東郷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

－1－
所管課

異世代交流で和が輪になる安全安心
な明るいまちづくり

Ｈ２４

1

斧渕

おのぶちは「住んでよかった町」、
「住んでみたい町」を公言し環境整備
にも力を注いでいるところであるが、
平成１８年７月北薩豪雨による激特事
業で川内川上流地域の遊水池がなくな
り、五社から舟倉地区までの間、大雨
による災害などの危険がいっそう増し
ている。地域を都市計画に指定いただ
き、河川引堤と併せ事業を御計画くだ
さるよう要望したい。

都市計画課

異世代交流で和が輪になる安全安心
な明るいまちづくり

Ｈ２４

1

斧渕

おのぶちは「住んでよかった町」、
「住んでみたい町」を公言し環境整備
にも力を注いでいるところであるが、
平成１８年７月北薩豪雨による激特事
業で川内川上流地域の遊水池がなくな
り、五社から舟倉地区までの間、大雨
による災害などの危険がいっそう増し
ている。地域を都市計画に指定いただ
き、河川引堤と併せ事業を御計画くだ
さるよう要望したい。

建設政策課

異世代交流で和が輪になる安全安心
な明るいまちづくり

Ｈ２４

1

斧渕

今後、あらゆる災害が想定される
が、指定避難所は、五社上構造改善セ
ンター・東郷総合運動場体育館・東郷
小学校・斧渕集会所となっているが、
東郷総合運動場体育館は、後背地が土
石流危険地域に指定され、東郷小学校
は校庭が川内川堤防高より低く後背地
には土砂災害警戒区域を控え、斧渕集
会所についても、水害（地震津波含
む）の場合避難所として使えない。ま
た、市東郷支所も水害（地震津波含
む）の場合孤立しかねず、司令塔とし
て疑問視される。
かかる事情に鑑み、小中一貫校に避
難所としての機能を御配慮下さるよう
よろしくお願いしたい。

防災安全課

回答概要

現在、３箇所の都市計画区域が設定されて
いる。その中で東郷地域については、斧淵地
区の市街地部付近を含む（旧川内市との行政
界の田海川付近～国道２６７号沿いのホーム
センターコメリ付近）約６７０haを新たに都
市計画区域として指定できないか事務を進め
ている。都市計画決定については、県が決定
する業務である。従って、県や国などの協
議・調整や地元説明会の様々な過程を踏まえ
て、順調に行けば平成２６年度末までに、都
市計画区域の指定を行えるのではないか。な
お、この都市計画事業については、都市計画
区域指定後すぐに事業の実施に結びつくもの
ではなく、当該地区のあるべき将来の土地利
用やまちづくりの方向性を踏まえ、更に用途
地域などの指定を行っていく必要がある。都
市計画事業の実施如何については、その後に
検討することになる。

進捗状況（H２４年度末現在）
現在、本市では、都市計画区域の
再編事務(現行の３区域の統合及び新
たな３地区の編入)を行っており、そ
の中で東郷地域については、斧渕地
区の市街地部付近を含む（旧川内市
との行政界の田海川付近～国道２６
７号沿いのホームセンターコメリ付
近）約６９０haを新たに都市計画区
域として指定する方向で事務を進め
ており、平成２４年度は、都市計画
区域の再編素案を作成し、関係機関
との協議及び住民説明会を実施して
いる。都市計画決定については、県
が決定する業務であり、今後、県や
国などの協議・調整や地元説明会な
ど様々な過程を踏まえて、順調に行
けば平成２６年度末までに、都市計
画区域の指定を行えるのではないか
と思われる。
なお、都市計画事業については、
都市計画区域指定後すぐに事業の実
施に結びつくものではなく、当該地
区のあるべき将来の土地利用やまち
づくりの方向性を踏まえ、更に用途
地域などの指定の検討を行っていく
必要がある。都市計画事業の実施如
何については、その後に検討するこ
とになる。

