川内南中校区まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２５

議題

１

地区

議題内容

所管課

回答概要

進捗状況（H２６年度末現在)

建設整備課

・未着手

・川永野町で地域の要望を把握しながら、多
目的公園整備のための基本設計に着手した。
（今後公園整備を進めることによって、防災
公園としての役割も見込んでいるところであ
る。）

子育て支援課

同クラブの建て替えについては、新設移
転、現在の児童クラブの増設、更には別棟で
の新築等も一部考えられるところであり、今
後、財源の問題も含めて、具体的な手法につ
いて、永利地区コミュニティ協議会の方と協
議させていただければと考えている。

・永利児童クラブ館の建て替えについては、
平成26年度中に整備内容の検討、協議を行
い、平成２７年度の当初予算で、新設補助金
1６,０00千円を計上した。

・平成２７年11月に施設が完成し、12月か
ら第２永利児童クラブとして運営がなされて
いる。

駐車場からもんじょの郷へ行けば、そ
こを増田邸と勘違いされる方もおられ
る。そこで、飲み物等の値段が掲示され
ているので、入れば料金がかかると思
い、躊躇されている方もいる。

観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課

分かり易い表示をしてもらうように、協議
をしたい。

Ｈ２５

２

Ｈ２５

その
他

Ｈ２５

その
他

永利

オガタマの木を市でも宣伝して、広報
紙やきゃんぱくのマップに掲載したり、
案内看板の整備もお願いしたい。

文化課

教育委員会で、文化財の指定もしている。
入口については、少し小さい案内板もある。
今後の活用方法については、文化課や商工観
光部と連携を取りながら、周知方法を検討し
たいと考える。

Ｈ２５

その
他

永利

オガタマの木を市でも宣伝して、広報
紙やきゃんぱくのマップに掲載したり、
案内看板の整備もお願いしたい。

観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課

素晴らしいオガタマの木であることは、認
識しているので、観光の方ではきやんぱくと
かで取り上げたい。または、観光コースの中
に入れる等、検討したい。

Ｈ２５

その
他

永利

オガタマの木の入口は、道路幅も狭
く、マイクロバスも入っていけない状況
である。これは難しい問題であると思う
が御検討願いたい。

文化課

・現段階としては厳しいため、進捗はない。

Ｈ２５

その
他

永利

オガタマの木の入口は、道路幅も狭
く、マイクロバスも入っていけない状況
である。これは難しい問題であると思う
が御検討願いたい。

建設維持課

・平成２７年度に自治会長等と協議し、一部
区間について実施予定としている。

Ｈ２7

１

隈之城

進捗状況（H２７年度末現在)

合併前の平成１１年度に「緑の基本計画」
の中に、隈之城地域を含む川南地区に近隣公
園（概ね２ｈａ）を整備する計画が登載され
ている。また、「都市計画マスタープラン」
の中にも当地区は公園不足しているとして、
公園整備の必要性を掲げてあり、十分認識し
ているつもりである。
計画については、十分な基礎調査を行い、
立地条件に見合う場所の選定や用地取得の可
能性等、様々な角度から、更に皆様の御意見
を十分伺いながら、基礎調査に入る必要があ
る。
本年度から「都市公園の長寿命化計画」に
基づき、今ある公園の遊具やトイレ等の老朽
化に応じて新たに修繕等も進めていかなけれ
ばならない。これらの作業も見極めながら、
隈之城地区の公園の場所の選定・規模・機能
等については、十分に検討していきたい。

隈之城 隈之城地区に防災公園を

永利

－1－

進捗状況一覧

永利児童クラブ館の建て替えについて

防災意識の向上と自治会加入促進につい
て

防災安全課

市では、市民の皆さんに防災意識を高めて
いただけるよう、自主防災組織の結成・防災
訓練の実施についてのお願いや防災に関する
出前講座の開催についてのお願いしている。
なお、９月１日現在の市全体の自主防災組
織の結成率の状況は、９１．１％である。今
後も説明に伺いながら、全ての自治会で結成
していただくようにお願いしてまいりたい。
また、大雨や土砂災害についての「災害に
備えましょう」を５月末～６月にお配りして
いる。先般、「原子力災害時における避難経
路図」も作成し、お配りした。これらによ
り、市民の皆様の防災意識の向上を高めるた
め、取り組んでいる。特に「原子力災害時に
おける避難経路図」や以前お配りした「原子
力防災計画のお知らせ」については、自治会
未加入の方にも郵送で配布する等、周知を
図っている。更に本年３月１１日に、シェイ
クアウト訓練を実施させていただいた。この
訓練は、市民の皆様に防災意識を持っていた
だくための一つの訓練である。
今後もこうした訓練を実施・継続する等、
市民の皆様の防災意識の向上に向けた取り組
みを行うので、皆様方の御理解・御協力をお
願いしたい。

