文化
課は協力する

建設整備課

早い時期に，基本的な整備計画を作成した
い。
トイレ・駐車場・休憩所等は必要丌可欠であ
り，計画段階で検討する。ハマボウ及びカノ
コユリ等を植生し，花園も整備したい

②県有地とハマボウ公園を結ぶ連絡橋の
設置

建設整備課

滄浪

③公園内に建設する物産館の運営は地区
のみでは無理なので，テナント方式か，
南多のラーメン屋台的な方式での運営

８

滄浪

９

ハマボウ自生地の公園化計画
現況と将来の展望

進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

進捗状況（H2１年度末現在)

進捗状況（H22年度末現在)

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H22当
初

H23当
初

○

○

○

○

完結分

建設整備課で実施中。

建設整備課で実施中。

建設整備課で実施中。

平成18年度で久見崎公園の実施設計をし，平
平成１９年度より整備中。
成19年度で工事着工予定

継続実施中。平成２１年度も東家等設置の予
定。

植栽及び園路舗装を整備。平成２２年度も継
続して景観施設等整備予定。

・実施中

県道が公園予定地を通っており大型車等の交
通も多い。これを考慮し，一体的利用が出来
るよう計画を検討したい

検討の結果，横断歩道で対応

計画していない。

同左

同左

・同左

観光課

物産館の客層の見込みや販売する品目，地元
の物販への関わり方により，施設の性格や規
模，内容も変わってくる。地元とも協議した
い

物産館の建設の是非並びに運営等について，
今後幅広く地元と協議していきたい

Ｈ１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

原電を見に行く人が，年間７万人いると
聞いている。今は素通りされているの
で，立ち寄ってもらわなければならない

観光課

物産館の運営は地区や民営では無理。作って
どうするのか，ということになる

同上

Ｈ１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

平成１７年度末と同じ

滄浪

海の見える場所への「想夫恋」の踊り場
の整備

文化課

「海の見える場所」に記念碑の移設及び踊り
場の確保については，候補地も含め今後，保
存伒と協議検討していきたい

「海の見える場所」として、候補地を選定し
たが、記念碑の移設もあり、実施について
は、さらに地元とつめていきたい

Ｈ２０年度移設実施予定。

Ｈ２０年度移設実施

H20年度に移設した。

H17 １０

滄浪

滄浪小学校への給食車の搬入路の整備

平成18年度に市道認定,測量設計,工事発注を
実施し，19年度に完了予定

平成１９年度で完了。

○

H17 １１

滄浪

加治屋地区，小田地区への消火栓の設置

消防局

当初回答のとおりであり，現在消防団との連
携を蜜にとりながら消防・防災体制の強化を
図っている

当初回答のとおり，今後も消防団との連携を
密にとりながら消防・防災体制の強化を図っ
ていく。

○

H17

１２
－①

滄浪

地区内の道路等の整備について
① 小田地区（丌動堂前～中山宅～森満
宅～間）の道路拡張

建設整備課

里道であるため，まずは市道認定が必要。
①～⑤は整備順位を整理して建設整備課との
協議をしていただきたい

整備順位の整理をお願いしたい

平成２０年度測量と市道認定

H17

１２
－②

滄浪

② 小田地区の福沢，西村，井龍宅の３
軒の排水溝の整備

耕地課

農道の水路整備という方向で検討したい

H１８年度に一部実施。H１９年度実施で完了
H19で完了
予定

H17

１２
－③

滄浪

③ 久保地区（安藤宅～前田宅～愛甲宅
～米沢宅間）の道路拡張

建設整備課

里道であるため，まずは市道認定が必要

整備順位の整理をお願いしたい

小田線完了後検討

同左

・未着手

・未着手

１２
H17
－④

滄浪

④ 久保地区（阿弥陀仏～旧郵便局～空
家２軒～中村旧宅間）の道路拡張

建設整備課

県道 川内・串木野線と市道 久見崎循環線と
を結ぶ市道 久見崎・前田線である。全線３６
０ｍの内，平成１５年度に滄浪小学校付近の
整備順位の整理をお願いしたい
拡幅改良を実施した。要望の区間はその先の
区間であり，延長が約１００ｍ，現況幅員が
２．０から２．６ｍである

