資料１
平成１７年度市民参画手続実施状況一覧表
施策の名称
1 第四次鹿児島市総合計画
基本計画等 の改訂
(所管課）
企画調整課

2 JR広木駅（仮称）設置促進
事業

(所管課）
交通政策課

3 行政改革大綱の策定
(所管課）
行政管理課

施策の概要（策定の趣旨等）

市民参画手続の内容

実施時期

市民への周知・公表方法

公表・審議内容

意見等の提出方法

審議会
公募委員 氏名等の公表 会議公開 会議録公開

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば ７月号への掲載
・市政告知スポットでの広報
・市政記者クラブへの広報依頼

・第四次鹿児島市総合計画基本計
画等の改訂にあたって
・第四次鹿児島市総合計画体系表
・第四次鹿児島市総合計画基本計
画等の改訂案

・郵便
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

３人
４件

・基本計画等に反映するもの
・既に盛り込み済のもの
・基本計画に盛り込まないもの
・その他要望・意見等

星ヶ峯ニュータウンなど周辺の団地か パブリックコメント手続の実施 平成１８年２月２４日～３月２５日
ら市中心部への交通渋滞の緩和や住
（３０日間）
民の利便性の向上を図るため、JR鹿児
島本線の鹿児島中央駅から上伊集院
駅へ約４．７ｋｍの付近（市道大牧線沿
い）に新駅を設置することでＪＲ九州と
協定を締結し、駅施設等に関する協議
を進めている。
平成１７年度は、新駅の設置にあわせ
て本市が計画している駅前広場に関す
る基本計画を策定する。

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・福祉館（西陵、星ヶ峯、皇徳寺）で
の供覧
・市民のひろば２月号への掲載

・JR広木駅（仮称）駅前広場基本
計画の素案について

・郵便
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

２１人
６９件

・基本計画に反映するもの １件
・既に盛り込み済みのもの ４件
・次の詳細設計等に参考にするもの
２６件
・反映しないもの
１２件
・その他要望・意見
２６件

効率的・機能的な行政体制の確保、 パブリックコメント手続の実施 平成１８年１月１６日～２月１７日
効率的・効果的な事務事業の執行、健
（３３日間）
全財政の維持を基盤に、市民サービス
の一層の向上を目指すため、大綱を策
定する。

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧
・公営企業総務課での供覧
・市民のひろば1、２月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼

・鹿児島市行政改革大綱案につい ・郵送
て
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

２９人
４９件

・大綱案に反映するもの
１件
・大綱案に盛り込み済みのもの ５件
・実施計画に反映するもの １０件
・大綱案に反映しないもの
９件
・その他意見・要望
２４件

・鹿児島市の行政改革に関する方
向性について

委員数

平成１７年６月１３日、７月２８日、 （会議開催のお知らせ）
８月２９日、１０月４日、１０月２１日、 ・所管課での供覧
・市政記者クラブへの広報依頼
１１月１０日（全６回）

２／１５

(所管課）
安心安全課

市民が安心して暮らせる安全なまち パブリックコメント手続の実施 平成１７年７月１日～８月１日
づくりを推進するため、鹿児島市安心安
（３２日間）
全まちづくり基本コンセプト及び鹿児島
市安心安全まちづくり条例を制定する。

審議会等への付議
平成１７年５月３０日、６月６日、
（安心安全まちづくり市民会 ６月１３日、６月１９日、８月１１日
議）
（全５回）

5 環境未来館（仮称）整備事
業

(所管課）
環境政策課
(旧環境総務課）

6 学校版環境ISO創設事業
（所管課）
環境保全課

検討結果

合併に際し策定された新市まちづくり パブリックコメント手続の実施 平成１７年７月１２日～８月１２日
計画との整合を図るとともに、合併によ
（３２日間）
る状況変化などをふまえ、第四次鹿児
島市総合計画の基本計画等について
見直しを行う。

