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質  問 部長の回答 対応状況 

【市道川水流うそ越線の改良】 

改良が必要な箇所は残り 100ｍになった。

前市長は利用頻度の高いところから整備を行

うと言っていた。市道川水流うそ越線の利用

頻度は高いと考えており、スクールバスも通

る路線であることから改良を行ってほしい。 

（北方総合支所長） 

川水流地区から最重要項目というこ

とで要望があがってきている。地権者か

らの同意も得られたようである。事業費

の確保ができれば進めていきたいと考

えている。 

川水流区からの地権者同意書の提出が平成 31

年度予算編成作業に間に合わなかったため、平成

32 年度から新規事業として取り組んでいくこと

を考えております。 

【曽木原地区の道路改修】 

曽木原地区は、コンクリート舗装の上にア 

スファルト舗装をしているため、車が通ると

家の中も含め近隣が揺れる。要望を出してい

るが良い返事がもらえていない。20 年近く前

に要望した時は、改修計画があると聞いてい

た。調査の上改修をお願いしたい。 

（北方総合支所長） 

調査をさせてほしい。 

道路の振動につきましては、平成 30 年度に道路試掘調

査を行い、地盤の空洞化等は見受けられませんでしたの

で、舗装が傷んでいる箇所や段差がある箇所の再舗装（7

箇所）を行いました。その後、近隣住民への聞き取り調

査を行った結果、振動につきましては解消されました。  

 また、改修計画については、道路沿いに民家が多くあり

全線改良は難しいと考えますが、部分的な改良が考えられ

ますので、地区で地権者の同意をとりまとめ要望書を提出

して頂き、意見を聞きながら対応を検討してまいります。 

【曽木原吐合線入口の水路】 

曽木原吐合線入口の水路が小さく水がはけ 

ない。大雨の時は水が道路にあふれて溜まっ

ている。４月に水路に溜まった土砂を業者が

除去したが、すでに溜まっている状況である。 

その沿線沿いで水路の終末部分が落ちて法面 

を 3～4ｍ削っているところもある。 

（北方総合支所長） 

改修に向けて予算確保を行っていき

たい。 

平成 30年 4 月に側溝清掃を行いましたが、降雨

後に再度、側溝と水路の調査を行ったところ、一

部で土砂が溜まっていました。その原因として隣

接する畑の土が流入していることから、平成 31

年度中に、改めて側溝清掃を行うとともに、木柵

を設置し畑の土が流入しないよう対策を講じたい

と考えております。 
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また、水路の終末部分が落ちて法面を 3～4ｍ削

っている箇所につきましては、平成 31 年度の公共

土木施設災害復旧事業（単独）で補修したいと考

えております。 

【高速道路フェンスに覆いかぶさった植物の管理】 

高速道路フェンスに蔓が覆いかぶさっている状態

であり、民有地にあふれてきている。猪のすみかにな

っているのではとも言われている。管理者に管理をし

っかりするように伝えてほしい。  

（北方総合支所長） 

国の直轄で施行した区間になるので、

関係機関に地元からの要望がでている

ということで伝えておく。 

管理者である延岡高速道路維持出張所に連絡

し、昨年 9 月 5 日に維持出張所と現地立会を行な

い、草刈が行われたところです。 

今後も状況を注視しつつ維持出張所に適切な対

応を求めてまいります。 

【国道 218 号線の嵩上げ後の市道整備について】 

輪中堤で国道 218 号線の嵩上げを行い、同時に中に

ある宅地や畑についても嵩上げを行った。しかし、嵩

上げしているため、車で行っても畑に入れない。歩い

てなら行けるが、よその畑を通らないと行けない。川

水流中央線とバイパスをつなぐ市道ができるようだ

が、どのような状況なのか。せめて車が近づけるよう

にして欲しい。 

（北方総合支所長） 

農地との間に段差ができていること

や市道整備については、経緯・状況等を

調べさせてほしい。 

 

川水流中央線とバイパス（国道 218 号）をつな

ぐ市道である新地線につきましては、平成 31 年度

の道路新設改良事業に新規改良路線として予算措

置をしましたので、今後、数年の内には畑に入れ

る道路を完成させたいと考えております。 

【国道 218 号線の嵩上げ後の畑の水はけについて】  

畑について、嵩上げしている割に水はけが

悪い。クレームをどこにいったら良いのか。 

（北方総合支所長） 

畑の水はけが悪い点については、県土

木事務所に伝えておく。 

延岡土木事務所に連絡したところ、昨年 9 月 5 日に延岡

土木事務所河川担当と現地立会を行ない、今後、排水状況

の調査及び要望者と立会を行うとのことでした。 

 また、問題等ある部分には市としても対応いたしますの

で、その場合はご連絡をお願いいたします。  
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【クラスター事業について】 

窓口はＪＡになっているが、市はどのよう

に関わっているのか。国の対応が遅いので、

ＪＡ・県・国に働きかけを行ってほしい。県

南地域は進んでいる。法人化していると早い

ようだ。また、農地中間管理機構が絡んでい

る分も早いようだ。個人で畜産の機械につい

て申請しているが、農協に言ってもまだとの

回答である。 

 

 

