
谷山中学校区における

「市長と語る会」発言に対する対応方針

〔 開 催 概 要 〕

日時：令和３年７月２９日（木）１８：００～１９：１５

場所：谷山市民会館

鹿児島市 市民協働課

令和３年１０月



（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局

1 谷山校区
町内会連
絡協議会

① 　ごみステーションについて、場所の
選定や管理は町内会が行っているが、
苦情が絶えない。市道は管理者が鹿児
島市であることから、市道であれば、
特例措置としてごみステーションの設
置を許可し、場合によっては、市道沿
いの花壇の一部を解除して設置を許可
していただきたい。また、ごみステー
ションがないアパートには、管理者に
指導をしてほしい。
　また、ごみステーションのボックス
は美観を損なわない一定の規格を推奨
し、区画整理を活用したごみステー
ションの設置をお願いしたい。

① 　ごみステーションの設置については、収集
車が通り抜けできるかどうか、通行の支障に
ならないか等の要件が確認できれば市道沿い
に設置が可能である。ぜひ担当課に相談いた
だきたい。
　ごみステーションボックスの規格化につい
ては、統一規格を設定すると地域によって
様々な状況に対応しにくい面がある。ボック
ス型や折り畳み型のごみステーションを整備
する町内会に対しては補助制度がある。気軽
に担当課に相談していただきたい。

環境局 【環境局】
　市長回答のとおり。
　なお、市道沿いの花壇を一部解除して
設置する場合については、道路管理者と
道路占用を受けている町内会等との協議
が必要になる。
　ごみステーションがないアパートにつ
いては、一定の設置基準を設け補助制度
があることからアパートの管理者にご活
用いただきたい。

2 情報高校
生徒会

② 　谷山街道は脇道も多く、路肩が狭い
ため、私たちは通学する際にいつも危
ないと感じている。実際、歩行者との
接触事故が起こりそうな場面もよく見
聞きする。鹿児島は自転車と歩行者や
自転車と自動車の接触事故が多いとい
う現状もある。
　そこで、「谷山港区入口」交差点か
らＪＲ谷山駅あたりに自転車専用レー
ンを検討していただきたい。
　自転車専用レーンを設置すること
で、車の渋滞の緩和につながり、谷山
街道沿いの駐車場が狭い店の利用客も
増えると考えている。

② 　自転車が通行しやすい環境を作ることは
ＣＯ２削減といった、時代の要請にもそぐう
ものであり、重要な課題である。
　鹿児島市ではＪＲの高架沿いに自転車の走
行空間を設けるなどの取組みを行っている。
　国道２２５谷山街道に関しては、国の管理
になっている。いただいたご意見は、国道の
管理者に伝える。
　また、鹿児島市では自転車の通行ネット
ワークに関する計画を持っているので、今後
新たな計画を考える際にいただいたご意見を
参考にしたい。

建設局 【建設局】
　市長回答のとおり。

発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

3 恵比寿北
町内会

③ 谷山地区は、電停やＪＲ谷山駅から、
支所などがある中心部が離れており、
アクセスが不便なところが多い。谷山
にもサザンホールや慈眼寺公園、ふる
さと考古歴史館などの施設があり、観
光客の回遊性向上や、ＪＲ谷山駅周辺
の地域住民の利便性向上に資すると考
えられる。
　そこで、谷山支所・ＪＲ谷山駅・谷
山電停などにかごりんを設置していた
だきたい。

③ 　ご希望の場所への設置については、今ある
ポートからの乗り継ぎや、観光客がどのくら
い使ってくれるか、自転車が行き来ができる
か等の課題の整理が必要である。今後の検討
課題としてとらえていきたい。
　シェアサイクルについては他都市の状況を
参考にしながら、今後研究を進めたいと考え
ている。