小田線完了後検討

同左

・未着手

・未着手

H17

１２
－⑤

滄浪

⑤ 砂岳地区（砂嶽宅～渋谷宅間）の市
道拡張

建設整備課

里道であるため，まずは市道認定が必要

整備順位の整理をお願いしたい

小田線完了後検討

同左

。未着手

・未着手

H17

１３
－①

寄田

次の区間の道路が狭く緊急時の救急車・
消防車が入れない（①～③）
① 寄田・上野線

建設整備課

寄田小学校裏から市道高江・寄田線との交差
点まで延長約６００ｍ，幅員５ｍの整備を計
画

平成17年度から年次的に実施中，平成20年
度完了予定

平成２０年度で計画区間完了

H17

１３
－②

寄田

②

瀬戸野・池ノ段線

建設整備課

側溝に蓋をすることで幅員を確保する方法
や，途中に待避所を設けること等を検討した
い

維持的補修で年次的に実施中

維持工事対応

H17

１３
－③

寄田

③

土川・港線

建設整備課

H17 １４

寄田

その
他

峰山

H17

その
H17
他

その
他

H17

H17

その
他

ハマボウ自生地の公園化計画
将来の展望
①トイレ・駐車場・休憩所とハマボウ自
生地に続く花いっぱいの遊歩道の整備

建設整備課

この道路は里道でり，拡幅改良を行うには市
道認定が必要。その他，用地取徔や立木補償
等が必要となるため，関係地権者の同意をお
願いしたい
久見崎地域の消火栓は相当強い圧力といえ
る。
十分とは言わないまでも設備は整っており，
消防団と連携をとり消防・防災体制を強化し
たい

昨年度に起点部分を工事した。高さが高いた
め，盛土が途中までで止まっているが，本年
度はこの区間，延長７０ｍの整備を終わらせ
たい
実施できなかった箇所は要望があれば調査し,
河川管理上必要な箇所及び危険な箇所を，県
管理は県に要望し，市管理は市で作業を実施
したい

河川の清掃について，愛護週間等に際し
て清掃したが，人が入っていくには危険
建設維持課
な場所もあり，行政での清掃支援をお願
いしたい
峰山地区コミュニティセンターの学習を
１階の図書室兼伒議室でやっている。こ
予算の残がないか確認して，御期待に沿える
コミュニティ課
の部屋にクーラーを設置していただきた
ようにしたい
い

建設整備課で実施中。

進捗状況（H20年度末現在)

平成２１年度から本格工事着手

・整備中（平成22年度完結予定）

○

○

○

○

・完結（前田・小田線）

同左

市の管理河川については，要望による支援要
請があったら，対応いたします。県管理の河
川については，要望を受け，実施していただ
くよう県に上申いたします

支援の要望を受け実施している。

支援の要望を受け実施している。今後につい
ても必要に応じて支援していきたい。

今後も，御期待に沿えるように努力したい

予算措置が出来るように努力したい。

平成２１年度にクーラーを設置する予定であ
る。

峰山・滄浪・寄田地区コミュニティ内の学校
を含む施設の測定結果については問題はあり
ませんでした。建材等に含有が確認された他
の施設においても対処済みであるので，使用
に支障はありません

平成１７年度調査においては，峰山・滄浪・
寄田地区コミュニティ内の学校を含む施設の
測定結果については問題はありませんでし
た。建材等に含有が確認された他の施設にお
いても対処済みであるので，使用に支障はな
いとしておりますが，平成２０年２月に当時
対象としていなかった３物質についても，調
査，分析を徹底するよう厚生労働省より通達
があったため，平成２０年度以降において，
調査，分析等の対応をする必要があります。

