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プロジェクト名 自立都市創造プラン（①地域ブランド創出プロジェクト）
　

　人口減尐社会の到来や厳しい財政環境、このような中での地方分権社会のへの移行、さらには、これら
を背景とした地域間・都市間競争の激化など、地方自治体にとって厳しい状況が続く中、地域が自立し、
発展していくために、地域の資源や特性を生かした地域経済の活性化と競争力の向上に向けた取組を
進める。

地域ブランドの創出（地域ブランド創出推進事業、深蒸し茶の郷かのやづくり事業など）

基軸となる第1次産業の振興(担い手育成確保対策事業、かのや食と農の交流推進事業など）

地場産業の振興と企業立地の促進（地場産業振興支援事業、内発型産業育成支援事業など）

交流人口の増加促進（ばらを活かしたまちづくり推進事業、スポーツ合宿まちづくり推進事業など）

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

地域ブランドロゴマーク等の使用団体数 団体 - 6 - 5

- 60.0 - 72.1

平　成
23年度

目標値
達成率

83.33

120.17

地産地消推進店の数 店舗 0 12 9 16 133.33

地域ブランドに対する市民の認識度 ％

659 90.27

域外アンテナショップ数 店舗 3 4 3 3

2 8 4 10

75.00

認定農業者数 経営体 700 730 733

125.00

エコファーマー農家戸数 戸 388 380 356 383 100.79

かごしま農林水産物認証制度（GAP手法）の導入品目数 品目

20 86.96

肉用牛頭数（繁殖雌牛） 頭 19,000 19,200 19,355 18,967

17.6 23.0 19.8 21.9

98.79

県営土地改良事業整備地区数（類計） 地区 19 23 20

95.22

立地協定企業数及びバイオマス関連企業 社 30 39 33 36 92.31

農地の利用集積率 ％

スポーツ合宿参加人数（延べ人数） 人 - 1,000 930 1334 133.40

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

農林水産業の振興（生産基盤の整備、後継
者の育成など）

満足度 2.88 2.89 -0.4
重要度 2.54 2.54 0.0

農林水産物や観光資源などの地域資源・特
性を生かした産業等の振興

満足度 2.91 2.86 1.8
重要度 2.51 2.54 -1.2

地場産品のブランド化の推進
満足度 2.96 2.93 1.1
重要度 2.47 2.47 0.0

中小企業・地場産業の育成、支援
満足度 2.74 2.75 -0.4
重要度 2.58 2.56 0.8

起業の支援や新産業の創出
満足度 2.68 2.68 0.0
重要度 2.49 2.46 1.3

企業誘致の推進
満足度 2.58 2.54 1.6
重要度 2.54 2.52 0.8

雇用機会の創出などに関する取り組みの推
進

満足度 2.57 2.57 0.0
重要度 2.64 2.63 0.4

0.0

スポーツの振興や施設の整備
満足度 3.2 3.19 0.4
重要度 2.33 2.35 -0.9

地域の歴史資源の保護や活用
満足度 3.11 3 3.7
重要度 2.26 2.26

１ 目 的

２ 取組と主な事業

３ 施策の指標

４ 市民アンケート
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総合計画前期基本計画検証シート

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

○地域ブランドの創出について、市民や地域に「かのやブランド」の定着化を図るため、ロゴ
マーク・キャッチフレーズの広報、ＰＲを行った結果、マーク等の認知度は、目標値を上回っ
た。

○第１次産業の振興について、化学肥料や農薬の低減により環境への負荷を軽減し、安全・安心
な農産物の提供に努めた。

○中小企業や地場産品の育成について、市民アンケートによると前回と比較して重要度は増加し
ているものの、満足度は低下していることから、地域産業の活性化が強く望まれており、目に見
える一定の成果が必要であると考えられる。

◆かのやブランドとして認定された商品がないことから、今後、関係各課において、施設整備や
商品開発等の支援などとともに、関係団体等と連絡・調整を行い、官民一体となってブランド認
定の取組を推進していく必要がある。

◆担い手の育成について、高齢化や後継者不足が進んでいることから、新規就農者や後継者の育
成・確保など、引き続き取組を推進していく必要がある。

◆交流人口の増加促進について、地域の資源及び特性を生かし、かのやばら園やグリーンツーリ
ズム、産学官連携によるスポーツ合宿など各種事業を展開し、交流人口の増加に努めているが、
新幹線の全線開業の効果を誘引していくためにも、さらに魅力のある事業を展開していく必要が
ある。

５ 検 証
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プロジェクト名 自立都市創造プラン（②安全・安心のまちづくりプロジェクト）
　

　地域を活性化していくためには、市民が安全で安心に暮らせる環境づくりと、産業振興・交流を支える
基盤の充実が必要であり、これらの都市基盤・環境の充実を進める。

安全・安心な生活基盤の充実（防災・行政・地域情報伝達システム整備事業、排水路整備事業など）

環境保全の取り組みの充実（環境対策推進事業、地球温暖化対策推進事業など）

産業を支える都市基盤の充実（総合交通対策事業、大隅総合開発期成会事業など）

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

平　成
23年度

目標値
達成率

冠水箇所整備率 ％ 12.0 22.0 14.0 22 100.00

夜間急病センターの受診者数 人/年 8600 7,900 8,004 6,638

肝属川のBOD値 mg/l 3.1 3.0 3.1 2.7

基 6,806 10,001 8,247 9,515

84.03

111.11

95.14

交通体系の再構築数 地区 － 2 － 2 100.00

小型合併浄化槽整備基数

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

病院・診療所等の医療施設や救急医療の充
実

満足度 3.36 3.3 1.9
重要度 2.85 2.8 1.8

公害防止等の環境保全対策や良好な自然環
境の保全

満足度 3.28 3.21 2.2
重要度 2.68 2.72 -1.5

リサイクル推進・ごみの減量化対策の充実
満足度 3.58 3.38 6.0
重要度 2.71 2.75 -1.5

ごみの収集、処理体制の充実
満足度 3.71 3.48 6.7
重要度 2.74 2.79 -1.8

国道・県道などの幹線道路の整備
満足度 3.16 3.08 2.6
重要度 2.56 2.51 2.0

公共交通機関の利便性の向上の促進
満足度 2.69 2.59 3.9
重要度 2.53 2.52 0.4

下水道など生活排水処理施設の整備
満足度 3.15 3.07 2.7
重要度 2.51 2.53 -0.8

治山、治水、砂防など災害対策の強化
満足度 3.07 2.97 3.4
重要度 2.55 2.57 -0.8

-1.7

学校教育施設・教育内容の充実
満足度 3.12 3.03 3.0
重要度 2.61 2.68 -2.7

広域行政、広域連携の推進
満足度 3 2.93 2.4
重要度 2.33 2.37

１ 目 的

２ 取組と主な事業

３ 施策の指標

４ 市民アンケート
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総合計画前期基本計画検証シート

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

○救急医療体制の充実について、夜間急病センターを設置し、夜間急病電話相談への対応
（6,337件）により、平成24年度目標値の7,900件に対し、平成23年度利用者数は6,638件と初期
医療体制の確保が図れた。

○環境保全の取組の充実について、エコカーを活用した環境教育を推進し啓発活動を行うととも
に、住宅用太陽光発電システムの設置補助等による地球温暖化対策に取り組んだ。また、小型合
併処理浄化槽の設置補助により、水質汚濁防止に努めている。

○大隅地域４市５町での広域連携事業により、東九州自動車道を始めとする高速交通体系は、
徐々にではあるが、整備が進んでいる。
　また、大隅半島唯一の公共交通機関である路線バスについて、鹿児島中央駅～鹿屋間の直行バ
スを始め、地域住民の足となるコミュニティバスなど、今後も利便性の高い交通体系の構築を進
めていくこととしている。

５ 検 証
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プロジェクト名 自立都市創造プラン（③地域づくり・人づくりプロジェクト）
　

　地域が真に自立し発展していくためには、地域づくりの主体となる人づくり、体制づくりが重要となりま
す。そのため、地域コミュニティの活性化やＮＰＯ等の多様なまちづくりの主体との連携を進めるとともに、
地域を担う人材の育成を図っていく取組を進めます。

地域コミュニティ活動の充実・強化（町内会経費、自治公民館整備事業など）

共生・協働のまちづくりの推進（市民活動支援事業、男女共同参画推進事業など）

学校や地域における人材育成（教育改革推進事業、小・中学校施設耐震化促進事業など）

国際交流の推進による人材育成（外国青年招致事業、かのや英語大好き事業など）

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

平　成
23年度

目標値
達成率

町内会加入率（世帯） ％ 77.2 80.0 78.3 77.3 96.63

2 共生・協働むらづくりに取り組んでいる地区数 地区 1 6 1

地域コミュニティ協議会（仮称）設置数 地区 － 2 － 0

110 91.67

1 16.67

2 33.33

20.3 24.8 20.4 21.3

0.00

ふれあい活動（レクリエーション）開催数 回 － 120 105.0

85.89

ＮＰＯ法人認証団体数・ボランティア団体登録数 団体 75 110 91 109 99.09

審議会等への女性委員の登用率 ％

82.7 123.62

総合型地域スポーツクラブ会員数 人 3,552 4,200 3,846 3241

39.7 75.0 44.1 70.3

77.17

学校施設の耐震化率 　(小学校) ％ 47.6 66.9 50.3

93.73

　　　　　　　〃　　　　　　　(女子高） ％ 31.3 37.5 31.3 37.5 100.00

　　　　　　　〃　　　　　　　(中学校） ％

97.8 102.9

地区懇話会設置地区数 地区 1 6 1 3 50.00

英語の時間を楽しいと感じている小学生の割合 ％ － 95.0 96.8

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

公民館や集会場などのコミュニティ施設の整
備

満足度 3.25 3.2 1.6
重要度 2.31 2.33 -0.9

地域コミュニティ活動の充実・強化※
満足度 3.15 － －
重要度 2.31 － －

防犯体制への取り組みの充実
満足度 3.25 3.18 2.3
重要度 2.71 2.71 0.0

子育て支援の充実
満足度 3.19 3.06 4.3
重要度 2.63 2.63 0.0

高齢者福祉サービスの充実
満足度 3.3 3.07 7.5
重要度 2.68 2.69 -0.4

障害者福祉の充実
満足度 3.23 3 7.7
重要度 2.6 2.6 0.0

地域福祉活動の充実に向けた人材育成と体
制の整備

満足度 3.03 2.93 3.5
重要度 2.54 2.54 0.0

共生・協働のまちづくりの推進※
満足度 3.08 － －
重要度 2.3 － －

１ 目 的

２ 取組と主な事業

３ 施策の指標

４ 市民アンケート
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総合計画前期基本計画検証シート

男女共同参画社会づくりの推進
満足度 3.13 3.06 2.3
重要度 2.14 2.13 0.5

ＮＰＯやボランティア活動支援の推進
満足度 3.11 3.02 3.0
重要度 2.27 2.22 2.3

幼児教育の充実
満足度 3.14 3.1 1.3
重要度 2.55 2.53 0.8

-1.9

学校教育施設・教育内容の充実
満足度 3.12 3.03 3.0
重要度 2.61 2.68 -2.7

2.06 1.5

健全で心豊かな児童育成など社会教育の充
実

満足度 3.12 3.03 3.0
重要度 2.59 2.64

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

※「地域コミュニティ活動の充実・強化」及び「共生・協働のまちづくりの推進」については、前回の調査項目になかったことから、比較はできな
かったもの

○地域コミュニティ活動の充実・強化について、尐子高齢化や核家族化が進む中にあって、高齢
者への声掛けや見守り活動等に取り組んでいるが、世代を超えた交流や地域活動など、共に支え
合い、助け合える環境を形成するため、地域コミュニティの基盤の構築をさらに推進していく必
要がある。

○共生・協働のまちづくりの推進について、男女共同参画社会の実現のための講演会の開催、研
修会等の広報・啓発活動の実施、ＮＰＯ法人等のアイデアを生かした市民とのパートナーシップ
事業などを実施してきており、関係する施策の指標は目標値に着実に近づいているが、コミュニ
ティ・プラットホーム（近隣自治組織）の構築を目指し、今後さらなる取組が必要である。