環境局 【環境局】
　市長回答のとおり。

4 たんぽぽ
の会

④ 　谷山地区には保健センターやたにっ
こりん、福祉館などがあるが、生のお
母さんの声を聴くと、福祉館の存在を
知らなかったり、集団に参加すること
が難しいという声を聞く。
　そこで、子育て世代が集まりやすい
施設をつくってほしいと考える。
　例えば、複数の施設がまとまって充
実していると、親子だけでなく、三世
代で楽しめると考える。例えば、公園
にカフェや温泉施設など併設するなど
すれば、三世代で楽しめる空間になる
と思うので、そういった施設はいかが
か。

④ 　ご指摘いただいたカフェの併設については
民間が受けてくれるかどうか、現在ある他の
施設の経営を圧迫しないかといった課題を整
理していく必要がある。
　例えば錦江湾公園については、平川動物公
園と一体的にどう活用ができるのか検討して
いきたい。また、平川動物公園の遊園地につ
いても、遊具の老朽化が進んできているので
リニューアルを含めて今後検討していきた
い。

建設局

観光交流局

【観光交流局】
　市長回答のとおり。

【建設局】
　市長回答のとおり。
なお、錦江湾公園では、バラが見ごろの
5月に開催する「錦江湾公園はなまつ
り」の際、錦江湾公園に隣接する平川動
物公園の臨時ゲートからも入退場ができ
るようにし、平川動物公園利用者もはな
まつりに参加しやすいように取り組んで
いる。今後も引き続き、一体的な活用策
について関係部局と連携を図りながら検
討を行ってまいりたい。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

5 谷山ふるさ
とコミュニ
ティ協議会

⑤ 　谷山には、ご当地キャラクター「谷
じぃ」があり、谷山ふるさと祭など谷山
地区を中心に活躍している。
私たちはこの「谷じぃ」をもっと活躍さ
せ、谷山の地域活性化につなげたいと考
えている。
　そこで、谷山駅一帯で、ぐりぶー、キ
イレンダー、ふぁむじい等や、お茶むら
いなどのご当地キャラクターが一堂に会
し、各地の物産展を出し、こども達が遊
べるようなイベントを開催するのはいか
がか。

⑤ 　谷じぃの活用については、例えば谷山ふる
さと祭りなどイベントの一環として、他の地
域のご当地キャラクターを招いての相互交流
も考えられる。ふるさと祭りでの振興会でも
話題にしてまいりたい。
　また、他の地域のキャラクターということ
で、喜入のキイレンダーやグリーンファーム
も協力ができると伺っているので参考にして
いただきたい。
　また物産展等については市独自での開催は
難しいところではあるが、一方で、商店街等
が自分たちのアイデアや工夫を生かしての取
組みに関しては、がんばる商店街支援事業と
いう補助事業があるので、まずはご相談いた
だきたい。

市民局

産業局

観光交流局

【市民局】【産業局】【観光交流局】
　市長回答のとおり。

6 赤ちゃん
キッズリズ
ムサーク
ル

⑥ 　鹿児島市でも、ＧＩＧＡスクール構想
を推進しているが、導入する上では教員
を配置し、しっかりと児童へ目が行き届
くような環境下で進めるべきだ。現場の
先生と保護者と子どもと話す場を設けて
はいかがか。
　教員からも、３０～４０人いる教室で
は、普段の授業でも目が行き届かないの
に、タブレットの使用方法を教えるのに
手間どい、時間を要し、大変だと聞く。
　また、有害サイトへの制限をかけてい
ても、子どもが制限を外し、子ども同士
でやりとりをしていたという話を聞い
た。
　先生や保護者からもこうした意見を聞
くので、市長を交えて懇談できる場が
あったらいいと思う。

⑥ 　ＧＩＧＡスクール構想の推進については、
教員の支援、研修を図っていきたい。教育委
員会と自分も密接に連携を図っているところ
である。
　また、子どもたちに対してもＩＣＴの機器
を使う上でマナーやルールを継続して指導を
行っている。ぜひとも家庭でもルール化をし
て取り組んでいただければと思う。
　ＩＣＴ機器の活用はこれからの子どもたち
が行きていく上で必要不可欠である。それぞ
れの成長に合わせた活用や、また、どのよう
な問題があるのかということも含めて、先生
や保護者の皆様と意見を共有しながら取り組
んでいきたい。

