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質  問 市長の回答 対応状況 

【魅力的な就職について】 

自分は若い人と交流する機会がたく

さんある。そこで良く出てくる話だが、

この先、就職をどうしようかという相

談を受ける。そういった時、私は延岡

を出て行けという。延岡のここがいい

と言えない。何かいい話はないのか。 

魅力的な就職先ということでしょうか。一回出て行ってまた戻ってく

る。外でいろんな経験をして、また帰ってきてもらう。本当にやりたいこ

とを見つけて、本当にやりたいことは故郷で実現するという見方。  

会社を作るという時に、自分の職場は自分で作るという方の場合、整備

を進めて行けるようにということで、実際に今、「延岡経済リンケージ機

構」という新しい仕組みを作って、会社を起こすというところも、もっと

きめ細かく支援していこうと思っている。就職先がないなら自分で作らな

いかというところで、是非応援をさせてもらいたい。  

 それは何も若い人たちだけでなく、例えば県外でサラリーマンをしてい

て退職を機に故郷に帰ってきて、実はサラリーマンをやっているときに、

自分のやりたいことはこれだったんだと言うふうに気づいた方が、本当に

やりたいことは故郷でというような延岡にしていくことが大事だと思っ

ている。そう言った意味では、新しい勤め先で勤めるということもあるし、

或いは自分で事業を起こすということもあるし、さらに言えば、その折衷

案ではないが、例えば、事業承継というのがあって、ある人が起こした会

社などを引き継ぐときに、いきなり後継ぎとして継ぐのではなく、一旦そ

こで働いて、その会社の方針などを確認して、自分のやりたいことと一致

すれば後を継ぐということもあるかもしれない。せっかく築き上げたもの

が廃業でゼロになるのではなく、新しい人に後を継いでもらうという意味

でも、一旦外に出たけれどもＵターンして勤めつつ、事業継承してもらう

というものを開いていく必要があるのかなと思う。そういったことを事業

として作らなければならないと思っている。  

子どもたちのふるさと学習をさらに推

進し、延岡の良さを認識させることや、

延岡のさまざまな事業所等の素晴らしい

点を若い人に伝える努力などを市として

もさらに取組んでまいります。なお、平

成 30 年度から市独自の人手不足対策と

して延岡の企業の素晴らしさをより的確

に情報発信することに取組んでいるほ

か、平成 31 年度に県内初の延岡市事業

継承等支援センターを設立し、UIJ ター

ン人材も含めた人材の事業継承の支援も

行い、市外で経験を積んだ方々がふるさ

と延岡でさらに活躍していただけるよう

な施策も実施してまいります。  

【工業振興課】  

○「（仮称）延岡経済リンケージ機構推進

事業」【新規】 

（H31 年度予算：5,000 千円） 

【商業・駅まち振興課】  

○「延岡市事業継承等支援センター設立

事業」【新規】 

（H31 年度予算：1,000 千円） 
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【延岡城址の景観について】 

 やはり石垣が一番。千人殺しとか、すばらし

いと思う。二の丸広場の北側の石垣のところが、

石垣でなく草垣になってしまっている。一年を

通して結構目立っている。今、（年に）2 回程草

刈りをやっているらしいが、3 回やれば、ある

程度充実してくるのではないかと思う。以前、

担当課に聞いたら予算の問題もあるので検討さ

せていただきますという話だったが、あそこは

見学する人が通ったりするので、もう少しきれ

いにしたらいいのではと思う。 

延岡城も続・100 名城に選ばれたということで、以前

よりも観光客が増えているのではないかと記されてい

るところもある。石垣も他所の人にとっての価値という

ものが高まってきており、経済も潤うようにしなければ

と思っている。結局突き詰めて言えば予算の問題もある

ので、現に薪能の時はボランティア企業に草刈りなどを

やって貰って、それで何とかやっている。今、来年度予

算を組んでいる段階で、厳しい面もあるが何とかできな

いかということは検討させていただきたい。 

 ちなみにＮＨＫの大河ドラマの効果かもしれないが、

西郷どん効果で、7 月に愛知県の旅行会社が臼杵の城、

佐伯、延岡城、あるいは鹿児島城と、そういったコース

のツアーも走らせている。一応定員どおりのお客も確保

できているということも聞いている。お城という切り口

は非常に大事だと思っている。宮崎県の中でも石垣が残

っているということは貴重なこと。都城は旧薩摩藩だけ

ど、あそこは陣屋なので、お城ではない。そういうこと

を考えるとお城の価値が高まっていくというのは非常

に大事なこと。どこまでどうできるか、更に検討させて

いただきたい。   

 

