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    １　市街地中心地区（古前城町、本町、新栄町、朝日町、向江町、共栄町、北田町、大手町、西大手町、曽田町、

　　　　　　　　　　　　　白崎町、王子町、打馬１～２丁目、下祓川町、西祓川町

    ９　古江・花岡地区（小野原町、天神町、船間町、古江町、古里町、白水町、海道町、花岡町、根木原町、花里町、
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２ 地域別計画（案） 

 

 第１節 鹿屋地域 

項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

１ 市街地中心地区 

（古前城町、本町、新

栄町、朝日町、向江町、

共栄町、北田町、大手

町、西大手町、曽田町、

白崎町、王子町、打馬

１～２丁目、下祓川町、

西祓川町） 

    

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    

～～～～    拠点都市拠点都市拠点都市拠点都市のののの顔顔顔顔、、、、ひひひひ

とがふれあうとがふれあうとがふれあうとがふれあう賑賑賑賑わいわいわいわい

のまちのまちのまちのまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、古くから、官公庁や公共施設、業務機

能などが集積する大隅地域の政治、経済、文化の中心

としての役割を担ってきており、近年の市街地再開発

事業などにより、減少傾向が続いていた地区人口も微

増に転じ、賑わいを創出してきています。 

また、国道269号、504号などの主要道路の結節点と

いう利便性を踏まえて、地域唯一の公共交通機関であ

る路線バスや空港バス、市街地巡回バスの発着地点と

なっているなど、交通の要衝としての機能も高まって

きています。 

今後は、リナシティかのやなどの集客機能を十分に

生かした様々な交流の促進とともに、周辺の商店街に

おける空店舗対策や販売促進等の商業の活性化が課題

となっています。 

 

また、生活雑排水などによる河川の水質汚濁や公営

住宅の老朽化に伴う改善などが課題となっており、さ

らなる都市機能の充実による鹿屋市、そして大隅地域

の顔としての機能の強化が求められています。 

 

○ 主要な施設 

鹿児島地方検察庁鹿屋支部、鹿児島県大隅地域

振興局、中央公民館、図書館、文化会館、中央

公園、体育館、武道館、保健相談センター、鹿

屋市社会福祉協議会、 

リナシティかのや、産業支援センター、ハロー

ワークかのやなど 

 

 

 

（２）基本方向 

大隅地域の拠点都市の顔として、集客力のある魅力

あるまちづくりを推進するため、関係機関等との連携

のもとでの起業支援や空店舗対策の取り組み、商店街

の各種団体等と協働した様々なイベント等の開催と駐

車場の利用促進、市民交流センター（リナシティかの

（１）地区の現状・課題 

この地区は、古くから、官公庁や公共施設、業務機

能などが集積する大隅地域の政治、経済、文化の中心

としての役割を担ってきており、近年の市街地再開発

事業などにより、減少傾向が続いていた地区人口も微

増に転じ、賑わいを創出してきています。 

また、国道269号、504号などの主要道路の結節点と

いう利便性を踏まえて、地域唯一の公共交通機関であ

る路線バスや空港バス、市街地巡回バスの発着地点と

なっているなど、交通の要衝としての機能も高まって

きています。 

今後は、リナシティかのやなどの集客機能を十分に

生かした様々な交流の促進とともに、まちのにぎわい

を再生するため、集客効果を活かした周辺商店街への

回遊性を高めることが課題となっています。 

 

また、生活雑排水などによる河川の水質汚濁などが

課題となっており、さらなる都市機能の充実による鹿

屋市、そして大隅地域の顔としての機能の強化が求め

られています。 

 

○ 主要な施設 

鹿児島地方検察庁鹿屋支部、鹿児島地方裁判所

鹿屋支部、鹿児島県大隅地域振興局、中央公民

館、図書館、文化会館、中央公園、体育館、武

道館、保健相談センター、鹿屋市社会福祉協議

会、リナシティかのや、産業支援センター、ハ

ローワークかのや、大隅広域夜間急病センター

など 

 

 

（２）基本方向 

大隅地域の拠点都市の顔として、集客力のある魅力

あるまちづくりを推進するため、関係機関等との連携

のもとでの起業支援や空店舗対策の取り組み、商店街

の各種団体等と協働した様々なイベント等の開催と駐

車場の利用促進、市民交流センター（リナシティかの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「リナシティかのや」を核とした中心市街地の活性

化を図る必要があるため、文言を変更 

 

