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１ 分野別計画（案） 
 

 

第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第１節 生涯にわたる健康づくりの推進 

項  目 現状・課題及び施策の方向（旧） 現状・課題及び施策の方向（新） 変更した理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

 健康は、市民がいきいきと豊かな生活を送っていくた

め、また、活力ある地域社会を築いていくための基本的

な条件といえます。鹿屋市では、健康づくり計画に基づ

く各種事業の推進により、市民の健康づくりに対する意

識が高まり、初期の目標であった運動習慣も定着してき

ています。 

 

 一方、食生活や生活様式の変化に伴う生活習慣を起因

とした疾病の増加傾向が懸念されています。 

 これらの生活習慣病を予防する「一次予防」への対応

のため、健康づくり事業の展開を行うとともに、疾病の

早期発見・早期治療のための各種健診・保健指導の実施

や母子相談・妊婦乳幼児健診等を実施しています。 

 

 今後は、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」に基づいた事業推進により地域での

リーダー育成や健康づくり団体との連携を図り、地域住

民やＮＰＯなどの各種団体との共生・協働による健康づ

くりを推し進める必要があります。 

また、救急医療の受診者増により、夜間当番医制度の

維持に問題が生じています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 健康づくりの推進 

 （ア）メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

の該当者や予備軍を減少させるため、健康づくり計

画に基づき、健康ウォーキングやグラウンド・ゴル

フなど市民の誰もが手軽に実践できる運動をより一

層推進し、市内全域に定着させていきます。 

 

（１）現状・課題 

 健康は、市民がいきいきと豊かな生活を送っていくた

めや、活力ある地域社会を築いていくための基本的な条

件といえます。 

鹿屋市では、健康づくり計画に基づく各種事業の推進

により、市民の健康づくりに対する意識の高揚、運動習

慣の定着化、地域の健康づくりリーダーの育成を進めて

きています。 

 一方、食生活の改善や運動習慣の定着等による生活習

慣病の「一次予防」対策を推進するとともに、合併症の

発症や症状の進展等の「重症化予防」対策を推進する必

要があります。また、働く世代の心の健康やストレス対

策、若年期から高齢期までの全ライフステージにおける

心身機能の維持向上、子どもの頃からの健康な生活習慣

づくりも重要とされています。 

 今後は、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」に基づいた事業推進により、地域住

民やＮＰＯなどの各種団体との共生・協働による健康づ

くりや、大隅地域で完結するような高度医療への需要が

高まってきていることから、安心して地域で暮らすこと

ができるよう、地域医療連携による医療体系の整備を図

る必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 健康づくりの推進 

（ア）生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、健

康づくり計画に基づき、健康体操やウォーキング、

グラウンド・ゴルフなど、市民の誰もが手軽に実践

できる運動や健康づくり講話などを実施し、市内全

域に定着させていきます。 

 

 

 

 

 

 

○健康づくりに関する地域のリーダーの育成が必要なことか

ら追加 

 

○これまでの生活習慣病の「一次予防」に加えて、「重症化予

防」の推進を追加 

 

○「うつ病」など、心の病気の予防、幼少期からの健康教育

の重要性を追加 

 

 

 

 

 

○共生協働の視点に加えて、安心して暮らせる地域の形成を

目指すため、地域連携の視点や地域医療の充実を追加 

○内科・小児科の夜間当番医制度は大隅広域夜間急病センタ

ーの設置に伴い削除 

 

 

 

○メタボの減少だけでなく、メタボを含む生活習慣病全般の

予防を追加 
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 （イ）県民健康プラザ健康増進センターや鹿屋体育大

学の機能を活用し、市民の健康度・体力に応じた健

康づくり処方等を提供することにより、市民一人ひ

とりの健康づくりを支援します。また、ＮＰＯ法人、

町内会など健康づくり団体との連携により、各地域

での自主的な健康づくり運動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 保健活動の充実 

（ア）生活習慣病の有病者・予備軍を減少させること

を目的に健康管理情報の活用を図り、個々人の生活

習慣の改善に主眼をおいた保健指導・相談を充実し

ます。 

 

（イ）生活習慣病を食の面から予防するため、食や栄

養についての知識の普及を推進し、正しい食生活へ

の行動変容を支援します。 

 （ウ）安心して出産・育児に臨むことができるよう、

妊婦教室や育児教室、母子相談等を充実します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

（イ）県民健康プラザ健康増進センターや鹿屋体育大

学の機能を活用し、市民の健康度・体力に応じた健

康づくり処方等を提供することにより、市民一人ひ

とりの健康づくりを支援します。また、健康づくり

推進員や食生活改善推進員、母子保健推進員などの

地域ボランティアや町内会、ＮＰＯ法人など、健康

づくり団体との連携により、各地域での自主的な健

康づくり運動を推進していきます。 

（ウ）健康で心豊かな長寿社会の実現のために、個人、

家庭、地域、学校、職場、医療機関など、これらの

健康づくりの実施主体がお互いに連携して機能する

地域社会を構築していきます。 

（エ）小児から高齢者まで一貫した健康づくり体制が

重要であることから、子どもの頃からの生活習慣づ

くりの推進や、全てのライフステージにおいて社会

生活を営むために必要な機能の維持・向上に努めま

す。 

 

② 保健活動の充実 

（ア）生活習慣病の有病者・予備軍を減少させること

を目的に健康管理情報の活用を図り、個々人の生活

習慣の改善に主眼をおいた保健指導・相談や、生活

機能の低下を防ぐための介護予防事業を充実しま

す。 

（イ）生活習慣病を食の面から予防するため、若い世

代から食や栄養についての知識の普及を推進し、正

しい食生活への行動変容を支援します。 

 （ウ）安心して出産・育児ができるよう、予防接種、

歯科保健事業、妊婦教室、育児教室、母子相談等を

充実します。 

（エ）心の健康づくり施策として、働く世代のストレ

ス対策や自殺予防対策、また若年期（思春期）から

高齢期までの相談体制の充実や講演会等の実施、さ

らに関係機関との連携を図り、地域で支援できる体

制づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

○健康づくりを推進するための地域ボランティアについて追

加 

 

 

 

○健康づくりの実施主体の連携を追加 

 

 

 

○人生のあらゆるステージでの健康づくりの推進を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○脳卒中や転倒などにより要介護状態になる人が多いことか

ら介護予防事業を追加 

 

○成人前の食生活習慣が重要であることから文言を追加 

 

 

○予防接種、歯科保健事業を追加 

 

 

○近年の自殺者数が増加していることから心の健康づくり推

進の取組を追加 
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③ 健康診査の推進 

 （ア）各年齢層に応じた疾病の早期発見、早期治療の

ための特定健診及び各種検診を充実します。 

 

（イ）妊産婦、乳幼児の健康の保持・増進を図るため、

妊婦及び乳幼児健診等を実施し、健やかな子育てを

支援します。 

 

④ 健康づくり団体の育成 

   市内全域で健康づくり運動を広く展開していくた

め、健康づくり計画に基づき、健康づくりに関する

助言・指導のできるボランティアや市民の生活習慣

の改善を推進する健康づくりリーダーを「かのやヘ

ルスアッププラン２１推進事業」等を活用し育成し

ます。 

 

⑤ 医療体制の充実 

医療機関等と連携しながら、市民に対し良質かつ

適切な医療提供体制の充実を図ります。 

   また、夜間救急医療体制については、救急医療の

受診者の増加によりこの制度の維持が危ぶまれてい

ることから、適正な利用と正しい知識について市民

啓発を徹底し、夜間救急医療体制の維持と初期救急

医療体制を確保していきます。 

③ 健康診査の推進 

（ア）各年齢層に応じた疾病の早期発見、早期治療の

ための特定健診及び各種がん検診等を充実します。 

  

（イ）妊産婦、乳幼児の健康の保持・増進を図るため、

妊婦及び乳幼児健診等を実施し、年齢に応じた保健

指導を充実し、健やかな子育てを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 医療体制の充実 

大隅地域で完結する高度医療への要請や、大隅広

域夜間急病センターを核とした一次救急医療体制を

確保するとともに、鹿屋医療センター等を中心とし

た後方支援体制等を関係機関と連携しながら充実し

ていきます。 

また、入院患者が、退院後も安心して在宅で地域

生活が送れるように、市、県及び医療機関等の関係

機関が、地域医療連携によるケア体制を充実すると

ともに、かかりつけ医やかかりつけ薬局の普及にも

努めます。 

 

 

 

 

 

○健診の充実に加え、子どもの成長や発達段階に応じた保護

者への保健指導の充実を追加 

 

○ボランティアの育成については、各推進員やアドバイザー

を養成するなど、一定の人員が確保されてきており、今後

は養成したボランティアの活用が重要であることから、健

康づくりの地域リーダーとしての健康づくりを推進するた

め、①の健康づくりの推進へ統合 

 

 

 

 

○高度医療の確立と現医療体制の充実について整理 

 

 

 

 

○地域医療連携によるケア体制の充実を追加 

 

○かかりつけ医・薬局の普及を追加 
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第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第２節 ふれあいの福祉の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（旧） 現状・課題及び施策の方向（新） 変更した理由 

１ 高齢者福祉の充実 （１）現状・課題 

 少子高齢化、核家族化による独居高齢者世帯や高齢者

のみの世帯が増加し、今後高齢者の援護や介護に対する

ニーズは高まる傾向にあります。 

 住み慣れた地域で安心して生活したいという高齢者の

要望も強く、援護や介護を必要とする人が、地域で必要

に応じて適切な介護サービスを受けられるよう地域包括

支援センターやあんしん地域ネットワークの充実による

地域における相談・見守り体制の確立や必要に応じて利

用できる地域密着型サービスの充実が求められていま

す。 

 また、高齢者数の増加に伴う要援護者の増加及び認知

症患者数の増加などにより、高齢者虐待が社会問題とな

っており、高齢者虐待防止法が制定され、地域包括支援

センターを中心とした連携体制の早急な確立が望まれて

います。 

 一方、高齢者が長年培ってきた知識や経験、技術を生

かし、生涯現役で健やかに自立した生活ができるような

環境づくりの充実が求められています。 

 中心市街地の市民交流センター（リナシティかのや）

内の福祉プラザを、高齢者の交流促進や福祉活動の拠点

とするとともに、情報共有や市民の連携の場として、さ

らに活用を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 地域ネットワークシステムの確立 

   地域住民自らの手によって高齢者と地域住民がと

もに支え合うしくみをつくることにより、高齢者が

住み慣れた地域で安心して生活することができ、高

齢者を地域で見守る環境づくりへの転換を推進しま

（１）現状・課題 

 急速な高齢化の進展により、ひとり暮らしや認知症高

齢者等が増加し、高齢者の援護や介護に対するニーズは

さらに高まる傾向にあります。 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、「老々介

護」や認知症高齢者の増加が見込まれますが、介護を必

要とする状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で

安心して生活したいという高齢者の希望は依然として強

く、在宅生活の考えを基本とした取組が求められていま

す。 

これらの取組は、地域密着型サービスを含む在宅サー

ビスの充実はもとより、医療との連携や高齢者虐待防止

等の権利擁護、介護・福祉・医療等の総合的な相談及び

支援体制の強化を図る必要があることから、この調整役

となる地域包括支援センターの機能強化や地域の見守り

等の支えあい体制づくりとしての地域住民や関係機関等

で構成されるあんしん地域ネットワーク体制の推進が重

要です。 

なお、今後は、要介護認定を受ける人の割合が大きく

上昇する75歳以上の高齢者が増大することから、それに

伴い要介護認定者数は増加し、要介護状態も重度化する

ことが予想され、高齢者はできるだけ早い段階から健康

づくりや介護予防を行うことが大切です。 

また、高齢者がいつまでも生き生きと暮らせるよう、

地域や社会の中で生きがいを持ち、活躍し続けることが

できるよう、仲間づくりや社会参加への環境づくりや支

援も必要です。 

 

（２）施策の方向 

① 地域ネットワークシステムの構築 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮

らし続けるために、介護と医療が連携した公的サー

ビスのみならず、地域全体で互いに支えあう共助の

体制づくりや高齢者虐待防止等の権利擁護、介護・

 

○鹿屋市高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画（H24

～H26）を平成24年3月に策定したことから、全面的に修正

（計画書に沿った記述に修正） 
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す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 在宅福祉サービスの充実 

ひとり暮らしや介護が必要な寝たきりの高齢者等

が自宅で快適に生活できるよう、寝具洗濯乾燥や訪

問給食サービスなどの在宅福祉サービス内容の充実

を図ります。 

 

③ 地域密着型サービスの充実 

ひとり暮らしや認知症の高齢者が、介護が必要な

状態になっても住みなれた地域で介護サービスが利

用できるように、日常生活圏域（地域）内にサービ

ス基盤の整備を図ります。 

 

④ 居住環境の整備 

高齢者が自立した生活を送り日常生活を快適なも

のにするとともに介護者の負担軽減を図るため、玄

関、居室、洗面所、浴室など、居住環境のバリアフ

リーを支援します。また、高齢者が利用する施設と

周辺道路など、公共空間のバリアフリーの整備充実

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・医療等の総合的な相談及び支援体制の強化に

取り組みます。 

具体的には、24時間対応の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等の地域密

着型サービスの整備、地域包括支援センターを中心

とした権利擁護や相談・支援体制の機能強化、地域

住民や関係機関等との連携による見守り等のあんし

ん地域ネットワーク体制の推進等、地域の身近な所

でサービスを提供し、地域全体で高齢者を支える「地

域包括ケア体制」を構築します。 

 

② 在宅サービスの充実とサービスの質の向上 

高齢者の暮らしを支えるために、配食・見守りな

どの生活支援や訪問介護や通所介護等の在宅サービ

スの充実とあわせて、それらが高齢者の自立支援に

つながるためのサービスの質の向上と適正な実施に

取り組みます。 

具体的には、要介護認定の適正化のための認定調

査員の指導・研修、ケアマネジメント等の適正化の

ためのケアプランの点検やケアマネジャーへの研修

会・情報交換会の実施、介護報酬請求の適正化のた

めの給付実績の点検等を行います。これらの実施を

行うことで、市民に対し、介護保険制度に対する信

頼性を高めていきます。 

 

③ 介護予防の推進 

高齢者が健やかに暮らしていけるように、介護状

態に陥らないための健康づくりや介護予防に取り組

みます。また、認知症に対するより一層の理解・支

援を図ります。 

具体的には、健康教育、健康相談等での介護予防

の普及・啓発、ぴんぴん元気教室、高齢者筋力向上

トレーニング等の実践により運動器機能向上、栄養

改善、口腔指導等を行い、生活機能低下の予防に努

めます。 

また、認知症に関する相談・支援体制の充実や認

知症に対する正しい知識や理解のための講演会や認
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⑤ 生きがい対策の推進 

高齢者が在宅で自立した生活を送りながら地域や

社会の中で活躍し続けることができるよう、生涯現

役で健やかに生活できる環境づくりを推進します。

また、高齢者がいつまでも生きがいを持って生き生

きと暮らせるよう、就労支援の充実や高齢者の交流

拠点としての福祉プラザの活用など多様な社会活動

への参加を支援します。 

 

知症サポーターの養成を引き続き行います。 

 

④ 生きがい対策の推進 

高齢者が生きがいのある生活を送るために、地域

や社会の中で、高齢者の「出会う場」、「学ぶ場」、「活

躍する場」の支援を行います。 

具体的には、学習活動、地域奉仕活動、健康増進

活動を通じて、地域の仲間づくりを目的としたふれ

あい・いきいきサロンや高齢者クラブ活動への支援

をはじめ、高齢者の働く意欲に応じた就労の場を確

保するために、シルバー人材センターへの加入や高

齢者の地域活動への参加を支援しながら、高齢者の

活躍の場を広げていきます。 
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第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第２節 ふれあいの福祉の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（旧） 現状・課題及び施策の方向（新） 変更した理由 

２ 障害者（児）福祉

の充実 

（１）現状・課題 

 障害者は年々増加しており、平均寿命の伸長により重

度障害者の高齢化が進行しています。 

 また、地域コミュニティの機能が低下する中、核家族

化の進行などにより障害者を取り巻く環境は、介護者の

確保の問題など厳しい状況に置かれています。  

 障害者が地域社会の中で健常者と同じように生活し、

活動することが社会の本来あるべき姿であり、そのよう

な社会に改善していこうという考え方(ノーマライゼー

ション) のもと、障害者福祉が推進されています。健常

者もボランティア活動への取り組みや障害に対する理解

を深めるなど心のバリアフリーを進める必要がありま

す。 

 障害者が自立した生活を営むために、国・地方自治体・

地域における様々な支援体制が必要です。 

 その分野は、福祉はもちろんのこと、情報コミュニケ

ーション、教育、雇用、道路、住宅、防災・防犯、医療・

保健、文化・スポーツなど幅広い分野に及びます。これ

らに関係する行政機関、民間福祉事業者、ボランティア

等の連携が求められています。 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

 障害者福祉は、ノーマライゼーションの理念（障害者

が地域社会の中で健常者と同じように生活し、活動する

ことが社会の本来あるべき姿であり、そのような社会に

改善していこうという考え方) のもと推進されており、

健常者もボランティア活動への取り組みや障害に対する

理解を深めるなど、障害者への正しい理解と必要な手助

けを自然に行える「心のバリアフリー」を進める必要が

あります。 

障害者を取り巻く環境は、地域コミュニティの機能が

低下する中、障害者やその介護者の高齢化が進んでいる

ことなどにより、厳しい状況に置かれています。 

このような状況の中で、障害者が自立した生活を営む

ためには、個々の状況に対応して多様な生活の場を確保

するなど、国・地方自治体・地域が様々な支援・協力を

行うことが必要となります。 

 また、障害者自立支援法の改正（障害者総合支援法）

に伴う施策も含めて、自立生活支援、自己決定・権利擁

護体制の整備、生活の場の確保、就労支援の充実、暮ら

しやすい地域社会の実現など、障害者施策のニーズは増

大しており、これらに対応するため、福祉はもちろんの

こと、情報コミュニケーション、教育、雇用、道路、住

宅、防災・防犯、医療・保健、文化・スポーツなど幅広

い分野に関係する機関と連携した取り組みが求められて

います。 

 

（２）施策の方向 

 ① 障害者の相談支援体制の強化 

   地域生活を送るうえで支援を必要としている障害

者が、気軽に相談することができる総合相談支援セ

ンターを活用し、相談体制の強化を図ります。セン

ターの相談窓口には専門の相談員を集約配置し、身

体・知的・精神の３障害ワンストップで相談支援を

行うとともに、様々な要因が混じり合う複合的な相

 

○まず、理念を先に記述し、障害者への理解の重要性に触れ

る形に文章配置を変更 

 

 

 

 

 

 

○障害者やその介護者の高齢化が課題となっているため、自

治体等の支援・協力が必要なことを、前期より明確に記述

した文言に変更 

 

 

 

 

〇障害者の様々なニーズが増大している現状があり、幅広い

分野・関係機関と連携した取組が求められていることを記

述した文言に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害者に対する相談支援体制を１番目に項目立てし、施策

の方向を記述した文言に変更 
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 ① 障害者への理解と社会参加の促進 

 （ア）ノーマライゼーションの理念の浸透を目指して、

市民の障害や障害のある人に対する理解が一層深ま

るよう、市民意識の啓発を図ります。 

 （イ）障害者の社会参加を促進させるため、各種イベ

ントの実施、移動に要する費用の支援、スポーツ交

流、障害者団体の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 ② 地域における生活支援体制の確立 

 （ア）「障害者基本計画」を策定し、障害者の総合相談

支援センターの設置による相談支援事業の充実、ホ

ームヘルプサービスや児童デイサービスをはじめと

する障害福祉サービスの充実を図るとともに、地域

生活支援事業の充実に努めます。 

 （イ）障害者の地域生活への移行を支援するため、地

域生活支援事業の実施主体となる社会福祉法人やＮ

ＰＯ法人等と連携を図り、入所施設の新体系へのス

ムーズな移行などが図れるよう民間福祉事業者を支

援します。 

 （ウ）ハローワークなど関係機関と連携し、障害者の

雇用機会の拡大に努めます。 

 

 （エ）児童の障害について、早期発見のための健診シ

ステムの充実、早期療育体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

談にも対応していきます。 

 

② 障害者への理解と社会参加の促進 

 （ア）障害者の地域での生活、就労、社会参加を推進

するために欠かせない「障害や障害者」に対する理

解が一層深まるよう、市民意識の啓発を図ります。 

 （イ）障害者の社会参加を推進するため、障害者への

情報提供の充実、手話・点訳奉仕員の派遣、各種イ

ベントの実施、移動に要する費用の支援など、幅広

い施策に取り組みます。 

   また、障害者への広報や情報提供を行うために欠

かせない手話・点訳ボランティア団体の活動を支援

するとともに、新たな人材の育成を図ります。 

 

③ 地域における生活支援体制の確立 

 （ア）ホームヘルプサービスや児童デイサービスをは

じめとする障害福祉サービスの充実を図るととも

に、地域生活支援事業の充実に努めます。 

 

 

（イ）地域生活支援事業の実施主体となる社会福祉法

人等と連携を図り、障害者の地域生活への移行を支

援します。また、日中活動場所の確保や、地域生活

におけるサポート体制の整備等、地域に定着するた

めの支援体制の充実に努めます。 

（ウ）ハローワークや就労支援センターなど関係機関

と連携し、一般就労の受入先の確保など障害者の雇

用機会の拡大に努めます。 

（エ）児童の障害について、早期発見のための健診シ

ステムの充実、早期療育体制の整備に努めます。 

 

④ 障害者とその介護者の高齢化への対応 

  課題となっている障害者やその介護者の高齢化に

対応するため、在宅生活での介護支援を基本としな

がら、障害の特性や年齢など個々の状況に応じた多

様な生活の場の確保や、地域生活を支援するサービ

スの充実、医療機関との連携等に努めます。 

 

 

○項目を２番目に変更 

○ノーマライゼーションの理念は現状に記述があるため、省

略するなど、一部表現の見直しによる文言の変更 

 

○施策事例が不足しているため追加 

 

 

 

〇手話・点訳ボランティア団体の活動支援等の文言を追加 

 

 

 

 

〇「障害者基本計画」は策定済であるため削除 

 

 

 

 

○支援体制の充実に関する記述がなかったため、文言を追加 

 

 

 

 

〇障害者の雇用拡大が国でも一つのテーマとなっているた

め、文言を追加 

 

 

 

 

〇障害者とその介護者の高齢化に係る項目、施策の方向性を

新たに記述 
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③ 生活環境の整備 

   障害者や介護者が在宅で快適に暮らせるよう、居

住環境のバリアフリーを支援していくとともに公共

施設や周辺道路など、公共空間のバリアフリーを進

めます。 

 

 

⑤ 生活環境の整備 

  障害者や介護者が在宅で快適に暮らせるよう、居

住環境のバリアフリーを支援していくとともに公共

施設や周辺道路など、公共空間のバリアフリーを進

めます。 
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第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第２節 ふれあいの福祉の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 児童・家庭福祉の

充実 

（１）現状・課題 

 我が国においては1899年（明治32年）に人口動態統計

を取り始めて以来、初めて出生数が死亡数を下回り、総

人口が減少に転ずる人口減少社会が到来しており、少子

化が急速に進行しています。 

 １人の女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特

殊出生率は、本市（旧鹿屋市）の場合、平成５年から平

成９年が1.88であったものが、平成10年から平成14年は

1.72となっており、全国と同様に減少傾向で推移してい

ます。 

 この少子化の主な要因としては、晩婚化の進行や未婚

率の上昇があると言われており、その背景には、若年世

代にとって子育ての経済的な負担の大きさ、家庭と仕事

の両立の困難さ、育児についての不安など、子どもを生

み育てることをためらわせる経済的、あるいは心理的な

負担感が強くあるものと指摘されています。 

 近年、核家族化の進行、ひとり親の増加が顕著であり、

地域連帯意識の希薄化、児童虐待や家庭内暴力などが問

題となっています。 

 また、家庭や地域の子育て機能の低下がみられ、これ

らに伴い子育てに対するニーズは多様化しています。 

このようなことから、鹿屋市では関係課が密接な連携

を図りながら、次世代育成支援対策を推進しています。 

現在、急速に進行している少子化に対応するためには、

新生児・乳幼児期、未就学期、小学生期など、発達の段

階に応じた適切な子育て支援サービスの充実と経済的な

支援を実施していくことが必要です。 

 また、日本の労働人口は減少している中、男女共同参

画の推進が求められており、仕事と子育てが両立できる

働きやすい職場環境づくりや、多様なニーズに対応する

保育サービスの充実を図る必要があります。 

 

さらに、児童虐待防止対策や配偶者からの暴力被害者

対策、婦人保護対策のために、市として果たすべき役割・

（１）現状・課題 

 我が国においては1899年（明治32年）に人口動態統計

を取り始めて以来、初めて出生数が死亡数を下回り、総

人口が減少に転ずる人口減少社会が到来しており、少子

化が急速に進行しています。 

１人の女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特

殊出生率は、平成15年に1.68であったものが、平成19年

では1.88と上昇しており、県や国よりも高い水準で推移

していますが、人口を維持するのに必要とされる、2.08

を下回っており、少子化傾向が続いています。 

この少子化の主な要因としては、晩婚化の進行や未婚

率の上昇があると言われており、その背景には、若年世

代にとって子育ての経済的な負担の大きさ、家庭と仕事

の両立の困難さ、育児についての不安など、子どもを生

み育てることをためらわせる経済的、あるいは心理的な

負担感が強くあるものと指摘されています。 

 近年、核家族化の進行、ひとり親の増加が顕著であり、

地域連帯意識の希薄化、児童虐待や家庭内暴力などが問

題となっています。 

また、家庭や地域の子育て機能の低下がみられ、これ

らに伴い子育てに対するニーズは多様化しています。 

このようなことから、鹿屋市では関係課が密接な連携

を図りながら、次世代育成支援対策を推進しています。 

現在、急速に進行している少子化に対応するためには、

新生児・乳幼児期、未就学期、小学生期など、発達の段

階に応じた適切な子育て支援サービスの充実と経済的な

支援を実施していくことが必要です。 

 今後、日本の労働人口は減少している中、男女共同参

画の推進が求められており、仕事と子育てが両立できる

働きやすい職場環境づくりや、保育計画の作成により多

様なニーズに対応する保育サービスの充実を図ることや

空待ち児童の解消に向け政策を推進します。 

さらに、児童虐待防止対策や配偶者からの暴力被害者

対策、婦人保護対策のために、市として果たすべき役割・

 

 

 

 

 

 

○合併して５年を経過していることから表現を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保育計画を作成し、空待ち児童解消を図ることを追加 
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機能の充実が求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 安心して子どもを生み、育てられる地域環境の形

成 

 （ア）子育て家族の孤立化・地域における養育力の低

下など、子育ての不安や負担感が高まっています。

子育て中の親子が集まって相談、情報交換、交流等

ができる拠点施設の充実を図ります。 

 

 （イ）家庭生活と仕事等の社会的活動の両立を容易に

するとともに子育ての負担感を緩和するために、ボ

ランティアの育成や子育て支援のネットワークづく

りを行い、地域で安心して子どもを生み育てられる

環境の形成に努めます。 

 

 ② 子育て支援サービスの充実 

   家庭は子どもの育成の基盤であり、人格形成にと

ってきわめて重要な場です。保護者が心のゆとりを

持って子育てができ、また、育児と仕事等の社会的

活動が両立できるよう、保育サービスの充実を図る

とともに放課後児童等の健全育成を積極的に推進す

るなど、子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

 ③ 子育て中の家庭への経済的支援の充実 

   子育てに係る経済的な負担が増加しており、子育

て費用に対する負担の軽減が求められています。次

代の社会を担う児童の健全な育成を図るため、保育

所・幼稚園の保育料の軽減や、児童手当の支給及び

乳幼児医療費の助成など、子育て中の家庭への経済

的支援の充実に努めます。 

 

 ④ 母子・父子家庭等の子育て支援方策及び福祉の充

実 

 （ア）近年の離婚件数の増加に伴い母子・父子家庭等

が増加しています。このような家庭の子どもが心身

ともに健やかに成長できるよう、個々の家庭が抱え

機能の充実が求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 安心して子どもを生み、育てられる地域環境の形

成 

 （ア）子育て家族の孤立化・地域における養育力の低

下など、子育ての不安や負担感が高まっています。

子育て中の親子が集まって相談、情報交換、交流等

ができる拠点施設や「つどいの広場」等の充実を図

ります。 

 （イ）家庭生活と仕事等の社会的活動の両立を容易に

するとともに子育ての負担感を緩和するために、ボ

ランティアの育成や子育て支援のネットワークづく

りを行い、地域で安心して子どもを生み育てられる

環境の形成に努めます。 

 

 ② 子育て支援サービスの充実 

   家庭は子どもの育成の基盤であり、人格形成にと

ってきわめて重要な場です。保護者が心のゆとりを

持って子育てができ、また、育児と仕事等の社会的

活動が両立できるよう、保育サービスの充実を図る

とともに放課後児童等の健全育成を積極的に推進す

るなど、子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

 ③ 子育て中の家庭への経済的支援の充実 

   子育てに係る経済的な負担が増加しており、子育

て費用に対する負担の軽減が求められています。次

代の社会を担う児童の健全な育成を図るため、保育

所・幼稚園の保育料の軽減や、児童手当の支給及び

子ども医療費の助成など、子育て中の家庭への経済

的支援の充実に努めます。 

 

④ 母子・父子家庭等の子育て支援方策及び福祉の充

実 

 （ア）近年の離婚件数の増加に伴い母子・父子家庭等

が増加しています。このような家庭の子どもが心身

ともに健やかに成長できるよう、個々の家庭が抱え

 

 

 

 

 

 

 

 

○交流や育児相談等の充実を図るための施設として「つどい

の広場」等を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業内容の充実を図ったことにより事業名を「乳幼児医療

費助成」から「子ども医療費助成」へ変更したため修正 
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る問題に対応した、子育て支援方策の充実を図りま

す。 

 （イ）母子寡婦・父子家庭の精神的・経済的基盤の確

立を図るため、各種支援対策の推進に努め、相談・

指導体制の充実を図るとともに、就労機会の確保な

ど自立を支援します。 

 

 ⑤ 子どもの人権尊重及び保護の推進 

   子どもの人権問題が、大きな社会問題となってい

ます。児童虐待の防止や早期発見に対応するため、

関係者によるネットワークを構築し連携を図るとと

もに、児童の権利の周知・啓発を行うなど、子ども

の人権尊重及び保護を推進します。 

 

る問題に対応した、子育て支援方策の充実を図りま

す。 

 （イ）母子寡婦・父子家庭の精神的・経済的基盤の確

立を図るため、各種支援対策の推進に努め、相談・

指導体制の充実を図るとともに、就労機会の確保な

ど自立を支援します。 

 

⑤ 子どもの人権尊重及び保護の推進 

   子どもの人権問題が、大きな社会問題となってい

ます。児童虐待の防止や早期発見に対応するため、

関係者によるネットワークを構築し連携を図るとと

もに、児童の権利の周知・啓発を行うなど、子ども

の人権尊重及び保護を推進します。 
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第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第２節 ふれあいの福祉の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（旧） 現状・課題及び施策の方向（新） 変更した理由 

４ 地域福祉の充実 （１）現状・課題 

 経済の低迷、社会構造の変化、少子高齢化、疾病構造

の変化、離婚の増加など、多様化する社会の中で、社会

的な弱者は一層厳しい状況に置かれており、特にひとり

暮らしの高齢者、母子・父子家庭、障害者、児童虐待な

どに関する福祉ニーズが高まっています。 

 このような様々なニーズを把握しながら、地域の実情

に応じた適切な支援策を講じ、また、その社会的・経済

的自立を促していくことが必要となっています。 

地域社会においては、市民が住み慣れた地域で安心し

て暮らせるよう、そこに居住する地域住民で相互に助け

合うことが求められることから、相互扶助意識の高揚を

図るとともにボランティアやＮＰＯ等の育成と支援を行

うことが重要です。 

 さらに、市民交流センター（リナシティかのや）に設

置された福祉プラザを地域福祉活動の拠点とし、情報共

有や市民の連携の場としての活用を図ることが必要で

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 地域福祉の向上 

   すべての市民が地域で安心して生涯豊かに暮らせ

るよう、地域での相互扶助意識の高揚を図るととも

に福祉施策の調査・研究により地域福祉のニーズに

対応した福祉活動を推進します。 

   また、社会福祉協議会は、社会福祉法の中で社会

福祉に関する活動への住民の参加のための援助等を

行い、地域福祉を推進することを目的として位置づ

けられており、今後もその活動を支援し、連携を密

にしながら地域福祉の向上を目指します。 

 

 ② 地域福祉推進体制の充実 

   地域福祉の啓発・広報を図るために福祉プラザを

活動拠点としていくとともに、サービス提供体制の

（１）現状・課題 

 日常の社会生活において、公的な支援が及ばない部分

は、地域による支え合いに負うところが大きく、これに

よって普段の地域生活が営まれています。 

しかしながら、近年における産業構造の変化に伴うラ

イフスタイルの多様化、核家族化の進行、共働き世帯の

増加などにより、地域や家庭における相互扶助の精神や

連帯感は弱まる傾向にあります。 

 このため、災害時における高齢者や障害者への支援、

子供や高齢者への虐待、一人暮らし高齢者の孤独死など

新たな問題が生じています。 

 このようなことから、地域の相互支援体制の構築や住

民の相互扶助意識の高揚を図りながら、ボランティアや

ＮＰＯ等の育成・支援を行うとともに、社会福祉協議会

及び各福祉団体等の機能の充実、さらにこれら相互の連

携強化を図り、地域ぐるみで行われる福祉活動を支援し

ていくことが必要です。 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 地域福祉の向上 

   地域福祉に対する理解と意識の高揚のため、研修

会の開催や広報などによる啓発活動を推進します。 

   地域に密着した福祉活動の推進を図るため、社会

福祉協議会の機能の充実強化に努めます。 

   地域福祉の充実のため、民生児童委員や町内会、

あんしん地域ネットワークなどと連携強化に努め、

住民が相談しやすい環境づくりを進めるとともに、

幅広い福祉ボランティア活動の推進や各福祉団体の

活動に対する支援を行います。 

 

② 地域福祉推進体制の充実 

   地域福祉の啓発・広報を図るために福祉プラザを

活動拠点としていくとともに、サービス提供体制の

 

○東日本大震災以降、ボランティアの育成や弱者対策など、

地域福祉に係る課題等は大きく変化しているため、これら

に対応した分野別計画とする必要があることから、(1)(2)

ともに全面的に内容や表現を変更 
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充実、ボランティア活動の支援、地域福祉活動を担

う人材の育成等により、地域福祉推進体制の一層の

充実を図ります。 

 

充実、ボランティア活動の支援、地域福祉活動を担

う人材の育成等により、地域福祉推進体制の一層の

充実を図ります。 

   また、住民主体の地域福祉活動を促進するうえで

重要となる地域の福祉活動拠点（市民交流センター

福祉プラザ、串良ふれあいセンター、輝北総合福祉

センターなど）や既存福祉施設等の有効活用により、

地域に根ざした福祉環境の充実に努めます。 

 

 ③ 地域福祉ネットワークの構築 

   地域見守りや要援護者対策などの観点から、情報

共有・協働のプラットホームの場となる地域福祉ネ

ットワークの取り組みが求められているため、地域

住民を中心として、民生児童委員や町内会、福祉関

連施設・事業所、学校など地域の社会資源の有機的

なネットワークを構築するとともに、地域住民相互

の交流、見守り活動など、多様な取り組みを支援し

ます。 

 

 ④ 安心してサービスを利用できる仕組みづくり 

   高齢者、障害者、子育て中の人など、地域で生活

を送るうえで支援を必要とする住民が気軽に相談す

ることができるように、地域における各種相談窓口

の体制を充実させるとともに、事例検討を通じたネ

ットワークづくりを推進するなど、各相談機関の連

携強化に努めます。 

   また、認知症高齢者や障害者などが、必要なサー

ビスを適切に利用できるよう、成年後見制度や福祉

サービス利用援助事業の普及啓発や利用促進を図り

ます。 

 

⑤ 福祉のまちづくりの推進 

   公共施設のバリアフリー化などを促進し、高齢者

や障害者が安心して安全に生活できるよう、福祉の

まちづくりを推進します。 
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第１章 地域で支えあう健やかで心のかようまちづくり 

 第２節 ふれあいの福祉の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（旧） 現状・課題及び施策の方向（新） 変更した理由 

