
３地域審議会からの提言（平成25年１月）

　　に対する市の考え方

南　九　州　市



頴娃 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

１１１１　　　　学校給食学校給食学校給食学校給食のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

　学校給食については，３地域の給食センターを統合し，新たに南九州市
学校給食センターが設置されましたが，設置以降は量も減り質や味も落ち
たとの声がよく聞かれます。また，給食における今と昔のカロリーを比較
すると，かなり低くなったと思われます。
　学校給食は９年間の学校生活における子どもたちの健常な成育の為にも
大切なものですので，子どもたちや保護者へ給食に対するアンケートを実
施して現状を把握し，必要な改善を講じるよう要望します。

学校給食セン
ター

　現在の学校給食センターでは，３名の栄養教諭により旧学校給食センターの方式
を統一し新しいメニューづくりや調理指導を行っております。調理においては，最
新の調理システムで徹底した衛生管理により行われております。
　御指摘の問題ですが，カロリーにつきましては10年以前の基準より現在は30カロ
リーアップされており，量につきましては基準による標準量と年２回実施している
残食調査の結果を考慮して設定しております。本年度の残食調査では，小学校平均
2.8%　中学校平均5.3%の残食があります。頴娃地域の調査結果は，小学校平均4.9%
中学校平均5.5%となっております。
　質においても，地元産物の新鮮で安心・安全な食材を使用したバランスの取れた
メニューと味付けをいたしております。
　給食についてのアンケートは，昨年７月に全児童生徒を対象に量や味・メニュー
等に関する調査を実施いたしました。結果につきましては，量や味等は特に問題と
すべき事項はありませんでした。各学校にも結果報告をしてありますので学校保健
委員会や家庭教育学級等で分析し，食育の推進や学校での給食指導の参考としてい
ただけばと考えております。なお，学校給食センターでも結果を分析し，学校給食
業務の参考として活用しております。
　学校給食は，学校教育の一環として健康的な体力づくりを目指すとともに，正し
い食事のあり方や望ましい食習慣を身に付けさせることを目的としております。今
後とも，児童・生徒に対するアンケート等を実施しながら，楽しくおいしい学校給
食を提供できるよう努力いたしてまいります。

２２２２　　　　自治会振興策自治会振興策自治会振興策自治会振興策についてについてについてについて（（（（補助金補助金補助金補助金のののの負担割合負担割合負担割合負担割合についてについてについてについて））））

  各自治会は少子高齢化や過疎化が進み弱体化し，自治会運営を支える基
盤である各戸からの負担金についても，高齢者等にとっては資金を捻出す
ることに多大な負担を感じるところがあります。
  自治会で事業を行おうとする場合，例えば市の補助金で1/2補助とありま
すが，全く同じ事業での1/2補助でも，住民の多い自治会と少ない自治会で
は規模によって１人当たりの住民負担が異なり，少ない収入の中から多く
の負担を強いられている高齢者等もおります。
今後，自治会活動を維持存続または活性化するためにも，人口規模や高齢
者規模等を考慮した補助金算定はできないか，個人負担が公平になるよう
検討していただくよう要望します。 総務課

　自治会に対する各種事業費の補助制度は，補助の対象とする事業ごとに事業の内
容，効果，住民負担のあり方等を勘案したうえで創設しているものであります。こ
のうち，代表的なものは次のとおりです。
　まず，コミュニティ活動の実施に要する経費等の助成を行うもので，南九州市自
治コミュニティ活動奨励金については，自治会の世帯数や人口によって所要経費が
比例すると思われるため，世帯数に単価を乗じて助成しております。
　次に，自治会の集会施設等整備事業においては，世帯数や人口に応じて，施設規
模も左右されること等から，一律に事業費の15％を助成しております。
　類似するものとして，特定の自治会のみを対象とするモデル的な事業（南九州市
まちづくり事業補助金）についても，事業費の1/2を助成する制度としております。
　各種補助事業の補助率や補助単価の設定にあたっては，提言にあります観点から
の検討も行ってきているところであります。
　現状において，高齢者数による補助金単価や補助率の設定は，世帯における同居
者の有無や世帯数との相関関係で例外的な自治会もあることから，これに着目した
補助率の設定は非常に困難であると思われます。
　しかしながら，補助対象とする事業が自治会にとって実施しやすく，小規模な世
帯数である自治会においても公平に活用可能な制度であることが理想であることか
ら，住民負担の公平性の確保に留意し，提言の内容を十分認識したうえで，今後の
補助制度の構築や見直しを行っていく必要があると考えております。

頴娃地域審議会頴娃地域審議会頴娃地域審議会頴娃地域審議会からのからのからのからの提言提言提言提言にににに対対対対するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方
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頴娃 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