審議会等への付議
(鹿児島市行政改革推進委
員会）

4 安心安全まちづくり事業

意見等の提出状況

環境基本計画に掲げる「循環と共生を 審議会等への付議
基調とした環境文化都市」の実現を目 （環境審議会）
指して、市民一人一人が環境について
関心や理解を深め、日常生活や事業活
動において自発的に環境保全活動を実
践するとともに、その活動の輪を本市全
体へ広げていくことを進めるため、参
加・体験型の環境学習とリサイクル活
動などの拠点となる「環境未来館(仮
ワークショップ方式の実施
称）」を整備する。
平成１７年度は、建物・フィールド及び
展示の基本設計を行う。

平成１８年２月６日

各学校において児童・生徒や教職員 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１１月１０日～１２月９日
等が一体となって行う環境にやさしい学
（３０日間）
校づくりへの取り組みを推進するため、
「学校版環境ＩＳＯ認定制度」を創設す
る。

○

委員会から６つの重点事項と取組の
方向性を提言（意見）として頂き、その
全てを反映し、市の大綱を策定した。

○

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば７月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼

・安心安全まちづくり条例素案(案） ・郵便
・安心安全基本コンセプト素案
・ファクシミリ装置を用いた送
（案）
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政記者クラブへの広報依頼

・安心安全まちづくり条例素案
・安心安全基本コンセプト素案

委員数
意見数

１５人
１７件

・素案に盛り込むもの
２件
・素案に盛り込み済みのもの ３件
・素案に盛り込まないもの
２件
・その他要望・意見
１０件

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧

・環境未来館（仮称）整備計画につ
いて

委員数

１５人

16年度に審議をしていただいた基本
構想、基本計画を踏まえた基本設計
案を説明し、了承を得たものである。

３／１５

３／１５

①平成１７年６月３０日
②平成１７年８月２９日
③平成１７年１０月５日
④平成１７年１１月１６日
⑤平成１８年１月１８日
（全５回）

○

１５人

１件
２件
１件
０件

(会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・市民のひろばへの掲載

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧
・市民のひろば11月号への掲載
・教育委員会学校教育課での供覧

①どんな施設にしたい？
ワークショップ方式
どんな施設だったら利用しやす
い？
②こんな機能があると学習・活動
がしやすい。
③建物・フィールド等への環境配
備型設備、地場産材等の導入につ
いて
④市民の興味関心を促し、学習・
活動へと結ぶ展示について
⑤建物・フィールド、展示の構成案
について
・学校版環境ＩＳＯ認定制度の骨子 ・郵送
案について
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

1ページ

○

○

○

○

○

１２人
２３件

○

○

○

・条例に盛り込むもの
１件
・条例に盛り込み済みのもの １件
・条例に盛り込まないもの
４件
・その他要望
１７件

※委員からの発言数（質問、確認等）
２３件

（参加者人数）
1回目
４５人
2回目
３４人
3回目
２８人
4回目
３０人
5回目
３３人

意見提出者
意見数

・基本設計案に反映したもの 565件
・基本設計に反映できなかったもの
46件
・引き続き検討するもの 117件
・その他意見
27件

１３人
４２件

・制度等に盛り込むもの ６件
・制度等に盛り込み済みのもの
４件
・制度等には盛り込まないもの
８件
・その他、要望等
２４件

資料１
平成１７年度市民参画手続実施状況一覧表
施策の名称
7 一般廃棄物処理基本計画
の変更

(所管課）
リサイクル推進課

8 分別収集計画の策定
（所管課）
リサイクル推進課

施策の概要（策定の趣旨等）

市民参画手続の内容

廃掃法に基づき、一般廃棄物の処理 審議会等への付議
等について、平成12年度から10年間の （清掃事業審議会）
計画を定めたものを、合併に伴い変更
する。

容器リサイクル法に基づき、分別収集 審議会等への付議
する容器包装廃棄物の排出見込量等 （清掃事業審議会）
を定めた平成１８年度からの５年間の
計画を策定する。

実施時期
平成１８年２月３日

市民への周知・公表方法
（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる供覧
・所管課での供覧

公表・審議内容

意見等の提出方法

審議会
公募委員 氏名等の公表 会議公開 会議録公開

・一般廃棄物処理基本計画の骨子
案について

委員数
意見数
３／１５

平成１７年５月２６日

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる供覧
・所管課での供覧

推進事業

（所管課）
健康づくり推進課

平成１７年５月１０日、８月１２日
健康５５プランの見直しを考慮した上
（かごしま市民健康５５プラン （全２回）
で、中間評価のための生活習慣等に関 推進検討委員会）
するアンケート調査を実施し、同プラン
の推進方策について検討する。