進捗状況（H２８年度末現在)

・隈之城地区多目的公園進入路測量設計業務
委託（L=654ｍ）を実施した。
・用地取得（５４筆中、３１筆を取得）を実
施した。

進捗状況（H２９度末現在)

隈之城地区多目的公園進入路整備工事
（L=553m）を実施した。

進捗状況（H３０度末現在)

地区
振興
計画

・隈之城地区多目的公園進入路舗装工事
（L=240m）を実施した。
・多目的公園内排水路整備工事（L=531ｍ）
を実施した。

H27 H28 H29 H30 H31
当初 当初 当初 当初 当初
予算 予算 予算 予算 予算

○

○

○

○

○

完結
分

○

○

○

○

・文化財マップを新たに増刷した。

○

○

・平成27年度に地区振興事業で側溝改良と舗
装整備を実施した。

・市では、市民の皆さんに防災意識を高めて
いただけるよう、自主防災組織の結成・防災
訓練の実施についてのお願いや防災に関する
出前講座の開催についてのお願いしている。
・なお、４月５日現在の市全体の自主防災組
織の結成率の状況は、９３．６％である。今
後も説明に伺いながら、全ての自治会で結成
していただくようにお願いして参りたい。
・また、大雨や土砂災害についての「災害に
備えましょう」を５月末～６月にお配りして
いる。先般、「原子力災害時における避難経
路図」も作成し、お配りした。これら資料に
より、市民の皆様の防災意識の向上を図るた
め、出前講座に赴くなど、課をあげて取り組
んでいるところである。特に「原子力災害時
における避難経路図」や以前お配りした「原
子力防災計画のお知らせ」については、自治
会未加入の方にも郵送で配布する等、周知を
図っている。更に本年３月１１日に、シェイ
クアウト訓練を実施させていただいた。この
訓練は、市民の皆様に防災意識を持っていた
だくための一つの訓練である。
・今後もこうした訓練を実施・継続する等、
市民の皆様の防災意識の向上に向けた取り組
みを行うので、皆様方の御理解・御協力をお
願いしたい。

－1－

○

・同左

○

○

○

川内南中校区まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２7

議題

１

地区

－2－

進捗状況一覧

議題内容

所管課

回答概要

東日本大震災を通じて、有事の際の地域の
繋がり、地域コミュニティの重要性が、改め
て浮き彫りとなった。
しかしながら、本市も他の地方都市も同様
に、残念ながら、自治会等地域コミュニティ
への参画意識が次第に薄れているように感じ
ている。市では自治会への加入促進につい
て、次のような対応をしている。
①転入された方々へチラシを配布しながら、
移り住む自治会や自治会長さんを紹介しなが
ら、呼びかけている。
②転入されて半年後も、自治会に加入されて
いない方々に対しては、改めて加入促進の葉
書を出している。
防災意識の向上と自治会加入促進につい
コミュニティ課 ③市内の大手の企業や大学、不動産を扱われ
隈之城
て
（現 地域政策課） る宅建協会へ出向き、従業員やアパートへ入
居される方々への自治会加入について、間接
的に呼びかけていただくようにお願いしてい
る。

進捗状況（H２６年度末現在)

進捗状況（H２７年度末現在)

進捗状況（H２８年度末現在)

進捗状況（H２９度末現在)

進捗状況（H３０度末現在)

地区
振興
計画

H27 H28 H29 H30 H31
当初 当初 当初 当初 当初
予算 予算 予算 予算 予算

完結
分

○

・回答と同様

また、毎年８月を自治会加入促進強化月間
に定めている。加入率が８０％を下回る市街
地部の自治会について、市の職員も一緒に、
夕方・夜にかけて、未加入の世帯を直接訪問
し、加入を呼びかけている。
以上、様々な取り組みをしているが、加入
率８１.２１％である。今後、防災意識の向上
の外、効果的な取り組みが更にないかを模索
しながら、助け合い、地域の繋がりを伝えな
がら、呼びかけたいと考えている。