３３３３　　　　体育施設体育施設体育施設体育施設のののの充実充実充実充実についてについてについてについて（（（（頴娃運動公園内施設頴娃運動公園内施設頴娃運動公園内施設頴娃運動公園内施設のののの充実充実充実充実についについについについ
てててて））））
　頴娃運動公園内にあるトレーニングセンターは，バレー大会等で多く利
用されているところですが，大会等が行われると控室が全く足りず，雨が
降ると食事をするスペースもなく不便を感じております。
　また，研修室なども物置となっている状況にあり，これらを保管する倉
庫もありません。
　このことは，市内外からの選手・関係者からも強く要望されており，更
なる利用促進を図るためにも，トレーニングセンター前のスペースを有効
利用し，施設の改修又は増築などの改善を要望します。

保健体育課

　頴娃農業者トレーニングセンター体育館の利用者には，休息・休憩スペースを少
しでも多く提供できるように現有施設での可能な対策を検討したいと考えておりま
す。

４４４４　　　　中学校中学校中学校中学校のののの教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

　頴娃地区には中学校が３校ありますが，部活動等含めた学校活動も年々
生徒数が減り衰退してきていると感じております。また，設備や備品等に
ついても整備がなかなか進んでいない状況であり，今後の教育環境に不安
を感じております。
　子どもたちには，学校生活において充実した教育環境の中で学び，社会
性や協調性を育んでほしいと願うことから，教育環境を充実していただく
よう統廃合も含めた対策を要望いたします。

教育総務課

　教育委員会では，全国的な少子化傾向や県内各市町で学校再編の動きが加速化し
ていること等を考慮して，平成23年度から市内の児童，生徒にとっての望ましい学
校の適正規模について，また望ましい教育環境はいかにあるべきかとの視点に立
ち，有識者による「学校のあり方検討委員会」を設置し，協議を行ってまいりまし
た。
　その結果，協議内容を集約して「中学校の適正規模については，中学校の全教科
の教諭が配置できるとともに多様な部活動ができるよう，１学年２学級以上の学校
づくりを目指します。」との報告が24年10月に提出されたところです。
　この報告を踏まえ，教育委員会では，頴娃地区の中学校についても，検討委員会
等を設置し，保護者や地域の意見を把握するとともに，学校再編を含めた具体的な
検討を行う予定です。

５５５５　　　　商店街空商店街空商店街空商店街空きききき店舗対策店舗対策店舗対策店舗対策についてについてについてについて（（（（商店街活性化対策事業補助金等商店街活性化対策事業補助金等商店街活性化対策事業補助金等商店街活性化対策事業補助金等
のののの周知周知周知周知についてについてについてについて））））
　南九州市内の商店街については，頴娃地域をはじめどの商店街も空き店
舗が多く見られ地域の活気が失われつつあることから，空き店舗の在り方
や活用も重要な課題となっております。市も補助を行うなど対策を講じて
いることと思いますが，情報発信が乏しく制度自体が浸透されていないよ
うに感じます。
　空き店舗を有効利用してもらうことで商店街の活性化や地域の活性化が
図られ，若者が定着するまちづくりにも繋がると思いますので，補助金制
度や空き店舗の情報等を積極的に広報・発信するなど，商店街の活性化に
つながるような対策を要望します。

商工観光課

  ご指摘のとおり，制度につきましては積極的な広報・宣伝を行なってまいりま
す。具体的には，広報紙，ホームページに加え，会合等での宣伝を行なってまいり
ます。空き店舗の情報につきましては，個人情報等の観点から商工会と連携して情
報等は共有してまいりますが，広報等は難しいのではないかと考えております。
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頴娃 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

６６６６　　　　頴娃農業開発研修頴娃農業開発研修頴娃農業開発研修頴娃農業開発研修センターセンターセンターセンターのののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて

　頴娃農業開発研修センターは，農業担い手の育成・確保等のため，これ
までＩターン・Ｕターン者等多くの研修生を受け入れてきたことと思いま
すが，現在も営農されている方は１割程度で，特にＩターン者の営農が定
着しない，このような状況では研修センターの存在意義が問われます。
　就農に意欲を持った研修生が定住し，本市の基幹産業でもある農業を安
心して続けられるよう，離農した理由など統計による分析や検証を行い，
長い視野での支援・サポートやＵターン者に重点を置いた受入者の再考な
ど，研修生の営農定着を図る対策を要望いたします。

