
地域審議会委員からの意見

①安全・安心の確保

1-１　保健・医療サービスの充実 （実施計画P8,11）

意見（案） 対象地域

　高齢者のリハビリについて旧美祢市についてはグリーンヒル美祢の通所リハ
ビリの利用が出来るが、秋芳、美東の方は送迎がないので利用ができない。
できれば美東病院でも通所リハビリをお願いし送迎をして頂きたい。

秋芳 1 地域

（実施計画P10）

意見（案） 対象地域

　緊急医療体制の整備については、特に急患の場合、手遅れにならないよう独
居老人が増えている昨今、対応策を行政としても考えていただきたい。
　独居老人が増えている現在、発見が遅れ、死に至る悲惨な状況を招く例も多
い。

美祢 1 全域

1-2　高齢者保健福祉の充実 （実施計画P13）

意見（案） 対象地域

　認知症サポーター等養成事業について、高齢化が進み認知症患者は増える。
認知症は、遅らせることは出来るが、止めることは出来ないとのことを前提と
して対策を講ずるべきである。

美祢 2 全域

　サポーター養成講座を過去２回受講しましたが、何かワンパターンの様な気
がしています。特に最近「予防法等」の新開発、新発見がテレビ・新聞等で紹
介されていますが、養成講座担当職員は、これらの最新情報を把握しているの
でしょうか。心配です。高齢者が進み認知症患者はどんどん増えています。
もっと担当者は勉強して欲しい。

美祢 3 全域

2-2　体系的な道路網の整備 （実施計画P24）

意見（案） 対象地域

　県道市道共交差点の横断歩道及び停止線を塗装すること。 美東 1 全域

　【生活道路の整備】
　市道については、積極的に草刈、補修していると思うが、現状は出来てない
県道国道と市道についても巡視して対策すること。

美東 2 全域

2-5　公共交通の充実 （実施計画P28）

意見（案） 対象地域

　【地域公共交通総合連携事業】
　公共交通に12,000万円補助金を出している。市は改善を要求してもよい。ミ
ニバスも指定地域以外でも指定地域（集落）に近ければ乗車を認める。切畑集
落～美東病院までタクシーで4,500円ぐらいかかる。アンモナイト号大田から
嘉万経由ではなく直接青嶺高校～美祢駅までを。机上論だけでなく、強制執行
する努力が足りない。

美東 3 全域

　地域公共交通連携事業については、今も力を入れてもらってますが、早く実
施した方が良い。

秋芳 2 全域
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3-1　住環境の整備と定住促進 （実施計画P32）

意見（案） 対象地域

　火災に遭った日に「白土団地にも三本松にも部屋が空けてあるので、すぐに
入れる」と言われましたが、入居すると届け出てからのクリーニング、畳替え
等ですぐに入居できませんでした。定期点検等をして、入居までの期間を短く
できるようにしてほしい。
　火災で家を失くした人は、公営住宅に３ヶ月無料で入居できるのですが、
３ヶ月は短い。新しい家を考えるのにも、子どもが学校に通っている時は、何
度も環境を変えたくないので、落ち着いて生活できるよう、無料期間を長くし
たらよい。
　緊急に公営住宅に入居した場合、そこから家財道具をそろえると時間がかか
る。一般的な家族を想定し、一通りのものをストックし、当面貸し出せる様に
したらよい。

美東 4 全域

　高齢者向け優良賃貸住宅事業については、もっと力を入れた方が良い。 秋芳 3 全域

3-2　公園・緑地の整備 （実施計画P33）

意見（案） 対象地域

　【公園の整備・管理】
　最低１ケ月に１回は施設の点検。施設の使用説明をひらがなで大きく記入す
る。5月に美東公園で小学生が大けがをしているようです。

美東 5 全域

3-3　消防・防災の推進 （実施計画P34）

意見（案） 対象地域

　合併後10年を迎えるが美祢市防災行政無線の一元化ができておらず、県内の
他の市町に比べ著しく遅れている。早急に基本計画を策定し市民の安全・安心
な町づくりに取り組むべきである。

