
 

令和元年度 市長と語るまちづくり座談会 実施状況 

 

 

１．参加者数 

 参加者数は 293人（前年比 34人増）で、過去３年間では東郷地区が最も多くなってます。 

 

 

２．アンケートから（元年度…210 件、30 年度…186 件、29 年度…228 件） 

(1) 参加者の年齢 

  60歳代以上が 175人と８割以上を占め、過去３年間も同様の傾向です。多様な意見を求め

るために、若い世代の参加促進が課題と考えられます。 
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 (2)  参加後の感想 

   満足と答えた人は 114人、54％（昨年度比 11％増）でしたが、不満と答える人や無回答も

一定数あり、内容の検討（テーマ設定や時間配分など）が引き続き必要と考えられます。 

 

  

(3)  今後の実施について 

   毎年実施を希望する回答が 74％（昨年度比６％増）と圧倒的に多く、過去３年間も同様の

傾向です。内容の工夫を重ね、継続した取り組みが必要と考えられます。 
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10代 20代 30代 40代(3) 50代(2) 60代(9)

70代(7) 80代～(1) 無回答

本谷(3) 西川内(2) 春原町(2) 中原(1) 高見橋通り(3) 北町２(1)

東草場(2) 広見(2) 富高(2) 塩見(1) 奥野(1)

鶴町(1) 無回答(1)

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月22日（月）：中央公民館

【参加者数32名：回答者数22名】

問１：年代

問２：お住まいの地区

大変満足(3) 概ね満足(8) 普通(6)

少し不満(2) 不満 無回答(3)

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(13) やり方を見直して実施(6) 毎年実施しなくてよい

無回答(3)

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・富高古墳を軸とした観光事業の開拓
・日向の特産品、泊まっての観光
・水害防止対策
・高齢者の健康維持対策（施設の充実）
・人材不足、高齢化社会
・道路整備
・外国人との共生、移住促進

問６：意見・要望（自由記述）

【地域コミュニティ】
・区加入促進に、市当局も積極的に行動して欲しい。

【防災、区画整理】
・広見、高見橋通り区の抜本的な水害防止対策と区画整理の早期実施を。
・西川内の門田地区のポンプの件をお願いします。
・河川の底辺の土砂除去（災害防止）
・避難タワーや避難山の設置に積極的に取り組んでいるが、収容能力（例えば、海抜10ｍ以下地区
に対する人口比）はどうなっているか。

【道路】
・東草場区の日豊ビル～公民館間の車両道路新設（町が分断される感がある。）

【生活環境】
・若宮公園の周辺の竹林が伸びて眺望が悪い。小中学校の遠足の場になっている関係上、早期の伐
採をお願いします。

【公共施設】
・総合体育館の早期着工、市立図書館の早期改善・新築を望みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページに続く】



【座談会に対するもの】
・意見交換の時間が少ない。
・大変有意義でした。参加者が少ないのに驚きました。参加者を多く募り、もっと実績等をアピー
ルする必要があると思う。
・参加者を増やすための努力が必要では。
・市長の説明が詳しく、良く理解できた。
・発言の長い人に注意して欲しい。
・実績ばかり報告するのではなく、日向市の現在の課題等（公共施設マネジメント、東郷病院等）
をつまびらかにすべきだと思う。困り事も共有すべきと思う。
・各地区（本谷、西川内、奥野など）の道路や農業の陳情が多かった。その件は、市議会議員を通
して市と相談して欲しい。本会はどのように市が活性化するかに特化した（重点を置いた）意見交
換になって欲しい。



10代 20代 30代 40代(1) 50代(1) 60代(5)

70代(9) 80代～(3) 無回答

向洋台(2) 松原(3) 山下(2) 切島山１(5) 切島山２(4) 秋山(1)

往還(1) 南部地区（1） 無回答

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・高齢者とＩＣＴに関する生活環境
・財光寺南土地区画整理事業
・総合計画、マスタープラン
・今後の区・区民のこと、区長のあり方・手当等
・自治区の問題点、子育て環境、災害・交通等問題

問６：意見・要望（自由記述）

【地域コミュニティ】
・区をやめる人（世帯）が増えている現状では、全市民・世帯から市民税として取り立て、区に払
い戻していただくと良いのでは。
・区長に投げる課題が多すぎるのでは。