総合営農課

　頴娃農業開発研修センターにおける研修生の就農状況につきましては，平成24年
11月現在で入所者数56人，就農者数27人（就農率52.9%），研修中５人，就農後離農
者数16人，研修修了後就農しなかった者１人，研修期間中退所者数７人で，研修修
了後５年以上の就農者数は21人であります。うち県外出身で，就農後離農者数は６
人であります。
　就農まで至らなかったこと及び離農の主な要因でありますが，研修中の退所者に
ついては，農業に関する知識があまりなく研修での実習及び講義を受講する中で，
農業に対する思いや考え方が変わったことが主な要因と思われ，就農後離農された
人については，栽培管理が充実せず経営が思わしくなくなることなどが主な要因と
思われます。
　研修期間での意識改革については，研修開始時は，農業の専門用語も理解されて
いないので，講義において専門用語研修から習学し，随時栽培管理実習・各品目毎
の経営内容についても習得していただき就農設計を作成しております。
　研修生受入関係につきましては，以前は県外研修生の受入が多く，研修期間での
退所もありましたので，平成16年４月より資金300万円以上，平成16年10月からは
500万円以上の保有を募集要領に追加し就農が円滑に行くようにしました。
　これ以降，募集要領は厳しくなりましたが，就農率は向上しております。また，
市内の農家の後継者育成のため，短期研修生を受け入れるなど就農後の支援も行っ
ております。
　研修修了生を含め就農後の行政の援助･サポートについては，農業経営の安定を図
るため関係機関との連携を密にし，栽培技術及び経営管理等の助言指導の充実を図
りたいと考えております。

6

3／10



知覧 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

１１１１　　　　ヤンバルトサカヤスデヤンバルトサカヤスデヤンバルトサカヤスデヤンバルトサカヤスデ防除補助防除補助防除補助防除補助のののの継続的継続的継続的継続的なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

　平成11年に頴娃・知覧両地区で生息が確認されたヤンバルトサカヤスデ
については，平成22年度には新たに川辺地区内でも大量発生が見られるよ
うになり，生息域は拡大の一途をたどっております。
　平成23年11月末時点において，市内266自治会のうち63地区で発生が見ら
れ，そのうち新規で発生した地区は11地区，異常発生地区は11地区とその
勢いはとどまるところを知りません。
　現在市においては，家屋侵入防止薬剤の7割助成や発生源密度抑制対策と
して山林・原野への薬剤散布を実施していることは承知のとおりでありま
す。
　市においては，これまで10年来ヤンバルトサカヤスデ対策について，多
大な財政負担を強いられてきたとは思いますが，住民の快適な生活環境づ
くりを推進するため，今後も引き続きヤンバルトサカヤスデ防除補助の継
続的な取り組みをお願いいたします。
　また，ヤスデの生息域拡大は，人的要因が大きいことから，発生地から
の草木や土砂等の移動の禁止のほか住民の適正処理対策への周知活動もよ
ろしくお願いいたします。

知覧支所
市民課

  現在，集落周辺の駆除については，ヤスデの発生状況に応じて市がシルバー人材
センターに委託し駆除している状況です。自治会が協働で取り組む際には，駆除薬
剤配布申請をしていただき無償で薬剤を配布しているところでありますが，今後も
このような形で対応していきたいと考えております。
  家屋・宅地への侵入防止薬剤の購入費の7割補助につきましても，継続していきた
いと考えております。
  ヤスデが生息している場所の下払いをした草の処分については，発生地区から持
ち出しをすると発生地区が拡大する恐れがあることから，下払いを実施した場所で
焼却処理をすることが拡大防止につながる方法と考えます。
  廃棄物の焼却については原則禁止となっていますが，例外としてたき火など日常
生活で行われる焼却で，周辺の生活環境に与える影響が軽微である焼却は認められ
ておりますので，住宅の近く等周囲に迷惑のかかる場所や家屋に近い場所等火気を
使用することが危険な場所でないところで焼却処分していただきたいと考えます。
  また，発生地域からの草木や土砂及び根付植物等の持ち出しをしないよう住民へ
の広報・啓発に努めてまいります。

２２２２　　　　鹿児島交通鹿児島交通鹿児島交通鹿児島交通((((株株株株))))知覧車庫周辺知覧車庫周辺知覧車庫周辺知覧車庫周辺のののの中郡町地域中郡町地域中郡町地域中郡町地域トイレトイレトイレトイレのののの設置設置設置設置についについについについ
てててて