５ 社会保障の充実 （１）現状・課題 

 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、

低所得者福祉などの社会保障制度は、市民のだれもが安

心して健康的な生活が送れるように社会全体でともに支

え合う制度です。 

 高齢化社会の急速な進行、長期にわたる景気低迷など

により医療費や介護の保険給付費、生活保護者等が増加

しており、国による制度の見直しが進められています。 

鹿屋市では、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

を策定し、生活支援サービスのさらなる充実に努めてい

ます。制度の適正な運営や費用の抑制に向けた健康づく

り、介護予防への取り組み、安定的な財政確保が求めら

れます。 

 

国民年金は、健全な老後生活を維持するための基本的

かつ重要な制度です。しかし、制度の啓発に努めている

ものの未納者数は増加傾向にあります。今後とも、社会

保険事務所との協力・連携のもと、無年金者発生防止の

ため、さらなる国民年金の普及と啓発を図る必要があり

ます。 

 

 

 高齢化・核家族化の進行や景気の低迷をはじめとした

社会経済状況により被保護世帯数は増加傾向にあり、生

活保護制度については、関係機関との連携を強化し、自

立のための就労支援を行うなど、保護の適正な実施に努

めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、

低所得者福祉などの社会保障制度は、市民のだれもが安

心して健康的な生活が送れるように社会全体でともに支

え合う制度です。 

しかしながら、近年の高齢化社会の急速な進行や長期

にわたる景気低迷などにより、医療費や介護給付費、生

活保護費等が増加し、制度の安定的な運営を脅かす状況

となっていることから、現在、社会保障全般について、

国による制度の見直しが進められています。 

また、各自治体においても、社会保障制度の安定的な

運営に向けた、さらなる取組が求められています。 

 

① 国民年金 

国民年金は、健全な老後生活を維持するための基

本的かつ重要な制度であり、国において、将来にわ

たって持続可能で国民が安心できる制度の確立に取

り組んでいます。今後とも、日本年金機構や鹿屋年

金事務所と連携し、市民の手続きの円滑化や制度の

普及・啓発を図る必要があります。 

 

② 生活保護 

高齢化・核家族化の進行や景気の低迷をはじめと

した社会経済状況により被保護世帯数は増加傾向に

あり、生活保護制度については、関係機関との連携

を強化し、自立のための就労支援を行うなど、保護

の適正な実施に努めていく必要があります。 

 

③ 介護保険 

鹿屋市においては、第１期から第４期の介護保険

事業計画期間にグループホーム等の居住系サービス

や、通所介護等の居宅サービスの整備が進められた

ことにより、介護サービス提供体制が整えられてき

ました。 

 

○現状と課題は、リードの部分で社会保障全般について整

理し、その後に個別の社会保障制度について記載するこ

とで、それぞれの現状と課題を分かりやすい表現にする

ため、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国民年金保険料の徴収、免除の勧奨は、日本年金機構か

ら民間業者に委託され、市町村事務から外れたため修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋市高齢者保険福祉計画・第５期介護保険事業計画

（H24～H26）を平成24年３月に策定したことから修正 
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（２）施策の方向 

 ③ 国民年金の充実 

市民の一人ひとりが高齢期においても安定した生

活が営めるよう、国民年金制度への正しい理解のた

めの啓発、未納者の納付意識の向上、低所得者に対

する免除指導等に努め、制度の適切な運営を目指し

ます。 

 

④ 低所得者福祉の充実 

健康で文化的な最低限の生活確保のため、生活保

護制度の適正な運用を図り、関係機関との連携によ

その一方で、高齢者人口の増加による要介護認定

者数の増加とそれに伴う介護サービス利用者の増加

から、介護給付費も大幅に増加していることから、

今後も持続可能な介護保険の運営を行っていくため

の対策が急務となっています。 

 

④ 国民健康保険・後期高齢者医療 

高齢化や医療技術の高度化などにより、被保険者

に係る医療費は年々増加しており、これが各医療保

険特別会計の財政を圧迫している大きな要因となっ

ています。 

特に生活習慣病に起因すると考えられる疾病が医

療費の上位を占めている状況となっています。 

このような状況から、鹿屋市では保険財政の健全

化を図るため、国民健康保険事業については、平成

23年４月に「財政健全化基本方針」を策定し、 

・医療費の適正化 

・保険税の収納率向上対策 

・保険税の見直し 

の３つの柱を中心とした取組を行っており、後期高

齢者医療についても、後期高齢者医療広域連合と連

携し、健全化に向けた取組を行っているところであ

り、今後も引き続き財政健全化に向けた対策を推進

することとしています。 

 

（２）施策の方向 

① 国民年金の充実 

市民の一人ひとりが高齢期においても安定した生

活が営めるよう、国民年金制度への正しい理解のた

めの啓発とともに、制度の適切な運営を目指します。 

 

 

 

② 生活保護制度の適正な運用 

健康で文化的な最低限の生活確保のため、面接相

談員、就労支援員等による生活保護相談・指導体制

の充実に努め、自立支援を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相談・指導体制の充実に努めること、関係機関について

例示することなど、表現の見直し 
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る自立支援を推進していきます。 

 

 

 

 

 

② 介護保険の充実 

高齢者ができる限り元気で要介護状態にならない

ことや、症状が悪化しないように介護予防を重点的

に進めるとともに、介護事業者の情報提供を進め、

サービス向上を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国民健康保険・後期高齢者医療の充実 

   制度についての広報や啓発活動を充実し、被保険

者に理解を得られるように努めるとともに、収納体

制を強化し保険税等の納入率の向上を図ります。 

また、ハローワークや社会福祉協議会、医療機関、

金融機関、民生児童委員などの関係機関と連携し、

最後のセーフティネットとしての生活保護制度の適

正な運用を図ります。 

 

③ 介護保険の充実 

鹿屋市では、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画」を策定し、高齢者の介護等に対するニーズの

高まりに応じた施策を進めています。介護保険制度

のさらなる普及啓発を図るとともに、介護サービス

の適正な提供や介護費用の増加の抑制に向けた健康

づくり、介護予防への取組、収納率の向上による安

定的な財源措置を行い、制度に対する市民の理解や

信頼感を高め、持続可能な制度運営に努めていきま

す。 

また、高齢者ができる限り元気で要介護状態にな

らないことや、症状が悪化しないように介護予防を

重点的に進めるとともに、介護サービスの質の向上

と介護事業者の情報提供を進め、サービス向上を促

します。 

 

④ 国民健康保険・後期高齢者医療の充実 

医療費の適正化などによる、各医療保険特別会計

の財政基盤強化と長期的・安定的運営を図るため、 

   ・被保険者の制度に対する知識と理解を深めるた

めの広報・啓発活動の充実 

   ・特定（長寿）健診の受診促進、人間ドック助成

やジェネリック医薬品利用促進などの各種保健

事業の実施 

   ・保険税（料）の収納率向上 

   ・保健事業に係る関係課との連携強化 

  などの取組をさらに推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋市高齢者保険福祉計画・第５期介護保険事業計画

（H24～H26）を平成24年３月に策定したことから修正 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

 第１節 生涯学習社会の形成 

項  目 現状・課題及び施策の方向【前期基本計画】 現状・課題及び施策の方向【後期基本計画】 変更した理由 

１ 生涯学習の推進 （１）現状課題 

 科学技術の急速な発展、国際化、情報化、高齢化など

の社会変化の中で、市民一人ひとりが豊かな人生を送る

ために、生涯にわたって自らの学習に取り組むことが求

められています。 

 そのため、「生涯学習基本構想」を策定し、学習情報の

提供や学習拠点施設の整備・充実、地域や施設のネット

ワーク化、学習の成果が適切に評価される社会の仕組み

づくりなど、生涯学習推進体制の充実・強化を図る必要

があります。そして、官民一体となった学習機会の提供

により、市民のニーズに対応した生涯にわたる学習活動

の支援と啓発を図ることが大切です。 

また、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家などの

教育機関と連携した学習の充実を図ることも重要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 生涯学習体制の充実 

 （ア）生涯学習推進会議を設置して、「生涯学習基本

構想」を策定し、生涯学習推進体制の整備を図りま

す。 

 （イ）すべての中学校区に、生涯学習推進協議会を設

立し、学習意欲の向上を図るとともに、地域の特性

を生かした地域づくり・まちづくりにつなげます。 

  

（ウ）各施設に、学習等の専門的な相談窓口（情報提供

システムの構築）を設置し、地域と密着した生涯学

習社会の実現を目指します。 

 

 

 ② 生涯学習活動の推進 

 （ア）市民ニーズに応じた学習内容を充実し、市民の

生涯にわたる学習活動を支援するとともに、団塊世

代や高齢者にも対応していきます。 

 （イ）中学校区ごとの生涯学習推進体制の構築を図り、

（１）現状課題 

 科学技術の急速な発展、国際化、情報化、高齢化など

の社会変化の中で、市民一人ひとりが豊かな人生を送る

ために、生涯にわたって自らの学習に取り組むことが求

められています。 

 そのため、学習情報の提供や学習拠点施設の整備・充

実、地域や施設のネットワーク化、学習の成果を適切に

生かすことのできる社会の仕組みづくりなど、生涯学習

推進体制の充実・強化を図る必要があります。そして、

官民一体となった学習機会の提供により、市民のニーズ

に対応した生涯にわたる学習活動の支援と啓発を図るこ

とが大切です。 

また、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家などの

教育機関と連携した学習の充実を図ることも重要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 生涯学習体制の充実 

 (ア)「生涯学習基本構想」に基づき、生涯学習推進体

制の整備を図ります。 

 

（イ）すべての中学校区に生涯学習推進協議会を設立

し、地域の特色を生かした学習の充実を図るととも

に、学習成果を生かせる環境づくりを進めます。 

  

（ウ）市内の各公民館、学習センター等に、学校支援地

域本部を設置し、地域コーディネーターを中心に学

校、家庭、地域と密着した生活学習社会の実現を目

指します。 

 

 ② 生涯学習活動の推進 

 （ア）市民ニーズに応じた学習内容を充実し、市民の

生涯にわたる学習活動を支援するとともに、団塊世

代や高齢者にも対応していきます。 

 （イ）中学校区ごとの生涯学習推進体制の構築を図り、

 

 

 

 

 

○生涯学習基本構想は策定されたため、文言を削除 

○改正教育基本法（平成18年）の理念に沿うよう修正（生涯

学習成果の社会への還元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習基本構想は作成されたため、文言を修正 

 

 

○上記と同じく、教育基本法の理念に沿うよう文言を修正。

また、生涯学習は地域づくり、まちづくりに特化するもの

ではないため、環境づくりに修正 

 

○現在進めている学校支援の具体的な取組に文言を変更 
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公民館や学習センターを核とした生涯学習を推進

し、地域の連帯意識の向上や文化・伝統の継承を推

進します。 

 （ウ）公民館や学習センター、市民交流センター（リ

ナシティかのや）を中心に、民間とも連携した学習

環境を整え「生きがい・教養」だけでなく、「職業

的知識・技術」を習得する学習も強化します。 

 （エ）鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家との連

携を図り、専門性を生かした学習の推進に努め、市

民の高度な生涯学習を支援します。 

 

 

 ③ 生涯学習施設の充実 

 （ア）公民館や学習センター等を計画的に整備し、安

全で快適な学習環境の提供に努めます。また、市民

交流センター（リナシティかのや）や民間の施設と

も連携を図り、市民が多様な学習活動を行えるよう

支援します。 

 

 （イ）鹿屋市立図書館では、図書資料等の整備・充実

を図るとともに、市民の求める資料や情報の収集・

提供に努めます。また、読書推進活動や図書の巡回・

配本サービスの充実、児童、高齢者、障害者へのサ

ービスの向上を図り、生涯学習の拠点施設として、

心豊かでたくましく生きる人づくりを目指します。

さらに、図書館情報システム導入の検討を行います。 

  

 

 

（ウ）各種視聴覚機器・教材等を整備・充実するととも

に、それらの貸し出しを推進することにより、市民

の学習活動や文化活動を支援します。 

 

 

公民館や学習センターを核とした生涯学習を推進

し、地域の連帯意識の向上や文化・伝統の継承を推

進します。 

 （ウ）中央公民館や市内各公民館や学習センター、市

民交流センター（リナシティかのや）を中心に、民

間とも連携した学習環境を整え「生きがい・教養」

だけでなく、「職業的知識・技術」を習得する学習

も強化します。 

 （エ）鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家との連

携を図り、専門性を生かした学習の推進に努め、市

民の高度な生涯学習を支援します。 

 

 ③ 生涯学習施設の充実 

 （ア）生涯学習の拠点施設である公民館や学習センタ

ー施設の保全・補修を計画的に進め、安全で快適な

学習環境の提供に努めます。また、市民交流センタ

ー（リナシティかのや）や民間の施設とも連携を図

り、市民が多様な学習活動を行えるよう支援します。 

  

（イ）鹿屋市立図書館では、インターネットを活用した

図書館システムの導入に併せ、大隅地域での広域的

な図書館ネットワークシステムを構築し、図書資料

等の整備・充実を図るとともに、市民の求める資料

や情報の収集・提供に努めます。また、読書推進活

動や図書の巡回・配本サービスの充実、児童、高齢

者、障害者へのサービスの向上を図り、生涯学習の

拠点施設として、心豊かでたくましく生きる人づく

りを目指します。 

 

 （ウ）各種視聴覚機器・教材等を整備・充実するとと   

もに、それらの貸し出しを推進することにより、市

民の学習活動や文化活動を支援します。 

 

 

 

○中央公民館を中心とした表現に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新たな施設整備の予定がないことから、現施設の保全等を

行う表現に文言を変更 

 

 

 

 

○図書館システムが導入されるので、今後の活用に関する記

述を追加 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

 第１節 生涯学習社会の形成 

項  目 現状・課題及び施策の方向【前期基本計画】 現状・課題及び施策の方向【後期基本計画】 変更した理由 

２ 学校教育の充実 

 

（１）現状課題 

近年、顕著な核家族化の進展、ライフスタイルの多様

化、地域連帯感の希薄化など、子どもを取り巻く社会環

境は大きく変化しています。鹿屋市の現状も例外ではな

く、いじめ問題や不登校など学校が抱える問題も増えて

います。このようなことから、学校教育へのニーズも多

種・多様化しており、また、「教育基本法」をはじめ教

育諸関連法等の改正がなされ、これにともなう対応も急

がれています。 

これらの問題解決に、関係機関との連携を図りながら

取り組んでいますが、今後も更に連携の強化を図る必要

があります。 

さらに、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家など

鹿屋市の特徴ある教育機関の活用を図りながら、教育内

容のより一層の充実を図る必要があります。 

① 幼児教育 

幼児教育においては、遊びを中心とした学びの中

で、人と人との関わりを通して豊かな心を育み、子

ども一人ひとりの個性や特性を生かしながら、就学

前に社会性やルールを身に付ける教育を実現してい

く必要があります。 

また、子育て支援の観点から、就園に伴う保護者

の負担軽減を引き続き図っていく必要があります。 

② 義務教育 

義務教育においては、小・中学校ともに児童・生

徒数は年々減少しており、これにともなう学校のあ

り方、校舎等の老朽化への対応や学校給食センター

の整備など、教育環境の改善が望まれています。 

また、基礎学力及び体力の向上を図り、個性を伸

ばすなど、生きる力を育む教育の充実が重要です。 

各学校においては、児童・生徒や保護者、地域の

多様なニーズに応え、安全で安心な教育環境づくり

を推進するとともに、基礎学力の定着、コミュニケ

ーション能力や心豊かな人間性を育む特色ある教育

（１）現状課題 

近年、顕著な核家族化の進展、ライフスタイルの多様

化、地域連帯感の希薄化など、子どもを取り巻く社会環

境は大きく変化しています。鹿屋市の現状も例外ではな

く、いじめ問題や不登校など学校が抱える問題も増えて

います。このようなことから、学校教育へのニーズも多

種・多様化しており、これにともなう対応も急がれてい

ます。 

 

これらの問題解決に、関係機関との連携を図りながら

取り組んでいますが、今後も更に連携の強化を図る必要

があります。 

さらに、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家など

鹿屋市の特徴ある教育機関の活用を図りながら、教育内

容のより一層の充実を図る必要があります。 

① 幼児教育 

幼児教育においては、遊びを中心とした学びの中

で、人と人との関わりを通して豊かな心を育み、子

ども一人ひとりの個性や特性を生かしながら、就学

前に社会性や規範意識を身に付ける教育を実現して

いく必要があります。 

また、子育て支援の観点から、就園に伴う保護者

の負担軽減を引き続き図っていく必要があります。 

② 義務教育 

義務教育においては、小・中学校ともに児童・生

徒数は年々減少しており、これにともなう学校のあ

り方、校舎等の老朽化への対応や学校給食センター

の整備など、教育環境の改善が望まれています。 

また、基礎学力及び体力の向上を図り、個性を伸

ばすなど、生きる力を育む教育の充実が重要です。 

各学校においては、児童・生徒や保護者、地域の

多様なニーズに応え、安全で安心な教育環境づくり

を推進するとともに、基礎学力の定着、コミュニケ

ーション能力や心豊かな人間性を育む特色ある教育

 

 

 

 

 

 

○改正された教育基本法は、平成18年12月に公布・施行され

て以来、５年経過していることから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○分かりやすい表現に文言を修正 
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の充実が求められています。 

子どもを取り巻く環境が大きく変化している中、

市内においても不登校、いじめ等が問題になってお

り、地域、家庭、学校の連携強化を図り、未然防止

に努めるとともに、人権に対する正しい認識・理解

を向上させる教育が必要です。 

また、適正就学指導や特別な支援を必要とする児

童・生徒への対応など、特別支援教育への理解及び

支援体制の充実が求められています。 

③ 高校・高等教育 

鹿屋女子高等学校においては、生徒数が年々減少

していることから、今後、学科の見直し・改善等に

よる特色・魅力ある学校づくりに取り組む必要があ

ります。 

鹿屋看護専門学校においては、平成20年度から、

看護師養成所３年課程（全日制）へ移行するため、

今後、学生の確保や教育内容の充実・強化を図る必

要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 幼児教育の充実 

 （ア）自然環境・社会教育、芸術・文化活動、スポー

ツ・レクリエーション活動等の経費の一部を支援し、

特色ある幼稚園づくりを推進します。 

 （イ）教職員の研修体制の充実などにより、教育内容・

指導方法の改善・充実に努めるとともに、教職員の

資質の向上に努めます。また、就園にともなう保護

者の負担軽減に関する取り組みを引続き行います。 

  

 ② 義務教育の充実 

 （ア）多様化・高度化する教育ニーズに対応した信頼

される学校づくりを行います。 

 （イ）基礎学力の向上を図り、郷土に根ざした教育活

動の展開を通して、コミュニケーション能力や心豊

かな人間性を育む教育を実施します。 

 （ウ）健康で活力ある生活を営むための基盤となる体

力の向上及び食育の推進を図ります。 

 （エ）児童・生徒の登下校及び運動時等の安全確保の

の充実が求められています。 

子どもを取り巻く環境が大きく変化している中、

市内においても不登校、いじめ等が問題になってお

り、地域、家庭、学校の連携強化を図り、未然防止

に努めるとともに、人権に対する正しい認識・理解

を向上させる教育が必要です。 

また、適切な就学指導や特別な支援を必要とする

児童・生徒への対応など、特別支援教育への理解及

び支援体制の充実が求められています。 

③ 高校・高等教育 

鹿屋女子高等学校においては、生徒数が年々減少

していることから、今後、学科の見直し・改善等に

よる特色・魅力ある学校づくりに取り組む必要があ

ります。 

鹿屋看護専門学校においては、地域医療に貢献で

きる有能な人材を育成するため、教育内容及び指導

体制の充実・強化を図る必要があります。 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 幼児教育の充実 

 （ア）自然環境・社会教育、芸術・文化活動、スポー

ツ・レクリエーション活動等の経費の一部を助成し、

特色ある幼稚園づくりを支援します。 

 （イ）教職員の研修体制の充実などにより、教育内容・

指導方法の改善・充実に努めるとともに、教職員の

資質の向上に努めます。また、就園にともなう保護

者の負担軽減に関する取り組みを引続き行います。 

  

 ② 義務教育の充実 

 （ア）多様化・高度化する教育ニーズに対応した信頼

される学校づくりを行います。 

 （イ）基礎学力の向上を図り、郷土に根ざした教育活

動の展開を通して、コミュニケーション能力や心豊

かな人間性を育む教育を実施します。 

 （ウ）健康で活力ある生活を営むための基盤となる体

力の向上及び食育の推進を図ります。 

 （エ）児童・生徒の登下校及び運動時等の安全確保の

 

 

 

 

 

 

○分かりやすい表現に文言を修正 

 

 

 

 

 

 

 

○平成20年度から３年課程へ移行し、既に卒業生（看護師）

を輩出していること。また、正規職員が不足していること

から、文言を変更 

 

 

 

 

○現状に合わせ文言を変更 
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充実を図ります。 

 （オ）人権に対する正しい認識・理解を向上させる教

育、不登校やいじめなどに対する生徒指導を充実さ

せ、家庭や地域と一体となった教育を推進します。

そのため、教職員の資質向上のための研修と的確な

指導を実施します。 

 （カ）特別支援教育への理解及び支援体制づくりを充

実させ、障害のある児童・生徒の自立や社会参加に

向けた学校教育の取り組みの充実を図ります。 

 （キ）郷土の歴史・社会などに光を当てた学習を積極

的に導入し、地域や郷土について理解を深め、郷土

に誇りを持てる教育を推進します。 

 （ク）地域の実情にあった学校規模適正化の推進を図

るとともに、学校及び学校給食センターの適切な整

備を行います。 

 

 

 

 （ケ）老朽化した校舎の耐震診断を実施し、改築や改

造及び耐震補強など必要な措置を実施して教育環境

の充実を図ります。 

 

 ③ 高校・高等教育の充実 

 （ア）鹿屋女子高等学校については、普通科、商業科、

情報処理科、生活科学科のそれぞれの特性を活かし

た教育内容の充実を図ります。 

  

 

 

 

（イ）鹿屋看護専門学校については、地域医療を担う

看護師養成のため、平成20年度から新たに３年課程

（全日制）の看護師養成所として体制を整備し、自

律した専門職者、地域に貢献できる看護師の育成に

努めます。 

 （ウ）経済的理由で修学困難な者に学資を貸与し、有

用な人材を育成するための奨学金制度を充実させま

す。 

充実を図ります。 

 (オ)人権に対する正しい認識・理解を向上させる教育、

いじめの根絶や不登校の解消に向けた生徒指導の一

層の充実に努めます。そのため、家庭や地域、関係

機関等との連携を深めるとともに、教職員の指導力

向上のための研修や積極的な指導助言を実施しま

す。 

 （カ）特別支援教育への理解及び支援体制づくりを充

実させ、障害のある児童・生徒の自立や社会参加に

向けた学校教育の取り組みの充実を図ります。 

 （キ）郷土の歴史・社会などに光を当てた学習を積極

的に導入し、地域や郷土について理解を深め、郷土

に誇りを持てる教育を推進します。 

 （ク）鹿屋市学校再編実施計画（平成23年6月策定）に

基づく小中学校の再編を推進し、引き続き地域の実

情にあった学校規模適正化の推進を図るとともに、

学校及び学校給食センターの適切な整備を行いま

す。 

 （ケ）耐震性のない校舎や老朽化した校舎の大規模改

造等必要な措置を講じ、教育環境の充実を図ります。 

 

 

 ③ 高校・高等教育の充実 

 （ア）鹿屋女子高等学校については、普通科、商業科、

情報処理科、生活科学科のそれぞれの特性を活かし

た教育内容の充実を図るとともに、学科の再編・見

直し等についても検討し、特色や魅力のある学校づ

くりに取り組みます。 

   また、老朽化した校舎の改築や耐震補強など、必

要な措置を講じ教育環境の充実を図ります。 

 （イ）鹿屋看護専門学校については、地域医療を担う

看護師養成のため、学生の確保や教育内容及び指導

体制の充実に努め、地域に貢献できる看護師の育成

に努めます。 

 

 （ウ）経済的理由で修学困難な者に学資を貸与し、有

用な人材を育成するための奨学金制度を充実させま

す。 

 

○全国的ないじめ問題を踏まえ、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋市学校再編実施計画がＨ23年6月に策定され、この計

画に基づいて学校再編を進めるため、文言を追加 

 

 

 

○耐震診断が終了し、その診断結果に基づく工事の実施段階

に入ったため、文言を変更 

 

 

 

 

 

○生徒数の減少に対応する必要があることから、文言を変更 

 

 

○耐震化を推進する必要があることから、文言を追加 

 

○平成20年度から３年課程へ移行し、既に卒業生（看護師）

を輩出していること。また正規職員が不足していることか

ら、文言を変更 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

 第１節 生涯学習社会の形成 

項  目 現状・課題及び施策の方向【前期基本計画】 現状・課題及び施策の方向【後期基本計画】 変更した理由 

３ 社会教育の充実 （１）現状・課題 

  学習の拠点施設として、公民館や学習センター等が

あり、各施設には、学習室、集会室、調理実習室など

が整備され、様々な学習活動に対応できる機能を備え

ており、多くの市民が利用しています。これからは、

市民が望む講座だけでなく、ボランティア講座など社

会に役立つものや、時代の変化に対応した新しいメニ

ューなど、より一層充実した学習機会を提供していく

必要があります。 

また、社会教育関係団体や学習グループ等のリーダ

ーを育成し、活動内容の充実と活性化を図り、地域の

教育力を高めるとともに、家庭教育を充実させ、地域

と一体となった青少年健全育成に取り組んでいくこと

が大切です。 

 

（２）施策の方向 

① 成人教育の充実 

（ア）各社会教育施設において様々な学びの場を用意

するとともに、学習情報を提供することで市民がい

つでもどこでも学習に参加する機会を増やします。 

（イ）学習の成果を発表する場を設定し、学習意欲を

高めるとともに、学んだ成果が評価される社会づく

りを目指します。 

（ウ）社会教育有志指導者研修会など、リーダーの養

成に努め、社会教育関係団体を活性化するとともに、

地域社会の充実を目指します。 

 

② 青少年健全育成への支援 

（ア）青少年の体験活動情報誌「鹿屋っ子タイムズ」

の発行、ボランティアクラブ「鹿屋っ子クラブ」等

の育成、子ども会リーダー研修会や子ども会大会の

実施など、青少年の様々な体験活動を推進するため

の「いきいき鹿屋っ子プラン」を展開します。 

 

（１）現状・課題 

  社会情勢は複雑化し、社会を構成する大事な要素で

ある人と社会のつながりが薄れてきています。とりわ

け子どもの社会とかかわる力が弱くなっています。 

このことから、世代間の連帯を含め人と人とのつな

がりや、社会の中でよりよく生き、よりよい社会をつ

くる能力の基盤形成を目指す必要があります。 

そのためには、地域社会の活性化に貢献している社

会教育関係団体や関係機関・団体の取組を支援すると

ともに、市民への時勢に応じた学習機会の提供など、

学校・家庭・地域が一体となった社会教育を推進する

ことが大切です。 

 

 

 

（２）施策の方向 

① 成人教育の充実 

（ア）社会教育施設において様々な学びの場を用意す

るとともに、学習情報を提供することで市民がいつ

でもどこでも学習できる機会を増やします。 

（イ）学習の成果を還元できる場の充実を図り、学習

意欲を高めるとともに、学んだ成果が評価される社

会づくりを目指します。 

（ウ）社会教育有志指導者研修会など、リーダーの養

成に努め、社会教育関係団体等の活動を支援すると

ともに、地域社会の教育力の向上を目指します。 

 

② 青少年教育の充実 

（ア）地域や関係機関・団体の青少年体験活動情報誌

「鹿屋っ子タイムズ」の発行、ジュニアリーダーク

ラブ「鹿屋っ子クラブ」等の育成、子ども会リーダ

ー研修会や子ども会大会の実施など、青少年の様々

な体験活動を推進するための「いきいき鹿屋っ子プ

ラン」を展開します。 

 

○生涯学習に関しては、「１ 生涯学習の推進」において整

理し、この項では社会教育に特化して整理したことから、

文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習の理念に合わせて整理したことから、文言を変更 

 

 

○社会教育関係団体等は、自主団体であることから、文言を

変更 

○文章が不明確なので具体的な文言に変更 

 

○青少年教育は支援ではなく、主体であることから、文言を

変更 

○「鹿屋っ子クラブ」はジュニアリーダークラブであること

から、文言を変更 
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（イ）学校・家庭・警察などの関係機関・団体と連携

した社会環境の浄化活動や非行防止活動に努め、市

民総ぐるみの青少年健全育成のまちづくりを進めま

す。また、教育相談活動など心のケアにも取り組み

ます。 

   

 

 

  

③ 家庭教育の充実 

（ア）家庭教育の重要性に対する認識の向上を図るた

めに、講演会の開催など家庭教育の学習機会を提供

します。 

（イ）家庭におけるしつけや、発達段階に応じた子ど

もへの接し方などを学び、家庭の教育力の向上を図

るため、幼稚園や保育所、小・中学校において家庭

教育学級を実施します。 

（イ）様々な人や団体との交流活動を通して、広く視

野を広げる取組を進めます。 

(ウ)学校支援を中心に、学校・家庭・地域が連携した

教育活動を推進するため、「かのや学校応援団」事業

を展開します。 

（エ）青少年問題対策関係機関・団体と連携した社会

環境の浄化活動や非行防止活動、教育相談活動など、

青少年育成支援施策の総合的推進に努めます。 

  

③ 家庭教育の充実 

（ア）家庭教育の重要性とその取り組みの啓発を図る

ために、家庭教育に関する講演会の開催やパンフレ

ット配布により、学習機会や学習情報を提供します。 

（イ）家庭の役割や発達段階に応じた子どもへの対応

などを学び，家庭の教育力の向上を図るため、幼稚

園や保育所、小・中学校において家庭教育学級を開

設し、その充実を図ります。 

 

 ④ 人権教育の充実 

 （ア）あらゆる人権問題への正しい理解と認識を深め

るため、人権問題講演会など人権尊重社会の実現に

向けた学習機会を提供します。 

 (イ)人権問題に関する周知，啓発を進めるために、

人権ポスター・標語コンクールを実施します。 

 

○人と人のつながりの大切さを理解させる取組を追加 

 

○平成25年度から学校・家庭・地域が連携した具体的施策が

実施されるため追加 

 

○地方青少年問題協議会法、鹿屋市青少年問題協議会設置条

例に基づき、内容を修正 

 

 

 

○家庭教育に関する学習情報の提供について、文言を追加 

 

 

○文章の修正 

 

 

 

 

○人権教育（対策でない）に関する記述が無かったため、現

状の事業に合わせて追加 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

 第２節 人権を尊重する平和な社会の実現 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 市民がいきいきと生活していくためには、すべての人

の平和と基本的人権が尊重され、一人ひとりの能力や可

能性が十分に発揮できる社会づくりが求められていま

す。 

 しかし、女性・子ども・高齢者・障害者・外国人・犯

罪被害者等への人権侵害は、今も起きており、さらに、

インターネットや携帯電話の普及による新たな人権侵害

も生じています。 

 

 

 

 また、ハンセン病への正しい知識の啓発をより一層図

っていく必要があります。 

 このため、人権に対する正しい認識と理解を深め、お

互いの人格を認めあい、ともに生きる社会づくりが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 人権教育と啓発の推進 

 （ア）学校や社会における平和・人権教育を推進し、

指導体制の充実と意識啓発・研修活動の強化により、

差別を許さない人権意識の高揚を図ります。 

 （イ）人権問題の正しい理解と認識を深める啓発活動

を積極的に進めるとともに、人権尊重社会の実現に

向けた学習機会を充実させ、差別のない社会を目指

します。 

（１）現状・課題 

市民がいきいきと生活していくためには、全ての人の

平和と基本的人権が尊重され、一人ひとりの能力や可能

性が十分に発揮できる社会づくりが求められています。 

 

しかし、現実には女性・子ども・高齢者・障害者・同

和問題・外国人・犯罪被害者等への人権侵害が少なから

ず発生して、近年では、インターネットや携帯電話の普

及による新たな人権侵害も問題となっています。 

加えて鹿屋市では、北朝鮮による拉致問題があり、早

期解決に向け継続的に啓発活動等に取り組んでいく必要

があります。 

また、ハンセン病

※17

についても、国立療養所星塚敬愛

園の所在市として正しい知識の啓発をより一層図ってい

く必要があります。 

市では、これらの問題を体系的・計画的に解決してい

くため、市の人権施策の基本指針となる「鹿屋市人権教

育・啓発基本計画」を平成24年３月に策定しました。今

後は、この計画に基づき全ての市民が平和で、人間とし

て尊重され、生涯にわたって生きがいを持って暮らせる

「人権尊重社会」の実現を目指し、人権教育・啓発の取

組を充実する必要があります。 

 

（２）施策の方向 

   人権教育と啓発の推進 

 （ア）学校や社会における平和・人権教育を推進し、

指導体制の充実と意識啓発・研修活動の強化により、

差別を許さない人権意識の高揚を図ります。 

 （イ）人権問題の正しい理解と認識を深める啓発活動

を積極的に進めるとともに、人権尊重社会の実現に

向けた学習機会を充実させ、差別のない社会を目指

します。 

 

○字句の訂正 

 

 

 

○「鹿屋市人権教育・啓発基本計画」に記載のあるとおり「同

和問題」を加える。 

 

 

○本市にも関連の深い「拉致問題」が平成23年度に国の基本

計画に位置付けられたことから追加 

 

○文言の変更 

 

○平成24年３月に「鹿屋市人権教育・啓発基本計画」を策定

したことから追加 

 

 

                                                   
※17 ハンセン病 ： らい菌の末梢神経内寄生による感染症   
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

第３節 市民文化の振興 

項  目 現状・課題及び施策の方向【前期基本計画】 現状・課題及び施策の方向【後期基本計画】 変更した理由 

 （１）現状課題 

  心の豊かさを求める市民ニーズの高まりや、余暇時

間の増加などにより、多様な文化活動を展開できる基

盤づくりが求められています。 

また、各地域で守り育まれてきた、かけがえのない

文化財や伝統芸能を、地域財産として次代に引き継い

でいくとともに、住む人が誇りと愛着を持てるような

個性豊かな地域づくりが求められています。 

一方、文化活動を行う施設の老朽化や伝統的な芸

能・行事を保存・伝承する後継者不足、歴史・文化財

等を保存・管理・活用する総合的な施設がないなどの

課題があります。 

このようなことから、各地域の文化協会の連携の強

化による活動内容の充実や老朽化した施設の再整備を

図り、市民の多様なニーズに適切に対応できる芸術・

文化活動体制や活動内容の充実・強化を図る必要があ

ります。 

また、市民交流センター（リナシティかのや）の芸

術・文化・学習プラザなど新たな施設を活用し、市民

の芸術・文化レベルの向上や関係施設のネットワーク

化を図り、地域の芸術・文化の振興を図る必要があり

ます。 

 

（２）施策の方向 

 ① 文化活動の促進と環境づくり 

   文化の香り高いまちづくりを進めるため、市民の

自主的な文化活動の促進と活動しやすい環境づくり

を進めます。そのために、各地域の文化協会との連

携を強化し、文化会館など既存施設の再整備を行う

とともに、各施設の有効利用とネットワーク化を図

り、文化活動を行う際の利便性を高めます。 

 

 

 

（１）現状課題 

  心の豊かさを求める市民ニーズの高まりや、余暇時

間の増加などにより、多様な文化活動を展開できる基

盤づくりが求められています。 

また、各地域で守り育まれてきた、かけがえのない

文化財や伝統芸能を、地域財産として次代に引き継い

でいくとともに、住む人が誇りと愛着を持てるような

個性豊かな地域づくりが求められています。 

一方、文化活動を行う施設の老朽化や伝統的な芸

能・行事を保存・伝承する後継者不足、歴史・文化財

等を保存・管理・活用する総合的な施設がないなどの

課題があります。 

このようなことから、各地域の文化協会の連携の強 

化による活動内容の充実や老朽化した施設の再整備を

図り、市民の多様なニーズに適切に対応できる芸術・

文化活動体制や活動内容の充実・強化を図る必要があ 

 ります。 

また、更なる市民の芸術・文化レベルの向上を目指

すため、市民交流センター（リナシティかのや）や文

化会館など、関係施設間の連携した活用を推進する必

要があります。 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 文化活動の促進と環境づくり 

   文化の香り高いまちづくりを進めるため、市民の

自主的な文化活動の促進と活動しやすい環境づくり

を進めます。そのために、各地域の文化協会との連

携を強化し、文化会館など既存施設の再整備を行う

とともに、各施設の有効利用とネットワーク化を図

り、文化活動を行う際の利便性を高めます。 

 