川内川水系河川整備計画が策定されてい
る。これは、今後概ね３０年後の川内川の河
川整備方針を示しているものであり、これに
従い現在、整備されたり、または、今後、計
画的に整備されていくことになる。斧渕地区
の五社～舟倉間については、この計画の中で
は、中流地区という位置付けをされ、中流地
区の全体としては次のように示されている。
「洪水時の水位低減のための河道掘削などを
段階的に実施」または、「堤防の高さや幅が
不足している区間の築堤」の実施などであ
る。なお、本市の河川改修については、これ
まで、市街部で中郷地区、瀬口地区、天辰地
区Ⅰ期の引堤が行われ、引き続き、大小路地
区の河川改修事業に着手されている。その
回答のとおり
後、土地区画整理事業と一体となった天辰地
区Ⅱ期（上流側）が計画されている。この川
内川水系河川整備計画における河川改修計画
というのが、斧渕地区で、どのような計画に
なるのか、堤内地側、即ち住宅地側へどのよ
うな影響があるかとうことなどについては、
現時点ではわかっていない。従って、都市計
画事業の具体的な検討ができない状況であ
る。市としても、川内川河川改修については
大事な事業であると認識している。計画的に
事業を進めていただくために、引き続き、東
郷地域即ち斧渕地区であるが、これを含めた
事業推進の要望を行っていきたい。
指定避難所の件であるが、御指摘のとお
り、斧渕地区４箇所の指定避難所について
は、山腹崩壊危険箇所及び土石流危険渓流箇
所の被害想定区域内、並びに川内川が氾濫し
た際の浸水想定区域内にある。避難に際して
は、例えば主に上流域の大雨により、川内川
の氾濫による浸水被害が想定される場合や東
郷地域における大雨による土砂災害などそれ
ぞれ予想される災害に応じた避難を早めに
行っていただくようお願いしているところで
ある。市においても避難先に関する情報提供
について連携をとっていくので、よろしくお
願いしたい。
なお、高齢者や障害者の方など、避難行動
に時間を要する方、いわゆる「災害時要援護
者」の避難に限定する「協定避難所」とし
て、指定管理者の㈱エヌ・フーズ様の御協力
のもと平成２１年１０月に「東郷温泉ゆった
り館」を指定させていただいているところで
ある。地域で避難者を予め指定されるなどし
て、御利用いただければと考えている。

進捗状況（H２５年度末現在）

進捗状況（H２６年度末現在）

現在、本市では、都市計画区域の
再編を行っており、東郷町の斧渕の
一部を都市計画区域として、新たに
区域指定の事務手続きを進めている
ところで、平成26年度には、都市計
画区域の再編事務手続きが完了する
見込みである。
なお、都市計画事業については、
都市計画区域指定後すぐに事業の実
施に結びつくものではなく、当該地
区のあるべき将来の土地利用やまち
づくりの方向性を踏まえ、更に用途
地域などの指定を検討を行っていく
必要がある。
都市計画事業の実施如何について
は、その後に検討することになる。

平成26年１０月に都市計画区域の
再編を行い、斧渕の一部を都市計画
区域としたところである。
都市計画事業については、都市計
画区域指定後すぐに事業の実施に結
びつくものではなく、現在策定中の
「薩摩川内市都市計画マスタープラ
ン」の計画に沿った斧渕地区のある
べき将来像を踏まえ、整備に関する
詳細な検討を行う必要があり、都市
計画事業の実施如何については、そ
の後に検討することとなる。

回答のとおり

回答のとおり

それぞれ予想される災害に応じた
避難を早めに行っていただくようお
願いします。市においても避難先に
関する情報提供について連携をとっ
てまいります。
なお、高齢者や障害者の方など、
避難行動に時間を要する方、いわゆ
る「災害時要援護者」の避難に限定
する「協定避難所」として、平成２
１年１０月に「東郷温泉ゆったり
館」を指定させていただいていると
ころであり、御利用いただきたい。

地区振
興計画

H25当 H26当 H27当
初予算 初予算 初予算

事業
完結分

○

－1－

東郷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

異世代交流で和が輪になる安全安心
な明るいまちづくり

Ｈ２４

Ｈ２４

Ｈ２４

Ｈ２４

Ｈ２４

1

２

２

３

４

斧渕

南瀬

南瀬

山田

鳥丸

今後、あらゆる災害が想定される
が、指定避難所は、五社上構造改善セ
ンター・東郷総合運動場体育館・東郷
小学校・斧渕集会所となっているが、
東郷総合運動場体育館は、後背地が土
石流危険地域に指定され、東郷小学校
は校庭が川内川堤防高より低く後背地
には土砂災害警戒区域を控え、斧渕集
会所についても、水害（地震津波含
む）の場合避難所として使えない。ま
た、市東郷支所も水害（地震津波含
む）の場合孤立しかねず、司令塔とし
て疑問視される。
かかる事情に鑑み、小中一貫校に避
難所としての機能を御配慮下さるよう
よろしくお願いしたい。

