
番号 会場 内容 課等名 回答等

 
山村開
発セン
ター

空家対策について、以前田代で移住者定住のために行った
活動と似ているが、当時契約書を交わしていなかったため
に借り手は来たのに家主が貸さなくなったという苦い経験
をした。市ではどのような対策を行うのか。

企画調整課

空家対策については，不動産業者で管理されて
いる物件の市ホームページでの紹介を検討してい
きたいと考えています。

また，左記のケースは個人間での問題と思われ
ますが，具体的な空家の売買，賃借は個人間で処
理していただき，市では空家の有効活用のための
情報提供等に取り組むこととしています。

１　予算・計画について

議員と語る会における市政への要望事項等について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
コミュ
ニティ
新町

危険空家問題で、所有者が不明、分からない場合の対策
は。また法的な解決策はあるのか。

都市建設課
総務課

 行政としては，通行に支障を来す建物や，倒壊の
危険性がある建物については，所有者又はその者
と関係があると思われる方に対し，適正管理の依
頼文書等を送付しています。
　所有者不明で倒壊のおそれがある危険空家につ
いては，特定空家として認定されれば指導，勧告
を経て 終的に行政代執行の手続を行うことがで
きますが，代替的な取扱いをすることに十分な理
由が必要と考えます。

 
コミュ
ニティ
新町

平成２８年度の空家調査で市内の倒壊等の危険家屋の３２
６戸は、特定空家に該当するのか。

総務課
都市建設課

　空家調査の結果，判断されたものであり，特定
空家への該当については，個別の状況を踏まえて
決定されることになります。

 
小漉公
民館

隼人分館は避難場所（市内３２箇所）になっているが、避
難準備情報の開設の連絡はなかった。脇本公民館は八郷か
らは１０キロ近くあり、隼人地区からの避難場所に適さな
い。また隼人分館を避難場所としても、畳などの準備が出
来ていない。対応を考えているか。

総務課

　今回の台風では，進路等の状況を考慮して，隼
人分館を避難所として開設しませんでしたが，隼
人地域における重要な避難所と考えています。な
お，開設に当たり避難が長期化する場合は，畳等
の設置が必要と考えますが，一時的な非難の場合
は常設は難しいと考えます。

 
小漉公
民館

１０月２２日の台風時、倒木により市道がふさがれ、市役
所総務課に連絡したが適切な対応が無く、あとから市内土
木業者がチェーンソーも持たず見に来た。台風時の対応は
どうなっているのか。

総務課
都市建設課

　台風通過後に市内の災害状況確認や各地区の区
長へ災害調査員を通じて調査を行い，緊急的に対
応が必要な場合は，市内事業者等に委託を行うな
どの対応を行っています。また，地域における早
急な対応については，消防署を通じて地域消防団
への協力もお願いをしています。
　引き続き迅速な対応に努めます。

議員と語る会における市政への要望事項等について

２　防災について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

２　防災について

 
折多地
区集会
施設

折多地区の河川整備について、出水土木事務所にお願いし
たが、川の出口の断面が狭いこともあり、水門で仕切って
あってどうにもならないという考え方なのか。

都市建設課
農政課

折多地域の治水対策について，国県市の関係部
署（建設・農政）において意見交換を行っている
状況です。河口は海水の遡上による耕作地の塩害
を防ぐため樋門が設置されており，農政部署にお
いて耕作地の被害防止対策を検討中です。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 

農村環
境改善
セン
ター

企画調整課から交通に関するアンケートが来て回答した
が、グループタクシーの利用についてバス停までの距離
０．５キロメートル以上のしばりを外してほしい。

企画調整課
新年度に向けて，高齢者，障がい者等の生活支

援型サービスとして，制度の見直しを検討してい
るところです。

 
脇本地
区公民
館

脇本地区のタクシー会社がなくなり、交通手段に不安を覚
える。バスもダイヤ改正で不便になってくる。脇本地区の
タクシー会社の代替はどのように対応するか検討して広報
すべきではないか。

