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質  問 部長の回答 進捗状況 

【旧３北地域の市営住宅について】 

旧３北地域の市営住宅は、空部屋がある。一

ヶ岡の市営住宅と家賃が同じだとコンビニ等利

便性の高い一ヶ岡の市営住宅に入りたいと思う

はずである。出来る限り、家賃を下げて、旧３

北地域の市営住宅を埋めるようにすることがで

きないか。部屋が埋まれば、地域の保育園や小

学校も増え、地域の活性化につながるのではな

いか。条例などがあると思うが、そういう家賃

の決め方ができないか考えてもらえるとありが

たい。 

（商工観光部参事） 

建築の年代や建設コストに応じて、国の

計算式があり家賃が決まっている。 

市営住宅の家賃は、公営住宅法に定めら

れた算定式により計算され、その中には利

便性係数が含まれています。利便性係数と

は、不動産鑑定評価基準に定める土地及び

建物の個別的要因を参考にして、地域の実

情等が適切に反映されるようにするもの

で、各自治体の判断で設定できるようにな

っています。 

 旧３北地域の市営住宅については、合併

後の急激な家賃変動を抑止し、さらに駐車

場使用料が未徴収であったことなど地域

の事情を考慮の上、平成 28 年度までは合

併前の利便性係数を据え置いていました

が、平成 29 年度以降は旧延岡市と利便性

係数算定方法を統一して家賃の見直しを

行いました。 

なお直近では今年度も家賃の見直しを行

いました。旧３北地域は、市の平均的な住宅

地の固定資産評価額に比べ評価額が低いこ

とや、交通空白地域が多いことなどから、ほ

とんどの団地で家賃を下げたところです。 
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【観光戦略について】 

俵野は、西南戦争が終結した場所だと思って

いる。薩軍が解散し、重要書類を全て焼き、そ

の後は、西郷軍と呼ぶようになっていることか

ら、史実としても西南戦争が終結した場所だと

言える。看板などを見てみると「薩軍」「西郷軍」

が整理されないままごちゃまぜに使われている

ので、そのあたりをきちんと整理した方がいい

のではないだろうか。「出会いの聖地」など上手

く考えられているが、よりインパクトを出すた

めにも「西南戦争終結の地」として打ち出せな

いか。「西南戦争終結の地」は、延岡市が打ち出

さなければ、鹿児島など他の地域から出てくる

ところはない。史実としての重みのあるところ

をもっと打ち出した観光戦略をお願いしたい。 

（商工観光部参事） 

西郷隆盛のひ孫の西郷隆夫さんが、「北川俵野

地区は、歴史の事実の場所であり、西郷隆盛の心

の終焉の地である。」と話している。体は、鹿児

島の城山で終焉されたが、延岡が心の終焉の地で

あるとして繰り返し講演会の中で話している。こ

の話を引用し、全国の旅行会社 200 社とやり取り

をしているが、その中でも「心の終焉の地」とし

て売り出している。歴史の貴重な場所として積極

的にＰＲをしたいと考えている。ちなみに大河ド

ラマ「西郷どん」46 話で俵野が登場する予定。西

郷糸さんが菊次郎療養の地に来て、看病し、西郷

隆盛が糸との最後の別れをする。最終回 47 話が、

12 月 16 日にある。「西郷軍は、可愛岳を突破し」

というところが出てくる。 

 あと 8 年後に西南の役 150 周年がやって

きます。そこに向かって、市としては地域の

皆様と連携しながら、さらにＰＲ等を行って

きたいと考えております。その中で、西郷隆

盛や西南の役との関わりをどのような表現

で発信していくか、今後引き続き検討してい

きます。 

 

【観光戦略課】 

○「西郷隆盛ゆかりの地プロモーション事業」

【拡充・増額】（Ｈ31 年度予算：3,026 千円） 

 

【西郷隆盛宿陣跡資料館の入館料について】 

西郷隆盛宿陣跡資料館は、入館料が無料にな

ったのは、条例で決まっているのだろうか。あ

れだけたくさんの人が来ているのになぜ無料に

したのだろうか。 

 

（北川総合支所長） 

無料にしたことでお客さんが来るようになっ

た。博物館法で、博物館は無料にすべきであるこ

とが示されている。 

（商工観光部参事） 

入館者数は、Ｈ28 年度が 3,300 人、Ｈ29 年度

が 14,001 人、Ｈ30 年度が現時点で約 20,000 人と

なっています 

 入館料を無料にしつつも、地域に「外貨」

がより多く落ちるようにすることは大事で

あると考えており、その考えから休憩用のス

ペースの整備や自販機設置などの取組を行

ってきたところです。 

 今後とも道の駅との連携も含め、さらにそ

の観点からの工夫も考えたいと思います。 
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【北川の管轄について】 