秋芳 4 全域

3-4　交通安全・防犯対策の推進 （実施計画P38）

意見（案） 対象地域

　【教育環境の整備充実】
　平成22年頃より危険個所・道路標示等が改善されていない。小中高の要望を
聞いて積極的に行動する。

美東 6 全域

　防犯灯整備事業については、もっと力を入れた方が良い。 秋芳 5 全域

3-5　環境衛生の推進 （実施計画P40）

意見（案） 対象地域

　【ペットなどの適正管理】
　先日より告知放送で犬についてはマナーの事ありましたが、猫についても
しっかり言ってほしかった。

美東 7 地域
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②　観光交流の促進

1-1　観光の振興 （実施計画P44）

意見（案） 対象地域

　【大正洞・景清洞】
　洞内の手すり、照明、その他改善するところが多くあり、wi-fiが使用でき
るように。

美東 8 地域

　観光推進体制強化事業については、もっと力を入れた方が良い。 秋芳 6 全域

（実施計画P45）

　【秋吉台エコミュージアム】
　県の施設だが管理運営事業に660万負担している。二階の映像プロジェク
ターが壊れており、メインの映像が見られない。県に申請するか、早く直す。
来場者に不便をかけ、美祢市の観光はこんなものかと思う。

美東 9 地域

（実施計画P46）

　合併10周年を迎えるにあたり自分の所有する商工会青年部もそうだが、イベ
ントを企画する団体が多いと思うのでその予算がわかりやすく補助してもらい
やすくなると良い。(申請方法等)

秋芳 7 全域

3-1　観光産業の育成 （実施計画P50）

意見（案） 対象地域

　滞在時間延長の仕組み作り事業についてはもっと力を入れた方が良い。 秋芳 8 全域

③　産業の振興

1-2　農林業の振興 （実施計画P55）

意見（案） 対象地域

　新規就業者受け入れについては空き家対策及び市営住宅の対応で対処すべき
であるが、市営住宅については、できるだけ就業場所に近い住宅を貸与してほ
しい。若者を呼び込むためにも住宅を含む生活環境の整備が喫緊の課題であ
り、若者の気持ちを汲んだ取り組みをお願いしたい。

秋芳 9 全域

（実施計画P56-57）

　有害鳥獣対策を積極的にする。 美東 10 全域

2-1　一体的な産業の推進と企業誘致の推進 （実施計画P61）

意見（案） 対象地域

　働く場所がないと人口流出に繋がるので、企業誘致推進事業の強化が必要で
ある。

美祢 4 全域

　美祢市の人口減少を少しでも食い止めるためには、企業誘致推進事業の取り
組みが極めて有効と考える。十文字原の市有地の開発等を念頭にあらゆるチャ
ンネルを駆使して、空港・新幹線駅に近い、高速道路沿線と、極めて交通の便
の良い当地域の開発を強力に進めるべきである。財政的な理由があるにせよ、
強力なリーダーシップのもと美祢市の町づくりをどう描いていくのか、現状で
は市民に見えていない。

秋芳 10 地域
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2-2　観光と連携した地場産業の育成 （実施計画P62）

意見（案） 対象地域

　道の駅でミネコレクションの販売を。 美東 11 地域

（実施計画P62）

意見（案） 対象地域

　第三セクターの美祢農林開発（道の駅おふく）、美祢観光開発の改善、赤字
になっても補てんしないこと。

美東 12 地域

3-1　六次産業化や地域ブランド開発の推進 （実施計画P63）

意見（案） 対象地域

　６次産業化推進事業は一定の成果はあるものの、点から面に転換できていな
いことから、ロットが確保できず産業の一翼を担う役割が果たせていない。秋
芳梨にしても３億円の特産品として市経済に貢献しているが、更に付加価値を
高め６次産業化に取り組み、農家の所得に貢献できる支援をお願いすること
が、廃園を食い止める手段である。