 ② 文化交流の促進 

   平成27年度に開催の｢第30回国民文化祭・鹿児島

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リナシティの活用は期間を経て一定程度図られてきたた

め、関係施設との連携を課題にしたことから、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国民文化祭の取組と子供たちの異文化交流の記述を追加 
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 ② 伝統芸能の継承 

   鹿屋市には、八月口説き踊り（川東町）、鉦踊り（王

子町）、刀舞（高須町）、朝倉太鼓踊り（輝北町）、八

月踊り（吾平町）、棒踊り（串良町馬掛、堂園、生栗

須）など、各地域に伝わる特色ある伝統芸能があり、

これらの保存・継承に向けた広報・啓発活動の推進

に努め、保存・継承活動を通じて、市民のふれあい

の場、地域コミュニティの活性化を図るとともに、

伝統文化への理解を深めます。 

 

 ③ 文化財の保存 

 （ア）埋蔵文化財調査等を推進するとともに、各種地

域史・資料の発掘・調査を行い、郷土の歴史・文化

に対する市民意識を醸成します。 

 （イ）文化財の適正な管理・保存、活用の方法や既存

管理施設の再編・再整備、総合施設の整備検討を行

います。 

 

2015｣の鹿屋市会場の運営を通して国内文化の交流

を図ります。また、韓国交流など、子供たちを中心

とした異文化交流の取り組みを促進していきます。 

 

 ③ 伝統芸能の継承 

鹿屋市には、刀

かっ

舞

なめ

(高須町)、鈎引

か ぎ ひ

き(高隈町・串良

町)、棒踊り(市内全域)、八月踊り(市内全域)など、

各地域に伝わる特色ある伝統芸能があり、これらの

保存・継承に向けた広報・啓発活動の推進に努め、

保存・継承活動を通じて、市民のふれあいの場、地

域コミュニティの活性化を図るとともに、伝統文化

への理解を深めます。 

 

 ④ 文化財の保存 

(ア)埋蔵文化財調査等を計画的に実施し、各種地域

史・資料の発掘・調査を行い、郷土の歴史・文化に

対する市民意識を醸成します。 

(イ)市民の貴重な財産である文化財や歴史資料等の適

切な管理・保存を行うとともに、歴史文化に関する

学習機会を充実し、市民の歴史・文化財に対する理

解・普及を図るため文化財等の常設展示を検討しま

す。 

 (ウ)鹿屋市の誇る貴重な出土遺物等を小学校体験学

習や文化財出前講座などで活用し、市民の文化財愛

護思想の高揚と、郷土愛の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

○八月口説き踊り(川東町)が平成23年度より活動休止状態

であること。また、前期計画では１市３町の代表的な伝統

芸能のみ記載していたが、伝統芸能は市内全域に保存され

ており、全て網羅する記載としたため、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

○埋蔵文化財調査は相手方の開発計画に伴い実施するもの

であるため、文言を変更 

 

○市民の歴史文化に関する学習機会を充実するとともに、文

化財等に対する理解・普及を図るため常設展示を検討する

必要があることから、文言を変更 

 

 

○象嵌装大刀出土に伴う市民の文化財への理解や関心が高

まってきており、重点的に取り組む必要があるため、文言

を追加 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

第４節 スポーツ活動の振興 

項  目 現状・課題及び施策の方向【前期基本計画】 現状・課題及び施策の方向【後期基本計画】 変更した理由 

 （１）現状課題 

鹿屋体育大学等を拠点とする多様なスポーツ活動が

展開されており、市民交流センター（リナシティかの

や）の健康スポーツプラザ、かのやグラウンド・ゴル

フ場、串良平和アリーナをはじめ各地域に整備された

スポーツ施設を中心に、市民が日常生活の中で気軽に

スポーツ・レクリエーションを楽しめる体制づくりが

進んでいます。 

一方、地域のスポーツイベントの統廃合、総合型地

域スポーツクラブの事業及び会員の拡大、スポーツ大

会やイベントの開催による交流人口の拡大、スポーツ

施設の情報のネットワーク化、さらには施設の老朽化

による今後の整備等が課題となっています。 

今後、スポーツを通じた地域活性化を図るため、総

合的なスポーツ推進体制を充実させ、既存施設を生か

しながら、スポーツ交流の推進や競技力の向上などを

図り、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める生涯スポーツ社会の実

現に向けた取り組みが求められています。 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① スポーツ活動の推進 

 （ア）市民の生涯スポーツ・競技スポーツを振興する

ために、総合型地域スポーツクラブ及び鹿屋市体育

協会の活動を支援します。 

 （イ）スポーツイベント、スポーツ教室等の情報を提

供し、市民がスポーツに触れる機会を提供します。 

 （ウ）鹿屋体育大学等との連携を図り、競技団体、ス

ポーツ指導者、ボランティアの育成の支援を行い、

市民の生涯スポーツの振興に活用します。 

（１）現状課題 

鹿屋体育大学等を拠点とする多様なスポーツ活動が

展開されており、市民交流センター（リナシティかの

や）の健康スポーツプラザ、かのやグラウンド・ゴル

フ場、串良平和アリーナをはじめ各地域に整備された

スポーツ施設を中心に、市民が日常生活の中で気軽に

スポーツ・レクリエーションを楽しめる体制づくりが

進んでいます。 

一方、地域のスポーツイベントの統廃合、総合型地

域スポーツクラブの事業及び会員の拡大、スポーツ大

会やイベントの開催による交流人口の拡大、スポーツ

施設の情報のネットワーク化、さらには老朽化した施

設の計画的な整備等が課題となっています。 

今後は、スポーツを通じた地域活性化を図るため、

総合的なスポーツ推進体制を充実させ、既存施設を生

かしながら、スポーツ交流の推進や競技力の向上など

を図り、市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつま

でも、気軽にスポーツを親しめる生涯スポーツ社会の

実現に向けた取組が求められています。 

また、平成32年度には、鹿児島国体が開催されるこ

とから、円滑な大会運営ができるよう施設や実施体制

の充実及び競技力向上に取り組む団体を支援する必要

があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① スポーツ活動の推進 

 （ア）市民の生涯スポーツ・競技スポーツを振興する

ために、総合型地域スポーツクラブ及び鹿屋市体育

協会の活動を支援します。 

 （イ）スポーツイベント、スポーツ教室等の情報を提

供し、市民がスポーツに触れる機会を提供します。 

 （ウ）鹿屋体育大学等との連携を図り、競技団体、ス

ポーツ指導者、ボランティアの育成の支援を行い、

市民の生涯スポーツの振興に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○老朽化した施設の計画的な修繕等を行う必要があること

から、文言を変更 

 

 

 

 

○スポーツ振興計画に合わせ、文言を変更 

 

○国体開催に向けた取組が必要なことから、文言を追加 
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 ② スポーツ施設の整備・充実 

 （ア）スポーツ施設の再編・整備を行い、スポーツ施

設情報のネットワーク化と利用システムの構築を図

り、市民のスポーツ活動の需要に応える施設の整備

充実と有効活用を図ります。 

 （イ）施設の管理運営については、民間活力を積極的

に導入し、市民サービスの向上を図ります。 

 

 ③ スポーツ交流の推進 

   各種スポーツ競技団体との交流を推進し、県・九

州・全国レベルのスポーツイベントの開催や合宿等

の誘致を行い、スポーツによる交流を推進します。 

 

 

 ② スポーツ施設の整備・充実 

 （ア）スポーツ施設の再編・整備を行い、スポーツ施 

設情報のネットワーク化と利用システムの構築を図

り、市民のスポーツ活動の需要に応える施設の整備

充実と有効活用を図ります。 

 （イ）施設の管理運営については、民間活力を積極的

に導入し、市民サービスの向上を図ります。 

 

 ③ スポーツ交流の推進 

   各種スポーツ競技団体との交流を推進し、県・九

州・全国レベルのスポーツイベントの開催や合宿等

の誘致を行い、スポーツによる交流を推進します。 
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第２章 創造性と豊かな心をはぐくむまちづくり 

 第５節 国際性豊かな人づくりの推進 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 鹿屋市においては、                

    アジア・太平洋農村研修村における交流事業の

展開、スポーツ団体、民間団体等による国際交流が行わ

れています。 

 国際化の進展により、国際化社会に対応できる人材の

育成が望まれていることから、外国青年（国際交流員、

外国語指導助手）の起用や小学校での英語特区などによ

る英語教育が行われています。 

 交流人口の拡大による地域活性化のためにも、国際交

流の推進や国際社会に対応した教育環境づくりは重要で

あり、国際交流協会等との連携を図り、外国語教育のさ

らなる充実や外国文化に触れる機会の創出等が必要であ

るとともに、外国人も住みやすい環境づくりが求められ

ています。 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 国際交流活動の推進 

 （ア）アジア・太平洋農村研修村の利用を促進し、外

国文化に触れ合う機会の提供や国際交流活動を推進

します。 

 （イ）国際的視野を持った市民を育むために、国際理

解のための広報活動や講座を充実させるとともに、

中学生や高校生の海外研修の推進など、国際理解の

促進と国際化に対応した人材の育成に努めます。 

 （ウ）小学校での英語教育を実施し、生きた英語によ

るコミュニケーション能力を身につける外国語教育

の充実・強化を推進します。 

 （エ）外国人がストレスなく生活できるように英文字

等による情報提供等に努めます。 

（１）現状・課題 

 鹿屋市においては、アジア圏における経済文化交流を

はじめ、アジア・太平洋農村研修村における交流事業の

展開、スポーツ団体、民間団体等による国際交流が行わ

れています。 

 国際化の進展により、国際社会に対応できる人材の育

成が望まれていることから、外国青年（国際交流員、外

国語指導助手）による交流事業の実施や小学校における

教育課程特例校の認定により、早期からの英語教育が行

われています。 

 経済成長の著しいアジア圏をはじめとした海外諸国と

の経済交流や文化交流等を通じて、地域活性化を図るた

めにも国際交流の推進は重要であり、国際交流団体等と

連携を図りながら国際理解事業を展開するとともに、外

国語教育のさらなる充実と外国人にやさしい、生活しや

すい環境の整備が求められています。 

 

（２）施策の方向 

   国際交流活動の推進 

 （ア）アジア・太平洋農村研修村の利用を促進し、外

国文化に触れ合う機会の提供や国際交流活動を推進

します。 

 （イ）国際的視野を持った市民を育むために、国際理

解のための広報活動や講座を充実させるとともに、

ホームスティの受入れなど、国際理解の促進と国際

化に対応した人材の育成を推進します。 

 （ウ）小学校での外国語活動を実施し、生きた英語に

よるコミュニケーション能力を身につける外国語教

育の充実・強化を推進します。 

 （エ）外国人が快適に安心して生活できるように英文

字等による情報提供等を推進します。 

 

○韓国テグ市との経済交流を実施していることから、文言を

追加 

 

 

 

 

○韓国の北一初等学校と鹿屋市内の小学生が相互訪問し、学

校交流及びホームスティを行う日韓青少年友好親善交流

事業等の実施していることから、文言を追加 

○学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成し

て教育を実施することができる教育課程特例校制度を実

施していることから、文言を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の整理 

 

○文言の整理 

 

 

 

○文言の整理 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 防災体制の充実 （１）現状・課題 

 鹿屋市は台風の常襲地帯に位置していること、局地的な

集中豪雨の発生など気象的な要因に加え、保水力の低いシ

ラス質の特殊な土壌による土砂災害の発生など、災害が発

生しやすい自然条件にあります。 

 また、近年では、人工林の増加に伴う山林の保水力の低

下や、都市化の進展に伴う開発などを原因とする、河川や

排水路への雨水の集中的な流入などによる災害の発生も

大きな課題となっています。 

 加えて、高齢化の急速な進行や核家族化などから、災害

時の要援護者の増加なども予想されます。 

 

 このような中、市民の生命と財産を守ることは行政の最

大の役割であり、市民が安全で、安心できる災害の予防体

制の確立と災害等発生時の迅速な対策を講じるための体

制の充実が求められています。 

 災害の被災や災害発生時の被害の拡大を未然に防ぐた

めには、市民への適切な情報提供が重要です。しかしなが

ら、現行の防災行政無線システムが、周波数移行により平

成23年５月で使用できなくなることや輝北・吾平地域のオ

フトークシステムが導入後10数年経過し、機器の老朽化が

著しいこと、町内会放送施設の整備も串良地域で遅れてい

ることなどから、全市域をカバーする総合的な防災情報シ

ステムの検討を進める必要があります。 

 また、市民の自主的・主体的な災害に備えた対応を進め

ていくため、防災に対する意識の啓発や自主防災組織の強

化の取り組みも重要となっています。 

 さらに、市内には第二次大戦中に掘られた防空壕が多数

存在しており、年数の経過とともに崩落の危険性が高くな

っていることや、これに起因する道路や地盤の陥没など二

次災害の発生も危惧されることから、          

                           

               防空壕の処理対策が必

要となっています。 

（１）現状・課題 

鹿屋市は台風の常襲地帯に位置するとともに、保水力の

低いシラス質の土壌であるなど、災害が発生しやすい環境

にあります。 

 

また、大きな津波による被害をもたらした東日本大震

災をはじめ、局地的な豪雨による河川の氾濫や大規模な

土砂災害等の近年の災害は人的・物的両面において、そ

の被害が甚大化してきています。 

加えて、なお一層進行する高齢化や核家族化に伴い、災

害時の要援護者が増加し、それらの人々を支える支援者が

不足している状況にあります。 

このような中、災害時の被害をできるだけ少なくするた

めの地域が一体となった防災活動への取組や災害時に迅

速・的確な対応を行うための関係機関との連携強化が求め

られています。 

また、災害発生時をはじめ、災害に関する情報を適切に

市民に提供することができる同報系の防災行政無線の早

急な整備や、大規模な地震災害に備えた既存の公共施設の

耐震化への取組が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、市内には第二次大戦中に掘られた防空壕が多数

存在し   、年数の経過とともに崩落の危険性が高くな

っていることや、これに起因する道路や地盤の陥没など二

次災害の発生も危惧されます。危険性の高い防空壕につい

ては、一通り対策は終了していますが、今後も新たに発見

される壕もあることから、継続した防空壕の処理対策が必

要となっています。 

 

○文言の整理 

 

 

 

○東日本大震災の発生、台風12号に伴う豪雨災害、九州

北部豪雨災害など被害の広域・甚大化していることか

ら変更 

○大災害時において発生する被害を完全に防ぐよりも、

発生した被害を最小限に抑える減災の発想が生まれた

ことの内容に変更 

○要援護者の増加と支援者が不足している現状を記載 

     2005年  2010年 

 高齢化率 23.57%  24.73% 

 核家族率 20.83%  21.25% 

 

○以前の防災行政無線システムは平成23年度に撤去済で

あることから削除 

○同報系の防災行政無線の整備を進めていることの内容

に変更 

○建築物等の耐震化の促進を図るため、総括した記載を

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○危険性の高い防空壕の埋め戻しは一通り終了している

ことから、文言を変更 

○大隅総合開発期成会等で国の補助事業として要望して

いることから、文言を変更 
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（２）施策の方向 

 ① 防災情報提供の充実 

 （ア）災害等から市民の生命と財産を守り、安全・安心

な地域社会の構築を目指すため、地域防災計画や国民

保護計画に基づく防災・災害等に対する体制の充実に

努めるとともに、「災害時要援護者避難支援プラン」

を策定し、高齢者や障害者など要援護者を災害から守

る取り組みを進めます。 

 

 

 （イ）避難指示や、災害発生後の対応などを市民に確実

に伝達するため、有線・無線放送施設の整備と、オフ

トーク施設の維持管理を図るとともに、市全域をカバ

ーする防災情報システムの検討を進めます。あわせ

て、コミュニティＦＭ放送を活用した情報提供体制の

充実を図ります。 

 （ウ）防災備蓄倉庫などの災害対策施設の整備を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 ② 自主防災組織の充実 

 （ア）地域防災計画に基づく指定避難所などの市民への

周知、避難訓練や防火訓練といった防災活動の場の提

供に努めるとともに、広報かのややコミュニティＦＭ

放送等を活用した防災に関する情報提供の充実によ

り、市民の防災意識の啓発を図ります。 

 （イ）市民の自助意識に基づく防災活動などが行えるよ

う、町内会毎に組織化されている自主防災組織の活

動・取り組みに対する活動支援を行います。 

 ③ 防空壕対策の充実 

   防空壕の崩落等による災害を防止するために、危険

防空壕の埋め戻しや壕口の閉鎖などを進めていきま

す。 

（２）施策の方向 

 ①災害予防対策の充実 

 （ア）災害等から市民の生命と財産を守り、安全・安心

な地域社会を構築するため、地域防災計画や国民保護

計画に基づく防災・災害等に対する体制の充実に努め

るとともに、「災害時要援護者避難支援プラン」の適

正な運用を図ります。 

併せて、プランに基づく取組の充実強化や支援者の

確保、関連施設等における避難支援体制の整備を促進

します。 

 （イ）災害発生時をはじめ、災害に関する情報を市民に

確実に伝達するため、市内全域をカバーする同報系の

防災行政無線の早急な整備を進めます。あわせて、ホ

ームページやコミュニティＦＭ放送などを活用した

情報の提供を充実します。 

 

 （ウ）大規模な地震災害等に備え、地域防災計画に基づ

く指定避難所などの市民への周知や耐震化、機能の充

実を図るとともに、既存公共施設の耐震診断や補強な

ど耐震化促進を進めます。 

（エ）大規模災害時に迅速・的確な対応を行うため、海

上自衛隊鹿屋航空基地をはじめとする国・県（警察）、

消防などの関係機関との連携強化を図ります。 

 

 ② 自主防災組織の強化 

 （ア）自主防災組織による防災マップの作成や避難訓練

の実施に対する助成を行うとともに、地域内の要援護

者の把握や支援者の確保に関する取組を促進します。 

  

 

（イ）防災に関する出前講座や研修の実施などを通して、

地域における自主防災意識の啓発を図ります。 

 

 ③ 防空壕対策の充実 

   防空壕の崩落等による災害を防止するために、危険

性のある防空壕の埋め戻しや壕口の閉鎖などを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

○避難支援プランは策定済であり、今後は適正な運用が

求められていることから、文言を変更 

○要援護者の増加に伴い、支援者が不足していること、

老人福祉施設等における要援護者への対応についての

取組を追加 

 

○防災行政無線の整備を進めていることから、文言を変

更 

 

 

 

○平成24年度に指定避難所の見直しを行っていることや

機能の充実を図る必要があることに変更 

○建築物等の耐震化の促進を図るため、総括した記載を

追加 

○総合防災訓練の実施について、追加 

 

 

 

 

○「公助」と「自助・共助」の役割を明確化にした文言

に変更 

 

 

 

○出前講座の実施について、文言を追加 

 

 

 

 

○文言の整理 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 消防・救急体制の

充実 

（１）現状・課題 

 鹿屋市では、大隅肝属地区消防組合を鹿屋市・東串

良町・錦江町・南大隅町・肝付町の１市４町で設置し、

地域の消防・救急に関する業務を共同で処理していま

す。 

 

 

 現在、多様化･大規模化する災害･事故への的確な対

応の必要性などから、国による消防体制の広域化が進

められており、鹿児島県においても県を中心として再

編に向けた関係市町村との検討・調整が進められてい

ます。 

 また、鹿屋市の消防団は、火災発生時の初期消火活

動や台風や豪雨、地震など自然災害時の市民の救出・

救助活動、避難誘導など地域防災体制の重要な役割を

担っています。 

 しかしながら、高齢化や過疎化の進行、産業構造の

変化に伴う若年層の都市部への集中などにより団員

の定員割れや若年層の不足などが問題となっており、

若年者を中心とした団員の確保、活力ある消防団づく

りが求められています。 

 救急活動については、高齢化の進行に伴う急病人の

増加などが予想され、これに対応する救急体制の充実

等を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

鹿屋市は、東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町

と共同で大隅肝属地区消防組合を設置し、地域の消

防・救急に関する業務を処理しています。近年の鹿

屋市における消防・救急の出動件数は、火災はほぼ

横ばい状態ですが、救急は年々増加傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 鹿屋市の消防団は、火災発生時の初期消火活動や台

風や豪雨、地震などによる自然災害時の市民の救出・

救助活動、避難誘導など地域防災体制の重要な役割を

担っています。 

しかしながら、高齢化や過疎化の進行、産業構造の

変化に伴う若年層の都市部への集中などにより団員

の定員割れや若年層の不足などが問題となっており、

女性を含む若年者を中心とした団員の確保や、活力あ

る消防団づくりが求められています。 

また、消防団施設や機材等の計画的な整備など、消

防団の充実・強化が必要となっています。 

救急活動については、高齢化の進行に伴う急病人の

増加などが予想され、これに対応する救急体制の充実

等を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○H23年1月に曽於地区が広域化に向けた準備協議会から脱退した

ことから、協議が休止となったため変更 

○近年、消防・救急の出動件数の実績を基にした内容に文言を変更 

 

 

 

 

 

 

○字句の変更 

 

 

 

 

 

 

 

○女性団員の加入促進について、文言を追加 
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（２）施策の方向 

 ① 広域消防の充実 

   大隅肝属地区消防組合の機能・体制等の充実を

図り、市民の生命・財産を水・火災等から保護す

るとともに、災害の予防・軽減に努めます。 

 

 

 

 

 

 ② 消防団の充実 

（ア）少子高齢化や過疎化の進行などに対応し、地

域の消防団活動を維持していくため、消防団活動

の環境づくりや、啓発活動の実施など市民の理解

と協力を得る取り組みを推進し団員の確保に対

する支援に努めます。 

 

 

 （イ）操法大会の開催や定期的な訓練の実施など 

消防技術の向上や組織の強化に向けた支援に努

めます。 

 （ウ）消防自動車など消防車両の計画的な更新、消

火栓、防火水槽等の消防水利施設の整備・充実に

努めます。 

 （エ）消防分団詰所や分団車庫の整備・充実に努め

ます。  

 

 ③ 救急体制の充実 

消防体制の広域化の検討・調整の中で、関係市

町と連携しながら救急搬送体制の充実に向けて

総合的に取り組みます。 

 

（２）施策の方向 

 ① 消防水利施設等の充実 

   消火栓や防火水槽等の消防水利施設の整備・充

実に努め、常備消防・消防団の双方の消防力の強

化に努めます。 

 

 ② 常備消防の充実 

   大隅肝属地区消防組合の機能・体制等の充実を

図り、災害の軽減に努めます。 

 

 ③ 消防団の充実 

 （ア）女性団員の入団や、企業等への理解や協力を

推進し団員の確保に努めるとともに、消防団活動

の環境づくりや、啓発活動の充実などに努めま

す。 

 （イ）消防施設・機材の計画的な整備・充実や、効

率的な体制づくりを検討することにより、消防団

の充実・強化を進めます。 

 （ウ）操法大会の開催や定期的な訓練の実施など、

消防技術の向上や組織の強化に向けた支援に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 ④ 救急体制の充実 

                    関係市

町と連携しながら救急搬送体制の充実に向けて

総合的に取り組みます。 

 

 

 

○常備消防、消防団の両方についての文言に変更 

 

 

 

 

○常備消防について、文言を追加 

 

 

 

○消防団について、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広域化に向けた協議は休止となっているため、当該記載内容を削

除 

 

 

常備消防とは 
市町村に消防本部が設置されるこ

とを常備化といい、これを常備消防と

いう。複数の市町村が一部事務組合や

広域連合を結成し（消防組合）、消防

本部を設置する例もある。 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 治山・治水対策の

充実 

（１）現状・課題 

 鹿屋市には、肝属川、姶良川、串良川など多くの河川

がシラス台地を縫って流れているとともに、集中豪雨や

台風の常襲地帯でもあるため、水害が多発しており、市

民生活が土砂災害、浸水被害などに脅かされている状況

にあります。 

 現在、市内には、急傾斜地崩壊危険箇所が473箇所ある

など、危険箇所は多いものの、整備率は依然低い状況に

あります。 

 また、都市化の進展に伴う雨水流出量の増加などによ

り、市街地地区などにおける雨水処理能力が問題となっ

ています。 

 

 今後は、地域住民の生命・財産を守り、安全な地域の

形成を図っていくために、治山・治水対策、雨水排水対

策を総合的かつ計画的に進めていくことが重要となって

います。 

 

（２）施策の方向 

 ① 土砂災害危険箇所の整備 

   森林保全による雨水のかん養機能の強化、急傾斜

地崩壊危険箇所、砂防施設の整備を推進します。 

 

 ② 雨水排水対策の総合的な推進 

 （ア）道路改修に伴う側溝の整備や計画的な河川改修

などを進めます。 

 （イ）下水道事業や農業排水路事業などを活用した雨

水排水対策を進めます。 

 

（１）現状・課題 

 鹿屋市には、肝属川、姶良川、串良川など多くの河川

がシラス台地を縫って流れているとともに、集中豪雨や

台風の常襲地帯でもあるため、水害発生の危険性が高く

なっており、市民生活が土砂災害、浸水被害などに脅か

されている状況にあります。 

 現在、市内には、急傾斜地崩壊危険箇所が473箇所ある

が、うち現在整備が必要な箇所は201箇所で、整備率は約

30％と低い状況にあります。 

 また、宅地化の進展や営農形態の変化、更には短時間

に集中的な降雨があるなど、急激な雨水流出量の増加に

より、道路の冠水や宅地への浸水が発生し、雨水の排水

処理能力が問題となっています。 

 今後は、地域住民の生命・財産を守り、安全な地域の

形成を図っていくために、治山・治水対策、雨水排水対

策を総合的かつ計画的に進めていくことが重要となって

います。 

 

（２）施策の方向 

 ① 土砂災害危険箇所の整備 

   森林保全による雨水のかん養機能の強化、急傾斜

地崩壊危険箇所、砂防施設の整備を推進します。 

 

 ② 雨水排水対策の総合的な推進 

 （ア）側溝等の整備や計画的な河川改修などを進めま

す。 

 （イ）下水道事業や農地防災事業などを活用した雨水

排水対策を進めます。 

 

 

 

 

○実情に合わせた整理を行うため、文言を変更 

 

 

○急傾斜地危険箇所は473箇所であるが、そのうち整備が必

要な箇所は201箇所であることを加え、現状に合わせた内

容に文言を変更 

○近年、冠水箇所が多発していることの現状・課題把握が必

要であるため、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○排水対策が急務であるため、「道路改修に伴う」を削除 

 

○事業名の変更による。 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

４ 基地対策の充実 （１）現状・課題 

 海上自衛隊鹿屋航空基地は、日本の海上防衛の中枢基

地として位置づけられており、Ｐ－３Ｃ哨戒機を主とし

た固定翼機や、教育部隊のヘリコプターが配備され、我

が国の平和と安全を守ることを主な任務としています。

また、当該基地は県内の離島における災害派遣（救急搬

送）を引き受けており、災害や救急搬送体制において重

要な役割を果たしています。 

 しかし、基地が市街地に所在していることから、航空

機による騒音問題も顕在化しています。 

 また、大規模な災害等が発生した場合に、鹿屋市や県、

関係防災機関単独では対応が困難となった場合に際して

の協力体制のあり方について検討する必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 基地周辺地区の環境対策の促進 

   基地周辺地区における航空機騒音の被害実態の把

握に努めるとともに、抜本的な騒音防止対策    

                 を講じることや、

防衛施設周辺整備事業の実施による市民生活環境の

向上について関係機関に引き続き要請を行います。 

 

 ② 災害等発生時における協力体制の充実 

   大規模な災害等が発生した際、被害が拡大し、鹿

屋市や県、各防災関係機関単独では対処が困難な事

態となった場合に備え、「地域防災計画」、「国民保護

計画」に基づき、自衛隊への迅速かつ効率的な派遣

要請に関する体制づくりや災害派遣の受け入れ体制

づくりに努めます。 

 

（１）現状・課題 

 海上自衛隊鹿屋航空基地は、日本の海上防衛の中枢基

地として位置づけられており、固定翼哨戒機や救難ヘリ

コプター、教育部隊のヘリコプターが配備され、我が国

の平和と安全を守ることを主な任務としています。また、

当該基地は県内の離島における災害派遣（救急搬送）を

引き受けており、災害や救急搬送体制において重要な役

割を果たしています。 

 しかし、基地が市街地に所在していることから、航空

機による騒音問題も顕在化しています。 

  

 

 

 

（２）施策の方向 

  基地周辺地区の環境対策の促進  

   基地周辺地区における航空機騒音の被害実態の把

握に努めるとともに、抜本的な騒音防止対策、特に

ヘリコプター騒音に特化した対策を講じることや、

防衛施設周辺整備事業の実施による市民生活環境の

向上について関係機関に引き続き要請を行います。 

 

  

 

 

 

○配備状況等にあわせ変更 

 

 

 

 

 

 

 

○「防災体制の充実」の項目に記述したため、削除 

 

 

 

 

 

 

〇ヘリコプターによる騒音は、現在の騒音の環境基準には達

しないものの、低音で長時間続くなど、騒音問題が顕在化

しているため、文言を追加 

 

○「防災体制の充実」の項目に記述を変更するため、削除 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

５ 交通安全の推進 （１）現状・課題 

 鹿屋市の交通事故件数は、ここ数年減少傾向にありま

すが、最近では、子どもや高齢者等の交通事故が目立っ

てきています。また、自転車の利用者の交通モラルの低

下も問題となっています。 

 

 

 一方、市道などでの交通事故の危険性が高い箇所にお

いて、ガードレールや道路反射鏡などは年々、設置が進

められているものの、通学路において、歩道の未設置箇

所があるなど、歩・車道の分離は遅れています。 

 

 

 鹿屋市は、公共交通機関がバスのみであり、自動車で

の移動需要が高いことから、交通事故を未然に防ぎ、市

民の安全を守っていくためには、交通安全教育の推進や

安全な道路環境づくりを進めるとともに、地域住民によ

る子どもや高齢者など交通弱者を守る取り組みが必要と

なっています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 交通安全施設の維持・整備 

   交通事故の危険性が高い箇所やスクールゾーンな

ど、特に歩行者の安全性を確保する必要性が高い市

道などについて自動車と歩行者の分離       

          を図るとともに、ガードレー

ル、道路反射鏡等の交通安全施設の維持・更新を進

め、安全な道路環境の整備に努めます。 

 

 ② 交通安全思想の普及徹底 

   幼児、児童・生徒、高齢者等を対象に、段階的か

つ体系的な交通安全教育を実施するとともに、交通

安全に関する普及啓発活動の推進を図ります。 

（１）現状・課題 

鹿屋市の交通事故発生件数は、これまで高い水準で増

加していましたが、平成23年から減少に転じています。

しかし、若者や高齢者等の交通事故が目立ってきており、

依然として予断を許さない状態が続いています。また、

自転車の利用者の交通モラルの低下も問題となっていま

す。 

 一方、市道などでの交通事故の危険性が高い箇所にお

いて、ガードレールや道路反射鏡などは年々、設置が進

められているものの、歩道が未整備の通学路もあります。

また、交差点での事故が全体の事故件数の約半数を占め

ることから、交差点での事故防止対策が必要となってい

ます。 

 鹿屋市は、公共交通機関がバスのみであり、自動車で

の移動需要が高いことから、交通事故を未然に防ぎ、市

民の安全を守っていくためには、交通安全教育の推進や

安全な道路環境づくりを進めるとともに、地域住民によ

る子どもや高齢者など交通弱者を守る取組が必要となっ

ています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 交通安全施設の維持・整備 

交通事故の危険性が高い箇所やスクールゾーンな

ど、特に歩行者の安全性を確保する必要性が高い市

道などについて、自動車と歩行者の分離や区画線等

の路面標示の整備を図るとともに、ガードレール、

道路反射鏡等の交通安全施設の維持・更新を進め、

安全な道路環境の整備に努めます。 

 

 ② 交通安全思想の普及徹底 

   幼児、児童・生徒、高齢者等を対象に、段階的か

つ体系的な交通安全教育を実施するとともに、交通

安全に関する普及啓発活動の推進を図ります。 

 

○平成21年は死亡者数14人となり全国ワースト１となる非

常事態であるなど、現状に合わせた内容に文言を変更 

 

○交通事故当事者の年齢別では20歳代、65歳以上が多く、未

成年者は少ないが微増傾向にある文言に変更 

○小・中学校の通学路にも歩道がなく危険な箇所があり、通

学路の見直しを図る必要がある文言に変更 

○交差点での事故が約半数を占めることから、交差点での事

故防止対策を図る必要がある文言に変更 

 

 

 

 

○字句の変更 

 

 

 

 

 

 

○路面標示の整備により交通安全を図っていく必要がある

ことから文言を追加 
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第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

 第１節 安全・安心のまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

６ 防犯・消費生活相

談体制の充実 

（１）現状・課題 

 多様化する社会の中で、犯罪の低年齢化とともに、子

どもや高齢者などの社会的弱者を狙った犯罪が全国的に

多く発生しています。 

 近年、町内会や学校関係、事業所や各種団体等による

防犯パトロール隊の結成が増えてきているなど、市民の

防犯意識は高まりつつありますが、住民を犯罪から守る

ため、さらなる防犯体制の強化が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、消費生活においては、多重債務のストレスによ

る疾病や家庭崩壊、不登校、犯罪、自殺などが大きな社

会問題となっています。また、マルチ商法や催眠商法、

架空請求などの特殊販売も巧妙化してきています。 

 さらに、インターネットの普及など、消費生活を取り

巻く環境も大きく変化しており、利便性が高くなった反

面、電子商取引は、直接、商品や支払いのやり取りを行

わない相手の見えない取引であるため、通常の取引より

もトラブルが生じやすい環境にあります。 

 また、電子商取引のさらなる普及にともない、今後は

個人情報をめぐるトラブルも増加することが予想されま

す。 

 このため、消費者が正しい知識を持ち、適正な消費活

動ができるよう、相談体制などを充実していくことが必

要です。 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

 多様化する社会の中で、犯罪の低年齢化とともに、子

どもや高齢者などの社会的弱者を狙った犯罪が全国的に

多発しています。 

 近年、町内会や学校関係、事業所や各種団体等による

防犯パトロール隊の結成が増えてきているなど、市民の

防犯意識は高まりつつあり、鹿屋市の犯罪の件数は、減

少傾向にありますが、市民を犯罪から守るため、引き続

き防犯体制の強化に努めることが必要です。 

 また、近年、市民の安全安心な暮らしを脅かす暴力団

が関与する犯罪が増加してきています。 

 さらに、市内で増加傾向にある空き家については、少

年少女の非行等につながりやすいなど社会的な問題とな

りつつあります。 

 

 一方、消費生活においては、多重債務や悪質な販売方

法によるトラブル、高齢者の財産を狙った詐欺的な出資

商法など、様々な契約をめぐる問題が発生しています。 

 

 また近年、インターネットの普及により、出会い系サ

イトによるトラブルや、無料サイトから有料サイトへ巧

みに誘導され不当な請求を受けるなど、新しい形態の消

費者トラブルも増加しています。 

このように、複雑化、多様化する相談内容から消費者

の利益を守るため、身近な消費生活相談窓口の周知に努

める必要があります。 

あわせて、消費者のトラブルを未然に防ぎ、自立を支

援するため、消費者被害等の迅速な情報提供を行うとと

もに、消費者教育・啓発の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

○鹿屋市の犯罪の認知件数は、平成21年度から減少していき

ているなど、現状に合わせた内容に文言を変更。 

 平成20年度 876件 

 平成21年度 823件 

 平成22年度 693件 

 平成23年度 668件 

〇犯罪は減少傾向にあるが、市民の生命、財産を守ることは

重要な役割であることから、引き続き防犯体制の強化する

必要がある文言に変更 

○県外に拠点を有する暴力団の進出が著しいことから追加 

〇薬物犯罪や凶悪犯罪を引き起こす等市民生活を脅かす可

能性があることから追加 

 

 

 

○新たな消費者問題の現状と消費生活相談体制の充実を図

るための取組について、文言を変更 

 

○平成21年９月 

消費者庁発足 

○平成22年１月 

鹿屋市消費生活センター設置 

○平成23年３月 

  鹿児島県県消費者基本計画策定 

○平成23年３月  

  鹿屋市消費生活センター条例制定 
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（２）施策の方向 

 ① 防犯意識の啓発 

   犯罪のない安全な鹿屋市の実現のため、家庭、学

校、警察署との連携を保ちつつ、市民の防犯意識の

啓発に努めるとともに、市民の自主防犯活動を促進

します。 

 