○学校教育環境の充実について、東日本大震災の被害を踏まえ、市内の小・中学校施設の耐震診
断を前倒しして実施したことから、耐震化率は、小学校が68.4％、中学校が65.6％となった。北
部学校給食センター（仮称）の建設は、財政調整のため一時中断していることから、既存施設の
効率的・効果的な運営に努めるとともに、今後の方針を検討していく。

○国際交流の推進による人材育成について、各小・中学校や女子高へのALTの派遣、「かのや英
語大好き事業」、中・高生を対象とした海外研修事業などにより、外国語教育の充実及び国際的
感覚の養成に取り組んでいる。今後も国際性豊かな人材育成や地域活性化に引き続き取り組んで
いく。

国際交流の取り組みの推進
満足度 3.19 3.12 2.3
重要度 2.09

５ 検 証
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総合計画前期基本計画検証シート

1

1

2

3

4

5

※「共生・協働のまちづくりの推進」については、前回の調査項目になかったことから、比較はできなかったもの

平　成
23年度

目標値
達成率

プロジェクト名 自立都市創造プラン（④市政改革プロジェクト）
　

　鹿屋市が真に自立した都市を目指すためには、まちづくりの多様な主体の中で、要の役割を担う行政
自体の基盤強化が重要です。このようなことから、行政が担うべき役割の重点化とともに、健全財政の堅
持に向けた取組を推進し、行財政基盤の強化を図ります。また、大隅地域の中核都市として、広域行政
を効果的に推進します。

行財政基盤の強化（職員研修経費、大隅総合開発期成会事業など）

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

885 97.29

職員一人当たり研修参加回数 回 0.89 1.30 1.27 1.81

95.1 91.9 92.0 87.0

139.23

職員数 人 1021 861 948

94.67

実質公債費比率 ％ 12.3 11.7 12.2 11.9 101.71

経常収支比率 ％

－
重要度

160.00財産台帳の整備による市有財産売却等の推進 件 － 5 － 8

重要度 2.14

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

共生・協働のまちづくりの推進※
満足度 3.08 －

2.45 2.49

2.3 － －

男女共同参画社会づくりの推進
満足度 3.13 3.06 2.3

2.37 -1.7

2.13 0.5

行財政改革の推進
満足度 2.87 2.79 2.9
重要度

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

○行財政基盤の強化について、行財政改革大綱や定員適正化計画などに基づき、事務事業の見直
しや職員の削減などを計画的に実施し、健全財政の堅持及びスリムで効率的・効果的な組織の構
築等に努めることができた。
　なお、職員数について、今後もさらに削減することから、職員研修及び人事評価システムの充
実を図りながら、尐数精鋭の組織づくりを進めていく。

○広域行政について、大隅地域の中心都市として、大隅定住自立圏構想を推進し、圏域の各市町
と連携しながら、地域の浮揚、発展に努めることができた。

-1.7

広域行政、広域連携の推進
満足度 3 2.93 2.4
重要度 2.33

１ 目 的

２ 取組と主な事業

３ 施策の指標

４ 市民アンケート

５ 検 証
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総合計画前期基本計画検証シート
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1

2

3

4

5

地域福祉活動の充実に向けた人材育成と体
制の整備

満足度 3.03 2.93 3.5
重要度 2.54 2.54 0.0

障害者福祉の充実
満足度 3.23 3 7.7
重要度 2.6 2.6 0.0

0.0

高齢者福祉サービスの充実
満足度 3.3 3.07 7.5
重要度 2.68 2.69 -0.4

2.8 1.8

子育て支援の充実
満足度 3.19 3.06 4.3
重要度 2.63 2.63

2.74 2.7 1.5
病院・診療所等の医療施設や救急医療の充
実

満足度 3.36 3.3 1.9
重要度 2.85

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

保健のサービス（検診、予防接種、健康相談
等）の実施や健康づくりへの支援

満足度 3.75 3.7 1.4
重要度

ファミリー・サポート・センター会員数 人 302 600 467

4 100.00

222.73

シルバー人材センター会員数 人

571 95.17

生活保護者の年間の就労開始者（割合）
就労支援対象者に対す

る就労開始者の割合 4 4 2

障害者施設入所者の地域生活への移行者数（累計） 人 9 22 15 49

特定健康診査の受診率 ％ － 65.0 24.5

73.89

目標値
（H24）

741 900 680 665

目標値
達成率

33.0 50.77

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

平成
2１年度

平　成
23年度

分野別計画 第１章　地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり
　

生涯にわたる健康づくりの推進
　市民の健康をより一層向上させるため、「鹿屋市健康づくり計画」に基づいた事業を推進するとともに、
市民やNPO等の各種団体との共生・協働による健康づくりを推進します。
　 また、良質かつ適切な医療提供体制の充実を図ります。

ふれあいの福祉の創造
   尐子高齢化が急速に進展する中、子どもから高齢者まで、すべての市民が安心して、いきいき健
やかに暮らせるまちを目指して、福祉・社会保障の取組等の充実を図ります。

１ 目 的

２ 施策体系

３ 施策の指標

４ 市民アンケート

生涯にわたる健康づくりの推進

ふれあいの福祉の創造

② 保健活動の充実

③ 健康診査の推進

④ 健康づくり団体の育成

⑤ 医療体制の充実

① 健康づくりの推進

高齢者福祉の充実

障害者（児）福祉の充実

児童・家庭福祉の充実

地域福祉の充実

社会保障の充実

ふれあいの福祉の創造

① 地域ネットワークシステムの確立

② 在宅福祉サービスの充実

③ 地域密着型サービスの充実

④ 居住環境の整備

⑤ 生きがい対策の推進

① 障害者への理解と社会参加の促進

② 地域における生活支援体制の確立

③ 生活環境の整備

① 安心して子どもを生み、育てられる地域環境の形成

② 子育て支援サービスの充実

③ 子育て中の家庭への経済的支援の充実

④ 母子・父子家庭等の子育て支援方策 及び福祉の充実

⑤ 子どもの人権尊重及び保護の推進

① 地域福祉の向上

② 地域福祉推進体制の充実

① 国民健康保険・後期高齢者医療の充実

② 介護保険の充実

③ 国民年金の充実

④ 低所得者福祉の充実
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〇疾病の早期発見・早期治療のための特定健康診査の受診率向上を図るため、未受診者への受診
勧奨や広報かのや等による周知活動に取り組んだものの、受診率は33％で、目標の半分程度の水
準である。

〇高齢者の社会参加や生きがいのある生活を支援するため、シルバー人材センター、老人クラブ
等への助成事業に取り組み、シルバー人材センターの会員は665人で、目標の７割の水準となっ
ている。

〇障害者（児）の自立した日常又は社会生活を支援するため、介護支援や自立訓練、就労継続支
援などの自立支援給付事業に取り組み、障害者支援施設入所者の地域生活への移行者は累計で49
人で、目標の2.2倍の水準となっている。

〇セーフティネットとしての生活保護の適正な実施及び自立支援のため、就労支援員による個別
訪問やハローワーク同行訪問などに取り組み、生活保護者の年間の就労開始者は就労支援対象者
の４割で、目標と同水準となっている。

〇保護者が心のゆとりを持って子育てができ、育児と仕事の両立できる環境を整備するため、一
時預かり事業や地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業に取り組み、
ファミリー・サポート・センター会員数は571人で、目標の約９割の水準となっている。
　また、これらの事業について、これまで次世代育成支援対策交付金として取り組んできたが、
国が「地方が地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充することができるような新たな交付
金を設ける」こととしたため、平成23年度からは次世代育成対策交付金を改組し「子育て支援交
付金」へ移行している。

◆市町村国保における特定健康診査の受診率は、全保険者の中で最も低い状況にあり、未受診者
へ受診勧奨や広報、周知活動を、より一層強化し、継続的に行う必要がある。

◆失業による収入減、医療費の負担増、施設入所による負担増などにより、生活保護申請が急増
しており、当該相談業務への対応強化が必要である。これに伴い、生活保護費も急増しており、
制度の適正な運用と生活保護者の自立支援の取組が一層重要である。

※　完了又は休止若しくは廃止となった事業
　・　障害者基本計画策定事業（平成23年度で策定完了）
　・　障害者の就労機会拡大支援事業（基金終了により完了）

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

５ 検 証
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1

分野別計画 第２章　創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり
　

生涯学習社会の形成
　市民の誰もが、生涯を通じて学ぶことができる学習機会の創出や情報提供に努めるとともに、青尐年教
育や家庭教育等の充実を図ります。
　また、心豊かで創造力あふれる児童・生徒を育成するため、学校教育の充実を図ります。

人権を尊重する平和な社会の実現
　学校や社会において、人権に関する教育や啓発活動を推進し、市民の人権に対する正しい知識と理
解を深め、互いの人格を認め合い、ともに生きる平和な社会づくりに努めます。

市民文化の振興
　市民の多様な芸術・文化活動を促進・支援する取り組みや体制等の充実に努め、市民文化の振興を
図ります。
　また、各地域の伝統芸能の継承や文化財の保存に努め、郷土の歴史・文化に対する市民意識の高揚
を図ります。

スポーツ活動の振興
　市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツを楽しむことができる環境や取り組みの
充実に努め、市民のスポーツ活動の振興を図ります。
　また、スポーツやレクリエーションに関する大会・イベント等の開催・誘致による地域活性化を図ります。

国際性豊かな人づくりの推進
　本市の国際交流活動の拠点である、アジア・太平洋農村研修村を活用した取り組み等を推進し、国際
交流活動の活性化を図ります。
　また、英語教育における外国青年の起用や、小学校の早期における英語教育の導入、中・高校生の海
外派遣等により、国際化社会に対応できる人材の育成を図ります。

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

平　成
23年度

目標値
達成率

生涯学習出前講座受講者数 人/年 8,454 8,000 6,615.0 8,525 106.56

2 市民講座受講者数（公民館各種講座） 人/年 1,905 2,400 1,796
1,880 78.33

2,665 111.04

3
「基礎・基本」定着度調査通過率（学力向
上）
（県平均を100としたときの比較）

小学校 ％ － 100.0 102.4 100.50 100.50

中学校 ％ － 100.0 99.8 97.4 97.40

4
不登校を理由に年間30日以上欠席した児
童生徒の在籍数に占める割合
（※県平均を100としたときの比較）

小学校 ％ 128.6 120.0 147.8 112 93.33

中学校 ％ 88.4 100.0 100.4 100.3 100.30

5 子ども会加入率
小学校 ％ 84.0 80.0 79.4 74.8 93.50

中学校 ％ 39.0 40.0 33.5 32.1 80.25

１ 目 的

２ 施策体系

３ 施策の指標

生涯学習の推進

学校教育の充実

社会教育の充実

生涯学習社会の形成

① 生涯学習体制の充実

② 生涯学習活動の推進

③ 生涯学習施設の充実

① 幼児教育の充実

② 義務教育の充実

③ 高校・高等教育の充実

① 成人教育の充実

② 青尐年健全育成への支援

③ 家庭教育の充実

① 人権教育と啓発の推進

人権を尊重する平和な社会の実現

① 文化活動の促進と環境づくり

② 伝統芸能の継承

③ 文化財の保存

市民文化の振興

① スポーツ活動の推進

② スポーツ施設の整備・充実

③ スポーツ交流の推進

スポーツ活動の振興

① 国際交流活動の推進

国際性豊かな人づくりの推進
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7

8

9

10

11

6 家庭教育学級開設数・学級生徒数
学級 57 50 50

人 2,138 2,000 1,983 1,745 87.25

4,274 4,500 3,563 4,578

48 96.00

101.73

文化会館入場者数 人 58,081 60,000 52,950 52,659 87.77

人権ポスター、標語コンクールの出品数 点/年1回

39 100.00

文化財紹介事業参加者数 人 1,049 1,100 1,136 3,510

185 225 209 270

319.09

成人の週１回以上のスポーツ実施率 ％ 31.9 39 －

120.00鹿屋市国際交流協会会員数 会員

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

幼児教育の充実
満足度 3.14 3.1 1.3
重要度 2.55 2.53 0.8

学校教育施設・教育内容の充実
満足度 3.12 3.03 3.0
重要度 2.61 2.68 -2.7

健全で心豊かな児童育成など社会教育の充
実

満足度 3.12 3.03 3.0
重要度 2.59 2.64 -1.9

生涯学習環境の充実や施設の整備
満足度 3.22 3.13 2.9
重要度 2.39 2.41 -0.9

スポーツの振興や施設の整備
満足度 3.2 3.19 0.4
重要度 2.33 2.35 -0.9

地域の歴史資源の保護や活用
満足度 3.11 3 3.7
重要度 2.26 2.26 0.0

1.5

文化施設、芸術・文化活動の充実
満足度 3.03 2.89 4.9
重要度 2.31 2.3 0.5

○生涯学習社会の形成について、学習の機会を提供する市民講座を、受講生の声を踏まえ、尐な
い実施回数でも効果的で継続性のある魅力ある講座となるよう見直しを行ってきたこともあり、
市民の満足度が高くなっていることがうかがえる。