秋芳 11 全域

④　ひとの育成

１-１　学校教育・人材育成の充実 （実施計画P64）

意見（案） 対象地域

【教育環境の整備充実】
　秋芳町はスクールバス無料。美東町補助不公平である。公共交通の事もあり
スクールバスは無理なので補助金を増やして保護者の負担を少なくする。旧美
祢の現状は。

美東 13 全域

（実施計画P69）

　学校給食の食材の地産地消推進事業については、一部の生産者の額に汗した献身
的な努力で成り立っている。雨の日も休まず安全・安心、安価な食材を送り届けて
いますが、教育委員会の判断では商行為の範疇と理解されていると思いますが、提
供する側の農家の方々の苦労は大変です。もう少し体系だった生産者側の組織の確
立と、一定期間貢献された方々の労に報いるための表彰等の対策を講じるべきであ
る。教育委員会側は感謝の気持ちと、生産者側は子供たちに喜んでもらえる食材の
提供の連携強化の一層の推進を望む。

秋芳 12 全域

1-4　子育て支援の充実 （実施計画P77）

意見（案） 対象地域

【保育園の適正規模・適正配置】
　秋芳北部地域総合保育園整備事業に282,862千円、本当に必要か、既存の小
学校では保育児は何人ぐらいか。

美東 14 地域
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⑤　行財政運営の強化

1-1　経営感覚をもった行財政運営の推進 （実施計画P89）

意見（案） 対象地域

　【庁舎整備事業】
　美東総合近辺で平成28年度120万、平成29年度100万予算がついているが、平
成30年度は0円。入口の自動ドアだけですが、トイレは洋式になっていない、
人数も少なくなったので、保健センターに。

美東 15 地域

2-2　官民パートナーシップの推進 （実施計画P92）

意見（案） 対象地域

　アウトソーシング推進事業の廃校施設・用地の利用については、地域から要
望の出ている事項について、地域の活用、地域の活性化に繋がる対策を指定管
理の見直し等条例改正を踏まえ早急に講じて頂きたい。

秋芳 13 全域

3-1　市民参加型のまちづくりの推進 （実施計画P94）

意見（案） 対象地域

　広報活動の一環としての美祢市有線テレビ（ＭＹＴ）の内容は、まさに行政のス
ケジュールに沿ったもので、新味がなく毎年度の繰り返しになっている。地域で手
作りのイベント、地域で多くの人たちに伝えたい連絡事項等ＭＹＴを市民の目線で
放映内容を広く議論すべきである。地域に通信員を配置し、新鮮な情報を収集する
とともにアナウンサーも足で稼ぐ取材に徹して欲しい。加入者の意向を反映した放
映と重要な連絡事項については、ぜひ取り上げて頂き、美祢市の連携強化と活性化
に繋げて頂きたい。

秋芳 14 全域

その他の意見・質問

1-3-1　住環境の整備と定住促進

5-1-1　経営感覚をもった行財政運営の推進

本庁舎整備検討委員会が設置されましたが、総合支所の建設はどのような状況ですか。【美東地域】

5-3-1　市民参加型まちづくりの推進

5-1-2　ニーズに合う弾力的な機構改革の推進

整理番号

　家賃の改定をしていると市長は言っているが、入居者に確認するが改定はしていないという、どち
らが本当か。【美東地域】

整理番号

整理番号

　ニーズに合う弾力的な機構改革とはどのようなものか、お尋ねします。
今年度当初、秋芳、美東の総合支所から農業関係部門を撤退され、旧美祢市に統合されました。しか
し、このことは、告知もそこそこに、突然の変革で市民は非常にとどまっております。市民目線の機
構改革とはとても思えないのですが、総合支所の立ち位置も含め、今後の方向をお尋ねします。
【秋芳地域】

　白土団地にはかなり空部屋が有ると思いますが、６月の広報に募集の記載がありませんでしたがそ
の理由は？【美東地域】

　公共施設あり方検討委員の氏名公表と検討委員会を実施しているのか。【美東地域】

　地域審議会で具申をしても、机上論の回答である。積極的行動を起こして一歩でも改善してほし
い。【美東地域】
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