 ② 防犯体制の確立 

 （ア）すべての市民が安全に暮らせる環境を守るため

の防犯体制として、家庭、学校、警察署との連携を

保ちつつ、地域での防犯活動や自主防犯組織の取り

組みを支援します。 

 （イ）防犯灯や防犯用看板などの設置により、安全・

安心のまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 ③ 消費生活相談体制の充実 

 （ア）消費者教育の機会や対象を広げ、市民の消費生

活に関する知識の普及などに努め、苦情等に対する

相談体制の充実を図ります。 

 

 （イ）消費者被害に関する情報を逐次収集し、市民へ

の的確な情報提供に努めるとともに、相談員の研修

等の充実により専門的な能力を向上させることで、

社会状況の変化に伴う消費トラブルに対応できる体

制を充実させます。 

 

（２）施策の方向 

 ① 防犯意識の啓発 

   犯罪のない安全な鹿屋市の実現のため、防犯協会

や警察はもとより家庭や学校との連携を保ちつつ、

市民の防犯意識の啓発に努めるとともに、市民の自

主防犯活動を促進します。 

 

 ② 防犯体制の確立 

 （ア）全ての市民が安全に暮らせる環境を守るため、 

地域が一体となった防犯活動や自主防犯組織の取組

を支援します。 

 

 （イ）防犯灯や防犯用看板などの設置により、安全で

安心なまちづくりを進めます。 

（ウ）暴力団排除条例に基づき、市民の暴力団を排除

する気運の向上や地域が一体となった暴力団排除活

動等の推進に努めます。 

（エ）空き家等の適正管理に関する条例に基づいて、

空き家の所有者に対する指導・勧告等を行います。 

 

 ③ 消費生活相談体制の充実 

 （ア）複雑化・多様化する消費生活相談及び苦情等に

対応するため、相談員への研修等の実施により、専

門的な知識を向上させることで、更なる相談体制の

充実・強化を図ります。 

 （イ）消費者の利益を守るために必要な情報を収集し、

市民へ情報提供・知識の普及に努め、消費者トラブ

ルや被害の未然防止を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

○暴力団の排除活動の推進を図るため、鹿屋市暴力団排除条

例を制定したことを追加 

 

○鹿屋市空き家等の適正管理に関する条例を制定したこと

を追加 

 

 

○平成23年３月25日に制定した鹿屋市消費生活センター条

例の内容に合わせ文言を整理 
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第４章 豊かな自然環境を次代に引きつぐまちづくり 

 第１節 地球にやさしいまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 地球環境問題等へ

の対応 

（１）現状・課題 

 ライフスタイルの変化等を背景とする人の活動やエネ

ルギー消費に伴う二酸化炭素等の排出増加により、地球

温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨など、被害が必ずしも

一定地域に限定されず、科学的にも解明が充分でない地

球規模での環境問題が発生しています。 

 また、身近な問題として、肝属川の実態調査において、

文献等で内分泌攪乱作用が確認されたと報告されている

物質なども検出され、河川の生態系保全のためにも国・

県との連携を図った監視が必要不可欠なものとなってい

ます。 

 このように、環境問題が地球規模へと発展しているに

もかかわらず、一般的に市民の認識は不足しています。 

本市は、市域面積の約５割が森林地域であり、世界遺

産級の価値を持つ森林生物遺伝資源保存林に指定されて

いる壮大な高隈山系を有しています。この貴重な自然環

境を守り、次代に引き継いでいくためにも、自然環境に

対する意識の啓発、維持管理に対する協力体制の確立な

ど、人間と自然の共生について市民一人ひとりが真剣に

考え、地球規模での環境問題の解決に向けた積極的な取

り組みを進める必要があります。 

 また、地球環境にやさしいまちづくりを図るため、風

力発電、太陽光発電、バイオマスなど新たなエネルギー

の導入について調査・研究する必要性も高まっています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 環境基本計画及び地球温暖化対策地域推進計画の

策定 

  環境の保全に関する総合的かつ長期的目標等を計画

的に推進するため、   「環境基本計画」及び「地

球温暖化対策地域推進計画」の策定を行い、計画に基

づいて、快適な自然環境の創出、環境への負荷の低減

及び環境との共生・調和を図った取り組みを進めます。 

 

（１）現状・課題 

 ライフスタイルの変化等を背景とする人の活動やエネ

ルギー消費に伴う二酸化炭素等の排出増加により、地球

温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨など、被害が必ずしも

一定地域に限定されず、科学的にも解明が充分でない地

球規模での環境問題が発生しています。 

 また、身近な問題として、肝属川の実態調査において、

文献等で内分泌攪乱作用が確認されたと報告されている

物質なども検出され、河川の生態系保全のためにも国・

県との連携を図った監視が必要不可欠なものとなってい

ます。 

                          

                          

本市は、市域面積の約５割が森林地域であり、世界遺

産級の価値を持つ森林生物遺伝資源保存林に指定されて

いる壮大な高隈山系を有しています。この貴重な自然環

境を守り、次代に引き継いでいくためにも、自然環境に

対する意識の啓発、維持管理に対する協力体制の確立な

ど、人間と自然の共生について市民一人ひとりが真剣に

考え、地球規模での環境問題の解決に向けた積極的な取

組を進める必要があります。 

 また、地球温暖化に関する報道や東日本大震災におけ

る原発事故等を受けて、市民の再生可能エネルギーへの

関心が高まっています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 環境基本計画及び地球温暖化対策地域実行計画の

取組み 

  環境の保全に関する総合的かつ長期的目標等を計画

的に推進するため策定した「環境基本計画」及び「地

球温暖化対策地域実行計画」         に基

づいて、快適な自然環境の創出、環境への負荷の低減

及び環境との共生・調和を図った取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

○文言の整理 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

○「環境基本計画」は平成22年３月に、「地球温暖化対策地

域実行計画」は策定済のため、文言の整理 

○字句の訂正 
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 ② 環境保全活動の充実 

 （ア）廃食油回収ポストの設置などにより、河川の水

質保全の啓発に努めるとともに、リサイクル意識の

向上を図ります。 

 （イ）定期的な河川の水質調査や有害物質の測定、地

下水の調査などとともに、硝酸性窒素除去について

の大学との共同研究など、自然環境を保全するため

の取り組みを進めます。また、騒音測定や振動測定、

特定悪臭物質調査などの実施により、快適な生活環

境づくりを進めます。 

 

 ③ 市民の意識啓発 

 （ア）環境出前講座の実施などにより、環境保護に関

する市民の意識啓発に努めるとともに、自然環境保

全に携わるボランティア及びリーダーの育成を進め

ます。 

 （イ）学校や地域、職場など様々な社会生活の場での

環境教育・学習を推進し、環境問題や環境保全に対

する意識の高揚を図ります。また、市民への環境に

関する情報提供の充実に努めます。 

 ④ 自然保護活動の充実 

 （ア）高須・浜田海岸など、ウミガメが産卵する海岸

の環境保全に努めるとともに、ウミガメの保護活動

を進めます。 

 （イ）自然観察会や自然を利用した場所等での環境学

習を推進し、地域特有の自然環境や地域に生息する

希少動植物への市民の理解と意識啓発に努め、地域

の豊かな自然環境や希少動植物の保護活動を充実し

ます。 

 （ウ）二酸化炭素の吸収や水の源である山林等におけ

る植林活動を推進し、自然林等の保全に努めます。 

 ⑤ 新エネルギーの導入 

   地球温暖化に影響を及ぼす二酸化炭素排出量の削

減に向けて、市民、事業所、行政が一体となって省

エネルギーに取り組むとともに、風力発電や太陽光

発電、バイオマス発電など環境への負荷が少ない新

エネルギーの研究に努めます。 

② 環境保全活動の充実 

 （ア）廃食油回収ポストの設置などにより、河川の水

質保全の啓発に努めるとともに、リサイクル意識の

向上を図ります。 

（イ）自然環境を保全するための取組として、定期的

な河川の水質調査や有害物質の測定、地下水の調査

を継続して行います。              

          また、騒音測定や振動測定、

悪臭物質調査などの実施により、快適な生活環境づ

くりを進めます。 

 

 ③ 市民の意識啓発 

 （ア）環境出前講座の実施などにより、環境保護に関

する市民の意識啓発に努めるとともに、自然環境保

全に携わるボランティア及びリーダーの育成を進め

ます。 

（イ）学校や地域、職場など様々な社会生活の場での

環境教育・学習を推進し、環境問題や環境保全に対

する意識の高揚を図ります。また、市民への環境に

関する情報提供の充実に努めます。 

 ④ 自然保護活動の充実 

 （ア）高須・浜田海岸など、ウミガメが産卵する海岸

の環境保全に努めるとともに、ウミガメの保護活動

を進めます。 

（イ）自然観察会や自然を利用した場所等での環境学

習を推進し、地域特有の自然環境や地域に生息する

希少動植物への市民の理解と意識啓発に努め、地域

の豊かな自然環境や希少動植物の保護活動を充実し

ます。 

（ウ）二酸化炭素の吸収や水の源である山林等におけ

る除間伐の推進や、自然林等の保全に努めます。 

 ⑤ 再生可能エネルギーの導入 

   地球温暖化に影響を及ぼす二酸化炭素排出量の削

減に向けて、市民、事業所、行政が一体となって省

エネルギーに取り組むとともに、風力発電や太陽光

発電、小水力発電など環境への負荷が少ない再生可

能エネルギーの活用・促進に努めます。 

 

 

 

○現在大学との共同研究は行っていないため、文言の修正・

整理 

 

 

○文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の整理 

 

○新エネルギーに対する研究については、行っていないた

め。また、国のエネルギー政策の転換により再生可能エネ

ルギーが見直されていくため、文言を変更 
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第４章 豊かな自然環境を次代に引きつぐまちづくり 

 第１節 地球にやさしいまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 循環型社会の形成 （１）現状・課題 

 大量生産、大量消費、大量廃棄の時代におけるごみ処

理については、地域における重要な課題です。 

鹿屋市では、循環型社会を実現するため、ごみの分別

収集を行っており、市民１人の１日当りのごみ排出量も

年々減少している中、ごみの資源化率は向上しています。 

 しかしながら、次代に美しい環境を引き継いでいくた

めには、今後も、ごみの減量、資源化に取り組んでいく

とともに、市民一人ひとりが、ごみを減らしていくこと

への意識を持って、地域全体として、ごみ問題に取り組

んでいけるよう、ごみ分別出前講座や鹿屋市衛生自治団

体連合会等と一体となった積極的な取り組みを進めるな

ど、循環型の社会を構築していくことが求められていま

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 循環型社会の形成促進 

   環境基本計画の策定とその実効のある着実な推進

を図ることによって、環境への負荷が少なくなるよ

う、大量消費、大量廃棄型の生活様式を見直し、ご

みの減量及びリサイクルの推進等の取り組みを行

い、循環型社会の形成を図ります。 

 

 ② 市民の意識啓発 

 （ア）市民の協力を得ながら、ごみの減量化、資源物

の分別収集を実施するとともに、市民のリサイクル

意識の啓発を進めます。 

  

（イ）廃棄物の発生源を断つ（リフューズ）、発生抑制

（リデュース）、再使用（リユース）、再利用（リサ

イクル）の４Ｒ運動を推進し、家庭での分別・資源

物回収の徹底によるごみ減量運動に取り組みます。 

 

 

（１）現状・課題 

 大量生産、大量消費、大量廃棄の時代におけるごみ処

理については、地域における重要な課題です。 

鹿屋市では、循環型社会を実現するため、ごみの分別

収集を行っていますが、平成20年度を境に市民１人の１

日当りのごみ排出量は増加しております。 

このことから、次代に美しい環境を引き継いでいくた 

めには、今後も、ごみの減量、資源化に取り組んでいく

とともに、市民一人ひとりが、ごみを減らしていくこと

への意識を持って、地域全体として、ごみ問題に取り組

んでいけるよう、ごみ分別出前講座や鹿屋市衛生自治団

体連合会等と一体となった積極的な取り組みを進めるな 

ど、循環型の社会を構築していくことが求められていま 

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 循環型社会の形成促進 

   環境基本計画の実効性のある着実な推進を図るこ

とによって、環境への負荷が少なくなるよう、大量

消費、大量廃棄型の生活様式を見直し、ごみの減量

及びリサイクルの推進等の取組を行い、循環型社会

の形成を図ります。 

 

② 市民の意識啓発 

 （ア）市民の協力を得ながら、ごみの減量化、資源物

の分別収集を実施するとともに、市民のリサイクル

意識の啓発を進めます。 

  

（イ）廃棄物の発生源を断つ（リフューズ）、発生抑制

（リデュース）、再使用（リユース）、再利用（リサ

イクル）の４Ｒ運動を推進し、家庭での分別・資源

物回収の徹底によるごみ減量運動に取り組みます 

  

 

 

 

 

 

○ごみの排出量が増加傾向にあるため、文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境基本計画は平成20年３月に策定済みのため文言の整

理 

 

○字句の訂正 
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 ③ 不法投棄防止対策の強化 

   不法投棄の未然防止と摘発に向けて、関係機関等

との連携を図りながら、不法投棄の監視及び通報体

制の強化を図ります。 

 

 ④ 一般廃棄物処理基本計画の策定 

   ごみの排出抑制、資源化の推進、適正処理といっ

た一般廃棄物の処理について、市民、事業者、行政

が一体となり、総合的・計画的に取り組むための指

針となる「一般廃棄物処理基本計画」を策定し、循

環型社会の形成を図ります。 

 

 ③ 不法投棄防止対策の強化 

   不法投棄の未然防止と摘発に向けて、関係機関等

との連携を図りながら、不法投棄の監視及び通報体

制の強化を図ります。 

 

 ④ 一般廃棄物処理基本計画の見直し 

   平成26年度の「一般廃棄物処理基本計画」の中間

見直し時に、一般廃物の排出抑制・再利用の推進状

況の検証を行うとともに、ごみ処理の課題等を整理

し、地域の実情に応じたごみの減量化・資源化・適

正処理を行うために、市民、事業者、行政が一体と

なった取組について、総合的・計画的に推進できる

ような計画内容の見直しを行い、循環型社会の形成

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○平成22年３月に策定した「一般廃棄物処理基本計画」を、

平成26年度に中間見直しを行うことの文言に変更 
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第４章 豊かな自然環境を次代に引きつぐまちづくり 

 第１節 地球にやさしいまちづくり 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 環境衛生の充実 （１）現状・課題 

 市民生活や事業所活動を起因とする悪臭や水質の汚濁

等が依然として後を絶たない状況にあり、早急に安心し

て生活できる環境を築いていくことが求められていま

す。 

 市内の中心部を流れている肝属川は、両岸の住宅や事

業所からの排水の流入が多く、さらに笠野原台地にある

住宅や店舗、畜産施設等からの排出水が流入しているこ

とから特に水質汚濁が進んでいます。 

 こうした状況の中で、市民が安全・安心で快適な生活

環境で暮らすためには、環境衛生に対する意識を高め、

市民一人ひとりのモラルの向上を図り、生活排水対策な

どを進める必要があります。 

 

 

 また、し尿及び浄化槽汚泥については、下水道及び合

併処理浄化槽の普及により、し尿処理量は年々減少傾向

にありますが、逆に浄化槽汚泥処理量は増加しており、

全体としては増加傾向にあります。 

 今後は、下水道の整備、合併処理浄化槽の普及の促進、

し尿処理施設における適正な処理に努めていく必要があ

ります。 

 一方、墓地については、墓地需要に対応した整備を進

めていくとともに、施設の老朽化等が問題となっている

市営墓地の改修などを進めていくことが必要です。   

                    また、共同

墓地については、適正な管理が行われるよう指導すると

ともに、さらなる環境整備の充実に努める必要がありま

す。 

 火葬場については、鹿屋市など１市４町で構成する大

隅中部火葬場組合が運営しており、平成20年４月に新た

な施設が整備されています。 

 

 

（１）現状・課題 

 市民生活や事業所活動を起因とする悪臭や水質の汚濁

等が依然として後を絶たない状況にあり、早急に安心し

て生活できる環境を築いていくことが求められていま

す。 

 市内の中心部を流れている肝属川は、両岸の住宅や事

業所からの排水の流入が多く、さらに笠野原台地にある

住宅や店舗、畜産施設等からの排出水が流入しているこ

とから特に水質汚濁が進んでいます。 

こうした状況の中で、市民が安全・安心で快適な生活

環境で暮らすためには、環境衛生に対する意識を高め、

市民一人ひとりのモラルの向上を図り、生活排水対策を

進めていくとともに、市民、企業、団体、行政が、それ

ぞれの役割分担のもと、協働して地域の快適な環境づく

りを進める必要があります。 

また、し尿及び浄化槽汚泥については、下水道及び合

併処理浄化槽の普及により、し尿処理量は年々減少傾向

にありますが、逆に浄化槽汚泥処理量は増加しており、

全体としては増加傾向にあります。 

 今後は、下水道の整備、合併処理浄化槽の普及の促進、

し尿処理施設における適正な処理に努めていく必要があ

ります。 

一方、市営墓地については、墓参者の高齢化に配慮し

た環境整備や、災害及び施設の老朽化に対応した改修を

行っていくとともに、利用者の需要に応じた埋蔵形態に

ついての検討を進めていくことが必要です。また、共同

墓地については、適正な管理が行われるよう指導すると

ともに、さらなる環境整備の充実に努める必要がありま

す。 

 火葬場については、鹿屋市など１市４町で広域処理を

行っており、平成20年４月に新たな施設が整備されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民一人ひとりのモラルを図るとともに、協働して地域の

環境づくりを進めることが必要である文言に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の変更 

 

 

 

 

 

 

○文言の変更 
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（２）施策の方向 

 ① 環境に配慮した農畜産業の推進 

 （ア）農業の持つ物質循環機能を生かし、化学農薬や

化学肥料に過度に依存しない農業を推進するため、

有機物を利用した土づくりの推進、肥効調節型肥料

や生物農薬等の利用促進を図り、農作物の生産を通

して、水源かん養や生物の生息・生育空間の提供な

ど、農地の持つ環境保全機能を発揮させるように配

慮します。 

 （イ）畜産業では、廃棄物の分離処理及び土壌還元を

積極的に推進し、堆きゅう肥の有効活用を図り、環

境整備と環境保全型畜産業への転換を促進します。 

 

 ② 下水道の整備及び合併処理浄化槽の普及促進 

 （ア）河川への生活雑排水の流入、地下水の汚染を防

ぐため、公共下水道の整備完了区域内については、

接続率の向上に向けた取り組みを進めます。 

 （イ）下水道計画区域外については、合併処理浄化槽

の新規導入や単独処理浄化槽からの転換を推進して

いきます。 

 ③ 河川の自然環境の保全 

 （ア）九州１級河川の中で、ＢＯＤ（生物化学的酸素

要求量）値の評価で、ワースト上位を占めている肝

属川については、新しい浄化方法の調査・研究に努

めるとともに、市民、事業所、行政が連携して水質

改善に努めます。 

 （イ）市民、団体、事業所の協力を得て、クリーン作

戦などにより、河川における自然環境の保全に努め

ます。 

 

  

 

 

④ し尿処理の効率的な処理 

   簡易水洗や合併処理浄化槽の普及による汚泥処理

量の増加や汚泥濃度の希薄化に対応するため、有用

微生物を活用し、効率的な処理に努めます。 

（２）施策の方向 

 ① 環境に配慮した農畜産業の推進 

 （ア）農業の持つ物質循環機能を生かし、化学農薬や 

化学肥料に過度に依存しない農業を推進するため、

有機物を利用した土づくりの推進、有機質肥料や天

敵資材等の利用促進を図り、農作物の生産を通して、

水源かん養や生物の生息・生育空間の提供など、農

地の持つ環境保全機能を発揮させるように配慮しま

す。 

 （イ）家畜排せつ物の分離処理や完熟堆肥化の指導徹

底など、畜産農家の適正な排泄物処理を推進し、地

域生活環境の改善と環境保全型畜産業を促進しま

す。 

 ② 下水道の整備及び合併処理浄化槽の普及促進 

 （ア）河川への生活雑排水の流入、地下水の汚染を防

ぐため、公共下水道の整備完了区域内については、

接続率の向上に向けた取組を進めます。 

 （イ）下水道計画区域外については、単独処理浄化槽

及び汲み取り便槽から、合併処理浄化槽への転換を

推進していきます。 

③ 河川の自然環境の保全 

 （ア）九州１級河川の中で、ＢＯＤ（生物化学的酸素

要求量）値の評価で、ワースト上位を占めている肝

属川については、新しい浄化方法の調査・研究に努

めるとともに、市民、事業所、行政が連携して水質

改善に努めます。 

 （イ）市民、企業、団体、行政が一体となって、クリ

ーン作戦などにより、河川における自然環境の保全

に努めます。 

 ④ 環境美化運動の推進 

市民が快適に暮らせるまちを目指して、清潔で潤い

のある環境づくりを行っていくため、市民総参加に

よる環境美化運動を推進していきます。 

⑤ し尿処理の効率的な処理 

   簡易水洗や合併処理浄化槽の普及による汚泥処理

量の増加や汚泥濃度の希薄化に対応するため、有用

微生物を活用し、効率的な処理に努めます。 

 

 

 

 

○文言の変更 

 

 

 

 

○文言の整理（第６章第１節１「農業の振興」と表現を合わ

せる。） 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

○文言の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○クリーン作戦などの環境保全活動は、行政主導ではなく、

協同で行っているため文言を整理 

 

 

○市民の環境に対する意識啓発に繋がるとともに、環境衛生

の向上が図られることの文言を追加 

 

○番号の整理 
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 ⑤ 墓地の整備・更新、共同墓地の整備促進、火葬場

の運営 

   少子高齢化時代を踏まえ、また、墓参者の安全性

と利便性を確保するため、将来の墓地需要や周辺環

境に配慮して、計画的な市営墓地の整備・更新を進

めるとともに、共同墓地の環境整備を促進していき

ます。また、火葬場について、今後も円滑な運営に

努めます。 

⑥ 市営墓地の整備・改修、共同墓地の整備促進、火

葬場の運営 

   市営墓地については、少子高齢化時代を踏まえ、

墓参者の安全性と利便性を確保するため、計画的な

整備・更新を進めるとともに、共同の埋蔵形態につ

いて検討を行っていきます。共同墓地については、

さらなる環境整備の促進に努めます。火葬場につい

ては、引き続き大隅肝属広域事務組合において、広

域的な運営を行ってまいります。 

 

○文言、文章、番号の修正 

 

○共同の埋蔵形態の検討を行うなど、文言を変更 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第１節 適正な土地利用の推進 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 鹿屋市は、大隅半島の中央部に位置し、錦江湾に面し

た海岸線、高隈山の広葉樹林、肝属川、姶良川、串良川

等の河川など多彩な自然環境に恵まれた地域です。また、

一方では大隅半島の中心都市としての都市機能の集積や

国内有数の食料供給基地を形成する広大な農地など多様

な土地利用となっています。 

 市の総面積は448.33ｋ㎡であり、うち可住地面積は

215.06k㎡と全体の約48.0％を占めています。評価総地積

（266.78k㎡）による土地利用は農地（田畑）の約47％、

次いで山林の40％、宅地の13％となっています。 

 土地は、人々の生活や社会活動を支える重要な基盤で

あり、限りある貴重な財産です。また、土地利用のあり

方は、市民生活や自然環境、産業活動など、あらゆる分

野に大きな影響を与えることから、長期的・計画的な土

地利用を推進することが必要です。 

 しかしながら、道路環境の整備やモータリゼーション

の進展などによる大型小売店等の郊外への出店ととも

に、地価の安い郊外の農地の宅地転用などによるスプロ

ール化が進んでおり、その結果、後追い的なインフラの

整備、維持管理コストの増大など市街化の拡散がもたら

す影響が出てきています。 

 また、高齢化や人口減少による周辺地域の活力の低下

などにより、遊休農地の増加や森林機能の維持などが懸

念されています。 

 輝北、串良、吾平地域の拠点となる地域市街地につい

ては、高齢化の進行や人口減少による購買力の低下、鹿

屋地域等への大型店の出店などにより商業機能が低下し

ていることから、地域の生活基盤としての商業機能の維

持を図っていくことが必要となっています。 

 このようなことから、「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」に基づき、適

正な土地利用の規制・誘導を進めるとともに、優良農地

の確保とまちづくりの観点から、「都市計画マスタープラ

（１）現状・課題 

 鹿屋市は、大隅半島の中央部に位置し、錦江湾に面し

た海岸線、高隈山の広葉樹林、肝属川、姶良川、串良川

等の河川など多彩な自然環境に恵まれた地域です。また、

一方では大隅半島の中心都市としての都市機能の集積や

国内有数の食料供給基地を形成する広大な農地など多様

な土地利用となっています。 

 市の総面積は448.33ｋ㎡であり、うち可住地面積は

215.06k㎡と全体の約48.0％を占めています。評価総地積

（269.39k㎡）による土地利用は農地（田畑）の約45％、

次いで山林の41％、宅地の14％となっています。 

 土地は、人々の生活や社会活動を支える重要な基盤で

あり、限りある貴重な財産です。また、土地利用のあり

方は、市民生活や自然環境、産業活動など、あらゆる分

野に大きな影響を与えることから、長期的・計画的な土

地利用を推進することが必要です。 

 しかしながら、道路環境の整備やモータリゼーション

の進展などによる大型小売店等の郊外への出店ととも

に、地価の安い郊外の農地の宅地転用などによるスプロ

ール化が進んでおり、その結果、後追い的なインフラの

整備、維持管理コストの増大など市街化の拡散がもたら

す影響が出てきています。 

 また、高齢化や人口減少による周辺地域の活力の低下

などにより、遊休農地の増加や森林機能の維持などが懸

念されています。 

 輝北、串良、吾平地域の拠点となる地域市街地につい

ては、高齢化の進行や人口減少による購買力の低下、鹿

屋地域等への大型店の出店などにより商業機能が低下し

ていることから、地域の生活基盤としての商業機能の維

持を図っていくことが必要となっています。 

 このようなことから、「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」に基づき、適

正な土地利用の規制・誘導を進めるとともに、優良農地 

の確保とまちづくりの観点から、「都市計画マスタープラ

 

○評価総地積を平成24年１月現在の数値に変更 

（総面積、可住地面積は変更なし。） 

 ※総面積、可住地面積：情報行政課 

  評価総地積：税務課 
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ン」や「農業振興地域整備計画」に基づき、市域の一体

的な均衡ある発展を促進していく必要があります。 

 一方、適切な土地利用行政の推進の観点から、今後も

鹿屋市全体で地籍調査事業を推進していく必要がありま

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な土地利用の推進 

 （ア）「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」に基づき、適正な土地利

用の規制・誘導を進めます。 

 （イ）「都市計画マスタープラン」などの基本方針に基

づき、都市計画区域内の適切な土地利用を誘導する

とともに、計画的な都市基盤の整備に努めます。 

 

 

 

 

 ② 市街地の形成 

 ○住宅地 

 （ア）住宅地については、良好な住環境、都市基盤の

整備を促進し、計画的な住宅地の形成を図っていき

ます。また、市街地の住居表示の実施に努めます。 

 （イ）市街地の緑地の保全に努めるとともに、快適で

ゆとりある景観に配慮した街並み整備を促進しま

す。 

 ○商業地域 

 （ア）大隅地方拠点都市地域の拠点地区である中心市

街地については、北田大手町地区市街地再開発事業

によって整備されたリナシティかのやを中心に、商

店街の街並み整備、魅力と活力ある個店づくりなど、

商業等の活性化を図ります。 

 （イ）輝北・串良・吾平地域の地域市街地についても

適切な土地利用の推進により無秩序な市街化を防止

し、国・県道の整備計画などとあわせた計画的な都

市基盤の整備などを進め地域の中核的機能の維持を

図ります。 

ン」や「農業振興地域整備計画」に基づき、市域の一体

的な均衡ある発展を促進していく必要があります。 

 一方、適切な土地利用行政の推進の観点から、今後も

鹿屋市全体で地籍調査事業を推進していく必要がありま

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な土地利用の推進 

 （ア）「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」に基づき、適正な土地利

用の規制・誘導を進めます。 

 （イ）「都市計画マスタープラン」を策定し、     

   都市計画区域内の適切な土地利用を誘導する

とともに、計画的な都市基盤の整備に努めます。 

（ウ）「土地利用対策要綱」を策定し、土地の無秩序な

開発を防止し、適性かつ合理的な土地利用を目指し

ます。 

 

 ② 市街地の形成 

 ○住宅地 

 （ア）住宅地については、良好な住環境、都市基盤の

整備を促進し、計画的な住宅地の形成を図っていき

ます。また、市街地の住居表示の実施に努めます。 

 （イ）市街地の緑地の保全に努めるとともに、快適で

ゆとりある景観に配慮した街並み整備を促進しま

す。 

 ○商業地域 

 （ア）大隅地方拠点都市地域の拠点地区である中心市

街地については、北田大手町地区市街地再開発事業

によって整備されたリナシティかのやを中心に、商

店街の街並み整備、魅力と活力ある商店街づくりな

ど、商業等の活性化を図ります。 

 （イ）輝北・串良・吾平地域の地域市街地についても

適切な土地利用の推進により無秩序な市街化を防止

し、地域の中核的機能の維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の「都市計画マスタープラン」は平成８年４月に策定

したものであり、合併後の土地利用を反映したものにはな

っていないこと。 

○本来、土地利用は「国土利用計画法」に基づく「土地利用

基本計画」があり、これに基づいて各種、土地利用を個別

法で検討するべきであるが、これがない鹿屋市にとって

は、全体的な土地利用を図る「都市計画マスタープラン」

の作成が必要であるため、文言を変更 

○都市計画法に基づく開発行為の対象面積以下の開発につ

いて、無秩序な開発を予防するため、「土地利用対策要綱」

を策定する文言を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○土地利用の観点から、個店づくりから商店街づくりと面的

なエリアに広げた内容の文言に変更 

 

○国・県道の整備計画などとあわせた計画的な都市基盤の整

備が現実にはなされていないため、文言を変更 
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 （ウ）国道220号鹿屋バイパス沿線や寿地区、西原地区

の旧国道220号沿線の商業地域          

については「都市計画法」、「大規模小売店舗立地法」

などの適切な運用などにより、中心市街地の商店街

と地域商店街との機能分担を図り大隅地域の多様な

消費生活を支える商業機能の集積を促進します。 

 

 ○工業地域 

 （ア）工業地域については、今後の企業誘致や立地状

況とともに、東九州自動車道や大隅縦貫道などの開

通を見据えた新たな工業地域について検討を進めま

す。 

 （イ）準工業地域については、遊休地の有効活用や適

正利用の促進に努めます。 

 

 ③ 農業地域の形成 

 （ア）農地については「鹿屋市農業振興地域整備計画」

などに基づき、適正な農地利用に努めます。 

 （イ）農地集積や流動化を積極的に推進し、遊休農地

の発生防止や優良農地の維持・確保に努めるととも

に、畑地かんがい関連事業や、ほ場整備事業などに

より生産性の向上や農地の有効利用を推進します。 

 （ウ）産業構造の変化や都市化の進展に伴う農村社会

の混住化の進行に対応するため、良好な生活環境の

確保に努めつつ、生産活動の場としての整備を推進

します。 

 

 ④ 森林地域の形成 

   森林地域については、「大隅地域森林計画」に基づ

き主要林産物や特用林産物の生産基盤としての森林

の育成とともに、レクリエーションの場としての活

用や山地災害防止、水資源のかん養など公益的機能

と経済的機能の維持・向上に努めます。 

 ⑤ 地籍調査の推進 

   適切な土地利用行政を推進するため、「国土調査

法」に基づく地籍調査事業を計画的に進め、本市の

実態や動向の総合的な把握に努めます。 

 （ウ）国道220号鹿屋バイパス沿線や寿地区、西原地区

の旧国道220号沿線の商業施設が連担している地域

については「都市計画法」、「大規模小売店舗立地法」

などの適切な運用などにより、中心市街地の商店街

と地域商店街との機能分担を図り大隅地域の多様な

消費生活を支える商業機能の集積を促進します。 

 

 ○工業地域 

 （ア）工業地域については、今後の企業誘致や立地状

況とともに、東九州自動車道や大隅縦貫道などの開

通を見据えた新たな工業地域について検討を進めま

す。 

 （イ）準工業地域については、遊休地の有効活用や適

正利用の促進に努めます。 

 

 ③ 農業地域の形成 

 （ア）農地については「鹿屋農業振興地域整備計画」

などに基づき、適正な農地利用に努めます。 

 （イ）農地集積や流動化を積極的に推進し、遊休農地

の発生防止や優良農地の維持・確保に努めるととも

に、畑地かんがい関連事業や、ほ場整備事業などに

より生産性の向上や農地の有効利用を推進します。 

 （ウ）産業構造の変化や都市化の進展に伴う農村社会

の混住化の進行に対応するため、良好な生活環境の

確保に努めつつ、生産活動の場としての整備を推進

します。 

 

 ④ 森林地域の形成 

   森林地域については、「大隅地域森林計画」に基づ

き主要林産物や特用林産物の生産基盤としての森林

の育成とともに、レクリエーションの場としての活

用や山地災害防止、水資源のかん養など公益的機能

と経済的機能の維持・向上に努めます。 

 ⑤ 地籍調査の推進 

   適切な土地利用行政を推進するため、「国土調査

法」に基づく地籍調査事業を計画的に進め、本市の

実態や動向の総合的な把握に努めます。 

○「商業地域」という表現を「商業施設が連担している地域」

とした。都市計画上の土地利用においては、「商業地域」

とは用途地域の「商業地域」と混同するため文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○正式名称に修正 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第２節 交通体系の整備 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

○広域交通網 

 平成16年３月に九州新幹線が一部開通したことによ

り、鹿児島中央～博多間が約２時間で結ばれるなど、県

内の交通が急速に広域化・高速化しています。鹿屋市に

おいても鹿児島市等への連絡口となっている垂水港を近

傍に有する優位性を踏まえながら、新幹線の整備効果を

最大限に生かしたまちづくりの推進が求められていま

す。 

 地域の高速交通の要として産業の活性化や交流の促進

など大きな経済効果が期待される東九州自動車道につい

ては、大隅～末吉財部間が平成21年度に供用開始予定で、

志布志～鹿屋串良～大隅間が着工されており、今後も志

布志～鹿屋串良～大隅間の早期完成と全線の早期着工・

完成に向けた取り組みを推進するとともに、これに連絡

する大隅縦貫道の整備を促進していくことが必要です。 

  

 

 

 

 また、国道504号、220号、269号などについては、空港

や域内外の拠点施設へのアクセス道路として、また、地

域間交流や産業振興の観点からも高い整備効果が予測で

きることから、その整備をさらに促進していくことが必

要です。 

 さらには、陸と海との交通要衝地である立地特性を生

かしたまちづくりを進めていくとともに、交通拠点の利

便性を高めるべく周辺地域のアクセス機能の向上を図っ

ていくことが必要となっています。 

 

○幹線道路・生活道路 

 鹿屋市内の交通ネットワークは、鹿屋地域を中心とし

て放射線状に伸びる国道が骨格をなし、それを県道等が

補完するネットワークが形成され、平成18年の改良率は

（１）現状・課題 

○広域交通網 

 平成23年３月に九州新幹線が全線開業したことによ

り、鹿児島中央～博多間が約１時間20分で結ばれるなど、

県内の交通が急速に広域化・高速化しています。鹿屋市

においても鹿児島市等への連絡口となっている垂水港を

近傍に有する優位性を踏まえながら、新幹線の整備効果

を最大限に生かしたまちづくりの推進が求められていま

す。 

 東九州自動車道は、地域の高速交通の要として産業の

活性化や交流の促進など大きな経済効果が期待できると

ともに、災害時の避難路や救援物資等の輸送道路として

役割が期待されています。 

 平成22年３月には、曽於弥五郎～末吉財部間が供用さ

れ、今後は、鹿屋串良～曽於弥五郎間、野方インターチ

ェンジ及び大隅縦貫道（鹿屋串良～笠之原間）の平成26

年度の確実な供用と志布志～鹿屋串良間の早期完成、日

南～串間～志布志間の整備計画区間への格上げなど、今

後も建設スピードを緩めることなく早期実現に向けた取

組を推進していくことが必要です。 

 また、国道220号、269号、504号などについては、空港

や域内外の拠点施設へのアクセス道路として、また、地

域間交流や産業振興の観点からも高い整備効果が期待で

きることから、その整備を更に促進していくことが必要

です。 

 さらには、陸と海との交通要衝地である立地特性を生

かしたまちづくりを進めていくとともに、交通拠点の利

便性を高めるべく周辺地域のアクセス機能の向上を図っ

ていくことが必要となっています。 

 