10 「鹿児島市高齢者保健福祉 平成14年度に策定した高齢者保健福 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１０月３日～１１月２日
（３１日間）

計画及び介護保険事業計 祉計画及び介護保険計画の実績並び
に介護保険制度の見直しを踏まえ、平
画」の策定
成１８年度から３年間の新たな高齢者
保健福祉計画及び介護保険事業計画
(所管課）
を策定する。
介護保険課

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる供覧
・所管課での供覧

推進

（所管課）
企業振興課

審議会等への付議
本市都心部市街地の活性化を図るた （鹿児島市中心市街地活性
め、鹿児島市中心市街地活性化基本 化対策推進協議会）
計画に基づき、行政と市民が一体と
なって「市街地の整備改善」と「商業等
の活性化」を総合的・一体的に推進す
る。
【谷山地区】
谷山地区中心市街地の活性化を図る
ため、鹿児島市谷山地区中心市街地活
性化基本計画に基づき、行政と民間が
一体となって「市街地の整備改善」と
「商業等の活性化」を総合的・一体的に
推進する。

12 鹿児島市観光未来戦略策
定事業

(所管課）
観光課

審議会等への付議
（鹿児島市谷山地区中心市
街地活性化対策推進協議
会）

【都心部】
平成１７年１０月２０日
平成１８年３月２９日
（全２回）

○

・かごしま市民健康55ﾌﾟﾗﾝの見直
しにあたっての中間評価のための
アンケート調査内容についての検
討

４／２４

○

○

○

○

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧

１５人
７件

○

委員数

１５人

委員数
意見数

２４人
１７件

○

意見提出者
意見数

・鹿児島市高齢者保健福祉及び介
護保険事業計画（素案）について

委員数
意見数
６／２６

○

○

○

○

・計画に盛り込むもの
２件
・計画に盛り込まないもの ５件

２６人
１６件

※委員からの発言数（質問・確認等）
７件
本計画は、国の処理施設整備計画策
定の基礎資料となるもので、内容につ
いても国からの詳細な指定があったた
め、それぞれの項目の語句の意味や
数値の算出根拠についての質問は
あったが、特に修正意見等はなかっ
た。
・アンケート調査に盛り込むもの 14件
・既に盛り込み済みのもの
1件
・アンケート調査に盛り込まないもの
1件
・その他要望・意見等
1件

・その他意見、要望など

１１件

・計画に盛り込むもの
・その他、意見・要望等

１件
１５件

※委員からの発言数（質問、確認等）
６０件

委員数
意見数
４／２０

４人
１１件

○

・鹿児島市中心市街地活性化基本
計画など

検討結果

※委員からの発言数（質問・確認等）
２１件

○

・インターネットによる公開
・鹿児島市高齢者保健福祉・介護 ・郵便
・介護保険課、高齢者福祉課、保健 保険事業計画（素案）について
・ファクシミリ装置を用いた送
予防課での供覧
信
・市政情報コーナーでの供覧
・電子メールの送信
・各支所での供覧
・所管課への書面の提出
・各地域公民館での供覧
・各地域福祉館での供覧
・各保健センターでの供覧
・市民のひろば１０月号への掲載

審議会等への付議
平成１７年５月１３日、７月８日、８月 （会議開催のお知らせ）
（鹿児島市高齢者保健福祉 ２６日、１１月４日、１２月２６日、１月 ・インターネットによる公開
計画及び介護保険事業計画 ２０日、２月１３日（全７回）
・所管課での供覧
策定管理委員会）

11 中心市街地活性化対策の 【都心部】

○

・分別収集計画の骨子案について

３／１５

9 かごしま市民健康５５プラン 平成13年度に策定したかごしま市民 審議会等への付議

意見等の提出状況

２０人
６件

○

・計画に反映していくもの ２件
・計画に盛り込み済みのもの ０件
・計画には盛り込まないもの ０件
・その他要望・意見等 ４件
※委員からの発言数（質問、確認等）
３９件

