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薩摩川内市の現状と課題

平成24年４月２６日平成24年４月２６日
薩摩川内市役所

薩摩川内市の概観

○薩摩川内市は薩摩半島の北西部に位置し、南は鹿児島市といちき串木野市、北は阿
久根市に隣接する本土区域と、甑島（こしきしま）区域で構成される。平成１６年１０月
の 市 町村合併により現在の構成となったもの。

○本市総面積は約 県内市町村 最大 約 万人 人 を有する また○本市総面積は約683.50km2で県内市町村で最大、約１０万人の人口を有する。また、
近年は観光産業（特に甑島）にも力を入れている（http://www.satsumasendai-k.com/）。

◎新幹線「さくら」、「つばめ」が停車。博
多駅まで最速で１時間１５分 鹿児島中多駅まで最速で１時間１５分。鹿児島中
央駅まで最速で１３分。

◎鹿児島空港まで車で約７０分。鹿児島
市内まで約４０分（九州西回り自動車道利用）
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◎鹿児島空港～羽田空港は飛行機で約
９５分。



薩摩川内市の人口

○国勢調査によれば、平成２２年の人口は９９，５８９人。６５歳以上の人口は、約２７％。
平成１２年の人口（１０５，４６４人）比で、約５．６％減となっている。なお、県内では、
鹿児島市の６０５，８４６人が最多。

○また、同調査によれば、平成１７年の１５歳以上の就業人口は４７，１８３人。平成１２年
（４９，１０２人）比で約４％減となっている。

○更に同調査によれば、平成１７年から平成２２年にかけての本市の転入・転出状況は、
転入が１０，９０８人、転出が１１，４７４人。１５歳から１９歳で５７２人、２０歳から２５歳
の間で８３４人の転出 増となっているの間で８３４人の転出 増となっている。

○民間機関調査によれば、 将来推計人口に関し、平成４２年（２０３０年）は約８６，０００
人 ６５歳以上の人口は全体の約 ３４ ３％を占めると予想されている人、６５歳以上の人口は全体の約 ３４．３％を占めると予想されている。
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※32、42年は推計値

薩摩川内市の産業 （その１：産業全般）

○国勢調査によれば、平成１７年の就業人口は約４６，９７７人（※）。
具体的には、第１次産業は４，３５６人、第２次産業が１３，８３８人、第３次産業が
２８，７８３人（※分類不能の産業に従事する者を除く。 ）。２８，７８３人（※分類不能の産業に従事する者を除く。 ）。

○個別分野では、製造業が８，２６５人と最多で、次いで卸売・小売業が７，５８９人、医
療、福祉が５，６８３人、建設業が５，５３８人となっている。

○ 国勢調査によれば、製造業では、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製
造業及び電子部品・デバイス製造業に従事している者が多い。
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薩摩川内市の産業 （その２：産業全般）

○ 市町村民所得統計によれば、平成２１年度の市内総生産は、約３，７１６億円で、第
３次産業が７割以上を占める。 右割合のうち、電気・ガス、水道が約２割を占めて
おり 同規模人口を有する県内他地域に比べ高い割合とな ているおり、 同規模人口を有する県内他地域に比べ高い割合となっている。
なお、県内では鹿児島市の約１兆８，７１７億円が最大。

○平成１０年度以降の市内総生産額は 平成１３年度の約４ ３５５億円がピ ク○平成１０年度以降の市内総生産額は、平成１３年度の約４，３５５億円がピーク。
（財）地方自治研究機構が策定した調査によれば、同２３年度は３，４３７億円、同２８
年度は３，０５３億円まで落ち込むと推計している。

市内総生産（平成２１年度）
市内総生産の推移
（縦軸：億円、横軸：年度）

市内総生産 約３，７１６億円

第１次産業 約４３億円

第２次産業 約１ ０２ 億円第２次産業 約１，０２７億円

第３次産業 約２，８１１億円

※輸入品に課せられる税は計上せず また 帰属利子等は控除して
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出典：市町村民所得推計（平成２４年３月）

