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合志市総合計画進行管理 【合志市総合政策審議会意見・指摘事項】 

 

 審議日 令和４年８月４日、８月１０日、８月２２日 

     

 

 市総合政策審議会意見・指摘事項の基礎となった個別意見を付記していますので、参考に

してください。 

 

１ 市民参画によるまちづくりの推進 

【自治会や子ども会、老人会などの地域活動団体等への加入促進を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・自治会加入促進について、加入のメリットが伝わる仕組みづくりや説明の実施。また特

典の付与等に努めること。 

・自治会、子ども会、老人会離れが進んでいることから、若者から高齢者まで参加できる

イベント（eスポーツ等）やボランティア活動を推進し、地域コミュニティの基礎づくり

に努めること。 

 

【ウィズコロナ社会においても、参画しやすい機会の提供や情報発信に取り組

むこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・ボランティア活動への参加意欲がある人は多いと思われるが、参加しやすい活動の紹 

介（ＨＰ等）、共助の仕組みづくりが必要。コロナ禍でも可能な活動、ボランティアを 

必要とする活動の情報発信や情報に触れる機会づくりを行うこと。 

・市主催の説明会やイベントが少ないため、オンライン形式等の新型コロナウイルス感染対 

策を講じたうえで、イベント等の実施を図ること。 

 

【地域資源の活用と地域魅力の発掘により、市の代表的な魅力としてＰＲでき

るものを創出すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農業公園を中心とした既存施設（高専、農大、学園大グラウンド、九沖農研）を一体 

化した農業を主としたイベントの開催を行うこと。 

・合志市のキャラクターを活用し、合志市の魅力発掘とそのＰＲを行うこと。 

・御代志駅の再開発に伴い、駅前広場や農業公園を活用した定期的なイベントを開催し、市

民の賑わい創出を行うこと。 
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２．行政改革の推進 

【職員の人材育成と効果的な組織運営を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・職員の適材適所の配置に努めること。 

・更なる信頼関係を構築するため、窓口対応を行う際は分かりやすく丁寧な説明を心がける 

こと。 

・集中改革プランの進捗率向上を目指すこと。 

 

【デジタル化に対応した市民サービスの向上を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・窓口に行かずともオンラインで各種申請が可能となるよう、電子申請の導入を積極的に行 

うこと。 

・スマートフォンを活用した住民サービスを検討すること。また、情報格差を防ぐため高齢 

者や機械の操作に不慣れな人に対しスマートフォンの講座を各地域で行うこと 

３．財政の健全化 

【企業誘致や働く場の整備等増収に繋がる取り組みを検討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・企業を誘致すること。 

・工業団地の整備を更に進めて企業を誘致する。 

・合志市内の商業施設を更に誘致して市内にお金を落としてもらう。 

・働く世代の増加。 

・働ける場所を多くつくる。 

 

【寄付やイベント開催等による増収を検討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・ふるさと納税等の促進 

・カントリーパークでのイベント増による収益増加を図る。 

・プロ野球球団のキャンプの誘致。 

 

【歳出の適正化を検討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・いろいろな経費の見直し。 

・市役所のペーパーレス化の推進。 

・民間委託の促進。 

・「健幸都市こうし」の促進で医療費の抑制を図る。 
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【市財政の市民への見える化等を進めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・財政運営をもっとわかりやすく市 HP に掲載して市民が関心を持ちやすくす

ること。 

・市の財政状況を共有する。 

・市職員の財政運営に対する意識向上。 

 

４．子育て支援の充実 

【子育て世帯が安心して育児できる環境づくりを推進すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・行政と自治会の役割を整理し、子どもの安全を地域ぐるみで強化すること。 

・子ども会や保護者の組織が減少しているため、子ども達、保護者の集まる機会、交流の場

づくりを図ること 

・育児不安、母親の孤独感軽減など出産を含む女性の支援窓口の充実と広報周知（園、小児

科などにも）を強化すること 

 

【子育て世帯への経済的、心理的な負担軽減を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・高校生の自転車通学支援（自転車パンク修理無料化）を検討すること。 

