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安心・安全なまちづくり

～東日本大震災から～



東日本大震災の教訓

東日本大震災 国・地方自治体の
危機管理が大きく問われた

災害危険予想箇所調査 防災ハザードマップの作成
地域防災計画の見直し

いちき串木野市いちき串木野市いちき串木野市いちき串木野市

緊急防災・減災対策事業（国の補正予算の活用）

■■■■耐震補強等耐震補強等耐震補強等耐震補強等
　串木野小学校、市来中学校、　串木野小学校、市来中学校、　串木野小学校、市来中学校、　串木野小学校、市来中学校、
　中央公民館、市民文化ｾﾝﾀｰ　中央公民館、市民文化ｾﾝﾀｰ　中央公民館、市民文化ｾﾝﾀｰ　中央公民館、市民文化ｾﾝﾀｰ
■■■■非常時の体制整備非常時の体制整備非常時の体制整備非常時の体制整備
　消防救急無線デジタル化　消防救急無線デジタル化　消防救急無線デジタル化　消防救急無線デジタル化
　防災行政無線再整備　防災行政無線再整備　防災行政無線再整備　防災行政無線再整備
　非常用電源整備　非常用電源整備　非常用電源整備　非常用電源整備
　避難所等表示板設置　避難所等表示板設置　避難所等表示板設置　避難所等表示板設置

区分区分区分区分 要改修要改修要改修要改修 耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率

小学校小学校小学校小学校 ８棟８棟８棟８棟 80808080．．．．5%5%5%5%

中学校中学校中学校中学校 ６棟６棟６棟６棟 75757575．．．．0%0%0%0%

合計合計合計合計 14141414棟棟棟棟 78787878．．．．5%5%5%5%

■■■■小・中学校の耐震化率（Ｈ小・中学校の耐震化率（Ｈ小・中学校の耐震化率（Ｈ小・中学校の耐震化率（Ｈ24.4.124.4.124.4.124.4.1現在）現在）現在）現在）

原子力災害対策

～福島第一原発事故から～



原子力災害対策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 23年12月策定）　

※国の改定等による「鹿児島県原子力防災計画」の見直しまでの計画

国＝防災対策指針見直し

鹿児島県原子力災害対策暫定計画

■■■■緊急被ばく医療体制の充実緊急被ばく医療体制の充実緊急被ばく医療体制の充実緊急被ばく医療体制の充実

■■■■環境放射線モニタリングの強化環境放射線モニタリングの強化環境放射線モニタリングの強化環境放射線モニタリングの強化

距離距離距離距離    ／／／／    段階段階段階段階 緊急に避難必要緊急に避難必要緊急に避難必要緊急に避難必要 事態が悪化事態が悪化事態が悪化事態が悪化 さらに悪化さらに悪化さらに悪化さらに悪化

５㌔圏内５㌔圏内５㌔圏内５㌔圏内 直ちに避難直ちに避難直ちに避難直ちに避難 避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域 避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域

５～５～５～５～10101010㌔圏内㌔圏内㌔圏内㌔圏内 屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避((((避難準備区域避難準備区域避難準備区域避難準備区域))))

10101010～～～～20202020㌔圏内㌔圏内㌔圏内㌔圏内 屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避((((避難準備区域避難準備区域避難準備区域避難準備区域))))

⇒⇒⇒⇒対策の重点地域：３０㎞へ拡大の方向対策の重点地域：３０㎞へ拡大の方向対策の重点地域：３０㎞へ拡大の方向対策の重点地域：３０㎞へ拡大の方向

■■■■広域避難計画の概要広域避難計画の概要広域避難計画の概要広域避難計画の概要

いちき串木野市
・南薩地域
・鹿児島地域等

阿 久 根 市

薩摩川内市

・北薩地域
・姶良・伊佐地域等

・姶良・伊佐地域
・鹿児島地域等

■■■■８月８月８月８月11111111日　原子力防災訓練　日　原子力防災訓練　日　原子力防災訓練　日　原子力防災訓練　

　　　　　検証と課題の抽出　　　　　検証と課題の抽出　　　　　検証と課題の抽出　　　　　検証と課題の抽出

　　　　