○幹線道路・生活道路 

 鹿屋市内の交通ネットワークは、鹿屋地域を中心とし

て放射線状に伸びる国道が骨格をなし、それを県道等が

補完するネットワークが形成され、平成22年度末の改良

 

 

○事実に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

○進捗状況等を反映させ文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国道の名称の並び替えの変更 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改良率の時点（年度）修正 
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国道99.7％、県道76.3％、市道71.5％となっています。

市内地域間については、地域により整備状況が異なるこ

とから、これを是正していく必要があります。 

 また、生活道路である市道の整備率は、県全体に比べ

て高いものの、依然として未舗装区間や狭隘な区間など

が見られます。産業活動や防災、救急など市民生活に密

接に関連する道路であることから、整備の推進が必要で

す。 

 

○道路環境 

 すべての人が安全で快適に利用できるよう、ユニバー

サルデザインに配慮した歩行者空間の創造、道路の緑化

等に配慮した道路整備が求められています。また、市民

との協働による道路の環境美化を推進していくことが必

要です。 

 一方で、市内地域間の一体性を確保するとともに、観

光産業を振興していくために、市の名称を示す標識の改

修や各地域拠点や観光ネットワークをＰＲする案内板の

整備が必要となっています。 

 

○港湾施設 

 港湾施設については、漁業や物流などの本来の機能に

加え、人や緊急物資の安全な輸送機能とともに、地域の

交流の場としての役割の強化が求められています。 

 

 

○公共交通機関 

 地域の唯一の公共交通機関である路線バスは、鹿屋市

と関係市町が共同で運行しているバス26路線、鹿屋市が

独自で運行しているバス(コミュニティバス)20路線、バ

ス事業者が継続して運行しているバス13路線がありま

す。 

 今後は、市内の道路ネットワークを強化していくこと

により、市内地域間の連携・交流を促進するとともに、

各地域の均衡ある発展を目指していくためにも、規制緩

和の時代に対応したバス路線の維持を図っていくことが

必要です。 

率は国道100％、県道78.1％、市道67.5％となっています。

市内地域間については、地域により整備状況が異なるこ

とから、これを是正していく必要があります。 

 また、生活道路である市道の舗装率は、県全体に比べ

て高いものの、依然として未舗装区間や狭隘な区間など

が見られます。産業活動や防災、救急など市民生活に密

接に関連する道路であることから、整備の推進が必要で

す。 

 

○道路環境 

 全ての人が安全で快適に利用できるよう、ユニバーサ

ルデザインに配慮した歩行者空間の創造、道路の緑化等

に配慮した道路整備が求められています。また、市民と

の協働による道路の環境美化を推進していくことが必要

です。 

 

 

 

 

 

○港湾施設 

 港湾施設の整備により、基幹産業である漁業の振興と

海上交通の安全な輸送機能と円滑化を図る必要がありま

す。 

 

 

○公共交通機関 

 地域の唯一の公共交通機関である路線バスは、鹿屋市

と関係市町が共同で運行しているバス26路線、鹿屋市が

独自で運行しているバス(コミュニティバス)20路線、バ

ス事業者が継続して運行しているバス13路線がありま

す。 

 今後は、市内の道路ネットワークを強化していくこと

により、市内地域間の連携・交流の促進、       

各地域の均衡ある発展を目指し、           

         バス路線の維持を図っていくことが

必要です。 

○市道の改良率が減少したことは、合併に伴い各市町の道路

台帳の精査を行ったことによる変更 

 

○整備の種類を具体的に表記するため、文言を変更  

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

○案内板の整備は進んでいることから削除 

 

 

 

 

 

○県の港湾施設整備方針を基に、現状・課題の整理したため、

文言変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○時代背景の変遷に伴い、文言を変更 
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 あわせて、利用者の意向を把握しながら、利用状況を

踏まえた廃止路線代替バスの見直しや市街地巡回型のコ

ミュニティバス（かのやくるりんバス）        

        の利便性向上や活用の促進に向けた検

討が必要です。 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 広域交通網の整備促進 

   産業の発展や市民生活の向上を図るため、広域交

通網の骨格となる東九州自動車道について、今後も

全線の早期着工・完成に向けた取り組みを推進して

いきます。あわせて、大隅縦貫道や国道504号、220

号、269号など広域交通網の整備を促進していきま

す。 

 ② 道路網の形成 

   市民生活や産業活動、周辺都市との連携が快適か

つ効率的に行えるように、国・県・市道の道路網の

整備を推進し、地域格差のない有機的な道路ネット

ワークの形成を図ります。 

 

 ③ 道路環境等の整備 

   高齢者や身体障害者をはじめ、すべての人が安全

で快適に道路を利用できるようユニバーサルデザイ

ンに配慮した道路環境の整備を進めるとともに、各

地域の拠点や観光ネットワークをＰＲする案内板等

の公共サインの整備・充実を図ります。また、道路

空間が公共空間として潤いを感じられるよう、道路

緑化、環境美化などを市民と協働で進めます。 

 

 ④ 港湾施設の整備の促進 

   港湾施設は、漁港や物流港としての機能の充実を

図っていくとともに、地域の交流の場としての機能

などの整備も図ります。 

 

 

 あわせて、利用者の意向を把握しながら、利用状況を

踏まえた廃止路線代替バスの見直しやコミュニティバス

（かのやくるりんバス等）、鹿児島中央駅～鹿屋間の直行

バスの利便性向上や活用の促進に向けた検討が必要で

す。 

また、旧バスセンター等における待合環境の改善・施

設整備について検討が必要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 広域交通網の整備促進 

   産業の発展や市民生活の向上を図るため、広域交

通網の骨格となる東九州自動車道について、今後も

全線の早期着工・完成に向けた取組  を推進して

いきます。あわせて、大隅縦貫道や国道220号、269

号、504号など広域交通網の整備を促進していきま

す。 

 ② 道路網の形成 

   市民生活や産業活動、周辺都市との連携が快適か

つ効率的に行えるように、国・県・市道の道路網の

整備を推進し、地域格差のない有機的な道路ネット

ワークの形成を図ります。 

 

 ③ 道路環境等の整備 

   高齢者や身体障害者をはじめ、全ての人が安全で

快適に道路を利用できるようユニバーサルデザイン

に配慮した道路環境の整備を進めるとともに    

                          

                      、道路

空間が公共空間として潤いを感じられるよう、道路

緑化、環境美化などを市民と協働で進めます。 

 

 ④ 港湾施設の整備の促進 

   沖防波堤の整備により、漁船や小型船舶等を強風

による高波等から守り漁港や物流港としての機能の

充実を図っていくとともに、岸壁の整備による機能

の充実も図ります。 

 

 

 

○平成21年12月運行開始した直行バスの記述を追加 

 

 

○市民からの要望の反映した内容を追加 

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

○国道の名称の並び替えの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋港で現在実施している整備事業と整合性を図った文

言に変更 

・沖防波堤の整備事業 

・岸壁の長寿命化事業 
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 ⑤ 公共交通機関の利便性の向上 

   路線バスについては、現在の路線の維持に対する

支援を図っていきます。また、市民・事業者との連

携・役割分担のもと、少子高齢化社会に対応した市

民の交通手段としてコミュニティバス       

            の利便性の向上や活用の促進

を検討していきます。 

 ⑤ 公共交通機関の利便性の向上 

   路線バスについては、現在の路線の維持に対する

支援を図っていきます。また、市民・事業者との連

携・役割分担のもと、少子高齢化社会に対応した市

民の交通手段としてコミュニティバスや鹿児島中央

駅～鹿屋間の直行バスの利便性の向上や活用の促進

を検討していきます。 

   旧バスセンター等における待合環境の改善・施設

整備については、バス事業者等と整備に向け検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 

○平成21年12月運行開始した直行バスの記述を追加 

 

 

○市民からの要望の反映した内容を追加 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 下水道等の整備 （１）現状・課題 

 下水道については、鹿屋地域の市街地で公共下水道の

整備が進められているほかは、農業集落排水や合併処理

浄化槽の設置などにより、生活排水処理が行われていま

す。鹿屋地域における下水道の整備率は、平成18年度末

で認可面積784haに対して50％と低い状況にあります。 

 また、鹿屋市の汚水処理人口普及率は、平成18年度末

で46.5％であり、全国平均80.9％、県平均60.9％を大き

く下回っています。 

 公共水域の水質保全などを図るため、今後も引き続き

公共下水道の計画的な整備及び合併処理浄化槽の設置を

図るとともに、水洗化に対する市民の啓発に取り組んで

いくことが必要です。 

 また、公共下水道事業認可区域内の浸水被害の解消を

図るため、今後も引き続き雨水排水路の計画的な整備が

求められます。 

 

（２）施策の方向 

 ① 公共下水道の整備促進 

 （ア）公共下水道事業については、居住環境の向上と

公共水域の水質保全を目指して、今後も普及促進を

図ります。 

 （イ）公共下水道認可区域内においては、下水道事業

により計画的な雨水排水対策に努めます。 

 

 ② その他の排水処理施設の整備拡大 

   輝北地域で行われている農業集落排水事業につい

ては適切な維持管理に努め、その他の地域について

は、下水道との整合を図りながら、合併処理浄化槽

の設置を推進し、公共水域の水質保全を図ります。 

 

（１）現状・課題 

 下水道については、鹿屋地域の市街地で公共下水道の

整備を進めているほか、農業集落排水や合併処理浄化槽

の設置などにより、生活排水処理を行っています。鹿屋

地域における下水道の整備率は、平成23年度末で認可面

積784haに対して68.9％の状況にあります。 

 また、鹿屋市の汚水処理人口普及率は、平成23年度末

で61.7％であり、全国平均87.6％、県平均71.7％を大き

く下回っています。 

 公共水域の水質保全などを図るため、今後も引き続き

公共下水道の計画的な整備及び合併処理浄化槽の設置を

図るとともに、水洗化に対する市民の啓発に取り組んで

いくことが必要です。 

 また、公共下水道事業認可区域内の浸水被害の解消を

図るため、今後も引き続き雨水排水路の計画的な整備が

求められます。 

 

（２）施策の方向 

 ① 公共下水道の整備促進 

 （ア）公共下水道事業については、居住環境の向上と

公共水域の水質保全を目指して、今後も普及促進を

図ります。 

 （イ）公共下水道認可区域内においては、下水道事業

により計画的な雨水排水対策に努めます。 

 

 ② その他の排水処理施設の整備拡大 

   輝北地域で実施している農業集落排水事業につい

ては適切な維持管理に努め、その他の地域について

は、下水道との整合を図りながら、合併処理浄化槽

の設置を推進し、公共水域の水質保全を図ります。 

 

 

 

〇文言の変更 

 

○データの数値を直近の数値に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇字句の訂正 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 上水道の安定供給 （１）現状・課題 

 鹿屋市の水道事業は、上水道事業、簡易水道事業、小

規模水道などがあり、各事業の行政区域人口に対する平

成18年度の割合は上水道事業で87.8％、簡易水道事業で

6.9％、小規模水道その他で5.3％となっています。 

 しかし、上水道事業においては給水開始から約80年が

経過し、水道施設の老朽化が顕著な施設が見受けられる

ことから、浄水場や配水池、配水管などの基幹施設の更

新・改良、施設の耐震化などを計画的に実施していく必

要があります。 

 

 

 

 今後の水道事業においては、施設の老朽化に伴う大規

模な更新・改良の推進とともに、簡易水道事業、小規模

水道の統合を含めた事業のあり方の検討や水質保全対策

の推進、さらには、危機管理に対応した安全・安心な水

を安定して供給できる、より効率的な事業運営が求めら

れています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な施設整備と管理システムの整備 

 

   上水道は、安全・安心で安定した水の供給を永続

的に行っていく必要があることから、良質な水資源

の確保、浄水施設の整備や老朽化した配水施設の改

良など計画的な施設整備を推進していくとともに、

集中管理システムの導入など管理システムの整備を

図ります。 

 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

 鹿屋市の水道事業は、上水道事業、簡易水道事業、小

規模水道などがあり、各事業の行政区域人口に対する平

成23年度の割合は上水道事業で87.5％、簡易水道事業で

7.4％、小規模水道その他で5.1％となっています。 

しかし、上水道事業においては給水開始から約85年が

経過し、  施設の老朽化が      見受けられる

ことから、浄水場や配水池、配水管などの基幹施設の更

新・改良、施設の耐震化などを計画的に実施していく必

要があります。 

また、東日本大震災に端を発した大規模災害を想定し

た施設の耐震化など危機管理面の迅速な強化が求められ

ています。 

 今後の水道事業においては、施設の老朽化に伴う   

  更新・改良の推進とともに、簡易水道事業、小規模

水道の統合を含めた事業のあり方の検討や水質保全対策

の推進、さらには、危機管理に対応した安全・安心な水

を安定して供給できる、より効率的な事業運営が求めら

れています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な施設整備（更新・耐震化）と管理システ

ムの整備 

   上水道は、安全・安心で安定した水の供給を永続

的に行っていく必要があることから、良質な水資源

の確保、施設の更新・耐震化など計画的な施設整備

を推進していくとともに、集中管理システムの導入

など管理システムの整備を図ります。 

   また、節水意識の高まりや少子高齢化等による使

用水量の減少で増収は見込めない状況の中で、徹底

した経費節減に努めるとともに効果的・効率的な事

業運営を図ります。 

 

 

 

 

 

○データを直近の数値に変更 

 

 

 

 

 

 

○東日本大震災などの大規模災害に対する危機管理面の強

化策を検討する文言を追加 

 

○大規模施設はおおむね完了しているため、文言を削除 

 

 

 

 

 

 

 

○耐震化を明確化にした文言に変更 
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 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 

   簡易水道及び小規模水道については、統合を含め

た今後の事業のあり方についての検討を進めます。 

 

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  

  公営簡易水道については、上水道との統合を行い、

民営簡易水道及び小規模水道については、地元意向を

勘案しながら調査・検討を進めます。 

 

 

○公営、民営の方向性の区分した文言に変更 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 住宅・宅地の整備 （１）現状・課題 

○住環境 

 鹿屋市の持ち家率は、68.8％と県全体の66.7％を上回

っていますが、ライフスタイルの変化、高齢化社会の進

行など、「住まい」を取り巻く環境は大きく変化していま

す。 

 鹿屋市の高齢化率は平成17年で23.6％と全国平均に比

べ高く、高齢化の急速な進展は社会構造にも大きく影響

しており、まちづくりにおいても高齢者への配慮が不可

欠となっています。 

 また、高齢者のみならず、子どもや障害者などに配慮

し、すべての人が快適に暮らせる住環境づくりを進める

必要があります。 

 さらに、過疎地を中心に、少子高齢化による空き家の

増加が予想されることから、これらの対策を総合的に検

討するとともに、若年層やＵＪＩターン者などの定住促

進に向けた取り組みを進める必要があります。 

 一方、市民の生命・財産を守るため、がけ地の崩壊の

恐れのある区域の住宅については、安全な場所への移転

を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

○公営住宅 

 鹿屋市では、平成18年現在2,221戸の公営住宅が整備さ

れ、募集に対する競争率は4.1倍とニーズは高い状況とな

っています。一方で耐用年数を超える住宅が25.3％を占

めるなど、老朽化の問題を抱えるとともに、高齢化や社

会経済情勢の変化などに伴う入居希望者の増加も予想さ

れます。 

 

 このため、公営住宅の整備にあたっては、公営住宅に

（１）現状・課題 

○住環境 

鹿屋市の持ち家率は、65.9％と県全体の63.3％を上回

っていますが、ライフスタイルの変化、高齢化社会の進

展など、「住まい」を取り巻く環境は大きく変化していま

す。 

鹿屋市の高齢化率は平成22年で24.8％と全国平均に比

べ高く、高齢化の急速な進展は社会構造にも大きく影響

しており、まちづくりにおいても高齢者への配慮が不可

欠となっています。 

また、高齢者のみならず、障害者、子供などに配慮し、

全ての人が快適に暮らせるまちづくりを進める必要があ

ります。 

さらに、過疎地を中心に、少子高齢化による空き家の

増加が予想されることから、これらの対策を総合的に検

討するとともに、若年層やＵＪＩターン者などの定住促

進に向けた取組を進める必要があります。 

 一方、市民の生命・財産を守るため、安全な場所への

移転促進や住宅の耐震化などを推進する必要がありま

す。 

これからのライフスタイルの変化や高齢化社会の進展

など、住宅を取り巻く環境は大きく変化してきており、

社会的背景の変化に合わせた居住環境の整備が望まれて

います。 

 

○市営住宅 

鹿屋市では、平成24年３月末現在2,207戸の市営住宅が

整備され、募集に対する競争率は5.1倍とニーズは依然と

して高い状況となっています。 

しかし、一方では耐用年数を超える市営住宅が現在

22.7％を占めるなど、老朽化の問題も抱えるとともに、

高齢化や社会経済情勢の変化などに伴う単身や母子世帯

などの入居希望者の増加も予想されます。 

 このため、市営住宅の整備に当たっては、市営住宅に

 

 

○H17国調数値をH22国調数値に変更 

 

 

 

○H17国調数値をH22国調数値に変更 

 

 

 

○表示を一般的なものに変更 

 

 

 

 

 

 

 

○木造耐震化の追加 

 

○良質な民間住宅ストック促進のための文言を追加（例：住

宅リフォームの推進） 

 

 

 

 

○市営住宅の中に公営住宅は含まれるため、文言の変更 

○平成24年３月末の管理戸数に変更 

○直近の桜ヶ丘１期と新町市営住宅の募集倍率に変更（前期

はH18泉ヶ丘の募集倍率） 

○平成23年度末のパーセントに変更 

○詳細な入居希望者の追加 

 

○文言の変更 
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対する需要やニーズを見極めたうえで、財政負担の軽減

化・平準化、民間活力の導入などの観点を踏まえながら、

計画的に進める必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な住宅行政の推進（住宅マスタープランの

策定と推進） 

 （ア）住み続けたいまちを目指して、定住できる住宅

づくりを推進するため、「鹿屋市住宅マスタープラ

ン」の策定を行い、総合的な住宅対策を推進してい

きます。 

 （イ）ＵＪＩターン者の定住促進に対応した空き家対

策、耐震化促進などもあわせて検討を進めます。 

 

 

 ② 公営住宅の整備・更新 

   ニーズの高い公営住宅については、「住宅マスター

プラン」に基づき、計画的な整備に努めるとともに、

老朽化した住宅については建替、補修・改善などに

努めます。 

 

 

 

 ③ 危険住宅の移転推進 

   災害に対する市民の安全と財産の保全を確保する

ため、がけ地の崩壊等の危険がある区域の住宅につ

いては、安全な場所への移転を促進します。 

 

 

対する需要やニーズを見極めたうえで、財政負担の軽減

化・平準化などの観点を踏まえながら、入居者の安全・

安心を確保するため、計画的に進める必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 計画的な住宅行政の推進（住宅マスタープランの

推進） 

 （ア）住み続けたいまちを目指して、定住できる住宅

づくりを推進するため、「鹿屋市住宅マスタープラ

ン」による総合的な住宅対策を推進していきます。 

 

 （イ）ＵＪＩターン者の定住促進を図るため、良好な

住宅の提供のための取組を推進していきます。 

 

 

 ② 市営住宅の整備・更新 

   ニーズの高い市営住宅については、「鹿屋市住宅マ

スタープラン」や「鹿屋市営住宅ストック総合活用

計画」に基づき、計画的な整備・更新に努めます。 

  さらに、「鹿屋市営住宅長寿命化計画」に基づく、

建物の長寿命化を推進し、ライフサイクルコストの

縮減にも努めます。 

 

 ③ 危険住宅の移転推進 

   災害に対する市民の安全と財産の保全を確保する

ため、がけ地の崩壊等の危険がある区域の住宅につ

いては、安全な場所への移転を促進します。 

 

 ④ 木造住宅の耐震化推進 

安心・安全な木造住宅の整備を図るため、耐震診

断及び耐震改修工事による耐震化を促進します。 

 

⑤ 住宅リフォームの推進 

高齢者、障害者、子育て世代などに対し、良質な

住宅の確保を図るため、住宅リフォームを推進しま

す。 

 

○耐用年数の経過した住宅の建替え等を実施し、入居者の安

全・安心を図る必要があるため 

 

 

○住宅マスタープランは策定済のため、削除 

(H21.3) 

 

 

 

○耐震化促進等は別記したため、削除 

○現状では、空き家はあるものの、家主が年１・２回使用さ

れているものが多く、貸家として利用できるものが少ない

ことから、空き家の活用は困難であること。また、宅地の

提供は、既存の定住促進団地はあるものの、新たな宅地の

提供の計画がないため、文言を変更 

 

○「鹿屋市営住宅ストック総合活用計画」と「鹿屋市営住宅

長寿命化計画」の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○木造住宅の耐震化促進について、追加 

 

 

 

 

○良質な民間住宅ストックの有効利用について、追加  
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

４ 公園・緑地の整備 （１）現状・課題 

○公園 

 鹿屋市には、都市公園62箇所、市立公園38箇所、運動

広場等10箇所の計110箇所、212.41haの公園・広場があ

ります。市民１人当たりの公園・広場面積は、平成18年

度で20.23㎡/人となっており、都市公園における市民１

人当たりの公園面積は、平成18年度で13.75㎡/人で国の

整備水準9.10㎡/人を上回っています。 

 

（１）現状・課題 

○公園 

 鹿屋市には、都市公園68箇所（県立大隅公園含む）、

市立公園36箇所、運動広場等17箇所の計121箇所、

245.56haの公園・広場があります。平成23年度の市民１

人当たりの公園・広場面積は20.56㎡/人です。また、都

市公園における市民１人当たりの公園面積は14.40㎡/

人で、国の整備水準9.80㎡/人を上回っています。 

 

○直近の数値に変更 

・都市公園６箇所増、市立公園２箇所減、運動広場等７箇

所増による計11箇所の増 

・面積は、１人当たりの公園・広場面積は0.33㎡/人の増、

都市公園における市民１人当たりの公園面積は0.65㎡/

人の増、国の整備水準も0.7㎡/人増となっている。 

 

 しかし、地域間で整備水準における格差があることか

ら、平準化を図る必要があります。 

 また、防災機能やユニバーサルデザインに対応した公

園・広場の適正な整備を図っていくことが必要です。 

 

 

 しかし、地域間で整備水準における格差があることか

ら、平準化を図る必要があります。 

 また、防災機能やユニバーサルデザインに対応した公

園・広場の適正な整備を図っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 かのやばら園の拡充整備が完了し、平成18年４月のグ

ランドオープンから１年間で約15万７千人が訪れたと

ころであり、さらに                 

        域内外からの交流人口の増加による

地域活性化を図るため、拠点的な公園の有機的なネット

ワーク化を積極的に推進することが必要です。 

 

 

 霧島ヶ丘公園については、平成18年４月にかのやばら

園がグランドオープンして以来、一定の知名度の確保が

図られていることから、今後は、公園機能の充実、適正

な維持管理に努め、域内外からの交流人口の増加による

地域活性化、拠点的な公園の有機的なネットワーク化を

積極的に推進することが必要です。 

 

○かのやばら園については、「第６章第２節魅力ある観光地の

創造」で記載したため、削除 

 

 

 

 

 公園の維持管理については、指定管理者への移行とと

もに、明確な役割分担のもと、地域住民や利用者が主体

的に清掃・除草などのボランティア活動を実施し、行政

はその活動に対して支援・協力を行うなど市民との協働

による維持管理体制の構築と、既存公園の老朽化に伴う

年次的な施設の改修、改善を行い、利便性の向上と安全

の確保を図ることが必要です。 

 

 

 

今後の維持管理については、遊具等の公園施設の定期

点検やバリアフリー化への対応、防災機能の充実を行

い、利便性の向上と安全・安心な公園・広場の適正な維

持管理を行っていくことが必要です。 

 また、公園の位置や機能並びに設置目的、管理運営費

の節減などの観点から、管理運営方法についても検討が

必要です。 

 

 

○「指定管理への移行」は概ね終了したため、削除  

○「清掃、除草などのボランティア活動」は、「（２）施策の

方向の②、（イ）」で記載しているため削除し、今後は、維

持管理へ重点をおく旨の文言に変更 
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○緑地・緑化 

 市街地内に点在する良好な緑地は、市民生活に潤いを

もたらすとともに、都市防災上有効な機能を有していま

す。また、身近な生物の生息環境としての機能もあり、

緑地を保全し快適な環境づくりを推進していくことが

必要です。 

 今後も市民の快適な生活空間を創出するため、公園や

道路、河川、学校等の公共施設における緑化の推進を図

っていくことが必要です。あわせて、市民の緑化に対す

る意識の啓発や環境学習の推進が求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 公園・緑地の整備 

 （ア）各地域でバランスのとれた公園・緑地の整備を

推進していきます。推進にあたっては、都市部と農

村部の交流の場として、さらには域外からの来訪者

との交流の場として、イベント空間等を確保し、鹿

屋市の自然や文化を生かした公園の整備を図ると

ともに、拠点的な公園の有機的なネットワークの形

成を図ります。 

 

 

 （イ）市街地の   緑地については、防災機能の確

保にも配慮し、快適な住環境づくりを推進します。 

 

 （ウ）緑あふれるまちづくりを全市的に展開していく

ために、公共施設の緑化を推進するとともに、市民

の緑化に対する意識の啓発や環境学習を進めます。 

 

 ② 公園の維持管理体制の確立 

 （ア）指定管理者への移行  を進めるとともに、市

民が公園・緑地を安心して利用できるよう、    

                既存公園の年次的

な施設の改修・改善を行っていきます。 

 （イ）身近な公園の清掃・除草など、市民がボランテ

ィア活動に参加する自主的な公園愛護活動を支援

していきます。 

○緑地・緑化 

 市街地内に点在する良好な緑地は、市民生活に潤いを

もたらすとともに、都市防災上有効な機能を有していま

す。また、身近な生物の生息環境としての機能もあり、

緑地を保全し快適な環境づくりを推進していくことが

必要です。 

今後も市民の快適な生活空間を創出するため、公園や

道路、河川、学校等の公共施設における緑化の推進を図

っていくことが必要です。あわせて、市民の緑化に対す

る意識の啓発や環境学習の推進が求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 公園・緑地の整備 

 （ア）各地域でバランスのとれた公園・緑地の整備を

推進し、地域住民等の必要性に応じて、効率的・効

果的な整備を図っていくことに努めます。 

 また、鹿屋市の自然や文化を生かした公園の整備

を図るとともに、拠点的な公園の有機的なネットワ

ークの形成を図ります。 

 

 

 

 （イ）市街地の公園・緑地については、防災機能の確

保にも配慮し、快適な住環境づくりを推進します。 

 

 （ウ）緑あふれるまちづくりを全市的に展開していく

ために、公共施設の緑化を推進するとともに、市民

の緑化に対する意識の啓発に努めます。 

 

 ② 公園の維持管理体制の確立 

 （ア）公園の管理方法の検討を進めるとともに、市民

が公園・緑地を安心して利用できるよう、公園施設

長寿命化計画に基づき、既存公園の年次的な施設の

改修・改善を行っていきます。 

 （イ）身近な公園の清掃・除草など、市民がボランテ

ィア活動に参加する自主的な公園愛護活動を推奨

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「都市部と農村部の交流の場として」は、市内において、

そこまでの区別はない。「さらには域外からの来訪者との交

流の場として、イベント空間等を確保」については、イベ

ント空間は確保（霧島ヶ丘公園、平和公園、輝北うわば公

園、鹿屋中央公園、イベント広場、まちなかパーク等）さ

れているため修正、削除 

 

 

 

○緑地のみでなく、公園も同様であるため、追加 

 

 

 

 

○「環境学習」は大きな視点で考える必要があることから、「第

４章第１節地球にやさしいまちづくり」で記載のため削除 

 

○「指定管理移行」は、概ね終了したため、削除  

公園施設長寿命化計画（H22・23策定） 

 改修・改善の実施予定（H25年度から） 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

５ 河川の整備 （１）現状・課題 

 鹿屋市には、肝属川、姶良川、串良川など多くの河川

がシラス台地を縫って流れています。 

 台風の常襲地帯であることや地球温暖化等による局所

的な集中豪雨などの発生の恐れなどにより、大規模河川

災害が危惧されています。 

 

 

 

 

 また、市内の中心部を流れる肝属川の水質は、平成18

年で九州の一級河川25河川中ワースト１という状況にあ

り、水質の浄化が急務となっています。 

 

 一方、コンクリート護岸の整備などが進んだことによ

り、河川の原風景が失われている区間も見られます。 

 このようなことから、水質浄化対策や治水対策とあわ

せ、河川景観の再生や河川環境を生かした親水の場の整

備などを行うとともに、河川愛護に関する市民の意識啓

発を図る必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 治水対策の強化 

   水害などの自然災害を防止するため、河川改修・

補修等を推進し、大雨などによる河川の氾濫を防止

します。 

 

 ② 河川環境の保全 

   水質の改善や多自然型工法の導入などを進め、自

然と調和した河川環境と景観の再生を図ります。 

 

（１）現状・課題 

 鹿屋市には、肝属川、姶良川、串良川など多くの河川

がシラス台地を縫って流れています。 

 台風の常襲地帯であることや地球温暖化等による局所

的な集中豪雨などの発生の恐れなどにより、大規模河川

災害が危惧されています。 

 河川の整備は、地域住民の生命・財産を守るため極め

て重要な事業であり、国・県への河川改修要望を行うと

ともに、市においても準用河川等の改修を進めていく必

要があります。 

また、市内の中心部を流れる肝属川の水質は、近年改

善傾向にありますが、九州の１級河川26河川中ワースト

上位にあることから、更なる水質改善に努める必要があ

ります。 

 一方、コンクリート護岸の整備などが進んだことによ

り、河川の原風景が失われている区間も見られます。 

 このようなことから、水質浄化対策や治水対策とあわ

せ、河川景観の再生や河川環境を生かした親水の場の整

備などを行うとともに、河川愛護に関する市民の意識啓

発を図る必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 治水対策の強化 

   水害などの自然災害を防止するため、河川改修・

補修等を推進し、大雨などによる河川の氾濫を防止

します。 

 

 ② 河川環境の保全 

   水質の改善や多自然型工法の導入などを進め、自

然と調和した河川環境と景観の再生を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○河川整備の重要性という観点から文言を追加 

 

 

 

○国土交通省の記者発表の内容に合わせた文言に変更 

（「平成23年」とした理由は、国土交通省が行う定期採水が

１月から12月の平均であるため） 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第３節 快適な居住環境の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

６ 魅力ある景観の創

造  

（１）現状・課題 

 市民の価値観の多様化、快適性・ゆとり・潤いなどへ

のニーズの高まりにより、地域個性の再生、美しい景観

の創造が求められています。 

 鹿屋市は、豊かな自然、歴史、文化により育まれてき

た地域であり、このような地域資源を生かした個性ある

景観の保全・再生・創造が望まれています。 

 また、本市は平成19年４月に景観行政団体となりまし

た。今後は、地域特性を生かした景観の保全・形成が、

地域の持つ魅力や個性の創出につながるものとして捉

え、鹿屋市らしい景観形成を進めるための取り組みに努

めていくことが必要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 景観形成の推進 

   「都市計画マスタープラン」などの基本方針に基

づき、市民との協働のもと、豊かな自然、歴史、文

化を生かした個性ある景観の保全・再生・創造に努

めます。 

   また、特色ある樹種を活用した取り組みなど地域

特性を活かした景観形成に努めます。 

 

 ② 環境美化運動の推進 

   市民が快適に暮らせるまちを目指して、清潔で潤

いのある環境づくりを行っていくため、市民総参加

による環境美化運動を推進します。 

 

（１）現状・課題 

 市民の価値観の多様化、快適性・ゆとり・潤いなどへ

のニーズの高まりにより、地域個性の再生、美しい景観

の創造が求められています。 

 鹿屋市は、豊かな自然、歴史、文化により育まれてき

た地域であり、このような地域資源を生かした個性ある

景観の保全・再生・創造が望まれています。 

 また、本市は平成19年４月に景観行政団体となりまし

た。今後は、地域特性を生かした景観の保全・形成が、

地域の持つ魅力や個性の創出につながるものとして捉

え、鹿屋市らしい景観形成を進めるための取組に努めて

いくことが必要です。 

 

（２）施策の方向 

   景観形成の推進 

   「都市計画マスタープラン」及び「景観計画」を

策定し、市民との協働のもと、豊かな自然、歴史、

文化を生かした個性ある景観の保全・再生・創造に

努めます。 

   また、特色ある樹種を活用した取組など地域特性

を活かした景観形成に努めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

○現在ある「都市計画マスタープラン」は平成８年４月に策

定したものであり、合併後の景観形成について反映されて

いないことと、景観法に基づく景観行政団体に鹿屋市は平

成19年４月になっていることから「景観計画」を策定し景

観の方針を定める必要があるため、追加 

 

○「第４章第１節３環境衛生の充実」の中で項目の整理を行

うため、削除 
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第５章 快適な生活を支えるまちづくり 

 第４節 高度情報通信社会への対応 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

社会生活における様々な分野で情報化が急速に進展する中で、自

治体においても住基ネットや総合行政ネットワークなどの整備が進

められています。鹿屋市では、市内の各公共施設間を光回線で結ぶ

ネットワーク構築をはじめ、電子申請や公共施設予約システム、証

明書自動交付機の導入など、基盤を整備し、市民の利便性の向上に

努めてきました。 

また、情報化の進展に伴い、特に近年のネットワークのオープン

化により、個人情報の流出、プライバシーの侵害、データへの不正

アクセス、有害情報の発信等の新たな問題も顕在化してきているた

め、誰もが安心して利用できるよう十分な安全対策を講じていくこ

とが必要です。 

 平成19年４月には、中心市街地の市民交流センター（リナシティ

かのや）に情報化の拠点となる情報プラザを整備し、地域情報の受

発信や市民を対象としたパソコン講座を実施しています。今後は、

この情報プラザを活用して、より専門的な研修の実施などにより、

地域の情報化を推進する地元ＩＴ企業や人材の育成を図っていくこ

とが望まれます。 

 また、インターネットの普及や携帯電話の多機能化によるネット

ワーク社会の広がりは、社会の様々な分野に波及効果をもたらして

いますが、市内の一部に民間によるブロードバンド環境の整備が見

込めない地域や携帯電話が利用できない地域があり、このような情

報格差の解消を図るため、積極的な整備の促進が必要となっていま

す。さらに、テレビの地上デジタル放送化に伴い、平成23年７月ま

でに難受信対策も必要となっています。 

 地元のコミュニティＦＭ放送を活用して、市民に有益な行政情報

を発信していますが、一部受信エリア外の地域があり、この対策も

求められています。 

 

（１）現状・課題 

社会生活における様々な分野で情報化が急速に進展しており、情

報の入手方法は広報誌などの紙面、テレビ、ラジオ、携帯情報端末

など多種多様となっています。 

よって、市政情報の提供においては、住民がいつでもどこでも必

要な情報を入手できるよう、より多くの伝達手段を確保するととも

に、ニーズへの的確な対応など内容の充実に努める必要があります。 

また、市民の情報活用能力や情報モラルの向上も望まれることか

ら、各種ＩＣＴ講座をはじめ、学習機会の充実を図る必要がありま

す。 

本市においては、これまで市民の利便性の向上と事務の効率化の

ために、情報システムや地域イントラネットなど高度情報通信社会

に対応できる基盤整備を推進してきましたが、その運用経費が課題

となっています。今後、情報システムについては、他自治体との共

同運用、クラウド化などの方法等について検討する必要があります。 

 

また、情報化の進展に伴い、個人情報の流出、プライバシーの侵

害、データへの不正アクセス、有害情報の発信等の新たな問題も顕

在化してきているため、十分な安全対策を講じていくことが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットの通信基盤については、地域間格差の是正に取り

組んできた結果、ＡＤＳＬ回線は市内全域で利用可能となっていま

す。一方、光回線は市街地エリアのみの敷設にとどまっており、未

整備地域の住民や事業所などからは利用についての要望もあること

から、その対策が今後の課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

○情報化計画の「情報提供」等に合わ

せた内容に文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

○電子自治体の記述の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報プラザの記述の削除 

○人材育成の記述場所の移動 

 

 

 

 

○現状を踏まえた内容に変更 

○情報化計画に合わせた文言に変更 

 

 

 

○地デジ対策の終了に伴い削除 

 

○コミュニティＦＭ受信エリアの対策

は実施済であり削除 
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（２）施策の方向 

 ① 電子自治体の推進 

 （ア）市民の利便性の向上や行政運営の効率化などを図るため、

市の業務の電子化を計画的に推進していきます。 

 （イ）個人情報の流出やデータベースへの不正アクセス等を防ぐ

ため、セキュリティ対策を講じるとともに、情報セキュリティ

ポリシーの徹底や意識啓発を行います。 

 