○学校教育について、多様化・高度化する教育ニーズに対応しながら、児童・生徒の基礎学力の
向上に向けた事業を展開することができた。また、不登校の児童・生徒に対して保護者や学校、
関係機関等と連携して学校復帰に向けた支援や指導の充実が図られた。

○本市の人権教育・啓発施策の指針となる「鹿屋市人権教育・啓発基本計画」を策定するととも
に、人権問題について正しく理解し、認識を深めるため講演会の開催、標語コンクール、人権啓
発ポスターの作成・展示など、人権に関する学習機会の提供、啓発活動に努めた。

○市民文化の振興について、各地域に伝わる特色ある文化財の保存・継承を図るとともに、歴史
資料の展示や公開、体験学習などにより、多くの市民の関心を高めることができた。今後は文化
財を観光資源として活用し、交流人口の増加を図っていくこととしている。

○市民の生涯スポーツ・競技スポーツの振興を図るため、総合型地域スポーツクラブや市体育協
会等を支援し、スポーツイベントやスポーツ教室を開催するなど、スポーツに触れる機会を提供
している。また、鹿屋体育大学との連携により、質の高い指導により青尐年の競技力向上等を図
ることができた。

○国際交流について、韓国等、アジア諸国との交流が盛んになっており、国際交流協会の会員数
が平成24年度の目標値を大きく上回っている。

◆体育館等の老朽化が顕著になっており、市内の体育施設の在り方について検討する必要があ
る。

◆アジア・太平洋農村研修村を活用した交流事業をさらに展開し、交流人口増加策を検討する必
要がある。

国際交流の取り組みの推進
満足度 3.19 3.12 2.3
重要度 2.09 2.06

４ 市民アンケート

５ 検 証
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※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

○生涯学習社会の形成について、学習の機会を提供する市民講座を、受講生の声を踏まえ、尐な
い実施回数でも効果的で継続性のある魅力ある講座となるよう見直しを行ってきたこともあり、
市民の満足度が高くなっていることがうかがえる。

○学校教育について、多様化・高度化する教育ニーズに対応しながら、児童・生徒の基礎学力の
向上に向けた事業を展開することができた。また、不登校の児童・生徒に対して保護者や学校、
関係機関等と連携して学校復帰に向けた支援や指導の充実が図られた。

○本市の人権教育・啓発施策の指針となる「鹿屋市人権教育・啓発基本計画」を策定するととも
に、人権問題について正しく理解し、認識を深めるため講演会の開催、標語コンクール、人権啓
発ポスターの作成・展示など、人権に関する学習機会の提供、啓発活動に努めた。

○市民文化の振興について、各地域に伝わる特色ある文化財の保存・継承を図るとともに、歴史
資料の展示や公開、体験学習などにより、多くの市民の関心を高めることができた。今後は文化
財を観光資源として活用し、交流人口の増加を図っていくこととしている。

○市民の生涯スポーツ・競技スポーツの振興を図るため、総合型地域スポーツクラブや市体育協
会等を支援し、スポーツイベントやスポーツ教室を開催するなど、スポーツに触れる機会を提供
している。また、鹿屋体育大学との連携により、質の高い指導により青尐年の競技力向上等を図
ることができた。

○国際交流について、韓国等、アジア諸国との交流が盛んになっており、国際交流協会の会員数
が平成24年度の目標値を大きく上回っている。

◆体育館等の老朽化が顕著になっており、市内の体育施設の在り方について検討する必要があ
る。

◆アジア・太平洋農村研修村を活用した交流事業をさらに展開し、交流人口増加策を検討する必
要がある。
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1

2

3

4

5

6

7

-0.8

行政相談、窓口サービスの充実
満足度 3.14 3.04 3.3
重要度 2.59 2.54 2.0

2.71 0.0

治山、治水、砂防など災害対策の強化
満足度 3.07 2.97 3.4
重要度 2.55

防犯体制への取り組みの充実
満足度 3.25 3.18 2.3
重要度

3.26 3.31 -1.6

2.57

2.72 2.7 0.8

98.38

117.47

重要度

2.71

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

交通安全への取り組みの充実
満足度

消費生活啓発者数 人 1,322 1,700 1,338 1,997

交通事故件数 件 827 800 851 787

102.18

防空壕埋戻し整備率 ％ 81.0 93.0 91.0 96.4 103.66

防犯灯設置数 灯 6,193 6,728 6,457 6,875

60.00

急傾斜地危険箇所の整備率 ％ 29 30.0 29.0 30 100.00

山地の崩壊土砂流失防止整備地区数（塁系） 地区 15 30 18 18

平　成
23年度

目標値
達成率

消防団員定数充足率 ％ 90.2 92.0 91.1 91.7 99.67

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

分野別計画 第３章　安全・安心な暮らしのあるまちづくり
　

安全・安心のまちづくり
   防災、消防・救急、治山・治水などの取組や体制を充実・強化し、市民が安心して生活できる、やすら
ぎのある安全なまちづくりを推進します。
　また、災害発生時における海上自衛隊鹿屋航空基地との協力体制の充実を図ります。

１ 目 的

市民アンケート

施策体系

施策の指標

市民アンケート

防災体制の充実

消防・救急体制の充実

治山・治水対策の充実

基地対策の充実

防犯・消費生活相談体制の充実

安全・安心のまちづくり

① 防災情報提供の充実

② 自主防災組織の充実

③ 防空壕対策の充実

① 広域消防の充実
② 消防団の充実

③ 救急体制の充実

① 土砂災害危険箇所の整備

② 雨水排水対策の総合的な推進

① 基地周辺地区の環境対策の促進

② 災害発生時における協力体制の充実

① 防犯意識の啓発

② 防犯体制の確立

③ 消費生活相談体制の充実

交通安全の推進 ① 交通安全施設の維持・整備
② 交通安全思想の普及徹底

市民アンケート

２ 施策体系

３ 施策の指標

４ 市民アンケート

防災体制の充実

消防・救急体制の充実

治山・治水対策の充実

基地対策の充実

防犯・消費生活相談体制の充実

安全・安心のまちづくり

① 防災情報提供の充実

② 自主防災組織の充実

③ 防空壕対策の充実

① 広域消防の充実

② 消防団の充実

③ 救急体制の充実

① 土砂災害危険箇所の整備

② 雨水排水対策の総合的な推進

① 基地周辺地区の環境対策の促進

② 災害発生時における協力体制の充実

① 防犯意識の啓発

② 防犯体制の確立

③ 消費生活相談体制の充実

交通安全の推進 ① 交通安全施設の維持・整備

② 交通安全思想の普及徹底
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〇防災体制の充実を図るため、防空壕の崩落による災害を防止するための埋戻し工事や緊急放送
マニュアルの整備など、市民の安心・安全な生活環境の確保に取り組んだ。
  防空壕の埋戻し整備率は96.4％で、目標より進んでいる。

〇消防・救急体制の充実を図るため、地域の消防団活動の充実、団員の確保、老朽化した消防分
団車庫の整備、機能性の高い消防車両の計画的更新、消防水利施設の整備などに取り組んだ。
　消防団員の定員充足率は、91.7％でほぼ目標どおり進んでいる。

〇治山・治水対策の充実を図るため、急傾斜地の崩壊防止対策や砂防施設の整備、排水路の整備
などに取り組んだ。
　急傾斜地危険個所の整備率は30％で、目標どおり進んでいるものの、山地の崩壊土石流失防止
整備地区数は、18地区で目標の６割の水準となっている。

〇基地対策の充実を図るため、基地周辺地区の騒音測定や騒音対策に係る地域住民代表による国
への要望活動を行い、また基地と市民との協議の場として「基地関係連絡協議会」を開催した。

〇第９次鹿屋市交通安全計画を策定し、関係機関と連携しながら総合的な交通安全の推進に取り
組み、交通事故件数は787件で６年ぶりに減尐に転じたが、県内他市と比べ交通事故の発生率が
高い状況であり、市民アンケートによる満足度のポイントも低下している。
　
〇防犯・消費生活相談体制の充実を図るため、町内会防犯灯設置への助成や消費者としての知識
の普及啓発のための高齢者、高校生、ＰＴＡ等を対象とした出前講座を実施した。
　防犯等の設置数は6,875灯で目標の約1.02倍、消費生活啓発者数は1,997人で、目標の約1.17の
水準となった。

◆緊急時の情報、一般行政情報を迅速かつ効率的に、市民へ伝達するための防災・行政・地域情
報伝達システム整備について、防衛省の民生安定事業、緊急防災・減災対策事業債及び合併特例
債等の財源を活用して施設を整備することとして、平成23年度に民生安定事業の補助手続に着手
し、平成24年度からの事業実施に向けた作業を実施している。

◆市民の安全・安心の確保の取組を効率的に行うため、複数の課に分散していた消防・防災、防
犯交通安全などの業務を平成24年度から一本化することから、当該組織の円滑な運営体制の確立
が必要である。

※　完了又は休止若しくは廃止となった事業
　・管理放棄老朽家屋等実態調査事業（Ｈ23年度完了）
　・地下壕緊急対策促進事業（県補助事業の終了により完了）

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

５ 検 証
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1

2

2.71 2.75 -1.5

ごみ収集、処理体制の充実
満足度 3.71 3.48 6.7
重要度 2.74

重要度 2.68 2.72 -1.5

2.79 -1.8

リサイクル推進・ごみの減量化対策の充実
満足度 3.58 3.38 6.0
重要度

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

公害防止等の環境保全対策や良好な自然環
境の保全

満足度 3.28 3.21 2.2

98.00

市民一人一日当たりのごみ排出量 ｇ　 868 817 847

平　成
23年度

（Ｈ22年度
実績）

目標値
達成率

895 109.55

環境基準の達成率 ％ 97.0 100.0 98.0 98

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

分野別計画 第４章　豊かな自然環境を次代に引きつぐまちづくり
　

地球にやさしいまちづくり
   本市の豊かな自然環境を守り継いでいくために、環境基本計画及び地球温暖化対策地域推進計画を
策定し、この計画に基づく取組を推進します。
　 また、ごみの減量・リサイクルの取り組み等を充実し、循環型社会の形成を図るとともに、環境に配慮し
た農畜産業の推進等により環境衛生の充実を図ります。