企画調整課

脇本地区のタクシー会社の代替としては，市内
のタクシー事業者２社で対応がなされています。

また，脇本地区の一部地域で導入されている乗
合タクシー事業についても，平成２９年４月１日
からは，阿久根タクシーに運行事業者として対応
いただいているところです。

 
山村開
発セン
ター

田代地区のバス路線が廃止になると聞いているが、その後
の乗り合いタクシー等の利用をどのように考えているの
か。

企画調整課

平成３０年４月１日から南国交通㈱の営業路線
である尾原線，弓木野線が廃止となることに伴
い，現在，田代地区，鶴川内地区，山下地区につ
いて，乗合タクシーを運行するために必要な手続
を行っているところです。

議員と語る会における市政への要望事項等について

３　公共交通について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
コミュ
ニティ
新町

危険住宅を解体して更地にした場合、固定資産税が高くな
ると聞いているがどうか。

税務課

住宅が建っている土地については，税負担の軽
減を図るため，住宅１戸当たりにつき，住宅の面
積の１０倍を限度として，２００㎡までは課税標
準額を１／６に，２００㎡を超える部分について
は，１／３にするという固定資産税の軽減特例措
置があります。

危険家屋を解体すれば，解体された家屋の評価
相当分の固定資産税は減少しますが，土地に対す
る軽減特例措置が適用されず，通常の課税標準額
となりますので，その分の固定資産税が増加する
ことになります。

議員と語る会における市政への要望事項等について

４　税について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
鶴川内
集会施
設

「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅整備要望活動につい
て、既存の道の駅と競合しないのか。

都市建設課
商工観光課

現在，既存の道の駅については，「阿久根市物
産館等構想検討会議」を設置し，短期的・中長期
的な課題を抽出しながら，サンセット牛之浜景勝
地とのすみ分けを明確に共存していく方向で検討
しています。

議員と語る会における市政への要望事項等について

５　観光について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
遠矢公
民館

調査した空家を市が借り上げて改修し、農業関係のＩター
ン・Ｕターン者等がスムーズに居住できる場所をつくって
ほしい。

総務課
企画調整課

空家の売買，賃借において，物件のあっせん，
仲介等については，不動産業者において処理して
いただくことになります。

空家の改修につきましては，所有者において行
われるものと考えています。

 
折多地
区集会
施設

空家活用に関し、空家を貸す場合に、水、電気、模様替え
など 低限の条件があるのか。

企画調整課

空家を貸す場合，必要 低限の対応として，ト
イレ，キッチン等の水回り，電気の環境整備は必
須と考えます。また，空家にある仏壇等の問題も
考えられます。室内の改修については，費用がか
かり賃貸料に影響が出ることが想定されます。

賃貸物件として検討されているのであれば，ま
ずは不動産業者に相談されてみることも必要と考
えます。

 
折多地
区集会
施設

空家活用に関して、空家を求める人と貸す側のバランスの
問題として、公営住宅や民営住宅、個人の住宅を借りてい
る方の意向や全体の絶対数について調査をしているのか。

企画調整課

人口の減少とともに空家（賃貸物件を含む。）
が増加することから，需要と供給のバランスが今
後さらに崩れていくことが予想されます。その中
で顧客ニーズに合致した物件を探し出す上では，
不動産業者の重要性が増してくると考えます。市
としましても，今後の空家対策については，不動
産業者と協議していく方向で検討中です。

 
折多地
区集会
施設

脇本地区にＩターン者が２、３人来ている。農業志望のた
め、機械等の関係で倉庫付きの民間住宅を借りるようにし
ているが、適当な家がなく探すのに大変苦労している。行
政で対応はできないか。

企画調整課

空家の物件の仲介は，基本的に不動産業者が基
本と考えています。農機具が収納できる倉庫を兼
ね備えた物件は特異なケースのため，お近くの農
家の方に尋ねられることも必要かと考えます。