半径５キロ圏

いちき串木野市
半径１０キロ圏

半径２０キロ圏

枕崎市
本浦
上名

指宿市
野平、旭
中央、大原
照島、湊
川北

南九州市
羽島、荒川
冠岳、湊町
川上、川南

鹿児島市
生福

原子力災害対策

（平成（平成（平成（平成24242424年３月策定）　年３月策定）　年３月策定）　年３月策定）　

半径５０キロ

■■■■広域避難計画の概要広域避難計画の概要広域避難計画の概要広域避難計画の概要
　本市の一部の地域が２０キロ圏外だが、　本市の一部の地域が２０キロ圏外だが、　本市の一部の地域が２０キロ圏外だが、　本市の一部の地域が２０キロ圏外だが、
　全市を　全市を　全市を　全市を避難対象区域と避難対象区域と避難対象区域と避難対象区域とする。する。する。する。

いちき串木野市
原子力災害対策暫定計画



福島第一原発事故の発生福島第一原発事故の発生福島第一原発事故の発生福島第一原発事故の発生

国が「緊急安全対策の実施」を指示国が「緊急安全対策の実施」を指示国が「緊急安全対策の実施」を指示国が「緊急安全対策の実施」を指示

九州電力が「緊急安全対策」を報告九州電力が「緊急安全対策」を報告九州電力が「緊急安全対策」を報告九州電力が「緊急安全対策」を報告

国が「緊急安全対策」を評価国が「緊急安全対策」を評価国が「緊急安全対策」を評価国が「緊急安全対策」を評価

川内１号機が定期検査開始川内１号機が定期検査開始川内１号機が定期検査開始川内１号機が定期検査開始

原子力安全・保安院が市及び議会へ「緊急安全対策」を説明原子力安全・保安院が市及び議会へ「緊急安全対策」を説明原子力安全・保安院が市及び議会へ「緊急安全対策」を説明原子力安全・保安院が市及び議会へ「緊急安全対策」を説明

国が「総合評価（ストレステスト）」の実施を指示国が「総合評価（ストレステスト）」の実施を指示国が「総合評価（ストレステスト）」の実施を指示国が「総合評価（ストレステスト）」の実施を指示

九州電力が川内１号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内１号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内１号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内１号機について「ストレステスト」を開始

川内２号機が定期検査開始川内２号機が定期検査開始川内２号機が定期検査開始川内２号機が定期検査開始

九州電力が川内２号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内２号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内２号機について「ストレステスト」を開始九州電力が川内２号機について「ストレステスト」を開始

九州電力が川内１，２号機び「ストレステスト」評価結果を国へ提出九州電力が川内１，２号機び「ストレステスト」評価結果を国へ提出九州電力が川内１，２号機び「ストレステスト」評価結果を国へ提出九州電力が川内１，２号機び「ストレステスト」評価結果を国へ提出

原子力安全・保安院で「ストレステスト」を評価原子力安全・保安院で「ストレステスト」を評価原子力安全・保安院で「ストレステスト」を評価原子力安全・保安院で「ストレステスト」を評価

川内原子力発電所

平成平成平成平成23232323年年年年

 3 3 3 3月月月月11111111日日日日

　　　　　　　　30303030日日日日

 4 4 4 4月月月月26262626日日日日

 5 5 5 5月月月月  6  6  6  6日日日日

5555月月月月10101010日日日日

6666月月月月13131313日日日日

7777月月月月22222222日日日日

8888月月月月26262626日日日日

9999月月月月  1  1  1  1日日日日

10101010月月月月  7  7  7  7日日日日

12121212月月月月14141414日日日日

平成平成平成平成24242424年年年年

１月以降１月以降１月以降１月以降

■■■■独立した委員会を設置、事務局に原子力規制庁独立した委員会を設置、事務局に原子力規制庁独立した委員会を設置、事務局に原子力規制庁独立した委員会を設置、事務局に原子力規制庁
■■■■原子力安全規制の転換原子力安全規制の転換原子力安全規制の転換原子力安全規制の転換
■■■■原子力防災対策の強化原子力防災対策の強化原子力防災対策の強化原子力防災対策の強化

これまでの主な経過

「原子力規制委員会設置法」

：

再稼働の審査

平成２３年３月２８日平成２３年３月２８日平成２３年３月２８日平成２３年３月２８日
・３号機増設計画の凍結・３号機増設計画の凍結・３号機増設計画の凍結・３号機増設計画の凍結
・１，２号機の安全対策・１，２号機の安全対策・１，２号機の安全対策・１，２号機の安全対策
　　　　を要請　　　　を要請　　　　を要請　　　　を要請