・小中学生へのスポーツ活動（社会体育）への費用補助の増額を検討すること。 

・新型コロナウイルス感染により、自宅で療養する家庭への生活支援（食品、生活用品支援

補助）を検討すること。 

・学童保育の増、突発的事由での急な受け入れが出来る制度整備を検討すること。 

５ 健康づくりの推進 

【健康イベント、講座などにより、病気への知識、理解（周りの関わり方、自分

の向き合い方）を深める取り組みを行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・行政主導による健康イベントをもっと増やし、健康に関わる機会をつくること。 

・更年期障害などへの理解（周りの関わり方、自分の向き合い方）を深める取り組みを行う

こと。 

 

【誰でも気軽に健康づくりの取り組みが始められる環境の整備を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・健康づくり、運動ができる公園や学校運動場の開放など取り組む場所や機会を作ること。 
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・後期高齢者を対象とした健康診断の強化（早期発見、重症化予防）を図ること。 

・健康づくりに取り組む人の割合を高める取り組みを行うこと。 

・定期健康診断受診の普及強化を図り、健康づくりへの取り組みに繋げること。 

・コロナウイルス感染症に対する医療機関の感染防止活動支援の検討を行うこと。 

６．社会福祉の推進 

【地域活動とのつながりや連携による取り組みを進めるため、自治会（区）への

加入促進を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・自治会加入のメリットのＰＲし、自治会（区）離れが進まないように世帯への加入促進施

策を行うこと。 

・高齢になったときに、地域・社会とのつながりを保てるよう自治会（区）活動への参加促

進を行うこと。 

・子ども向けの市主催スポーツ大会などを実施し、地域のつながりを強化すること。 

・自治会（区）内の公園清掃活動等への参加が減少しているため、対策を行うこと。 

 

【福祉サービスを必要とする人が必要な時に支援サービスと繋がるための周知

や体制づくりを行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・行政、社協、民間の取り組みや役割が外部からもわかるように広報や仕組みづくりに取り

組むこと。 

・コロナウイルス感染症に対する行政の施策が見えないので、もっと周知を行うこと。 

 

【民生委員、児童委員のなり手不足解消に向けた取り組みを行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・民生委員、児童委員の負担軽減のため、人的支援、活動費補助、国への制度改善要望など

の取り組みを検討すること。 

 

７ 高齢者の自立と支援体制の充実 

【高齢者の生きがいや活動につなげる取り組みを推進すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・老人会に加入する人が減少しているので、加入促進施策が必要。行事や集える場所、会食

ができる場所、公民館の充実等を図ること。 

・高齢者が活動できる場、機会、役割を広報等で紹介し、高齢者の活動を推進すること。 

・高齢者サロン等に活用できるように市バスの運用体制を充実させること。（2 台から 1 台

にバスが減り、現在は新型コロナウイルスの人数制限で、思うように活動できない） 
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【高齢者へのウィズコロナ・アフターコロナの支援を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・コロナ禍や収束後に対する高齢者の不安への支援を行うこと。 

 

【高齢者への各種支援の更なる啓発と充実を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・要支援、要介護の支援制度や包括支援センター取り組みが、よく知られていない。 

・コロナ禍で、予防接種以外の高齢者に対する支援がよく見えない。 

 

８ 障がい者（児）の自立と社会参加の促進 

【障がい児の教育体制の強化に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・特別支援学級について、教職員の人材確保に努めること。 

 

【障がい者（児）やその家族への各種支援・相談体制の更なる充実・強化を図る

こと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・障がい者やその家族への各種支援、相談体制の充実を図ること。 

・障がい者に対する移動の補助（燃料費補助、福祉タクシー利用補助）を検討すること。 

・支援メニューや体制について、近隣自治体との格差がある場合は均衡を図ること。 

 

【障がい者の社会参加や、自立のための就労支援の強化に取り組むこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・障がい者の社会参加についての支援強化を図ること。 

・新しい仕事や就業、日常生活に役立てるためのＩＣＴを活用した取り組みの検討を行うこ

と。 

 

９．義務教育の充実 

【学校現場に地域人材の活用を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・市出身の先輩や、市内在住の様々な職種の方から学ぶ、活きた進路指導を行うこと。 

・総合的な学習で地域の人材を活用すること。 

 

【小中一貫教育の取り組みについてさらに情報発信を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 
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・小中一貫教育の取り組みについて、具体的な取組内容や成果を保護者等に情報発信するこ

と。 

 