 
尾崎公
民館

「いかくら」への補助金について、チェック機能を強化し
てほしい。

水産林務課
補助金等については，実績を確認して交付して

います。補助金等の適正な使用については，決算
書類等を確認し指導助言を行ってきています。

議員と語る会における市政への要望事項等について

６　産業・雇用について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

６　産業・雇用について

 
尾崎公
民館

阿久根にも森林は多いのに、森林組合は無くなったがどの
ような対応をしていくのか。

水産林務課

北薩森林組合の阿久根事務所が平成２８年度中
に閉鎖されたことにより，肥料などの購買事業に
ついては出水支所まで行く必要がありますが，間
伐等の造林事業については，これまでどおり出水
支所で実施していたので変更ありません。

 
鶴川内
集会施
設

ふるさと納税寄附金に対する返礼品出品への参加ができる
ようにしてほしい。

商工観光課

返礼品の出品については，「あくね応援寄付金
事業参加申請書」を商工観光課に提出していただ
き，承認後参加となります。

市としても返礼品の品数を増やしたいことか
ら，希望がある方は，商工観光課へ相談してくだ
さい。

 
鶴川内
集会施
設

古民家を改修した大川の交流施設の利用状況、また年間を
通じての利用実績を教えてほしい。

企画調整課
商工観光課

当該施設は，民間と市の観光開発嘱託員である
地域おこし協力隊との協働により実現したもので
あり，今年７月末のオープン以来，１２月３１日
までの約５か月間で１７件，約２００名が利用し
ています。

内容は，同窓会やその打合せ会，いきいきサロ
ン，各種演奏会，地区ボランティアクラブの打合
せ会に利用するなど，用途は多岐にわたっていま
すが，地域の重要なコミュニティ施設として活用
されています。

 
山村開
発セン
ター

田代では杉皮バークペレットによるバイオマス発電を２年
前から市へお願いしてきた。２つの事業を企業が実行した
が、その際土地、補助金の問題でいちき串木野市・薩摩川
内市へ持っていかれてしまった。阿久根市は他市と比較し
て事業を起こす際の補助金がぜい弱なので改善してほし
い。

企画調整課
水産林務課

再生可能エネルギーの発電事業については，多
額の資金が必要となり，国においては，民間事業
者が申請し利用できる補助金等はありますが，市
の再エネに対する補助事業は検討していないとこ
ろであります。

その他の企業立地等については，各種の助成制
度がありますので具体的には企画調整課へお問合
せください。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
遠矢公
民館

阿久根市は他自治体に比べて、浄化槽設置に対する補助金
が少ない。もっと上げてほしい。

市民環境課

現在，５人槽３３２千円，７人槽４１４千円，
１０人槽５４８千円を補助していますが，補助金
を上乗せしている自治体もあることから，参考に
したいと考えます。

 
小漉公
民館

鹿児島県環境保全協会の浄化槽検査はどのようなものなの
か。検査料は皆さん支払っているのか。

市民環境課

浄化槽法では，浄化槽管理者は，法第７条に基
づき浄化槽の使用開始後４か月～８か月の間に，
また法第１１条に基づき毎年１回（実際には３年
に１回），いずれも，県が指定する検査機関が実
施する検査を受けなければならないと規定されて
います。また，設置者はその際，検査料を支払っ
ています。

 
市民会
館

遠見ケ岡に数件家が建っているエリアは水道が通っていな
い。景勝地であり水を引いたら居住者が増えると思う。多
額の費用がかかると聞いたが事業に着手してほしい。

水道課

この地区は，標高が一番高い所で８０ｍあり，
中区配水池（Ｈ＝６５ｍ）系では給水ができない
状況です。平成２０年度に検討したところ，市道
ゼミ佐潟線から加圧方式により市道遠見ヶ岡線に
配管布設し給水する方法が一番安価でしたが，そ
れでも工事費が約１億５千万円程との試算結果で
した。

