
郡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６月３０日（水）１８：００～１９：００

場所：郡山公民館

鹿児島市 市民協働課

令和３年９月



（別紙）発言要旨

番号 発言者 関係部局

1 県立明桜館
高校生徒会

① 　バスの増便をお願いしたい。私たち明
桜館高校の生徒は、午後から部活動が
ある時など、バスの便がないため、午前
に来なくてはならない。
　また、郡山は春の桜や甲突池など歴
史スポットなどがあり、交通の利便性が
よくなることで、多くの人に郡山を知って
もらえると思う。

① 　現在、郡山地域の路線バスは民間のバス会社が運行しており、
便数に限りがあり、時間帯によっては不便な面があると思う。一
方で民間の会社は採算性を考えて運行ダイヤを検討すると思う
ので、この時間帯は多くの人が乗るといった状況を提案していた
だければ、バス会社に伝えたいと思う。
　また、今後の中長期な話になるが、ＩＣＴの活用で、利用時間を
予約し、最適なルートを見つけていくことが最新の技術では可能
となっているので、こうした技術を検討していきたいと考えている。
　持続可能な採算が取れる提案をしていかなければならないの
で、例えばこの時期は花がきれいだから、多くの人が利用するだ
ろうといった提案をいただきたいと思う。

企画財政局

交通局

【企画財政局】【交通局】
　市長回答のとおり

2 郡山小校区
自治会長連
絡会

② 　郡山中央地区では避難所開設の際、
最初に郡山公民館が開設され、いっぱ
いになったら郡山小学校が開設される
ようだ。悪天候の中、郡山公民館から郡
山小学校に移動するのは大変である。
　そこで、中央構造改善センターあるい
は郡山公民館の隣の高齢者福祉セン
ター郡山を避難所に追加していただき
たい。なお、中央構造改善センターは南
側のがけの問題があると聞くが、その場
合は北側の和室等のみとすればいいの
ではないか。
　あわせて、郡山総合運動場の管理棟
も避難所に指定されているが、手狭で
一晩過ごすような場所ではないので郡
山体育館を避難所としていただきたい。
また、防災研修会において、災害関連
情報はネットで情報を提供する説明が
あったが、ネットが使えない高齢者のた
めにも必要に応じて防災無線を活用し
てほしい。

② 　中央構造改善センターについては、土砂災害特別警戒区域に
一部かかっており、土砂災害警戒区域には全体がかかっている
状況である。
万が一にも避難先で災害に巻き込まれることはあってはならない
と考えており、土砂災害警戒区域に指定されている構造改善セン
ター、高齢者福祉センター郡山については避難所の指定はでき
ないので、安全性を最優先に、今指定している避難所を利用して
いただければと思う。
　郡山総合運動場については、管理棟がエアコンもあり第一開設
として開設されるが、コロナ対応で収容人数が少なくなっているこ
ともあり、避難者数が定員を超えた場合は、一時的に体育館を避
難所として利用していただく対応を図ってまいりたいと考えてい
る。
　また、どこの避難所が開いているといった情報は、インターネッ
トで確認できるシステムを導入したが、あわせて防災行政無線や
各世帯に設置している個別の受信機を通じて、情報提供してまい
りたい。

危機管理局

健康福祉局

【危機管理局】【健康福祉局】
　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 鹿児島市食
生活改善推
進員郡山ブ
ロック

③ 郡山の中心部は、区画整理が進み、ま
ちはきれいに生まれ変わっているようだ
が、人口流出に歯止めはかかっていな
いようである。郡山のPRや住みよいまち
づくりなど対応策を伺いたい。

③ 　人口減少を食い止めるためには仕事を作らなければならないと
思っており、その中で、スマート農業、スマート林業をはじめとす
る、ＩＣＴの活用を進めていきたいと考えている。ＩＣＴを活用した農
業、林業とは、ノウハウをデータにすることで、新しく始める人でも
できるということである。稼げる農業、林業で、若い人が後継者と
して入ってくることを目指したいと思っている。
　また、郡山の豊かな自然を生かして体験型の観光を伸ばしてい
きたいと思っており、地域に落ちるお金を増やし、仕事を作ってい
きたいと考えている。
　自然を生かすということでは、仕事は他の地域でする、通勤時
間は少しかかるが、子育てにはよい環境だから郡山を選ぶという
人を増やしていきたいと思っている。地域の皆様と協力しながら、
どういった魅力を発信すれば子育て世帯の人たちが来てくれるか
も考えていきたい。