教育委員会 【教育委員会】
　市長回答のとおり。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

7 西谷山コ
ミュニティ
協議会

⑦ 　市で１丁目、２丁目町内会といった形
でひとくくりの大きな町内会にしてほし
い。
町内会が、「地縁」団体であるため、各
種手続きが難しくなっているので、それ
を緩和してほしい。

⑦ 町内会だけでなく、書類の報告など、役所の
手続き全般を簡素化していきたい。また、利
用できる方にはネットでの申請など検討した
い。

総務局

市民局

【総務局】
　役所の手続き全般の簡素化について
は、電子申請システムを活用した窓口で
の申請など窓口手続きのオンライン化を
推進してまいりたい。

【市民局】
　認可地縁団体制度については、町内会
が権利義務の主体となるべく法人格の取
得を目的とした制度であり、地方自治法
に基づき、本市は所定の手続きを行って
いる。
　認可地縁団体にかかる各種手続きにつ
いては、法令で定められた手続きなど、
緩和が難しい部分もあるが、国の指針に
基づき、押印廃止等の負担軽減に努めて
いる。

8 西谷山コ
ミュニティ
協議会

⑧ 　西谷山校区では、人口が増えてきてい
る。
　現在避難所として市の施設がいくつか
指定されており、開設順位がついてい
る。一方で、県の施設である開陽高校や
南高校は、２階が体育館になっていて、
より避難所に適している。
　西谷山小学校の体育館は土砂災害の時
には避難所に適さないので、県と連携し
て検討してほしい。

⑧ 　谷山地区には避難所として２１施設指定し
ている。西谷山福祉館と谷山福祉館を第一開
設、西谷山小学校と谷山中学校を第二開設の
避難所としている。これまで避難者が最も多
かった時で、コロナ禍で減らした定員５００
人に対して、利用者が約１３０人であった。
もし、小中学校に多くの避難者が来た場合に
は、最初は体育館としているが、その次は教
室も開放するなど対策をとる。
　ご提言いただいた県施設の活用に関して
は、既存の収容人数に対してどれだけの方が
避難してくるか等を見て、検討していきた
い。

危機管理局 【危機管理局】
　市長回答のとおり。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

9 NPO法人
しののめフ
リースクー
ル

⑨ 　私たちはフリースクールを経営してお
り、学校に行きづらい子供たちを受け入
れている。働いている支援員は、臨床心
理士や大学の先生、小中高の教員免許な
どの資格をもった人が働いている。鹿児
島でも、学校に行きづらい子供たちが増
えている。子どもたちの状況を見極めて
対応する必要があり、専門性が問われる
分野である。
在籍校と連携をとり、出席扱いになって
いるのにもかかわらず、フリースクール
への金銭的援助はなく、入会金や月々の
サービスの利用料も安くはなく、家庭の
経済状況により、定期的に通うことがで
きない子供もいる。この現状は、こども
に平等に教育の環境を与えるという教育
機会均等法に反している状況だと感じて
おり、こうした状況から、フリースクー
ルへの支援を希望する。

⑨ 　フリースクールに通う不登校の児童の数
は、鹿児島市は全国平均よりは低い割合だが
年々増えている状況である。フリースクール
の皆さんとは、教育委員会で意見交換をさせ
ていただいていると伺っている。補助につい
ては、現在教育事業としてはいろいろな課題
があり、行っていない。今後の支援について
は、他の県や他の市の状況を見つつ、県の動
向等を注視しながら考えていきたい。
　お話を伺い、資格をもった専門的な人材が
必要であると考えた。特に、対人関係で問題
を抱える子たちは、おそらく通常の学校より
もきめ細やかな対応が必要である。義務教育
の学校では、小中学校、県立学校の先生の給
料は県の負担になっていることから、県でも
議論していただきたいと思っており、県の動
向を注視しながら市でも検討していきたい。
　また、行政と市民の皆様と連携したまちづ
くりを行うために、ＮＰＯ等が行う公益的な
事業について、一定の補助を用意しているの
で、ぜひ活用していただきたい。