１ 目 的

４ 市民アンケート

２ 施策体系

３ 施策の指標

地球環境問題等への対応

循環型社会の形成

地球にやさしいまちづくり

① 環境基本計画及び地球温暖化対策

② 地球保全活動の充実

③ 市民の意識啓発

⑤ 新エネルギーの導入

① 循環型社会の形成促進

② 市民の意識啓発

④ 一般廃棄物処理基本計画の策定

③ 河川の自然環境の保全

④ し尿処理の効果的な処理

環境衛生の充実 ① 環境に配慮した農畜産業の推進

② 下水道の整備及び合併処理浄化槽の普及促進

④ 自然保護活動の充実

③ 不法投棄対策の強化

⑤ 墓地の整備・更新、共同墓地の整備促進、

火葬場の運営
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〇地球環境問題等への対応として、住宅用太陽光発電システムの設置補助など、温室効果ガス削
減に取り組んだ。また、環境衛生の充実のため、肝属川水質改善対策や出前講座等による市民の
環境に対する意識の啓発、畜産に起因する環境汚染防止を目的とした環境パトロール員による監
視活動や悪臭防止対策など、地域の自然環境や快適な生活環境の保全に取り組んだ。
 環境基準の達成率は98％で、目標より２％低い水準である。

〇循環型社会の形成のため、市民の意識啓発のための出前講座や衛自連との連携強化など、ごみ
の減量・リサイクルの推進を図ったが、市民一人一日当たりのごみ排出量は895ｇで、目標値に
対し32％の達成率となっている。

◆ごみの減量・リサイクルを図るためには、市民との協働の視点を取り入れたよりきめ細かな取
組や関係団体等との連携を強化するなど、より一層の推進が必要である。

◆本市は有数の畜産地帯であり、畜産に起因する環境汚染を防止するための取組の強化は、畜産
業の発展のためにも必要である。

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

５ 検 証
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1

2

3

4 101.97

市道の改良率 ％

市道の舗装率 ％ 89.28 90.00 89.68 91.77

住居表示の面積 ha 811 931 811

92.81

67.60

71.50 72.48 71.72 67.27

97.83

平成
2１年度

平　成
23年度

目標値
達成率

931 100.00

地籍調査事業進捗率 ％ 62.47 69.10 64.70

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

分野別計画 第５章　快適な生活を支えるまちづくり
　

適正な土地利用の推進
　土地は、限られた貴重な資源であり、社会の様々な活動にとって不可欠な基盤であることから、「国土利用計画法」
や「都市計画法」、「農業振興地域の整備に関する法律」等に基づき、適正な土地利用や優良農地の確保に努めま
す。
　
交通体系の整備
　地域の産業・経済の発展や市民生活における利便性の向上を図るため、東九州自動車道・国道504号等の高速・
広域交通の整備を促進するとともに、幹線道路や生活道路の整備等を推進します。
　また、港湾施設の整備促進や、路線バスやコミュニティバスの利便性の維持・向上に努めます。

快適な居住環境の充実
  市民が、快適で潤いのある居住環境の中で生活できるよう、上下水道や宅地、公園、河川等の整備等を推進する
とともに、魅力ある景観づくりに努めます。

高度情報通信社会への対応
　高度化する情報通信技術の恩恵を地域住民が最大限に活用できるようなシステムの運用に努めるとともに、情報
通信基盤の整備拡充を図り、また住民のＩＴリテラシー向上のための施策展開を図ります。
　また、市の業務においては、住民サービスの向上及び業務の効率化を目的とし、電子化を計画的に推進します。

１ 目 的

２ 施策体系

３ 施策の指標

① 計画的な土地利用の推進

② 市街地の形成

③ 農業地域の形成

適正な土地利用の推進

④ 森林地域の形成

⑤ 地籍調査の推進

① 広域交通網の整備促進

② 道路網の形成
③ 道路環境等の整備

交通体系の整備

④ 港湾施設の整備の促進

⑤ 公共交通機関の利便性の向上

下水道等の整備

上水道の安定供給

住宅・宅地の整備

公園・緑地の整備

魅力ある景観の創造

快適な居住環境の充実

① 公共下水道の整備促進

② その他の排水処理施設の整備拡大

① 計画的な施設整備と管理システムの整備

② 簡易水道及び小規模水道における事業のあり方の検討

③ 危険住宅の移転推進

① 計画的な住宅行政の推進

② 公営住宅の整備・更新

① 公園・緑地の整備

② 公園の維持管理体制の確立

① 景観形成の推進

② 環境美化運動の推進

河川の整備 ① 治水対策の強化

② 河川環境の保全

① 電子自治体の推進

② 地元ＩＴ企業や人材の育成

③ 情報格差の是正

高度情報通信社会への対応
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6
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8

9

10

11

○適正な土地利用の推進について、人口の増加及び市街地化が進む笠之原地区においては住居表
示を実施し、住所表示の混雑を解消した。その結果、住居表示の面積の目標値（H24）931haを達
成した。

○交通体系の整備に関する高速道路・地域間交流道路について、本市の悲願である東九州自動車
道の整備も進み、開通が待たれている。

○国道・県道について、国道220号線、国道504号線の一部が整備されたものの、全線整備が待た
れている。

○県道について、東九州自動車道鹿屋串良ＩＣと本市の各地域を結ぶ鹿屋環状線、鹿屋串良イン
ター線の整備が進んでいることから、市民アンケートの満足度も増加している。

○市道について、新市の一体的な振興を図る上で必要である飯隈樋渡線、星ヶ丘矢柄線道路、都
市計画道路である田崎寿線の整備に取り組み、市内移動の利便性が向上した。市道が主体の生活
道路について、必要性、利便性、緊急性の観点から優先順位の高い箇所を中心に整備を行ったも
のの年間400件を越す市民からの要望に全てに応えることはできなかった。

○鹿屋市地域公共交通総合連携計画（平成21年３月策定）に基づき、地域住民の利便性を確保す
るため、市街地巡回バス、廃止路線代替バス等を運行した。また、九州新幹線の全線開業効果を
鹿屋市・大隅地域へ波及させるため、鹿児島中央駅～鹿屋間の直行バスの実証運行を行ったこと
から、市民アンケートの満足度も増加した。

○生活排水対策について、公共下水道事業及び集落排水対策事業の推進と加入促進、合併処理浄
化槽設置をそれぞれ進めた。

○市営住宅について、桜ケ丘市営住宅、新町住宅の建替え、外壁落下や雨漏り等の恐れのある住
宅の改修工事を実施し、居住環境の改善とともに住宅の長寿命化を図った。

○公園について、輝北ダム移転記念公園、吾平中央公園を整備するとともに、平和公園レジャー
プールの改修を行うなど、市民が快適でうるおいのある居住環境の中で生活できるよう取り組ん
だ。その結果、市民一人当たりの公園・広場面積の目標値（H24）20.36㎡を達成した。

○電子自治体の推進について、住民サービス及び利便性の向上のため、システム全般の更新・維
持・管理に努め、また今後の地域及び行政情報化の基本となる鹿屋市情報化計画を策定した。

○地元ＩＴ企業や人材の育成について、各種ＩＴ講座の実施などによる住民リテラシーの向上と
ともに、職員研修などによる職務遂行能力の向上に努めた。

○情報格差の是正について、地上デジタル放送の難受信対策の実施に努めた。

◆今後全市的に高齢化が進み、乗客の減尐が予測されることから、住民要望や利用状況等を踏ま
えながら、便数、ルート、時刻等、地域の実情に見合った地域公共交通の構築を進めていく。

◆道路、住宅、公園等について、高度成長期に整備された施設の更新が増加することから、長寿
命化計画を活用した維持管理が今後の課題となっている。

高度情報通信ネットワークの充実
満足度 3 2.99 0.4
重要度 2.23 2.22 0.5

治山、治水、砂防など災害対策の強化
満足度 3.07 2.97 3.4
重要度 2.55 2.57 -0.8

公園や広場などの整備
満足度 3.31 3.27 1.3
重要度 2.32 2.31 0.5

下水道など生活排水処理施設の整備
満足度 3.15 3.07 2.7
重要度 2.51 2.53 -0.8

上下水道・簡易水道の整備
満足度 3.39 3.37 0.6
重要度 2.48 2.47 0.5

0.4

公営住宅の整備
満足度 3.13 3.08 1.7
重要度 2.22 2.17 2.4

2.61 -0.4

公共交通機関の利便性の向上の促進
満足度 2.69 2.59 3.9
重要度 2.53 2.52

2.56 2.51 2.0

生活道路の整備
満足度 3.05 3.03 0.7
重要度 2.6

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

国道・県道などの幹線道路の整備
満足度 3.16 3.08 2.6
重要度

電子申請利用件数 件

違反広告物除却件数 件 3,399 2,500 2,693

46.80

2,207

18 250 19 117

98.18

99.72

市民一人当たりの公園・広場面積 ㎡

2,249 89.96

市営住宅管理戸数 戸 2,233 2,248 2,224

準用河川整備率 ％ 35.40 35.60 35.50 35.5

基幹管路の耐震化率 ％ 50.00 55.00 51.00

100.39

74.5

20.23 20.36 20.22 20.44

100.68

53.9 98.00

下水道接続率 ％ 62.40 74.00 71.30

４ 市民アンケート

５ 検 証
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○適正な土地利用の推進について、人口の増加及び市街地化が進む笠之原地区においては住居表
示を実施し、住所表示の混雑を解消した。その結果、住居表示の面積の目標値（H24）931haを達
成した。

○交通体系の整備に関する高速道路・地域間交流道路について、本市の悲願である東九州自動車
道の整備も進み、開通が待たれている。

○国道・県道について、国道220号線、国道504号線の一部が整備されたものの、全線整備が待た
れている。

○県道について、東九州自動車道鹿屋串良ＩＣと本市の各地域を結ぶ鹿屋環状線、鹿屋串良イン
ター線の整備が進んでいることから、市民アンケートの満足度も増加している。

○市道について、新市の一体的な振興を図る上で必要である飯隈樋渡線、星ヶ丘矢柄線道路、都
市計画道路である田崎寿線の整備に取り組み、市内移動の利便性が向上した。市道が主体の生活
道路について、必要性、利便性、緊急性の観点から優先順位の高い箇所を中心に整備を行ったも
のの年間400件を越す市民からの要望に全てに応えることはできなかった。

○鹿屋市地域公共交通総合連携計画（平成21年３月策定）に基づき、地域住民の利便性を確保す
るため、市街地巡回バス、廃止路線代替バス等を運行した。また、九州新幹線の全線開業効果を
鹿屋市・大隅地域へ波及させるため、鹿児島中央駅～鹿屋間の直行バスの実証運行を行ったこと
から、市民アンケートの満足度も増加した。

○生活排水対策について、公共下水道事業及び集落排水対策事業の推進と加入促進、合併処理浄
化槽設置をそれぞれ進めた。

○市営住宅について、桜ケ丘市営住宅、新町住宅の建替え、外壁落下や雨漏り等の恐れのある住
宅の改修工事を実施し、居住環境の改善とともに住宅の長寿命化を図った。

○公園について、輝北ダム移転記念公園、吾平中央公園を整備するとともに、平和公園レジャー
プールの改修を行うなど、市民が快適でうるおいのある居住環境の中で生活できるよう取り組ん
だ。その結果、市民一人当たりの公園・広場面積の目標値（H24）20.36㎡を達成した。

○電子自治体の推進について、住民サービス及び利便性の向上のため、システム全般の更新・維
持・管理に努め、また今後の地域及び行政情報化の基本となる鹿屋市情報化計画を策定した。

○地元ＩＴ企業や人材の育成について、各種ＩＴ講座の実施などによる住民リテラシーの向上と
ともに、職員研修などによる職務遂行能力の向上に努めた。

○情報格差の是正について、地上デジタル放送の難受信対策の実施に努めた。

◆今後全市的に高齢化が進み、乗客の減尐が予測されることから、住民要望や利用状況等を踏ま
えながら、便数、ルート、時刻等、地域の実情に見合った地域公共交通の構築を進めていく。

◆道路、住宅、公園等について、高度成長期に整備された施設の更新が増加することから、長寿
命化計画を活用した維持管理が今後の課題となっている。

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。
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分野別計画 第６章　活力ある産業が展開するまちづくり
　

活力ある農林水産業の確立
　農業においては、経営体制の強化や食の安全・安心の確立、循環型農業の推進、生産基盤の強化等
の取り組みの充実・強化を図ります。
　林業においては、経営体制の強化や森林の多面的機能の発揮、林産物の供給や利用・販売の促進等
を図ります。
　水産業においては、資源管理型漁業等の推進・良好な漁業環境の保全やブランド化の推進・流通体
制の確立、水産資源を活かした観光・交流の促進を図ります。
　また、農林水産業における多様な担い手の育成・確保に努めます。