企画財政局

産業局

観光交流局

【企画財政局】
　市長回答のとおり

【産業局】
　市長回答のとおり
　スマート農業・林業については、ＩＣＴ等を活用し
た新技術の導入などにより、作業の効率化等が
期待されることから、今後、農林水産業者がス
マート農業・林業に取り組む環境を整えることで、
生産性の向上を図り、稼げる農業・林業の実現に
つなげてまいりたい。
　農業・林業における新規就業者の確保について
は、引き続き、関係機関等と連携した就業予定者
への支援に努めてまいりたい。

【観光交流局】
市長回答のとおり。
体験交流メニューや農家民泊、農家民宿がさらに
充実するよう推進し、地域の方の稼げる仕事とな
るよう取り組んでまいりたい。

4 ふるさとを学
ぶ会

④ 　郡山には、古くは平安、鎌倉からの歴
史がある神社仏閣や島津家にゆかりの
ある武将など素晴らしい歴史、史跡が
ある。また、四季折々、心を癒してくれる
自然があり、かごしま自然百選にも13か
所選ばれるなど豊富な観光スポットが
あるので、こうした資源を生かし、観光
振興に取り組んでいただきたい。
　また、来年度のNHK大河ドラマ「鎌倉
殿の13人」に登場する丹後局は花尾神
社にゆかりのある人物であるので、ぜ
ひ観光に活用していただきたい。

④ 　私も先日初めて花尾神社に伺い、日光を彷彿とさせる太い杉並
木などとてもいいところで、もっと宣伝しなければと思った。
　また、どうやってお金を落としてもらうかという観光地づくりを皆
様と考えていきたいと考えている。体験型プログラムや昼ご飯を
食べて帰ってもらうなど、ただ見て帰るのではなく、何らかの形で
お金を使ってもらう、そしてそれが仕事になるということを考えて
いきたい。
　大河ドラマの話はいい提案をいただいた。注目度も高いので、
宣伝をしていきたいと思うし、市民や子供たちに知ってもらうことも
重要なので、取り組んでいきたいと考えている。

観光交流局

教育委員会

【観光交流局】
　市長回答のとおり
　大河ドラマ放映に合わせて、丹後局の観光客等
への情報発信について検討してまいりたい。

【教育委員会】
  郡山地域には、花尾神社、智賀尾神社、川田城
跡などの素晴らしい文化財・観光スポットがあるこ
とから、今後も、史跡めぐりガイドブックなどを活
用しながら、関係部局とも連携を図り、文化財の
保存・活用に努めてまいりたい。
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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 ＡＳＯＢＢＡは
らっぱの芸術
学校

⑤ 　私たちが取り組んでいるアートキャン
プでは、自然や芸術を活用し、子どもた
ちの表現力、コミュニケーション力、他者
との関係づくりなどを育んでいる。
これからICTを教育に取り入れていくな
かで、ICTを使いこなすには、表現力、
想像力が大事になってくると思うが、教
育の中でそうした力をどのように培って
いく考えか。
　また、八重山公園の野外ステージで
「子ども演劇祭」のようなものができれ
ば、交流人口も増えると思う。

⑤ 　小さいころから自然に触れることは大変重要だと思っている。大
人がこうした自然に触れる機会をつくっていかなければならない
と考えており、取組の充実を検討してまいりたいと考えている。
　八重山公園の活用については、マニフェストでお約束している
旧５町で活用できる自主的な地域振興予算の中で検討できるよう
考えてまいりたい。

市民局

観光交流局

教育委員会

【市民局】
　市長回答のとおり

【観光交流局】
　市長回答のとおり
　農作業体験など自然と触れる機会を推進してま
いりたい。

【教育委員会】
　郡山公民館では、子供たちのための自然体験、
芸術体験の機会として、地域の豊かな自然を生
かした川の生き物観察や森林での昆虫探しなど
の講座や絵の描き方の基本を学ぶ講座などを開
設している。
　また、家庭教育学級の活動の一環として、親子
でホタルの鑑賞・散策などに取り組んでいる例も
ある。
　今後、かごしま自然百選にも選ばれている「め
だかの学校　岳の池」など魅力ある地域の自然を
生かした講座等について、さらに研究をすすめて
まいりたい。