　南九州市知覧地域の観光は，知覧特攻平和会館と武家屋敷群の２つを柱
に全国から多くの観光客が訪れております。
　旅行者の行動形態は，マイカー，レンタカー，バス利用など色々あると
思いますが，特に路線バスを利用する旅行者にとっては，「南九州市知覧
バス停」が知覧地域を目指す道標になると考えられます。
  鹿児島交通知覧車庫に隣接する知覧バス停は，知覧武家屋敷群や特攻平
和会館を訪れる観光客にとっては南九州市の表玄関的バス停であり，最初
に立ち降りるところでもあります。
　長旅をして南九州市に降り立った観光客にとって，最初目にする景色
や，衛生的なトイレなど公衆施設の整備は，観光地の印象を左右する要素
の一つでもあり，当然なくてはならない施設ではないでしょうか。
　また，近年は市外から高校生のバス通学者も増えている状況です。
　そのようなことから，鹿児島交通知覧車庫周辺の中郡町地域に，観光客
や高校生等が降車時又は待ち時間等に，気軽に利用できる公衆トイレの設
置を検討くださるようお願いいたします。

商工観光課

鹿児島交通バス乗務員待機所には簡易水洗トイレがありますが，乗務員がいる場
合のみ使用可能となっているようです。また付近にはドラッグイレブン知覧店があ
り，利用したい方には貸しており，利用者も毎日いるとのことです。武家屋敷群な
どの観光施設の周辺でもありトイレの設置の検討が必要とは思いますが，土地の確
保や設置後の管理の問題等もありますので，具体的な検討までには至っていない状
況です。

バスの利用者が使用するトイレは，本来バス事業者が整備するものと考えており
ますので，これまでもバス事業者へ要望しておりましたが，引き続き要望してまい
りたいと考えております。

知覧バス停に設置してある観光案内板を今年度中に作製し直す予定で，知覧観光
協会を中心にトイレ利用の協力ができる店舗などを調査し，新たな観光案内板に表
示するよう進めているところであり，現時点ではこのような形で対応したいと考え
ております。

知覧地域審議会知覧地域審議会知覧地域審議会知覧地域審議会からのからのからのからの提言提言提言提言にににに対対対対するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方
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知覧 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

３３３３　　　　２２２２級河川級河川級河川級河川・・・・準用河川等準用河川等準用河川等準用河川等のののの管理管理管理管理についてについてについてについて

　南九州市内には，県が管理する16本（うち知覧地域内６本）の２級河
川，市が管理する35本（うち知覧地域内26本）の準用河川のほか102本（う
ち知覧地域内９本）の普通河川が地域住民の生活や農林産業を潤してきま
した。
　地域を絶え間なく流れる河川流域に目を向けると，流れは土質の弱い部
分を見つけ，そちらを削りながら反対側に土砂をため，次第に大きな寄り
州を形成し，葦などの樹木が生い茂るなど河川景観の破壊はもとより，河
川容量が減少し，洪水の危険性が高くなることを危惧するところです。
　昨今は，局地的に大雨が降るゲリラ豪雨が発生するなど治水対策の必要
性は，更に高まっているのではないでしょうか。
　河川災害の発生防止と地域住民の安全確保のため，寄り州や中洲除去の
更なる取り組みをお願いいたします。

建設課

　堆積土砂で形成される中洲・寄洲等については，河川断面を狭くし，災害発生の
原因となることから除去は重要と考えております。
　県においては２級河川について，浸水被害を未然に防止する観点から期間を決め
て集中的な除去等に取組むため，平成24年11月に[寄洲除去画」を策定し，本年度か
ら平成27年度にかけて，河川内堆積土砂等の除去作業を実施する計画であります。
　また，南九州市が管理している準用河川等については，土砂堆積の状況等を踏ま
え寄洲除去を行っておりますが，お気づきの箇所等がありましたら市へお知らせく
ださるようお願いします。

４４４４　　　　自治会合併自治会合併自治会合併自治会合併のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

　南九州市が誕生して５年を迎えようとしていますが，当初42,000人余り
いた人口は，本年８月末では39,000人余りと５年間で約3,000人減少するな
ど厳しい状況に直面しております。
　市においても定住対策など積極的な取り組みを行っていただいています
が，人口減に歯止めをかけるまでには至っておりません。
　一方，南九州市内の自治会に目を向けますと，少子高齢化や核家族化，
中心部への人口の流入など，周辺部における過疎化の進行に伴う人口減少
が自治会の崩壊にも繋がりかねない問題になっております。
　現在，南九州市内には266自治会（頴娃79，知覧75，川辺112）が設置さ
れ，最も世帯数の多い自治会が250世帯余り，最も世帯数の少ない自治会は
５世帯を切るような状況で大きな開きがあります。
　平成22年９月に実施した「自治会に関するアンケート」において，65歳
以上の方が50％を超える限界集落（ゴールド集落）数は，43自治会（頴娃
２，知覧18，川辺23）で，自治会員の減少や，役員の担い手不足，地域の
安全安心など，これまで自治会活動によって提供されてきた様々な住民
サービスが低下し，自治会機能が維持できない状況に陥る可能性もありま
す。
　このようなことから，市においては自治会を地域づくりの基礎的重要な
組織として位置づけ，その機能が消滅しないよう行政が主体的に合併を誘
導できないものか検討願います。