【谷山地区】
平成１７年１０月２８日
平成１８年３月２８日
（全２回）

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧

委員数
意見数

・鹿児島市谷山地区中心市街地活
性化基本計画など
４／２０

○

○

２０人
４件

○

・計画に反映していくもの ０件
・計画に盛り込み済みのもの ０件
・計画には盛り込まないもの ０件
・その他要望・意見等 ４件
※委員からの発言数（質問、確認等）
５３件

平成22年度の九州新幹線全線開通を パブリックコメント手続の実施 平成１７年９月３０日～１０月３１日
(３２日間）
中心とした、本市を取り巻く環境の変化
を踏まえ、観光を視点とした新たなまち
づくりのための計画を策定し、その実現
に向けて官民一体となって取り組んで
いくことが必要なことから、本市の観光
振興の指針となる「鹿児島市観光未来
戦略」を策定する。

・インターネットによる公開
・鹿児島市観光未来戦略の骨子案 ・郵便
・観光課での供覧
について
・ファクシミリ装置を用いた送
・市政情報コーナーでの供覧
信
・各支所での供覧
・電子メールの送信
・地域公民館での供覧
・所管課への書面の提出
・市民サービスステーションでの供覧
・観光コンベンション協会での供覧
・市内各観光案内所、維新ふるさと
館、かごしま水族館での供覧
・市民のひろば１０月号への掲載

審議会等への付議
平成１７年６月２日、７月１５日、８月 (会議開催のお知らせ）
（観光未来戦略策定委員会） １８日、１１月１５日
・インターネットによる公開
（全４回）
・所管課での供覧

意見提出者
意見数

・観光未来戦略の策定

委員数

４／２０

○

○

○

２５人
６９件

２０人

・骨子案に盛り込むもの ４件
・既に盛り込み済みのもの １３件
・骨子案に盛り込まないもの １件
・その他の意見、要望等 ５１件

素案に対して意見をもらう形ではな
く、策定委員会に出された意見を基に
作成したため、未来戦略に盛り込む盛
り込まないを含め、基本的に出された
意見の全てを反映した形で作成してい
る。
※委員からの発言数（質問・確認等）
１５５件
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資料１
平成１７年度市民参画手続実施状況一覧表
施策の名称
13 ファンタスティックイルミ
ネーション推進事業
(所管課）
観光課

施策の概要（策定の趣旨等）

市民参画手続の内容

実施時期

九州新幹線全線開業を見据え、彩り パブリックコメント手続の実施 平成１８年１月４日～２月３日
（３１日間）
豊かで魅力ある鹿児島の夜を演出する
ため、公共の都市施設等のライトアップ
やイルミネーションなどの設置を行政と
商店街などの民間が一体となって実践
し、滞在型観光の推進を図る。

市民への周知・公表方法

公表・審議内容

意見等の提出方法

審議会
公募委員 氏名等の公表 会議公開 会議録公開

・インターネットによる公開
・ファンタスティックイルミネーション ・郵便
・所管課での供覧
推進事業基本計画などについて ・ファクシミリ装置を用いた送
・市政情報コーナーでの供覧
信
・各支所での供覧
・電子メールの送信
・地域公民館での供覧
・所管課への書面の提出
・観光コンベンション協会での供覧
・市内各観光案内所での供覧
・維新ふるさと館、かごしま水族館で
の供覧

審議会等への付議
平成１７年７月２６日、８月２９日、１ （会議開催のお知らせ）
（ファンタスティックイルミネー １月３０日
・インターネットによる公開
ション事業推進懇話会）
平成１８年２月１５日（全４回）
・所管課での供覧
（懇話会報告書）
インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・観光コンベンション協会での供覧
・市内各観光案内所での供覧
・維新ふるさと館、かごしま水族館で
の供覧

・ファンタスティックイルミネーション
推進事業を起爆剤とした観光振興
策や、ライトアップ対象施設などに
ついて

意見交換会等の開催
平成１７年１０月２４日
（商店街関係者を対象とした
意見交換会）

・ファンタスティックイルミネーション 意見交換
基本計画案を説明した上での当該
事業について

・各商店街（中心市街地）への案内

意見提出者
意見数

委員数

３／１５

○

○

の見直し

平成１４年７月に策定した「鹿児島市 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１２月２６日～
平成１８年１月２７日（３３日間）
農業プラン２１」を１市５町の合併に伴う
見直しを行う。