6 南方まちづく
り協議会

⑥ 　地域発展のためには、安心安全に暮
らせる環境の整備と住民総参加による
活力あるまちづくりを進めていくことが
重要だと考えるが、市はどのように取り
組んでいくのか。
　また、少子化の中、元気で大きな夢を
持てる子どもたちの育成のために、どの
ように取り組んでいかれるのか。

⑥ 　本市では、町内会をはじめ、NPO、事業者など地域で活動する
多様な主体が連携しながら、地域の資源を生かし、地域の課題
解決に取り組んでいただくために、地域コミュニティ協議会の設立
を順次進めてきた。このコミュニティ協議会が中心となり住民の皆
様が一体となって活力ある地域づくりが推進されるよう引き続き
きめ細かな支援に努めてまいりたい。
　本市では、子どもたちが夢と希望を持って自分の可能性に挑戦
できるよう学校や家庭、地域が連携しながら、確かな学力、豊か
な心、健やかな体を育む教育を進めることとしている。子どもたち
が、将来自分が好きなことで、好きな場所で活躍できることが非
常に重要であると思っており、ものづくり体験や就業体験といった
キャリア教育、国際理解教育の推進などに取り組んでいるところ
であり、ＩＴ関連教育の環境整備も含め、子どもたちがやりたい分
野、場所で活躍できるために引き続き取り組んでまいりたいと考
えている。

市民局

こども未来
局

教育委員会

【市民局】【こども未来局】【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

7 郡山地域　魅
力ある人づく
り町づくり実
行委員会

⑦ 総社市の英語特区のようなグローバル
教育を郡山でも取り入れたいと活動を
続けている。地域おこしにもなるこの取
組みに市としても支援をお願いしたい。
（以下、３点）
・海外の日本人学校赴任経験者で、グ
ローバル教育プロジェクトの趣旨に賛同
いただける先生を、郡山地域の３小学
校へ１名配置して欲しい。
・グローバル教育の取組みを一緒に推
進する西郷さんか渋沢栄一のような熱
意のある若者を１名任命して欲しい。
・留学生による地域の情報発信など活
動に予算をつけてほしい。

⑦ 　これからの子どもたちにとって国際的な視野を広げること、でき
るだけ小さいうちに外国の方と触れ合うことは非常に重要である
と思う。外国の人と話してみて、うまく話せないという悔しい思い
から英語に取り組み、伸びていくことにつながると思うので、子ど
ものころに接点をつくることは重要である。
　小学校の新入生が少ないことは認識しており、この状況を解決
するには、地域外からも来たくなるような魅力的な取組をやらなけ
ればならないと思っている。その中で、山村留学制度のようなも
のを行うためには、里親が必要となるが、地域の中で受けていた
だける方を開拓していただいたり、特色ある教育を継続的に行え
るように、今行っている留学生とのつながりや青年海外協力隊の
ＯＢ、ＯＧの方々と連携しながら継続的に繋がれる環境を作って
いただければ実現に近づいていけると思う。
　ご提案いただいた在外学校の赴任経験者の配置や熱意ある若
者の配置については担当課に伝えたい。
　情報発信の予算については、ＮＰＯの活動に対する補助制度が
あり、担当課からご紹介させていただくので、活用をご検討いた
だきたい。

総務局

市民局

教育委員会

【総務局】
　子どもたちの国際的な視野を広げる機会につい
ては、国際交流センターで異文化体験講座等を
行っているほか、現在、新型コロナウイルス感染
症の影響で実施できていないが、青少年の翼事
業やアジア青少年芸術祭の開催等を通じて、引
き続きその充実を図ってまいりたい。