再生可能エネルギーの導入促進
■■■■固定価格買取制度がスタート（７月１日）　　　全国的な導入の取組の活発化固定価格買取制度がスタート（７月１日）　　　全国的な導入の取組の活発化固定価格買取制度がスタート（７月１日）　　　全国的な導入の取組の活発化固定価格買取制度がスタート（７月１日）　　　全国的な導入の取組の活発化

：

「さつま自然エネルギー」
有限責任合同会社

（ＬＬＣ）

■■■■合同会社「さつま自然エネルギー」（太陽光発電事業）７月１日送電開始合同会社「さつま自然エネルギー」（太陽光発電事業）７月１日送電開始合同会社「さつま自然エネルギー」（太陽光発電事業）７月１日送電開始合同会社「さつま自然エネルギー」（太陽光発電事業）７月１日送電開始

■■■■串木野れいめい風力発電所串木野れいめい風力発電所串木野れいめい風力発電所串木野れいめい風力発電所

 

パスポート

濵田酒造

いちき串木野市

金融機関

協力企業

市民ファンド 金融機関

九州電力

団地内企業、

市内の工場

や公共施設

太陽光発電事業の仕組み

売電金（ＬＬＣが代理受領）送電

出資

返済融資配当 出資

配当
設備
使用料
配当

出力に応
じて出資

３，０００ｋＷ（約１，０００世帯分）

２０，０００ｋＷ（約１０，０００世帯分）



いちき串木野市の現状

合併後の姿

いちき串木野市の現状

第一の理念

効率的な行財政システムの構築は急務であった。

■■■■市町合併から６年半・・・市町合併から６年半・・・市町合併から６年半・・・市町合併から６年半・・・

財政基盤の強化のため、「行政改革」に力点

■融和と一体感の醸成
■合併効果を生み出すこと

第一次総合計画・行政改革大綱などの新市の基本を設計

■■■■特に特に特に特に

【５年間の行革効果額】

２８億２千万円の効果!!

目標額に対し
１１０．２％達成

■人件費の削減
　　職員の削減△４９人（H23.4.1現在）
　　給料削減
■物件費削減、繰出金抑制
　　経常経費の削減
■歳入の確保
　　徴収強化、未利用財産の売却

■第一次行政改革大綱
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いちき串木野市の現状

■■■■この間の社会情勢は・・・この間の社会情勢は・・・この間の社会情勢は・・・この間の社会情勢は・・・

■世界的な金融危機
■消費の低迷
■雇用情勢の悪化
■東日本大震災

■少子・高齢化の進行
■人口減少化社会

■国内経済・地方経済
　　　とも依然として厳しい状況
■漠然とした不安感・閉塞感
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5,0005,0005,0005,000
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15,00015,00015,00015,000
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人人人人

年少人口（0～14歳）年少人口（0～14歳）年少人口（0～14歳）年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）生産年齢人口（15～64歳）生産年齢人口（15～64歳）生産年齢人口（15～64歳）
老年人口（65歳以上）老年人口（65歳以上）老年人口（65歳以上）老年人口（65歳以上）

人口の推移

36,79036,79036,79036,790人人人人

34,26634,26634,26634,266人人人人
32,99332,99332,99332,993人人人人

31,14431,14431,14431,144人人人人
（推計）

29,93529,93529,93529,935人人人人
（推計）

28,35228,35228,35228,352人人人人

35,53435,53435,53435,534人人人人

17.4%17.4%17.4%17.4%
20.7%20.7%20.7%20.7%

23.2%23.2%23.2%23.2%
26.2%26.2%26.2%26.2%

29.1%29.1%29.1%29.1%
31.7%31.7%31.7%31.7% 34.8%34.8%34.8%34.8%65656565歳以上歳以上歳以上歳以上