里住宅跡地活用の件について

活性化の一つの方法、手段として人
口増に係る施策も必要であると考えて
いるが、そこで借上型地域振興住宅制
度による住宅建設の検討をお願いた
い。

飯盛山（市の所有する山）の櫟(くぬぎ)
の間引きについて

鳥丸住宅解体跡地に借り上げ型住宅の
建設

回答概要
学校施設は、児童生徒の学習・生活の場で
あるとともに、災害時においては地域住民の
避難場所としての役割を果たすことから、学
校施設に防災機能は必要と考えている。これ
までも小・中学校の体育館の改築に併せて、
洋式トイレやシャワーなどの設置及び段差解
消によるバリアフリー化など避難所としての
機能を備えた整備を行ってきている。
東郷地域の小中一貫校整備を行うに当たっ
ては、従来行っている整備に併せて、どの程
度まで防災機能を持たせるか、今後、策定す
る基本計画のなかで防災安全課の意見を聞き
ながら検討してまいりたい。
今年度、川内地域の水引小学校の屋内運動
場を改修しているところである。防災機能と
して、次のような機能を持たせて整備してい
るところであるので、参考までにお知らせし
たい。男女別々のトイレ設置。給湯可能な設
備である男女別々のシャワー設置。多目的ト
イレの設置。段差解消によるスロープの設
置。停電時に外部発電機を接続するための端
子盤設置などである。

進捗状況（H２４年度末現在）

進捗状況（H２５年度末現在）

学校施設は、児童生徒の学習・生活
の場であるとともに、災害時におい
ては地域住民の避難場所としての役
割を果たすことから、学校施設に防
災機能は必要と考えている。これま
でも小・中学校の体育館の改築に併
せて、洋式トイレやシャワーなどの
設置及び段差解消によるバリアフ
リー化など避難所としての機能を備
えた整備を行ってきている。
東郷地域の小中一貫校整備を行う
に当たっては、従来行っている整備
に併せて、どの程度まで防災機能を
持たせるか、今後、策定する基本計
画のなかで防災安全課の意見を聞き
ながら検討してまいりたい。

学校施設は、児童生徒の学習・生
活の場であるとともに、災害時にお
いては地域住民の避難場所としての
役割を果たすことから、学校施設に
防災機能は必要と考えている。これ
までも小・中学校の体育館の改築に
併せて、洋式トイレやシャワーなど
の設置及び段差解消によるバリアフ
リー化など避難所としての機能を備
えた整備を行ってきている。
東郷地域の小中一貫校整備を行う
に当たっては、従来行っている整備
に併せて、どの程度まで防災機能を
持たせるか、防災安全課の意見を聞
きながら、現在策定中の基本計画の
なかで検討しているところである。

建築住宅課

平成２２年度に薩摩川内市公営住宅等長寿
命化計画を策定した。この計画を策定すると
きに全地区コミュニティ協議会代表の方々と
住宅要望などについて、話し合いを行って、
要望などをお聞きしたわけである。その結
果、多くの地区からこの借上型地域振興住宅
の整備要望をいただいたところである。
南瀬地区については、この計画の中に解体
した３戸の住宅（南瀬住宅）の建替えとし
て、借上型一般住宅２戸を建設する計画とし
ている。実施の時期については、市の財政状
況などもあることから明言はできないが、で
きるだけ早い時期に整備できるよう、地区コ
ミュニティ協議会の皆様方と話し合いをしな
がら、検討していきたいと考えている。具体
的に実施の時期が決まったら、入居者の選定
など地区コミュニティ協議会の皆さんの御協
力をよろしくお願いしたい。