水道事業は独立採算を原則とし，水道料金を基
本に運営していることから，現在の人口減少に伴
う料金収入の減少が懸念される中，老朽管や耐震
化などの施設更新に多額の投資が見込まれます。

このことから，安全で安心な水の供給を継続さ
せるためには，既存の水道施設の更新を優先せざ
るを得ず，現時点では当地区への水道供給は難し
いと考えているところです。

議員と語る会における市政への要望事項等について

７　環境について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

７　環境について

 
折多地
区集会
施設

北薩広域の新焼却場の排水が大下川・折口川に流れる。そ
の水で水稲を栽培しているが対策は十分か。有害排水が流
れた場合の覚え書き等の措置を考えてもらいたい。

市民環境課
農政課

　現在の環境センター（ごみ処理施設）からの排
水については，施設内で処理した後，冷却水とし
て使用し河川に放流していません。また， 終処
分場からの排水については，浸出水処理施設で処
理を行い，筒田川及び折口川に排出しています
が，水稲栽培に影響を与えていません。なお，菜
切地区に建設する新たな施設の排水についても，
現環境センターと同様の処理を行い排出すること
としていることから，問題はないものと考えてい
ます。
　現段階での覚書等の措置については，北薩広域
行政事務組合と協議を行いたいと考えています。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
コミュ
ニティ
新町

西回り自動車道大川ＩＣ（仮称）付近の『道の駅』につい
て、位置的にはどうなるのか。また、現在の道の駅はどう
なるのか。

商工観光課
都市建設課

「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅について
は，西回り自動車道大川ＩＣ（仮称）入口付近に
整備するよう国に対して要望しています。

また，現在の道の駅にについては，すみ分けを
行い，存続を図っていきたいと考えています。

 
遠矢公
民館

西回り自動車道の一部開通により、西目から園田まで交通
量が増え、山下の点滅の信号付近が両方向から下りにな
り、先日事故も発生し危険である。正式な信号機とまでは
言わないが対応してほしい。

都市建設課

御指摘の箇所は，交通量の多い交差点であると
認識しています。点滅信号がすでに設置されてい
る交差点でありますが，正式な信号機に変更する
かどうかは，警察署の判断となります。

 
遠矢公
民館

西回り自動車道が11月、出水ＩＣまで開通し、今後ますま
す交通量が増える。山下小学校、西目のみなみ保育園、子
供達の安全確保の観点から、農免道路、市道等の安全対策
を充実してもらいたい。

都市建設課

市道阿久根出水線は高速道路の開通以降，予想
をはるかに超える交通量となっています。子供た
ちの安全確保の対策を講じていかなければならな
い課題であると認識しています。交差点付近の市
道伐採等を実施していきたいと考えています。

 
遠矢公
民館

山下の農免道路の信号機の前後１００ｍ位、また小学校側
の道路についても法面のコンクリート整備を実施してもら
いたい。草刈りも見通しが悪く実施して欲しい。

都市建設課

山下の信号機付近だけではなく，阿久根出水線
全体の課題と認識しています。特に交差点付近の
草刈等や法面のコンクリート整備を実施していき
たいと考えています。

 
折多地
区集会
施設

西回り自動車のインターチェンジ名称について、「阿久根
北」というのはどうかと考える。いつの間に決まったの
か。大川ＩＣは仮称ではあるが地名ではある。名称を変え
ることは出来ないのか。

都市建設課

「阿久根北インターチェンジ」については，平
成２５年１２月に鹿児島国道事務所から本市へ意
見照会があり，市で検討を行いました。その後，
九州地方整備局長から鹿児島県知事に意見照会の
手続がとられ，平成２６年３月に名称が決定しま
した。