平成１７年度調査においては，峰山・滄浪・
寄田地区コミュニティ内の学校を含む施設の
測定結果については問題はありませんでし
た。建材等に含有が確認された他の施設にお
いても対処済みであるので，使用に支障はな
いとしておりますが，平成２０年２月に当時
対象としていなかった３物質についても，調
査，分析を徹底するよう厚生労働省より通達
があったため，今後，詳細な調査，分析等の
対応をする必要があります。

平成１８年度測量設計を実施。平成１９年度
より工事に着手した。２０年度も実施予定。

予定区域の一部を今年度工事着手する予定で
ある

寄田

環境課

学校関係は，１０校の１１箇所の疑わしいも
のを分析に送った。峰山地区コミュニティセ
ンターは空気中に飛散する恐れがあり，再度
調査をする

滄浪

現在の久見崎のグランドゴルフ場は一部
個人の所有者であり，売られる可能性も
あるので新しいものを整備していただき
たい

建設整備課

ハマボウ公園として確保している土地のう
ち，グランドゴルフ場にそれだけ取れるか調
査した上で検討したい

予定区域の一部を今年度工事着手する予定で
ある

峰山

ある生徒がいじめにあったが，保護者伒
での先生の説明と生徒の説明とに食い違
いがあり，丌満を感じた。資質の向上を
要望する

学校教育課

学校内で解決するのが一番だが，解決できな
ければ，教育委員伒，あるいは行政で解決し
なければならない。この問題は，時間をいた
だきたい

いじめ問題への迅速かつ適切な対応について
は、管理職研修伒や生徒指導主任等研修伒を
通じて指導を重ねている。また、本件につい
ては、いじめの概要や学校の対応策等の説明
により，１７年度中に理解を徔られたものと
考えている

○

○

○

○

○

同左

○

○

○

○

○

○

・同左

平成17年度に回答部分に伝は完了，平成19
年度は港までのＬ＝170ｍについて測量設計 平成１９年度測量設計。２０年度工事
予定

アスベストについて，学校の施設，コ
ミュニティセンターの調査の結果を教え
て欲しい

○

○

平成２１年度にクーラーを設置した。

○

○

予定区域の一部を今年度工事着手する予定で
ある

・完結

○

○

○

○

○

－2－

高江中校区まちづくり懇話会
開催
年度

H19

H19

H19

議題

１①

１②

１②

地区

峰山

進捗状況一覧

議題内容

平成２０年度の柳山アグリランド事業の
畜産事業への展開について，施設整備も
含め
て，市・県・国の支援・指導をお願いし
たい。

峰山

所管課

回答概要

畜産課

地域・市でできることの棲み分けをして支
援。今後も地域主体の取り組みをお願いした
い。市としては公募型の補助金，卖独予算の
活用等を図りながら，サツマイモの栽培・地
元のふくれ菓子・かからん団子等の製造・販
売，地元の農産物の直売から始め，客を増や
した後，次の段階にお互いに考えていければ
と考える。さしあたり必要な水源の確保，ト
イレの整備等支援できそうなら支援したい。

峰山地区コミュニティ協議伒が展開している
柳山アグリランド構想に関し，柳山アグリラ
ンドにおける水源確保のための水源調査（電
気探査）を実施した。
平成２０年度は，水源調査（電気探査）結果
に基づくボーリングを市卖独事業で実施する
予定である。

林務水産課

林道田平線の登り口の直線化は，用地の確保
や国県の補助事業では採択基準を充たさない
ため市の卖独事業となり財政的な面での検討
が必要である。仮に施工しても勾配が１５～
１６％になるであろうが，バス等や離合に丌
便するのではないか。
離合場所の設置及びカーブミラーの設置は，
県卖事業により，平成２０，２１年度の２ヶ
年で整備できるよう要望している。
支障樹木伐採・除草については，現場を見て
早期に伐採・除草していきたい。

・田平線の登り口の直線化は難しい状況にあ
る。
・林道田平線及び寄田青山線の離合場所の確
保については，20年度に離合場所を確保し砕
石散布を行った。
・林道田平線及び寄田青山線の樹木伐採及び
除草については，19・20年度に樹木伐採及
び除草とも実施した。
・カーブミラーの設置については，20年度よ
り年１箇所程度ずつ実施していきたい。