北川は、これだけ大きい河川でありながら県

単管理になっており、一所懸命に県はやってく

れているが、今後台風対策として予算をつぎ込

むだけの財力があるとは考えられない。最終的

には、国の直轄にぜひしてほしい。地元が盛り

上げれば、国は動く。国直轄になるように運動

をお願いしたい。 

（北川総合支所長） 

市長が色んな機会を通じて県と協議をし

たり、国交省に行ったりしている。少し時

間はかかるかもしれないが、いい方向に一

歩でも進むように関係者と取組をしていき

たい。 

 国管理にすることについてもいろいろと

条件があるようですが、宮崎・大分両県と意

見交換を行っております。 

 容易なことではありませんが、引き続き関

係機関等と議論していきたいと考えており

ます。 

【護岸の浸食ついて】 

下赤ダムから下 100ｍくらいのところ、集 

会所の下あたりの国道 326 号線の護岸が、洪水で

どんどん浸食されている。元々水路があったが、

台風 24 号の時に下の部分が全部えぐられてお

り、コンクリートの上物だけが残っている。 

（北川総合支所長） 

産業建設課により現地を確認しに行く。 

ご指摘の箇所は、北川ダム直近から下流の

川底部の浸食で、河原土砂が数年間を経過し

流され岩が露出しており、左右岸側へ拡大

し、護岸の崩壊の恐れがあると懸念されるこ

とから、現地確認の上、管理者である県へ連

絡致しました。 

市としては引き続き懸念を伝え対策を求

めていきたいを考えております。 

【西階野球場の改修について等】 

① 西階野球場は、スタンドに雑草が伸びており、

トイレが水浸しになっている。改修はできな

いものか。 

②新富町は、サッカー場の整備などをすすめてい

るが、延岡は、アスリートタウンと言いながら

あまりぱっとしない。 

（商工観光部参事） 

① 西階の競技場については、重々承知し

た。議会でも質問が出ていた案件であ

る。西階競技場は全体が古くなってお

り、今後も計画的な修繕を図っていきた

いという答弁があったところであるが、

改めて教育委員会に伝える。 

①②スポーツ施設の改修等は計画的に行わな

ければならないと考えていますが、現在、県

体育館の整備についての検討が県において進

められる中、市の負担金額等がまだはっきり

していません。これが明らかになった段階で

他のスポーツ施設の改修の方向性などを検討

していきたいと考えています。なお、西階野
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③台風の後にゴソがたまるが、今年は、市道につ

いては 2 日間で終わった。去年までは、1 か月

くらいかかっていた。今後も引き続きそういっ

た対応をお願いしたい。 

④長井地区の水田の状況を見てみると、ほとんど

が畜産農家が使う飼料米となっている。これに

よって農地が荒れずに済んでいる。ＪＡから

は、営農集団や担い手集団といったことを言わ

れるが、稲作をやっているほとんどの人が７０

代以上であり、１０年後には農地が荒れてくる

のではないかと危惧している。こうした状況を

踏まえて、畜産農家を増やして農地管理をして

もらうのか、農政のあり方を考えてほしい。 

⑤中国が、稲わらをやっていたが、輸出禁止とな

ったため、国内に入ってこなくなった。中国か

らの安い稲わらが入ってこなくなったことで、

酪農農家を支える飼料米が日本の主になるの

ではないかと感じている。酪農農家を増やして

もらえるとありがたい。特に川坂地区が、あと

数年くらいではと切羽詰っている状況である。

飼料米は、牛１頭に対して３反しか作れない制

約があり、厳しくなりすぎて作りたくても作れ

なくなっている。 

（商工観光部参事） 

② アスリートタウンについても教育委員

会に申し入れをしておきたい。 

（北川総合支所長） 

③ 作業にあたっていただいた方にもこの

会場に出席いただいている。早く対応し

ていただき感謝している。 

（北川総合支所長） 

④⑤ 確かに荒れているところが増えてき

ている。深刻な問題であると認識してい

る。 

球場のスタンド（外野スタンド）の芝は定期

的に草刈りを行っており、また、トイレにつ

いては、水漏れ等が発生した場合は、直ちに

修繕等を実施するよう努めています。しかし、

作業や故障個所の発見の遅れ等により、ご迷

惑をおかけすることもございますので、今後

は、施設内の巡回や点検に一層努めてまいり

ます。 

③ゴソの撤去については、平成 31 年度予算に

おいて、補助率を 60％から 75％まで引き上げ

ることにしました。また、決裁規定を簡素化

し支所がより迅速に動けるようにする考えで

あり、スピーディーな対応ができるよう尽力

してまいります。 

④⑤平成 30 年度から畜産増頭・更新対策の予

算を大幅に増やした結果、減少の一途だった

牛の飼育頭数は平成 30年度末で増加に転じま

した。これにより飼料米の生産もプラス効果

が及ぶと考えており、今度とも増頭・更新対

策に力を入れていきたいと考えております。 

【農業畜産課】 

○№178「農業所得アップ実証事業」【新規】 

（Ｈ31 年度予算：2,908 千円） 
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【北川はゆまについて】 