【子どもが自由な雰囲気の中で意見が言える場を設けること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・自分の意見や考えを伝えることができるよう、また、課題解決能力の育成のためにディベ

ートを中心とした授業を行うこと。 

・他人を理解し、個を認め尊重するコミュニケーションのあり方を考える機会を設けるこ

と。 

 

【家庭と連携し、子どもの日常生活について考えること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・基本的な生活習慣「早寝・早起き・朝ごはん」を推奨すること。 

・ゴミの出し方などの環境教育を学校でも行うこと。 

 

１０．生涯学習の推進 

【イベントや講座等の内容の充実を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・様々な趣味や興味を持っている人が集えるような、今までにない種類の講座を行うこと。

（プラモデルや断捨離、競技人口が少ない軽スポーツなど） 

・子どもたちが合志市の文化、自然、良さなどを勉強し、合志市に住み続けたいと思え 

るようなイベント、講座について検討を行うこと。 

 

【社会教育施設を利用しやすくなるように環境整備を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・イベントや講座等の申し込みをインターネットで申し込めるような環境にすること。 

・社会教育施設等をインターネットで予約できるように環境整備を行うこと。 

・市民講座の情報発信方法について、市ホームページや広報紙だけではない方法を検討する

こと。 

 

【子ども会の活性化を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子ども会が無くなっている地域が多くなっており、子どもや子育て世代の地域とのつなが

りが、希薄になっている。子ども会の加入促進を行うこと。 
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１１．生涯スポーツの推進 

【誰もが気軽にスポーツができる環境を整備すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・社会体育施設をネット予約できるよう整備すること。 

・社会体育施設を利用したら、ポイントが付き、そのポイントで特典が受けられるような仕

組みづくりを検討すること。 

・歩いたり、走ったりするとスマホにデータが蓄積し、それが簡単にスマホ等でポイント化

され、そのポイントで市内物産館の新鮮野菜を購入できるような ITを使った健康スポー

ツの推進を図ること。 

 

【スポーツの楽しさを伝え、スポーツを普及振興すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子どもたちがプロやアマチュア大会上位者等のスポーツを観戦する機会を設けること。 

・ニュースポーツの普及を若い人を中心に推進すること。 

 

【部活動から移行したスポーツクラブ等の指導者の確保を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・部活動から移行するスポーツクラブ等の指導者の確保を行うために、市の認定のスポーツ

クラブ（体育協会に所属している会や部活動からの移行したクラブなど）に助成金を支払

い、指導者を育成すること。 

・スポーツクラブの指導者に地域の人材を活用できるように、どのような手段が有効なのか

検討すること。 

 

１２．人権が尊重される社会づくり 

【大人における人権教育・啓発に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子どもたちに人権教育を行うのは学校現場と家庭であるため、家庭教育の充実を図るため

にも、大人が学べる機会を提供すること。 

・成人した人に人権啓発するのに最も有効な手段であるのが企業での人権啓発教育である

ので企業が人権教育に取り組んだ際に、助成金を支給すること。また、人権教育に取り組

んだ企業等を積極的に広報すること。 

 

【人権啓発講座の充実を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・差別体験を語れる「生」の声を大事にし、語り部の継承をしていくこと。 



8 

 

・菊池恵楓園歴史資料館を利用して、ハンセン病差別の歴史を広く市民に伝えること。 

・人権フェスティバルの来場者や聴講者の数が伸びるよう工夫すること。 

 

１３．歴史・伝統・文化を活かした郷土愛の醸成 

【文化財や歴史資料館等の更なる啓発を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・市内の文化財等スタンプラリーを行い、文化財等の周知啓発に努めること。 

・竹迫城を含めた地域の歴史をマンガや絵本にして親しみある読み物を作成すること。 

・郷土に愛着が持てるよう新小学１年生に歴史文化財をモチーフにした文具を配付するこ

と。 

 

【伝統文化の後継者や語り部等の人材育成を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・伝統文化の継承のため、市民が地域と交流できる場を設けること。 

・各祭りの保存会等が祭囃子
まつりばやし

を披露できる場の機会を学校現場で提供すること。 

 

【学校等と連携した郷土愛の醸成の取り組みを行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子どものうちから興味を持ってもらうため歴史・文化を題材にした授業の導入を検討する 

こと。 

 