（農林水産部長） 

申請書が今どこにあるのか調査する。 

事務局である JA 延岡担当者に事情を確認した

ところ、「これまで当該機械を何度か要望したが採

択されなかった。また、その結果を本人には連絡

していなかった。今回の要望についてはまだ国か

ら採択結果がきていない。」とのことでしたので、

すぐに本人に状況を説明するよう JA 延岡担当者

に要望したところ、平成 30 年９月 29 日夕方に連

絡する旨の回答を受けたところです。 

いずれにしても関係機関が迅速に対応すること

が必要ですので、今後とも状況を注視し、必要に

応じて働きかけてまいります。 

【道路補修について】 

年度末に余る予算の見込みが12月にはでて

くると思う。それを有効活用して道路補修を

行う等取り組んでほしい。 

（北方総合支所長・農林水産部長） 

市全体では繰越金は当然出るが、どの

部署もほとんど余ることはない。予算が

余ったから実施するのではなく、必要な

時にやっていくべきと思う。 

現在合衆国づくりに取り組んでおり、各

総合支所の権限と財源の強化について

検討を行っている。 

 

 

 

平成 31 年度予算では三北各総合支所分の道路

改修等の予算を前年度に比べ、約１億８千万円増

やしました。 

これで十分というわけではありませんが、これ

まで以上に、迅速な対応ができると思いますので、

今後さらに道路改修等を進めて参ります。 

【土木課】 

○「道路維持補修事業」【拡充・増額】 

（H31 年度予算：215,148 千円） 

【経営政策課】 

○「延岡合衆国地域振興プラン策定事業」【新規】

（H31 年度予算：1,684 千円） 
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【予算の枠配分について】 

市長は予算の枠配分をなくしたいと言って

いたが、どうなっているのか。 

 

（農林水産部長） 

市長自らヒアリング等をして予算の枠配分

を決めていくという方針で進めている。例年歳

出が歳入を 20～ 30 億円オーバーする。それを

どのように歳入の枠内におさめていくかはま

だ決まっていない。現在市長は 5 年以上の継続

事業や新規事業のヒアリングを行っている。 

 平成 31 年度予算編成では、「移動市役所」や「出

前市長室」などにおける市民の皆様のご意見等も

反映しながら、従来のいわゆる「枠配分予算方式」

によらず、必要な経費を積み上げるなどの形で予

算編成を行いました。 

【区からの要望について】 

すべて回答を行っていたが、今はどうなっ

ているのか。城綱の瀬線のカーブミラーが機

能しなくなっている。北方町内にもそういう

ところはあるので、調査して欲しい。 

（北方総合支所長） 

要望数が多く、調査に時間がかかって

いる。昨年は災害等の調査もあり回答で

きたのが2月になってしまい申し訳なか

った。しかし、案件すべてを調査して回

答をしている。 

城網の瀬線のカーブミラーについては、必要な角

度調整を行ったところです。 

【定期人事異動時の引き継ぎについて】 

定期人事異動時の引き継ぎは適切に行われ

ているのだろうか。要望や約束事の引き継ぎ

がなされていないように感じる。 

（農林水産部長） 

引継ぎは文書で行うようになってい

る。自分が担当している業務は文書化し

たうえで引き継ぎの説明を行うように

なっている。内容についても上司が確認

するようにもなっている。 

 

引き継ぎは行っております。対応が検討中の案

件は、優先順位を考慮するうえで要望書が重要に

なるので、継続して提出していただきたいと思い

ます。また、市では出来ないと回答があった案件

については、区において継続して提出するかどう

か判断していただくことになると思いますが、今

度とも皆様のご意見、ご要望をしっかり受け止め

ながら、市としても丁寧に且つ分かりやすく対応

方針が難しい場合の事情説明などを行ってまいり

ます。 
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【有害鳥獣対策について】 

市道を清掃しても、猪の影響で市道にたく

さんの石が落ちる。状況を見て欲しい。要望

への対応はどこで決めているのか。どういう

順番でやるようにしているのか。区からの要

望を大切にしてほしい。 

 

（農林水産部長） 

有害鳥獣対策のためワイヤーメッシュ

の設置を進めているが、北方からの要望が

でている分は今年度で全て対応できる見

込みである。後は以前設置したネットの償

却期間の問題だけである。ネットは 8年の

償却期間があるので、それが完了すればワ

イヤーメッシュを設置できるようになる。

この分はあるが、北方からの要望について

は対応していると考えている。  

 

有害鳥獣対策のためのワイヤーメッシュの設置につ

いては、各地区からの要望箇所を 5 月末日までに、各

地区の区長を通して産業建設課へ提出してください。 

その後、市担当者が要望箇所の現地確認を行い、補

助条件に該当するか調査し、受益者全員の合意書や図

面等の必要書類をそろえて、7 月ごろに県を窓口に国

へ申請します。 

事業が決定された後に入札等を行い、12 月ごろに受

益者への資材納品になります。資材の提供は全額国庫

補助になりますが、設置は受益者施工で、施工期限は

2 月末までになります。設置後、3 月中旬までに市が

完工検査を行い、実績報告書の提出で事業が終了しま

す。国の予算枠の関係で、要望箇所への対応が次年度

になることもあります。今後とも、地域の声をお聞き

しながら対応していきたいと思います。 