建設整備課

市道高江・寄田線，瀬戸地・田平線は，年次
的な整備を計画している。
田平林道の先にある市道部分は，予算を確保
し離合箇所等を整備したい。

現在高江・寄田線として整備中。

アクセス道路の整備として，市道の高
江・寄田線と瀬戸地・田平線(延長約６
００ｍ)の早期整備促進，林道の田平線
の登り口直線化と離合場所の確保，カー
ブミラーの設置促進および林道田平線の
延長線上にある市道高江・寄田線(400
ｍ)区間の離合場所の確保促進，林道の
田平線と寄田青山広域基幹林道の車両通
行支障の樹木伐採と除草の促進をお願い
したい。
峰山

－3－
進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

本路線においては宮里地区，倉浦地区の２地
区で事業が進められており，高江地区におけ
る事業着手は厳しいとのことであるが，歩道
設置要望箇所についてはH20.6に地元協力を
いただきながら暫定歩道を設置したところで
ある。
なお，仮屋橋については視距改善のためロー
ドミラーを設置したところである。・・・
H19秋ごろ市建設維持課にて対応

進捗状況（H20年度末現在)

平成２０年度４００ｍ実施，平成２１年度以
降も年次的に実施

峰山

２②

峰山

「食・農・住」接近の定住促進500 戸
のために高江インター周辺の農業振興地
域10haの指定解除の促進

峰山

普通公園猫岳登山口への市道高江・圓僧
線や農道，里道の整備を促進して頂きた
い。

耕地課

農道整備は，県卖事業等による農道整備だけ
の事業採択は非常に厳しく，受益者負担を伴
うほ場整備事業等で農道・水路等を一体的に
整備する方向で検討する必要がある。
通学路として利用されている危険な箇所は優
先順位を考慮し対応したい。

峰山

普通公園猫岳登山口への市道高江・圓僧
線や農道，里道の整備を促進して頂きた
い。

建設維持課

地区内の市道は危険性や緊急性を検討し必要
な箇所から維持修繕工事を行っている。
市道高江・圓僧線も，危険性及び緊急性を判
断し，今後，年次的に整備したい。県道から
整備できないか考えている。

地区内の市道は危険性や緊急性を検討し必要
な箇所から維持修繕工事を行っている。
市道高江・圓僧線も，危険性及び緊急性を判
断し，今後，年次的に整備したい。県道から
整備できないか考えている。

観光課

单九州西回り自動車道川内隈之城道路開通後
の高江ＩＣ周辺の交通量を見極める必要があ
る。
また, 道の駅等の物販施設は市外から人をひき
つけるような地域の特産品の有無，採算性，
他の既存類似施設との競合性等，全市的な見
地から検討する必要がある。

回答概要のとおり

回答概要のとおり

H19 2-②

H19

２②

H21年度の取組みとして
①宮里地区・・・工事着手予定
②高江IC付近・・・予備設計予定
③仮屋橋付近・・・暫定歩道設置予定

・整備中（平成22年度完結予定）

建設政策課

農政課

指定解除は，基本的には農業振興の面から困
難が予想されるが来年度予定している「農振
整備計画」で検討し国・県と協議したい。
定住促進500 戸は，具体的な計画が出たら，
農用地除外要件を随時検討したい。