 

○後期基本計画期間内における市営住宅改善事業が

無いため、削除 

 

 

 

 

○施設の追加 

 

 

 

 

○平成23年4月1日開設したため、追加 
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や）の運営の充実などにより、一層の賑わいの創出と

商店街の活性化を図ります。 

また、市民や民間団体などと一体となった河川美化

活動の推進等による河川等の水質浄化や、公営住宅の

改善、公共施設の跡地問題の検討、リナシティかのや

の周辺地区の整備・充実など、快適な居住環境、都市

機能の充実により、拠点都市の顔としての活発な交流

の展開を図ります。 

 

や）の運営の充実などにより、一層の賑わいの創出と

商店街の活性化を図ります。 

また、市民や民間団体などと一体となった河川美化

活動の推進等による河川等の水質浄化や公共施設の跡

地問題の検討、リナシティかのやの周辺地区の整備・

充実など、快適な居住環境、都市機能の充実により、

拠点都市の顔としての活発な交流の展開を図ります。 

 

 

 

 

 

○後期基本計画期間内における市営住宅改善事業が

無いため、削除 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

２ 寿地区 

（寿１～８丁目、新川

町、旭原町、札元１～

２丁目、笠之原町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    「「「「住住住住とととと商商商商」」」」がががが調和調和調和調和

するするするする快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、昭和40年代以降、急速に市街化が進み、

現在も人口の増加傾向は続いており、これに伴う宅地

化が急速に進んでいます。 

県民健康プラザの周辺整備をはじめ、良好な居住空

間が形成されており、これに伴い、近隣型の商業施設

も多数立地している状況にあります。 

このようなことを背景に、近年、集中的な豪雨時の

雨水処理能力が問題となっているとともに、市道の維

持・更新など生活基盤の改善が求められています。ま

た、従来の地番表示に整然性がなくなり、混在してい

る地区もあります。 

さらに、笠之原・旭原地区を中心に、農用地の適正

な保全が問題となっており、適正な土地利用が求めら

れています。 

 

 

 

 

 

○ 主要な施設 

県民健康プラザ（健康増進センター・鹿屋医療

センター）、鹿屋警察署、鹿屋社会保険事務所、

九州農政局鹿児島農政事務所、鹿屋商工会議所、

農業研修センター、勤労婦人センター、東地区学

習センターなど 

 

（２）基本方向 

地区内の生活基盤の改善を図るため、側溝、舗装の

修繕や砂防指定地区の埋立後の公園整備を促進する

など、総合的な雨水排水対策を進めます。 

 

また、都市化に対応する優良農地等の保全などの適

正な土地利用の推進、地番表示が混在している地区の

適正化など居住環境の向上を図ります。 

 

 

商業振興に関しては、地元の商店街や関係団体との

連携のもと、イベント開催等を促進し、地域に根ざし

た近隣型商業の集積を図ります。 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、昭和40年代以降、急速に市街化が進み、

現在も人口の増加傾向は続いており、これに伴う宅地化

が急速に進んでいます。 

県民健康プラザの周辺整備をはじめ、良好な居住空間

が形成されており、これに伴い、近隣型の商業施設も多

数立地している状況にあります。 

このようなことを背景に、近年、局地的集中豪雨時の

雨水処理能力が問題となっているとともに、市道の改良

や老朽化した側溝、舗装の改修など生活基盤の改善が求

められています。 

 

さらに、笠之原・旭原地区を中心に、農用地から宅地

への転用が進み、営農に支障を来たしていることから地

域住民の理解と適正な土地利用が求められています。 

 

市営住宅の老朽化対策についても、良好な居住環境の

整備が課題となっています。 

 

 

○ 主要な施設 

県民健康プラザ（健康増進センター・鹿屋医療

センター）、鹿屋警察署、鹿屋年金事務所、鹿屋商

工会議所、農業研修センター、勤労婦人センター、

東地区学習センターなど 

 

 

（２）基本方向 

地区内の生活基盤の改善を図るため、総合的な雨水排

水対策を進めるとともに、市道の改良や側溝、舗装の改

修、また、砂防指定地区の埋立後の公園整備を促進しま

す。 

さらに、都市化に伴う農地等の保全・管理など適正な

土地利用の推進や市営住宅の老朽化対策等を図ります。 

 

 

 