総務課

　少高齢化などの社会環境の変化の中で，市も移住定住促進対策事業や企業誘致活
動のほか，自治コミュニティ活動の奨励，男女共同参画社会の実現に向けた取組み
等を展開しておりますが，高齢化及び世帯数の減少によって，今後，自治会活動の
維持に支障が生じる自治会が増加し，その中で，他自治会との合併という選択をす
る自治会が多くなることが予想されます。
　しかし，自治会は，地域の福祉・環境・防犯・防災など，それぞれの地域で生じ
る１個人,１家庭では解決できないさまざまな問題を住民自らが解決し，地域住民相
互の連帯と親睦を図るために組織された，自主的な団体であるため，その組織や今
後のあり方についてもそれぞれの自治会で自主的に決定されるものと考えており，
市として積極的に自治会の合併を推進していくべきだとは考えていないところであ
ります。
　市としましては，先進事例の情報提供や合併を検討している各自治会への助言な
ど，側面からの支援を行うとともに，現在，平成23年度以降に合併した自治会に対
して，コミュニティ活動奨励金の加算措置（合併により減少した自治会数×120,000
円）を合併後３年間実施して，自主的に合併を選択した自治会が，合併後スムーズ
に新自治会としての活動を実施することができるようサポート体制を整備しており
ます。
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川辺 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

１１１１　　　　橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画のののの公開公開公開公開とととと幅員幅員幅員幅員のののの狭狭狭狭いいいい橋梁橋梁橋梁橋梁のののの安全対策安全対策安全対策安全対策についてについてについてについて

　本市が管理する橋梁309橋の維持管理計画については，平成23年度に『南
九州市橋梁長寿命化修繕計画』が策定されていると聞いております。老朽
化した橋梁は，この計画に基づいて優先順位の高いものから補修工事が実
施されていくものと理解しております。
　しかしながら，橋梁がある地域の住民の中には，その計画内容を知らな
いため橋梁の安全性には不安を抱いている方もいらっしゃるとお聞きしま
す。
そこで，下記の２点を提言します。

（１）各橋梁の長寿命化修繕計画内容を市民にわかりやすく周知していた
だくことを提言します。
（２）小中学生の通学路にあって幅員の狭い橋についは，交通安全上の配
慮を検討していただくことを提言します。

建設課

川辺支所建設課

　橋梁長寿命化修繕計画は，平成23年度で南九州市の全橋梁309橋の計画が策定され
ました
　計画では，今後50年間で概算事業費104億円の橋梁修繕を実施すれば，約107億円
のコスト縮減効果が見込まれるとし，修繕計画は，橋梁の経過年数や幅員等に関係
なくコスト縮減効果が最大になるよう作成されております。
　提言のありました修繕計画の公表については，概要版を南九州市のホームページ
で公表しておりますが，修繕計画書は資料が膨大なため閲覧による公表を行ってお
ります。
　通学路における幅員が狭い橋梁については，各小学校で実施されました合同通学
路点検により，通学路の安全対策の要望が出されております。通学路の安全対策に
ついては，早急に対策のとれない箇所もありますが，合同点検を実施した全ての箇
所について，今後も鋭意対策を進めてまいります。

２２２２　　　　誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業におけるにおけるにおけるにおける市内居住者市内居住者市内居住者市内居住者のののの雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進とととと，，，，市内商工業者市内商工業者市内商工業者市内商工業者のののの新新新新
規事業育成支援規事業育成支援規事業育成支援規事業育成支援についてについてについてについて

　企業誘致の施策については，平成23年度に「南九州市企業立地促進補助
金交付要綱」の一部改正により，既存の企業が工場増設する際も補助対象
になるなど本市の取り組みは評価しております。要綱によれば，補助を受
けた企業は交付後３年以内に地元雇用者を５人以上増加し，３年以上新規
地元雇用者を雇用することが定められております。
　一方，市内商工業者への支援策としては，平成24年度から「南九州市商
店街活性化対策事業補助金交付要綱」が施行されました。商店街の共同施
設整備や空き店舗の活用に補助金を交付することは，３町の中心市街地の
活性化を図る施策としては評価できます。しかしながら，支援は市内の全
ての商工業者を対象にしたものではありません。
　以上を踏まえて，下記２点を提言します。