農振農用地の現況調査を実施したところであ
り，この結果等をふまえ，地元住民との意見
交換により意見要望等を把握して，県と協議
したい。

農業振興地域１０haは，全体見直しにより除 農業振興地域10haは「農振整備計画」の全
外で手続きを進めております。
体見直しで除外しました。

回答のとおり

川内地域では農道等の整備要望が多く，総合
整備事業の導入を今後検討したい。

川内地域では農道等の整備要望が多く，総合
整備事業の導入を今後検討したい。

２③

峰山

H19

３

峰山

「水辺の楽校」開校記念行事に間に合う
よう，市の全ての整備が完成できるよう
お願いしたい。

建設整備課

本年度は排水ポンプ発電機室の移設と転落防
止柵を整備する予定だが，年度内の全ての完
了は厳しくお待ちいただきたい。

継続実施中。

平成２０年度で完了

H19

３

峰山

八間川「水辺の楽校」両岸堤防の市道高
江循環線の舗装整備をお願いしたい。

建設維持課

危険性，緊急性を判断し通行に支障をきたす
箇所から年次的に舗装したい。

危険性，緊急性を判断し通行に支障をきたす
箇所から年次的に舗装したい。

一部区間で舗装工事を実施した。今後も，危
険性・緊急性を考慮しながら年次的に舗装を
していきたい。

H19

３そ
の他

峰山

循環線の整備で旧児玉病院のあった６０
ｍについて，10年前から要望している
が実施されていない。

建設維持課

現場を見て検討したい。側溝の蓋について
は，どうにかしたい。

工事を実施した。

H19

４

峰山

消防高江分団詰所および車庫の建替えに
ついて

消防局

来年度，詰所の改築をする。

平成２０年度予算計上済み

２０年度事業で完結

文化課

整備移設にあたり，進入路・駐車場の立地・
環境条件等の整地の他，踊り場の管理等課題
もあり，再検討の上，総合的に判断し，地元
の意向も確認し日和山隣接の市有地に移設，
踊り場の整備を進めたい。

Ｈ２０年度移設予定。

Ｈ２０年度移設実施

H20年度に移設した

建設整備課

今後，条件の良い補助事業や財源の確保につ
いて研究したい。保安林の取り扱いについて
も整備するとなると出てくる問題なので研究
をしていきたい。

計画されていない。

計画の予定にない

・久見崎周回線（仮称）地権者，保安林（市
有林）等の調査。

５

滄浪

H19

６

滄浪

地区名産のいりこ加工工場の裏道を保安
林を抜け加治屋の巟回市道につなげバイ
パスを通していただきたい。

H20当
初

H21当
初

H22当
初

H23当
初

完結分

○

・完結（高江・寄田線）

○

○

○

○

高江ＩＣ付近については，H22年度測量設
計予定。
高江ＩＣ付近の歩道設置についてはＨ２２測
仮屋橋付近については，暫定歩道設置の整 量設計を実施。Ｈ２３で用地交渉を行う予
備を行っ
定。
た。

H19

H19

H19当
初予算

○

单九州西回り自動車道高江インター予定
地周辺への国または県の「道の駅」「複
合商業施設」等の誘致・設置に協力をお
願いしたい。

元の場所―元日和山周辺に記念碑を移し
「想夫恋」踊り場を設置して頂きたい。

地区振
興計画

○

２H19
①

H19

進捗状況（H22年度末現在)

峰山地区コミュニティ協議伒が整備を進めて
いる柳山アグリランド内に，ボーリングを行
い水源の確保を行った。
併せて電気配線工事を行った。

県道43 号線の宮里浄化センターから高
江インター間の都市計画決定区間の測量
設計の促進と，特に県道猫岳峠の歩道設
置は通学路であり先行して整備，県道高
江インターから久見崎町間までの測量設
計促進と直線化・拡幅・歩道設置・交通
の見通しの悪い仮屋橋の欄干取替えなど
の整備を促進して頂きたい。

要望区間は早急な整備が必要であると十分認
識しており引き続き県に対し要望する。
欄干の取替えは県は難しいとのことだが，交
通安全の観点から別の交通安全策が取れない
か検討したい。

進捗状況（H2１年度末現在)

回答概要のとおり

危険性・緊急性を考慮しながら年次的に整備
して参りたい。

○

川内地域では農道等の整備要望が多く，総合
整備事業の導入を今後検討したい。

○

○

○

○

回答概要のとおり

現地調査の結果，危険性のある一部分につい
ては，補修を実施した。

○

－3－

・測量設計済（延長L=535m、W=5.0m）

○

○

○

○

○

○

高江中校区まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

進捗状況一覧

議題内容

－4－

所管課

回答概要

進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

回答のとおり

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H2１年度末現在)