Ｈ２7

Ｈ２7

Ｈ２7

２

２

他

永利

有害鳥獣対策について

・ＦＭさつませんだいを活用した周知、広報
薩摩川内による広報や鳥獣被害対策の実践的
な講習会を開催し、有害鳥獣を寄せ付けない
地域づくりの啓発に努めているところであ
る。

・ＦＭさつませんだいを活用した周知、広報
薩摩川内による広報や鳥獣被害対策の実践的
な講習会を開催し、有害鳥獣を寄せ付けない
地域づくりの啓発に努めているところであ
る。
特に、コミュニティ協議会や自治会単位で
鳥獣被害対策の出前講座を行うので農政課に
相談していただきたい。

林務水産課

猪や日本じか等の有害鳥獣については、被
害が発生した場合は、通常、私どもは市民の
皆様からの通報を受けて、本市の猟友会に駆
除を依頼している。
今年度の狩猟期間は１１月１日から３月１
５日までである。これまでは、狩猟期間中
は、有害鳥獣の駆除はしていなかったが、日
本じかについてのみ、実施していただくこと
にしている。狩猟期間中は、何処でも狩猟が
できる。しかしながら、日本じかの捕獲は、
非常に敬遠される状況にあることから、本年
度から、若干ではあるが、報奨金を支払って
捕獲を促すことで、被害軽減に努めたい。有
害鳥獣の駆除については、林務水産課にお問
い合わせいただきたい。併せて、有害鳥獣の
被害情報の提供等、効果的な駆除のために、
御協力をお願いしたい。

・ニホンジカやイノシシなどの有害鳥獣の捕
獲については、農作物等の被害が発生した場
合は本市猟友会に委託して有害鳥獣の駆除を
実施している。
・平成２７年度からは、猟期期間中において
もニホンジカの有害鳥獣駆除を実施してお
り、引き続き被害の軽減に努めたい。

・同左

・ニホンジカやイノシシなどの有害鳥獣の捕
獲については、農作物等の被害が発生した場
合は本市猟友会に委託して有害鳥獣の駆除を
実施している。引き続き、有害鳥獣による農
作物の被害の軽減に努めて参る。

・ニホンジカやイノシシなどの有害鳥獣の捕
獲については、農作物等の被害が発生した場
合は本市猟友会に委託して有害鳥獣の駆除を
実施している。引き続き、有害鳥獣による農
作物の被害の軽減に努めて参る。

・学校教育課では、児童の安全確保のため、
補助は厳しいとのことであり、地区コミが今
後、鳥獣被害防止施設導入事業の導入に向け
て、地域の話し合いを通じて検討していくと
のことである。

・平成2８年度、特に、地区コミからの相談
は受けていないところである。
・電柵設置助成については、農家が対象の事
業である。

農政課

永利

有害鳥獣対策について

永利

学校の体験学習水田への電柵の助成につ
いて

農政課

学校への電柵の補助については、農政課と
協議の上、検討させていただきたい。

林務水産課

このような事業を展開できないか、猟友会
や林務水産課等とも協議・研究させていただ
きたい。

・ジビエについては、先進例等の情報収集に
努めて参りたい。

農政課

面積要件の関係のことであると思うので、
再検討させていただきたい。

・当該事業の趣旨を考慮すると、家庭菜園を
事業対象にすることは難しい。地域ぐるみで
の被害防止対策をお願いしている。

・当該事業の趣旨を考慮すると、家庭菜園を
事業対象にすることは難しい。地域ぐるみで
の被害防止対策をお願いしている。

農政課

ジャンボタニシについては、川内地域で非
常に多いということは聞いている。対策につ
いては、農政課と協議したい。また、補助金
の関係については、他の市町村を調査の上、
研究させていただきたい。

・川内地域で多発しており、市内全域にも拡
大している。この対策として、水稲栽培講習
会等で耕種的防除について指導を行なってい
るが、個々の対応では効果が低いため、水利
組合など地域ぐるみでの対応を推進している
ところである。

・市内全域に拡大しているが、この対策とし
て、水稲栽培講習会等で耕種的防除を中心に
薬剤防除を含め指導を行っている。
・耕種的防除については、水利組合など地域
ぐるみで取り組む必要がある。

Ｈ２7

他

阿久根市で、鹿の解体業が成功してお
られる。六次産業化を鳥獣対策にも利用
できないものか。「獲って来て、加工し
て、販売する」とういうことになれば、
猟友会の方の利益にもつながる。同市の
解体業をもう少し研究・活用していただ
ければ、鳥獣もかなり減るのではない
か。