(所管課）
農政総務課
（旧農政課）

意見交換会等の開催

①平成１７年１２月２７日
②平成１８年１月２３日
③平成１８年１月２４日
④平成１８年２月１日
（全４回）

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば１月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼
・都市農業センターでの供覧

○

い推進事業

(所管課）
農政総務課
（旧農林課）

意見提出者
意見数

・農業委員、農業生産者のグループ ・「鹿児島市農業プラン２１」見直し 意見交換
長への案内文送付
案の概要版を配布し、これらにつ
いての意見交換

一部改正

参加者人数（対象者）
① 53人（農業委員）
② 71人（農業従事者）
③ 29人（むらづくりリーダー）
④ 20人（農業振興協議会委
員）

（会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での広報
・市政記者クラブへの広報依頼

・鹿児島市みどり豊かな農山村ふ
れあい推進基本計画の骨子案

委員数
意見数

屋外広告業の登録制度の導入等に パブリックコメント手続の実施 平成１７年７月４日～８月２日
伴う鹿児島市屋外広告物条例の改正を
(３０日間）
行う。

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば７月号への掲載

・屋外広告物条例の一部改正の骨 ・郵便
子案について
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

３人
１３件

路上等の違反広告物を市民等が簡易 パブリックコメント手続の実施 平成１７年７月４日～８月２日
除却できる制度を導入するもの。
(３０日間）

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば７月号への掲載

・市民等による違反広告物の簡易 ・郵便
除却制度の骨子案
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

４人
９件

平成１８年１月２７日（３３日間）

(所管課）
都市計画課

２／１０
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○

○

基本的に出た意見全てを提言として
報告書にまとめ、業務推進の参考とし
ている。

基本的に出た意見全てを提言として
報告書にまとめ、業務推進の参考とし
ている。

・見直し案に盛り込むもの
３件
・既に盛り込み済みのもの ２２件
・反映しないもの
０件
・その他、要望等
３件

・新たに見直し案を修正したもの ０件
・既に盛り込み済みのもの ５件
・反映が困難なもの ０件
・その他要望・意見 ７件

１２件

意見提出者
意見数

(所管課）
都市計画課

17 屋外広告物景観対策事業

２１人
２８件

・鹿児島市みどり豊かな農山村ふ ・郵便
れあい推進基本計画の骨子案
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

資源を生かし、都市部住民が農林業体
験等を展開するための鹿児島市グリー
ンツーリズム基本計画を策定する。

・事業の推進に参考とするもの ２２
件
・既計画に盛り込み済みと考えるもの
７件
・その他の意見、要望等
４５件

※委員からの発言数（質問・確認等）
１６件

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば１月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼
・都市農業センターでの供覧

審議会等への付議
平成１７年８月２３日、１２月９日
（鹿児島市みどり豊かな農山 （全２回）
村ふれあい事業推進協議
会）

16 鹿児島市屋外広告物条例

２３人

○

・「鹿児島市農業プラン２１」見直し ・郵便
案
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

検討結果

※委員からの発言件数（質問・確認
等）
２３２件

意見数

15 みどり豊かな農山村ふれあ 本市のみどり豊かな田園地帯や森林 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１２月２６日～

２２人
７４件

１５人

参加者人数

○

14 ｢鹿児島市農業プラン２１」

意見等の提出状況

８人
９件

１０人
２３件

○

・計画案に反映するもの １件
・既に盛り込み済みのもの ６件
・反映が困難なもの ０件
・その他要望・意見等 ２件

・新たに見直し案を修正したもの １１
件
・既に盛り込み済みのもの ６件
・反映が困難なもの ０件
・その他要望・意見 ６件

・条例等に反映するもの
・既に盛り込み済のもの
・運用で対応するもの
・反映しないもの
・その他要望・意見等

０件
２件
２件
１件
８件

・要綱に反映するもの
０件
・既に盛り込み済のもの ２件
・運用で対応するもの
０件
・反映しないもの
１件
・その他要望・意見等
６件

資料１
平成１７年度市民参画手続実施状況一覧表
施策の名称

施策の概要（策定の趣旨等）

市民参画手続の内容

実施時期

18 都市計画関連事業

合併に伴う新市の個性を生かした新 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１２月1６日～
（都市景観ガイドプラン見直 たな都市景観形成を総合的、計画的に
平成１８年１月２０日（３６日間）
し）
進めていくため、都市景観ガイドプラン
の見直しを行う。
(所管課）
都市計画課