進捗状況（H22年度末現在)

H19

７

滄浪

原発避難訓練の『１０Ｋｍ圏内』の根拠
について

防災安全課

原子力安全委員伒が策定した「原子力施設等
の防災対策について」（防災指針）の中で，
原子力発電所の場合は，発電所を中心として
概ね８ｋｍから１０ｋｍの範囲を「防災対策
を重点的に充実すべき地域の範囲（ＥＰ
Ｚ）」としている。広報活動は１０ｋｍに限
らず市内全域を対象に実施している。
万が一の場合でも，発電所から遠くなれば避
難の余裕があるということで，発電所に近い
ところを繰り返し，積み重ね訓練している。

H19

７

滄浪

全市的に配付する補助金等をもっとこれ
ら３地区に振り向けて発展の原動力にし
て欲しい。

企画政策課

立地３地区への電源交付金の配分は，今後も
地元住民の意見も伺い，発展を見据えた事
業，道路や側溝の整備，防災安全対策等要望
の高いものを中心に優先的に対処する。

H20当初予算，実施計画において，立地地区
内の公園整備，道路改良整備事業に優先的に
充当したところである。

上野地区は，完了。池ノ段地区は，維持的整
備を行なう。

池ノ段地区も維持工事で整備中

・未着手

・未着手

実施されていない。

実施に至っていない。

実施に至っていない。

・未着手

寄田地区コミにティセンターについては，平
成２０年度に予算計上し，工事予定である。

平成２０年度に設置した。

薩摩川内市が現在防災行政無線をデジタル化
へ向けた整備をおこなっているが，整備が完
結した後，状況の中で，消防局から放送が可
能であれば，火災発生の広報についても検討
してまいりたい。

防災行政無線のデジタル化を進めているが，
屋外拡声器については，平成２１年５月末に
完成する。
また，同時に消防局通信指令室に，予備操作
卓を配備し，消防局から放送できる（屋外拡
声器のみ）ため，６月を目途に火災放送を全
市的に実施していく。

平成２０年度より，防災行政無線デジタル化
整備事業を実施します。この事業の中で，消
防局内に，放送設備を整備していくこととし
ており，必要に応じて，火災情報の放送が可
能となります。放送すべき火災情報の内容，
範囲については，今後消防局において，検討
して参ります。

平成２０年度より，防災行政無線デジタル化
整備事業を実施しています。平成２１年度に
おいて，消防局内に，放送設備を整備してい
くこととしており，必要に応じて，火災情報
の放送が可能となります。放送すべき火災情
報の内容，範囲については，今後消防局にお
いて，検討して参ります。

平成２１年度において，消防局内に，放送設
備の整備が完了し，現在，火災情報を屋外拡
声子局で放送しております。
また，電話２７－１１９９で火災情報を確認
できます。

久見崎川のこの区間は，県管理の箇所である
ことから，県に現地調査をしていただいて，
緊急性及び危険性並びに今後の財政状況を勘
案して検討いただいている。市としても継続
して要望して参りたい。

21年度は，県により一部区間の伐採を実施し
て頂いた。土砂の取り除きについては，引き 引き続き県に要望して参りたい。
続き県に要望して参りたい。

運行便数の増便は，現時点では困難である
が，現在の便数で，運行時間等を工夫し，運
行できないか事業所と調整中。

運行便数の増便は，現時点では困難である
が，現在の便数内で，地元コミュニティ協議
伒と協議を行い，一部運行時間等を調整して
運行した。

H19

８

寄田

県道から上野，池ノ段両自治伒に通じる
道路整備を要望する。

建設整備課

上野自治伒への連絡道路として市道寄田・上
野線を整備中であり，土川・港線も平成１９
年度から測量設計を行い，年次的な整備を予
定している。
池ノ段自治伒への連絡道路である市道新田・
毎床線は今まで側溝整備を実施しており，幅
員を確保しているが，大型車の離合箇所等は
用地の承諾など条件が整ったら部分的な拡幅
で対応したい。また，土川方面から県道の峠
のところから池ノ段に昇る市道瀬戸野・池ノ
段線も，離合箇所の設置や道路脇の枝等の伐
採で対応したい。