※輸入品に課せられる税は計上せず、また、帰属利子等は控除して

いないため、総生産額と第１～３次産業の合計額は合致しない。

出典：市町村民所得推計、地域資源による地域産業振興方策に関する
調査研究について（平成２４年３月）

※平成２３年度及び２８年度は、（財）地方自治研究機構による推計値。

薩摩川内市の産業 （その３）

○市町村民所得統計によれば、平成２０年度の第一次産業総生産額は約４５億円で、総生
産額の約１．２％。

○農林業センサスによれば、平成１７年の経営耕地面積は、６，０２１ha。また、耕地面積規
模別農家数に関し 平成１７年の総数は５ ９２４戸で 同面積が３０ 未満かつ農産物販模別農家数に関し、平成１７年の総数は５，９２４戸で、同面積が３０a未満かつ農産物販
売額５０万円未満の農家が３，０２１戸を占める。同面積１ha以上の農家は７５７戸。

○主要農産物等に関し、水稲、きゃべつ、温州みかん、ハウスきんかん等が主体。○主要農産物等に関し、水稲、きゃべつ、温州みかん、ハウスきんかん等が主体。

○林業に関し、本市調査によれば、平成２１年の林野面積は４０，６８１haで、そのうち
１，６９８haが竹林。林産物生産に関し、たけのこやキノコ類が主体。

○漁業に関し、本市調査によれば、平成２１年の漁業経営体数は海面漁業、内水面漁業合
わせて３７９。水揚高に関し、海面漁業は約２，４５９トンで、きびなごや、片口いわしが主
体 他方 内水面漁業は約２１トンで かに うなぎ あゆが主体体。他方、内水面漁業は約２１トンで、かに、うなぎ、あゆが主体。

5



薩摩川内市の産業 （その４）

○平成２１年度の第二次産業総生産額は約１，０２７億円で、総生産額の約２８％。ま
た、同年の第三次産業総生産額は約２，８１１億円、 総生産額の約７６％。

○京セラ、富士通（以上電子部品）、中越パルプ（製紙）等の企業が立地している。

○また立地企業のうち、自社が有する技術を活用し、エネルギー分野で事業活動を行

商業立地事例１（京セラ川内工場） 立地事例２（中越パルプ川内工場）

○また立地企業のうち、自社が有する技術を活用し、 ネルギ 分野で事業活動を行
う企業もある。

商店数 １，３５３件

従業員数 ７，５０８人

年間販売額 １，５９９億円

工業

出典：平成１９年商業統計調査

事業所数
（従業員4人以上）

１６１件

従業員数 ８，５８８人
出典：鹿児島県資料

１９６９年設立。
ファインセラミック、電子部品等を製造。

１９５４年設立。

出典：中越パルプサイト

製品出荷額等 ２，０３１億円

6
出典：平成２０年工業統計調査



○本市には 九州電力川内原子力発電所（２基：１７８万kW）及び火力発電所（２基：１００万kW）が設

薩摩川内市の発電設備の現状

○本市には、九州電力川内原子力発電所（２基：１７８万kW）及び火力発電所（２基：１００万kW）が設
置。

○新エネ設備に関し、風力発電（２５０kW。九州電力が甑島に設置。）、及び、太陽光発電（３２７kW）
が設置されているが、小規模にとどまる。

○なお、高江，久見崎地区に風力発電（出力容量約27,600kW）を建設予定。平成２６年度より営業運
転を開始予定転を開始予定。

公共施設

太陽光発電 市内小中学校 106kW

事業所

太陽光発電 施設用電源等 221kW太陽光発電 市内小中学校
１６箇所他

106kW

太陽熱利用 シャワー・温水
プール用

489.52㎡

太陽光発電 施設用電源等 221kW

風力発電 九州電力実証試験 250kW

バイオマス 黒液利用発電・メ 45 900kW
ハイブリッド
自動車

公用車 ４台 発電 タンガス熱源
施設用電源

45,900kW
（中越パルプ設備）

既設発電状況既設発電状況
（平成２４年２月現在）

太陽光 327kW
風力 250kW
バイオマス 45 900kW導入実績は極
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バイオマス 45,900kW
（中越パルプ設備）