南瀬地区については、解体した３
戸の住宅 の建替えとして、借上型
一般住宅２戸を建設する計画として
いる。
実施の時期については、市の財政
状況などもあることから明言はでき
ないが、できるだけ早い時期に整備
できるよう、地区コミュニティ協議
会の皆様方と話し合いをしながら、
検討していきたいと考えている。
具体的に実施の時期が決まった
ら、入居者の選定など地区コミュニ
ティ協議会の皆さんの御協力をよろ
しくお願いしたい。

南瀬地区借上型地域振興住宅が完
成し、8月から供用開始の予定であ
る。

企画政策課

また、この中で空き家住宅についても少し
触れてある。市の制度として、定住促進のた
めの空き家のリフォームに対する補助制度が
ある。ここ東郷地域については、工事費の５
０％補助で、上限の補助額が７０万円となっ
ている。空き家活用の話があれば、是非、市
へ御相談いただければと思う。窓口として
は、市企画政策課となっているので、よろし
くお願いしたい。

定住促進対策として、空き家のリ
フォームに対する補助制度がある
が、平成２５年度から新たに空き家
情報登録制度「空き家バンク」をス
タートし、市外からの移住及び定住
を促進し、地域の活性化につなげて
まいりたい。

林務水産課

クヌギの伐採については、結論から申し上
げると、コミュニティ協議会の皆様と協議し
ながら検討させていただきたいという一言に
つきる。若干細かいことを言えば、土地は市
有地であるが、立っている木の所有権がはっ
きりしない部分もあり、その部分をきっちり
地区コミュニティ協議会で再度検討
と検討させていただきたい。正直ベースで申
するとのこと
し上げると、行政では直接に手を出せないか
もしれない。お急ぎであれば、地元の総意と
して、地元で実施していただければ非常に有
難い。いずれにしろ、どのようなことができ
るのか、市と地区コミュニティ協議会で御相
談させていただきたい。

建築住宅課

鳥丸地区については、市営住宅の長寿命化
計画の中で、今年３月に解体した４戸の市営
住宅の代替として、２戸の借上型一般住宅の
位置づけをしているところである。既に借上
型地域振興住宅について、２戸整備し、運営
を行っているところである。市全体の整備バ
ランスや市の厳しい財財状況などを考慮する
と、同事業の早い時期の実施は難しいと考え
ている。実施時期については、東郷支所を交
え、東郷地域全体の住宅建設事業として、話
し合いをして、検討していきたいと考える。
まずは、南瀬地区の方を優先したいと考えて
いるところである

教育総務課

鳥丸地区については、解体した４
戸の市営住宅の代替として、２戸の
借上型一般住宅の位置づけをしてい
るところである。
既に借上型地域振興住宅につい
て、２戸整備し、運営を行っている
ところである。
市全体の整備バランスや市の厳し
い財財状況などを考慮すると、同事
業の早い時期の実施は難しいと考え
ている。
実施時期については、東郷支所を
交え、東郷地域全体の住宅建設事業
として、話し合いをして、検討して
いきたい。

進捗状況（H２６年度末現在）

地区振
興計画

H25当 H26当 H27当
初予算 初予算 初予算

平成26年６月に策定した東郷地域
小中一貫校施設整備基本計画におい
て、屋内運動場に、『緊急時の避難
施設として活用するため、高齢者等
の利用を考慮して、スロープや多目
的トイレ等を設置します。』という
方針を決定した。
今後は、実施設計において、屋内
運動場に設置する避難所としての機
能について、検討することとした
い。

事業
完結分

○

○

○

○

○

○

○

ここにも借上型住宅をとの要望で
あるが、借上型地域振興住宅の実施
は、他の地区との均衡を考慮しなが
ら進めているので、今後の検討とし
たい。

－2－

他の地区との均衡を考慮しなが
ら、検討していきたい。

東郷地域まちづくり懇話会
開催
年度

議題

5-1

Ｈ２４

Ｈ２４

Ｈ２４

Ｈ２６

5-1

5-1

5-2

1

地区

藤川

藤川

藤川

藤川

斧渕

進捗状況一覧

議題内容

新たな産業創出並びに雇用創出に活用
できないか

新たな産業創出並びに雇用創出に活用
できないか

新たな産業創出並びに雇用創出に活用
できないか

保安林の公有化は出来ないか

住環境整備による安全安心な地区づ
くり（川内川堤防の改修）

－3－
所管課

商工政策課

交通貿易課

林務水産課

回答概要

本市の企業誘致については、昨年の４月に
「企業誘致活動戦略方針」を作っており、そ
の中で重点対象を４分野設けている。①電
子・情報通信関連産業、②次世代自動車関連
産業、③物流・食品関連産業、④次世代エネ
ルギー関連産業。特に４つ目については、冒
頭市長の挨拶にもあったが、本市の重点政策
ということで、今検討委員会で御意見をいた
だきながら、今後の方向性やこれを踏まえた
企業誘致を進めていくという考え方である。