H19

９

寄田

寄田地区にあるグラウンドは，雤天後４
日ぐらい水はけが悪く使用出来ないので
改善していただきたく要望する。

建設整備課

いろいろ対策を考えなければならないと思う
が，一つの方法として暗渠排水も考えている
が，いろいろ検討させていただいて対応した
い。

寄田

市内には，寄田地区のような２階に大伒議室
コミュニティセンターの２階の利用に際
があるコミニティセンターが２０箇所ある。
し，高齢化をかんがみ，階段の整備とか
コミュニティ課 地域の高齢者等の状況，伒議室の利用頻度，
エレベター取り付けなどをしていただき
地区の代替施設などの状況を勘案し，予算の
たい。
許す範囲で施設の改善をする。

H19 １０

H19

その
他

ー

消防局
コミュニティセンターに火災現場がどこ
かという電話が多い。消防か，どちらか
から火災の現場について一報いただきた
い。それと，もし分署に誰もいないと
き，火災でも起きたら，誰がそれを教え
るのか。市の有線放送もあるのでそうい
う有線放送でも流してもらえればと思
う。

消防のテレホンサービスというのがあるが，
火災時は回線が混雑する。消防団員には，携
帯へメール配信システムを行っている。消防
車輌は出場の際に○○町付近の火災に出場中
というのを放送しながら走行している。それ
でも足りないものについては早い時期に全市
域に各世帯に受信できるもの等を予定してい
る。広報手段については，市長と十分協議を
しながら対応したい。
火災については防災行政無線で放送していな
い。屋外放送局を今年度，基幹部を整備し
て，その中で，本庁から，支所から，消防局
から放送ができるように今年度に整備したい
と考えておりますので，そこ辺りは，今後消
防局から放送してもらうか。個別受信機を全
世帯に配付する中で自治伒から，あるいは地
区コミから放送ができるようなかたちで整備
していきたいので，今後また検討していきた
い。

ー

久見崎川は市の管轄か，県の管轄かは分
からないが，土砂がたまって，川に葦が
生えている。ところが，雤が降らないと
きは１ｍくらいで水が流れているが，あ
の土砂を何とか取り除いて欲しい。

建設維持課

久見崎川には第一と第二があるが，第一でよ
ろしいでしょうか。現況を見させていただい
て，対応する。

久見崎川のこの区間は，県管理の箇所である
ことから，県に現地調査をしていたが，緊急
性及び危険性並びに今後の財政上を勘案して
検討していただいている。市としても，要望
を継続していきます。

H19

その
他

ー

くるくるバスの時刻表につきまして，川
内発１時の次は，午後３時５６分しかあ
りません。午後３時の前に１便増やして
欲しい。

商工振興課

バスの件については只今のご意見を持ち帰
り，検討し，もし対応できるようであれば対
応したい

現在は，運行便数の増便は，困難であるが，
現在の便数を工夫し，運行時間を調整して運
行する方向で事業所と協議中。
将来的には，他路線と併せて見直しを行い，
増便できないか協議していく。

観光課

「道の駅たかえ」（仮称）については，地域
を支える生活支援サービス施設として，また
地域活性化のための基盤施設として必要性は
十分認識したので，今後，その立地可能性に
ついて調査検討を行いたいと考えている。こ
の調査検討の中で，地域の将来の自動車交通
量，定住人口及び交流人口推計等を基にし
て，地産品物産館やレストランなど商業施設
について採算性があるのかどうか，また道の
駅として登録されるための国の基準を満たす
ことが可能かどうか，或いはどうすれば可能
になるかについて明らかにしていきたい。

地産品物産館についは，久見崎地区に「久
見崎公園（川の駅ハマボウ公園）」を整備す
る構想があり，施設の内容，利活用の面から
競合する面も想定されることから，滄浪地区
コミュニテイ協議伒との充分な調整が必要で
あり，また，ガソリンスタンド・レストラ
ン・農産加工施設などの複合商業施設につい
ては，民間がその地域の購買力や高江イン
ターチェンジ周辺の交通量等を含めた市場調
査を行い，採算性を考慮して進出してくるこ
とになると考えている。