企画課

　少子高齢化により国内における人口減少が進む中，南九州市における人口減少は
特に顕著な状況にあります。長引く経済不況・円高デフレ等の影響により，地域か
ら雇用の場までも失われつつあるという状況です。
　雇用の場がなくなると人口減少にも大きく影響してくることから，一定の規模以
上の工場増設等の場合,補助金交付を行い，雇用と市内定住を促進させようと策を講
じているところであります。

（１）本市の人口減少対策の一つとして，誘致企業に対して，市内居住者
の雇用促進をお願いしていただくことを提言します。

企画課

　提言（1）の地元雇用促進について
　市内に立地する企業等においては，経営戦略や設備投資の問題等から即座に解決
できるものではありませんが，市としては毎年市内の企業や高校，商工会などが一
堂に会し，お互いの情報交換等を実施しながら，併せて企業が求める人材像などの
意見集約などを行う懇談会を開催しております。
　また平成24年度から，薩南工業高校と頴娃高校の生徒を対象に，市内立地企業の
職場訪問等を実施し，地元雇用・地元就職双方の啓発を始めたところです。引き続
き地元雇用・地元就職につながる施策を検討していきたいと考えております。

川辺地域審議会川辺地域審議会川辺地域審議会川辺地域審議会からのからのからのからの提言提言提言提言にににに対対対対するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方
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川辺 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

（２）市内商工業者の新規事業に対しても，支援策を講じていただくこと
を提言します。

商工観光課

　提言（２）の市内商工業者への支援策について
　本市におきましては，商業団体等や事業主が商店街の活性化に寄与する事業に要
する経費に対し補助金を交付する「商店街活性化対策事補助金交付事業」を平成24
年度から創設いたしました。その中には空き店舗活用事業補助金も盛り込まれ，補
助対象者としましては，商業団体等及び南九州市商工会員又は商工会員として加入
される見込みのある人となっており，市内商工業者あるいはこれから新規で事業を
興す方，全てを網羅していると考えております。公共福祉の観点から地域商工業の
母体でけん引役である商工会振興の目的も併せておりますのでご理解ください。
　なお，空き店舗の貸主がいないというような現状があるということで，新築され
て事業を展開する場合や対象地域を商店街に限定しないようにする事などについて
は，今後検討してまいります。

３３３３　　　　自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー発電開発発電開発発電開発発電開発にににに向向向向けたけたけたけた調査研究事業調査研究事業調査研究事業調査研究事業についてについてについてについて

　わが国では，東日本大震災以降，自然エネルギー発電への関心が急速に
高まっています。新聞報道等によれば，経済産業省では，従来の大手電力
会社による地域独占体制を見直す電力改革が検討されているようです。鹿
児島県においても，企業による大規模太陽光発電所（メガソーラー）や，
小水力発電施設の建設が報道されています。最近の報道では，鹿児島県や
県内自治体らで構成される鹿児島県小水力利用推進協議会と九州発電が協
力して県内40ヶ所に小水力発電施設を建設する計画があるようです。
　さて，本市には川辺町に水力発電が２ヶ所，頴娃町に風力発電所が１ヶ
所ありますが，自然エネルギー発電可能な場所は他にも潜在していると考
えられます。自然エネルギー発電の開発は，全国的に自治体や企業による
競争で，先進的に着手しなければ将来的な参入は難しいと思われます。
そこで，下記の点を提言します。

（１）本市においても自然エネルギー発電が可能な場所を探り，電力産業
へ参入する企業を誘致するために，開発に向けた調査研究事業を実施する
ことを提言します。

市民生活課
企画課

　本市では，地球環境の保全及び新エネルギーや省エネルギーの普及促進を図るこ
とを総合計画基本計画で掲げております。
　このことから，風力や太陽光の再生可能エネルギーによる発電事業を行う事業者
に対して，整備等に関する支援を行うことで，普及促進を図ってきているところで
あります。平成24年12月，市三本松工業団地内の一部を賃貸借するということで，
メガソーラー発電施設の設置を検討していた企業と施設建設について立地協定を締
結したところですが，基本的に新エネルギー（再生可能エネルギー）に関しまして
は，市費を投じて本市自ら発電事業者となることは考えていないところであり,ご提
言の「調査研究事業」につきましては，実施予定はないところであります。
　今後におきましても民間事業者が実施する事業に対しては，市として協力できる
範囲での支援を行ってまいります。
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川辺 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

４４４４　　　　子育子育子育子育てててて環境環境環境環境をををを整備整備整備整備してしてしてして出生率出生率出生率出生率をををを上上上上げるためのげるためのげるためのげるための取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