本市の企業誘致については、昨年の４月に
「企業誘致活動戦略方針」を作っており、そ
の中で重点対象を４分野設けている。①電
子・情報通信関連産業、②次世代自動車関連
産業、③物流・食品関連産業、④次世代エネ
ルギー関連産業。特に４つ目については、冒
頭市長の挨拶にもあったが、本市の重点政策
ということで、今検討委員会で御意見をいた
だきながら、今後の方向性やこれを踏まえた
企業誘致を進めていくという考え方である。

進捗状況（H２４年度末現在）

これまでの「企業誘致活動戦略方
針」を見直し作成した「企業立地支
援戦略方針(案)」では、①食品ビジ
ネス、②次世代エネルギービジネ
ス、③医療・介護周辺ビジネス、④
観光ビジネスの地域成長戦略に掲げ
る４つの分野を重点対象として位置
づけている。地元の木材(間伐材)を
有効に利用することは里山の保全に
もつながることから、関連企業等の
誘致に力を入れていきたい。
特に木質バイオマス発電に関連し
た企業については、未利用財の活用
の可能性があることから、研究して
参りたい。
しかし、これには未利用材の搬出
の仕組みを作りあげる必要があると
思われる。

これまでの「企業誘致活動戦略方
針」を見直し作成した「企業立地支
援戦略方針(案)」では、①食品ビジ
ネス、②次世代エネルギービジネ
ス、③医療・介護周辺ビジネス、④
観光ビジネスの地域成長戦略に掲げ
る４つの分野を重点対象として位置
づけている。地元の木材(間伐材)を
有効に利用することは里山の保全に
もつながることから、関連企業等の
誘致に力を入れていきたい。
特に木質バイオマス発電に関連し
た企業については、未利用財の活用
の可能性があることから、研究して
参りたい。
しかし、これには未利用材の搬出
の仕組みを作りあげる必要があると
思われる。

進捗状況（H２５年度末現在）
これまでの「企業誘致活動戦略方
針」を見直し作成した「企業立地支
援戦略方針」では、①食品ビジネ
ス、②次世代エネルギービジネス、
③医療・介護周辺ビジネス、④観光
ビジネスの地域成長戦略に掲げる４
つの分野を重点対象として位置づけ
ている。
地元の木材(間伐材)を有効に利用す
ることは里山の保全にもつながるこ
とから、関連企業等の誘致に力を入
れていきたい。
木質バイオマス発電の操業開始が
平成27年11月に予定されており、
未利用材の活用が広がると思われ
る。

進捗状況（H２６年度末現在）

中越パルプ工業㈱の木質バイオマ
ス発電所が建設中であり、本市を中
心とする広域圏での林業や製材業等
への波及効果があると期待してい
る。
また、同発電所に燃料用木質チッ
プを供給するため吉野木材㈲が立地
したところであり、今後、木材流通
や加工分野での雇用を見込んでい
る。
更に間伐等による林地残材となっ
ていた未利用材の活用が推進され、
里山の環境保全にも寄与するものと
考えている。
【下段を交通貿易課

林務水産課

建設政策課

上・下流の整備のバランスをみなが
ら、東郷舟倉地区の河川の改修に入ると
のことである。今後、事業化の時期等に
ついても、国と一緒になり、調整した
い。国には、早い時期に実施されるよう
に毎年お願いしている。今後も強く要望
を続けたい。