【公共施設】
・青果市場跡地に道の駅を建設して欲しい。
・財光寺地区公民館・体育館建設は、総合的に考えて、ぜひお願いします。

【雇用】
・働く場所の確保に関する話が聞きたい。

【職員の意識】
・日向市民でない市職員が日向市民の土地に無料で駐車している。区に加入していない市職員がい
る。意識改革として未加入はどうか。まず、そこからなのでは。

【座談会に対するもの】
・地域にあったテーマを。
・財光寺地区で３か所くらいに分けて、少しでも多くの人が参加しやすくしてはどうか。
・座談会を、年２回ほど開催して欲しい。
・住民との対話も良いが、まちづくり協議会などを形成し、地域要望事項を取りまとめた上で、市
長や職員と協議する形が良いと思います。
・自由に発言できて参加して良かった。市政について少し理解が深まった。
・予定時間に終了するよう一人一発言にして下さい。既に説明が終わった事項には質問させない。
・質問時間が少ない。座談会で直に市長の考えを聞きたいので、今後の参考にしてください。
・意見する時間が少ない。時間が足りない。
・質問者が多数で時間が足りなかった。一晩では結論が出ないような例年にない雰囲気でした。

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(13) やり方を見直して実施(5) 毎年実施しなくてよい

無回答（1）

大変満足 概ね満足(9) 普通(8)

少し不満(2) 不満 無回答

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月30日（火）：財光寺南地区まちづくり事務所

【参加者数30名：回答者数19名】

問１：年代

問２：お住まいの地区



10代 20代 30代 40代 50代(3) 60代(9)

70代(14) 80代～(1) 無回答

八坂(1) 伊勢(1) 地蔵(1) 八幡(1) 細島(7) 幡浦(1)

永江(2) 高砂(1) 江良(3) 塩田(1) 堀一方(6) 無回答(2)

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月25日（木）：日知屋公民館

【参加者数35名：回答者数27名】

問１：年代

問２：お住まいの地区

大変満足(3) 概ね満足(16) 普通(4)

少し不満(1) 不満 無回答(3)

【地域振興、公共交通】
・地域の行事にできるだけ参加していますが、70、80歳代の方々が頑張っている。市職員の皆様も
日向市のために頑張っていただいていますが、もう少し地域に帰ったら地域の行事に参加していた
だきたい。市長も年頭に“利他の心”と言っていました。
・「日向坂46」のプロモーションビデオをぜひ日向市で。
・今年９月末の宮崎交通の路線廃止により、予約制（デマンド方式）で対応していただきますが、
約1000世帯2000名が集中する地区でもある。今後のデマンド方式での利用率も重要ですが、ぷらっ
とバスの運行検討会議の際には現コース（東コース）への繰り入れを実現して欲しい。
・財政上の問題があるかと思いますが、細島地区の空き地にスポーツジムを作っていただきたい。
健康維持のため有料であっても必要だと思う。
・耳川の“合戦”看板が見えないので対応を。

【防災】
・細島地区の防災連絡スピーカーの感度
・地震の時、日向市の発表はなぜ遅いのか。
・細島地区の津波避難場所として高台を指定しているが、雨露をしのぐ設備や照明がない状況であ
り、備蓄を含めて行政側の対応をお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページに続く】

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(25) やり方を見直して実施(1) 毎年実施しなくてよい

無回答(1)

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・若い人が参加する５年後・10年後の日向市
・避難場所、備蓄計画
・大津波後の避難所、食料、水などの備蓄
・防災対策で取り残されている細島地区への対応
・農林水産業の未来
・ふるさと納税の活用方法
・子どもたちの学力向上
・学校区と行政区の不一致状態に関する行政主導による解決策
・少子高齢化社会への対応（買い物難民化しています。）
・シニア世代のライフワーク
・観光地のごみ捨て問題

問６：意見・要望（自由記述）



【都市政策、公園】
・都市計画上、細島地区の商業地域をいつまで放っておくのか。
・街中の賑わい、緑化
・お倉ケ浜運動公園の活用

【文化財保護】
・発掘した物品の展示場の設置

【座談会に対するもの】
・意見交換する時間を多くして欲しい。
・市長の説明に時間がかかり、質問の時間が少なかった。
・一般市民の参加が増えるような工夫が必要ではないか。
・日ごろ思っていることを直接市長にお伝えした事に満足です。お伝えした事をぜひ改善していた
だきたい（体育館の夜の照度測定をお願いしたい）。有意義な時間でした。



10代 20代 30代(1) 40代(2) 50代 60代(10)