Ｈ２7

他

家庭菜園については、電柵許可に該当
しないので、再検討をお願いしたい。

他

水田のジャンボタニシの対策はどのよ
うになっているのか。市内で、どの程度
分布しているのか、また、対策をお願い
したい。

Ｈ２7

広報薩摩川内による広報やＦＭさつません
だいを利用しての周知、毎年１月に鳥獣被害
対策の講習会を実施し、有害鳥獣を寄せ付け
ない地域づくりの啓発に努めている。
また、永利地区コミュニティ協議会へ赴
き、これまでの経過、及び今後地域で取り組
める対策について説明を行い、鳥獣被害防止
施設導入事業を推進した。

・鳥獣被害対策講習会は、セントピアと中央
公民館を含む本土各地区６会場で開催し、
「集落ぐるみで取り組む鳥獣被害対策」や
「安全かつ効果的な電気柵の設置・維持管
理」について地域の被害状況に応じた講演会
を開催したほか、出前講座においても開催希
望のあった５地域に出向き、野生鳥獣の生態
とその防護策について学んでいただいたとこ
ろである。
特に昨年度から開催している出前講座は、
コミュニティ協議会や自治会、グループ単位
でも開催でき、市単事業である電気柵等設置
に係る補助事業等の説明も行うなど好評を得
ていることから、ぜひ活用していただきた
い。
また、「侵入を防止する対策」や「個体数
を減らす対策」も継続実施しながら鳥獣被害
防止対策に取り組んで参りたい。

広報薩摩川内による広報やＦＭさつません
だいを利用しての周知、毎年１月に鳥獣被害
対策の講習会を実施し、有害鳥獣を寄せ付け
ない地域づくりの啓発に努めている。
その具体的な取り組みとしては、まず、第
一に果樹や野菜の取り残しを無くしたり、放
置することなく、適切に処理していただきた
い。第二に有害鳥獣を近づけないために、農
地周辺の草刈りを実施していただき、見通し
を良くしていただきたい。第三に有害鳥獣は
環境の変化を非常に警戒するので、日ごろか
らの見回りを実施していただく等を市民に呼
びかけている。
本市においては、個人や団体が電気柵を設
置される場合は、補助制度もある。

－2－

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

川内南中校区まちづくり懇話会
開催
年度

Ｈ２7

Ｈ２7

Ｈ２7

Ｈ２7

Ｈ29

Ｈ29

Ｈ29

Ｈ29

Ｈ29

議題

地区

議題内容

電波関係については、個人では受け付
けてもらえない。防災上どうしても必要
であるということで、ＮＨＫやＭＢＣや
ＦＭさつませんだいへ要望をお願いした
い。ＦＭさつませんだいは、串木野への
峠を越えたら聞けない。特に、メインの
ＮＨＫのラジオ放送については、平常時
も電波が良くないので、皆さんも聴いて
おられない。
これらを踏まえて、是非、各局へ要望
していただきたい。

他

－3－

進捗状況一覧
所管課

情報政策課

回答概要

進捗状況（H２６年度末現在)

進捗状況（H２７年度末現在)

進捗状況（H２８年度末現在)

ー

・ラジオの難聴対策については、要望をいた
だいた都度、また機会がある度に、現地調査
と難聴解消に向けた取組みをＮＨＫ等の放送
事業者に依頼・要望している。引き続き、要
望等の活動を継続してまいりたい。
・現在は、防災行政無線戸別受信機が全ての
世帯に設置されているものと認識しており、
市から発信される防災情報を聴いていただく
ようお願いしたい。

・同左

・ごみの分別については、広報薩摩川内にお
いて毎年周知を図っている。
・公設のごみステーションについては、転入
等でどうしても自治会に加入しないという方
にのみ紹介している。積極的に広報すること
は、自治会加入の妨げになると考えられるた
め控えているところである。

・同左

進捗状況（H２９度末現在)

進捗状況（H３０度末現在)

地区
振興
計画

H27 H28 H29 H30 H31
当初 当初 当初 当初 当初
予算 予算 予算 予算 予算

完結
分

・ラジオの難聴対策については、要望をいた
だいた都度、また機会がある度に、現地調査
と難聴解消に向けた取組みをＮＨＫ等の放送
事業者に依頼・要望している。引き続き、要
望等の活動を継続して参りたい。
・現在ラジオ各局は、インターネット配信
（サイマル放送）を実施しており、携帯等で
の視聴も可能であることから、それらの機器
も活用していただき、情報を収集してもらい
たい。
・現在は、防災行政無線戸別受信機が全ての
世帯に設置されているものと認識しており、
市から発信される防災情報を聴いていただく
ようお願いしたい。