　本市人口は，平成24年９月現在で約39,000人。合併当初と比べて，５年
間で約3,000人減少したことになります。人口減少の要因はたくさんあると
思いますが，さまざまな対策に今取り組まなければ，今後さらに減少して
いくことが懸念されます。子育て環境を現在よりもより良くすることで，
出生率を少しでも上昇することができるものと思います。
　例えば，市外から移住したばかりの家庭では，保護者の病気や急な用事
の時に子どもを預かってもらえるような親戚や知人が周囲におらず，子育
て環境に不安を抱いていることが少なくないとお聞きします。
そこで，下記２点を提言します。

（１）保育所施設による一時預かり事業や夜間保育事業，延長保育事業の
より一層の充実を図っていただきますよう提言します。
（２）平成22年に市が策定した『南九州市次世代育成支援対策地域後期行
動計画』で保護者の利用意向が少ないとされた，トワイライトステイ事業
やファミリーサポートセンターの実施も検討していただくことを提言しま
す。

福祉課

　市内には，私立14園（所）・公立３園（所）合計17園（頴娃地域8，知覧地域５，
川辺地域４）の認可保育施設が保育事業を行っております。その他にも川辺地域に
認可外保育施設として４施設があり，また幼稚園おいても公立２園（頴娃・知覧各
１）・私立２園（川辺）で幼児教育を行っている現状であります。
　子ども・子育て関連３法が本年施行され，各自治体においても平成25年度から
「子ども・子育て会議」の設置やニーズ調査を実施するなど地域の実情に即した
「子ども・子育て支援事業計画」の策定が求められております。
　現在の次世代育成支援対策協議会に変わる組織として本市の子育て支援について
検討協議を行う予定としております。この会議の中で子育て環境の整備について総
合的に検討を行い利用意向の高い事業等については，積極的な事業化を図るものと
考えております。しかしながら，保育園（所）における事業の実施につきまして
は，各保育園（所）の理解や協力も必要になる場合も考えられるところです。
　提言のありました各種事業につきましても，次年度に予定しているニーズ調査結
果，「子ども・子育て会議」の中で協議検討を行い，財政的な措置を踏まえ子育て
の環境整備を図りたいと考えております。4
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川辺 提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

５５５５　　　　川辺高校川辺高校川辺高校川辺高校のののの魅力魅力魅力魅力をををを市内中学生市内中学生市内中学生市内中学生にににに伝伝伝伝えるえるえるえる取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

　川辺高校の生徒数は，年々減少傾向にあります。平成24年4月現在では，
総定員480人に対して341人の在籍者数と大幅に下回っております。
　本市では，市内高校それぞれに設置された学校活性化協議会へ補助金
450,000円を支給しており，各校の特色を活かした取り組みがなされている
ことは聞き及んでおります。川辺高校では，協議会を始めとして，学校関
係者や同窓会がこれまで行ってきたさまざまな取り組みにもかかわらず，
中学生の受験希望者は低下してきている状況です。
　従来の取り組みのままでは，学校宣伝をうたう際には，川辺高校の進学
率や学力向上率の上昇を喧伝しておりますが，中学生にとって志望高校の
判断材料にはなっていないのではないかと拝察します。
　そこで，下記の点を提言します。

（１）川辺高校をはじめとする市内高校の魅力を中学生に伝えるための取
り組みを，市の施策として実施していただくことを提言します。

企画課
学校教育課

平成24年５月１日現在の市内３高校の定員数と在籍者数につきましては，川辺高
校（定員480，在籍者341，充足率71.0%），薩南工業高校（定員480・在籍者386，充
足率80.4%），頴娃高校（定員360，在籍者254，充足率70.5%）といった状況で，市
内３高校とも定員割れの状態となっております。 市内３高校ではそれぞれに活性
化協議会を立ち上げ，地域や同窓会，ＯＢ，ＰＴＡなどといった組織と一体とな
り，各高校の特色を生かした生徒募集や学校活動，その他についての検討協議を実
施しており，市はこの協議会運営に対して補助などの支援を行っております。
　（１）について

「市の施策としての実施」をとのことでありますが，３高校のそれぞれの歴史や
特色，校風，地域との関わりなどを考慮しながら，それぞれが実施している活性化
策は，今後さらに重要視されてくるものと考えられます。市ではそれぞれ自主的に
行っている諸活動を尊重し，育成していくためにもこれまでと同様，活性化協議会
への支援（補助）を継続していく考えでおりますので，それぞれの地域や同窓会，
活性化協議会が引き続き高校と一体・連携した活動をしていただくことをお願いい
たします。