 

 

平成 31 年度予算において樹木

の剪定等の予算を増額したとこ

ろであり、またさまざまな予算執

行上の工夫もすることにより、こ

れまでよりも管理強化するよう

取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

【都市計画課】 

○「城山公園景観整備事業」 

【拡充・増額】 

（H31 年度予算：43,670 千円） 
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【マンション建設について】 

図書館の東側で、以前、A 社の会長か社長が

住んでいたところが空き地になっており、この

前、B 社の方が来られて、あそこに来年の 9 月

くらいにマンションの 4 階建てを建てるという

こと。高さ制限や景観の問題は、どういうふう

になっているのか。住宅地なのであまり高いと

景観的に悪いのではないかという気もするが。 

（今は、護岸工事の方々が、事務所を作ってい

る。来年 3 月まで。） 

先日、担当者が来て設計図などを見せてもら

った。そして、こういう所が陰になるとか、日

照権の問題などを話してもらった。 

そこの場所もまた、私の方で調べさせていただく。確

認をしてみる。全体的に規制がかかっている中で、利便

性とかで違えたりとか、いろいろ細かく規制の体系もあ

ったりするので確認をしてみる。 

マンションの説明会など先行してやっているのか？ 

 

市に対して条例の確認や規制の確認、或いは建築確認

などで来ているかどうか、それも含めて確認して、いず

れにしても、おかしなことにおならないように我々もや

っていこうと思う。 

ご指摘ありがとうございます。調べてみたいと思いま

す。 

当該物件については、近隣住

民への説明や、建物の高さの審

査など、建築基準法やこの法律

に基づく条例などの関係規定に

おける必要な審査や手続きにつ

いて問題がないと判断され、建

築確認済証を交付するととも

に、中高層建築物等の建築計画

届出書を受理するなど、必要な

手続きを順次踏んでおります。 

 ただ、市民の皆様のご心配やご

懸念などあれば引き続き事業者

等に伝え、必要な対応等をするよ

う求めてまいります。 

【城山北側の斜面について等】 

今、城山の話が出たが、城山の北側が急である。千人殺しみ

たいになだらかでない。あそこは地震があったら一番危ないと

いう専門家の先生の指摘もある。すぐそば２ｍくらいのところ

に民家が並んでいる。今更どうにもこうにも出来ないと思う

が、月に 1 回か、年に 1 回、どれくらいズレているか計測して

いるみたいだが、それでも大丈夫だろうということみたいであ

る。それを作るために、1 年間熊本に行って勉強してきた人が

作っているというが、いま言ったところは一番壊れるのではな

これは大事なことですし、そこを普段、人がたくさん

通るという所かどうかは別として、やはりいざ何かあっ

た時に危ないという点については、やれることはやると

いう、そういった気持ちで私共も考えている。 

城山の件もなかなか住宅も詰まっている中でどうす

るのかということはあるが、選択肢の有無は別にして、

現状を、分かる範囲でどうなっているのか私の方でも把

握に努めて、その後、打つ手があるかどうかも色々探っ

てみたいと思う。ご指摘ありがとうございます。 

熊本地震を踏まえ、市では平成

29 年度に管理事務所北側の石垣

について鉄筋を挿入して補強す

る工事を行ったところでありま

す。 

現実にはこれで万全ということ

にはならないと考えられますが、

今後も石垣の状態などを注視し

ながら状況変化等に応じて対策
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いかと思うが…。内藤さんの墓のあるところ。いつも気になっ