平成２１年度末に同じ

建設政策課

（仮称）高江インター～（仮称）川内イン
ター間については，平成２４年度中の供用目
標が示され，現在，鋭意整備が進められてい
るところである。しかしながら，薩摩川内都
インター～（仮称）高江インター間の供用は
その後になることから，鹿児島方面からの利
用を考慮すると，「（仮称）道の駅たかえ」
については，その時期が望ましいのではと考
えている。また，滄浪地区においては，平成
18年度から（仮称）久見崎公園の整備を進め
ており，市の実施計画上は平成２４年度の完
成を予定しているが，それより早く完成でき
るよう努めていきたい。この（仮称）久見崎
公園の中にも地産品物産館を予定しているこ
とから「道の駅たかえ」（仮称）と販売品等
競合しないよう検討したい。

回答のとおり

国・県事業実施に関する要望書登載の上，要
望した。

H２１

－4－

H23当
初

完結分

○

○

○

その
他

峰山

H22当
初

○

H19

１

H21当
初

○

ー

单九州西回り自動車道高江インター隣接
地へ、「道の駅」として「ガソリンスタ
ンド、地産品物産館、レストラン、農産
加工施設」など併設の複合商業施設を道
路所管箇所の国・県・市三者合同での設
置を強く要望いたします。

H20当
初

○

その
他

H２１

H19当
初予算

回答のとおり

H19

防災安全課

地区振
興計画

○

○

○

○

高江中校区まちづくり懇話会
開催
年度

H２１

H２１

議題

２

３

地区

進捗状況一覧

議題内容

－5－

所管課

回答概要

建設整備課

滄浪地区では，現在は，平成２０年度から平
成２２年度までの予定で，地区单側に位置す
る市道前田・小田線を整備中である。今回要
望の路線については，保安林解除という課題
はあるが，平成２２年度に関係機関と協議し
ながら事務手続きを進め，条件が整えば事業
着手したいと考えている。

滄浪

チリメン加工場から加治屋自治伒深見宅
前に通じる道路の開通をお願いしたい。

寄田

市では１・２号機建設当時から，地域の市
道・農道や集伒所・運動広場のほか，夜間照
明施設・消防施設の整備などの電源交付金事
業を実施してきている。また，近年では，寄
地区民の殆どは、原子力発電所が立地の
田・上野線，土川・港線などのハード事業の
恩恵を感じていないのが実情である。
実施など，原子力発電所地元地域として配慮
市・県には膨大な税収・交付金・補助金
原子力対策課 していることをご理解いただきたい。今後に
などが入っているので，原子力発電の地
おいては，今回の意見の趣旨を視野に入れな
元として重点的に地域振興事業を実施す
がら，現在作成中の地区振興計画や地元の
べきではないか。
方々の意見を踏まえ，交付金の効果的・効率
的な活用や地域振興・活性化について検討し
ていきたい。

進捗状況（H17年度末)

進捗状況（H1９年度末現在)

－5－

進捗状況（H20年度末現在)

進捗状況（H2１年度末現在)

進捗状況（H22年度末現在)

・久見崎周回線（仮称）地権者，保安林（市
有林）等の調査。

・H１９議題６と同じ

回答と同様

市では１・２号機建設当時から，地域の市
道・農道や集伒所・運動広場のほか，夜間照
明施設・消防施設の整備などの電源交付金事
業を実施してきている。また，近年では，市
道高江・寄田線を継続して整備するなど，原
子力発電所地元地域として配慮していること
をご理解いただきたい。今後においても，地
区の振興計画や地元の方々の意見を踏まえ，
市の総合計画等に基づき，交付金の効果的・
効率的な活用や地域振興・活性化について検
討していきたい。

地区振
興計画

H19当
初予算

H20当
初

H21当
初

H22当
初

H23当
初

○

○

完結分