70代(8) 80代～(1) 無回答

亀崎東(5) 庄手(1) 向江町(3) 亀崎中(6) 迎洋園(2) 日向台(3)

鶴町(1) 無回答(1)

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月18日（木）：大王谷コミュニティセンター

【参加者数28名：回答者数22名】

問１：年代

問２：お住まいの地区

大変満足(3) 概ね満足(13) 普通(4)

少し不満(1) 不満 無回答(1)

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(15) やり方を見直して実施(6) 毎年実施しなくてよい(1)

無回答

【座談会に対するもの】
・今回のやり方で良い。
・参加者が少ない。
・広報紙、連絡などが行き届かないのは仕方ないと思う。良い情報もたくさん聞けました。ありが
とうございました。初めて参加しましたが、もっと日向を知りたいと思いました。
・もっと動員してはどうか。今回初めて参加したが大変良かった。これからもできるだけ参加しま
す。
・市民と行政をつなぐ情報共有の場として、行政施策の現状、進捗状況を知る機会として続けて欲
しい。
・各区から事前に質疑項目を市長に提出し、当日はそれを踏まえて応答すれば効果的だと思う。

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・内部から問題点を示して欲しい。
・総花的なので、その時期に沿った市民ニーズの高い課題や重点施策などテーマを絞って。
・日向市の長期計画
・地域コミュニティ、区加入、高齢者クラブ育成
・旧警察署跡地の活用
・各区に関する問題点

問６：意見・要望（自由記述）

【地域振興】
・関係機関と連携し、地域の課題解決、住みよい地域づくりに努めていきたいと思う。
・職員の自治会への加入指導はどうなっているのか。

【児童福祉】
・子どもが遊べる安全な広場や公園（例えば門川温泉上の公園みたいなもの）があると良い。遊具
がたくさんある所が欲しい。



10代 20代 30代(2) 40代(2) 50代(3) 60代(10)

70代(12) 80代～(1) 無回答

笹野東(2) 金ケ浜(4) 本宮(6) 笹野西(4) 宮の上(1) 美砂(5)

鵜毛(2) 曙(2) 籾木(1) 平岩(1)

曽根区(1) 財光寺(1) 無回答

【子育て】
・放課後児童クラブに関して進展した回答がいただけると、参加している若いお母さん方も展望が
開けるのではないかと思います。検討をよろしくお願いします。

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・子育て環境問題、貧困、保育、教育サポート
・登山
・お倉ケ浜清掃
・各地区の問題
・高齢者クラブ加入者減少問題

問６：意見・要望（自由記述）

【市民協働、地域振興、公共交通、情報通信】
・長期計画の総括と方針作りについて、ぜひワークショップ方式を取り入れられないか。協働して
日向市のまちづくりをしているという形を大切に。
・移住者の希望は「職と住居」です。海の近くに住めるかどうかはかなり重要です。
・Ｉターン、Ｕターンは、雇用と子育て環境がカギだと思います。地域格差のない子育て事業をよ
ろしくお願いします。
・一日一往復でもぷらっとバスを通して欲しい。
・インターネット環境の整備。山間地域では市のホームページも見れない。企業ベースでは困難と
思われる。行政での取り組みを望みます。

【公共施設マネジメント、防災】
・旧岩脇中跡地をどうするのか。地元住民の意見を聞いて対応して欲しい。
・平岩小中学校は避難場所となっているが、正門道路のみ。二方向道路が必要と思います。

【海岸保全、観光】
・お倉ケ浜の美化で年２回のクリーン作戦を実施しているが、台風の後などはボランティアでは実
施できない。渚百選になっているので定期的な清掃を市としても考えて欲しい。
・平岩漁港のテトラポットが原因で砂浜が無くなっていると思う。私の子どもの頃は吉野川が赤岩
川の方へ流れていた。今はテトラを松林まで積んでいる。
・サーフタウンを推進するならば、金ケ浜も駐車場が必要。県外の人も駐車する場所がないと嘆い
ている。路上駐車で付近の住民が困らないようにして下さい。
・平岩地蔵尊を市観光マップにもっと大きく取り上げて欲しい。宇納間地蔵尊に勝るものにした
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページに続く】

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(22) やり方を見直して実施(6) 毎年実施しなくてよい(1)

無回答(1)

大変満足(6) 概ね満足(13) 普通(6)

少し不満(2) 不満 無回答(3)