H25当 H26当 H27当
初予算 初予算 初予算

事業
完結分

○

回答】

また、川内港を活用した木材の出
荷についても仕組みづくりを検討し
ていくこととしている。
これまでの「企業誘致活動戦略方
針」を見直し作成した「企業立地支
援戦略方針」では、①食品ビジネ
ス、②次世代エネルギービジネス、
③医療・介護周辺ビジネス、④観光
ビジネスの地域成長戦略に掲げる４
つの分野を重点対象として位置づけ
ている。
【前段を商工政策課回答】
地元の木材(間伐材)を有効に利用す
ることは里山の保全にもつながるこ
とから、関連企業等の誘致に力を入
れていきたい。

川内港を活用した木材の輸出につ
いては、川内港木材輸出促進補助金
による支援制度を創設し、促進して
いくこととしている。

木質バイオマス発電の操業開始が
平成27年11月に予定されており、
未利用材の活用が広がると思われ
る。
また、川内港を活用した木材の出
荷についても仕組みづくりを検討し
ていくこととしている。

今回御指摘をいただいた徳島県那賀町に５
月完成したプラントは、特殊な素材のプラン
トである。環境省の補助をもらって、約５億
円をかけて完成した実験プラントであると聞
いている。山林に放置される間伐材や製材時
に発生したオガクズなどを利用し、新しいプ
ラスチックのようなリグニンなどの素材を作
るプラントであると伺った。
今後、このプラントで、実証実験が行われ
ると聞いており、これが進むと新産業の創出
や林業活性化に非常に役立つのではないかと
考えられる。結論から申し上げると、情報収
集からまず始めて、勉強をさせていただきた
い。ただ、一つだけ留意していただきたいの
は、「産業を起す」、「雇用を造る」という
部分は持続性がなければならないと考える。 回答概要のとおり
その意味で、私共が同じ手法で、産業を起こ
すことが可能かどうか十分に検証する必要が
ある。徳島県那賀町の面積は約６９０ｋ㎡で
あり、本市と殆ど同じである。事情が異なる
点は、森林面積は本市の１．５倍あり、一番
の主要産業は林業である。林業がかねてから
の主要産業であり、木材関係の廃材やオガク
ズなどを活用した新しい産業できないかとい
う意識が非常に高かったと思う。その部分で
このような機運が盛り上がって来て、民間主
体で実施できたら、非常に有難い。そのよう
な部分の可能性があるかを十分見極めた上
で、検討させていただきたいと思う。先ず
は、情報収集から始めさせていただきたい。

合併により、市有林の面積が約８千町歩と
なった。市有林以外も含めて、保安林が約７
千町歩である。内、御指摘のあった水源涵養
保安林が４７００町歩となっている。このよ
うな状況であり、現状、民間の所有する森林 回答概要のとおり
を市で買い上げて管理することは財政的にも
現状では極めて困難な状況であるので、事情
はお察しするところであるが、何卒御理解を
お願いしたい。

地区振
興計画

○

○

斧渕地区の堤防は平成25年度
から平成26年度にかけて補修が
行われたところであり、堤防の改
修については大小路地区の整備効
果を確認しながら、要望を続けた
い。

－3－

東郷地域まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

議題

1

1

1

1

２

３

地区

斧渕

進捗状況一覧

議題内容

住環境整備による安全安心な地区づ
くり（低地帯における川内川堤防の
改修と都市計画事業による住環境整
備）

住環境整備による安全安心な地区づ
斧渕 くり（山手側の急斜面の急傾斜事業
や砂防事業等）

斧渕

斧渕

住環境整備による安全安心な地区づ
くり（避難対策）

住環境整備による安全安心な地区づ
くり（市の土砂災害調査）

川内川支流一級河川山田川築堤工事
南瀬
について

山田

県・市で管理されている河川の管理
について

県・市で管理されている河川の管理
について

－4－
所管課

回答概要

進捗状況（H２４年度末現在）

進捗状況（H２５年度末現在）

進捗状況（H２６年度末現在）

都市計画課

昨年の１０月に、新たに斧渕地区の一
部約６９０ｈａを都市計画区域に指定し
た。今後、土地利用やまちづくりの方向
性を踏まえ、用途地域指定等に関する検
討も必要である。河川の整備計画に基く
堤防の改修に併せた一体的なまちづくり
を行う必要がある。もう少し、国の動向
を見ながら、皆様方と一緒になって、勉
強会等を開いていく必要がある。