【市民局】
　市長回答のとおり

【教育委員会】
　本市では、小学校英会話活動協力員（ＡＥＡ）の
活用や国際交流員（ＣＩＲ）を小中学校に派遣する
などし、国際理解教育を推進しているところである
が、ご意見のあった総社市のような取組みは行っ
ていないところであり、そのための教職員等の配
置は考えていない。
　なお、教職員の人事については、県教育委員会
が定める人事異動の標準に則り、特色ある学校
づくりなど学校運営上の必要性を考慮した配置を
進めており、在外教育施設等経験者の配置につ
いても各学校で必要と判断されたものについて検
討していくこととなる。
　また、　各学校の特色ある教育活動を進めるた
め、「個性あふれる学校づくり推進事業」において
必要経費を計上し、各学校の活動が充実するよ
う努めている。

8 花尾地域コ
ミュニティ協
議会

⑧ 私たちの地域にある自治会では、防犯
灯をLEDに交換すると十数年は大丈夫
とのことで交換したが、山や竹藪に囲ま
れ湿気の多い場所など環境条件が良く
ないところでは、センサーの反応が鈍く
なることが多い。
　十数年使用できると安心していたが、
このような状況で自治会では修理代の
負担が多く苦慮している。この修繕費用
を市で助成してもらうことはできないか。

⑧ 　防犯灯については、各町内会等で維持管理をしていただいてい
るが、本市では、電気料金のほか、防犯灯の新設や取替に係る
経費に対し補助を行っている。
　修繕費用は補助対象としていないが、不具合等により防犯灯を
取り替えることになった場合は、補助の対象となるので、担当課
に相談していただきたい。

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 郡山校区コ
ミュニティ協
議会

⑨ サッカー等スタジアムについては、市の
中心部に整備する方向で進んでいると
思うが、市長の考えはどうか。また、そ
のように考える理由は。

⑨ 　サッカー等スタジアムについては、中心市街地に整備するとの
方針でこれまで検討してきたところである。サッカー等スタジアム
は建設費が100億円程度、年間の維持費が数億円となり、これら
の経費を稼いでいくため、中心市街地との回遊性があり、相手
チームのサポーターや観光客に来てもらいお金を落としてもらう
施設を目指している。
　一方で、Ｊ２、Ｊ１に上がっていくと、県外から千人単位で相手
チームのサポーターが来るので、そういった方々に、各地で体験
型の観光をやってもらう取組みを皆様と行っていきたい。

観光交流局 【観光交流局】
　市長回答のとおり
　各農村地域へのアクセスの良さ等の利点を生
かし、体験型観光を推進してまいりたい。

⑨
-2

他市では駐車場確保のため、市街地か
ら離れたところにスタジアムが建設され
ていが、駐車場の問題についてはどう
考えるか。

⑨
-2

　スタジアムのアクセスについて、地方都市では駐車場の問題は
大変重要である。一方で、例えば京都では駅前にスタジアムが整
備されており、一定数の方がＪＲで来ることができると想定されて
いる。
　また、Ｊリーグではスタジアム基準を設けており、一言で言うと、
維持費を稼げるように街中に作ることとされている。かつて２００２
年のワールドカップの際、各自治体が建設した４万、５万人を収
容するスタジアムが、郊外に作ったためにその後利用されなくな
り、維持経費を税金で補填する事態となったことを踏まえたもの
だと思うが、ご指摘の駐車場の問題や交通渋滞の問題などを総
合的に勘案しながら、市民の皆様にとって一番経済効果を生む
スタジアムを検討していきたいと考えている。

観光交流局 【観光交流局】
　市長回答のとおり
　駐車場の整備は地域に渋滞を引き起こす原因
ともなりかねないことから、利便性・快適性の向上
による公共交通機関の利用促進や、駐車場の分
散化等の対策を検討してまいりたいと考えてい
る。

⑩ 旧郡山町時代に町の開発公社が造成
し、積水樹脂に売却された土地が活用
されないままである。これまで有効活用
されるよう市や県にお願いしてきたが、
動きがない。地域活性化のため活用し
ていただくよう要望する。

⑩ 　土地の活用は、所有者である積水樹脂の意向になってくるもの
であり、他の企業から問い合わせがあった場合は、積水樹脂の
窓口をご案内している。
　現在は、地元の少年野球チームが使用させてもらっているとい
うことで、引き続き地元での活用をお願いしたいと思っており、良
好な関係を築いていきたいと考えている。