「西郷どん」の影響で大変賑わっており、道の

駅北川はゆまの出店があればいいなと見ていた

ら、５月頃に出店があり、８月の盆頃には、引

き上げていた。なぜ引き上げてしまったのか。

今後も出展はないのか。 

（商工観光部参事） 

理由は２つある。１つは、お盆の時期は、

道の駅自体の人手不足で手が回らない状況

であったこと。もう１つは、費用対効果に

見合う売上が上がらなかったことである。

その為、撤退ではなく、一時休止としてい

る。よく観光客に言われるのは、「飲み物が

欲しい」ということであったため、地域振

興課にて自動販売機の設置を進めており、

まもなく完了する。 

 資料館来館者にもっと北川町内で消費し

てもらうよう、今後もさまざまな検討を道の

駅と連携して行ってまいります。 

【北川はゆまについて】 

ほたるの宿から白石までの河床の砂利が、だ

んだん堆積しており、地上げをしてもイタチご

っこである。 

 

（北川総合支所長） 

河川の堆積砂利は、深刻な問題。毎年県

において、出来る限り採ってもらっている。

堆積砂利の除去で河川水位の低減効果はか

なりあると認識している。県につないでい

きたい。 

北川の河川堆積土砂除去につきましては、

これまで管理者である県へ機会あるごとに

要望してきましたが、県も平成 31 年度に予

算を増額して取り組む方針を示しています。 

市としては、早期の実現に向けて引き続き

働きかけを行ってまいります。 

【災害協定について等】 

①台風後の復旧において、災害協定を結んでいる

のは北川町の業者だけか。旧延岡市の業者も入っ

ているのか。 

 

②地元の業者も少なくなっている。国道・県道は

災害協定を結んでいる業者によって早めに復旧

（北川総合支所長） 

①災害協定は、結んでいない。 

 

（北川総合支所長） 

②台風の復旧においては、ご迷惑をおかけ

しており心苦しく思っている。迅速に対応

できるような体制をつくっていきたい。 

①②台風などの大雨が予想される場合の

災害復旧に関しては、ご指摘にある具体的

な業者との災害協定は結んでいませんが、

北川管内を長井流域、本川流域、小川流域、

祝子川流域の４ブロックに分け、それぞれ

のブロック内の３業者程度に待機のお願

いし、生活環境に支障を生じないよう初動
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するが、市道は１か月くらい土砂がそのままだっ

たりする。ほこりまみれの中をこどもたちが通学

するのは、心苦しい。旧延岡市内でＢクラス、Ｃ

クラスとも協定を結んで、早めに道路掃除や流木

の排除ができるようにお願いしたい。今年は、土

砂が少なく１週間で終わったが、昨年は、土砂が

多かったので、1 か月かかっている。もう少し早

めに判断して、こどもたちが早めに通学できるよ

うにしてほしい。 

 

③台風の影響は、少なからずとも必ずあるため、

台風後の処理の仕方のマニュアルを出してくだ

さいと北川町区長会として支所に要望を出して

いるが、回答をまだもらっていないし、聞いてい

ない。区長としても情けなく感じるので対応をお

願いしたい。 

体制を確保するなどの対策を講じており

ます。 

しかしながら、災害の規模によっては、

待機をお願いしている業者のみでは、迅速

な対応が出来ない場合も考えられますの

で、ご指摘にある旧延岡市内の業者を含め

た形で、どのような体制を確保すれば迅速

な対応が可能であるか、北川管内の業者の

意見も聞きながら、更に検討も加え、早期

の復旧に努めて参ります。 

 

③要望の主旨が、災害時における市民側か

ら区長へ相談があった場合、災害事案ごと

の問い合わせ先の情報がほしいとのこと

であったので、その問い合わせ電話番号一

覧を作成し、まず、要望者である飛石区長

には、地域振興課防災担当から３月に確認

を含めて配布しております。 

また、飛石地区以外の１６区長にも、災害

時期を迎える６月区長会において、同様の資

料を配布し災害時での対応をお願いし、了承

を得たところです。 
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【各区担当職員ついて】 

昔のように職員が、１７区の担当を受け持つ

というのは、今はないのか。 

 

（北川総合支所長） 

現在、職員 40 名ほどになり各区の担当者

というのはいない。また土木業者の数も昔

に比べると少なくなっている。全体として、

機動力においてマンパワーが不足している

状況はある。 

 

 

 平成 31 年度においては、道路の改修等の

支所の予算を三支所全体で 1 億 8 千万円増

やしているほか、決裁規定を簡素化し支所が

スピーディーに対応できるようにしていく

考えです。 

 さらに、新たに「地域担当職員制度」を設

け、市の管理職が各地域の実情をきめ細かく

把握し、予算編成等にそれを反映させる仕組

みを順次動かしていきたいと考えています。 

【各区担当職員ついて】 

最近では、大手企業が、農業をしようという動

きがある。これからの農耕地を考えると自治体で

もできたらいいなと思う。 

ご意見として伺う。  平成 31 年度から新たに「集落営農等支援

型耕作者確保事業」をスタートさせ、集落営

農の組織強化と併せて耕作者の確保を図る

事業に取り組む考えです。 

 このような取組と、企業等新たな参入者の

適切かつ効率的な展開も含め、さまざまな選

択肢を視野に農業の振興をさらに図ってま

いります。 

【総合農政課】 

○「集落営農等支援型耕作者確保事業」【新】

（Ｈ31 年度予算：9,150 千円） 