導入実績は極
わずか

（住宅太陽光設備は除く）

薩摩川内市の歳入
○薩摩川内市の平成２４年度当初予算案に関し、一般会計が５０２．９億円、特別会

計が約２７８．６億円、企業会計の合計が約２６．４億円の計８０７．９億円を計上。

○一般会計に関し、歳入の主な内訳は１．地方交付税１７１億円（約３４％）、２．市税
約１０８ 億円（約２１％）、３．国庫支出金約７０億円（１４％）、４．市債約４５億円
（９％）となっている。また、一般会計のうち、３２．６％が自主財源（市税等）。

○市税 関 主な内訳は 固定資産税約 億 （約 ） 市民税約 億○市税に関し、主な内訳は、１．固定資産税約６１億円（約５６％）、２．市民税約３５億
円（個人、法人の合計：約３３％）、３．市たばこ税５．４億円（約５％）となっている。

当初予算額及び市税の推移 平成２４年度市民税の内訳当初予算額及び市税の推移
（横軸：和暦年（平成、縦軸：億円））

平成２４年度市民税の内訳
（単位：億円））

市民税 約３５億円

個人分 ２９億円

法人分 ６億円
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○更なる少子・高齢化社会が進展、将来の人口減によるまちの活力喪失が懸念 される。

薩摩川内市が抱える課題

○本市の活力創出に向けた就業人口定着を促進するため、市内の産業振興や雇用確保を進めると
ともに、少子高齢化社会も念頭に置いた、市民の安心・安全を確保する必要がある。

○上記政策課題に対応する一方、合併１０年が経過した平成２７年度より、５年間で合併支援措置が
縮減される。平成３２年度の一般会計規模は、同２６年度比で約４２億円圧縮（なお、同２４年度
の一般会計規模は約５０２．９億円。）。平成２４年度中に行財政の方向性を示し、具体的作業に着
手予定手予定。

今後の方向性

●総人口：約11 529万人（平成22年は12 725万人）

参考：平成42年（２０３０年）の見通し

施策の

方向づけ

●総人口：約11,529万人（平成22年は12,725万人）
●実質GDP：737.5兆円（同年は526.5兆円）
●最終エネルギー消費：424原油換算百万kL（省エネ対策なし）

(平成19年は408同百万ｋL)
●42年度一次エネルギー供給：517百万kL（省エネ対策後）

(平成 年度は 百 )

以下３項目の一体推進

(平成19年度は592百万kL)
●同年度発電電力量：10,200億kWh(節電対策後)

(平成19年度10,305億kWh) 
（出典：総合エネルギー調査会省エネ部会（17回）資料）

財源の

重点化
歳出削減

課題
○まちの活力喪失（人口減、高齢化率上昇）
○財政規模縮減
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対処
○行財政運営の方向性を示し、歳出削減、施策の優先付

け、財源 の重点化を一体的に推進。

第１次薩摩川内市総合計画

○本市は平成１６年の合併を契機に、（１）地域力の創出、（２）都市力の最大発揮、（３）、市民参画に
よるまちづくり、（４）実効性の高い行政経営を基本理念とした本総合計画づくりに着手。

○本総合計画は （１）本市として目指すべき方向性を１０年単位（平成１７年度 ２６年度の１０年間）○本総合計画は、（１）本市として目指すべき方向性を１０年単位（平成１７年度～２６年度の１０年間）
で示した基本構想（※）、（２）市政経営の指針で上記期間を上期・下期に分割した基本計画、（３）
個々の事業を盛り込んだ実施計画（３年間の計画期間）の３層構造となっており、基本構想を平成
１７年６月、同基本計画を平成１８年３月に策定。年 月、同基本計画を平成 年 月 策定。