ているところ。地震が来るたびに大丈夫かなと。今更どうしよ

うもないのだろうが、何か考えられることがあればと思う。  

また、もう 1 点は、延岡小学校の問題。通学路にブロック塀

がある。以前、ブロック塀が倒れて小学校 4 年の児童が亡くな

ったというニュースが出た時に、全部調べたと思うが、学校の

周りのブロック塀に対しては予算が出たからやる。今年度中に

は延岡小学校も終わると聞いた。一番気になっているのは通学

路、もしくは、子供たちが学校帰りによく遊びの時に通る場所。

危ないブロック塀がある。延岡小学校だけでも 12 か所くらい

ある。そこを何とかできないかと言っても地主の人は、お金は

どこが出すのか、ということで話にならない。もし何かあった

時には本当に大変。何せお金のかかることなので、何かいい方

法は考えられないのかなと思う。昔からある塀なのでもう古く

なっている。そこに住んでいる人たちも高齢化している。今更、

そこに帰るのは出来ないということもある。  

それと、ある企業の敷地があるが、そこが危なく、子供たち

が遊ぶからブロック塀を何とかできないかとお願いしたが、う

ちの敷地に何で口出すのかと言われる。空き地なので、そこで

子供たちに遊ぶなということも出来ず、そういったことで非常

に困っている。そういった人たちが 12 か所（軒）もある。ど

うしたらいいのか困っている。お金のかかることだし、個人の

家の物だし、それを直すのにお金を出してあげるというのも出

また学校のブロック塀ではないが、通学路になってい

る所については、役所の物ではなく、個人の持ち物とい

うこともある。確かに、その持ち主、或いは付けた人が

基本的にはしっかり付けてもらうということ。 

実は国の補助制度で、補助率は低いが、市と国でいく

ばくかだけ応援をして直すという制度も無くはない。 

補助率が高くないというのと、実際にそれを使った場

合に、市の負担がどれくらいになるかとか、考えなけれ

ばいけないところもあるが、その制度も国が補正予算を

組む、あるいは来年の当初予算も安心安全という所にも

力を入れるといった話も聞いている。その制度が何か強

化されるのかどうかと、そのあたりの情報もしっかり取

り入れながら延岡市として何が出来るのかということ

を、また探っていきたいと思う。 

大変頭の痛い問題。悩ましい問題でもある。学校の方

もそういった人に言うと、何で学校に言われなければな

らないのかと、いろいろ言われるということで、学校も

なかなか物が言いにくいという話も聞く。そういう中

で、全国的な制度として、どういう動きがあるかという

こともまた聴取しながら話していきたいと思う。 

 

を検討していきたいと考えてお

ります。 

また、通学路等の塀で市等公共

が所有していないものについて

は、平成 31 年度予算において、

国の補助制度を活用した補助制

度を新たに設けましたので、今後

はこの活用も市民の皆様に PRし

ていきます。 

 

【都市計画課】 

○「城山公園景観整備事業」 

【拡充・増額】 

（H31 年度予算：43,670 千円） 

 

【建築指導課】 

○「ブロック塀等地震対策支援事

業」【新規】 

（H31 年度予算：1,800 千円） 



移動市役所議事録【岡富中学校区（11 月 26 日㈪開催） 市長懇談】 

5 

 

来ないでしょうから、非常に困っているところ。住民からの相

談を受けていても答えが出来ない状況。これはすぐに答えが出

てくる問題ではないと思うが、多分、市内どこもそうだと思う。

岡富小学校区間では、 10 か所あるようだ。今後、何か方法を

考えなければいけないのかなと思う。  

 

【天下一薪能の設営について】 

城山は毎年天下一薪能が開催される。素晴ら

しいことだと思うが、そのために 8 月の下旬か

ら 10 月の中旬まで、二の丸広場に縄を張って

出入りできないようになっているのはご存知

か。専門家に聞いたら 1 週間もあれば出来ると

言われた。ボランティアの中学生にしてもらう

から時間も要するのだと思う。先程から、城山

は名城 100 選に選ばれ、他所から見に来られる

ということだが、そういった人たちが来た時に

ちょっと見苦しいのではないかと思うが、何と

かならないか。毎日城山に上るので特に痛感し

ている。 

ご存知のとおり、ボランティアの方々の努力で会場が

設営されてというところもあり、これまで回数を重ねて

いく中で、通常のペースで行くとこれくらいの期間かか

って、そしてまたこれくらいの資材置き場が必要だとい

うことで、主催される方、或いはご協力される方が段取

りを組んでやっておられる通りだと思うので、そういっ

た意味ではどうしても一定の期間、必要だという現実が

ある。いずれにしても、中学生、高校生、たくさんのボ

ランティアの方々のおかげで出来ている（イベントだ）

と思うので、ある意味、私共も大変ありがたいと思って

いる。そして延岡市民として誇らしいと思っている。 

 