19 鹿児島市認定外道路整備
要綱の一部改正について
(所管課）
道路建設課

20 鹿児島市火災予防条例の
一部改正

(所管課）
消防局予防課

（所管課）
施設課

23 地域スポーツクラブ育成事
業

(所管課）
市民スポーツ課

動推進計画の策定
(所管課）
生涯学習課

検討結果
・計画案に盛り込むもの ０件
・既に盛り込み済みのもの ７件
・運用で対応するもの ０件
・その他の意見・要望等 ２件

日常生活に欠かすことの出来ない道 パブリックコメント手続の実施 平成１８年１月５日～２月３日
路でありながら、用地に関する権利関
（３０日間）
係のふくそう、構造的な欠陥その他の
理由により市道として認定することが困
難な道路を、予算の範囲内において整
備するために必要な基本的事項を規定
してある要綱の改正を行う。

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・各支所での供覧
・地域公民館での供覧
・市民のひろば１月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼

・「鹿児島市認定外道路整備要綱」
及び「鹿児島市認定外道路整備要
綱に関する実施要領」の一部改正
案

・郵便
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

５人
９件

・要綱案に盛り込むもの ０件
・既に盛り込み済みのもの １件
・運用で対応するもの １件
・その他の意見・要望等 ７件

消防法の一部改正により、住宅に住 パブリックコメント手続の実施 平成１７年４月１日～５月２日
宅用防災機器の設置を義務付けること
（３２日間）
が規定され、設置及び維持管理に関す
る基準等については、条例等で定める
事としたことから、鹿児島市火災予防条
例を改正する。

・インターネットによる公開
･鹿児島市火災予防条例の一部改 ・郵便
・所管課での供覧
正の骨子案について
・ファクシミリ装置を用いた送
・市政情報コーナーでの供覧
信
・支所での供覧
・電子メールの送信
・市内3消防署及び各消防分遣隊で
・所管課への書面の提出
の供覧
・市民のひろば４月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼

意見提出者
意見数

１１人
２１件

・条例に反映するもの
０件
・既に盛り込み済のもの ２１件
・運用で対応するもの
０件
・条例に盛り込まないもの ０件
・その他要望・意見等
０件

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧
・市政記者クラブへの広報依頼

・平成18年度水質検査計画（案）

意見提出者
意見数

現在の吉田小学校の校舎及び屋内 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１０月１１日～１１月１０日
運動場の老朽化が進んでいることか
（３１日間）
ら、旧吉田町において取得されていた
現吉田北中学校隣接地に校舎・屋内運
動場等を建設し移転する。

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧
・市民のひろば１０月号への掲載

・鹿児島市立吉田小学校移転建設 ・郵便
基本計画素案について
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

国のスポーツ振興基本計画に基づ
意見交換会等の開催
き、市民の生涯にわたるスポーツ・レク
リエーション活動の環境を整え、スポー
ツ活動や健康づくりを進め、相互交流を
深めるとともに地域スポーツクラブの活
性化に努めるもの。
また、学校及び地域公民館等の施設を
活用して、住民主体で運営するスポー
ツクラブの設立等を支援する。

・地域のスポーツマネージャー等代 ・地域スポーツクラブの概要等
表者への案内

明性を確保するため、水質検査項目を
明示した「検査計画」を策定する。

平成１８年１月２０日（３２日間）

中央地区（名山校区）
準備委員会 計６回
運営委員会 計６回
武・田上地区（広木校区）
準備委員会 計５回
運営委員会 計９回
谷山北地区（宮川校区）
準備委員会 計１０回
運営委員会 計８回
の３地区にて今年度開催