商業振興に関しては、地元の商店街や関係団体との連

携のもと、イベント開催等を促進し、地域に根ざした近

隣型商業の集積を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○地域の実情を反映させ、具体的な表現に文言を変更 

 

○笠之原町の一部における住居表示の設定が完了したため

文言を削除 

 

〇宅地が進行している現状について、具体的な表現に文言

を変更 

 

 

○｢鹿屋市営住宅ストック総合活用計画（平成21年4月策

定）｣による建替計画（札元及び新川市営住宅）があるた

め、文言を追加（笠之原西及び笠之原東市営住宅もこの

建替計画に基づき、用途廃止する計画） 

 

 

○国の機構改革による名称変更 

○鹿児島農政事務所の組織再編により削除 

 

 

 

 

○地域の実情を反映させ、具体的な表現に文言を変更 

 

 

 

○文言の変更 

○笠之原町の一部における住居表示の設定が完了したた

め、削除 

○｢鹿屋市営住宅ストック総合活用計画（平成21年4月策

定）｣による建替計画（札元及び新川市営住宅）があるた

め、文言を追加 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

３ 西原地区 

（新生町、上谷町、西

原１～４丁目、大浦町、

郷之原町、今坂町、上

野町、野里町） 

    

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    

～～～～    交流交流交流交流とととと住住住住がががが融合融合融合融合

するするするする文教文教文教文教のまちのまちのまちのまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、土地区画整理事業などの実施により、早

くから市街地化が図られるとともに、海上自衛隊鹿屋航

空基地などがあり、人口が集積した地区を形成していま

す。 

また、文化施設が隣接していることや教育機関が立地

していることから、市の文教地区を形成しているととも

に、基地史料館や観光物産総合センター等の観光施設が

立地しているなど、多くの機能を担っている地区です。 

地区内を通る国道220号・269号、県道鹿屋環状線とい

った幹線道路の利便性等を生かした交流の促進や商業の

活性化が求められています。 

公営住宅の老朽化や冠水対策等の居住環境の整備も課

題となっています。 

 

○ 主要な施設 

      海上自衛隊鹿屋航空基地、観光物産総合センター、

国の合同庁舎、陸上競技場、野球場、西原地区学習

センター、鹿屋女子高等学校、鹿屋看護専門学校な

ど 

 

（２）基本方向 

基地史料館や観光物産総合センター等の観光施設を活

用した交流を促進します。また、時代の要請に合致した

教育環境・体制の充実を図ります。 

あわせて、ユニバーサルデザインに配慮した幹線市道

の整備、地元商店街や関係団体との連携・協働のもとで

のイベント開催等の促進により、地区内の観光施設やか

のやばら園の後背地であることなどを生かした交流を促

進し、商業機能の充実など地域の活性化を図ります。 

また、公営住宅の建て替えや排水対策の充実などを進

めるとともに、基地周辺の航空機騒音問題の対策を進め

ます。 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、土地区画整理事業などの実施により、早

くから市街地化が図られるとともに、海上自衛隊鹿屋航

空基地などがあり、人口が集積した地区を形成していま

す。 

また、文化施設が隣接していることや教育機関が立地

していることから、市の文教地区を形成しているととも

に、基地史料館や観光物産総合センター等の観光施設が

立地しているなど、多くの機能を担っている地区です。 

地区内を通る国道220号・269号、県道鹿屋環状線とい

った幹線道路の利便性等を生かした交流の促進や商業の

活性化が求められています。 

市営住宅の老朽化や幹線市道の整備及び雨水排水対策

等の居住環境の整備も課題となっています。 

 

○ 主要な施設 

      海上自衛隊鹿屋航空基地、観光物産総合センター、

国の合同庁舎、鹿屋運動公園（陸上競技場、野球場）、

西原地区学習センター、鹿屋女子高等学校、鹿屋看

護専門学校など 

 

（２）基本方向 

基地史料館や観光物産総合センター等の観光施設を活

用した交流を促進します。また、時代の要請に合致した

教育環境・体制の充実を図ります。 

あわせて、ユニバーサルデザインに配慮した幹線市道

の整備、地元商店街や関係団体との連携・協働のもとで

のイベント開催等の促進により、地区内の観光施設やか

のやばら園の後背地であることなどを生かした交流を促

進し、商業機能の充実など地域の活性化を図ります。 

また、市営住宅の改善や雨水排水対策の充実などを進

めるとともに、基地周辺の航空機騒音問題の対策を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公営以外の住宅もあるため、市営住宅に変更 