 ② 地元ＩＴ企業や人材の育成 

   リナシティかのやの情報プラザを活用した、高度情報通信社

会に対応できる高度で専門的なパソコン研修の実施などによ

り、地域の情報化を推進する地元ＩＴ企業や人材を育成してい

きます。 

 

 

 

 ③ 情報格差の是正 

 （ア）ブロードバンド環境の未整備地区や地上デジタル放送の難

受信地域の解消など、地域住民の利便性の向上を図るため、地

域間の情報格差の是正に向けた取組みを進めます。 

 （イ）地元のコミュニティＦＭ放送の受信エリアを拡大し、行政

情報や緊急防災情報等をより広域的に提供します。 

 

（２）施策の方向 

 ① 情報提供等の充実 

豊かな市民生活の実現に役立つような市政全般の情報提供に

努めるとともに、情報伝達手段として携帯情報端末の活用など、

新たな情報提供の形を研究します。 

また、コミュニティＦＭや防災行政無線システムの活用によ

る防犯・防災情報の充実に努めます。 

 

② 高度情報通信基盤の整備 

地域間の情報格差の是正とともに、地域産業の振興、企業誘

致の促進を図るため、通信環境の改善に向けた取組みを行いま

す。 

   また、小中学校等の児童生徒の学習意欲や学習効率の向上の

ため、情報機器の充実とともに、情報リテラシーや情報モラル

の向上に取り組みます。 

 

 ③ 企業や人材の育成 

   地域の産業振興を図るため、地元の特産品や観光等、かのや

ブランドの情報発信に努めるとともに、地元中小企業向けＩＣ

Ｔ講習会の開催など各種支援に努めます。 

また、住民の情報リテラシー及び情報モラルの向上を図るた

めの各種ＩＣＴ講座等を実施します。 

 

  ④ 行政の情報化 

   住民の利便性向上を図るため、新たな証明発行システムの導

入について検討するとともに、電子申請システムのなお一層の

充実に努めます。 

   また、住民サービス向上及び業務の効率化を図るため、自治

体クラウド導入に向けた調査研究など、なお一層のＩＣＴの利

活用に取り組むとともに、職員の能力向上、業務改革・改善、

セキュリティ管理教育などにより、情報化の効率的実施に努め

ます。 

 

 

○情報化計画の施策体系に沿って整理

した内容に変更 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第１節 活力ある農林水産業の確立 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 農業の振興 （１）現状・課題 

 鹿屋市の農畜産業は、温暖な気候と豊かな自然、広大

な台地を生かしながら基幹産業として発展してきまし

た。特に、畜産については、肉用牛、豚、乳用牛の飼養

頭数は県内１位、産出額は全国３位に位置するなど、鹿

屋市を支える重要な産業となっています。 

 しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足による担い

手の減少と、それに伴う遊休農地の増加などや、ＷＴＯ

農業交渉の行方やオーストラリアとのＥＰＡ交渉など、

農畜産業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

 このようなことから、新規就農者の育成・確保や、認

定農業者をはじめとする担い手農家の育成、集落営農の

推進、高齢農業者の対策、異業種企業の参入促進など農

業従事者対策を進めるとともに、農業生産と経営の高度

化に向けた支援体制の強化、農村の生活環境整備、優良

農地の維持・確保、有害鳥獣の被害防止対策、遊休農地

対策の充実等が必要となっています。 

  

 

 

 

 

また、地域内における地元農畜産品の流通・消費ルー

トの確立により、ブランド化や大消費地向けの流通体制

の一層の強化につなげる必要があります。 

 

 さらに、鳥インフルエンザやＢＳＥ（牛海綿状脳症）

問題、健康志向の高まりなどにより、消費者の食の品質、

安全・安心に対するニーズは高度化・多様化しているこ

とから、安全・安心で環境との共生に根ざしたブランド

の確立と、その情報発信を進める必要があります。 

 

 

 

（１）現状・課題 

 鹿屋市の農畜産業は、温暖な気候と豊かな自然、広大

な台地を生かしながら基幹産業として発展してきまし

た。特に、畜産については、肉用牛、豚、乳用牛の飼養

頭数、産出額ともに全国トップクラスにあり、鹿屋市を

支える重要な産業となっています。 

 しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足による担い

手の減少や、それに伴う遊休農地の増加、ＴＰＰ、各国

とのＥＰＡ／ＦＴＡ、ＷＴＯ農業交渉の動向など、農畜

産業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。 

 このようなことから、人・農地プランを適宜見直しな

がら、将来の地域農業の担い手となる青年就農者を確保

するとともに、地域の中心となる認定農業者をはじめと

する担い手農家の育成、集落営農の推進、高齢農業者の

対策、異業種企業の参入促進など農業従事者対策を進め

る必要があります。また、農業生産と経営の高度化に向

けた支援体制の強化、農業従事者の収益増のための６次

産業化の推進を図るとともに、農村の生活環境整備、優

良農地の維持・確保、有害鳥獣の被害防止対策、農地の

流動化を推進することによる遊休農地の発生防止や効率

的・永続的な農地の利用対策の充実等が必要となってい

ます。 

 また、地域内における地元農畜産品の流通・消費ルー

トの確立による地産地消の推進や大消費地向けの流通体

制の一層の強化とブランド化を確立する必要がありま

す。 

 さらに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの海

外悪性家畜伝染病やＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題、食品

不正表示、健康志向の高まりなど、消費者の食の品質、

安全・安心に対するニーズは高度化・多様化しているこ

とから、トレーサビリティの徹底や安心安全な産地化を

目指した「かごしまの農林水産物認証制度（Ｋ－ＧＡＰ）」

を推進し、安全・安心で環境との共生に根ざしたブラン

ドの確立を図り、その情報発信を進める必要があります。 

 

 

 

 

○平成19年以降は国による畜産統計の情報がなされないた

め、順位の確認ができないことから表現を変更 

 

○ＴＰＰなどは、農業に与える影響が非常に大きく、慎重な

対応が必要なことから追加 

 

○人・農地プランを充実させることにより、次世代を担う農

業者が安心して農業に取り組めるような各種施策を構築

していく必要があるため追加 

 

 

○遊休農地化した農地の回復も必要であるが、今後は農業委

員会と連携した農地流動化を推進することで、これ以上遊

休農地を増やさないことが重要であるため修正 

 

 

 

 

 

○表現の変更 

 

 

○平成22年度の発生を受け追加 

 （高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫） 

○時代背景の変化を反映させ修正 

 

○「かごしまの農林水産物認証制度（Ｋ－ＧＡＰ）」の推進

を追加 
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 畜産物については、輸入自由化以降、輸入品の需要が拡

大していましたが、安全性への不安から国産品が見直され

つつあるため、安全性のＰＲとともに生産者と消費者をつ

なぐ流通の体制の確立等により、農産物貿易交渉の進展も

踏まえた国際競争力の向上を図ることが必要です。 

 生産基盤整備については、地域の特性にあわせた県営

土地改良事業等による整備を促進し、農業生産性の一層

の向上と農業経営の安定を図ることが必要です。特に、

肝属中部及び曽於南部の国営畑地かんがい事業地域につ

いては、地元意向に配慮した生産基盤や施設の充実を図

り、より効率的な農業経営を促進する必要があります。 

  

国営事業完工から約40年が経過し老朽化が進む笠野原

地区畑地かんがい施設については、施設の改修・更新を

図り、同地区の農業生産性の維持・向上を図る必要があ

ります。 

 また、農業廃棄物処理や畜産排せつ物の適正処理の推

進など、環境保全型農業を展開していくことも求められ

ています。 

 そして、国内有数の食料供給基地としての機能を維持

していくため、災害や価格変動に左右されない魅力的で

たくましい21世紀型農業へと転換していくことが急務と

なっています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

 （ア）農業後継者や新規就農者の確保、異業種からの

参入促進など、意欲と能力のある担い手を育成・確

保するため、担い手育成支援協議会において目標と

その達成に向けたアクションプログラムを策定し、

計画的な取り組みを推進します。 

 

 （イ）専門的な指導や就農者相互の情報交換等を通じ

て、農業経営に関する課題の解決や経営能力の向上、

さらなる生産基盤の拡大などを促進し、他産業並み

の所得確保ができるよう農業経営と集落の活性化を

図ります。 

 畜産物については、輸入自由化以降、輸入品の需要が拡

大していましたが、安全性への不安から国産品が見直され

つつあるため、安全性のＰＲとともに生産者と消費者をつ

なぐ流通体制の確立等により、農産物貿易交渉の進展も踏

まえた国際競争力の向上を図ることが必要です。 

 生産基盤整備については、地域の特性にあわせた農業

農村整備事業による整備を促進し、農業生産性の一層の 

向上と農業経営の安定を図ることが必要です。特に、肝

属中部及び曽於南部の国営畑地かんがい事業地域につい

ては、水利用による計画的な畑かん営農の確立と農業生

産性の向上、並びに農業経営の安定化を図る必要があり

ます。 

 国営事業完工から約40年が経過し老朽化が進む笠野原

地区畑地かんがい施設については、早急な施設の延命化対

策を講じるとともに、農業用水の安定供給による農業生産

性の維持及び農業経営の安定化を図る必要があります。 

 また、農業廃棄物処理や家畜排せつ物の適正処理の推

進など、環境保全型農業を展開していくことも求められ

ています。 

 そして、国内有数の食料供給基地としての機能を維持

していくため、災害や価格変動に左右されない魅力的で

たくましい21世紀型農業へと転換していくことが急務と

なっています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

 （ア）農業後継者や新規就農者の確保、異業種からの

参入促進など、意欲と能力のある担い手を育成・確

保するため、担い手育成支援協議会において目標と

その達成に向けたアクションプログラムを策定する

とともに、人・農地プランを適宜見直し、計画的な

取り組みを推進します。 

 （イ）専門的な指導や就農者相互の情報交換等を通じ

て、農業経営に関する課題の解決や経営能力の向上、

さらなる生産基盤の拡大などを促進し、他産業並み

の所得確保ができるよう農業経営と集落の活性化を

図ります。 

 

 

 

 

 

○県営土地改良事業は整備項目の一つであるため、その総称

である農業農村整備事業に変更 

 

 

○曽於南部地区は、すでに水利用が開始されていることか

ら、水利用による計画的な営農といった文言を追加 

 

 

○笠野原地区は、施設の改修・更新に代わり、長寿命化計画

に基づく施設の補修・補強を行い、延命化を図る事業へと

施策を転換したため文言を変更 

○字句の訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の修正 

○担い手の育成・確保には地域農業の将来像を描いた人・農

地プランは欠かせないため文言を追加 
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 （ウ）充実した家庭の構築により、安定した農業経営

を図るために、農業後継者に対する結婚相談事業を

実施します。 

 （エ）地域活動や農業生産現場で女性の果たす役割を

明確にし、女性の持てる力を十分に発揮できる環境

づくりを進め、女性の農業経営への一層の参画を図

ります。 

 （オ）農村の高齢化に即応し、高齢者でもできる牛の

１・２頭飼いや、自家農産物の直売所での販売など、

高齢者の生きがい対策としての農業の展開を支援し

ます。 

 （カ）高齢・兼業化により耕作できなくなった農地の

利活用対策として、遊休農地解消のための事業活用

や、鹿屋市担い手育成総合支援協議会の機能充実に

より遊休農地等の解消を図るとともに、担い手への

農地の集積と農作業の受委託を推進します。 

 

 ② 農業経営体制の強化 

 （ア）認定農業者等の担い手の育成、農畜産業従事者

間の親睦・研修等による技術向上、農地の利用集積

の促進等を地域全体で推進し、生産組織の技術向上

を図るなど、効率的・安定的な経営体が地域農業の

中心となる農業構造を確立していきます。 

 （イ）経営者の農業経営基盤の改善と生活の向上を図

ることを目的に、農協等から借受けた資金の金利負

担の軽減を図るため利子補給を行います。 

 （ウ）水稲作付けと地域振興作物作付けを適切に組み

合わせた効率的な水田営農により、水稲以外の地域

振興作物の産地づくりを進めるとともに、生産の省

力化・低コスト化の推進、農産物の高品質・安定生

産の確保等に努め、生産性の向上を図ります。 

 （エ）畜産経営における家畜管理代行を支援し、後継

者育成とゆとりある畜産経営を推進するヘルパー運

営の充実と高齢者の豊富な経験と技術の活用などに

より、生産の省力化・低コスト化の推進、畜産物の

高品質・安定生産の確保等に努め生産性の向上を図

ります。 

 

 

 

 （ウ）地域活動や農業生産現場で女性の果たす役割を

明確にし、女性の持てる力を十分に発揮できる環境

づくりを進め、女性の農業経営への一層の参画を図

ります。 

 （エ）農村の高齢化に即応し、高齢者による小頭数飼

いや、自家農産物の直売所での販売など、高齢者の

生きがい対策としての農業の展開を支援します。 

 

 （オ）高齢・兼業化により耕作できなくなった農地の

利活用対策として、遊休農地解消のための事業活用

や、担い手育成総合支援協議会の機能充実により遊

休農地等の解消を図るとともに、担い手への農地の

集積と農作業の受委託を推進します。 

 

 ② 農業経営体制の強化 

 （ア）認定農業者等の担い手の育成、農畜産業従事者

間の親睦・研修等による技術向上、農地の利用集積

の促進等を地域全体で推進し、生産組織の技術向上

を図るなど、効率的・安定的な経営体が地域農業の

中心となる農業構造を確立していきます。 

 （イ）経営者の農業経営基盤の改善と生活の向上を図

ることを目的に、農協等から借受けた資金の金利負

担の軽減を図るため利子補給を行います。 

 （ウ）水稲作付けと地域振興作物作付けを適切に組み

合わせた効率的な水田営農により、水稲以外の地域

振興作物の産地づくりを進めるとともに、生産の省

力化・低コスト化の推進、農産物の高品質・安定生

産の確保等に努め、生産性の向上を図ります。 

 （エ）畜産経営における家畜の飼養管理代行を支援し、

後継者育成とゆとりある畜産経営を推進するヘルパ

ー運営の充実と高齢者の豊富な経験と技術の活用な

どにより、生産の省力化・低コスト化の推進、畜産

物の高品質・安定生産の確保等に努め生産性の向上

を図ります。 

○事業廃止に伴い削除 

 

 

 

 

 

 

○表現の変更 

 

 

 

 

 

○組織名を「２－①」と統一するため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○分かりやすい表現とするため語句を追加 
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 （オ）山間部を中心として、有害鳥獣の被害防止策を

講じることにより、農林畜産物等の品質向上と、生

産者の所得向上、経営安定を図ります。 

 （カ）地場産品のブランド化と地産地消の推進、農家

の経営安定と生産意欲の向上を図るなど、品目別に

経営安定化対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 ③ みんなで進める地域振興 

 （ア）多様な状況変化に対応しつつ持続的に農地・農

村基盤を支えていくため、農業者のみならず周辺住

民や自治会、関係団体等が幅広く参加する活動組織

を設立し、協働による農村環境・景観の保全や施設

の維持・管理など、農村資源の保全管理に資する活

動を促進します。 

 （イ）過疎や高齢化等により農村集落が抱える課題を、

話し合い活動を通して、地域が支え合える村づくり

を促進します。 

 （ウ）特産品づくり等による農村経済の活性化を図る

とともに、自然や歴史・文化、景観等の資源を活用

した都市と農村との共生・交流など新たな視点に立

った個性あふれる地域づくりを進めます。 

 

 ④ 食の安全・安心の確立 

 （ア）地産地消等のあり方を示す『かのや「食」と「農」

に関する基本的な方針』を策定します。また、全国

に誇れる農林水産物や加工品等の地域内外への情報

発信を図るとともに、関係団体との連携により、「か

のやブランド」の確立を推進します。 

 

 

 

 

 

 （オ）山間部を中心として、有害鳥獣の被害防止策を

講じることにより、農林畜産物等の品質向上と、生

産者の所得向上、経営安定を図ります。 

 （カ）「かのや紅はるか」や「かのや深蒸し茶」等の地

場産品のブランド化を進めるとともに、地産地消の

推進、農家の経営安定と生産意欲の向上を図るなど、

品目別の重点施策や経営安定化対策を実施します。 

 （キ）農業従事者が自ら加工、販売等を行う６次産業

化の推進することにより、農業従事者の所得向上、

経営の安定化を図ります。 

 

 ③ みんなで進める地域振興 

 （ア）多様な状況変化に対応しつつ持続的に農地・農

村基盤を支えていくため、農業者のみならず地域住

民や自治会、関係団体等が幅広く参加する活動組織

を設立し、協働による農村環境・景観の保全や施設

の維持・管理など、農村資源の保全管理に資する活

動を促進します。 

 （イ）過疎や高齢化等により農村集落が抱える課題を、

話し合い活動を通して、地域が支え合える村づくり

を促進します。 

 （ウ）特産品づくり等による農村経済の活性化を図る

とともに、自然や歴史・文化、景観等の資源を活用

した都市と農村との共生・交流など新たな視点に立

った個性あふれる地域づくりを進めます。 

 

 ④ 食の安全・安心の確立 

 （ア）食育や地産地消等のあり方を示す「かのや食と

農交流推進計画」に基づき、地域経済の活性化と健

康で豊かな食生活の普及・定着を推進します。 

 

 

（イ）全国に誇れる農林水産物や加工品等の地域内外

への情報発信を図るとともに、首都圏の店舗を活用

した農産物の流通体制を整備し関係団体との連携の

もと、地場産品のブランド化を推進します。 

 

 

 

 

○現在、市がブランド化を推進している作物を追記 

 

 

 

○６次産業化の追加、農商工連携は工業に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「かのや食と農交流推進計画」（平成22年３月策定）に基

づき修正 

 

 

 

 

○首都圏等の店舗を活用した流通体制の整備と地場産品の

ブランド化の推進を図る必要があることから追加 
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 （イ）食の安全・安心を推進する活動の一環として、

農林水産物の生産とその加工を担うグループを育成

し、市民の健康づくりと生産者の生きがいづくり、

所得の向上を図ります。 

 （ウ）生産者である農林水産業者と消費者との信頼関

係を確立し、生産意識の高揚と地域経済の活性化を

図ります。 

 （エ）海外悪性伝染病については、ウイルス侵入防止

と発生時の緊急対応策の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 環境にやさしい循環型農業の展開 

 （ア）有機質肥料及び農薬の適正な使用など、環境負

荷の軽減に配慮した持続可能な環境保全型農業の展

開により、安全・安心で消費者の視点に立った高付

加価値な農作物の生産を図ります。特に、農業用廃

プラスティック類については、回収日や回収方法の

設定、農家の意識改革、野焼きや不法投棄の防止と

その徹底に向けた巡回指導を行うこと等により、適

正な処理を促進します。 

 （イ）畜産経営に起因する環境汚染を防止するととも

に、畜産が地域と調和し、健全で安定的な発展を遂

げるための意識強化と畜産経営の健全で安定的な発

展を目指します。 

 （ウ）畜産業の専業化・規模拡大に伴い、悪臭・水質

汚濁など畜産経営に起因する環境問題が深刻化して

いることから、畜産環境センターの維持・充実と、

畜産農家の適正な排せつ物処理を推進し、地域生活

環境の改善と環境保全型農業への転換を促進しま

す。 

 

 

 （ウ）食の安全・安心を推進する活動の一環として、

農林水産物の生産とその加工を担うグループを育成

し、市民の健康づくりと生産者の生きがいづくり、

所得の向上を図ります。 

 （エ）生産者である農林水産業者と消費者との信頼関

係を確立し、生産意識の高揚と地域経済の活性化を

図ります。 

 （オ）口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの海外

悪性家畜伝染病については、関係機関と連携しなが

ら、ウイルスの侵入防止の啓発や発生時の初期防疫

体制の整備など緊急対応策の徹底を図るとともに、

畜産環境センターについては、防疫上の観点に立ち、

養豚ふん尿の共同処理から個別処理方式への転換に

ついて、養豚農家の意向を踏まえながら検討を進め

ていきます。 

 

 ⑤ 環境にやさしい循環型農業の展開 

 （ア）有機質肥料及び農薬の適正な使用など、環境負

荷の軽減に配慮した持続可能な環境保全型農業の展

開により、安全・安心で消費者の視点に立った高付

加価値な農作物の生産を図ります。特に、農業用廃

プラスティック類については、回収日や回収方法の

設定、農家の意識改革、野焼きや不法投棄の防止と

その徹底に向けた巡回指導を行うこと等により、適

正な処理を促進します。 

 （イ）畜産経営に起因する環境汚染を防止するととも

に、畜産が地域と調和し、健全で安定的な発展を遂

げるための意識強化と畜産経営の健全で安定的な発

展を目指します。 

 （ウ）畜産業の専業化・規模拡大に伴い、悪臭・水質

汚濁など畜産経営に起因する環境問題が深刻化して

いることから、完熟堆肥化の指導徹底や個別処理方

式への転換など、畜産農家の適正な排せつ物処理を

推進し、地域生活環境の改善と環境保全型農業への

転換を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ここ数年の海外悪性家畜伝染病の発生を受けての修正 

 

 

 

 

○畜産環境センターについては、施設の老朽化や維持管理

費、防疫上の問題などから、10年を目処に個別処理方式に

転換し、閉鎖する方針であるため追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○畜産環境センター等の共同利用施設から、個別処理方式へ

転換していくため修正 
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 ⑥ 生産基盤の強化による生産性の向上 

 （ア）肝属中部及び曽於南部の国営畑地かんがい事業

地域については、それぞれ、関連する市町で推進協

議会及び営農推進部会を組織し、事業の適切かつ円

滑な推進を図るための各種調整を行い、収益性の高

い農業の展開を図ります。また、肝属中部及び曽於

南部地域を対象とした畑地帯に導水するため、主要

幹線水路を整備するとともに、関連事業による末端

かんがい施設の整備、区画整理等の基盤整備を行い、

計画的な水利用による農業の生産性向上と農業経営

の安定化を図ります。 

 

 （イ）老朽化が進む笠野原地区畑地かんがい施設につ

いては、同地区の農業生産性の維持・向上を図る上

から、施設の改修・更新を図ります。また、県営土

地改良事業の導入により、地域特性に合わせた畑か

ん、区画整理、農地保全、農道整備などを行い、営

農の改善・合理化を進めるとともに、土地改良施設

の管理に対する意識の高揚を図り、施設の機能維持

と耐用年数の確保を図ります。 

 

 

 

 

（ウ）農地等に係る総合的な防災対策を進めるととも

に、暴風雨、洪水、地すべり、地震、その他の異常

気象により被災した農地や農業用施設の災害箇所に

ついては早期復旧により二次災害を防止するなど、

円滑な営農の推進に寄与します。 

 （エ）農畜産業を担っていく意欲と能力のある担い手

の育成・確保に努めるとともに、基幹産業の一翼を

担う農畜産業が他産業と同等の所得確保ができるよ

う生産基盤の整備を推進します。 

 （オ）南の食料供給基地としての役割を果たすべく、

各種事業に取り組み、それぞれの経営が自立できる

よう、経営体質の強化を図ります。 

 

 ⑥ 生産基盤の強化による生産性の向上 

 （ア）肝属中部及び曽於南部の国営畑地かんがい事業

地域については、それぞれ、関連事業による農道や

農業用用排水施設、畑地かんがい施設等の整備を行

い、水利用による計画的な営農の確立と農業生産性

の向上、並びに農業経営の安定化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（イ）老朽化が進む笠野原地区畑地かんがい施設につ

いては、農業生産性の維持・向上を図るから、長寿

命化計画に基づく施設の延命化を図ります。 

 

 

 

 

 

（ウ）食料を安定して生産、供給するため、農業農村

整備事業による良好な営農条件を備えた農地の確保

や農道の整備、農業用用排水施設等の適切な保全を

図ります。 

（エ）農地等に係る総合的な防災対策を進めるととも

に、暴風雨、洪水、地すべり、地震、その他の異常

気象により被災した農地や農業用施設の災害箇所に

ついては早期復旧により二次災害を防止するなど、

円滑な営農の推進に寄与します。 

 （オ）農畜産業を担っていく意欲と能力のある担い手

の育成・確保に努めるとともに、基幹産業の一翼を

担う農畜産業が他産業と同等の所得確保ができるよ

う生産基盤の整備を推進します。 

 （カ）南の食料供給基地としての役割を果たすべく、

各種事業に取り組み、それぞれの経営が自立できる

よう、経営体質の強化を図ります。 

 

 

 

 

○曽於南部はすでに通水が開始され、推進協議会や営農推進

部会は解散しているため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施設の改修・更新に代わり、長寿命化計画に基づく施設の

補修・補強を行い、延命化を図る事業へと施策を転換した

ため修正 

 

 

 

 

○（イ）の笠野原地区畑地かんがい施設の中に、県営土地改

良事業が混中していたため、新項目（ウ）として別記 
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 ⑦ 農地の有効利用の促進 

 （ア）農業振興地域の整備及び管理の円滑化を図り、

計画的な土地利用を推進することにより、優良農地

の確保と農業の健全な発展を図ります。 

 （イ）遊休荒廃地の増加が懸念される地域においては、

農業生産性を維持しつつ、他の利用と適正に組み合

わせた効率的な土地利用の推進により多面的機能を

確保するとともに、簡易な農地整備を行う認定農業

者等への助成、農地流動化に必要な諸費用への支援

などを進め、有効活用を図ります。 

 （ウ）市内各地で農地等相談所を活用し、農地等に係

る諸問題についての相談体制を整えるとともに、地

区巡回パトロールにより農業・農地に関する総合的

な指導を進めることなどにより、遊休農地化の未然

防止等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 農地の有効利用の促進 

（ア）農地流動化を更に図るために、これまでの取組

に加え地図情報システム及び農地の賃貸情報をホー

ムページ等により情報提供し、計画的な土地利用の

促進による優良農地の確保と農業の健全な発展を推

進します。 

（イ）遊休農地等を対象にして農業生産性の向上を図

る目的で、簡易な遊休農地解消（土壌条件整備等）

を行う認定農家等に対し助成します。 

（ウ）農用地の有効利用及び認定農業者等への農用地

の利用の集積を更に加速的に推進し効率的、安定的

な農業経営を育成するために農用地の貸借者に助成

します。 

（エ）農地の有効利用を促進するため、遊休農地の実

態把握と発生防止・解消対策並びに農地の違反転用

発生防止対策を目的として、これまで実施している

農地パトロールについては、啓発効果が期待される

ことから、更に強化月間の延長、重点地域の設定、

広報活動の強化併せて農地相談など推進体制の強化

に努めます。 

  

 

 

 

○農地流動化等を推進するための具体的な施策を明記 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第１節 活力ある農林水産業の確立 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 林業の振興 （１）現状・課題 

 市域面積の約５割を占める森林は、69.1％がすぎ、ひ

のき、くぬぎ・なら等の人工林、30.9％が天然林となっ

ています。 

 近年、木材自給率が20％に至るなど国産材の需要回復

の兆しは見られますが、今なお、国産材の需要は思わし

くなく木材価格の低迷により採算性が低下しているな

ど、林業は厳しい状況下にあります。また、就業者の減

少なども相まって、山林を維持していくことが困難とな

ってきています。さらに、戦後植林された木が成熟期に

入り、除間伐が急務となっているなどの問題も見られる

ことから、伐採跡地及び未立木地への植林など保育事業

の推進を図るとともに国・県の制度を活用した林道の整

備等を進め、生産性の向上を目指すことが求められてい

ます。 

 一方、地球温暖化防止や水源涵養、生態系の生育、文

化・レクリエーション活動の場として森林の多面的機能

が見直されてきています。 

 このようなことから、林産物の開発を進めるとともに、

観光林業の振興による都市住民との交流の場づくりなど

多様な活用を行うことにより、より付加価値を高め、林

業の活性化を図っていくことが求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

 （ア）林業従事者に対する助成制度や社会保険制度の

充実等により雇用の安定を図ります。 

 （イ）林業による生産性の向上を図り、自立可能な経

営体等を育成していきます。 

 （ウ）山村地域における交流施設の整備に努め、域内

外の多様な交流を促進していきます。 

 

 ② 林業経営の強化 

 （ア）木材価格の低下や森林所有者の手入れ不足によ

（１）現状・課題 

 市域面積の約５割を占める森林は、平成24年度時点で

70.8％がすぎ、ひのき、くぬぎ・なら等の人工林、29.2％

が天然林となっています。 

 平成22年度には、木材自給率が26.0％に至るなど国産

材の需要回復の兆しは見られますが、今なお、国産材の

需要は思わしくなく木材価格の低迷により採算性が低下

しているなど、林業は厳しい状況下にあり、山林を維持

していくことが困難となってきています。また、戦後植

林された木が成熟期に入り、除間伐が急務となっていま

す。今後の国産材の確保のため、伐採跡地及び未立木地

への植林など保育事業の推進を図るとともに国・県の制

度を活用した林道の整備等を進め、生産性の向上を目指

すことが求められています。 

 

 一方、地球温暖化防止や水源かん養、生態系の維持・

増進、文化・レクリエーション活動の場として森林の多

面的機能が見直されてきています。 

 このようなことから、林産物の開発を進めるとともに、

観光林業の振興による都市住民との交流の場づくりなど

多様な活用を行うことにより、より付加価値を高め、林

業の活性化を図っていくことが求められています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

 （ア）林業従事者に対する助成制度や社会保険制度の

充実等により雇用の安定を図ります。 

 （イ）施業の機械化など生産性の向上を図り、自立可

能な経営体等を育成していきます。 

 （ウ）山村地域における交流施設の活用により、域内

外の多様な交流を促進していきます。 

 

 ② 林業経営の強化 

（ア）木材価格の低迷や森林所有者の手入れ不足によ

 

○数値の時点を追加 

平成24年度の数値（県統計） 

 

○数値の時点を追加 

自給率平成22年度の数値（林野庁） 

 

○林業の就業者は国の政策により増加傾向のため削除 

 

○文言を整理 

 

 

 

 

 

○分かりやすい文言に変更（審議会委員指摘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言を整理 

 

○予算の減少により施設整備は困難であることから既存施

設の活用に修正 

 

 

○価格の低下状態が続いていることから変更（審議会委員指
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り間伐の未実施が増えていることから、間伐促進体

制の構築や生産基盤の整備による計画的な間伐を促

進します。 

 （イ）森林組合への助成制度の充実等を進めるととも

に、林業従事者相互の親睦・研修による技術の向上

等を図り、林業の経営管理を強化します。さらに、

林道施設の維持・管理により安全な施業環境を整備

します。 

 

 ③ 森林の多面的機能の発揮 

 （ア）森林の多面的機能を発揮させるため、森林所有

者による森林整備の一体的な管理指導に努めます。

また、定期的な巡回体制の充実や災害個所の復旧の

充実等により、災害に強い森林づくりを目指します。 

 （イ）自然環境の保護、林道・作業道路の安全確保、

病害虫による被害を未然に防ぐ対策の実施、研修の

実施等により市有林の保全・管理の充実を図り、生

産性の向上を目指します。 

 （ウ）市有林管理については、長期委託を検討しなが

ら、管理とともに施業実施を図ります。 

 

 

 ④ 林産物の供給及び利用の確保 

   原木の山元から製材工場への直送、製材工場とハ

ウスメーカーとの連携等により、木造住宅の建設や

農林関係施設などへの木材利用を進めるとともに、

しいたけやたけのこ、こんにゃく、山菜など特用林

産物の利用・販売の促進を図ります。 

 

り間伐の未実施が増えていることから、間伐促進体

制の構築や生産基盤の整備による計画的な間伐を促

進します。 

 （イ）森林組合への助成制度の充実等を進めるととも

に、林業従事者相互の親睦・研修による技術の向上

等を図り、林業の経営管理を強化します。さらに、

林道施設の維持・管理により安全な施業環境を整備

します。 

 

 ③ 森林の多面的機能の発揮 

 （ア）森林の多面的機能を発揮させるため、森林所有

者による森林整備の一体的な管理指導に努めます。

また、定期的な巡回体制の充実や災害個所の復旧の

充実等により、災害に強い森林づくりを目指します。 

 （イ）自然環境の保護、林道・作業道路の安全確保、

病害虫による被害を未然に防ぐ対策の実施、研修の

実施等により市有林の保全・管理の充実を図り、生

産性の向上を目指します。 

 （ウ）市有林管理については、長期委託の検討や森林

管理システムの充実を図りながら、施業実施を図り

ます。 

  

 ④ 林産物の供給及び利用の確保 

   原木の山元から製材工場への直送、製材工場とハ

ウスメーカーとの連携等により、木造住宅の建設や

農林関係施設などへの木材利用を進めます。 

また、「公共建築物等の木材利用促進に関する法

律」の制定により、公共建築物等への木材利用が進

むことから地元産材を活用するため、鹿屋市産の木

材利用に努めるとともに、しいたけやたけのこ、山

菜など特用林産物の利用・販売の促進を図ります。 

 

 

 

 

摘） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成23年度導入した森林管理システムの充実を追加 

 

 

 

 

 

 

 

○国の「森林・林業再生プラン」により、森林法の一部を改

正し、木材利用の拡大を策定したことから、公共建築物等

への地元産材の活用を明記 

○「こんにゃく」を削除 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第１節 活力ある農林水産業の確立 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 水産業の振興 （１）現状・課題 

 鹿屋市では、カンパチなどの海面養殖を主体にエビ、

アジ、タイ、ブリなどの海面漁業や小型底引網漁業など

の漁船漁業が行われているほか、串良地域のウナギ養殖

など多様な水産業が営まれています。 

 

輸入品との競合や国内の産地間競争の激化、水産業の

従事者の高齢化や後継者不足など多くの課題を抱えてい

るほか、漁獲資源の減少や漁業環境の悪化などにより水

揚げは減少傾向にありましたが、平成15年以降は、ほぼ

横ばいに推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、漁業体験や漁村の生活・文化体験、海洋スポー

ツなど、海に関わる体験活動事業や都市と漁村との交流

事業を促進してきましたが、参加者は少ない状況にあり

ます。 

 今後は、カンパチなど地元水産品の地域内及び国内外

に向けた消費・流通ルートを確立することにより、ブラ

ンド化や大消費地向けの流通体制の確立につなげていく

ことが必要です。 

 また、水産加工業の振興による付加価値の創出、漁場

の環境整備、体験型漁業などを積極的に推進し、より効

果的な事業展開を図っていくとともに、食品の不正表示

（１）現状・課題 

 鹿屋市では、カンパチなどの海面養殖を主体にアジ、

タイ、イカ類などの一本釣り漁業やエビ、オオメハタな

どの小型底引網漁業などの漁船漁業が行われているほ

か、串良地域のウナギ養殖など多様な水産業が営まれて

います。 

しかしながら、海面養殖業の主体であるカンパチ養殖

については、餌飼料価格の高騰や他地区との競合等によ

る供給過剰などで魚価の低迷が続く中、水産業者の経営

を圧迫しており、漁場改善計画などにより持続的な操業

が可能な漁場を確保するとともに、消費者ニーズに対応

した安全・安心な魚づくりの推進や環境に配慮した養殖

業を推進する必要があります。 

また、内水面漁の主体であるうなぎ養殖については、

近年の輸入うなぎによる価格の乱高下やシラスウナギの

不漁などにより経営が不安定となっています。全国有数

の生産地域として、消費者ニーズに対応した安全・安心

な養殖業を推進する必要があります。 

さらに、漁業従事者数も減少を続けており、高齢化も

急速に進行していることから、意欲と経営能力のある中

核的な漁業者の育成など担い手づくりを推進することに

より、持続可能な漁業経営を目指すとともに、漁業経営

の高度化に向け支援体制を強化し、加えて、漁協の経営

基盤強化を図る必要があります。 

 また、漁業体験や漁村の生活・文化体験、海洋スポー

ツなど、海に関わる体験活動事業や都市と漁村との交流

事業を促進してきましたが、参加者は少ない状況にあり

ます。 

 水産物の流通は、産地価格の低迷が続く中、生産者や

漁協自らが販売まで行うなど多様化しており、水産物の

市場経由率の低下など水産業を取り巻く情勢が変化して

います。 

また、水産物の消費については、若年層を中心に魚離

れが進行する一方で、消費者ニーズが従来の低価格・簡

便化志向に加え、健康や産地・品質への関心が高まるな

○平成２３年度漁獲量に基づき修正 

・マアジ   6,454㎏ 

・タイ類   2,024㎏   

・アラカブ   390㎏  一本釣り 

・オオメハタ 1,348㎏ 

・ブリ     155㎏ 

 