また本市にある三つの県立高等学校は，それぞれの長い歴史の中で，町の発展・
活性化の核として存在してきました。超少子化，価値観の多様化が進む中で，３高
等学校それぞれに「活性化対策協議会」が設けられ，定員の確保に懸命な努力が続
けられております。それぞれの学校が存続・発展できるための支援を支援策とし
て，本年度から市内３高等学校と５中学校の校長，教頭，教務主任等から構成され
る「南九州市進路指導連絡協議会」を立ち上げ，市内の中学校を卒業する生徒が地
元の高等学校へ進学するための方策等について協議を進めてまいりました。

これまでも３高等学校は，各中学校における入学説明会において，学校の授業や
部活動の様子，進学・就職先等について説明してまいりました。今後は，高校生や
高校の卒業生を派遣するなど，各学校の良さがより具体的に分かる工夫をしていき
たいと考えております。

また，中学生が高等学校の生活を体験する「体験学習」や親子学校(高等学校）参
観も推進しております。中学生が，自分の目で見たり，体験したりすることで，各
学校の良さを認識できると考えております。さらに，中学校と高等学校の交流を推
進し，先生方が授業技術の向上を図ったり，生徒指導上の問題点を解決したりでき
るようにしてまいります。
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提言の内容 担当課 提言に対する市の考え方

６６６６　　　　川辺川辺川辺川辺ののののシンボルシンボルシンボルシンボルであるであるであるである清水磨崖仏清水磨崖仏清水磨崖仏清水磨崖仏のののの修復工事修復工事修復工事修復工事のののの早期実施早期実施早期実施早期実施とととと，，，，見見見見
学箇所学箇所学箇所学箇所のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

　清水磨崖仏は，ここ２年ほど見学路が閉鎖されて見学できない状態に
なっております。平安時代末期に彫られた世界最大級とされる大五輪塔に
亀裂が入り，倒壊の恐れがあるために安全確保上の措置であると承知して
おります。しかしながら，その間，岩屋公園を訪れた観光客や市民が磨崖
仏を見学できずに不満の声があがっていると聞き及んでおります。
　今年度，記録保存のための測量調査を実施するとお聞きしております
が，これまで行われていなかった本格的調査に着手する点では評価できま
す。しかしながら，２年もの間見学できない市民からすれば，旧川辺町時
代から10年以上にわたって修復工事などの適切な措置をとらずに放置して
きた結果であると見てとれます。
　そこで，下記の３点を提言します。

（１）倒壊の恐れのある大五輪塔や，剥落の恐れのある壁面の修復保存工
事を早期に実施していただくように提言します。
（２）工法決定や財源確保に時間がかかり早期実施が困難な場合には，善
後策として，対岸の見学箇所を整備して，説明版を増やすなどより充実し
ていただくことを提言します。
（３）清水磨崖仏の歴史的価値を広く周知する活動を行っていただくこと
を提言します。

文化財課
都市計画課

大五輪塔については，旧川辺町時代の平成８年度に刊行された報告書にもありま
すように，長年の風雨により倒壊・風化を危惧されていて，軟弱な地盤上に前傾で
立ち，震度４～５以上の地震が発生した場合，倒壊する可能性が高いと指摘されて
おります。
（１）について

報告書により，数種類の倒壊防止の工法が検討されておりますが，いずれも決め
手を欠き，現在まで，抜本的な倒壊防止策が施されていない状況にあります。報告
書が出されてから10数年経過し，その間に，倒壊防止の工法も進歩していると考え
られます。十分な記録がないため，まずは詳細な記録保存をしたあと，関係機関と
の連携のもとに，倒壊防止工法等について検討したいと考えているところです。

（２）について
対岸の見学箇所は，県が発注するリバーフロント整備事業で平成４年度頃に整備

されております。整備後20年程度が経過し，路面は多少傷んではいるものの，付近
にはホタルの生息水路があるなど，磨崖仏群と一体化した歴史的空間が存在しま
す。平成24年度には対岸の園路沿いの樹木や磨崖仏群の観覧に支障のある樹木の伐
採を行ったところでありますが，今後も支障となる枝木を伐採し，メインスポット
には対岸に説明板を設置する等の整備を行う計画です。

なお，倒壊防止対策に時間を要す現状では，対岸見学箇所から桜の屋形側へ安全
な周遊路を確保する方向で検討を重ねてまいりたいと考えています。

（３）について
平成23年度に南九州市文化財ガイドブック（川辺地区）を刊行，平成24年度に南

九州市文化財ガイドマップを改訂し清水磨崖仏を紹介しております。また，学校関
係では現地案内や社会科・郷土学習の講座を行い，さらに各種団体（史談会，子ど
も会，老人会等）における文化財講座等を開催し紹介等を行っております。今後も
清水磨崖仏の歴史的価値を含めた川辺地域の文化財紹介周知について継続して取り
組んでまいりたいと考えております。
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