○地域の実情を反映させ、文言を変更 

 幹線市道 

 ・中都宮線 

 ・西原郷之原線 

 ・旧西原郷之原線 

○公園名称の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公営を市営に変更 

○新生及び平和市営住宅の改善事業を計画している

ため文言の変更 

○豪雨時の雨水排水対策が課題であることから、文言

を変更 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

４ 高隈地区 

（上高隈町、下高隈町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    ひととひととひととひとと大自然大自然大自然大自然がががが

ふれあうふれあうふれあうふれあう国際性豊国際性豊国際性豊国際性豊かかかか

なまちなまちなまちなまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、高隈山と笠野原台地に囲まれ、高隈山

の照葉樹林、串良川、大隅湖などの豊かな自然に恵ま

れ、大隅湖に面するアジア・太平洋農村研修村は、国

際交流の拠点となっています。 

主要な道路として、鹿屋市と空港を南北に結ぶ国道

504号、県道垂水南之郷線などが通っています。 

過疎化、高齢化が急速に進んでいる地区であり、大

きな課題となっています。 

近年、野猿による農作物被害が甚大になっており、

地域の農業に大きな影響を与えています。 

また、豊かな自然やアジア・太平洋農村研修村の施

設を生かした観光、国際交流、地元物産販売などによ

る地域活性化が求められています。 

 

○ 主要な施設 

高隈地区交流促進センター、高隈グリーンカン

トリー、アジア・太平洋農村研修村、高隈ダム、

鹿児島鹿屋ゴルフコースなど 

 

（２）基本方向 

アジア・太平洋農村研修村を拠点とした国際交流の

推進や国際交流を通した人材の育成に関する諸施策

を推進します。 

人口減少、少子高齢化に伴う過疎化対策として、農

地の集積や農畜産物の生産体制強化、野猿対策の強化

などの支援を行うとともに、あんしん地域ネットワー

ク等を活用した地域コミュニティの充実・強化に努め

ます。 

 

 

 

また、大隅湖や高隈山の自然を生かした観光の振興

による交流人口の増加を図るとともに、地域や企業等

との協働による地域おこしに努めます。 

  （１）地区の現状・課題 

この地区は、高隈山と笠野原台地に囲まれ、高隈山

の照葉樹林、串良川、大隅湖などの豊かな自然に恵ま

れ、大隅湖に面するアジア・太平洋農村研修村は、国

際交流の拠点となっています。 

主要な道路として、鹿屋市と鹿児島空港を南北に結

ぶ国道504号、県道垂水南之郷線などが通っています。 

過疎化、高齢化が急速に進んでいる地区であり、そ

の対策が大きな課題となっています。 

近年、有害鳥獣による農作物被害が甚大になってお

り、地域の農業に大きな影響を与えています。 

また、豊かな自然やアジア・太平洋農村研修村の施

設を生かした観光、国際交流、地元物産販売などによ

る地域活性化が求められています。 

 

○ 主要な施設 

高隈地区交流促進センター、高隈グリーンカン

トリー、アジア・太平洋農村研修村、高隈ダム、

鹿児島鹿屋ゴルフコースなど 

 

（２）基本方向 

アジア・太平洋農村研修村を拠点とした国際交流の

推進や国際交流を通した人材の育成に関する諸施策

を推進します。 

人口減少、少子高齢化に伴う過疎化対策として、農

地の集積や農畜産物の生産体制強化、有害鳥獣対策の

強化など適切な農業生産活動が継続的に行われるよ

う多面的機能の確保に努めます。 

また、共生・協働の理念に基づいた自立した住民自

治を確立していくため、コミュニティ・プラットフォ

ームの構築を推進し、地域コミュニティの充実・強化

に努めます。 

さらに、大隅湖や高隈山の自然を生かした観光の振

興による交流人口の増加を図るとともに、地域や企業

等との協働による地域おこしに努めます。 

 

 

 

 

 

○空港名称を追加 

 

○分かりやすい表現にするため文言を追加 

 

○イノシシ等による被害も発生していることから、文言を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○イノシシ等による被害も発生していることから、文言を変更 

〇中山間地域等直接支払制度や、重田集落営農組合への支援を

実施しているため文言を追加 

○地域コミュニティの充実・強化策として、コミュニティ・プ

ラットフォームの推進を掲げたため文言を変更 

 

 