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月17日（水）：南日向公民館

【参加者数42名：回答者数30名】

問１：年代

問２：お住まいの地区



【都市政策】
・市街化調整区域の方向性や情報発信を分かりやすくして欲しい。
・若い世代が平岩に帰ってきやすい事業をお願いしたい。調整区域を取り下げ、思い切って旧岩脇
中跡地を分譲地にするとか。

【座談会に対するもの】
・質疑応答ではなく、それぞれが意見を出し合って解決策を図る方式でやらないと「どうせ今年も
ダメだった」という失望しか残らない。
・一人一人の意見をもう少し簡潔にすると、もっと発言の機会が増えるのではないか。
・質問時間を定めておいた方がよい。時間が足りない。
・限られた時間なので、質問も一人一件にした方が出席者の多くが質問できる。出席者の様子を見
て当日判断してもらいたい。
・意見交換の時間が短い。
・事業実績の具体的な説明があってよかった。



10代 20代 30代 40代 50代(1) 60代(14)

70代(12) 80代～(3) 無回答

新町(4) 石並(2) 別府(3) 寺迫(6) 高松(2) 駅通り(1)

幸脇(5) 美々津(1) 落鹿(1) 田の原(1) 立縫(2) 飯谷(1)

遠見(1) 無回答

問４：今後の座談会について

毎年実施して欲しい(21) やり方を見直して実施(4) 毎年実施しなくてよい(1)

無回答(4)

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ

・移住促進（特に若い人。農地の宅地化等をもう少し簡単にできるようになると良い。）
・地区公民館整備事業（厳しい地区の財源に対応して欲しい。）
・防災

問６：意見・要望（自由記述）

【道路、防災】
・10号線、防災対策。
・寺迫小学校から美々津ゴルフ場までの道路の草刈り回数を増やすことを検討して欲しい。学生の
自転車転倒が多い。

【広聴、市民相談】
・目安箱みたいなものを設置して、それを知らしめて欲しい。

【教育環境】
・美々津小学校の衛生環境改善（トイレの仕切り、ドア、壁のタイル剥がれなど）

【座談会に対するもの】
・初めて参加しました。
・初めて参加したが、市政の様子がよく理解できた。
・地域の問題点などが聞けて良かった。課題の認識ができて良かった。
・時間が少し足りない。
・座談会前にある程度意見を受け付けて回答してはどうか。
・期待した回答がなかったので、もう少し時間を取ってやってみては。
・質問したかったけど時間オーバー。以前質問した後、個人的に連絡するという事だったが２年
経っても連絡なし。もう少し真面目に取り組んで欲しい。

大変満足(2) 概ね満足(16) 普通(6)

少し不満(2) 不満 無回答(4)

問３：座談会の感想

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年7月23日（火）：美々津公民館

【参加者数42名：回答者数30名】

問１：年代

問２：お住まいの地区



10代 20代(1) 30代 40代(4) 50代(9) 60代(22)

70代(21) 80代～(3) 無回答

福瀬(10) 小野田(12) 迫野内(4) 八重原(4) 坪谷(4) 越表(3)

仲深(2) 田野(2) 羽坂(2) 鶴野内(14) 無回答(3)

問１：年代

令和元年度　市長と語るまちづくり座談会　アンケート結果

令和元年６月２１日（金）：東郷公民館

【参加者数84名：回答者数60名】

毎年実施して欲しい(46) やり方を見直して実施(8) 毎年実施しなくてよい(1)

問２：お住まいの地区

問３：座談会の感想

問４：今後の座談会について

大変満足

少し不満(6)

概ね満足(22)

不満(3)

普通(23)

無回答(6)

無回答(5)

【交通手段、ぷらっとバス】
・高齢者の免許返納について。田舎暮らしには欠かせない車。返納したら（したいけど）足がなく
なり、動きが取れなくなる。その支援をするような計画を強く要望します。（ある程度の自由がき
く）
・ぷらっとバスの運行を東郷にも開始してもらいたい。一日一回位の運行では利用しづらいと思
う。もう少し便利になるよう運行してもらいたい。
・福瀬区の方々が現に今困っているのが車の便です。福瀬から327号線に出るのに歩いて行くのは
大変な事です。ぷらっとバスを週に一回でも通していただけないか。福瀬区民の願いです。
・高齢になり、運転も困難になると思いますので、福瀬方面にもぷらっとバスの運行をお願いしま
す。
・福瀬にもぷらっとバスを一日二回くらいでもお願いします。
・車の免許を持っていないので、ぷらっとバスをもっと便利に使いやすくなるように。
・スクールバスを住民も利用可能にするのは良いことだが、住民の時間帯と合うように考える必要
がある。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページに続く】

