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市⾧と語る会（西陵中校区）対応方針

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

1 西陵まち
づくり協
議会

① 10月1日付南日本新聞で伊敷小学校のＰＴ
Ａが市のＰＴＡ連合会の活動に、少子化や１
人親、共稼ぎ世帯の増加によって参加が難し
く、加入しないという報道があった。今後こ
の問題が鹿児島市全体に波及することを危惧
している。また、あいご会の役員の選出につ
いても同様に難しくなっており、子育て世代
の方々が、地域の会合等に参加できる休暇を
気兼ねなく取得できるように、各企業や団体
に向けて集まりのある度に働きかけをしてほ
しい。

ＰＴＡ活動については、市ＰＴＡ連合会と連携を図りな
がら家庭教育に関する研修会等を開催しており、また、あ
いご会活動については、運営に対して指導や助言を行う
「あいご会コーディネーター」を設置し、リーダーの養成
を行っている。
ご提案いただいた企業等の協力を得るため、イクボス推

進同盟を作り、仕事と生活を両立しやすい環境づくりに協
力をいただいている。私もイクボス宣言を行い、民間企業
の方と連携して取り組んでいるが、その中でもお願いをし
ていきたいと考えている。
また、新たな取り組みとして、町内会活動で従業員の方

が積極的に協力をいただいている企業を表彰する制度がで
きないか、検討を進めているところである。こういった取
り組みを通して、市内の様々な企業に協力をいただきなが
ら地域活動、町内会、ＰＴＡ、あいご会といった地域活動
に積極的に協力いただける気運の醸成に今後とも努めて参
りたい。

教育委員会
こども未来局
市民局

【教育委員会】【こども未来局】【市民
局】
　市長回答のとおり

2 鹿児島実
業高等学
校

② 西陵地区の路地に街灯が少なく、日没後は
暗い中で下校しなければならないため、街灯
を増やすことはできないか。

具体的に西陵第１４、１６公園、西別府町境界線上の西
陵７丁目の道路、鹿児島実業高校付近の田上西別府線の４
箇所の街灯設置のご要望をいただいていると伺っている。
西陵第１４公園の中では、一部暗いところが見つかった

ため、街灯の設置を検討していきたい。また、第１６公園
は、街灯はあるが、木が生い茂って見えにくくなっていた
ため、剪定をし、街灯が見えるようにしていきたい。
また、道路の照明は２種類あり、一つは、通行量が多い

ところや交差点、横断歩道など道路の横についている道路
灯であるが、ご要望の場所は設置の基準から外れている。
もう一つの方法として、町内会でつけていただく防犯灯が
ある。防犯灯の設置や、電気代の補助を市で行っているた
め、地元の町内会または市にご相談いただきたい。

建設局
危機管理局

【建設局】【危機管理局】
　市長回答のとおり
（補足）
　西陵第１４公園については、現在、外
灯の設置箇所を含めて検討を行ってお
り、西陵第１６公園については、木で見
えにくくなっていた外灯の周辺にある樹
木の剪定を行ったところである。



市⾧と語る会（西陵中校区）対応方針

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

3 西陵南町
内会

③ 町内会の目標がきちんと理解をされておら
ず、行事の実施や集金や回覧文書の配付など
が目的化し、目標と方法の取り違えが生じて
いる。そのため、役員になると負担が大きい
と感じ、役員になりたがらない。町内会の目
的をしっかりとらえることが必要であり、住
民への啓発活動を行政、町内会が協力して継
続していく必要があると思う。

おっしゃる通り町内会の目的は、住みよいまちづくりで
あり、町内会の役員の方々の負担をどう減らしていくかが
重要であると考えている。今実証実験を検討しているもの
として、どの町内会にも共通する会費の集金や回覧板の業
務をＩＣＴを使って、スマホ、そしてパソコン上でできる
仕組みの導入を考えている。いくつかの町内会から実験し
ていくため、募集が始まったときには、手を挙げていただ
ければありがたい。
もちろん回覧版の目的は、情報を回すだけでなく見守り