平成26年１０月に都市計画区
域の再編を行い、斧渕の一部を都
市計画区域としたところである。
都市計画事業については、都市
計画区域指定後すぐに事業の実施
に結びつくものではなく、現在策
定中の「薩摩川内市都市計画マス
タープラン」の計画に沿った斧渕
地区のあるべき将来像を踏まえ、
整備に関する詳細な検討を行う必
要があり、都市計画事業の実施如
何については、その後に検討する
こととなる。

建設維持課

昨年、広島市で発生した土石流災害を
受けて、国も土砂災害防止法の見直しを
しているので、県と一緒になって、取り
組まなければならない。危険箇所につい
て、指定地域に住んでおられる方々にお
伝えをし、再認識していただかなければ
ならない。避難意識の向上を図るこれら
の事業がソフト事業である。工事がどう
しても遅れるので、雨の状況によって
は、テレビ・ラジオ・行政の情報を十分
に注意していただきたい。砂防ダム等の
ハード事業が終了していない箇所につい
ては、避難を最優先とすることを意識づ
けしていただきたい。市も、このような
状況を踏まえ、活動していきたい。

回答のとおり

防災安全課

災害発生が予測される場合は、市から
は防災行政無線、広報車、ＦＭさつませ
んだい、マスコミ等を活用しながら、早
めの避難を呼びかけたい。住民の皆様・
自治会・コミュニティ協議会からも同様
に呼びかけをお願いしたい。

災害発生が予測される場合は、
市からは防災行政無線、広報車、
ＦＭさつませんだい、マスコミ等
を活用しながら、早めの避難を呼
びかけたい。住民の皆様・自治
会・コミュニティ協議会からも同
様に呼びかけをお願いしたい。
また、今年度からシェイクアウ
ト訓練を実施したところであり、
この訓練に併せて地域でも、独自
の訓練等の実施をお願いしたいと
考えている。

防災安全課

世帯・危険種別・自治会ごとに、世帯
の台帳を作成し、管理したい。作成終了
後は、各地区の皆さんと情報共有するこ
とで、準備を進めている。危険と思われ
る世帯へは、注意喚起のチラシを直接配
布することを計画している。今後も、皆
様方の御協力をお願いしたい。

今年度は、詰所要員（市職員）
により、土砂災害警戒区域等の調
査を実施し、付近にお住まいの方
に、注意喚起の文書を配布したと
ころである。
今後は、調査結果の集計を行
い、関係機関と情報を共有し、安
全安心なまちづくりに努めてまい
りたい。

建設政策課

山田川の堤防の建設については、県と
しては、今のところ計画は無いとのこと
であった。しかしながら、地元として
は、一番に懸念している堤防の建設であ
るので、今後も、県へ粘り強く要望して
いきたい。併せて、同河川の伐採や寄州
除去等も要望していきたい。

平成26年度は付近の排水対策
としてフラップゲート(逆流防止
扉)の設置を行った。今後も状況
を見ながら必要に応じて県へ要望
していきたい。

建設政策課

山田川については、計画では、平成２
７年度の４月以降に実施される見込みで
ある。但し、雨が降ったり、洪水の状況
によっては、河床や流れが変化すること
も予想される。現場の状況を逐一確認し
ながら、連携を取り、作業していただき
たいと考える。

山田川の寄州除去は平成27年
度実施予定であり、新年度になり
測量作業に取りかかった。

建設維持課

無理をされずに、出来る範囲で作業し
ていただき、手の届かない部分について
は、市の道路補修班や市から業務委託さ
れた建設業者による作業で対応したい。
予算も限られているので、全部の実施は
厳しいかと思われるが、危険な箇所、緊
急を要するような箇所は、要望していた
だきたい。

３

山田

４

民間企業への働きかけのことである。
当該遊休地は、多くの地権者（地目：
市及び企業による太陽光発電施設を
新エネルギー 畑、原野、山林など）が存在しているよ
鳥丸 鳥丸地区にある遊休地に設置して欲
対策課
うである。地権者の窓口となる方があれ
しい
ば、太陽光発電設備用地として、市のＨ
Ｐ等で紹介したい。