○社会情勢の急速な変化に対応するため、平成２２年３月、基本構想の一部変更、下期基本計画を
策定。

○また、平成２４年２月、２４年度～２６年度 実施計画を策定。なお、実施計画は毎年見直し。

（※）基本構想の構成（参考：総合計画の内訳）

１．基本理念：“地域力”が奏でる“都市力”の創出。

２．将来都市像：市民が創り、市民が育む交流躍動都市。

基本構想（１０年）

基本計画（５年毎策定）

上位

３．８つの施策の基本方針（１）コミュニティ、（２）保健福祉、
（３）教育文化、（４）生活環境、（５）産業振興、（６）社会基盤、
（７）市民参画、（８）都市経営。

４ 薩摩川内市 体化躍動プラン（次ペ ジ参照）

（上記１０年間を上期・下期に分割）

実施計画（３年毎策定）
（毎年見直し）
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４．薩摩川内市一体化躍動プラン（次ページ参照）：
（１）地域力再生プロジェクト、（２）都市力創出プロジェクト、
（３）交流活力創出プロジェクト、（４）市政改革プロジェクト総合計画は3層構造

下位



平成２４年度薩摩川内市重点取り組み分野

○平成２４年度重点分野は、以下の６分野。前頁の総合計画と連動。
（カッコ内は、該当する基本構想躍動化一体プラン名）

１．ゴールド集落の再生活動支援（地域力再生）
２．子育てしやすい環境づくりの推進（同上）
３．環境・エネルギー対策の推進（同上）
４．社会基盤の計画的維持・整備（都市力創出）
５．シティセールスによる観光・交流人口の増大（交流活力創出）
６．安定した産業（農林、畜産、水産、商工）経営の推進と、新たな地域雇用の創出

（同上）

（参考）重点分野と事業例

１．ゴールド集落の再生活動支援：３，８２３万円。例：ゴールド集落活性化事業補助金（１，６２８万円）

２．子育てしやすい環境づくりの推進：約５７億,７８６７万円（子ども手当支給事業約１８億円を含む。）。
例：子ども医療費助成事業（３億７２６３万円）

３ 環境・エネルギー対策の推進（詳細後述）：約２億１ ７００万円３．環境・エネルギー対策の推進（詳細後述）：約２億１，７００万円

４．社会基盤の計画的維持・整備：約１億７９０万円。例：公共住宅ストック総合改善事業（７，０４３万円）

５．シティセールスによる観光・交流人口の増大：約６，９９４万円。例：薩摩川内市観光協会運営補助金（３，１２０万円）シティ る観光 交流 増大 約 ， 。例 薩摩川内市観光協会運営補助 （ ， ）

６．安定した産業（農林・畜産・水産・商工）経営の推進と、新たな地域雇用の創出：３億９３万円
例：企業立地促進事業（５，１５０万円）
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平成２４年度環境・エネルギー分野での取り組み

○環境・エネルギー対策に関し、以下の４事業を実施予定。

○次世代エネルギ 推進基金事業に関し 具体的事業は未定だが ビジョンや行動○次世代エネルギー推進基金事業に関し、具体的事業は未定だが、ビジョンや行動
計画策定の過程で決定する方針。

（参考）環境・エネルギー対策の推進に係る平成２４年度事業案
（以下１．及び３．は、実施計画では「生活環境」項目の環境対策部分に記載。）

１．新エネルギービジョン策定事業（新規：３５，０１４千円）
ビジョン・行動計画策定費等

２．次世代エネルギー推進基金事業（新規：１０２，０００千円）
関連事業推進のための基金

３ 地球にやさしい環境整備事業補助金（３０ ０００千円）３．地球にやさしい環境整備事業補助金（３０，０００千円）
住宅太陽光、電気自動車購入等補助

４．環境施設周辺整備事業

13

森林施業促進と風力発電の促進を目的とした林道整備（新規：５０，０００千円）