という点もあるため、各町内会の実情に応じて使い分けて
もらえるような仕組みにしたいと思っている。
また、加入者の確保等の好事例も８月から紹介を始めた

ため、いろいろな手段を使いながら、役員の方々の負担を
少しでも減らして、継続的に一緒にまちづくり取り組んで
いける環境を作っていきたいと考えている。

市民局 【市民局】
　市長回答のとおり

4 西陵千寿
会

④ 西陵第１２公園には駐車場がなく、公園の
周りの道路は、駐車禁止で車を停めることは
できない。公園の中に２～３台停めるスペー
スがあればと考える。また、西陵第１２公園
と隣接している福祉館には１２～１３台駐車
場があり、空いているときはそこを利用でき
るようにはできないか。
公園でグランドゴルフ大会を開催する際

に、福祉館から机や椅子を借りるため、福祉
館と公園の間にある垣根の一部をなくして出
入りがしやすいようにできないか。
公園のトイレについて、和式から洋式に最

近変更してもらったが、狭くて使い勝手が悪
いためよく汚れている。抜本的に改修しても
らうことはできないか。
東屋のような雨宿りできる空間があればあ

りがたい。

隣の福祉館の駐車場の利用については、福祉館を利用し
ている人が多く、駐車場が埋まることが多いことから、今
のところ誠に申し訳ないが難しいという状況である。
各団地の公園は１２公園も含めて、小さめの公園は歩い

てきてもらう公園であり、団地の真ん中に１つある大きな
公園には駐車場をつけるということになっている。西陵全
体での公園のあり方については、コミュニティ協議会で話
し合っていただきご提案いただければと思う。
また、公園のトイレが洋式化になり使いにくいというこ

とについては、便器の位置やドアの場所を工夫して、快適
に利用できるように取り組みを進めていきたいと考えてい
る。

建設局
健康福祉局

【健康福祉局】
　市長回答のとおり

【建設局】
　市長回答のとおり
　東屋の公園内での設置の検討に際して
は、町内会の総意が前提となる。町内会
より要望書を提出していただければ、ス
ペースの確保や予算等を考慮し、設置が
できるか検討をすることとなる。
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番号 発言者 発言内容 市長回答 関係部局 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

5 せごだん ⑤ まちづくりに利用できるような空き家を探
したが、不動産会社に相談するも理解しても
らえずとても苦労した。空き家が流通してな
い現状があり、家主までつないでいただける
ような空き家バンクの仕組みがあればいいの
ではないか。また、空き家アドバイザーもう
まく活用できればいいのではないか。

　空き家問題は鹿児島県にとっても非常に大きな問題であ
り、全国的にみても鹿児島県内の空き家率は全国ワースト
５に入ると記憶している。空き家の対策を行う場合には、
人の病気と一緒で早く見つけて、早く手を打つこと、この
ことが大事だと思っている。放っておくとどんどん壊れ
て、使い道ががない空き家になり、そのまま横に倒れて迷
惑をかけるということになるため、誰も住まなくなったと
きにしっかりと、使いたいとき使いたいという人と、マッ
チングをしていくことが大事かと思う。
　そこで鹿児島市では、令和４年の４月から、空き家バン
クの設置に向けた検討を行っており、現在、すでに空き家
バンクを設置している他の都市の調査を行っているところ
である。
　今後の取り組みとしては、不動産会社の方のご理解ご協
力をいただき、何らかの協定を目指していきたいと考えて
いる。
　また、空き家を使いたいという人と、空き家を貸したい
という人のマッチングをする中で、空き家を持っているが
放っておかずに、貸していいという人をいかに増やしてい
くかということが大事だと思っている。
　そこで今後は、リノベーションも含めてこういった使い
道があるということの事例をしっかりと、家・土地を持っ
ている人へ、普及啓発を進めていきたいと考えている。ぜ
ひこの取り組みを一緒に進めていければと思う。