・エビ  30,862㎏ 

・ヒウチダイ359㎏  小型底曳網 

 

 

 

 

○鹿児島県水産業振興基本計画と整合を図り修正 

 

 

 

 

○同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○流通ルートの多様化への対応が必要であることから修正          

 

 

 

○魚食普及を図るための対策とHACCP認証の取得など安全・

安心な水産物の提供（高付加価値化）により消費拡大を図

る必要があることから修正 
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事件、健康に対する関心の高まり、食生活の変化などを

背景に多様化・高度化する食へのニーズに的確に対応し

た水産物の提供を図ることが求められています。 

さらに、新規就業者の育成・確保や高齢者の就業など

漁業従事者対策を進めるとともに、漁業経営の高度化に

向け支援体制を強化していくことも必要です。 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

   水産業の健全な発展と漁業経営の安定化を目指し

て、体験学習や漁業セミナー等の開催により新規就

業者の確保や漁業研修等による意欲と能力のある漁

業者の確保・育成を図るとともに、女性・高齢者の

多様な能力の活用を図るため就労環境の整備を促進

します。 

 

 ② つくり・育てる水産業の推進 

 （ア）資源管理型漁業や恵み豊かな海づくりの推進、

良好な漁業環境の保全等により、つくり・育てる水

産業の振興を図ります。 

 （イ）養殖施設の整備やその機能向上等により作業の

効率化と安全性の向上を図り、魚類養殖業の経営安

定とカンパチブランドの確立を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 ③ 「かのやブランド」とその流通・販売システムの

確立 

   地元生産物のブランド化と大消費地への流通体制

の確立を図るため、地元出身者との情報交換を行い

ながら、消費者に好まれる特産品等の開発、販売促

進等を進め、地域経済の活性化につなげていきます。 

ど、消費者ニーズが多様化しており、カンパチをはじめ

とする水産物の地域内及び国内外への一層の販路拡大と

付加価値の高い製品作りを推進するとともに、地産地消

の取組や魚食普及の推進等に努め、消費拡大を図る必要

があります。 

併せて、平成21年度より「恵み豊かな海を未来に受け

継ぐために」を目的にした環境・生態系保全活動支援事

業により、漁族資源の保護及び環境への負荷軽減を目指

す藻場の保全活動への取組を支援しています。 

 

（２）施策の方向 

 ① 多様な担い手の育成・確保 

   水産業の健全な発展と漁業経営の安定化を目指し

て、体験学習や漁業セミナー等の開催により新規就

業者の確保や漁業研修等による意欲と経営能力のあ

る漁業者の確保・育成を図るとともに、女性・高齢

者の多様な能力の活用を図るため就労環境の整備を

促進します。 

 

 ② つくり・育てる水産業の推進 

 （ア）資源管理型漁業や恵み豊かな海づくりの推進、

良好な漁業環境の保全等により、つくり・育てる水

産業の振興を図ります。 

 （イ）養殖施設の整備やその機能向上等により作業の

効率化と安全性の向上を図り、魚類養殖業の経営安

定とカンパチブランドの確立を図ります。 

 （ウ）養鰻漁業（内水面漁業）を支えるシラスウナギ

の安定供給が推進されるよう水産庁が推し進める親

魚の資源保護や、完全養殖に向けた研究等への協力

及びこの研究への予算化の国への働きかけなど、内

水面漁業の経営安定を図ります。 

 

 ③ 「かのやブランド」とその流通・販売システムの

確立 

（ア）地元生産物の「かのやカンパチ」や「ナミクダ

ヒゲエビ」などブランド化と大消費地への流通体制

の確立を図るため、地元飲食店での地元食の提供な

どや消費者に好まれる特産品等の開発、新たな販路

 

 

 

 

 

○漁族資源の保護及び環境への負荷軽減を目指す藻場の保

全活動の取組を追加 

 

 

 

 

 

 

 

○分かりやすい表現にするため文言を追加                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ウナギ資源の保護、増殖を図る必要があることから追加 

 

 

 

 

 

 

○かのやカンパチ等の消費拡大を追加 

 

○地元食の提供を追加 

 

○現在、課題となっている魚価の低迷に対する施策（新たな
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④ 水産資源を生かした観光・交流の促進 

   近年の海洋性レクリエーション需要の増加に対応

するため、新鮮な魚介類の産地直売など、水産資源

を生かした観光・交流を積極的に促進します。 

 

開拓等を進め、魚価の向上等を図り、漁業者の経営

の安定化につなげていきます。 

（イ）ＨＡＣＣＰ認証の継続による消費者ニーズに応

じた安全・安心な新たな水産物加工品の開発に努め

ます。 

 

 ④ 水産資源を生かした観光・交流の促進 

   近年の海洋性レクリエーション需要の増加に対応

するため、新鮮な魚介類の産地直売など、水産資源

を生かした観光・交流を積極的に促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販路開拓等）を追加 

 

○HACCP認証の継続により付加価値化を図っていくことを追

加                          
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第２節 賑わいと活力ある商工業の振興 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 商業の振興 （１）現状・課題 

 商業においては、鹿屋地域を核とする商業圏域を形成

しています。近年では、郊外型店舗やロードサイド型店

舗の進出等により日用生活品の購買は郊外へ向かってお

り、また、衣料品等の購買は鹿児島市等へ流出するなど、

既存商店街の機能減退等が課題となっています。 

  

 

 

 

このような中、中心市街地においては、北田大手町地

区市街地再開発事業を契機とし、既存商店街による活性

化に向けた取り組みがスタートするなど、周辺商店街を

含めた市街地の活性化とにぎわいの再生に向けた取り組

みが進められています。 

 

 

一方、輝北地域や串良地域、吾平地域等の地域商業地

は、日用生活品を中心とする商業機能を担っているもの

の、郊外店との競合や商店主の高齢化、後継者不足等に

より空き店舗が目立つ状況にあります。地域の商店街は

地域の核であり、地域活動の担い手でもあることから、

その商業機能を維持することにより、地域の活力を持続

していくことが必要です。 

 今後は、情報技術を生かした多元的な流通・販売の展

開、地場産品の知名度や需要を高める戦略的な情報発信、

専門店・周辺商店街・市民交流センターとの連携・協働

による誘客促進と活性化策の展開等を図っていくととも

に、地域商店街においては、消費者ニーズに的確に対応

し地域に密着した、きめ細やかなサービスを提供できる

商業機能整備を図ることが望まれています。 

また、「まちづくり三法」の改正や超高齢社会を踏まえ、

地元消費者が中心市街地や地域商店街で所用を完結でき

るよう、それらの機能の維持・向上を図るため、個店支

（１）現状・課題 

 商業においては、鹿屋地域を核とする商業圏域を形成

していますが、近年モータリゼーションの進展による大

型商業施設の郊外への展開により、日用生活品の購買は

郊外へ向かう傾向にあり、衣料品等の購買は若年層の生

活スタイルの変化により、鹿児島市・都城市等へ流出し、

また、インターネットの普及等による無店舗販売といっ

た購買構造の多様化に伴い、商業地域内の購買力が低下

するなど、中心市街地の空洞化、各地域商店街の機能減

退等が課題となっています。 

このような中、大隅の顔として発展してきた中心市街

地では、活性化を図るための拠点施設として「リナシテ

ィかのや」が建設され、年間施設利用者は延べ130万人を

超える集客効果も現われています。しかしながら、周辺

商店街の活性化に繋がっているとは言えず、まちのにぎ

わいを再生するためには、回遊性を高めることが課題と

なっています。 

一方、輝北地域や串良地域、吾平地域等の地域商店街

は、日用生活品を中心とする商業機能を担っているもの

の、郊外店との競合や商店主の高齢化、後継者不足等に

より空き店舗が目立つ状況にあります。地域の商店街は

地域の核であり、地域活動の担い手でもあることから、

その商業機能を維持することにより、地域の活力を持続

していくことが必要です。 

 今後は、中心市街地においては「リナシティかのや」

の利用者を回遊させるべく周辺商店街等との連携・協働

による誘客促進と活性化策の展開等を図っていくととも

に、地域商店街においては、消費者ニーズに的確に対応

し地域に密着した、きめ細かなサービスを提供できる商

業機能整備を図ることが望まれています。 

 また、平成26年度には東九州自動車道の鹿屋串良イン

ターチェンジ（仮称）の供用開始が予定されており、大

隅地域の産業・経済・文化の活性化が期待されますが、

一方でストロー現象による地元商店街の衰退等も懸念さ

 

 

○商業エリアが郊外型になった理由（車社会の進展と大型店

舗の進出）に合わせて変更 

○若年者がファッションに敏感となったことを記述 

○平成21年度鹿児島県消費者動向調査に基づき追加 

○インターネットの普及等に伴い購買方法が多様化してき

たことを記述 

 

 

○「リナシティかのや」が平成19年４月にオープンし、施設

利用者数も定着したが、中心市街地の活性化に繋がってい

ないことを記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中心市街地の活性化のためリナシティかのやの利用者を

周辺商店街に回遊させる必要があることから修正 

 

 

 

 

○東九州自動車道の、鹿屋串良インターチェンジの供用開始

による期待とストロー現象による懸念を記述 
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援活動や、創業・経営革新・新連携に係わる事業を推進

する必要があります。 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 中小企業等の振興 

 （ア）消費者の地元離れ等が進む中で地域商店街の経

営は厳しい状況にあることから、中小企業における

経営の近代化・合理化の支援、健全経営に向けた相

談事業や指導の推進等により、経営基盤の強化・促

進を図ります。 

 （イ）消費者ニーズに合った新製品の開発や生産、新

サービスの開発や提供など、新たな経営課題にチャ

レンジする中小企業の経営革新を支援します。 

 （ウ）創業者に対し、経営のノウハウや事業計画の作

成方法を講義するセミナーの開催、窓口での相談受

付などにより、創業の支援に努めます。 

 

 （エ）販路開拓や技術革新、需要構造の変化への対応

など、異業種間で連携して行う新事業への取り組み

等を支援し、地場産業の振興・育成に努めます。 

 

 

 

  

 

② 商店街の振興 

 （ア）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と地域振興に努めます。このた

め、新たな人材の育成、商工団体との連携を強化し、

個性や魅力ある商店街づくりを支援します。 

 

 

 （イ）中心市街地においては、北田大手町地区市街地

再開発事業を契機として、周辺商店街等が主体とな

った市街地の活性化とにぎわいの再生への取り組み

が行われていることから、今後は周辺商店街等が主

れるため、地元消費者が中心市街地や地域商店街で所用

を完結できるよう、それらの機能の維持・向上を図る取

組を推進する必要があります。 

 

（２）施策の方向 

 ① 中小企業等の振興 

（ア）消費者の地元離れ等が進む中で地域商店街の経

営は厳しい状況にあることから、商工会議所、商工

会と連携し、中小企業における経営の近代化・合理

化の支援、健全経営に向けた相談事業や指導の推進

等により、経営基盤の強化・促進を図ります。 

（イ）消費者ニーズに合った新製品の開発や生産、新

サービスの開発や提供など、新たな経営課題にチャ

レンジする中小企業の経営革新を支援します。 

（ウ）創業者に対し、商工会議所、商工会と連携し、

経営のノウハウや事業計画の作成方法を講義するセ

ミナーの開催、窓口での相談受付などにより、創業

の支援に努めます。 

（エ）販路開拓や技術革新、需要構造の変化への対応

など、異業種間で連携して行う新事業への取り組み

等を支援し、地場産業の振興・育成に努めます。 

（オ）地元の豊富な農産物等を活用して加工から販売

までの全てを地域で行う「農商工連携」を推進し、

地元中小企業等の新たな起業や事業拡大に努めま

す。 

 

 ② 商店街の振興 

（ア）中心市街地においては、周辺商店街への回遊性

を高めるため、商店街や関係団体等が「リナシティ

かのや」を活用した街の賑わいづくりに取り組んで

いることから、今後も周辺商店街等が主体となった

商店街活性化や各種イベントの開催など、誘客促進

を図る取組を支援していきます。 

（イ）地域商店街においては、各種イベントの開催や

空き店舗の活用等により地域商店街の活性化と地域

振興に努めます。このため、商工団体との連携を強

化し、地元の食材を活用した地産地消の推進や地域

 

○文言の修正                          

 

 

 

 

 

○(ア)、(ウ)共に商工会議所、商工会等に補助事業で対応し

ているため追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農商工連携による中小企業等の振興を追加 

 

 

 

 

 

○「リナシティかのや」を核とした中心市街地活性化につい

て記述 

 

 

 

 

○表現の変更 

 

 

○食や伝統文化等により、量販店等とは差別化した商店づく
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体となった個店の魅力アップや商店街活性化、各種

活性化イベントの開催など各種ソフト事業を支援し

ていきます。 

 

に根付く伝統や文化を継承・発展させるなど、地域

にとってなくてはならない魅力ある商店街づくりを

支援します。 

（ウ）空き店舗を解消するために、これまでの補助事

業の継続や更なる支援に努めます。 

りに取り組んでいく必要があることから文言を修正 

 

 

○空き店舗対策事業について記述 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第２節 賑わいと活力ある商工業の振興 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 工業の振興 （１）現状・課題 

 経済のグローバル化、国際取引等に対する規制の緩和、

国際的分業体制の構築等により、国内のみならず国際的

な企業間競争が激しさを増す一方、ＩＴ化の急速な進展

により製品開発システムの変革、大幅なコストダウン、

電子商取引による取引先の拡大などにより、生産性の向

上が図られています。また、経済のサービス化・ソフト

化等を背景とし、工業を取り巻く環境は大きく変化して

います。 

 鹿屋市の工業は７割以上が鹿屋地域・吾平地域に集積

しており、食品加工製造業、電子部品・デバイス製造業

を中心とする企業が立地しています。また、わが国の経

済は、緩やかな景気回復の中にあり、製造品出荷額等は、

平成９年以降減少が続いていましたが、電子関係の需要

の増加などに伴い、平成15年度以降、再び増加へ転じて

います。 

  

本市の工業用地については、東九州自動車道・大隅縦

貫道の整備が進むことから、新たな工業の集積地の必要

性や方向性を検討するとともに、全市的なアクセスの改

善、人材の育成、水源・電源対策、情報インフラの充実

など企業ニーズに合致した環境整備を図る必要がありま

す。 

 

 

 また、新たな産業振興の拠点である鹿屋市産業支援セ

ンターの機能充実を図り、センターの大きな柱である第

１次産業を基軸とした食品加工・製造業の起業や事業の

拡大、企業立地の促進など、地域の弱点である第２次産

業（特に製造業）の強化・振興等を図るとともに、各産

業を有機的に連携させる「農商工連携」による内発型産

業を育成し、地域経済及び産業が自立することが求めら

れています。 

 加えて、中小企業が、国内のみならず国外市場をも視

（１）現状・課題 

 経済のグローバル化や国際取引等に対する規制の緩

和、国際的分業体制の構築等により、国内のみならず国

際的な企業間競争が激しさを増す中、ＩＴ化の急速な進

展による製品開発システムの変革、大幅なコストダウン

等より、生産性の向上が図られています。 

このような中、わが国の経済においては、復興需要や

エコカー購入支援などの政策効果等により、経済の回復

基調が持続しているものの、欧州債務問題の深刻化や海

外経済の一段の減速、円高の進行、電力需給の圧迫など、

不透明要因が山積していることに加え、東日本大震災の

影響による国際市場における信用度の低下など、景気は

下振れリスクを抱えている状況にあります。 

 鹿屋市の工業は７割以上が鹿屋・吾平地域に集積して

おり、食品加工・製造業、電子部品・デバイス製造業を

中心とする企業が立地しています。 

 

 今後の企業誘致や地場企業等の立地促進にあたって

は、東九州自動車道や大隅縦貫道の整備に加え、志布志

港の国際バルク戦略港湾の選定など、ハード面での整備

も着実に進んでいることから、新たな工業の集積地の必

要性や方向性を検討するとともに、全市的なアクセスの

改善、人材の育成、水源・電源対策、情報インフラの充

実など企業ニーズに合致した環境整備を図る必要があり

ます。 

 また、鹿屋市産業支援センターの機能を生かしながら、

第１次産業を基軸とした食品加工・製造業の起業や事業

の拡大による６次産業化や農商工連携の推進、企業立地

等による内発型産業の育成、立地企業のアフターフォロ

ーによる企業の経営基盤の強化等により、地域経済の活

性化及び産業の振興を図ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○昨今の経済状況等を踏まえ変更   

 

 

 

 

○経済状況を前段に挿入し、文章を整理 

 

 

 

 

 

○企業誘致、地場企業の立地に関する記述を現状にあわせ修

正 

 

 

 

 

 

 

○今後の取組の方向性に合わせ文言修正及び文章の整理 
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野に入れた事業を展開できるよう支援体制の充実、産業

の高度化を進めることも必要です。 

大隅地域の中核都市として地域経済を牽引する力を備

え維持していくには、地域の特徴を最大限に生かし、第

１次産業を中心とする地域資源を活用した工業の振興を

図ることが必要です。 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 内発型産業の振興 

 （ア）地域資源である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を行いながら、生産

性の向上を図るため「農商工」の連携を推進します。 

 

 （イ）地域振興に資する民間事業活動への支援を進め、

それに伴う雇用拡大を誘引し、活力と魅力ある地域

づくりを進めます。 

 （ウ）地場産業の振興と内発型産業の強化・育成など、

地域経済を支える地場企業の経営基盤の強化を図る

ため、工場の新・増設への支援、新技術や新製品、

新規需要の開拓促進に係る支援等を行います。 

 （エ）本市特有の地域資源であるバイオマスを活用し、

循環型社会の構築を踏まえた産業の活性化を促進し

ます。 

 ② 企業誘致の促進 

 （ア）地場産業の振興や内発型産業の強化・育成に寄

与する企業誘致を促進するため、企業誘致等に関す

る情報収集に努めるとともに、県や関係団体と一体

となった企業誘致活動を展開し、雇用の場の拡大と

地域経済の活性化を目指します。 

 （イ）企業誘致における方針を明確にするとともに、

市場調査の実施や工業団地の必要性の検討、支援制

度の見直し、人材の育成など立地環境を整備するた

めの「企業誘致戦略プラン」を策定します。 

 （ウ）用地取得や雇用促進に対する助成など、誘致企

業への優遇措置等の実施を図ります。 

 

 

本市が大隅地域の中核都市として地域経済の浮揚を図

るためには、本市の地域特性である第１次産業を基軸と

した事業を展開するなど、地域の特徴を最大限に生かし

た工業の振興を図るとともに、国内のみならず国際市場

を視野に入れた事業を展開できるよう、支援体制の充実

を図り、産業の高度化を進めることが必要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 内発型産業の振興 

 （ア）大隅加工技術拠点施設の利用促進や関係機関と

の積極的な連携を図りながら、地域内での起業や事

業拡大等に対する支援を行い、６次産業化や農商工

連携の取組を推進します。 

 （イ）地域振興に資する民間事業活動への支援を進め、

雇用の場を創出するとともに、活力と魅力ある地域

づくりを進めます。 

 （ウ）地場企業の経営基盤の強化を図るため、工場の

新・増設、新技術や新製品の開発、新規需要の開拓

等への支援を行います。 

 

 （エ）本市特有の地域資源であるバイオマスを活用し、

循環型社会の構築を踏まえた産業の活性化を促進し

ます。 

 

 ② 企業誘致の促進 

 （ア）内発型産業の強化・育成に寄与する企業誘致を

促進するため、企業誘致における方針を定めた「企

業立地戦略プラン」に基づき、県や関係団体と一体

となった企業誘致活動を展開します。 

 

 

 

 

（イ）用地取得や雇用促進に対する助成など、誘致企

業への支援を行います。 

 

 

○文言修正及び文章の整理 

○現状を踏まえた工業振興の考え方を記載 

 

 

 

 

 

 

 

○県が整備する大隅加工技術拠点施設を中心に６次産業化、

農商工連携に取り組むことから文言を変更 

 

 

 

○文言の修正 

 

 

○文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（イ）に記載の「企業立地戦略プラン」を（ア）に加え、

文章を整理 

 

○（ア）と統合したため、削除 

 

 

 

 

○文言の修正 
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 （エ）企業誘致における人材確保や地場企業の充実・

強化を図るため、人材育成に資する各種セミナーな

どを開催し、企業の即戦力となる人材の育成・確保

に努めます。 

 （ウ）企業誘致の推進や市内企業の充実・強化を図る

ため、人材育成等に関するセミナー等を開催し、企

業の即戦力となる人材の育成・確保に努めます。 

○文言の修正 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第３節 魅力あふれる観光地の創造 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 鹿屋市には、豊かな自然や歴史・文化を生かした観光

施設や農林水畜産物を生かした食文化など多彩な観光資

源があります。 

 

 しかし、それらの有機的な連携が図られていないこと

などから、ここ数年観光客の減少が続いており、かのや

ばら園の拡充オープン効果による観光客の増大に期待が

寄せられています。一方、宿泊入込客数は観光入込客数

の1/4程度にとどまる状況が見られます。 

 観光旅行の形態は、個人・グループ旅行へと変化し、

その内容も見学型から体験型・滞在型等へと志向の変化

が見られます。また、労働時間の短縮による余暇時間の

増大や高齢化の進行、団塊世代の退職などによる観光需

要の増大が予想されているほか、九州新幹線の全線開業

や東九州自動車道の開通等による観光客の増大、観光消

費の活性化が期待されています。 

 

 今後は、地域の魅力である豊かな自然や「食」を生か

しながら、グリーンツーリズムや体験漁業、森林・環境

体験学習など現代のニーズに即した特色ある事業を展開

するとともに、観光客の満足度を高めリピーターを確保

していくため、快適な滞在を提供する受け入れ体制づく

りを進める必要があります。 

 さらに、団塊世代の退職や東九州自動車道の整備効果

等を十分に享受し、域外から多くの観光客を導くため、

市内や大隅地域の他の観光拠点等との連携・ネットワー

ク化を図りながら、魅力的な観光地や観光ルートづくり、

交流拠点の形成、効果的な宣伝手法の確立などを進める

とともに、人々のもてなしの心と地域資源を融合し地域

全体が観光地として発展できるよう、市民意識の啓発と

人材の育成、民間活力の導入等による継続的な観光産業

の確立を図っていくことが求められます。 

 また、かのやばら園の拡充オープン効果を生かすため、

（１）現状・課題 

鹿屋市には、日本最大規模を誇る「かのやばら園」を

中心に豊かな自然や歴史・文化を生かした観光施設や農

林水畜産物を生かした食文化など多彩な観光資源があり

ます。 

 平成23年3月の九州新幹線全線開業により、薩摩半島を

中心とする本県への観光入込客は増加していますが、本

市及び大隅半島への新幹線全線開業による効果は浸透し

きれていない状況にあります。 

 

 観光旅行の形態は、個人・グループ旅行へと変化し、

その内容も見学型から体験型・滞在型等へと志向の変化

が見られます。また、労働時間の短縮による余暇時間の

増大や団塊の世代が現役を退き、趣味や余暇に時間を割

くことができる人の増加などによる観光需要の増大が予

想されているほか、ＬＣＣの就航や東九州自動車道の開

通等による観光客の増大、観光消費の活性化が期待され

ています。 

 今後は、地域の魅力である豊かな自然や「食」を生か

しながら、グリーンツーリズムや体験漁業、森林・環境

体験学習など現代のニーズに即した特色ある事業を展開

するとともに、観光客の満足度を高めリピーターを確保

していくため、快適な滞在を提供する受け入れ体制づく

りを進める必要があります。 

さらに、団塊世代の退職や東九州自動車道の整備効果

等を十分に享受し、域外から多くの観光客を導くため、

市内や大隅地域の他の観光拠点等との連携・ネットワー

ク化を図りながら、魅力的な観光地や観光ルートづくり、

交流拠点の形成、効果的な宣伝手法の確立などを進める

とともに、人々の「おもてなし」の心と地域資源を融合

し、地域全体が観光地として発展できるよう、市民意識

の啓発と人材の育成、民間活力の導入等による継続的な

観光産業の確立を図っていくことが求められます。 

霧島ヶ丘公園については、周年を通じた集客力向上が

 

○大隅半島を代表する観光施設である「かのやばら園」を追   

 加 

 

 

○九州新幹線全線開業による本市への効果について記述 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢化の進行が直接、観光需要の増大に結びついていない

ことから、表現を修正 

注）LCC（Low Cost Carrier） 

ローコストキャリアの略称で、効率的な運営により低価格

の運賃で運航サービスを提供する航空会社を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の修正   

 

 

 

○霧島ヶ丘公園の誘客機能の充実が必要であることを記述 
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市民主体で進めるまちづくり活動（イベント開催、誘客

促進、商品開発など）をさらに充実させ、相乗的に「ば

らのまちかのや」のイメージの定着化と交流促進による

地域活性化を図っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 魅力ある観光地づくり 

  

 

 

 

 

（ア）日本一を誇るかのやばら園を中心とし、ばらを

活かしたまちづくりの取り組みを市民と行政が一体

となって推進していくことにより、地場産業の振興

や交流人口の拡大を図り、地域経済の活性化につな

げていきます。 

 

 （イ）都会では味わえない農産物の収穫体験や農泊体

験、県立大隅広域公園や吾平山上陵等を生かした観

光など、様々な観光・交流メニューを広域的かつ有

機的に連携させた観光ルートの確立を図ります。 

 

 

 

 

 

求められており、民間資金の活用等も視野に入れた誘客

機能の充実を図っていくことが必要です。 

また、「かのやばら園」は、観光拠点施設としての機能

を強化し、誘客促進につなげるとともに、市民と一体と

なって「ばらを活かしたまちづくり」の活動（イベント

開催、ばらを活かした商品の開発など）をさらに充実さ

せ、相乗的に「ばらのまちかのや」のイメージを市全体

に定着させ、産業振興と交流人口の拡大による地域活性

化を図っていくことが必要です。 

その他、大きな地域資源である鹿屋体育大学を有効に

活用したスポーツ合宿やスポーツキャンプの誘致を推進

することにより、「スポーツのまちかのや」を全国に発信

していくことも重要であり、これらの誘致活動を推進す

るためのスポーツ施設の整備も必要です。 

 

（２）施策の方向 

① 魅力ある観光地づくり 

（ア）平成25年度に観光客増加に向けた取組をまとめ

た「観光戦略プラン（仮称）」を策定し、着実に実施

していくことで、民間宿泊施設が自発的に宿泊施設

の整備を実施する環境を整え、民間の活力を最大限

に活用した宿泊施設の充実・整備を図ります。 

（イ）「かのやばら園」への誘客効果を高めるために、

「ばら園」はもとより、霧島ヶ丘公園を魅力ある観

光施設として機能を充実させるほか、市民との協働

による「ばらを活かしたまちづくり」の取組を強化

することにより、地場産業の振興や交流人口の拡大

を図り、地域経済の活性化につなげていきます。 

（ウ）本市の観光の拠点施設である「かのやばら園」

を核に、県立大隅広域公園、吾平山上陵及び輝北天

球館等、点在する観光施設を結び、域内を周遊する

ルート設定を行うことで誘客を促進する策を実施し

ます。 

（エ）本市の基幹産業である第一次産業を活かした滞

在型観光（グリーンツーリズム）の推進を図ります。 

また、平和教育の場として鹿屋航空基地史料館を

活用した修学旅行の誘致を推進します。 

 

 

○ばら園のグランドオープン効果は終わっているため表現

を修正 

 

 

 

○産業振興の必要性を記述 

 

○スポーツ合宿まちづくり推進事業における鹿屋体育大学

の役割や重要性を記述 

○スポーツ合宿によるまちづくりを推進するための方針を

記述 

 

 

 

 

○市の観光客誘致に向けた方針を明確にし、民間活力を最大

限に活用することを記述 

 

 

 

○ばら園（霧島ヶ丘公園）のソフト・ハード両面での質的向

上が求められていることを記述 

 

 

 

 

○域内周遊ルート設定による誘客促進策を記述  

 

 

 

 

○修学旅行の誘致策の一つとして平和教育への取組を記述 
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 ② 「食」を生かした観光地づくり 

   黒豚、かのやカンパチをはじめとする農林水産物

等の特産品を生かした「食」による観光振興を進め

ます。また、地元出身者との情報交換を行いながら

特産品の開発等を進め、新たな観光資源として生か

すなど、地域経済の活性化につなげていきます。 

 

 

 

 ③ 観光ＰＲの充実 

 （ア）観光パンフレットの作成、物産展の開催や観光

キャンペーンなど観光普及宣伝活動の推進、県特産

品協会及び市物産協会への助成等により、販路拡大

とＰＲ活動の充実を図ります。 

 （イ）旅行業者との連携やバス借上げ等により、観光

客の誘致や観光施設の利用促進を図ります。また、

各種観光イベントの開催等により、観光振興と地域

活性化を目指します。 

 

（オ）地域観光資源（海・山・川）を活かした誘客促

進を図るため、案内看板の設置などによる環境整備

を行います。 

（カ）運動施設等の整備や受入体制の整備を図り、ス

ポーツ合宿等による交流人口の増加を図ります。 

 

 ② 「食」を生かした観光地づくり 

   黒豚、かのやカンパチをはじめとする農林水産物

等の特産品を生かし、地産地消を掲げる飲食店の情

報提供など、観光客のニーズにあった「食」や地元

の人々の「おもてなし」の心による観光振興を進め

ます。 

   また、地元出身者との情報交換を行いながら特産

品の開発等を進め、新たな観光資源として生かすな

ど、地域経済の活性化につなげていきます。 

 

 ③ 観光ＰＲの充実 

（ア）鹿児島中央駅と本市を結ぶ直行バスの運行を今

後も継続し、更なるＰＲを行うことで、九州新幹線

全線開業効果を本市に浸透させる取組を行います。 

（イ）東九州自動車道供用開始に伴い、九州自動車道

主要ＳＡでのキャンペーンの実施や、キャンペーン

中における利用者への特典プレゼント等による誘客

促進を図ります。 

（ウ）これまで実施してきた観光物産フェアやキャン

ペーン等によるＰＲと並行してＳＮＳを活用した観

光情報やグルメ情報、イベント情報等を広く発信す

ることで鹿屋市の知名度・認知度を高める取組を行

います。 

 

○登山、トレッキングなど、自然環境を活用した誘客促進策

を記述 

 

○スポーツ合宿まちづくり推進事業による交流人口の増加

策を実施する必要があること記述 

 

 

 

○具体的な取組を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○九州新幹線全線開業効果を本市へ浸透させる取組を記述 

 

 

○東九州自動車道の供用開始への対応策を記述 

 

 

 

○近年、発達してきたＳＮＳを活用した情報発信を行う必要

があることを記述 

注）SNS（Social Networking Service） 

 ソーシャルネットワーキングサービスの略で、人と人との

つながりを促進・サポートするコミュニティ型のＷｅｂサ

イト。 

 友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場

を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、あるいは「友人の

友人」といったつながりを通じて新たな人間関係を構築す

る場を提供する、会員制のサービスのこと。 
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第６章 活力ある産業が展開するまちづくり 

 第４節 雇用の促進と勤労者福祉の充実 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 地域の雇用の安定は、若年層の定着には欠かせない要素

です。全国的には緩やかな景気の回復により雇用情勢の回

復傾向が見られ、鹿屋市においても企業立地等が進む状況

が見られますが、鹿屋市の有効求人倍率は今なお全国及び

県平均を下回っているなど雇用情勢は好転しているとは言

えず、若年層の地域外流出の要因となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、新たな産業振興の拠点として鹿屋市産業支援

センターを活用し、基幹産業である第１次産業を基軸とし

た第２次・第３次産業の振興を図るとともに、地域の誇る

豊かな自然の恵みや資源、特性を生かした交流人口の拡大

による観光産業の振興など、新たな雇用の場を確保し人口

流出の抑制や就業人口の増大を図ること、また、地域経済

の持続的な発展につなげていくことが求められています。 

 一方、長期的には人口減少や少子高齢化、団塊世代の退

職、就業意識の変化等による労働力不足が予測されること

から、高齢者の就業促進や若者の健全な就業意識の醸成、

仕事と家庭の両立支援、職業紹介機能や職業能力開発の強

（１）現状・課題 

 地域の雇用の安定は、若年層の定着には欠かせない

要素です。全国的には緩やかな景気の回復により雇用

情勢の回復傾向が見られ、鹿屋市においても企業立地

等が進む状況が見られます。 

しかしながら、本市の有効求人倍率は、県平均を上

回ってはいるものの、依然として全国平均を下回る厳

しい状況にあります。 

このことが、若年層の地域外流出の要因となってお

り、地域の雇用情勢が厳しい中で、雇用機会の創出や

地域で求められる人材の育成が課題となっています。 

このような中、本市においては、国県事業を活用し

た失業者等の一時的な雇用・就業機会の創出や鹿屋市

雇用創造協議会における雇用創出のための人材育成な

ど、雇用対策に取り組んでいます。また、平成24年度

からは、鹿屋市雇用創造協議会において、「食と観光」

をテーマに、地域資源を生かした新商品開発、販路開

拓等ができる人材育成による更なる雇用創出に取り組

んでいます。 

国県の基金事業に依存した雇用対策については、事

業期間が限定されていることから、恒常的かつ波及的

な雇用の創出に結びつきにくいという課題もありま

す。 

 そのため、農業生産法人等の育成や、基幹産業であ

る第１次産業を基軸とした第２次・第３次産業の振興、

地域資源を活用した交流人口の拡大などにより、新た

な雇用の場を確保し、人口流出の抑制や就業人口の増

大を図るとともに、地域経済の持続的な発展につなげ

ていく一体的な取組が求められています。 

 

一方、長期的には人口減少や少子高齢化、就業意識

の変化等による労働力不足が予測されることから、高

齢者の就業促進や若者の健全な就業意識の醸成、仕事

と家庭の両立支援、職業紹介機能や職業能力開発の強

 

 

 

 

 

○近年の雇用情勢等に合わせ文言を修正 

 

 

 

 

 

○国県事業を活用した市の施策と課題について記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産業支援センターは、平成19年に４月に設置し、既に５年

経過しているため修正 

○６次産業化の推進に向けた農業生産法人等の育成による

雇用創出について記述 

 

 

 

○団塊世代の削除（現在63歳～65歳） 

※Ｓ22～24年生まれ    
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化、産業構造の変化に対応した再就職の斡旋等を進めてい

くことが求められます。 

さらに、中小企業の従業員・経営者の福利厚生の向上を

図り、ゆとりある勤労者生活を支えるより良い労働環境の

整備や、雇用の促進と安定を図るとともに、女性労働者等

の福祉の増進を図り、仕事と家庭の両立を支援することが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 就業の支援 

 

 

 

 

（ア）求人・求職者間における雇用のミスマッチを解消

するため、国、県等が実施する職業訓練等の情報を提

供し、若年層の地元就職と離職者の再就職のための支

援を行います。  

 

（イ）雇用労働、農業、自営業など、働く場における男

女平等と働きやすい労働環境づくりについて、企業や

市民への啓発、情報提供、相談等を行い、女性や高齢

者、障害者等、誰もが安心して働ける就業環境の整備

を進めます。 

化、産業構造の変化に対応した再就職の斡旋等を進め

ていくことが求められます。 

さらに、中小企業等の従業員・経営者の福利厚生の

向上を図り、ゆとりある勤労者生活を支えるより良い

労働環境の整備や、雇用の促進と安定を図るとともに、

企業の経営基盤、経営体質の強化を進め、強い企業、

魅力ある職場づくりを支援することが求められていま

す。 

 

国県の基金事業 

緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業 

71事業・延べ246人の雇用

を創出 

ふるさと雇用再生特別基

金事業 

31事業・延べ85人の雇用

を創出 

 

鹿屋市雇用創造協議会の取組 

人材育成に関する講座 受講生1,092名 81名が

就業 

就業サポート事業（合同

就職面談） 

213名が出席 35名が就

業 

 

（２）施策の方向 

① 就業の支援 

（ア）市独自の施策として国の試行雇用奨励金制度

を活用し、若年者等を引き続き雇用した事業主に

対し、奨励金を交付することにより雇用の定着を

図ります。    

（イ）求人・求職者間における雇用のミスマッチを

解消するため、国、県等が実施する職業訓練等の

情報を提供し、若年層の地元就職と離職者の再就

職のための支援を行うため、合同就職面談会等を

行い再就職に向けた支援活動を実施します。 

（ウ）雇用労働、農業、自営業など、働く場におけ

る男女平等と働きやすい労働環境づくりについ

て、企業や市民への啓発、情報提供、相談等を行

い、女性や高齢者、障害者等、誰もが安心して働

ける就業環境の整備を進めます。 

 