15151515歳未満歳未満歳未満歳未満

15151515～～～～64646464歳歳歳歳

65656565歳以上歳以上歳以上歳以上
の割合の割合の割合の割合



年齢（３区分）別人口割合の推移

いちき串木野市の取組

～これからのまちづくり～



第一次総合計画後期基本計画

前期基本計画（５か年）
平成１９年度～平成２３年度

後期基本計画（５か年）
平成２４年度～平成２８年度

基本構想（１０か年）　平成１９年度～平成２８年度

いちき串木野市の取組

■総合計画
分野別に多様な施策

共通の問題意識
＝「人口」

「人口」

共生・協働共生・協働 安心できる安心できる

活力ある産業活力ある産業 快適な環境快適な環境

出　生出　生出　生出　生 増　減増　減増　減増　減 転　入転　入転　入転　入 転　出転　出転　出転　出 増　減増　減増　減増　減

Ｈ　２ ３４７ １０ １，８３６ ２，２５９ ▲４２３

Ｈ　７ ２７４ ▲９７ １，７６７ １，８５０ ▲８３

Ｈ１２ ２９５ ▲７２ １，５０５ １，６４４ ▲１３９

Ｈ１７ ２３０ ▲１４７ １，２４２ １，４５８ ▲２１６

Ｈ２３ ２２２ ▲２１３ １，０４３ １，０８１ ▲３８

死　亡死　亡死　亡死　亡

３３７

３７１

３６７

３７７

４３５

　　　　    区分区分区分区分

年度年度年度年度

自　然　動　態自　然　動　態自　然　動　態自　然　動　態 社　会　動　態社　会　動　態社　会　動　態社　会　動　態

■■■■本市の人口動態　　　　　　　　本市の人口動態　　　　　　　　本市の人口動態　　　　　　　　本市の人口動態　　　　　　　　（単位：人、各年度住民基本台帳）（単位：人、各年度住民基本台帳）（単位：人、各年度住民基本台帳）（単位：人、各年度住民基本台帳）



人口対策

～基本的な対策の柱～

いちき串木野市の取組

人口対策の基本的な柱

考え方考え方考え方考え方 主な施策主な施策主な施策主な施策

人口の人口の人口の人口の

社会増を社会増を社会増を社会増を

図る取組図る取組図る取組図る取組

産業・雇用産業・雇用産業・雇用産業・雇用
面からの直面からの直面からの直面からの直
接的対策接的対策接的対策接的対策

■■■■働き口の創出働き口の創出働き口の創出働き口の創出

　産業政策：企業誘致、地場企業活性化　産業政策：企業誘致、地場企業活性化　産業政策：企業誘致、地場企業活性化　産業政策：企業誘致、地場企業活性化

■■■■働き手の確保働き手の確保働き手の確保働き手の確保

　定住促進、一次産業後継者対策　定住促進、一次産業後継者対策　定住促進、一次産業後継者対策　定住促進、一次産業後継者対策

人口の人口の人口の人口の

自然増を自然増を自然増を自然増を

図る取組図る取組図る取組図る取組

少子化に歯少子化に歯少子化に歯少子化に歯
止めをかけ止めをかけ止めをかけ止めをかけ
るための施るための施るための施るための施
策策策策

■■■■子育て環境の充実子育て環境の充実子育て環境の充実子育て環境の充実

　地域や家庭での子育て支援、　地域や家庭での子育て支援、　地域や家庭での子育て支援、　地域や家庭での子育て支援、

　仕事と子育ての両立、　仕事と子育ての両立、　仕事と子育ての両立、　仕事と子育ての両立、

　子どもの健全育成、経済的負担の軽減　子どもの健全育成、経済的負担の軽減　子どもの健全育成、経済的負担の軽減　子どもの健全育成、経済的負担の軽減



自然増を図る取組

母子保健・子育て支援

未来の宝子育て支援金事業未来の宝子育て支援金事業未来の宝子育て支援金事業未来の宝子育て支援金事業

就学前の児童の医療費無料化就学前の児童の医療費無料化就学前の児童の医療費無料化就学前の児童の医療費無料化

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺子宮頸がん、ヒブ、小児用肺子宮頸がん、ヒブ、小児用肺子宮頸がん、ヒブ、小児用肺
炎球菌予防接種助成炎球菌予防接種助成炎球菌予防接種助成炎球菌予防接種助成

子育て支援住宅子育て支援住宅子育て支援住宅子育て支援住宅

（定住促進団地）（定住促進団地）（定住促進団地）（定住促進団地）

不妊治療費助成不妊治療費助成不妊治療費助成不妊治療費助成

子育て支援員の配置子育て支援員の配置子育て支援員の配置子育て支援員の配置

少子化対策（子育て環境の充実）

子育て世帯への優遇措置子育て世帯への優遇措置子育て世帯への優遇措置子育て世帯への優遇措置
市外から市外から市外から市外から
２９世帯・８５人の入居２９世帯・８５人の入居２９世帯・８５人の入居２９世帯・８５人の入居