１４ 危機管理対策の推進 

【緊急事態に備えた事前対策の強化を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・BCP（事業継続計画）、BCM（事業継続マネジメント） 

・危機管理（発生してから）、リスク管理（発生する前から）。 

 

【新型コロナウイルス対策の強化を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・コロナワクチンの若い人向け広報の充実を図る。HP、広報紙を利用。 

・広報紙の１ページをコロナの感染状況や今後のワクチン接種実施予定のペー

ジにする。 

・コロナワクチンの接種率を上げる。 

 

【災害・防災情報提供の充実化を図ること（防災無線、メール、ライン）】 
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（まとめの基礎となった個別意見） 

・防災無線は菊陽町の方がはっきり聞こえる。幾久富地区は聞き取りづらい。 

・防災無線が聞き取りにくい。 

・各支所に防災メール登録のお願いの“のぼり”や幕を設置する。 

・ラインでの情報共有を重視すべき 

・危機に対して LINEで周知してほしい。 

 

【成果指標の項目を危機管理の視点から検討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・成果指標の項目を危機管理の視点から追加してみてはどうか（ワクチン接種

率）。 

 

１５ 防災対策の推進 

【防災のための組織力の強化に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・地区防災計画に基づく自主防災組織の結成が必要。 

・自主防災組織がないところは、自治会長を長としてまず立ち上げてもらいその後体制を 

整えていくようにする。 

・コロナで訓練ができないので、日時を決めてリモートワーク（ZOOM など）で講演や状

況報告会などをスタートさせてみる（防災訓練） 

・合志の防災士向けに ZOOM等による勉強会や情報報告交換会等を月１回または半年に 

１回実施すること。 

・防災士の募集の際には、防災士の役割について周知すること。 

 

【市民の防災への取組支援を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・各家庭に災害等に備えたタイムラインの作成を PR 

・防災用グッズ購入に対する費用補助の検討。自主防災組織向けの購入補助。 

 

【避難所の充実化を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・避難所は個別に仕切りをする設備があるのか。 

・避難所での動物（ペット）の取扱いはどうなっているか。 

・避難所の受け入れ環境（野々島防災拠点センターのカーテン未設置など）の充実化と避難

移動困難者の支援強化を図ること。 
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【情報提供の充実化を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・防災備蓄の内容を市民に情報提供 

・防災無線が聞き取りにくい 

・合志市の AEDを設置している店等のマップを作ってみたらどうか。 

・個人のお店や防災組織拠点等に AED設置のための補助を検討してみる。 

・AEDの活用ができる体制を整えること。 

・公衆電話の位置確認。 

 

 

１６ 交通安全対策の推進 

【人口増加に対応するインフラ整備を迅速に進めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・人口増に対するインフラの整備スピードが追い付いていないと感じる。道路拡

充の前倒しを行うべき。 

・道路の白線が消えているところが多い。 

（北バイパスとローソンの角の交差点は信号機を設置すべし。） 

・アンビーのラウンドアバウト（環状交差点）のウィンカー点灯について周知啓

発を行うこと。 

 

【学生の交通安全の確保を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・自転車通学の学生が安全に通学できるよう照明を充実させる。 

・新しい道路をつくるとき自転車専用のレーンを作ってはどうか。 

・小中学生の通学路は広くとれているか。安全に通学できているか。 

・歩車分離信号（学校周辺） 

 

【市内の交通量又は一時的な交通量の削減を促進すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・自家用車での移動を減らすため、自転車の購入の一部補助を検討してみる。 

・電動アシスト自転車の利用の促進及び購入補助。 

・パーク＆ライドの推進（通勤）。JRの新駅を設置しバスで各勤務先へ。 

・各企業（工業団地など）向けの時差出勤への協力要請を行ってみる。 

・企業に通学路の安全運転などの協力を求める。 
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【ドライバーの意識向上に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・合志市独自の“やさしい運転”ステッカーを作成して希望者に配布する。 

・街頭啓発を行い安全運転の注意喚起に努める。 

 

１７ 防犯対策の推進 

【市のコミュニティを活かした防犯対策を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子供の緊急避難所としてコンビニと協定を締結できないか。 

・地域や団体の活動状況や取り組みの成果などを情報交換する。 

・防犯のためにも近所とのコミュニケーションを日頃から取っておく。 

 