建設局 【建設局】
　市長回答のとおり
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番号 発言者 発言内容 市長回答 関係部局 検 討 結 果 、今 後 の 方 針 等

⑥ 【企画財政局】【交通局】
　市長回答のとおり

6 池田高等
学校

　ＳＵＧＯＣＡを含めた交通系ＩＣカードの導入について
は、導入費用として鹿児島市交通局だけで１０億円かかる
と言われており、市の交通局が厳しい財政状況の中、１０
億円の設備投資は非常に難しいところがある。導入すると
なると、運賃値上げをその分お願いしなければならない
が、運賃を値上げするとお客さんが少なくなるという悩ま
しい状況である。
　観光客の利便性向上という点では、導入費用が安価なク
レジットカードのVISAタッチを市電に半分導入している
が、春ぐらいまでには全部導入する予定である。
　ラピカに関しては、導入から年数が経過しており、交通
系ＩＣカードの導入について、次のシステムを導入する際
に検討することになるだろうと思っている。
　また、細かい話を申し上げると、ラピカから次のシステ
ムに移る際に二つ課題があり、一つは、プレミアムをどう
するかという問題がある。ＳｕｉｃａやＳＵＧＯＣＡに統
合する時にはプレミアムがなくなり、実質的に値上げをお
願いすることになる。もう一つは、敬老友愛パスについて
もＳｕｉｃａやＳＵＧＯＣＡは機能を持ってないため、こ
こを解決しなければならないという課題がある。
　いずれにしても導入に関しては、鹿児島市交通局が１０
億円負担できるかという話と、あとは交通事業者もそれぞ
れ負担が発生するため、コロナでお客さんが少ない厳しい
状況でどこまで負担できるのかという課題がある。利便性
を向上するという点で何とか考えていきたい。
　また、チャージに関しては、チャージ機を増やせればい
いが費用面で難しい。危険なことがないようにしっかりと
運転手の方に、席についてから発車をするということを周
知を図りたい。

　バス利用者の方の利便性向上のため、ＳＵ
ＧＯＣＡを導入して欲しい。また、現在バス
で両替できる場所は運転席の前側のみで、両
替している間に、バスが発車し、転倒等のリ
スクを無くすためにラピカのチャージや両替
できる場所を車内に増やして欲しい。

企画財政局
交通局
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7 西陵まち
づくり協
議会

⑦ 五ヶ別府町３６５５番地は、「茂頭公民
館」が投票所となっており、約２０世帯のミ
ニ団地ではあるが、若い世代の方が多い。以
前は、同地域は、星ヶ峯西小学校区であった
が、教育委員会学事課と話しをし、西陵小学
校に入学できるようにしてもらった。
ぜひ子供を連れて投票に行きたいという親

御さんも多くいるため、投票所を西陵中学校
へ変更してもらえないか。
また、もともと五ヶ別府町は旧谷山校区の

ため衆議院選挙では第２区になるが、地域性
や生活圏からみると西陵校区内である。こち
らも西陵中学校で投票できるようにできない
か。

皆様からのご要望をいただき、校区替えが行われたが、
こちらは鹿児島市立の小学校のため、市の方で調整ができ
るところである。衆議院の選挙区は、国の法令で決まって
おり、おそらく変更になるとすれば、次の鹿児島の定数が
変わる際に、選挙区ごと替えていただくということになる
だろう。
また、県議選市議選については、選挙ごとに別の投票所