賑わいと活力ある商工業の振興
  商業においては、中小企業の経営の近代化・合理化の支援等による経営基盤の強化等を図るととも
に、空き店舗の活用や各種イベントの開催等により地域商店街の活性化等に努めます。
　工業においては、農林水産物を活用した食品加工・製造業の起業や事業拡大の支援等による地場産
業の振興を図るとともに、域外の企業を誘致するための取組を充実・強化します。

魅力あふれる観光地の創造
　かのやばら園等の観光資源や農林水産物の収穫体験・農泊体験など、様々なメニューを広域的・有機
的に連携させた観光ルートの確立や黒豚、かのやカンパチ等の「食」を生かした観光振興に取り組みま
す。
　また、観光資源や特産品のＰＲ活動の充実を図ります。

雇用の促進と勤労者福祉の充実
　安定した雇用の場を確保するため、雇用吸収力の高い企業の誘致や新産業の創出等に努めるととも
に、若年層の地元就職や離職者の再就職のための支援等を行います。
　また、中小企業勤労者等の福利厚生の充実を図ります。

１ 目 的

２ 施策体系

① 多様な担い手の育成・確保

② 農業経営体制の強化

③ みんなで進める地域振興

活力ある農林水産業の確立

④ 食の安全・安心の確立

⑤ 環境にやさしい循環型農業の展開

⑥ 生産基盤の強化による生産性の向上

⑦ 農地の有効利用の促進

① 多様な担い手の育成・確保

② 林業経営の強化

③ 森林の多面的機能の発揮

④ 林産物の供給及び利用の確保

① 多様な担い手の育成・確保

② つくり・育てる水産業の推進

③ 「かのやブランド」とその流通・販売シ

ステムの確立

④ 水産資源を生かした観光・交流の促進

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

商業の振興

工業の振興

賑わいと活力ある商工業の振興

① 中小企業等の振興

② 商店街の振興

① 内発型産業の振興

② 企業誘致の促進

① 魅力ある観光地づくり

② 「食」を生かした観光地づくり

③ 観光ＰＲの充実

魅力あふれる観光地の創造

① 就業の支援

② 勤労者福祉の充実

雇用の促進と勤労者福祉の充実
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2

3

4

5

6

7

9

雇用機会の創出などに関する取り組みの推
進

満足度 2.57 2.57 0.0
重要度 2.64 2.63 0.4

企業誘致の推進
満足度 2.58 2.54 1.6
重要度 2.54 2.52 0.8

起業の支援や新産業の創出
満足度 2.68 2.68 0.0
重要度 2.49 2.46 1.3

0.0

中小企業・地場産業の育成、支援
満足度 2.74 2.75 -0.4
重要度 2.58 2.56 0.8

2.54 -1.2

地場産品のブランド化の推進
満足度 2.96 2.93 1.1
重要度 2.47 2.47

2.54 2.54 0.0
農林水産物や観光資源などの地域資源・特
性を生かした産業等の振興

満足度 2.91 2.86 1.8
重要度 2.51

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

農林水産業の振興（生産基盤の整備、後継
者の育成など）

満足度 2.88 2.89 -0.4
重要度

86.55

(一財)鹿屋市勤労者サービスセンター会員数 人 548 2,500 1,313 1,890 75.60

②宿泊客数 人 232,000 248,000 209,000 214,633

233.33

8 観光入込客
①観光客数 人 948,000 1,694,000 1,413,000 1,024,690 60.49

セミナー等への参加者数 人 183 300 258 700

141.39

中小企業者への経営指導件数（窓口、巡回） 件 6000 7,200 7,786 6,470 89.86

民有地の整備（除・間伐）面積（計画期間累計） ha 200 720 694 1018

75.40

遊休農地面積 ha 480 400 470 489 122.25

繁殖雌牛の導入頭数（計画期間累計） 頭 25 500 148 377

107.50

優良肉用牛の保留頭数（計画期間累計） 頭 60 640 250 510 79.69

⑩果樹 ha 46 40 42 43

96.97

⑨花き ha 45 52 53

⑥さつまいも ha

53 101.92

⑧葉たばこ ha 58 33 43.7 32

268 279

95.48

⑦茶 ha 331 369 366 369 100.00

2,160 2,170 2,117 2,072

37 100.00

103.33

128 128 128 150 117.19

④ダイコン ha 210

47 55

⑤ゴボウ ha

270

160

85.45

③白ねぎ ha 36 37 37

②ブロッコリー ha 47

140 148

目標値
達成率

1 畑作物作付面積

①ばれいしょ ha

平　成
19年度

目標値
（H24）

施策の指標 単位ｎo.
平成

2１年度
平　成
23年度

133 95.00

44

３ 施策の指標

４ 市民アンケート
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○活力ある農林水産業の確立
・農業について、農家の高齢化や担い手の不足が深刻な課題となっており、多様な担い手の育成
確保や農業経営体制の強化等を推進しているが、施策の指標となっている「畑作物作付面積」
は、10品目中、ばれいしょ、ブロッコリー、さつまいも及び葉たばこにおいて、減尐しており、
「遊休農地面積」は、微増の状況である。

・畜産業について、経営の安定化を図るため、高齢繁殖雌牛の更新促進・優良牛保留対策等に努
めている。なお、畜産環境センターの老朽化が課題となっている。

・林業について、年次的な間伐の実施により、林業経営の強化と森林資源の持つ公益的機能の維
持を図ってきたところであり、民有地の整備（除・間伐）についても計画的な整備を行ってい
る。

・水産業について、急速冷凍機、製氷設備増設及び冷凍庫更新工事への補助を行う等、漁業の付
加価値向上を図っている。

○賑わいと活力ある商工業の振興について、経営基盤の強化や地域商店街の活性化、第１次産業
を基軸とした産業振興等により、商工業の振興に取り組んでおり、セミナー等への参加者も増加
してきている。

○魅力あふれる観光地の創造について、地域資源を活用した様々な観光メニューの開発や観光
ルートの確立に取り組むとともに、トップセールス「よかとこフェア」の継続的開催等、積極的
なＰＲ活動を行ってきた。
　しかし、平成23年度はかのやばら園内のばらの生育不良による閉園等の影響により、観光入込
客数は、目標を下回っている状況である。

○雇用の促進と勤労者福祉の充実について、地域雇用創造推進事業等による雇用の創出と勤労者
福祉サービスセンター事業による中小企業勤労者等の福利厚生の充実に取り組んでいる。

○市民アンケート結果について、雇用や企業誘致に関する分野に対して、市民の感じている重要
度は高い。

◆第１次産業について、就業者の高齢化や担い手の不足が深刻な課題となっており、新規就業者
の育成・確保や重点作物の生産振興・ブランド化、６次産業化による付加価値の向上等を推進
し、持続可能な農林水産業を確立していく必要がある。

◆商工業について、中小企業の経営革新や経営基盤の強化を推進するとともに、地域資源を活用
したベンチャー企業の育成や企業誘致を推進していくことが必要である。

◆地域資源を活用した体験型観光やスポーツ・ツーリズムの商品化を進めるとともに、中小企業
勤労者等の福祉の向上を図り、これらを戦略的に推進することで、活力ある産業が展開するまち
づくりに取り組む必要がある。

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

５ 検 証
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2

3

2.31 2.33 -0.9

重要度 2.52 2.55 -1.2
公民館や集会場などのコミュニティ施設の整
備

満足度 3.25 3.2 1.6
重要度

アンケート項目 平成23年度 平成18年度 増減（％）

市政に関する情報提供や情報公開
満足度 3.1 3.01 3.0

119.24圏域の定住人口（※減尐幅の抑制） 人 － 210,123 211,334 250,552

18 60.00

市税収納率 ％ 90.49 90.00 89.14 88.82 98.69

平　成
23年度

目標値
達成率

1 地域リーダー育成人材登録者 人 － 30 18
24 80.00

ｎo. 施策の指標 単位
平　成
19年度

目標値
（H24）

平成
2１年度

分野別計画 第７章　共生・協働で進めるまちづくり

　
共生・協働社会の構築
　共生・協働のまちづくりを推進するための仕組みや体制を構築するとともに、ボランティア団体・NPO等
の活動支援や町内会を中心とする地域コミュニティ活動の充実を図ります。
  また、男女共同参画社会の形成に向けた取組の充実を図ります。

効率的・効果的な行財政運営に向けた経営システムの確立
　行政評価システムの確立による効率的・効果的な事業展開や、柔軟で即応性に優れた組織機構の構
築等に努めます。
　また、行政が担うべき役割の重点化と市民等との協働による行政運営を推進するとともに、市税の徴収
率の向上や新たな財源の確保の検討等に取り組むなど、健全で自立性の高い財政運営を行います。

広域行政の推進
　東九州自動車道等の早期完成に向けた取組を周辺市町と一体となって推進するとともに、高速交通体
系の整備や新幹線の全線開業がもたらす効果を地域全体で享受するための広域観光の取組等を推進
します。
　また、定住自立圏共生ビジョンに基づく取組を構成市町と一体となって推進します。

１ 目 的

２ 施策体系

３ 施策の指標

４ 市民アンケート

① 経営感覚に基づく行政経営の実現

② 行政の担うべき役割の重点化と市民との協

働

③ 自主性・自立性の高い財政運営の確保

効率的･効果的な行財政運営に向けた経営システムの確立

① 広域行政の推進

広域行政の推進

市民参画の推進

地域コミュニティ活動の推進

男女共同参画社会づくり

共生・協働社会の構築

① 共生・協働のまちづくり推進のための仕

組み

② 市民の自主的活動の支援、町内会や

ボランティア団体、ＮＰＯ等の活動支援

① 地域コミュニティ活動の推進

① 男女の人権の確立

③ 広報・広聴活動の充実

③ 男女共同参画による地域社会づくり

② 男女がともに安心して暮らせる環境の整備
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○共生・協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動の拠点施設の整備及び市民参
画を促進するための地域リーダーの育成に取り組んだことから、地域リーダー育成人材登録者は
42人と目標値（H24）を達成しているが、相互の連携強化のため、情報の収集及び提供を行う必
要がある。

○男女共同参画分野について、講演会、研修会を開催する等の広報・啓発活動を行い、男女共同
参画社会の形成に向け推進を図った。

○効率的・効果的な行財政運営に向けた経営システムの確立について、「第２次鹿屋市行政経営
改革大綱」及び「第１次鹿屋市定員適正化計画」（平成21年１月改訂）に基づき組織機構の見直
し等を行いながら、職員数の削減を行った。
　その結果、平成22年度当初の目標職員数920人を達成し、総人件費の抑制に努めたほか、学校
給食改革、福祉施設（市立保育所・市立寿光園）の民間譲渡、指定管理者制度の積極的な活用な
ど、「集中改革プラン」に盛り込まれた事項を計画的に実施し、行政経営改革の第一段階の取組
として、一定の成果を挙げてきた。
　以上の取組により、推進期間４年間における行政経営改革の財政効果額は約25億円となった。

○広域行政の推進について、大隅地域の中心都市として、大隅定住自立圏構想に基づき夜間急病
センターを開設等の取組を推進し、圏域の各市町と連携しながら、地域の浮揚、発展に努めるこ
とができた。今後も大隅半島の飛躍・発展、圏域の定住人口の減尐幅を抑制する取組が必要であ
る。

◆平成24年度末における本市審議会等の女性委員登用比率24.8％達成の取組と併せて、今後も引
き続き研修会を開催する等、多様な施策の検討が求められる。

◆職員数について、「平成25年度当初の職員数を828人以下とする」目標を掲げたことから、業
務の民間委託、指定管理者制度のさらなる活用とともに、職員研修や人事評価システムの充実を
図りながら、尐数精鋭の組織づくりが求められる。