また，一度登録された名称は，地図やナビゲー
ションシステムに登録されており，名称変更につ
いては，困難と思われます。

議員と語る会における市政への要望事項等について

８　道路について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

８　道路について

 
折多地
区集会
施設

北薩横断道路について、以前測量の説明会があったとのこ
とだが、国道３号との取りつけ位置は決まっているのか。

都市建設課
現在，事業主体である県において，調査・設計

中であり，内容については不明です。

 
尾崎公
民館

西回り自動車道路の用地建物補償について、移転先の交渉
について市も協力してほしい。

都市建設課

現在，地元の対応及び用地交渉等の現地業務の
推進を行い，阿久根川内道路の建設に協力し，円
滑な建設の促進を図ることを目的とした南九州西
回り自動車道「阿久根川内道路」現地対策窓口を
設置しましたので，活用していただくようお願い
します。

 
尾崎公
民館

山下弓木野線、茶円ケ段線の高木の伐開及び白線の消滅、
また横ケ倉線のがけ崩れ等の懸念について対応をお願いす
る。

都市建設課

要望のあった伐木については，道路維持作業班
や業者に委託して伐木をするようにしています。
外側線などの交通安全施設については，設置して
いきたいと考えています。

 
鶴川内
集会施
設

台風被害時に対応する道路整備の維持管理については、早
急に行ってほしい。

都市建設課
簡易な維持管理は道路維持作業班で対応してい

ますが，大きな災害など緊急時は阿久根市建友会
に依頼し，迅速に対応するよう心掛けています。

 

西目地
区構造
改善セ
ンター

国道馬見塚線の（有）石川商店付近から大川西目線までの
間、幅員が狭小、路肩補修などの整備をしてほしい。経営
規模拡大の妨げになっている。

都市建設課

改良の要望書と併せて，地域の方々の用地協力
を含む形での道路改良についての同意書を提出い
ただいた上で，具体的な事業化を検討していきた
いと考えています。

 

西目地
区構造
改善セ
ンター

阿久根出水線の西目枦区交差点について、横断歩道設置が
できないか。

都市建設課

横断歩道については公安委員会が設置します。
地元からの要望もあり，警察署に進達したところ
ですが，今後，歩行者などの利用状況等を調査し
て決定されるものと思われます。



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

８　道路について

 
山村開
発セン
ター

日當瀬のカーブは車のスピードが早すぎてカーブ内側の民
家からは道へ出られず旧道を通っているが、旧道は管理さ
れず荒れている。カーブミラーをつけ、スピードが出ない
よう看板設置をお願いしたい。

都市建設課
県道阿久根東郷線は鹿児島県が管理を行ってお

り，要望を県に伝えていきます。

 
脇本地
区公民
館

脇本海岸から三笠支所近くまで夏場は歩行者が多く、車と
接近し危ない。歩道を設置してほしい。

都市建設課
県道脇本赤瀬川線は，鹿児島県が管理を行って

います。要望を県に伝えていきます。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
遠矢公
民館

出水市は入浴券交付事業があると聞く。阿久根も実施して
ほしい。

健康増進課

現在，出水市においては，７５歳以上の方を対
象に入浴料の一部を補助する温泉入浴券の交付事
業を実施しています。

本市においては，以前，国民健康保険の被保険
者で特定健診受診者に「温泉入浴助成券」を交付
していましたが，交付を受けられる方が限定され
ていた面があったことから，事業を中止したとこ
ろです。

このことから，一律に「入浴券」を交付するこ
とについては，公平性の観点から慎重に検討する
必要があるものと考えています。

 
尾崎公
民館

民間事業者の食事配送について、補助金を交付して配食距
離の延長はできないか。

福祉課

現在，高齢者等訪問給食サービス事業を市内の
２事業者に委託して行っているところであり，民
間事業者が行う宅配事業に対して補助を行う計画
はありません。

議員と語る会における市政への要望事項等について

９　医療・福祉について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
大川小
学校

大川小学校、大川中学校の児童・生徒の減少について、難
しい問題であるが、大まかにでも今後の対応策・要望等の
意見をまとめていくべきではないか。

教育総務課
学校教育課

現在，教育委員会では，大川小・中学校の保護
者や将来の小学校入学予定保護者との協議を進め
ており，速やかに一定の方向性を示す予定です。
また，今後，それらを基に校区と協議を進めてい
きます。