他

未加入の方々にも、ごみの分別と、収
集のあり方について、市から周知をお願
いしたい。
宮崎町の高架下のごみステーション
は、未加入の方々のためのものであると
聞いている。そのステーションがうまく
利用できるように、広報していただけれ
ば有り難い。

環境課

公設ステーションについては、川内地域で
３箇所、本土地域で支所を含めて７箇所設置
している。但し、これを大々的に広報してし
まうと、自治会加入の問題もあり、加入せず
に、同ステーションに搬出される方々もある
と考えられる。
ただ、管理が悪いという意見等もあった。
この部分については、管理委託もしているの
で、伝えた上で対応していただくようにした
い。
公設ステーション場所の周知については、
もう少し検討させていただきたい。

他

集会所の近くに農政事務所があった。
それが更地にされていた。聞いてみる
と、３月に競売にかけられるとのことで
ある。以前、当周辺に図書館が無いこと
から、地区コミュニティ協議会へも設置
をお願いしたことがある。そのようなこ
とから、跡地に図書館を設置してほし
い。

図書館

ー

・競売済み

○

他

毎月２回発行される広報紙を、左とじ
でも可能なように、裏面でもわかりやす
いように「○月○日号」を記載してほし
い。

ー

・広報員等にも意見を伺い、これまでも検討
は行っている。現在、基本が縦書きであるた
め、新聞等と同様の取り扱いにすることとし
ているので、了承いただきたい。また、裏面
には「号」の記載は、これまでも行ってい
る。

○

1

1

2

隈之城地区児童・生徒の通学路の安全
隈之城 確保について（県管轄の箇所を含んだ市
での河川整備や道路整備のお願い）

隈之城

永利

隈之城地区児童・生徒の通学路の安全
確保について（不審者事案の対応及び見
通しに支障のある標識の撤去等のお願
い）

県道山田・隈之城線の交通不便箇所の
整備について

他

木場谷周辺に大型の太陽光発電ソー
ラーを建設中である。山の裏側部分に堀
之内地区があり、この工事の盛り土があ
る。排水や水源地の安全性について、市
から事業者等に確認していただき、住民
への説明をお願いしたい。

他

ふるさと納税について、５割もの返礼
を行うのはなぜか。

広報室

・同左

・同左

・回答概要のとおり

要望のあった隈之城川、百次川の一部、勝目
川野堤防に繁茂する竹藪対策については、県
へ要望を行っているが、30年度は県の予算等
厳しく、実施は見送られた。
なお、県は30年度未実施の案件については
31年度で予算措置し、年度当初から作業実施
予定と聞いている。作業状況を見ながら、こ
れからも県へ要望していくとともに、市管理
の河川についても行き届かない箇所・要望が
あれば連絡いただきたい。
（平成３１年度当初で、要望4箇所は実施
済）

○

防災安全課

①不審者事案については、警察署と連携を取
りながら、地区コミュニティ協議会等への情
報提供を行い、市民へ注意喚起を行ってい
る。また、警察署に対しては、警官のパト
ロール、教科等の対応をお願いしている。
②国道３号から隈之城駅間の道路標識の撤去
については、要望内容を警察署に伝え、検討
していただくよう要望してまいりたい。警察
の方で、現場確認を行い、交通量や危険性、
市民の情報等を確認された上で、撤去や設置
場所の変更等を判断されるので、しばらく時
間をいただきたい。

①不審者事案については、警察署と連携を取
りながら地区コミュニティ協議会への情報提
供を行い、市民へ注意喚起を行っている。ま
た、警察署に対しては、警察官のパトロール
強化等の対応をお願いしている。
②国道３号から隈之城駅間の道路標識の撤去
については、要望内容を警察署に伝えた。そ
の後、警察署員立ち合いの中、コミュニティ
協議会や交通安全協会により、標識の撤去を
行ったとのことであった。

・同左

○

建設政策課

以前から要望がある箇所であり、県が調査
を行い、生徒が登下校する時間帯は、大型車
両の規制をするとして、交差点のところに看
板が設置された。その後、辻商店から南中入
り口までの路肩にグリーンカラー舗装も行っ
た。また、権現原から永利のカーブを下ると
ころまでは用地買収がほとんど終わってお
り、本年度中に工事に入ることになってい
る。この工区の進み具合を見ながら、永利の
方に移っていくことになるが、今後も、県に
予算の要望を行ってまいりたい。