 

○平成24年度から財団法人から一般財団法人化への移行に

伴い「鹿屋市中小企業勤労者福祉サービスセンター」から

「鹿屋市勤労者サービスセンター」に名称変更し、中小企

業の会員枠が撤廃されたため修正 

○企業の経営強化について記述 

 

 

 

○県の基金事業を活用した実績について記述 

 

 

    

    

    

○鹿屋市雇用創造協議会の取組、実績について記述 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋市独自の就業支援対策を記述 

 

 

 

○雇用のミスマッチの改善策に向けた就業支援対策を記述 
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（ウ）高校生就職準備セミナーなどの実施により就業意

識の醸成を促進します。 

（エ）社会的に弱い立場に置かれている障害者の就業機

会づくりを支援します。 

（オ）高齢者の就業機会の確保・促進などにより、健康

で働く意欲をもった高齢者の知識や技術を生かした就

業を支援します。 

（カ）鹿屋市勤労婦人センターにおいては、ニーズに応

じた一般教養、職業生活及び家庭生活技術に関する講

習会等を実施し、仕事と家庭の両立を支援します。 

（キ）市民生活を支える基盤である安定した雇用の場を

確保するため、鹿屋市産業支援センターを中心に、雇

用吸収力の高い企業の誘致や、時代の変化等に対応で

きる地場産業の振興、内発型産業の育成を図り、新産

業の創出等により雇用の場の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤労者福祉の充実 

 （ア）（財）鹿屋市中小企業勤労者福祉サービスセンター

の会員拡大と中小企業勤労者の福祉の充実を図りま

す。 

 （イ）中小企業の人材確保と従業員の福祉の増進を図り、

企業の発展に寄与するため、中小企業勤労者退職金制

度への加入を奨励していきます。 

 （ウ）鹿屋市勤労婦人センターにおいては、各種サーク

ル活動を支援し、女性労働者等の福祉の増進を図りま

す。 

 

 

（エ）社会的に弱い立場に置かれている障害者の就

業機会づくりを支援します。 

（オ）高齢者の就業機会の確保・促進などにより、

健康で働く意欲をもった高齢者の知識や技術を生

かした就業を支援します。 

（カ）鹿屋市勤労婦人センターにおいては、ニーズ

に応じた一般教養、職業生活及び家庭生活技術に

関する講習会等を実施し、仕事と家庭の両立を支

援します。 

（キ）市民生活を支える基盤である安定した雇用の

場を確保するため、鹿屋市産業支援センターを中

心に、雇用吸収力の高い企業の誘致や、時代の変

化等に対応できる地場産業の振興、内発型産業の

育成を図り、新産業の創出等により雇用の場の確

保に努めます。 

（ク）「食」及び「観光」をテーマに、雇用創出や起

業支援を推進すため、各食材研究会等との連携を

図り、本市の特色ある地域資源と豊富な食材を生

かした商品化、販路開拓、情報発信のできる人材

育成に努めます。 

（ケ）また、本市の基幹産業である農林水産物を基

軸とした生産から加工・流通など一環した取組に

よる農商工連携や６次産業化の推進を図り、農業

生産法人等の雇用創造効果に努めます。 

 

② 勤労者福祉の充実 

（ア）一般財団法人鹿屋市勤労者サービスセンター

の会員拡大と中小企業等勤労者の福祉の充実を図

ります。 

（イ）中小企業等の人材確保と従業員の福祉の増進

を図り、企業の発展に寄与するため、中小企業勤

労者退職金制度への加入を奨励していきます。 

（ウ）鹿屋市勤労婦人センターにおいては、各種サ

ークル活動を支援し、女性労働者等の福祉の増進

を図ります。 

○県が類似事業を実施していることから、市の事業を平成23

年度で廃止したため削除 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

○実践型地域雇用創造事業を活用し、市で展開している事業

内容を記述 

 

 

 

○基幹産業を基軸にした雇用創造が必要なことから追加 

 

  

 

 

 

○一般財団法人化に伴い名称の変更及び会員対象者の枠を

拡げたため修正 
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第７章 共生・協働で進めるまちづくり 

 第１節 共生・協働社会の構築 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

１ 市民参画の推進 （１）現状・課題 

 社会情勢の変化、価値観の多様化などにより、市民の

行政に対するニーズが多様化・複雑化する中で、地域の

発展・向上を図っていくためには、市民・企業・ＮＰＯ

等と行政が一体となってまちづくりのあり方を見直して

いくことが必要です。 

 鹿屋市においては、かのやばら園の運営をボランティ

アやＮＰＯ等の協力により進めているほか、行政に頼ら

ない地域づくりを独自に展開する団体が見られるなど、

市民の自主的な活動が徐々に増えてきています。 

 共生・協働のまちづくりを進めるうえで、「地域は、そ

こに住む住民が自ら考え、行動し、良くしていく必要が

ある」という基本的考え方を醸成していくことが大切で

あり、市民と行政の信頼関係を築くため、開かれた行政

づくりに向けた積極的な情報公開を図っていく必要があ

ります。 

 このため、鹿屋市では、これまでも広報や市勢要覧、

ホームページ、コミュニティＦＭ放送による市民への情

報提供を進めてきましたが、今後は、より一層、市民ニ

ーズを幅広く市政に反映させることが重要であることか

ら、各種計画の策定から実施に至る過程においての市民

意向調査やパブリックコメントなど、広聴手段の充実に

努め、活発な情報交流の場を確保していくことが必要で

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 共生・協働のまちづくり推進のための仕組みや体

制の構築 

市民との「共生・協働のまちづくり」に対応する

ため、公共サービス提供にかかる市民・企業・ＮＰ

Ｏ等と行政との役割分担を明確にして、地域が有す

る人材などを有効に活用するとともに、市民意識の

高揚を目的とした学習機会の提供や職員研修を充実

させるなど、市民と行政が相互に補完し、共生・協

（１）現状・課題 

 社会情勢の変化、価値観の多様化などにより、市民の

行政に対するニーズが多様化・複雑化する中で、地域の

発展・向上を図っていくためには、市民・企業・ＮＰＯ

等と行政が一体となってまちづくりのあり方を見直して

いくことが必要です。 

 鹿屋市においては、かのやばら園の運営をボランティ

アやＮＰＯ等の協力により進めているほか、行政に頼ら

ない地域づくりを独自に展開する団体が見られるなど、

市民の自主的な活動が増えてきています。 

 共生・協働のまちづくりを進めるうえで、「地域は、そ

こに住む住民が自ら考え、行動し、良くしていく必要が

ある」という基本的考え方を醸成していくことが大切で

あり、市民と行政の信頼関係を築くため、開かれた行政

づくりに向けた積極的な情報公開を図っていく必要があ

ります。 

 このため、鹿屋市では、これまでも広報紙、     

ホームページ、コミュニティＦＭ放送による市民への情

報提供を進めてきましたが、今後は、より一層、市民ニ

ーズを幅広く市政に反映させることが重要であることか

ら                         

                、広聴手段の充実に

努め、活発な情報交流の場を確保していくことが必要で

す。 

 

（２）施策の方向 

 ① 共生・協働のまちづくり推進のための仕組みや体

制の構築 

市民との「共生・協働のまちづくり」に対応する

ため、市民と行政が対等な立場で、補完性の原則に

基づき、市民・企業・ＮＰＯ等と行政との役割分担

を明確にして、地域が有する人材などを有効に活用

するとともに、市民意識の高揚を目的とした学習機

会の提供や職員研修を充実させるなど、共生・協働

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○パブリックコメントは既に実施しており一定の成果を上

げている。今後は、全体的に広聴機能の充実が必要である

ことから、削除 

 

 

 

 

 

 

○平成22年1月に「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり指

針」を作成しており、指針に基づいた文言に変更 

 

 

○文言の整理（同一の文章で「補完性の原則」と「相互に補
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働のまちづくりを進めるための仕組みや体制を構築

します。 

 

 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 

 （ア）まちづくりや地域活動を実施する町内会やボラ

ンティア団体、ＮＰＯ等の活動促進を図るために、

活動団体からの運営相談や要望等に対応する体制な

らびに各団体間の連携・交流を促進するための体制

を構築します。 

 （イ）共生・協働のまちづくりの担い手である町内会

やボランティア団体、ＮＰＯ等の活動を支援するた

めに「公募型協働事業」・「市民活動保険制度」など

の導入を進めます。 

 

 ③ 広報・広聴活動の充実 

  広報かのや、市ホームページ、コミュニティＦＭ放

送等を活用して、的確でわかりやすい情報提供や積極

的な情報公開を行い、広報啓発活動を充実させるとと

もに、パブリックコメントを実施し、広聴活動の充実

を図ります。 

 

のまちづくりを進めるための仕組みや体制を構築し

ます。 

 

 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 

 （ア）まちづくりや地域活動を実施する町内会やボラ

ンティア団体、ＮＰＯ等の活動促進を図るために、

活動団体からの運営相談や要望等に対応する体制な

らびに各団体間の連携・交流を促進するための体制

を構築します。 

 （イ）市民活動が行いやすい環境づくりとして、人材

の育成や活動場所の提供、活動の支援を推進すると

ともに、市民参画制度の充実を目指します。 

 

 

 ③ 広報・広聴活動の充実 

  広報かのや、市ホームページ、コミュニティＦＭ放

送等を活用して、的確でわかりやすい情報提供や積極

的な情報公開を行い、広報啓発活動を充実させるとと

もに、              広聴活動の充実

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完」が重なるため、後者を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「公募型協働事業」・「市民活動保険制度」として「パート

ナーシップ推進事業」、「市民活動総合補償制度」を導入し

たため、削除 

○平成22年１月に「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり指

針」を作成しており、指針に基づいた文言に変更 

 

 

 

 

○パブリックコメントは既に実施しており一定の成果を上

げている。今後は、全体的に広聴機能の充実が必要である

ことから、削除 
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第７章 共生・協働で進めるまちづくり 

 第１節 共生・協働社会の構築 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

２ 地域コミュニティ

活動の推進 

（１）現状・課題 

 防犯、災害等への対応や青少年の育成など身近な課題

に対処していくとともに、地域を活性化していくために

は、町内会をはじめ、老人クラブ、女性団体、青年団、

子ども育成会などの地域コミュニティの役割は重要で

す。 

 また、市民の社会参加活動への関心が高まっており、

社会福祉や環境保全をはじめとした様々な分野におい

て、地域コミュニティ単位での自主的な活動が盛んにな

ってきています。 

 しかしながら、地域コミュニティの核となる町内会組

織については、活動拠点となる公民館の整備・改修、有

線放送施設等の整備など、活動への支援を進めています

が、市民の価値観の多様化や都市化による未加入者の増

加、過疎化による構成員の減少、高齢化などによる活動

の停滞が見られます。 

 このようなことから、地域の現状や特性を踏まえ、活

動を維持・継続できる規模への再編の促進などにより、

幅広い世代間の活動・交流が活発に行われ、ふれあいと

愛着を感じるようなコミュニティづくりに向けた支援策

の充実が求められています。 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 地域コミュニティ活動の推進 

 

 （ア）町内会運営を円滑に行うために、町内会組織の

統合・再編を促進し、活動内容の充実を図ります。 

 

 （イ）活動事例等の資料の提供を積極的に行い、各種

研修会を実施し、コミュニティ活動の推進を図りま

す。 

 

（１）現状・課題 

 防犯、災害等への対応や青少年の育成など身近な課題

に対処していくとともに、地域を活性化していくために

は、町内会をはじめ、高齢者クラブ、女性団体、青年団

体、子ども育成会、ＮＰＯなどの各種市民活動団体の役

割は重要です。 

 また、市民の社会参加活動への関心が高まっており、

社会福祉や環境保全をはじめとした様々な分野におい

て、地域コミュニティ単位での自主的な活動が盛んにな

ってきています。 

 しかしながら、地域コミュニティの核となる町内会組

織については、活動拠点となる公民館の整備・改修   

         など、活動への支援を進めています

が、市民の価値観の多様化や都市化による未加入者の増

加、過疎化による構成員の減少、高齢化などによる活動

の停滞が見られます。 

 このようなことを踏まえ、鹿屋市においては、平成22

年１月に「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり指針」

を策定し、市民と行政とのパートナーシップで進める地

域づくりの新しい仕組みとして、市の区域を一定の地域

に分け、地域の住民代表的な組織をつくり、自主的に地

域課題を解決する活動やより良い地域まちづくりを推進

していくことが求められています。 

 

（２）施策の方向 

「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり基本指針」

に基づくまちづくりの推進 

（ア）地域コミュニティづくりのために、地域の核と

なる町内会組織の統合・再編を促進し、活動内容の

充実を推進します。 

（イ)町内会と市民活動団体との連携から「地域力の向

上」を創出する地域コミュニティを推進します。 

 

 

 

 

 

○平成22年１月に「鹿屋市共生・協働で進めるまちづくり指

針」を作成しているため、指針に基づいた文言に変更（以

下、同じ） 

 

 

 

 

 

 

○防災行政無線施設の整備に移行する予定であるため、削除 
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(ウ)共生・協働の理念に基づいた社会を構築し、自立

した住民自治を確立していくために、コミュニテ

ィ・プラットフォーム（近隣自治組織）の構築を推

進します。 
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第７章 共生・協働で進めるまちづくり 

 第１節 共生・協働社会の構築 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

３ 男女共同参画社会

づくり 

（１）現状・課題 

 少子高齢化の進展、家族形態の多様化、産業・就業構

造の変化など、        社会環境の大きな変化

に対応し、豊かで活力ある地域をつくるために男女共同

参画社会の実現は重要課題となっています。 

 しかし、長い歴史の中で培われた「男は仕事、女は家

庭」といった固定的な男女の役割分担意識が未だ根強く

残っており、この性別役割分担意識からくる男女間格差

や政策・方針決定過程への男女共同参画の取り組みの遅

れなど、様々な問題があります。 

 旧鹿屋市においては、平成13年度に、男女共同参画推

進の指針となる「かのや男女共同参画プラン」を策定し、 

                          

   総合的かつ計画的な施策の取り組みを図っていま

すが、時代潮流や市民ニーズを考慮しながらプランの見

直しを行い、さらに充実した取り組みを進めていく必要

があります。 

 また、今後は、フォーラムや公開講座の開催など市民

と行政が一体となった取り組み            

       を積極的に進めていくことが必要であ

り、社会のあらゆる分野で男女が互いに人権を尊重し、

性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女

共同参画社会を実現していくことが重要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 男女の人権の確立 

   男女共同参画社会形成のため、性別にとらわれな

い視点に立った教育の推進を図り、性別による固定

的な役割分担意識や慣行の見直しについて、広報・

啓発活動を積極的に実施します。 

 

 

 

 

（１）現状・課題 

 少子高齢化の進展、人口減少や経済社会のグローバル

化、家族や地域社会の変化など、社会環境の大きな変化

に対応し、豊かで活力ある地域をつくるために男女共同

参画社会の実現は重要課題となっています。 

 しかし、長い歴史の中で培われた「男は仕事、女は家

庭」といった固定的な男女の役割分担意識が未だ根強く

残っており、この性別役割分担意識からくる男女間格差

や政策・方針決定過程への男女共同参画の取組の遅れな

ど、様々な問題があります。 

 鹿屋市においては、平成21年３月に、男女共同参画推

進の指針となる「かのや男女共同参画プラン」を策定し、

「男女がお互いに認め合い、ともに創り・育てるまち」

をめざし、総合的かつ計画的な施策の取組を図っていま

すが、時代潮流や市民ニーズを考慮しながら施策の見直

しを行い、さらに充実した取組を進めていく必要があり

ます。 

 また、今後は、講演会や各種研修会等の開催など市民

と行政が一体となり、男女共同参画を社会全体に理解・

浸透させる取組を積極的に進めていくことが必要であ

り、社会のあらゆる分野で男女がお互いに人権を尊重し、

性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女

共同参画社会を実現していくことが重要です。 

 

（２）施策の方向 

 ① 人権尊重の視点に立った男女平等意識の確立 

   男女共同参画社会形成のため、性別にとらわれな

い視点に立った教育・学習の推進を図り、性別によ

る固定的な役割分担意識や慣行の見直しについて、

広報・啓発活動を積極的に実施します。 

   また、あらゆる暴力は、重大な人権侵害であると

いう認識を高めるための広報・啓発活動を実施しま

す。 

 

 

○新たに平成21年３月に「かのや男女共同参画プラン」を策

定したことに伴う文言の変更 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

○新たに平成21年３月に「かのや男女共同参画プラン」を策

定したことに伴う文言の変更 

 

 

○字句の訂正 

 

 

○広報、啓発活動の実施方法の見直しによる変更 

 

 

 

 

 

 

 

○新たに平成21年３月に「かのや男女共同参画プラン」を策

定したことに伴う文言の変更 
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 ② 男女がともに安心して暮らせる環境の整備 

男女を問わず家事・育児・介護等の家庭活動を担

い、仕事との両立ができるよう就業支援や雇用環境

の整備を図り、多様なライフスタイルに対応できる

支援体制を整備します。 

 

 ③ 男女共同参画による地域社会づくり 

   家庭・地域・職場・学校など社会のあらゆる分野

での男女共同参画の推進と、政策・方針決定過程へ

の女性の参画を図り、市民と行政が一体となった取

り組みを積極的に推進します。 

 

 ② 男女がともに安心して暮らせる環境の整備 

   男女を問わず家事・育児・介護等の家庭生活を担

い、仕事との両立ができるよう就業支援や労働環境

の整備を図り、多様なライフスタイルに対応できる

支援体制を整備します。 

 

 ③ 男女共同参画による活力ある地域づくりの推進 

   家庭・地域・職場・学校など社会のあらゆる分野

での男女共同参画の推進と政策・方針決定過程への

女性の参画を図り、市民と行政が一体となった取組

を積極的に推進します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

○新たに平成21年３月に「かのや男女共同参画プラン」を策

定したことに伴う文言の変更 
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第７章 共生・協働で進めるまちづくり 

 第２節 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 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 平成12年の「地方分権一括法」の施行を契機とする、

地方分権の着実な進展は、地方自治体に市民本位・市民

主体の自治の再構築とともに、自己決定・自己責任によ

る行政運営を求めています。 

 また、多様化・複雑化する市民ニーズへの対応や地方

分権の進展に伴う国や県からの権限移譲事務の増加な

ど、地方自治体の業務はますます複雑化・高度化してき

ている一方で、地方財政制度の抜本的な見直しに伴う補

助金や地方交付税の削減は、地方財政に大きな影響を与

えています。 

 

 

 

 

 

 鹿屋市では、合併後、直ちに「行政経営改革大綱」を

策定し、これに基づいた行財政改革を推進してきました

が、低迷する地域経済や高齢化の進行などによる税収の

伸び悩み、扶助費・医療費などの社会保障費の増加に加

え、地方交付税の削減などにより財政の硬直化が進んで

います。 

 

 

 今後は、人件費の抑制や、行政評価システムの確立に

よる事務事業の効率的・効果的な実施、公共的サービス

の民間委託など、さらなる行財政改革の推進による歳出

の抑制に加え、安定した自主財源の確保に努め、市民サ

ービスの質と量を確保していくことが求められていま

す。 

 そして、「歳入に見合った歳出」の原則を堅持し、健全

な財政基盤の確立を図るため、事務事業の見直しとあわ

せて、徹底した歳出削減に努め、自主財源を確保するた

め市税等の収納率向上に取り組む必要があります。 

（１）現状・課題 

平成12年の「地方分権一括法」の施行を契機とする地

方分権の流れは、平成22年に閣議決定された「地域主権

戦略大綱」において地方自治体の裁量や権限の拡充が明

記され、大きく進展することとなりましたが、一方で、

これまで以上に地域が自らの責任と判断でまちづくりを

行っていくことが強く求められることとなりました。 

また、我が国の社会経済情勢の見通しは世界的な金融

システムの不安定化や復興途上にある東日本大震災の影

響等により依然として不透明であり、地方自治体を取り

巻く行財政環境は厳しさを増しています。 

このため地方自治体においては、多様化・高度化する

住民ニーズや地域主権改革に伴う国からの権限移譲事務

の増加等に対応できる効率的な組織体制及び足腰の強い

財政基盤を構築していくことが喫緊の課題となっていま

す。 

鹿屋市では平成22年７月に「第２次鹿屋市行政経営改

革大綱」を策定し、組織見直しや定員適正化の推進、市

民の視点を生かした事務事業の見直し等に取り組んでい

ますが、地域経済の低迷や高齢化の進行により、税収の

伸び悩みや扶助費・医療費など社会保障費の増加、更に

は「合併算定替」の終了に伴う地方交付税の大幅な減に

より、財政の硬直化が、なお一層進むことへの懸念が高

まっています。 

したがって、今後も本市が市民サービスの質を維持向

上させ、都市間競争が激化する中で地域の資源や特性を

生かした特色あるまちづくりを実現していくためには、

「歳入に見合った歳出」の原則を堅持し、健全な財政基

盤を確立するとともに、限られた財源を重点的・効率的

に配分していくことが不可欠です。 

そのためには市税等の収納率向上の取組を強化し、滞

納額の解消に努めるなど自主財源の確保に努めることは

もとより、外部の視点を取り入れた事務事業の徹底的な

見直しや、類似・重複する財産の整理、民間委託の積極

 

○社会情勢の変更に伴う文言の整理 

・平成22年６月に地域主権戦略大綱が閣議決定され、「義務

付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」、「基礎自治体

への権限移譲」、「地方自治法の抜本見直し」等を進めてい

くための関連法の整備 

・平成23年夏以降、急速な円高の進行とヨーロッパ債務危機

による世界経済の減速により、景気の下振れが懸念 

（平成24年度地方財政白書） 

・東日本大震災の復興財源確保に係る国の歳出削減や復興債

発行に伴う後年度負担等による地方財政への影響が懸念

（H23.６ 参議院調査室） 

 

 

 

 

○平成22年７月に「第２次鹿屋市行政経営改革大綱」を策定

したため、文言を変更 

 

 

 

○合併算定替の終了に対応するための取組が必要であるこ

とから、文言を追加 

 

 

 

 

 

 

 

○平成22年９月から平成24年７月にかけて市民による「事務

事業仕分け」を実施し、その結果等を踏まえた見直しを行

っているが、今後も引き続き外部（市民や専門家等）の視

点を取り入れた事務事業の評価・見直し作業を進める必要
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また、地方分権の進展に伴い、都市間競争が激化してい

く中で、地域の資源や特性を生かした特色あるまちづく

りとともに、限られた財源の中で、多様化・複雑化する

住民ニーズへの対応が求められています。 

 このため、分権時代にふさわしい創造的能力を備えた

人材の育成が求められています。 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 経営感覚に基づく行政経営の実現 

 （ア）限られた財源の中で最大の効果を上げるため、

行政評価システムを確立し、         こ

れまで以上に施策・事業の選択と集中を図り、市民

の視点に立った成果を重視する行政運営に転換する

とともに、適切な進行管理を行っていきます。 

 （イ）社会情勢の変化に伴い多様化・複雑化する市民

ニーズに的確に対応していくため、適宜に行政組織

の見直しを行い、迅速な意思決定、市民ニーズへの

迅速な対応などの観点に基づく、市民に分かりやす

い柔軟で即応性に優れた組織機構の構築に努めま

す。また、効率的で効果的な本庁と支所の役割を構

築するための必要な見直しを行います。 

 （ウ）多様化・高度化する市民ニーズに対応するとと

もに、分権時代にふさわしい、創造的能力     

        を備えた職員を育成していくため、自

己研さん意欲を高める研修の充実等に努めるととも

に、総合的な人事評価システムの構築などにより、

人事管理全般の見直しを進めます。 

   また、給与制度については、より職務や職責、業

績を重視した新たな制度の確立を図ります。 

 

 

 

 

 

的な活用や市民との共生・協働の推進による行政コスト

の抑制といった取組を、より一層強化していくとともに、

これらの多様な課題を解決できる柔軟な発想と高度な政

策形成能力を備えた人材を育成していく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

 ① 経営感覚に基づく行政経営の実現 

 （ア）限られた財源の中で最大の効果を上げるため、

外部の視点を生かした事務事業の見直しにより、こ

れまで以上に施策・事業の選択と集中を図り、市民

目線に立った成果重視の行政運営に転換するととも

に、適切な進行管理を行っていきます。 

（イ）社会情勢の変化に伴い多様化・高度化する市民

ニーズに的確に対応していくため、適宜に行政組織

の見直しを行い、より迅速な意思決定と対応を重視

した、市民に分かりやすい柔軟で即応性に優れた組

織機構の構築に努めます。また、効率的で効果的な

本庁と支所の役割を構築するための必要な見直しを

行います。 

 （ウ）市民の負託に応え、分権時代にふさわしい、柔

軟な発想と高度な政策形成能力を備えた職員を育成

していくため、自己研さん意欲を高める研修の充実

等に努めるとともに、総合的な人事評価システムの

構築などにより、人事管理全般の見直しを進めます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

があることから、文言を変更（行政評価と事業仕分け、ど

ちらの手法でも採れるよう「外部の視点を取り入れた～」

の表現とした。） 

○財産の整理…「鹿屋市公有財産の利活用に関する方針」（平

成23年10月）及び「公の施設における管理運営方法の見直

しについて」（平成23年１月行革総括会議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

○「視点」の文言が繰り返されるため文言を変更 

○第２次行革大綱における文言と統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○表現をより具体的にするため、文言を変更 

 

 

 

 

 

○給与制度については、平成23年度に適正化を図ったところ

であり、現段階では、適正な制度、運用となっているため

削除 
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 ② 行政の担うべき役割の重点化と市民との協働の推

進  

 （ア）社会経済情勢の変化に伴う行政需要の増加に対

応し、簡素で効率的な行財政運営を行うため、公共

的なサービスの提供にかかる行政と市民・民間事業

者等との役割分担を明確にし、行政が担うべき役割

の重点化とともに、市民等との協働、民間事業者等

の活力の活用を進めます。 

 （イ）総合計画で示された施策の立案、選択、実施に

当たっては、市民と行政のパートナーシップを踏ま

えた取り組みを進めます。 

 （ウ）「公の施設」の役割の      見直しや統廃

合を進め、施設の民間への処分も含め、積極的に施

設管理運営の見直しを進め、        低コ

ストで適正なサービスが提供できると判断された施

設について、指定管理者制度を導入するとともに、

ＰＦＩ制度を活用した事業の導入などの検討を進め

ます。 

 

 ③ 自主性・自立性の高い財政運営の確保 

 （ア）歳入規模に応じた計画的な事業の実施や行政評

価システムの確立による効率的・効果的な事務事業

の実施などとともに、人件費の抑制、財産の有効活

用などによる経費の節減・合理化に努め、柔軟性の

高い財政構造への転換を図ります。 

 （イ）第１次産業を基軸とした第２次・第３次産業の

振興による地域経済の活性化による安定した税源の

確保とともに、市税の適正・公正な賦課に努め、課

税に対する市民の理解と信頼性を高め、徴収率の向

上による税収の確保に努めます。 

 （ウ）受益者負担の原則に基づく、使用料・手数料・

分担金などの適正化を進めます。 

 （エ）現在実施しているホームページや広報かのやへ

の有料広告の掲載などに加え、新たな財源の確保に

向けた検討を進めます。 

 （オ）「財政健全化法」への対応を視野に入れながら、

健全な財政運営を行っていきます。 

 ② 行政の担うべき役割の重点化と市民との協働の推

進  

 （ア）社会経済情勢の変化に伴う行政需要の増加に対

応し、簡素で効率的な行財政運営を行うため、公共

的なサービスの提供に係る行政と市民・民間事業者

等との役割分担を明確にし、行政が担うべき役割の

重点化とともに、市民等との協働、民間事業者等の

活力の活用を進めます。 

 （イ）総合計画で示された施策の立案、選択、実施に

当たっては、市民と行政のパートナーシップを踏ま

えた取組を進めます。 

 （ウ）「公の施設」の用途や配置状況等を見直し、統廃

合や民間への貸付・譲渡   も含め、    施

設管理運営の見直しを着実に進めます。また、低コ

ストで適正なサービスが提供できると判断された施

設については、指定管理者制度をはじめ民間活力や

市民との共生・協働の取組を積極的に導入していき

ます。 

 

 ③ 自主性・自立性の高い財政運営の確保 

 （ア）歳入規模に応じた計画的な事業の実施や行政評

価システム等を活用した効率的・効果的な事務事業

の実施などとともに、人件費の抑制、財産の有効活

用などによる経費の節減・合理化に努め、柔軟性の

高い財政構造への転換を図ります。 

 （イ）第１次産業を基軸とした第２次・第３次産業の

振興による地域経済の活性化による安定した税源の

確保とともに、市税の適正・公正な賦課に努め、課

税に対する市民の理解と信頼性を高め、徴収率の向

上による税収の確保に努めます。 

 （ウ）受益者負担の原則に基づく、使用料・手数料・

分担金などの適正化を進めます。 

 （エ）現在実施しているホームページや広報かのやへ

の有料広告の掲載などに加え、新たな財源の確保に

向けた施策の導入を進めます。 

 （オ）「財政健全化法」に対応した健全な財政運営を行

っていきます。 

 

 

 

 

○字句の訂正 

 

 

 

 

 

○字句の訂正 

○「公の施設における管理運営方法の見直しについて」（平

成23年１月行革総括会議決定）に基づく文言の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行政評価結果の公表及び市民による事務事業仕分けのい

ずれも取組実績があるため、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○文言の変更 
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第７章 共生・協働で進めるまちづくり 

 第３節 広域行政の推進 

項  目 現状・課題及び施策の方向（前期基本計画） 現状・課題及び施策の方向（後期基本計画） 変更した理由 

 （１）現状・課題 

 経済の発展や交通網の充実、情報通信手段の発達など

による市民の活動範囲の広がりにより、従来からの県や

市町村という行政区域を越えた人・モノ・情報の交流に

対応する広域的なサービスの提供が求められています。 

 このような中、大隅地域においては東九州自動車道の

開通や九州新幹線全線開通など、さらなる交通体系の充

実により、人・モノ・情報の交流の活発化・広域化がさ

らに進んでいくことが予想され、このような、行政ニー

ズの広域化や、市民ニーズの多様化・複雑化に対応して

いくため、周辺市町が広域的に連携し、相互に役割分担

することで効率的かつ効果的な行政サービスを提供して

いく必要性がこれまで以上に高まってきています。 

 鹿屋市は、大隅地域の中心的な都市として大隅地域全

体の発展をリードしていくため積極的に近隣の市町と連

携しつつ、広域行政を推進していくことが求められてい

ます。 

 これまで、大隅地域では鹿屋市を中核都市とする４市

５町による「大隅広域市町村圏」の設定や「地方拠点都

市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する

法律」に基づく「大隅地方拠点都市地域」の指定などを

受け、「大隅広域市町村圏計画」や「大隅地方拠点都市地

域基本計画」に基づく広域的な取り組みを推進してきま

した。 

 また、宮崎県串間市、南郷町         を含 

む大隅半島６市６町で「半島振興法」に基づく地域指定

を受け、「半島振興計画」に基づく地域振興を図ってきま

した。 

 特に、大隅地域４市５町では、一般廃棄物処理や火葬

場、消防、介護保険などの事務をその性格に応じて一部

事務組合方式により広域的な処理に努めてきたところで

す。 

 今後は、これらの広域的な取り組みを着実に推進して

いくとともに、さらなる効率的・効果的な運営を目指し

（１）現状・課題 

 経済の発展や交通網の充実、情報通信手段の発達など

による市民の活動範囲の広がりにより、従来からの県や

市町村という行政区域を越えた人・モノ・情報の交流に

対応する広域的なサービスの提供が求められています。 

 このような中、大隅地域においては東九州自動車道の

開通や九州新幹線全線開業など、さらなる交通体系の充

実により、人・モノ・情報の交流の活発化・広域化がさ

らに進んでいくことが予想され、このような、行政ニー

ズの広域化や、市民ニーズの多様化・複雑化に対応して

いくため、周辺市町が広域的に連携し、相互に役割分担

することで効率的かつ効果的な行政サービスを提供して

いく必要性がこれまで以上に高まってきています。 

 鹿屋市は、大隅地域の中心的な都市として大隅地域全

体の発展をリードしていくため積極的に近隣の市町と連

携しつつ、広域行政を推進していくことが求められてい

ます。 

 これまで、大隅地域では鹿屋市を中核都市とする４市

５町による「大隅広域市町村圏計画」や「大隅地方拠点

都市地域基本計画」に基づく広域的な取組を「大隅総合

開発期成会」を中心に推進してきましたが、これに加え

て、平成21年10月に鹿屋市を中心市として３市５町で「大

隅定住自立圏推進協議会」を設置し、総務省の定住自立

圏構想を推進してきたところです。 

 また、宮崎県串間市、日南市、鹿児島市（一部）を含

む大隅半島７市５町で                

   「半島振興計画」に基づく地域振興を図ってきま

した。 

 特に、大隅地域４市５町では、一般廃棄物処理や火葬

場、消防、介護保険などの事務をその性格に応じて一部

事務組合方式により広域的な処理に努めてきたところで

す。 

 今後は、これらの広域的な取組を着実に推進していく

とともに、さらなる効率的・効果的な運営を目指した一
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○広域市町村圏は要綱が廃止され、地方拠点都市地域は制度

創設から一定期間経過しているため、表現を簡素化し、推

進母体となっている期成会を明記した文言に変更 

 

○平成20年度に総務省が新たな施策として定住自立圏を打

ち出し、本市地域も推進しているため、文言を追加 

 

○制度創設移行後一定期間経過しているため表現の簡素化

した文言に変更 
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た一部事務組合の統合や広域化を進めていくことが必要

です。 

 また、高速道や新幹線など高速交通体系の整備効果を

地域に波及させるための取り組みなど地域全体の活性化

に向けた取り組みが求められています。 

 

（２）施策の方向 

 （ア）鹿児島県が、県下の10万都市を「地域中核都市」

として位置づけ、県都鹿児島市と10万都市のネット

ワークの構築による県土の均衡ある発展を目指して

いるなど、大隅地域における鹿屋市の拠点都市とし

ての役割を果たすため、積極的に広域行政を展開し

ていきます。 

 （イ）東九州自動車道や大隅縦貫道の早期完成に向け

た取り組みを周辺市町と一体となって進めるととも

に、高速交通体系の整備や新幹線の全線開通がもた

らす効果を地域全体で享受するための広域観光の取

り組みなどを進めます。 

 （ウ）効率的・効果的な広域行政を推進するため、一

部事務組合の統合や広域化            

              を関係市町と協力しなが

ら進めます。 

 （エ）大隅地方拠点都市地域の顔として、リナシティ

かのやを中心とした中心市街地の活性化の取り組み

を進め、魅力ある都市形成を図ります。 

 （オ）高速交通体系の整備や新幹線の全線開通がもた

らす効果を地域全体で享受するための広域観光の取

り組みなどを進めるとともに、観光拠点となるかの

やばら園のさらなる機能の強化・充実に向けた取り

組みを進め、市内・市外の観光拠点とのネットワー

クの形成を図ります。 

 

部事務組合の統合や広域化を進めていくことが必要で

す。  

 また、高速道や新幹線など高速交通体系の整備効果を

地域に波及させるための取組など地域全体の活性化に向

けた取組が求められています。 

 

（２）施策の方向 

 （ア）鹿児島県が、県下の10万都市を「地域中核都市」

として位置づけ、県都鹿児島市と10万都市のネット

ワークの構築による県土の均衡ある発展を目指して

いるなど、大隅地域における鹿屋市の拠点都市とし

ての役割を果たすため、積極的に広域行政を展開し

ていきます。 

 （イ）東九州自動車道や大隅縦貫道の早期完成に向け

た取組を周辺市町と一体となって進めるとともに、

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な

どを進めます。 

 （ウ）効率的・効果的な広域行政を推進するため、一

部事務組合の施設の老朽化等を踏まえ、今後の一部

事務組合の在り方の見直しを関係市町と協力しなが

ら進めます。 

 （エ）大隅地方拠点都市地域の顔として、リナシティ

かのやを中心とした中心市街地の活性化の取組を進

めます。 

 （オ）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

組などを進めるとともに、観光拠点となるかのやば

ら園のさらなる機能の強化・充実に向けた取組を進

め、市内・市外の観光拠点とのネットワークの形成

を図ります。 
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○し尿処理場の老朽化や負担金の縮減の観点等から、肝付東

部衛生処理組合や曽於北部衛生処理組合の構成市町の見

直しを行う必要があるため、文言を追加 

 

○都市形成としてのハード整備は具体的な施設等の整備の

予定がないため、文言を整理 

 

○字句の訂正 
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