社会増を図る取組

働き口の確保

■■■■定住促進補助金定住促進補助金定住促進補助金定住促進補助金（市外から（市外から（市外から（市外から16161616世帯・世帯・世帯・世帯・47474747人）人）人）人）

■■■■Ｕ・Ｉターン情報発信Ｕ・Ｉターン情報発信Ｕ・Ｉターン情報発信Ｕ・Ｉターン情報発信

企業誘致企業誘致

景気の低迷景気の低迷景気の低迷景気の低迷
⇒⇒⇒⇒県内では県内では県内では県内では
企業の撤退も企業の撤退も企業の撤退も企業の撤退も

地場企業活性化にも全力地場企業活性化にも全力

働き手の確保

定住促進定住促進

■■■■新規就農者支援金　　新規就農者支援金　　新規就農者支援金　　新規就農者支援金　　■■■■青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金
■■■■新規沿岸漁業就業者支援新規沿岸漁業就業者支援新規沿岸漁業就業者支援新規沿岸漁業就業者支援

■■■■ＨＨＨＨ23232323はははは２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定２件の立地協定
■■■■ＨＨＨＨ24242424～～～～事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充事業所用水補助の拡充

一次産業の振興一次産業の振興



人口対策

～補完的な対策～

考え方考え方考え方考え方 主な取組主な取組主な取組主な取組

住民のつながり住民のつながり住民のつながり住民のつながり
を高める取組を高める取組を高める取組を高める取組

人口内での連携・コ人口内での連携・コ人口内での連携・コ人口内での連携・コ
ミュニケーションをミュニケーションをミュニケーションをミュニケーションを
太くする太くする太くする太くする

・社会組織の活性化・社会組織の活性化・社会組織の活性化・社会組織の活性化

・歴史・文化への認識向上・歴史・文化への認識向上・歴史・文化への認識向上・歴史・文化への認識向上

・伝統の継承・活性化・伝統の継承・活性化・伝統の継承・活性化・伝統の継承・活性化

交流人口の増を交流人口の増を交流人口の増を交流人口の増を

図る取組図る取組図る取組図る取組

外の力、需要を取り外の力、需要を取り外の力、需要を取り外の力、需要を取り
込む込む込む込む

・地域を生かしたまちづくり・地域を生かしたまちづくり・地域を生かしたまちづくり・地域を生かしたまちづくり

・観光振興と情報発信・観光振興と情報発信・観光振興と情報発信・観光振興と情報発信

・交流を促進する基盤整備・交流を促進する基盤整備・交流を促進する基盤整備・交流を促進する基盤整備

補完的な対策

人口対策の基礎的な柱人口対策の基礎的な柱人口対策の基礎的な柱人口対策の基礎的な柱

人口の社会増を図る取組人口の社会増を図る取組人口の社会増を図る取組人口の社会増を図る取組 企業誘致、地場企業活性化、定住促進など企業誘致、地場企業活性化、定住促進など企業誘致、地場企業活性化、定住促進など企業誘致、地場企業活性化、定住促進など

人口の自然増を図る取組人口の自然増を図る取組人口の自然増を図る取組人口の自然増を図る取組 子育て支援など子育て支援など子育て支援など子育て支援など

■直面する人口減・高齢化の深刻化⇒新たな対策が必要



交流人口の増を図る取組

～補完的な人口対策～

交流人口の拡大を図る！！

■■■■■■■■食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組食を通じた活性化の取組
　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成　・ガイドマップの作成
　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成　・ポスターの作成
　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置　・看板、案内板の設置
　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室　・食育・料理教室
　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発　・新商品開発

食のまちづくり

■■■■■■■■２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組２４年度の主な取組
◎◎◎◎◎◎◎◎特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）特産品普及事業（浜崎シェフ）
◎◎◎◎◎◎◎◎うんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリうんまかもんグランプリininininininininいちき串木野いちき串木野いちき串木野いちき串木野いちき串木野いちき串木野いちき串木野いちき串木野
◎◎◎◎◎◎◎◎食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想食の拠点エリア構想