【振込詐欺に関する高齢者への呼びかけを徹底すること。】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・デイサービス等でオレオレ詐欺等の防止のため出前講座や介護職員から注意

をしてもらう。 

・介護職員の方に詐欺防止の研修等を受けてもらい、高齢者の方へ伝えてもら

う。 

 

【防犯インフラの整備を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・防犯灯を増やす。 

・暗い道を減らす。 

・防犯カメラを設置する。 

・須屋、三ツ石駅付近の道が暗いため改善が必要。 

 

【街並み整備による防犯対策を行うこと。】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・「花いっぱい運動」等、人目を惹くきれいな街並みをつくることで、犯罪防止

につながるのではないか。 

 

 

１８ 住環境の充実 

【大規模公園の適切な樹木管理をすること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 
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・公園の適切な維持管理行うこと。 

・大規模公園から道路に張り出した樹木の適正な管理を行うこと。 

 

【統廃合を含め公園の有効活用をすること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・子どもが遊んでいない公園の有効活用を考えること。 

・大人向けの健康器具の設置をすること。 

 

【空き家の有効活用をすること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・空き家を公営住宅にして活用すること。 

・企業誘致した従業員を空き家へ定住させ、農村地区の活性化につなげること。 

 

【雨水排水施設の適切な維持管理と計画的な雨水排水施設の整備・改修に努め

ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・雨水排水施設（調整池、雨水幹線等）の適切な維持管理を行うこと。 

・計画的な雨水排水施設の整備・改修に努めること。 

 

１９ 水環境の保全 

【水資源の保全に努め、周知啓発を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・地下水の涵養を図るため、雨水マスの設置を引き続き推進していくこと。 

・水資源の重要性を伝えるため、行事やイベント等で周知を図ること。 

 

２０．水の安定供給と排水の浄化 

【上下水道施設を適切に管理すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・上下水道施設の定期的な点検を実施し適切な管理に努めること。 

・老朽化した配水管の布設替え（耐震化）を計画的に行うこと。 

・須屋浄化センター跡地利用について、水をテーマにした公園や、近隣の住民がスポーツ等 

ができる公園を検討すること。 

 

【水の安定供給に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 
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・水の安定供給を行う取り組みを積極的に行うこと。 

・地下水かん養の方法について、具体的な対策を示し積極的な取り組みを行うこと。 

 

【下水道事業の健全な経営を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・下水道料金の改正の際は、市民等への説明をしっかりと行うこと。また、値上げによる影 

響を極力抑えるよう対策を講じること。 

・引き続き、汚水処理人口普及率 100％に向けて取り組みを行うこと。 

 

【計画的な雨水排水施設の整備】  

（まとめの基礎となった個別意見） 

・計画的な雨水排水施設の整備・改修に努め、豪雨災害による影響を最小限に留めること。 

 

２１ 廃棄物の抑制とリサイクルの推進 

【ごみ減量化、資源化への啓発を強化し意識向上を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・家庭ごみの減量化のため、生ごみ処理機の購入支援（生ごみ処理容器購入費助成制度）の

強化及び周知を図ること。 

・自治会や子ども会等に再生資源集団回収助成金の周知を行い、ゴミの分別や減量化につい

て、引き続き啓発を続けること。 

・資源ゴミを出しやすくて、回収しやすい仕組みづくりを検討すること。 

・外国の方でも、ごみの分別方法が理解できるように多言語に対応したごみカレンダー等の

作成及び啓発を行うこと。 

・廃蛍光管・てんぷら油以外の資源物についても拠点収集所の設置を検討すること。 

 

【新環境工場を活用した学習などにより分別方法の徹底や意識向上を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・環境工場見学ツアー等による意識の向上を図ること。（土日を活用して親子で学習できる

ようにすること。） 

・水切りをしてから生ごみを捨てる等、日々の生活の中で簡単に取り入れることができ  

るような取り組みを周知し、ごみの減量に努めること。 

 

２２ 地球温暖化防止対策の推進 

【省エネルギーを推進し、温室効果ガスの排出抑制を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 
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・限りある資源を効率的に使用するため、省エネルギーの推進に努めること。 

・省エネ性能の高い製品（LED照明等）の普及および買い替えを促進すること。 

・公共交通機関を利用し、温室効果ガスの排出を抑制すること。 

 