産業局 　市長回答のとおり
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⑪ 市長のマニフェストにおいて、新型コロ
ナ対策は真っ先に取り組むべき最重要
課題として掲げられている。
市民としても事業者としても早急なコロ
ナ対策を求めるのは言うまでもないが、
取組みが見えづらいと感じている。
例えば、広島市が全市民にＰＣＲ検査を
実施するとしたように、先手を打つ大胆
な取組みはできないものか。

⑪ 　本市では保健所を中心にきめ細かな感染対策を行っている。Ｐ
ＣＲ検査で申し上げると、濃厚接触者だけを追って検査をしていく
と時差があり、その間に感染が広がる可能性があるが、本市で
は濃厚接触者だけでなく、広く接触者をとらえて一人陽性の方が
出たら数十人に検査をする体制をとっている。このように陽性と
なった方が接触した可能性のある人を広くとらえる追い方で感染
の拡大を防ぐ取組みを続けていきたいと考えている。

健康福祉局 　市長回答のとおり

⑫ 　ＡＳＯＢＢＡはらっぱの芸術学校が拠
点としている旧常盤小学校は、市の方
針で解体となったようだ。解体する費用
があったら、耐震など維持管理に充てて
引き続き使えるようにしてほしい。

⑫ 　この件に関しては、当時の検討状況を確認したい。 産業局 　【産業局】
　旧常盤小学校校舎は、昭和３２年３月に建てら
れた木造建築物で、廃校となった同施設を平成１
１年４月から普通財産として鹿児島県子ども劇場
協議会に無償貸し付けを行っている。
　同施設は木造で築６０年を超え、既に耐用年数
を経過し、建物の老朽化が進行していることか
ら、平成３１年３月に策定された公共施設配置適
正化計画において、令和７年度末までに廃止を
検討する対象施設となったが、鹿児島県子ども劇
場協議会は同施設を継続して使用したいとの意
向であることから、施設の在り方について引き続
き協議を行ってまいたい。

⑬ 　過去の市長との懇談の際、ある自治
会が所有している公民館を災害時の自
主避難先とするためにエアコン設置を
要望したが、任意団体の所有する公民
館には設置できないとの回答であった。
エアコンぐらいの予算はなんとかならな
いか。

⑬ （回答なし） 市民局

危機管理局

【危機管理局】
　民間施設も含めた本市の指定緊急避難場所
（兼指定避難所）の空調設備については、施設本
来の用途を踏まえ、施設管理者にて必要に応じ
整備されており、要望のあった自治会所有の公
民館についても同様にご対応いただきたい。

【市民局】
　自治会が所有している公民館のエアコン設置に
ついては、公民館の改築(改修)工事等の際に、
建物の付帯設備として補助の対象となる場合が
あるので、郡山支所総務市民課へご相談いただ
きたい。

⑭ 　他市のサッカースタジアムなどは、活
用しきれず赤字を生んでいるところもあ
るようだが、30年先の子供たちがいいス
タジアムを作ってくれたと言ってくれるよ
うな大きなビジョンを持って整備してほし
い。

⑭ 　施設の耐用年数、何年かけて払っていくのかとの観点があり、
私は最低でも５０年だと思っている。

観光交流局 【観光交流局】
　本市としては、維持費や運営費を自ら稼ぎ出す
ことができる持続可能で将来に負担の少ないスタ
ジアムの実現を目指し、スタジアムの構想やコン
セプトの検討を進めてまいりたい。
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⑮ 　異常気象への対応は10年先の長期的
な視点で進めてほしい。

⑮ 　災害時の避難の際に必要な情報については、気候変動の影響
も織り交ぜて情報提供してまいりたいと考えている。
　一方ではこの気候変動を食い止める取り組みも必要であり、本
市ではゼロカーボンシティを標榜しているので、ＣＯ２削減など気
候変動を和らげるよう皆様と一緒に努力していきたい。

危機管理局

環境局

【危機管理局】
　市長回答のとおり

【環境局】
　（後段について）市長回答のとおり
　なお、本市環境施策の今後10年の基本的な方
向性を示す第三次鹿児島市環境基本計画等を
現在策定しているところである。
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