議員と語る会における市政への要望事項等について

１０　教育について



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
コミュ
ニティ
新町

阿久根高校跡地の活用は現在どうなっているのか。 企画調整課

活用方法につきましては，議会，市内外の方々
から簡易宿泊所，教育施設，福祉・介護施設，
サッカー場など，いろいろな御意見をいただいて
いますが，今後旧国民宿舎跡地の活用と併せて，
活用についての議論が進められていくことになり
ます。

 
小漉公
民館

ボンタンロ―ドレース大会等で、市内の宿泊施設は不足す
ると思うが、旧国民宿舎の建設計画はどうなっているの
か。

財政課

旧国民宿舎施設の跡地活用については，既存の
建物を市が解体し，民間事業者による新たな宿泊
施設の事業提案を平成３０年１月１９日まで募集
しており，同年３月末までに事業者を選定する予
定です。

 
小漉公
民館

隼人小学校校舎の傷みがひどいが、今後の解体等、計画は
ないのか。

生涯学習課

現在，体育館を中心に平成１９年度から地区公
民館としての活用を進めています。また，避難所
として利用されているため，今年度トイレ改修を
行いました。

現段階では，校舎の解体計画はありませんが，
今後も体育館を中心に地域の方々が利用しやすい
施設になるよう努めていきます。

 
鶴川内
集会施
設

旧国民宿舎跡地活用に関連して、老人福祉センターの新た
な施設はどこに想定しているのか。

財政課
介護長寿課

老人福祉センター機能の移転先について，市内
の既存施設数か所を対象に検討を加え，関係機関
等と調整を図っているところです。

 
鶴川内
集会施
設

番所丘公園の管理について、シルバー人材センターでも対
応できるのではないか。

都市建設課

番所丘公園の管理については，平成１８年度か
ら指定管理者制度を導入し，公募により管理者を
決定しその事業者により包括的に管理，運営がな
されているところです。

 
鶴川内
集会施
設

鶴川内集会施設のグランド周辺に照明が少なく対応をお願
いする。

水産林務課
グラウンドの夜間使用は想定していないため，

照明の設置は考えていません。集会施設の壁に駐
車場の夜間照明が設置してあります。

議員と語る会における市政への要望事項等について

１１　公共施設等について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

１１　公共施設等について

 

西目地
区構造
改善セ
ンター

西目地区集会施設横の運動場の照明料金について、１時間
９７０円で、その後１０分使用でも１時間料金になる。改
正してほしい。

農政課

現在，西目地区集会施設横の運動場の照明料金
については，１時間を単位としており１時間ごと
に専用のコインを投入することとしています。
１０分使用した場合でも１時間分の照明料を支払
うことになることから，コインの投入時間や時間
切れの時間を考慮した運動場の使用に御配慮くだ
さい。なお，市の照明施設の全てが１時間単位で
の使用料となっています。

 
市民会
館

老人福祉センターについて、遠見ケ岡区は公民館がなく同
センターを利用して区の総会、敬老会等を行ってきた。今
後どうしたらいいのか説明をお願いする。

介護長寿課
遠見ケ岡区周辺の施設において，区行事が開催

できる施設の利用について庁内関係課において検
討を行いたいと考えます。

 
市民会
館

番所丘から海が一望できるように伐採をしたが、右側が少
し残っている。すぐに伐採をしてほしい。

都市建設課
公園からの眺望を改善する必要があると考えて

います。現地調査をし，検討したいと思います。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
小漉公
民館