○前段を追加したことから、文言を変更 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

５ 東原・祓川地区 

（東原町、上祓川町、

祓川町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    生活空間生活空間生活空間生活空間とととと農業農業農業農業

がががが共生共生共生共生するするするする恵恵恵恵みみみみ豊豊豊豊かかかか

なまちなまちなまちなまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、高隈山麓に位置し、自然環境に恵まれ

ています。市の農業の中心となる広大な畑作、畜産地

帯を形成し、茶、豚、肉用牛などの生産地となってい

ます。特に、全国一と言われる養豚場の密集地帯でも

あります。 

畑地かんがい施設の維持・補修を行うとともに、大

規模農業の展開や大型機械の導入による、大規模営農

に適した基盤整備を進める必要があります。 

 

また、家畜ふん尿の有効利用と適正処理により、快

適な居住環境の整備が求められています。 

 

 

 

 

○ 主要な施設 

      地磁気観測所、畜産環境センターなど 

 

（２）基本方向 

広大な畑地を利用した戦略的農業を進めるため、畑

地かんがい施設の維持・補修に努めます。 

 

また、生活空間と農地や自然環境が調和した快適な

農村社会を形成し、安全で環境にやさしい生産物を域

内外に発信していくため、循環型農畜産業の推進のた

めの支援の取り組みや悪臭防止対策の取り組みによ

り、居住環境の基盤整備を推進します。 

 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、高隈山麓に位置し、自然環境に恵まれて

います。市の農業の中心となる広大な畑作、畜産地帯を

形成し、茶、豚、酪農、肉用牛などの生産地となってい

ます。特に、全国一と言われる養豚場の密集地帯でもあ

ります。 

畑地かんがい施設の維持・補修を行うとともに、担い

手への農地集積を進めながら、大規模農業の展開や大型

機械の導入による、大規模営農に適した基盤整備を進め

る必要があります。 

また、家畜ふん尿の有効利用と適正処理により、快適

な居住環境の整備が求められています。畜産環境センタ

ーについては、施設の老朽化や、海外悪性家畜伝染病が

発生した際の共同処理方式のリスクが懸念されていま

す。 

 

○ 主要な施設 

      地磁気観測所、畜産環境センターなど 

 

（２）基本方向 

広大な畑地を利用した戦略的農業を進めるため、担い

手への農地集積や畑地かんがい施設の維持・補修に努め

ます。 

また、生活空間と農地や自然環境が調和した快適な農

村社会を形成し、安全で環境にやさしい生産物を域内外

に発信していくため、循環型農畜産業の推進のための支

援や悪臭防止対策の取組により、居住環境の基盤整備を

推進します。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。 

 

 

 

 

○地域特性としての文言を追加 

 

 

○人・農地プランに基づき、担い手に農地集積を進め

る必要があることから、文言を追加 

 

 

 

○施設の老朽化や、宮崎県での口蹄疫など、ここ数年

の海外悪性家畜伝染病の発生を受けての文言追加 

 

 

 

 

 

 

 

○人・農地プランに基づき、担い手に農地集積を進め

る必要があることから、文言を追加 

 

 

 

 

○字句の修正 

○畜産環境センターについては、老朽化や維持管理経

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、文言を追

加 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

６ 田崎地区 

（田崎町、川西町、川

東町、永野田町、名貫

町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    「「「「住住住住とととと工工工工」」」」がががが共存共存共存共存

するするするする交流交流交流交流のまちのまちのまちのまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、鹿屋内陸工業団地や食品加工工場、ク

エン酸工場などの工業関連産業等が集積しています。

今後は、地域の基幹産業である第１次産業を生かした

食品加工産業を中心とする企業立地を進めることが

求められています。 

 

地区のほぼ全域で、人口増加に伴う宅地化の進行に

より用途地域外で無秩序な市街化が進行しており、こ

れに対応した居住環境の整備が必要です。 

また、日本一の規模を有するかのやグラウンド・ゴ

ルフ場の立地を生かした交流促進による地域活性化

が求められています。 

 

○ 主要な施設 

かのやグラウンド・ゴルフ場、田崎多目的運動

広場、田崎地区学習センター、 

鹿屋内陸工業団地、下水処理センター、衛生処

理場（かのやクリーンセンター）、 

鹿屋工業高等学校、鹿屋高等技術専門学校 な

ど 

 