◆現在、集中改革プランに沿った財政運営となっているが、今後も交付税の減額や流動的な国政
を織り込んだ財政運営が必要である。

広域行政、広域連携の推進
満足度 3 2.93 2.4
重要度 2.33 2.37 -1.7

行財政改革の推進
満足度 2.87 2.79 2.9
重要度 2.45 2.49 -1.7

民間企業やＮＰＯ団体等への市の業務の委
託の推進

満足度 3.02 2.93 3.1
重要度 2.22 2.21 0.5

ＮＰＯやボランティア活動支援の推進
満足度 3.11 3.02 3.0
重要度 2.27 2.22 2.3

－

男女共同参画社会づくりの推進
満足度 3.13 3.06 2.3
重要度 2.14 2.13 0.5

－ －

共生・協働のまちづくりの推進※
満足度 3.08 － －
重要度 2.3 －

地域コミュニティ活動の充実・強化※
満足度 3.15 － －
重要度 2.31

※「４　市民アンケート」は、アンケート項目に対する満足度及び重要度を相対的に比較するため、５段
階評価による回答結果を点数化し、その平均点を評価値としたもので、満足度の総平均は3.12、重要度
の総平均は2.49であった。

※「地域コミュニティ活動の充実・強化」及び「共生・協働のまちづくりの推進」は、前回の調査項目になかったこ
とから、比較はできなかったもの

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域①（市街地中心地区）
古前城町、本町、新栄町、朝日町、向江町、共栄町、北田町、大手町、西大手町、曽田
町、白崎町、王子町、打馬1～２丁目、下祓川町、西祓川町

　

　～　拠点都市の顔、ひとがふれあう賑わいのまち　～

　

　
　　　・企業支援や空き店舗対策の取り組みの推進
　　　　・イベント等の開催や駐車場の利用促進
　　　　・市民交流センター（リナシティかのや）の運営の充実など

　　　　・河川美化活動の推進等による河川等の水質浄化
　　　　・公営住宅の改善や公共施設の跡地問題の検討、リナシティかのやの周辺地区の整備・充実など

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

治山事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地籍調査事業 平成21～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成21、23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

中心市街地活性化推進事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

打馬・王子・下祓川地区居住環境整備事業（都市政策） 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

都市公園等施設整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

排水路整備事業 平成21、22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成21年度 予定より遅れている その他

県営砂防施設整備事業負担金 平成20～23年度 予定より遅れている その他

主要幹線道路整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

防衛施設調整交付金事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成21～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

市営住宅改善事業 平成21、22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成21～23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成20～23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

一層の賑わいの創出と商店街の活性化

居住環境や都市機能の充実による活発な交流の展開
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アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 13.7% 24 175

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 11.4% 20 175

(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 5.1% 9 175

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 4.6% 8 175

(11)その他

175

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 5.1% 9 175

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 25.1% 44 175

22

○一層の賑わいの創出と商店街の活性化について、鹿屋の顔、大隅の顔としての機能強化が求め
られていることから、集客力のある魅力あるまちづくりを推進するため、商店街、通り会等の商
業基盤施設の維持管理、かのや夏祭りなどのイベントを継続して行うとともに、空き店舗対策と
して魅力ある専門店等の出店の支援を行った。

　・商工業活性化推進事業
　・空き店舗対策事業
　・鹿屋市民交流センター修繕経費　ほか

○居住環境や都市機能の充実による活発な交流の展開について、河川美化活動の推進等による河
川等の水質浄化策として、市民参加による肝属川クリーン作戦の実施、小型合併処理浄化槽の補
助などを行い、環境保全の充実を図るとともに、排水路の整備、地域住民の憩いとなる公園整備
などを行った。

　・環境対策推進事業
　・肝属川水質浄化対策事業
　・３号排水路水質浄化施設受託事業
　・打馬・王子・下祓川地区居住環境整備事業
　・都市公園等施設整備事業　ほか

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 5.1% 9 175

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 2.3% 4 175

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

1.7% 3 175

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 13.1% 23 175

(8)子どもを安心して育てることができるまち 12.6%

４ 市民アンケート

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域②（寿地区）
寿１～８丁目、新川町、旭原町、札元１～２丁目、笠野原町

　

　～　「住と商」が調和する快適なまち　～

　

　
　　　・側溝、舗装の修繕
　　　　・砂防指定地区の埋立後の公園整備の促進など

　　　　・適正な土地利用の推進
　　　　・地番表示が混在している地区の適正化など

　　　　・イベント開催等の促進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単独農業農村整備事業 平成23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

県営土地改良事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成22年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

住居表示実施事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

排水路整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20、21年度 予定より遅れている その他

主要幹線道路整備事業 平成21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

継続又は延伸

防衛施設調整交付金事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成20、22年度 予定より遅れている 継続又は延伸

平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成20、22年度 予定より進んでいる

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 11.2% 49 436

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 14.9% 65 436

(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 7.3% 32 436

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

総合的な雨水排水対策の推進

居住環境の向上

地域に根ざした近隣型商業の集積
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(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 3.4% 15 436

(11)その他

436

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 3.2% 14 436

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 21.1% 92 436

77

○総合的な雨水排水対策の推進について、近年の局地的集中豪雨、宅地開発等の急増に伴う雨水
の流出量増加による道路冠水を防止するため、排水路の整備を行った。

　・排水路整備事業
　・側溝舗装新設事業

○居住環境の向上について、従来の地番表示が混在し、整然とされていない地区は現地調査を行
い、住居表示板等を交付した。また、笠野原台地の農地・農業用施設の浸食・崩壊の防止を図る
ため、排水路整備を行った。

　・住居表示実施事業
　・県営土地改良事業

○商業振興について、地元商店街及び関係団体と連携のもと、空き店舗の活用、大隅竜神等のイ
ベントを開催するなど活性化を図った。

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 4.1% 18 436

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 1.1% 5 436

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

1.1% 5 436

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 14.7% 64 436

(8)子どもを安心して育てることができるまち 17.7%

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域③（西原地区）
新生町、上谷町、西原1～４丁目、大浦町、郷之原町、今坂町、上野町、野里町

　

　～　交流と住が融合する文教のまち　～

　

　
　　　・幹線市道の整備
　　　　・イベント等の開催等の促進
　　　　・基地史料館や観光物産総合センター等の観光施設や、かのやばら園の後背地であることなどを生かした交流の促進

　

　　　　・公営住宅の建て替えや排水対策の充実
　　　　・基地周辺の航空機騒音問題対策の推進など

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単補助治山事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備・林業木材産業活性化推進事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

排水路整備事業 平成20、22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20、22年度 予定より遅れている その他

主要幹線道路整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

道路橋りょう起債関係事業 平成20、21、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

防衛施設調整交付金事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成22、23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

桜ヶ丘市営住宅建替事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

市営住宅改善事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成22、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成22、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費 平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

観光施設等を生かした交流の促進による商業機能の

時代の要請に合致した教育環境・体制の充実

居住環境の向上
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アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 11.5% 44 382

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 14.1% 54 382

(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 7.1% 27 382

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 5.0% 19 382

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 4.7% 18 382

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 18.3% 70 382

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 13.1% 50 382

(8)子どもを安心して育てることができるまち 17.5% 67 382

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 5.5% 21 382

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 2.1% 8 382

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 1.0% 4 382

○観光施設等を生かした交流の促進による商業機能の充実について、西原地区は早くから市街地
化が図られるとともに、教育・文化施設、基地史料館、観光物産総合センター等の観光施設が立
地していることから、ユニバーサルデザインに配慮した幹線市道の整備、観光施設を生かしたイ
ベント等の開催による商業機能の活性化に努めた。

　・主要幹線道路整備事業
　・観光振興イベント事業（エアーメモリアルinかのや）

○時代の要請に合致した教育環境・体制の充実について、鹿屋女子高校の耐震整備を進め、学習
環境の改善を図るとともに、校舎の補修を行い、安全で快適な環境整備を行った。鹿屋看護専門
学校は、教育用機器及び図書の整備充実を図った。

　・鹿屋女子高施設整備事業
　・教育施設整備事業（鹿屋看護専門学校）

○居住環境の向上について、老朽化、床面積の狭小、設備の不良化等により住宅の機能が著しく
低下した桜ヶ丘市営住宅の建替えを行った。基地周辺の航空機騒音問題について、地域の実情を
国に対して伝えることにより、その対策を講じられるよう、住民代表による要望活動等を実施し
た。

　・桜ヶ丘市営住宅建替事業
　・市営住宅改善事業
　・基地対策事業

４ 市民アンケート

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域④（高隈地区）
上高隈町、下高隈町

　

　～　ひとと大自然がふれあう国際性豊かなまち　～

　

　
　　　・アジア・太平洋農村研修村を拠点とした国際交流の推進
　　　　・国際交流をとおした人材の育成

　　　　・農地の集積や農畜産物の生産体制強化、野猿対策の強化などの支援
　　　　・あんしん地域ネットワーク等を活用した地域コミュニティの充実・強化

　　　　・大隅湖や高隈山の自然を生かした観光の振興
　　　　・地域や企業等との協働による地域おこしの促進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

畜産担い手育成総合整備事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

治山事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備・林業木材産業活性化推進事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営土地改良事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20～22年度 予定より遅れている その他

橋梁補修事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成20～23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成22、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

教育改革推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費 平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

小学校スクールバス業務委託事業 平成23年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

誘致企業ブロードバンド整備支援事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 完了

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 23.3% 7 30

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 3.3% 1 30

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

国際交流の推進

人口減尐、尐子高齢化に伴う過疎化対策

交流人口の増加促進と地域おこしの促進

-35-



(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 6.7% 2 30

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 6.7% 2 30

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 3.3% 1 30

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 10.0% 3 30

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 10.0% 3 30

(8)子どもを安心して育てることができるまち 16.7% 5 30

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 10.0% 3 30

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 10.0% 3 30

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 0.0% 0 30

○国際交流の推進について、アジア・太平洋農村研修村を利用し、在住外国人との交流イベン
ト、語学指導協力等、国際交流及び国際親善を通じた人材の育成に努めた。
　
　・アジア・太平洋農村研修村管理経費
　・鹿屋市国際交流協会支援事業
　・外国青年招致事業

○有害鳥獣から農産物の被害を防止するための施設整備などの支援を行った。また、一人暮ら
し、寝たきり等の要援護高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう
に、地域住民・関係機関が連携し、支え合う仕組みづくりを行った。

　・鳥獣被害総合対策事業
　・あんしん地域ネットワーク推進事業

○交流人口の増加促進と地域おこしの促進について、大隅湖、高隈山などの地域資源を生かし
て、大隅湖レイクサイドフェスティバル、鈎引き祭りなどへの助成等を行い、交流人口の増加に
努めた。

　・観光振興イベント事業
　・有形無形文化財保存伝承経費

※平成24年度は、地域資源として高隈山を生かしたトレッキングコースの開発を進めることとし
ている。

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域⑤（東原・祓川地区）
東原町、上祓川町、祓川町

　

　～　生活空間と農業が共生する恵み豊かなまち　～

　

　
　　　・畑地かんがい施設の維持・補修
　

　　　　・循環型農畜産業の推進のための支援
　　　　・悪臭防止対策の推進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

畜産担い手育成総合整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

治山事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営土地改良事業 平成20～22年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成21～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

排水路整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営道路整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

主要幹線道路整備事業 平成21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成20～22年度 予定より遅れている 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成20、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

教育改革推進事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 完了

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 21.2% 7 33

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 12.1% 4 33

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

広大な畑地を利用した戦略的農業の推進

快適な農村社会の形成
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(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 6.1% 2 33

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 9.1% 3 33

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 0.0% 0 33

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 12.1% 4 33

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 21.2% 7 33

(8)子どもを安心して育てることができるまち 12.1% 4 33

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 3.0% 1 33

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 3.0% 1 33

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 0.0% 0 33

○広大な畑地を利用した戦略的農産業の推進について、老朽化した畑地かんがい施設の維持・補
修を行うとともに、機械化一貫体系の確立による生産の省力化、安定した流通を推進し、農業生
産の向上及び農業経営の安定化を図った。