市民局

教育委員会

【市民局】【教育委員会】
　市長回答のとおり。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

10 西谷山校
区町内会
連絡協議
会

⑩ 　町内会が自己資金で建設する集会所の
建設費用に対する補助を増額してほし
い。
建設には最低でも１５００万ほどかか
り、実情にあっていない。また、高額な
建設費用を負担するには会員の負担と
なってしまい、さらなる町内会加入率の
減少につながると考えられる。
集会所は、コミュニティ活動の拠点とな
り、子育てなど、今後地域の若い人たち
等の拠点ともなる。段階的な補助の引き
上げからでも、市の補助金額の増額見直
しを検討していただきたい。

⑩ 　現在、新築については５００万円までの補
助となっている。ご意見は理解したが、一方
で市の財政がしばらくの間、コロナの影響で
厳しい状況であるので、将来的な課題として
とらえさせていただきたい。
　町内会の新築の補助金以外にも、例えば、
省エネ住宅に関する補助等がありますので、
併せて案内ができるように担当課に指示をし
たい。

市民局

環境局

【市民局】
　市長の回答のとおり。

【環境局】
　省エネ住宅に関連する補助事業とし
て、本市では住宅や事業所への太陽光発
電システム等の設置に対して補助してい
るところであり、集会所についても補助
対象となる場合があるので、ご検討の際
はご相談いただきたい。
　また、国においても、集会所など災害
時に活動拠点となる公共性の高い業務用
建築物に、再生可能エネルギー設備・蓄
電池等及び省エネ型の高機能換気設備等
を導入する際の支援を行っているのでご
参考いただきたい。（レジリエンス強化
型ＺＥＢ実証事業）

11 西谷山校
区町内会
連絡協議
会

⑪ 　空き地に雑草が繁殖し、火災の危険が
あり、町内会で対応している。所有者・
管理者への連絡なども、環境衛生課で法
務局の登記などで確認しているようだ
が、効果がない。谷山に関しては現在区
画整理を行っているので、仮換地で情報
を持っている都市区画を行っている課が
把握しているはずだ。谷山都市整備課に
所有者に連絡だけでもとっていただきた
い。

⑪ 　市の方でも空き家等の所有者について指導
できる条例を持っているので、ご相談いただ
ければ、条例に基づいて市の方で所有者に対
して適切な管理を行うよう指導を行ってい
る。まずはご相談いただきたい。

環境局

建設局

【環境局】
　市長回答のとおり

【建設局】
　お尋ねの箇所が、土地区画整理事業施
行区域内で町内会が所有者を把握できな
い場合、施行者である本市から所有者へ
文章等でお願いしてるので、ご相談いた
だきたい。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

12 西谷山校
区町内会
連絡協議
会

⑫ 　私たちの町内会では、集会所を建設す
るにあたり、市から貸与された土地につ
いて地盤調査を行った結果、かなりの軟
弱地盤であり、改良しなければ建設でき
ないという結果が分かった。新たな費用
を捻出することは厳しい。貸与していた
だくだけで大変ありがたいが、貸与され
た土地が偶然軟弱地盤であったというこ
とから、この地盤改良に伴う分について
市でもっていただきたい。

⑫ 　ご指摘いただいた点については、市有地全
般の整備に関係するものであるため、後日担
当課の方からご案内させていただきたい。

市民局

建設局

【市民局】【建設局】
　町内会集会所建築等補助金では、集会
所本体建築に要する経費及び附帯設備工
事に要する経費を補助対象としており、
地盤改良など土地に関する経費について
は補助対象外である。
　また、土地区画整理事業区域内の市有
地について町内会より集会所として使用
の申出があった場合、貸付料は無償とし
ているが、地盤改良の補助については、
行っていない。