薪能はこれまで NPO 法人のべお

か天下一市民交流機構が中心と

なって、多くの市民ボランティア

の方々のご貢献により城下町延

岡の代表的なイベントとして長

く行われてきております。特に中

学生にとっては一生の思い出に

残る活動であるとともに、地域社

会への貢献を具体的に体験する

貴重な機会になっています。その

ため、市民の皆様にはこの意義を

ご理解いただきたいと思います。

なお、二の丸広場の整地のあり方

等については、市としても検討し

ていきたいと考えております。 
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【西階野球場の芝生の件について】 

この前、ロートル野球の時にお願いしていた

ことだが、西階野球場の芝生の件。 

今年 11 月に古稀の野球の試合で鹿児島に行

ったが、その時、鴨池球場がメイン球場だった

が、そこを使わせてもらった。その 1 週間後に

延岡で還暦野球の九州大会があった。それも各

県から２チーム、計 16 チーム来たわけだが、

その時には宿泊もする。ところが、西階は野球

場が使えない。芝の養生をしないといけないの

で。 

現場としては、野球シーズンに使えないよう

なものでなく、本当の芝でなくてもいい。前々

からお願いしているのだが、一向に聞き入れて

もらえない。今後、連盟からでもお願いに上が

ると思うので、よろしくお願いしたい。 

それでずっと市役所はそうやってきたが、現

在の宮崎、日南、みんなプロ野球のキャンプに

来ている。今のシーズンが一番使う時。上等の

芝でなくてもいい。そこを考慮してもらえると

ありがたい。確かに芝の養生は難しいらしいの

で。 

 

この前、話があった件だが、なかなか芝の養生という

のは結構難しい点がある。この時期にこうしたら逆に上

手くいかなかったとか、いろいろあるようで、また、経

験のある人が代わったりするとやり方も変わり、なかな

か難しいことがある。 

技術やコツがあると断片的には聞いている。 

更に、その結果として、いずれにしても、どこまで、

どうできるかということも私としても確認しながら、ま

た、今のお話があったということもしっかり伝えて、ど

のようなことが一番全体にとって、皆さんにとっていい

のかということを更に探らせていただきたいと思う。 

 

西階野球場については、芝の維

持管理に伴う使用制限について、

軟式野球連盟からも要望をいた

だいております。そのため、本来

であれば、芝の適正な管理上、冬

芝の種まき等を行うために 10 月

1日から使用を制限したいところ

ですが、芝管理者と協議・調整の

うえ、現在は制限開始時期を３週

間遅らせています。 

また、毎年の維持管理の中で芝

の養生期間については試行錯誤

しながら取り組んできておりま

す。 

現在、施設が老朽化している中

で、2 月初旬から 3 月中旬にかけ

て、社会人や大学野球の合宿誘致

ができているのは芝の状態が評

価されているからであり、芝の養

生期間による野球場の使用の制

限についてはご理解いただきた

いと思います。 
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【交通安全に関すること】 

信号機の無い横断歩道で、歩行者がいたら、

車は止まらないと違反になる。切符を切られる

ということを知っている方は知っているかもし

れないが、知らない方がかなりいる。特に宮崎

県、特に県北の方。停止をするという行為が低

い土地柄。全国にない。 

ここでお願いしたいのは、例えば、市役所の

職員、この周りには市役所職員の駐車場がたく

さんある。バスを利用してとまでは言わないが、

例えば市役所とか、私を含めていろんな企業と

か、ＰＴＡを含めた保護者のみなさん、率先し

て横断歩道に歩行者がいたら止まるようなこと

を市を挙げてできないか。もし、現状のそれを

守る率と、例えば 1 年後、どれくらい止まるよ

うになったとか、そういうことは車を使わない

年寄りや小学生、中学生が一番わかると思う。

そういう運動を延岡市として何かできないかな

と思う。そういった検討を市がやっていただけ

るといいかと思う。警察も協力しますし、企業

も協力はすると思う。それが出来ないかなと思

っている。 

 