交流人口の拡大を図る！！

観光の振興

■■■■■■■■観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー観光振興アドバイザー
■■■■■■■■ボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイドボランティアガイド
■■■■■■■■ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実

一次産業
（食の基盤）

の振興

■■■■■■■■グリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズムグリーンツーリズム
■■■■■■■■就業対策就業対策就業対策就業対策就業対策就業対策就業対策就業対策
■■■■■■■■付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策付加価値向上対策
■■■■■■■■直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化直売所の活性化

交流人口の拡大を図る！！

総合体育館の整備

■■■■■■■■鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　鹿児島県の県外からのスポーツ合宿　
　平成　平成　平成　平成　平成　平成　平成　平成2323232323232323年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）年度　約９５０団体、延べ１１万人　（過去最高）

■■■■■■■■いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成いちき串木野市　体育・文化関係合宿補助制度（平成2121212121212121年度～）　年度～）　年度～）　年度～）　年度～）　年度～）　年度～）　年度～）　
　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　　受け入れ施設の不足　⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ　他の市町村へ

総合運動公園の方針見直し総合運動公園の方針見直し

■■■■総合体育館と庭球場を整備、他は民間活力の活用を図る。　総合体育館と庭球場を整備、他は民間活力の活用を図る。　総合体育館と庭球場を整備、他は民間活力の活用を図る。　総合体育館と庭球場を整備、他は民間活力の活用を図る。　
　平成　平成　平成　平成23232323年度：庭球場の整備・売却地は神村学園サッカー場年度：庭球場の整備・売却地は神村学園サッカー場年度：庭球場の整備・売却地は神村学園サッカー場年度：庭球場の整備・売却地は神村学園サッカー場



交流人口の拡大を図る！！

総合体育館の整備 整　備　方　針
スポーツの殿堂スポーツの殿堂スポーツの殿堂スポーツの殿堂

市民の健康増進、憩いの場市民の健康増進、憩いの場市民の健康増進、憩いの場市民の健康増進、憩いの場

環境に配慮した施設環境に配慮した施設環境に配慮した施設環境に配慮した施設

整備費及び維持管理費に配慮した施設整備費及び維持管理費に配慮した施設整備費及び維持管理費に配慮した施設整備費及び維持管理費に配慮した施設

大規模災害時の住民避難施設大規模災害時の住民避難施設大規模災害時の住民避難施設大規模災害時の住民避難施設

スポーツ合宿の誘致スポーツ合宿の誘致スポーツ合宿の誘致スポーツ合宿の誘致

プロ、実業団及び九州・全国規模の大会の誘致プロ、実業団及び九州・全国規模の大会の誘致プロ、実業団及び九州・全国規模の大会の誘致プロ、実業団及び九州・全国規模の大会の誘致

交流人口の拡大を図る！！

【建設に係る事業費】【建設に係る事業費】【建設に係る事業費】【建設に係る事業費】

　約　約　約　約20202020億円（工事費、設計費、器具等購入費）億円（工事費、設計費、器具等購入費）億円（工事費、設計費、器具等購入費）億円（工事費、設計費、器具等購入費）

【整備財源】【整備財源】【整備財源】【整備財源】

　合併特例債（実質的に３分の２の補助金と同じ効果の借入金）　合併特例債（実質的に３分の２の補助金と同じ効果の借入金）　合併特例債（実質的に３分の２の補助金と同じ効果の借入金）　合併特例債（実質的に３分の２の補助金と同じ効果の借入金）

　文科省交付金　文科省交付金　文科省交付金　文科省交付金

【維持管理経費】【維持管理経費】【維持管理経費】【維持管理経費】

　太陽光発電施設導入によるコストの削減　太陽光発電施設導入によるコストの削減　太陽光発電施設導入によるコストの削減　太陽光発電施設導入によるコストの削減

総合体育館の整備



交流人口の拡大を図る！！ 総合体育館の整備

建設の財源建設の財源

■■■■建設費１９億２千万円建設費１９億２千万円建設費１９億２千万円建設費１９億２千万円（設計・工事）（設計・工事）（設計・工事）（設計・工事）

完成後（２６年度以降）に返済完成後（２６年度以降）に返済完成後（２６年度以降）に返済完成後（２６年度以降）に返済

※１年平均１年平均１年平均１年平均
　５千万円　５千万円　５千万円　５千万円

６億４千万円６億４千万円６億４千万円６億４千万円６億４千万円６億４千万円６億４千万円６億４千万円

※返済期間２０年で、返済期間２０年で、返済期間２０年で、返済期間２０年で、
　１年平均　　１年平均　　１年平均　　１年平均　
約３，２００万円約３，２００万円約３，２００万円約３，２００万円