未着手（H26年度末）
県管理河川（山田川）について
は、H27年度に寄洲除去の執行
準備中、市管理河川（古里川）
は、H27年度に危険な箇所、緊
急を要する箇所を優先的に伐採実
施予定

その後、相談等を受けていな
い。

－4－

地区振
興計画

H25当 H26当 H27当
初予算 初予算 初予算

事業
完結分

○

○

東郷地域まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２６

議題

４

5

5

5

地区

進捗状況一覧

議題内容

－5－
所管課

回答概要

進捗状況（H２４年度末現在）

進捗状況（H２５年度末現在）

進捗状況（H２６年度末現在）

字新城においては、東郷町と田海町で
形成されており、東郷町に属する農地
は、５ａである。一部の土地の転用とな
ると、新城地域は農振地域でないので、
農振除外の手続きは必要なく、農地転用
の手続きは可能である。地元の方々との
合意形成を行っていただければ、先に進
める。
なお、具体的な話については、東郷支
所、または、農業委員会事務局へ来てい
ただければ、御相談に応じたい。

太陽光発電施設設置に係る、農
地転用等の手続きについては前回
回答したとおりであるが、27年
3月現在手続きに関する相談等は
ない状況である。

藤川

体験型旅プログラム「きゃんぱく」等
のオプショナルツアーや旅行商品として
販売し、市ＨＰやＦＭさつませんだいな
どで具体的にアピールしながら集客営業
を図りたい。
今後、市観光物産協会、市グリーン・
今後の農林業政策について（観光農 観光・ｼﾃｨｾｰﾙ ツーリズム推進協議会、地元地区コミュ
業対策）
ｽ課
ニティ協議会等を連携して、集客力の高
い旅行商品や「天神ゆべし」、「地卵プ
リン」、「こんにゃく」等の地元の特産
品・名物商品ができあがりつつあると聞
いている。このような特産物とからめな
がら、人に来てもらえるような新たな商
品づくりに努めたい。

観光に活かした農業の振興は、
地域の主体的な活動や連携が大き
な柱となることから、まずは地域
の皆様との意見交換会を実施させ
ていただき、今後について検討し
たい。

藤川

農政課

いちご、ぶどう、きんかんの生産につ
いては、重点品目に位置付け、産地づく
り支援を行っている。
みかん、梨についても、地域の特性を
活かした農産物として、推奨品目に位置
付け、生産振興に取り組むこととしてい
る。
併せて、販売面においては、消費拡大
を図るために、関東・関西方面の市場へ
の販売促進活動を、県北薩地域振興局、
ＪＡ北さつま、生産者団体と一体となっ
て取り組みたい。

農業所得向上のために、青年農
業者が働きやすい環境づくりや市
単事業活用による生産振興の支援
を行っている。
また、関係機関と連携して、Ｆ
Ｍ等のメデイアの活用しながら販
売促進活動を展開している。

林務水産課

東郷地域においても、森林組合や民間
の林業事業体による私有林の集約化を進
めている。作業用の専用道の計画的な整
備、低コストで（丸太の生産に伴う）搬
出間伐の実施などを行える体制づくりを
進めている。
また、中越パルプ川内工場による木質
バイオマス発電施設の建設により、これ
まで収集・運搬コスト面から、山の中に
そのまま放置されていた未利用材等の有
効活用が図られることを期待している。
市としても、引き続き、森林組合や民間
の事業体が行う私有林の集約化や路網の
整備、高性能林業機械の導入、搬出・間
伐の実施への支援を積極的に進めていき
たい。

東郷地域においても、林業事業
体等による私有林の集約化や林内
路網の整備等を促進している。
また、中越パルプ川内工場によ
る木質バイオマス発電施設の整備
により、これまで収集・運搬コス
トがかるため、林内に残されてい
た未利用材等の有効活用が期待で
きる。
市としても、民間の事業体等が
行う私有林の集約化や路網の整
備、高性能林業機械の導入、搬
出、間伐施業への支援を引き続き
進めていきたい。

市及び企業による太陽光発電施設を
鳥丸 鳥丸地区にある遊休地に設置して欲
しい

藤川

今後の農林業政策について

今後の農林業政策について

農業委員会

－5－

地区振
興計画

H25当 H26当 H27当
初予算 初予算 初予算

○

事業
完結分

○

○