横断歩道に人がいたら止まるというのはマナーでは

なく、ルールなんだ。つまり、親切心から止まるのでは

なく、止まらないと違反なんですよということ自体、い

つの間にか記憶から薄れて行ってしまっているのが現

実ではないかと思う。そこはしっかり注意喚起をやって

いく必要があると思う。現に、最近少し、そういった違

反で切符を切られてびっくりしたということをある人

から聞いたが、そういった意味では意識づけということ

が大変大事だと思うので、まずは交通指導員という方が

おられるので、これは延岡発祥の制度だが、そういった

方々と近いうちにお会いする機会もあるので、意見交換

をさせて頂いて、どんなことをやったらそれが徹底でき

るのか、普段交通指導員をやっている方のご意見をまず

聞かせていただいて、その上で効果的なやり方を見出し

て次につなげていこうと考えている。そういった意味で

は大事なことというか必須なことだと思うので、どうい

う取り組みにせよ徹底していかなければと思っている。 

やり方については、長年交通指導に関わっている方々

にも意見を聴いてから、どのような方法がいいのか探り

たいと思う。 

既に市民向けのイベントや回

覧、学生や高齢者の方への啓発等

を行っているほか、啓発用看板の

書き換えなどによる啓発を行い

ましたが、今後、市役所職員に対

しても、さらには市民の皆様全体

に対しても「横断歩道に人がいた

ら止まる」ことをさらに徹底して

いきます。 
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【城山北側のバリアフリー化について】 

城山の北側から登り口に大手門があって、あ

そこから身障者の方が車椅子で上る時、上りづ

らい。実際は上れない。そういう話だった。今

は、北側の駐車場にも大型バスや県外から観光

客が入っている。その中には足の不自由な人も

おられる。何とか、読谷山市長の方で考えて、

そこから大手門の方に上れるような工面をして

もらえないか。これは予算のかかる話なので、

その辺を検討していただきたい。 

下が石畳になっていてデコボコしているというのと、  

坂の勾配という両方をご指摘いただいていると思うが、さらに門

をくぐって上がっていくと、確かにどこまでやるのかということ

になってくるが、ある程度ゴールまでということになると、ご指

摘のようにお金の問題とか、やった時のやり方を考える難しさと

かあると思う。  

一方で、多くの人に来てもらおうかということは大事な点だと

思う。ただ、どこまでできるかというのを、今の時点でいい案が

浮かばない現実もある。少しでも、例えば全部は無理でも、何か

少しだけでも安全な区間を作って、そこまでは頑張ろうみたいな

形に出来るだけでもちょっと前進できないかとか、どういう方法

があるか、探らせて頂きたいと思う。  

確かに、考えてみたら、先程言った内藤記念館の再整備をする

にあたってエレベーターが必要だということで、今回、案を提示

した中ではエレベーターを設置させてもらうという案だったが、

エレベーターはいらないのではというご意見も 1 件あった。一方

で、やはりエレベーターはあった方がいいというご意見もいくつ

かあり、確かに両論あるのかなと思った。しかし、私は時代の流

れでいろんな方に安心して、なるべく敷居の高くないようにとい

うところは基本的な考え方として作るべきだと思うので実際に

どうするかという点で難しい面もあるが、ご指摘については私も

その考えでどうできるか、改めて眺めてみたいと思う。 

車椅子の方については、中小企

業センター側から車で入ってい

ただいてしばらく行った所に専

用の駐車場を設けてあり、そこか

ら城山に行ってもらう形を想定

しておりますが、ご高齢の方にと

りましても現在の大手門のあた

りは歩きづらい現実があると認

識しております。舗装を全てやり

変えるなどの対応は現実にはか

なり難しいので、まずは通路の途

中に何らかの一息つける場所（手

すりやベンチ等も考えられると

思います）を設けられないかにつ

いて、検討したいと考えておりま

す。 