（２）基本方向 

田崎工場適地を受け皿として、地域の基幹産業であ

る第１次産業を生かした食品加工産業を中心とする

企業立地を進めます。 

また、適正な土地利用と雨水排水対策などを推進

し、居住環境の充実に取り組みます。 

日本一の規模を誇るかのやグラウンド・ゴルフ場の

立地を生かした生涯スポーツ、健康づくり活動として

の市民の利活用促進や大規模なイベント等の開催・誘

致を行い、交流促進による地域活性化に努めます。 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、鹿屋内陸工業団地と田崎工場適地があ

り、電子工業、食品加工業、化学工業など産業の集積地

域となっています。今後は、地域の基幹産業である第１

次産業を生かした食品関連産業を中心とする企業立地

を進めることが求められています。 

 

地区のほぼ全域で、人口増加に伴う宅地化の進行によ

り用途地域外で無秩序な市街化が進行しており、これに

対応した居住環境の整備が必要です。 

また、日本一の規模を有するかのやグラウンド・ゴル

フ場の立地を生かした交流促進による地域活性化が求

められています。 

 

○ 主要な施設 

かのやグラウンド・ゴルフ場、田崎多目的運動

広場、田崎地区学習センター、 

鹿屋内陸工業団地、下水処理センター、衛生処

理場（かのやクリーンセンター）、 

鹿屋工業高等学校、鹿屋高等技術専門学校 な

ど 

 

（２）基本方向 

田崎工場適地を受け皿として、地域の基幹産業である

第１次産業を生かした食品関連産業を中心とする企業

立地を進めます。 

また、適正な土地利用と雨水排水対策などを推進し、

居住環境の充実に取り組みます。 

日本一の規模を誇るかのやグラウンド・ゴルフ場の立

地を生かした生涯スポーツ、健康づくり活動としての市

民の利活用促進や大規模なイベント等の開催・誘致を行

い、交流促進による地域活性化に努めます。 

 

 

○田崎地区内の団地を追加し、集積産業を現状にあわ

せ、変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○立地しやすいよう企業の業種を大枠で記載したた

め、変更 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

７ 大姶良地区 

（飯隈町、池園町、萩

塚町、星塚町、下堀町、

田淵町、大姶良町、獅

子目町、南町、横山町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    ばらとばらとばらとばらと農農農農がががが織織織織りりりり

なすなすなすなす交流交流交流交流のまちのまちのまちのまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、県内有数の観光拠点としてのかの

やばら園を有しており、平成18年４月のグランド

オープン以降、域内外から多くの入り込み客を迎

えています。今後は、広域観光ネットワークの核

として、観光振興による地域活性化を牽引してい

くことが求められています。 

また、鹿屋原台地や国見山麓の畑地での露地野

菜などの園芸や大姶良川沿いの肥沃な土壌を生か

した稲作が盛んな農業地域であり、肝属中部地区

畑地かんがい事業等の推進によるさらなる農業振

興が必要です。 

 

○ 主要な施設 

      かのやばら園（霧島ヶ丘公園）、大姶良地区

学習センター、大隅森林管理署、星塚敬愛園

など 

 

（２）基本方向 

かのやばら園を広域観光ルートの核として位置

づけ、地元の市民団体やＮＰＯ団体等との連携の

もと、イベント内容の充実や、ばらにちなんだ新

商品の開発などに関する支援を行い、総合的な観

光拠点としての機能の充実・強化に取り組み、誘

客・交流の促進による地域の活性化を図ります。    

また、肝属中部地区畑地かんがい事業等による

農業振興を図るとともに、適期品種の検討を進め、

生産性向上とブランド化を推進します。    

 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、県内有数の観光拠点としてのかの

やばら園を有しており、域内外から多くの入り込

み客を迎えています。今後も、広域観光ネットワ

ークの核として、観光振興による地域活性化を牽

引していくことが求められています。 

 

また、鹿屋原台地や国見山麓の畑地での露地野

菜などの園芸や大姶良川沿いの肥沃な土壌を生か

した稲作が盛んな農業地域であり、肝属中部地区

畑地かんがい事業等の推進によるさらなる農業振

興が必要です。 

 

○ 主要な施設 

      かのやばら園（霧島ヶ丘公園）、横尾岳公園、

大姶良地区学習センター、南部学校給食セン

ター、大隅森林管理署、星塚敬愛園など 

 