　・国営畑地かんがい事業
　・がんばる畑作応援事業

○快適な農村社会の形成について、広大な畑地及び畜産地帯を形成していることから、化学肥
料・農薬の使用量の低減、農業用廃プラスチック類の適正処理など環境にやさしい農業を推進す
るとともに、養豚業に起因する環境汚染を防止し、環境保全型農業を推進した。

　・環境保全型農業総合推進事業
　・畜産環境センター事業

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域⑥（田崎地区）
田崎町、川西町、川東町、永野田町、名貫町

　

　～　「住と工」が共存する交流のまち　～

　

　
　　　・田崎工場適地を受け皿とした第1次産業を生かした食品加工産業を中心とする企業立地の推進

　　　　・適正な土地利用と雨水排水対策などの推進
　

　　　　・循環型農畜産業の推進のための支援
　　　　・地域や企業等との協働による地域おこしの促進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単補助治山事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成20、21年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

排水路整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

主要幹線道路整備事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

道路橋りょう起債関係事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

防衛施設調整交付金事業 平成20～21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成20、22、23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成20年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成20、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

田崎小学校校舎増改築防音併行事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 完了

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費 平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 13.8% 20 145

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 10.3% 15 145

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

企業立地の推進

居住環境の充実

交流の促進による地域活性化
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(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 4.1% 6 145

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 3.4% 5 145

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 4.1% 6 145

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 19.3% 28 145

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 18.6% 27 145

(8)子どもを安心して育てることができるまち 17.2% 25 145

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 6.9% 10 145

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 1.4% 2 145

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 0.7% 1 145

○企業立地の推進について、鹿屋内陸工業団地や食品加工工場などの工業関連産業等が集積して
いるため、基幹産業である第１次産業を生かした食品加工場、電子・機械関連産業（日本モレッ
クス㈱、㈱ハイパーソフト）などの立地に努めた。

　・内発型産業育成支援事業
　・企業誘致推進事業

○居住環境の充実について、人口増加に伴う宅地化の進行により、用途地域外で無秩序な市街化
が進行していたことから、適正な土地利用、雨水排水対策などに努めるとともに、増大している
交通の円滑化及び安全性の向上を図るため、田崎地区から寿に通じる田崎寿線の道路改良が行わ
れている。

　・排水路整備事業
　・国土交通省所管補助事業（田崎寿線道路改良）

○交流の促進による地域活性化について、日本一の規模を有するかのやグラウンド・ゴルフ場の
立地を生かした交流促進による地域活性化が求められていることから、新幹線の全線開業に合わ
せ、域外からの誘客を図るためのグラウンド・ゴルフ大会を実施するなど利用促進に努めた。

　・元気なかのやグラウンド・ゴルフ大会
　・競技スポーツ推進事業

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域⑦（大姶良地区）
飯隈町、池園町、萩塚町、星塚町、下堀町、田淵町、大姶良町、獅子目町、南町、横山
町

　

　～　ばらと農が織りなす交流のまち　～

　

　
　　　・かのやばら園でのイベント内容の充実やばらにちなんだ新商品の開発等に関する支援

　　　　・肝属中部地区畑地かんがい事業等の推進、適期品種の検討による生産性向上とブランド化の推進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20、22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

治山事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

鳥獣被害総合対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備・林業木材産業活性化推進事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地籍調査事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営土地改良事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成20、23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

排水路整備事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単急傾斜地崩壊対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20～22年度 予定より遅れている その他

主要幹線道路整備事業 平成21,22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

道路橋りょう起債関係事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成21～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成22、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成21、22年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

教育改革推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費 平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）事業 平成23年度

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

かのやばら園の広域観光拠点機能の充実・強化による誘客・交流の促

農業の振興

-41-



アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 22.6% 31 137

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 13.1% 18 137

(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 4.4% 6 137

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 5.8% 8 137

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 2.9% 4 137

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 16.8% 23 137

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 11.7% 16 137

(8)子どもを安心して育てることができるまち 13.9% 19 137

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 4.4% 6 137

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 2.9% 4 137

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 1.5% 2 137

○かのやばら園の広域観光拠点機能の充実・強化による誘客・交流の促進について、地元の市民
団体、NPO団体等との連携の下、「ばらグッズコンテスト」、「かのやばらにあうお弁当コンテ
スト」などを開催し、かのやばら祭りにおけるイベント内容の充実、ばらにちなんだ新商品の開
発などに取り組んだ。

　・ばらを活かしたまちづくり推進事業
　・霧島ヶ丘公園整備事業
　・おおすみローズガーデン・リゾート開発事業

○農業の振興について、肥沃な土壌を生かした稲作、露地野菜などの園芸をさらに推進するた
め、肝属中部地区畑地かんがい事業等の推進による農業振興に努めた。

　・国営畑地かんがい事業
　・がんばる畑作応援事業

５ 検 証

４ 市民アンケート
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地域別計画
鹿屋地域⑧（高須・浜田地区）
高須町、浜田町、永小原町

　

　～　海とみどりが調和する憩いのまち　～

　

　
　　　・海洋性の温暖な気候を生かした茶・ポンカン・ビワ等の農業振興

　　　　・あんしん地域ネットワークを活用した地域コミュニティの充実・強化
　

　　　　・高須地区ウォーターフロント施設や鹿屋海浜公園等の活用によるマリンスポーツ、レジャーを通じた交流の促進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

治山事業 平成21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

鳥獣被害総合対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

排水路整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営道路整備事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単急傾斜地崩壊対策事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成21年度 予定より遅れている その他

防衛施設調整交付金事業 平成21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成21年度 予定より遅れている 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成21、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成21、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

教育改革推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費 平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 25.0% 5 20

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 5.0% 1 20

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

農業及び漁業の振興

人口減尐、高齢化対策の推進

地域の資源を活用した地域活性化

-43-



(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 0.0% 0 20

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 5.0% 1 20

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 0.0% 0 20

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 25.0% 5 20

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 15.0% 3 20

(8)子どもを安心して育てることができるまち 5.0% 1 20

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 5.0% 1 20

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 15.0% 3 20

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 0.0% 0 20

○農業の振興について、海洋性の温暖な気候を生かし、お茶、ポンカン・ビワなど果樹等の栽培
を推進し、産地づくりに努めた。

○漁業の振興について、豊かな海づくりを推進するため、マダイ、ヒラメなどの稚魚を放流し、
水産資源の藻場の保護、育成等に取り組んだ。

　・がんばる畑作応援事業
　・環境生態系保全活動支援事業

○人口減尐、高齢化対策の推進について、一人暮らし、寝たきり等の要援護高齢者が住み慣れた
地域でいつまでも安心して暮らし続けられるように、地域住民・関係機関が連携し、支え合う仕
組みづくりを行った。

　・あんしん地域ネットワーク推進事業

○地区の資源を活用した地域活性化について、海の日のイベントとして定着した「マリンフェス
タ」への助成支援を行い、交流人口の増加に努めた。また、高須中学校では、鹿屋体育大学の協
力の下、授業にカヌー、ヨット、シュノーケリング体験を取り入れるなど、地域資源を十分に活
用した取組が行われている。

　・観光振興イベント事業

５ 検 証
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地域別計画
鹿屋地域⑨（古江・花岡地区）
小野原町、天神町、船間町、古江町、古里町、白水町、海道町、花岡町、根木原町、花
里町、有武町、小薄町、高牧町

　

　～　国道220号古江バイパスの早期完成の促進　～

　

　
　

　　　　・漁業における生産・加工・販売の一体的な推進によるブランド化
　　　　・花きや野菜等の集落営農、猿害等対策の推進

　　　　・鹿屋体育大学、国立大隅青尐年自然の家の機能等を生かした、スポーツや野外活動を通じた交流の促進

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

自治公民館等整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

流域公益保全林整備事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

畜産担い手育成総合整備事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備地域活動支援事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

鳥獣被害総合対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林組合作業班活性化対策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

森林整備・林業木材産業活性化推進事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営土地改良事業 平成20、21年度 予定より遅れている 継続又は延伸

市単独土地改良整備事業 平成20、21年度 予定より遅れている 継続又は延伸

都市公園等施設整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

排水路整備事業 平成21、22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営道路整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単急傾斜地崩壊対策事業 平成22、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20、21年度 予定より遅れている その他

橋梁補修事業 平成20、22、23年度 予定より遅れている 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成21、22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成20、21、23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校耐震化促進事業 平成20、21、23年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

平成20～24年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

中学校耐震化促進事業 平成20、22年度 予定より進んでいる 継続又は延伸

教育改革推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる

小学校スクールバス業務委託事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

生涯学習推進事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地区学習センター等各種講座に要する経費

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

国道220号古江バイパスの早期完成の促進

漁業及び農業の振興

地域の資源を活用した地域活性化
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アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 23.3% 17 73

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 12.3% 9 73

(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 6.8% 5 73

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 11.0% 8 73

73

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 2.7% 2 73

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち

19.2% 14

15.1% 11 73

1.4% 1 73

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 0.0% 0 73

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 8.2% 6 73

(8)子どもを安心して育てることができるまち

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他 0.0% 0 73

○国道220号古江バイパスの早期完成の促進について、平成23年３月に古里～花岡間が供用開始
となり、急カーブ、急勾配となっている「古江坂」を回避することができるようになった。
　今後も、４市５町で構成する大隅総合開発期成会等を中心に早期実現が図られるよう、国に対
して積極的に要望活動を行っていくこととしている。

　・大隅総合開発期成会広域事業
　・県営急傾斜地崩壊対策事業
　・県営道路整備事業

○漁業の振興について、漁業協同組合との連携の下、養殖カンパチ等の水産物を生かした加工商
品の開発、新たな需要の創出を図るとともに、養殖技術の高位標準化、安全管理の徹底、HACCP
認証取得を促進するなど、消費者ニーズに的確に対応したブランド化の推進に努めた。
　また、農業の振興について、花き、野菜等の集落営農の推進とともに、猿害等の対策に取り組
んだ。

　・漁業付加価値向上対策事業
　・鳥獣被害総合対策事業

○地域の資源を活かした地域活性化について、魅力あるまちづくりや地域産業の振興に向け、鹿
屋体育大学と産学官連携の取組を推進ための協定を締結（平成22年10月）し、トップアスリート
の誘致、スポーツ合宿等による交流人口の増加策に一体となって取り組んでいる。
　国立大隅青尐年自然の家について、野外活動を通じた交流を促進し、地域活性化を図っている
が、政府による事業仕分けにより、廃止・統合の対象となっていることから、今後も利用促進に
向けた活動を進めていく必要がある。
　
　・小学校、中学校自然教室推進事業

５ 検 証

４ 市民アンケート
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地域別計画
輝北地域

　

　～　自然・環境・農が共生する恵み豊かな北の玄関　～

　

　
　　 ・国道504号の道路拡幅や橋りょうの整備等の促進　　　　　　　　　 　・曽於南部地区畑地かんがい事業等による農業振興
　　　 ・景観に配慮したまちづくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ・経営安定対策・担い手育成対策の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　・環境に配慮した循環型農業の推進や有害鳥獣対策などの推進
　
　　  　・既存の学校施設、設備を最大限に活用することを基本に
　　　　　した学校の再編・統廃合等の推進　　　　                              　  ・豊かな自然や輝北天球館など地域の資源を活用した観光交流や
                                                                                            　　　　  環境教育の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ・クロスカントリー大会への参加者拡大等によるスポーツ交流の促進
　　　　・温泉公衆浴場や共同利用型の病院運営に関する取組　　　  　 　・地域内の交流を促進する環境の充実
　　　　　の継続
　
　　　                                                                                    　　　     ・インターネットのブロードバンド環境の未整備地区の解消
　　　　・あんしん地域ネットワーク等を活量した地域コミュニティの      　　  ・地上デジタル放送の難受信対策の推進
　　　　　充実・強化
　
　