13 情報高校
生徒会

⑬ 　鹿児島に住む高校生や大学生が、就職
活動の際に、オンラインで県外の企業と
マッチングしたり、その後も、リモート
ワークで地域で働くことができるシェア
スペースなどの設置はいかがか。
　また、オンライン上で稼ぐことができ
るようなサポートをする施策を展開する
ことはいかがか。

⑬ 　今触れていただいたように、コロナ禍は、
地方に行っても働けるということを明らかに
してくれた。ｍａｒｋＭＥＩＺＡＮという施
設が市役所の近くにあるので、一度覗いても
らいたい。ｍａｒｋＭＥＩＺＡＮでは、Ｉ
Ｔ、デザインなどクリエイティブ産業でいろ
いろな技術を持った人が交わって、新たな価
値を創造するという取り組みをスタートアッ
プ向けに行っている。
　一階の交流スペースは、ビジネスに関わる
ワーキングや打ち合わせのスペースとして、
どなたでも無料でご利用いただけるので、ぜ
ひご活用いただきたい。
　その他の動きとして、県の方で県庁の１８
階に同様に色々な知恵や技能を持った人が集
まる場としてコワーキングスペースが区画さ
れ、中央駅前のＬｉ－ｋａ１９２０にも類似
のものがあるようなので、ぜひ一度覗いてみ
てほしい。

産業局 【産業局】
　市長回答のとおり。
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（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局発言内容 市長回答 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

14 赤ちゃん・
キッズリズ
ムサーク
ル

⑭ 　先ほどのＧＩＧＡスクールに関連して
の提言だが、先生の負担が増えることを
懸念している。
　学校に行きたくない子どもが増えてお
り、先生たちにとって大変なところに、
このＧＩＧＡスクールを推進しているこ
とで、さらに負担が増えている。
　そこで、１クラスの児童の数を少なく
し、先生が増えたらいいと考えている。

⑭ 　国の方で３５人学級の取り組みが進められ
ており、教室数をどう確保するかということ
を課題としている。ぜひとも国の方で早く進
んでほしいと考えている。教育分野はお金が
かかるもので、県では一番お金を使っている
分野である。なるべく少人数がいいのは確か
であるので、県と連携をして、国の動きがあ
るときにはすぐ対応できるようにしたい。

教育委員会 【教育委員会】
　市長回答のとおり。

15 谷山校区
町内会連
絡協議会

⑮ 　市内には、大規模災害（津波や河川は
ん濫、地震）に備えた施設がない。そこ
で、県有地の農業試験場跡地等を活用
し、そこに上の階を避難所とする総合体
育館を建設し、大規模災害が起きた際に
数千人規模を収容できる避難所としてほ
しい。

⑮ 　避難所は、災害が起きたときに使う、普段
は使わないという特質があるので、避難所単
体というよりは、普段何かに使っているもの
をいざというときに使うというのが合理的だ
と思う。
　農業試験場跡地のことを触れていただいた
が、県の土地なので、もし県において大規模
な公共施設が設置される場合には、大規模な
避難が必要な時に、どのように市の施設と県
の施設を使っていくかということを協議して
いくことになる。
　まずは、県の農業試験場跡地にどういう施
設が一致するのか、どういう議論が深められ
るのかを見ていきたい。

危機管理局 【危機管理局】
　市長回答のとおり。

16 NPO法人
しののめフ
リースクー
ル

⑯ 　さきほど、ＮＰＯ法人向けの補助金を
案内いただいたが、そうした申請書類を
揃えるエネルギーを子どもたちに向けた
いので、フリースクールへの補助をお願
いしたい。

⑯ 県との役割分担でこれから見定めていきた
い。

教育委員会 【教育委員会】
　市長回答のとおり。
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