以前から要望がある箇所であり、県が調査
を行い、生徒が登下校する時間帯は、大型車
両の規制をするとして、交差点のところに看
板が設置された。その後、辻商店から南中入
り口までの路肩にグリーンカラー舗装も行っ
た。また、権現原から永利のカーブを下ると
ころまでは用地買収がほとんど終わってお
り、来年度中に工事に入ることになってい
る。この工区の進み具合を見ながら、永利の
方に移っていくことになるが、今後も、県に
予算の要望を行って参りたい。

以前から要望がある箇所であり、県が調査
を行い、生徒が登下校する時間帯は大型車両
の通行自粛を求める看板が、宮崎交差点及び
永利町側は㈱南日本運輸建設対面歩道上の2
箇所に設置された。その後、辻商店から南中
入り口までの路肩にグリーンカラー舗装も行
われた。平成30年度には、県道改良
L=150m、歩道幅員 W=1.7～2.0ｍが施工さ
れ、平成31年度も永利側へ県道改良が施工さ
れると聞いている。この工区の進み具合を見
ながら、今後も県に歩道の早期完成及び予算
の要望を行って参りたい。

○

都市計画課
林務水産課

これについては、建設部の都市計画課に土
地利用協議書や土地開発の許可申請書が上
がってくるようになっているので、申請書類
を確認して、あらためて自治会長さんに連絡
あるいは現地立ち合いをさせていただきた
い。

太陽光発電施設について
設置箇所を同様に開発するかにより申請関
係
機関が異なってくる。一定の森林を伐採する
場合には別途、林務等の届出も必要であり、
流末等について、都市計画課で調整してい
る。この件については関係者と現場にて調整
したところである。

観光・ｼﾃｨｾｰﾙｽ課

これについては、総務省の指導が出されて
おり、返礼率を５割から３割にするように
なっており、本市もそのように改善する。制
度は変わっていくが、特に、都会の方に本市
を注目していただく一つの手段と捉えている
ので、今後も積極的に実施していく。

・本市では、平成２９年4月1日の総務省通知
にに従い、返礼率を同年9月1日から3割とし
た。市として、ふるさと納税制度を活用した
寄附金を引き続き募集していく。また、返礼
品についても、市内産品の魅力発信として引
き続き実施していく。

建設政策課

隈之城川、百次川の一部、勝目川野堤防に
繁茂している竹藪対策については前回懇話会
でも要望いただいており、県へは要望を行っ
ている。佛生橋から観音橋までの隈之城（左
岸）側だけは一度伐採をしていただいた。予
算等の関係で難しい状況のようであるが、こ
れからも県へ強く要望していきたい。本年度
は、鹿児島県市長会の中で、知事に要望を行
う予定である。また、市管理の河川も行き届
かない箇所があるので、要望があれば連絡い
ただきたい。
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○

川内南中校区まちづくり懇話会
開催
年度

議題

地区

－4－

進捗状況一覧

議題内容

Ｈ29

他

他の市町村に比べて図書館が狭い。子
育て性大がよりつかいやすいような手立
てができないか。

Ｈ29

他

用地交渉の専門職を市に置く考えはな
いか。

所管課

回答概要

図書館

本市には、中央図書館以外に各支所に分館
があり、一人当たりに占める面積は、類似市
とほぼ同等である。ただ、中央図書館につい
ては、以前から駐車場が狭いなどの声もあ
る。この点については、敷地等の関係もある
ので今後の課題とさせていただきたい。一方
で、利用者がつかいやすいよう、できる限り
の工夫も行っており、今後もさらに検討して
まいりたい。

建設政策課

用地交渉等は大変ストレスがたまる業務な
ので、同じ職員を長期間充てるということは
憚れるが、嘱託員等として選民的な方を採用
することは可能と考える。御理解いただきた
い。

進捗状況（H２６年度末現在)

進捗状況（H２７年度末現在)

－4－

進捗状況（H２８年度末現在)

進捗状況（H２９度末現在)

・回答概要のとおり

・回答概要のとおり

進捗状況（H３０度末現在)

地区
振興
計画

H27 H28 H29 H30 H31
当初 当初 当初 当初 当初
予算 予算 予算 予算 予算

完結
分

・現在も「回答概要」と状況は同じである
が、子育て世代の方々により利用いただける
よう、おむつ替えができるベビーシート設置
や授乳や読み聞かせもできる部屋など、サー
ビスの充実に努めている。今後も検討して参
りたい。

○