職員の電話対応について、災害時、緊急時等あちこち回さ
ず庁内で調整し、後にかけ直すなどの判断がほしい。

総務課

電話対応については，市民の方に対して丁寧を
旨として適切な対応に努めているところです。

直接，担当の課等において状況を問い適切に対
応するため，電話をつなぐ場合もありますが，時
間を要する場合には必要な調整をして改めて連絡
するなど，状況に応じた適切な対応にさらに努め
ます。

 
尾崎公
民館

阿久根市は、県等への要望が少ないと聞いている。市職員
の県などへの要望活動を強化してほしい。

総務課

直接，国や県等に対して地域の実情を訴え，地
域課題に早期の対応をお願いすることは大変重要
なことであり，市の姿勢を示すことは市政の発展
のため必要であると考えています。

国や県等への各種要望活動については，引き続
き積極的に行いながら連携協力関係を深め，地域
の振興につながる事業の実施を図ってまいりたい
と考えています。

 

西目地
区構造
改善セ
ンター

市からの通知文書について内容が理解しがたい。（児童手
当支払通知書）

福祉課
総務課

市からは，市民の方々へいろいろな文書をお送
りしていますが，内容を正確に理解していただく
ためには，内容の正確さはもとより，わかりやす
さが求められるものであると考えます。今回の御
指摘を踏まえ，よりわかりやすい内容となるよう
改善してまいりたいと考えています。

 
脇本地
区公民
館

下村の墓地の墓石を川沿いに投棄し、その土台の上によそ
の人が墓を作っている。注意を喚起する看板を設置したい
が管理組合がなく、市で看板を設置してほしい。

市民環境課

墓地管理組合で墓地の管理運営をしていただき
たいと考えますが，組合がないとのことで，今回
については看板設置を行いたいと考えます。

今後，墓地利用者による墓地管理組合を設立で
きるよう地域内で検討していただきたいと思いま
す。

議員と語る会における市政への要望事項等について

１２　行政について



番号 会場 内容 課等名 回答等

議員と語る会における市政への要望事項等について

１２　行政について

 
市民会
館

市職員の募集が繰り返されているが、応募がないのか。ま
た合格してもよそへ行くと聞いた。初任給を上げるべきだ
と思うがどうか。

総務課

新規採用職員の応募状況については減少傾向に
あります。

これは， 近の経済状況の影響が大きいと思わ
れますが，このことを踏まえ人材の確保のために
課題を整理し，条件等について検討します。



番号 会場 内容 課等名 回答等

 
コミュ
ニティ
新町

議会中継をネットを通じてライブで見ているが、本会議場
で行われる委員会もライブ中継してほしい。

議会

　本会議については、インターネットによるライ
ブ中継及び録画中継の配信を行っています。ご意
見については、他の委員会との整合性も含め検討
いたします。

 
大川小
学校

議会に興味はあっても仕事で傍聴に行けない。よそでは土
日に議会を開催しているところもあると聞く。そのような
対応はできないのか。

議会

　他の市議会においては、ご意見のとおり休日や
夜間に議会を開催している例もあります。今後も
市民の皆さんが議会を傍聴しやすい環境の整備に
向け協議を進めていきます。

 
大川小
学校

議員と語る会の放送は、市全体の放送で実施してほしい。 議会

　議員と語る会の開催に関する放送は、開催する
地区ごとに区長さんにお願いしています。次年度
以降、全体の開催会場等については、市の防災行
政無線でも放送いたします。

 
大川小
学校

本当に市民の声を市に届けたいと思えば、年に２回位「議
員と語る会」を実施してもらいたい。

議会

　現在、議員と語る会は市内各地区、また市内団
体（本年度は鶴翔高校生との意見交換会を開催し
ました。）と開催しています。開催方法等につい
ては、今後広報広聴委員会で協議いたします。

議員と語る会における市政への要望事項等について

１３　議会について