平成１８年４月を目途に、中高一貫教 審議会等への付議
育を開始するにあたり、鹿児島玉龍高 （鹿児島玉龍高等学校中高
校に新たな中学校を併設する。
一貫教育研究会議）

平成１７年５月１３日、７月１１日
（全２回）

(所管課）
学務課

26 鹿児島市子どもの読書活

意見等の提出状況
７人
９件

太陽国体に向けて整備した鴨池公園 パブリックコメント手続の実施 平成１８年２月９日～２月２８日
プール（仮称）基本構想・基 水泳プールが完成後３０年以上を経過
（２０日間）
本計画変更案について
し老朽化していることなどを踏まえ、合
併により６０万人を擁する新生鹿児島
（所管課）
市の市民の誰もがいつでも楽しく利用
市民スポーツ課
でき、また、各種大会が開催可能な屋
内プール施設として鹿児島市鴨池公園
水泳プールを整備するもの。

教育校開設事業

審議会
公募委員 氏名等の公表 会議公開 会議録公開

意見提出者
意見数

24 鹿児島市新鴨池公園水泳

25 鹿児島玉龍高校中高一貫

意見等の提出方法

・鹿児島市都市景観ガイドプランの ・郵便
見直し案について
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

(所管課）
配水管理課

22 吉田小移転新築事業

公表・審議内容

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・市民のひろば１２月号への掲載
・市政記者クラブへの広報依頼

21 平成１８年度水道水水質検 水道法の改正により、水質検査の透 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１２月１９日～
査計画の策定

市民への周知・公表方法

・郵便
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見交換

・計画に盛り込むもの
２件
・既に盛り込み済みのもの ３件
・計画には盛り込まないもの ４件
・その他要望・意見等 ３件

意見提出者 ７人
意見数
２２件

・計画に盛り込むもの ８件
・既に盛り込み済みのもの ４件
・計画には盛り込まないもの ４件
・その他要望・意見等 ６件

参加者人数
名山校区 １４０人
広木校区 １６９人
宮川校区 ２０４人

・計画に盛り込むもの
２件
・既に案に盛り込み済みのもの ２件
・計画には盛り込まないもの ０件
・その他要望・意見等 ９件
※各地区において、その地区の市民
同士が意見交換を行い、市民が意見
集約したものを行政が施策に反映で
きないかどうか検討を行った。
（各地区においては意見集約に至るま
でに多くの議論がなされている）

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧
・鴨池公園水泳プールでの供覧
・市政記者クラブへの広報依頼

・鹿児島市新鴨池公園水泳プール ・郵便
（仮称）基本構想・基本計画変更案 ・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

意見提出者
意見数

(会議開催のお知らせ）
・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧

・中高一貫教育校としての教育過
程について
・中学校入学者選抜について

委員数
意見数

３／１５

全ての子どもが読書の習慣を身に付 パブリックコメント手続の実施 平成１７年１１月４日～１２月８日
け、生涯にわたって維持していくために
（３５日間）
子どもが読書活動に取り組むことが出
来るような環境を整備する。

７人
１２件

・インターネットによる公開
・所管課での供覧
・市政情報コーナーでの供覧
・支所での供覧
・各地域公民館での供覧

・鹿児島市子ども読書計画活動推 ・郵便
進計画の素案について
・ファクシミリ装置を用いた送
信
・電子メールの送信
・所管課への書面の提出

4ページ

○

○

１２人
４８件

１５人
２９件

○

意見提出者
４２人
意見数 ９５件

・案に反映させるもの ０件
・既に案に盛り込み済みのもの １１
件
・設計等で検討すべきもの １８件
・反映しないもの １件
・その他要望・意見 １８件

・案に盛り込むもの 1件
・既に盛り込み済みのもの ２件
・運用で対応するもの ８件
・案に盛り込まないもの １件
・その他感想・要望 １７件

・案に盛り込むもの ６件
・案に盛り込み済みのもの ３２件
・案に盛り込まないが、他施策で実施
しているもの ４件
・今後検討するもの ２２件
・反映しないもの ６件
・その他要望・意見 ２５件