区　分区　分区　分区　分 金　額金　額金　額金　額

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債

（９５％）（９５％）（９５％）（９５％）

１８億２千万円１８億２千万円１８億２千万円１８億２千万円

一 般 財 源一 般 財 源一 般 財 源一 般 財 源

（５％）（５％）（５％）（５％）

１億円１億円１億円１億円

合　計合　計合　計合　計 １９億２千万円１９億２千万円１９億２千万円１９億２千万円

国から７割が補てん国から７割が補てん国から７割が補てん国から７割が補てん

市の実質的な返済額市の実質的な返済額市の実質的な返済額市の実質的な返済額

２１億４千万円２１億４千万円２１億４千万円２１億４千万円
（利子を含む）（利子を含む）（利子を含む）（利子を含む）

２１億４千万円２１億４千万円２１億４千万円２１億４千万円
（利子を含む）（利子を含む）（利子を含む）（利子を含む）

２４、２５年度２４、２５年度２４、２５年度２４、２５年度
市の負担市の負担市の負担市の負担
１億円１億円１億円１億円

２４、２５年度２４、２５年度２４、２５年度２４、２５年度
市の負担市の負担市の負担市の負担
１億円１億円１億円１億円

１５億円１５億円１５億円１５億円１５億円１５億円１５億円１５億円

■■■■■■■■平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　平成２７年度　
        本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年本市羽島から渡欧して１５０周年

交流人口の拡大を図る！！

薩摩藩英国留学生記念館（仮称）

２４年度　２４年度　２４年度　２４年度　■■■■展示資料収集事業　展示資料収集事業　展示資料収集事業　展示資料収集事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■■実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■■地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画

２４年度　２４年度　２４年度　２４年度　■■■■展示資料収集事業　展示資料収集事業　展示資料収集事業　展示資料収集事業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■■実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）実施設計（展示・建築）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■■地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画地域に根差した運営計画

■■■■役割：継承、観光、学習、交流役割：継承、観光、学習、交流役割：継承、観光、学習、交流役割：継承、観光、学習、交流
■■■■今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定
　　平成　　平成　　平成　　平成24242424年度年度年度年度        実施設計・運営計画実施設計・運営計画実施設計・運営計画実施設計・運営計画                                                            
                        平成平成平成平成25252525年度年度年度年度        着工・完成着工・完成着工・完成着工・完成
                        　　　　    ⇒⇒⇒⇒    平成平成平成平成27272727年度年度年度年度        渡航渡航渡航渡航150150150150周年周年周年周年

■■■■留学生たちの歴史・功績留学生たちの歴史・功績留学生たちの歴史・功績留学生たちの歴史・功績
　　　　　　本市の資源・財産　　　　　　本市の資源・財産　　　　　　本市の資源・財産　　　　　　本市の資源・財産
■■■■地域の資源を生かした観光の振興地域の資源を生かした観光の振興地域の資源を生かした観光の振興地域の資源を生かした観光の振興

羽島浦黎明公園  

建設計画

長沢鼎の資料  



住民のつながりを
高める取組

～補完的な人口対策～

住民のつながりを高める！！

共生・協働のまちづくり
まままま    ちちちち    づづづづ    くくくく    りりりり    協協協協    議議議議    会会会会    名名名名 設立総会年月日設立総会年月日設立総会年月日設立総会年月日

川北まちづくり協議会川北まちづくり協議会川北まちづくり協議会川北まちづくり協議会 平成平成平成平成24242424年３月年３月年３月年３月24242424日日日日

れいめい羽島協議会れいめい羽島協議会れいめい羽島協議会れいめい羽島協議会 平成平成平成平成24242424年４月年４月年４月年４月15151515日日日日

本浦地区まちづくり協議会本浦地区まちづくり協議会本浦地区まちづくり協議会本浦地区まちづくり協議会 平成平成平成平成24242424年４月年４月年４月年４月17171717日日日日