にすると、地域の方そして投票事務が混乱するため難し
い。将来的な課題として承っておきたい。

選挙管理委員
会

【選挙管理委員会】
　市長回答のとおり

8 西陵南町
内会

⑧ 高齢化や町内会のメリットが少ない状況か
ら町内会の加入率が減少傾向にある。
町内会の未加入世帯への対応として、次の

４点を提案。

①鹿児島市への転入時に、町内会加入のため
のＰＲを実施し確実に入ってもらえるような
仕組みをつくる。

②町内会未加入世帯から行政が町内会目的と
して費用を徴収し、町内会へフィードバック
する。

③ゴミステーションを未加入世帯と加入世帯
用とを区別する。

④回覧板のデジタル化を積極的に進める。

まず、町内会費を行政で徴収するということは任意の団
体であることから難しいことをご理解いただきたいと思
う。
ゴミステーションの設置管理については、町内会の皆様

にお願いをしているが、未加入の方については、清掃活動
への参加などをお願いをしている。もし、ゴミ出しルール
が守られていないという場合には、清掃指導員を派遣して
早朝の指導を行ったり、チラシの配布をしたりといった意
識啓発も行っているため、資源政策課にご相談いただきた
い。
また、町内会の加入率アップが重要であると考えてお

り、引っ越してくる時をいかにとらえるかが非常に重要だ
と思っている。そこで、引っ越しの際に窓口で町内会の加
入をお願いしているほか、令和４年４月からは、町内会の
加入を希望する方がインターネット上で、引っ越し先を申
請してもらえれば、そこの町内会長さんに勧誘にいっても
らうそういった仕組みをスタートしている。
賃貸の住宅の場合には、さらに対策が必要であり、管理

会社や不動産会社との協定を通じて町内会の加入をお願い
をしているところである。例えば、ある町内会では新しい
マンションが建つときに、不動産会社に町内会費もまとめ
て管理費から徴収してもらい、上手くいっているところも
ある。ぜひこういった事例も参考にしながら取り組んでい
ただきたい。

市民局
環境局

【市民局】【環境局】
　市長回答のとおり
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9 池田高等
学校

⑨ 西陵地区などの鹿児島市内の昔からの団地
は、高齢化が進んでいるが古い団地のため、
高齢者に配慮したつくりではない。施設や公
園などにバリアフリーを展開すれば、生活や
移動の範囲も広がり、地域に活気や充実が生
まれると思う。鹿児島市は海と山に囲まれて
いるが、高齢者が多く住む山地へのバリアフ
リー対策に力を入れていただきたい。

団地の特徴は、戸建てが多いことから皆で一緒に年をと
るということである。どの団地もバリアフリーは重要で、
各団地の真ん中を回る路線、西陵でいうと西郷団地中央線
という市道から進めているところである。もちろん予算の
制約はあるが、もしここが時に危ないというお気づきの点
があればご相談をいただきたい。
また、公園についても西陵は古い団地で、平成18年のバ

リアフリー法が始まる前につくられた公園が多いため、最
初からは対応していない。公園には数ヵ所の出入口を設け
ており、入りやすい入口を作っていければと思う。こちら
も具体的にここだというところをご相談いただければと思
う。

建設局 【建設局】
　市長回答のとおり

10 鹿児島実
業高等学
校

⑩ 先生から西陵で不審者に遭遇したことがあ
るという話を聞き、不審者や痴漢による被害
に対し、防犯カメラの設置などの死角対策を
お願いしたい。

（西陵南町内会より）
防犯灯は町内会の対応であるため、西陵南町内会内であ

れば対応したい。

（市長）
防犯カメラについても、町内会で設置をしていただくこ

とになる。例えば設置場所として、市が管理してる公園で
あれば、基準にあったものについては設置ができるため、
まずは町内会にご相談いただいて、そして町内会から、公
園の担当課にご相談いただきたい。
また、画像データとして個人情報を取りに行くことにな

るため、データの管理がしっかりとできる団体かどうか、
まずは町内会と話しをしていただき、設置を希望する場合
は町内会からご相談いただければと思う。

危機管理局
建設局

【建設局】
　市長回答のとおり

【危機管理局】
　市長回答のとおり
（補足）
　街頭防犯カメラについては、地域住民
による防犯活動を補完するもので、犯罪
の抑止を目的に町内会等が設置する場
合、各地区の防犯団体連合会を通じて設
置費の助成を行っている。
　詳細については、安心安全課までご相
談いただきたい。