問６：意見・要望（自由記述）

・病院問題(5件)、病院問題が解決しない限り続けて欲しい。
・中山間地対策の在り方
・集落維持をどうするか。
・市全体の話もいいが、特にこの地区についてはどう考えているのか、といった話。
・地区の問題点、希望聴取
・現在の生活水準、病院、交通などの改善
・農林業・商業の振興、高齢化の中での福祉の取組
・高齢者問題対策（交通、医療等）
・子どもを産みたいと思わせる政策
・運転免許返納後対策
・東郷にはタクシーもなくて本当に困っている。
・通学路
・東郷橋の改築（福瀬大橋は改築されるが、東郷橋も改築して欲しい。）

問５：座談会で取り上げて欲しいテーマ



【その他】
・国道327号線の改良（急カーブ、幅員が狭い）を、国県に働きかけて欲しい。
・タクシー業界から「運賃外に転送料を運転手と交渉してくれ」と伝えられる。乗車していないの
に、乗車賃を請求されることはおかしい。
・ひむかＢｉｚは、実績を上げているのでしょうか。日南市を見ているとすごいと思います。市税
が投入されていると思いますが、実績がないのであれば止める、若しくは新たに人選をした方が良
いと思います。ぜひ見直しを。
・全ての産業の後継者対策、技術者、職人～見習いの若者の市税とかを他の者より安くするとか、
日本伝統産業の育成を。災害時に家屋を直す職人が不足している現状です。
・東郷学園校長住宅の老朽化が激しい。リフォームでも良いので計画して欲しい。気の毒です。
・「ひむかひこばえ学園」の生徒数に対して職員が多いようなので、内容を公表して欲しい。
・中国木材の進出で、杉は出ているがハゲ山の状態。対応が必要です。
・市職員の給料を一割カットしなさい。
・市長以下、職員の皆さん、住民福祉のために頑張ってください。

【東郷病院、医療】
・病院の在り方について早めの結論を出して欲しい。
・内科不在のため、他の病院への診療を余儀なくされている。（紹介状により転院しているので、
東郷病院へ戻りづらくなる。）
・孫と一緒に生活し、年に数回、風邪やケガと時間外診療で東郷病院を受診していましたが、病院
で診てもらえないことが不安です。
・東郷病院がこれからも安心して駆け込み、入院もできるようにお願いします。安心して生活がで
きますように。お話を聞いていただきありがとうございました。
・何より東郷病院に力を入れて欲しい。
・東郷病院を新築して欲しい。
・早く病院を。
・東郷病院については合併時の約束を果たして欲しい。医療難民になりたくない。医師が病気にな
られた場合はどう考えているのか。
・財政、スポーツも大切だが、人の命を守る病院のことにもっと力を入れて欲しい。
・病院の今後についての説明資料を配布して欲しい。
・東郷病院の医師を確保しない限り、経営も安定しないのではないか。
・すべては東郷病院の事。安心できる地域として守って欲しいと思います。
・東郷病院の役割について、もう少し地域の声を聞いて欲しい。
・なぜ東郷町学校跡は、東郷病院にしなかったのか。なぜ外の業者に売ったのか。

【地域振興】
・八重原区は現在、34戸、人口70名、その7割が高齢者となっています。あと10年しか独立した行
政区としては持たないと思っています。何か対策を！
・事務関係資材を、各区に設置して欲しい。
・各イベントへの補助金カットが大きすぎるのではないか。
・地域おこしをどうするか。村おこしをしている団体に補助金を交付してください。
・旧東郷小給食センターの管理（除草）の徹底を。車庫を整備して地元の憩いの場として無償で開
放して欲しい。

【座談会に対するもの】
・意見・要望など答弁したことを必ず実行していただきたい。
・事前アンケートにより、資料を付けて説明して欲しい。
・説明資料について、わかりやすい具体的な資料を配布して欲しい。
・将来のビジョンをわかりやすく説明をお願いします。
・身近な地区座談会なので、その地区の生の声を市長が聞く機会であります。市の説明も必要かと
思いますが、地区民の声を十分聴けるような時間を設定してはいかがでしょうか。色々な問題点も
それぞれあると思います。
・座談会を半年に一回実施して欲しい。
・座談会は、上期・下期の２回位はどうか。
・座談会へ出席できない高齢者の意見が聞けるような小さな区での実施を希望します。