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

百引小学校校舎増改築事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 完了

小学校耐震化促進事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 完了

市成中学校武道場整備事業 平成21～22年度 予定どおり進んでいる 完了

中学校耐震化促進事業 平成21～22年度 予定どおり進んでいる 完了

地域協議会 平成18～21年度 予定どおり進んでいる 完了

社会福祉協議会補助事業(温泉運営補助) 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

畑地帯総合整備事業(第５曽於南部) 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

担い手育成確保対策事業 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

輝北地域再生会議 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

輝北ダム移転記念公園整備事業 平成21～23年度 予定どおり進んでいる 完了

前床・管理所線改良舗装事業 平成20～22年度 予定どおり進んでいる 完了

ブロードバンド・ゼロ地域解消事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 完了

地上デジタル放送難受信対策事業 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

道路橋りょう起債関係事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成22～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

足元道路整備事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

準用河川等補修事業 平成20、21年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成21年度

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 17.1% 7 41

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 22.0% 9 41

元気な地域づくり推進事業 平成22～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

クロスカントリー大会事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

中学校スクールバス業務委託事業 平成23年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

小学校スクールバス業務委託事業 平成23年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地域に特化した事業（共通事業は除

市民アンケート

北の玄関としての役割・機能の充実・強化

漁業及び農業の振興
交流の促進による地域活性化

１ 基本理念

２ 基本方向

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

北の玄関としての役割・機能の充実・強化

学校教育環境の改善・充実

高齢者対策に関する取り組みの充実・強化

過疎化対策の推進

地場産業の振興に向けた産業基盤の整備

交流の促進による地域活性化

情報通信格差の是正
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(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 7.3% 3 41

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 26.8% 11 41

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 2.4% 1 41

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 0.0% 0 41

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 12.2% 5 41

(8)子どもを安心して育てることができるまち 7.3% 3 41

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 2.4% 1 41

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 2.4% 1 41

(11)その他 0.0% 0 41

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

○北の玄関としての役割・機能の充実・強化について、前床・管理所線改良舗装事業を完了し足
元道路整備を行ったところであり、景観について、町内会へのばら苗木配布、期間限定のイリュ
ミネーションの設置等を行っている。

○学校教育環境の改善・充実について、小中学校の統廃合に合わせて耐震化を完了しており、武
道場の整備も行っている。
　今後は、学校跡地活用について、地域住民と一体となった検討を進める必要がある。

○高齢者対策について、地域の温泉運営に対する助成や、配食サービスの実施などを行ってい
る。

○過疎化対策について、町内会再編について協議を進めているところであり、地域コミュニティ
の充実・強化を図っている。

○地場産業の振興について、元気な地域づくり推進事業により、輝北キラキラ館を設置し、地域
の物産販売による地域活性化を図っている。

○交流の促進について、輝北ダム移転記念公園整備を実施したほか、地域固有の各種イベントに
対する補助も継続して行っている。

○情報通信格差の是正について、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業は完了しているが、地上デ
ジタル放送の難受信地区が多く存在し、引き続き、計画的な対策の実施を行っていく必要があ
る。

５ 検 証
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地域別計画
串良地域

　

　～　恵み豊かな大地に育まれ、人・ものが行きかう　交流の郷　～

　

　
　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ・今後の地域コミュニティのあり方として、注目を集めている集落の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活動の情報発信など
　    ・生産者の顔が見える流通・販売体系、トレーサビリティ
　　　 の確立
　　　・地産地消の促進や資源循環型農業産業の推進による　　　      ・串良平和アリーナや温泉施設等の地域資源を活用したスポーツ
　　　 適正な畜産廃せつ物の処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合宿・イベント等の誘致・開催
　　　・域内外への「食・農」の情報発信や産品ブランド化の推進　　　  ・アクアゾーンくしらやオレンジパーク串良等の観光資源と他の観光施設
      ・経営感覚に優れた農業経営体や集落営農組織の育成　　　　　　 等とのネットワーク化の推進
　　  　　　　                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・施設等を連絡するアクセス道路の整備など
 
　　  ・公営住宅の老朽化対策等の推進
　

　

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

経営体育成促進事業 平成20～24年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

高齢者生きがい対策事業 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

がけ地近接等危険住宅移転事業 平成22年度～ 予定より遅れている。 継続又は延伸

新町市営住宅建替事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 完了

県営道路整備事業（鹿屋串良インター線（新設）） 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

主要幹線道路整備事業（星ヶ丘矢柄線等） 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

スポーツ合宿まちづくり推進事業 平成22～24年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

防災・行政・地域情報伝達システム整備事業 平成23年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

地域協議会 平成18～21年度 予定どおり進んでいる 完了

串良地域再生会議 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成22～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

簡易水道施設関連事業 平成22年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

誘致企業ブロードバンド整備支援事業

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 17.3% 34 196

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 15.3% 30 196

完了

平成22年度 予定どおり進んでいる 完了

B&G活動推進政策事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

元気な地域づくり推進事業 平成22～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

畜産施設整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる

畜産経営活性化対策事業 平成20～22,23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

農地・水・環境保全向上対策事業

２ 基本方向

市民アンケート

防災情報システムの構築 共生・協働のまちづくりの啓発

魅力ある第1次産業の確立

交流人口の拡大による地域活性化

１ 基本理念

３ 地域に特化した事業（共通事業を除く。）

４ 市民アンケート

防災情報システムの構築 共生・協働のまちづくりの啓発

魅力ある第1次産業の確立

交流人口の拡大による地域活性化

災害に強い良好な居住環境の確保
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(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 2.0% 4 196

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 9.2% 18 196

196

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 4.1% 8 196

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 15.8% 31 196

4.6% 9 196

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 15.8% 31 196

(8)子どもを安心して育てることができるまち 12.2% 24

(11)その他 0.0% 0 196

○防災情報システムの構築について、整備費用が多大であるため、今後、計画的に進めていくこ
ととしている。

○魅力ある第１次産業の確立について、経営体育成促進事業により、岡崎地区における農業農村
活性化計画の目標達成に向けた担い手の育成及び農用地の利用集積を図っている。
　また、高齢者生きがい対策事業により、畜産業を支える高齢者に対する支援を行っている。

○災害に強い良好な居住環境の確保について、がけ地近接等危険住宅移転事業により、危険箇所
居住者の移転を支援している。また、新町市営住宅は、平成23年度に建替えを完了しており、災
害に強い良好な居住環境の確保を図っている。

○共生・協働のまちづくりの啓発について、地域コミュニティの在り方として、注目を集めてい
る集落の活動を市のホームページ、広報紙を通じて情報発信している。

○交流人口の拡大による地域活性化について、スポーツ合宿まちづくり推進事業により、串良平
和アリーナを活用したバレーボール教室の開催、エキシビジョンマッチの開催等を行った。
　また、東九州自動車道のインターチェンジの立地などの地理的な優位性を生かすため、県営道
路整備事業に対しての負担金の支出等を行っている。

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 3.6% 7 196

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

５ 検 証
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地域別計画
吾平地域

　

　～　農と工が共に伸びゆく、自然と歴史に満ちたやすらぎの里　～

　

　
　　 ・美しい自然や農村の景観、吾平山上陵を中心とする歴史　　　　　  ・企業ニーズや実情に応じたブロードバンド環境の整備促進など
　　　　 空間等を生かした観光農業やグリーン・ツーリズム等の
　　　　 推進
　　　  ・県立大隅広域公園や湯遊ランドあいら等と市内外の他の
　　　　 観光拠点との連携、ルート化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・生涯学習の充実及び活動基盤となる生涯学習環境の充実
　　　　・大隅縦貫道や県道等の整備促進、景観に配慮したまちな　　　　   ・防災・防犯や地域福祉など地域活動のネットワーク化の推進
　　　   みの形成
　
　
         ・肝属中部地区畑地かんがい事業等の推進
　　　  ・地産地消の取り組みや農畜産物のブランド化の推進
　　　  ・環境に配慮した循環型農業の一層の推進　　　　　　　　　　　　　　   ・地上デジタル放送の難受信対策の推進など

　

ｎo. 事業名
事業実施
年度(予定)

事業の取組状況 今後の方向性

国営畑地かんがい事業 平成20～23年度 予定より遅れている。 継続又は延伸

誘致企業ブロードバンド整備支援事業 平成20～21年度 予定どおり進んでいる 完了

元気な地域づくり推進事業 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

価格補償対策事業 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

ふるさと交流ふれあい事業 平成20年度～ 予定どおり進んでいる 事業内容の見直し

地域コミュニティ基盤整備事業 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

歴史の香るまちづくり事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 完了

地上デジタル放送難受信対策事業 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

元気な地域づくり推進事業（光交付金） 平成22～23年度 予定どおり進んでいる 完了

地域協議会 平成18～21年度 予定どおり進んでいる 完了

吾平地域再生会議 平成22年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

側溝舗装新設事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

道路橋りょう起債関係事業 平成20～23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

橋梁補修事業 平成23年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

アンケート項目 割合 回答数 総回答数

問．将来鹿屋市は、どのようなまちになってほしいと思いますか。

(1)豊かな自然環境と人が共生するまち 22.9% 27 118

(2)道路網や公共交通が充実した、人・ものの移動に便利な
まち 9.3% 11 118

都市公園等施設整備事業 平成23年度～平成25年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

県単独農業農村整備事業 平成20年度 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

中学校スクールバス業務委託事業 平成23年度～ 予定どおり進んでいる 継続又は延伸

２ 基本方向

地域に特化した事業（共通事業は除

市民アンケート

交流人口の拡大による地域活性化 企業活動の支援

地域コミュニティ活動の推進

情報通信格差の是正

１ 基本理念

３ 地域に特化した事業（共通事業は除く。）

４ 市民アンケート

交流人口の拡大による地域活性化 企業活動の支援

農業における生産性の向上や安全・安心な農畜産物の供給体制の強化

地域コミュニティ活動の推進

情報通信格差の是正
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(3)健康・スポーツ、特色ある観光資源など、地域特性を生か
した交流の活発なまち 1.7% 2 118

(4)農林水産物や豊富な観光資源など地域資源・特性を生か
した経済活動が活発な賑わいのあるまち 11.9% 14 118

(5)地域活動やＮＰＯ活動などが活発に展開する市民と行政
が協働するまち 1.7% 2 118

(6)防犯や防災体制が整った安全なまち 11.0% 13 118

15 118

(7)保健・福祉・医療施設や制度が充実した安心して暮らせる
まち 10.2% 12 118

(8)子どもを安心して育てることができるまち 14.4% 17 118

0.8% 1 118

○交流人口の拡大による地域活性化について、観光農園、湯遊ランドあいらなどを活用した都市
と農村の交流を通して、消費者に信頼される農産物や加工品の生産・流通を推進している。ま
た、元気な地域づくり推進事業により観光案内板の設置やホームページの開設により情報発信に
努めている。

○農業分野について、重点作物である「春・秋かぼちゃ」の価格安定基金を造成することによ
り、経営安定化を図っており、また、国営畑地かんがい事業に今後計画的に取り組んでいくこと
により、さらなる畑作の振興を図っていくこととしており、現在、新たな作物として「ごぼう」
の実証展示、作付け振興などを行っている。
　一方、畑地かんがい事業の着手に伴う多大な市負担金の発生が今後見込まれている。

○企業活動の支援について、誘致企業のニーズに応じたブロードバンド整備事業を実施し、平成
21年度に完了している。

○地域コミュニティ活動の推進について、町内会再編を他地区に先駆けて実施しており、合併前
に88あった町内会を10へ再編し、地域コミュニティ基盤を強化している。
　また、元気な地域づくり推進事業により、吾平地域活性化推進計画を策定する等、地域が主体
となったまちづくりに取り組んでいる。

○情報通信格差の是正について、地上デジタル放送の難受信地域が発生しており、これまで対策
を講じてきているが、今後も計画的な事業を推進していく必要がある。

(9)人づくりを重視し、すべての市民がいつでも、どこでも学べ
る生涯学習のまち 3.4% 4 118

(10)古くからの歴史や地域固有の文化を活かしたまち 12.7%

※「４　市民アンケート」の総回答数は、当該地域の居住者からの回答数である。

(11)その他

５ 検 証
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