２３．計画的な土地利用の推進 

【国・県有地の有効活用について推進を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・国・県有地の有効活用（企業誘致など）の推進を図ること。 

 

【道路整備計画と併せた土地利用、電鉄を利用した土地利用の推進を図ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・道路整備計画に沿った計画的な土地利用（開発行為）を行うこと。 

・電鉄を利用した土地利用を進めること。 

 

【都市計画区域の見直しは、地域座談会などを開き実情を把握して進めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・都市計画に中高生の意見を聴く場を設けること。 

・市北部の開発を地域の人が求めているのか座談会を開き地元の意見をきくこと。（南    

北人口格差の是正は必要なことなのか） 

・農業を継続して行える環境の維持を考慮すること。 

 

【市街化調整区域の必要な規制緩和を検討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農業者が事業展開をするための規制緩和を検討すること。 

 

 

２４．計画的な道路の整備 

【住宅開発に先行した道路計画を立てること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・開発により交通量が増えているので、先を見通した道路計画を立てること。 

 

【安全な道路環境を整備すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農道の安全確保を行うこと。 

・抜け道の通行車両に安全運転を促すこと。 
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・幹線道路を整備し、通学路の安全を確保すること。 

 

【国道 387号と県道大津西合志線の４車線化を早期に実現させること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・国道 387号、大津西合志線の渋滞解消に努めること。 

・国道 387号、大津西合志線の４車線化を強く推進すること。 

・御代志駅前整備に合わせた道路の整備を実現させること 

 

 

２５ 公共交通の充実 

【コミュニティバスの利便性の向上に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・レターバスの乗り継ぎの利便性を上げること。 

・レターバスの便数を増やすこと。 

 

【コミュニティバスの利用促進につながる仕組みを企画すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・マイカーから公共交通への転換計画を作ること。 

・バスに乗ったらポイントがもらえたり、クーポンがもらえたりする企画をして、バスに乗

りたくなる仕組みをつくること。 

 

【パーク＆ライドの促進をすること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・公共交通を利用しやすくするために駐車場を設けること。 

 

２６ 農業の振興 

【社会情勢に応じた農業者への支援を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農業用資材の高騰に対する支援を行うこと。 

 

【付加価値をつけた農産物に対する販路拡大の支援を行うこと】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農産物のブランド化を推進すること、またブランドの PRを強化し、農家の所得向上を後

押しすること。 

・地産地消につながる政策を実施すること。合志産の手土産の購入を試みるが、価格面で選
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べない実情がある。 

・市街化調整区域でも販路拡大を実現できるよう対策すること。 

 

【農業法人の立ち上げの推進に向けた具体的な内容を提示すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農業法人立ち上げの意義を提示し、推進を強化すること。 

・農業法人化することで、経営基盤が強い農業の確立を進める。 

 

 

【農商工連携事業について継続した事業展開をすること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・事業をすぐに断念しないこと 

・農商工連携事業は、更なる挑戦を続けること。 

 

【スマート農業を推進すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・農業用ドローン（農薬散布・種子散布）の技術取得に対する支援をすること 

・農家の所得があがる仕組み作りを支援すること 

・農業法人の雇用確保（働き手の不足）について支援すること。 

 

２７ 商工業の振興 

【会員が増えるような魅力ある商工会の運営に努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・商工会の活動を活性化させること。 

・創業者が増えるような努力を行うこと。 

・商工会の加入数を上げるよう努めること。 

 

【合志ブランド品の開発や、開発した商品を継続して改良するよう努めること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・合志ブランド品の立ち上げにチャレンジを続けること 

・開発した商品を改良するなど継続した努力を行うことで、商品を一時的なもので終わらせ

ないこと。 

 

２８ 企業誘致の促進と働く場の確保 

【工業用地の適地選定については、山林・竹林を活用した工業団地の造成を検
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討すること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・企業誘致するための適地を常に考えること 

・工業団地の造成については、土地の有効活用の観点から優先的に山林・竹林を検討するこ

と。 

 

【企業誘致を地元の働く場の確保に繋げるとともに、働く場の環境整備を整え

ること】 

（まとめの基礎となった個別意見） 

・企業誘致して地元の雇用につなげ若者の定住につなげること。 

・市民の働く場の確保を行い、育児や介護を担っている人たちが働きやすい環境整備に努め

ること。 

 