旭地区まちづくり協議会旭地区まちづくり協議会旭地区まちづくり協議会旭地区まちづくり協議会 平成平成平成平成24242424年４月年４月年４月年４月19191919日日日日

野平地区コミュニティ協議会野平地区コミュニティ協議会野平地区コミュニティ協議会野平地区コミュニティ協議会 平成平成平成平成24242424年４月年４月年４月年４月21212121日日日日

川上コミュニティ協議会川上コミュニティ協議会川上コミュニティ協議会川上コミュニティ協議会 平成平成平成平成24242424年４月年４月年４月年４月28282828日日日日

湊湊湊湊地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会 平成平成平成平成24242424年５月年５月年５月年５月20202020日日日日

荒川荒川荒川荒川地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会地区まちづくり協議会 平成平成平成平成24242424年５月年５月年５月年５月21212121日日日日
 

 

■■共生協働の拠点整備共生協働の拠点整備
　　本浦交流センターの建設　　本浦交流センターの建設
　　各地区交流センターの改修　　各地区交流センターの改修
　　既存公共施設の活用　　既存公共施設の活用
■■自治基本条例の策定自治基本条例の策定

■■■■■■■■８地区で８地区で８地区で８地区で８地区で８地区で８地区で８地区で
　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立　「まちづくり協議会」設立
※※※※※※※※他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、他の地区でも準備委員会等で、

協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが協議会設立へ向けて話し合いが

行われています。行われています。行われています。行われています。行われています。行われています。行われています。行われています。



住民のつながりを高める！！

地域の歴史や文化

■■■■伝統行事等の保存・継承支援伝統行事等の保存・継承支援伝統行事等の保存・継承支援伝統行事等の保存・継承支援
　・国指定七夕踊り　約　・国指定七夕踊り　約　・国指定七夕踊り　約　・国指定七夕踊り　約400400400400年年年年
　・祇園祭　・祇園祭　・祇園祭　・祇園祭200200200200周年記念開催（８月４日）周年記念開催（８月４日）周年記念開催（８月４日）周年記念開催（８月４日）
■■■■郷土史編さん（歴史的史料の収集）郷土史編さん（歴史的史料の収集）郷土史編さん（歴史的史料の収集）郷土史編さん（歴史的史料の収集）
■■■■「いちき串木野検定（青年会議所）」支援「いちき串木野検定（青年会議所）」支援「いちき串木野検定（青年会議所）」支援「いちき串木野検定（青年会議所）」支援
■■■■生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援生涯学習活動の支援

■■■■過去を知る過去を知る過去を知る過去を知る
　魅力の発掘　魅力の発掘　魅力の発掘　魅力の発掘
　理解を深める　理解を深める　理解を深める　理解を深める
■■■■地域内外のつながり地域内外のつながり地域内外のつながり地域内外のつながり

保存・継承・学習保存・継承・学習

保存・継承活動の支援保存・継承活動の支援

取組を支えるまちづくり

～住みよいまちづくり～



取組を支える利便性の高いまちづくり

■■■■道路網道路網道路網道路網
　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路

■■■■公共交通公共交通公共交通公共交通　　　　　　　　
    　バス・鉄道　バス・鉄道　バス・鉄道　バス・鉄道

■■■■生活環境生活環境生活環境生活環境
    　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策

■■■■道路網道路網道路網道路網
　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路　ネットワーク道路・生活道路

■■■■公共交通公共交通公共交通公共交通　　　　　　　　
    　バス・鉄道　バス・鉄道　バス・鉄道　バス・鉄道

■■■■生活環境生活環境生活環境生活環境
    　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策　区画整理・町名整理・排水対策

市来駅前広場整備計画市来駅前広場整備計画市来駅前広場整備計画市来駅前広場整備計画        

払山線払山線払山線払山線        下塩入線下塩入線下塩入線下塩入線        別府上名線別府上名線別府上名線別府上名線        

串木野駅エレベーター設置串木野駅エレベーター設置串木野駅エレベーター設置串木野駅エレベーター設置    

合併浄化槽設置促進合併浄化槽設置促進合併浄化槽設置促進合併浄化槽設置促進        いきいきタクシーいきいきタクシーいきいきタクシーいきいきタクシー

麓土地区画整理事業麓土地区画整理事業麓土地区画整理事業麓土地区画整理事業    