（２）基本方向 

かのやばら園を広域観光ルートの核として位置

づけ、地元の市民団体やＮＰＯ団体等との連携の

もと、イベント内容の充実や、ばらにちなんだ新

商品の開発などに関する支援を行い、総合的な観

光拠点としての機能の充実・強化に取り組み、誘

客・交流の促進による地域の活性化を図ります。    

また、担い手を中心に農用地の流動化を加速的

に推進し、肝属中部地区畑地かんがい事業等によ

る農業振興を図るとともに、適期品種の検討を進

め、生産性向上とブランド化を推進します。    

 

 

 

 

○グランドオープンから７年目となるため、 

関連の文言を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公園名称の追加 

○平成22年９月に供用開始したことから追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人・農地プランや、農地集約加速化事業を反映させ、文言

を追加 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

８ 高須・浜田地区 

（高須町、浜田町、永

小原町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    海海海海とみどりがとみどりがとみどりがとみどりが調調調調

和和和和するするするする憩憩憩憩いのまちいのまちいのまちいのまち    

～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、静穏な錦江湾に面し、海洋性の温

暖な気候に恵まれた農業と漁業の地域として発展

してきた地域であり、茶、ポンカン、ビワなどの

団地化による営農、一本釣りを中心とした漁業が

行われています。 

また、国道269号沿いには海水浴やマリンスポー

ツが楽しめる美しい高須・浜田海岸が広がり鹿屋

市唯一の海浜公園があります。今後は、霧島ヶ丘

公園と連動したマリンスポーツ、レジャーの場と

しての機能充実が期待されています。 

人口減少、高齢化が進んでおり、地区の活性化

方策が求められています。 

地区の産業としては、霜が降りない海岸線の温

暖な気候を生かした農業の振興やマリンスポー

ツ、レジャーを通じた交流の促進による地域活性

化が求められています。 

 

 

 

 

 

○ 主要な施設 

      高須地区学習センター、かのやばら園（霧

島ヶ丘公園）、鹿屋体育大学海洋スポーツセン

ター、高須地区ウォーターフロント、鹿屋海

浜公園（浜田海水浴場）など 

 

（２）基本方向 

海洋性の温暖な気候を生かした茶・ポンカン・

ビワなどの農業、鯛やヒラメなどの稚魚放流など

による漁業の振興に努めます。 

また、あんしん地域ネットワークを活用した地

域コミュニティの充実・強化に取り組みます。 

 

 

高須地区ウォーターフロント施設や鹿屋海浜公

園等を活用し、鹿屋体育大学や民間スポーツクラ

ブ等との連携のもと、マリンスポーツ、レジャー

を通じた交流促進を図るとともに、鹿屋体育大学

海洋スポーツセンターや、霧島ヶ丘公園と一体と

（１）地区の現状・課題 

この地区は、静穏な錦江湾に面し、海洋性の温

暖な気候に恵まれた農業と漁業の地域として発展

してきた地域であり、茶、ポンカン、ビワなどの

団地化による営農、一本釣りを中心とした漁業が

行われています。 

また、国道269号沿いには海水浴やマリンスポー

ツが楽しめる美しい高須・浜田海岸が広がり鹿屋

市唯一の海浜公園があります。今後は、霧島ヶ丘

公園と連動したマリンスポーツ、レジャーの場と

しての機能充実が期待されています。 

人口減少、高齢化が進んでおり、地区の活性化

方策が求められています。 

地区の産業としては、霜が降りない海岸線の温

暖な気候を生かした農業の振興やマリンスポー

ツ、レジャーを通じた交流の促進による地域活性

化が求められています。 

このほか、標高が低い集落については、巨大地

震による津波等の被害が懸念されることから、情

報伝達体制及び避難体制の確立・強化が求められ

ています。 

 

○ 主要な施設 

      高須地区学習センター、かのやばら園（霧

島ヶ丘公園）、鹿屋体育大学海洋スポーツセン

ター、高須地区ウォーターフロント、鹿屋海

浜公園（浜田海水浴場）など 

 

（２）基本方向 

海洋性の温暖な気候を生かした茶・ポンカン・

ビワなどの農業、鯛やヒラメなどの稚魚放流など

による漁業の振興に努めます。 

また、共生・協働の理念に基づいた自立した住

民自治を確立していくために、コミュニティ・プ

ラットフォームの構築を推進し、地域コミュニテ

ィの充実・強化に努めます。 

高須地区ウォーターフロント施設や鹿屋海浜公

園等を活用し、鹿屋体育大学や民間スポーツクラ

ブ等との連携のもと、マリンスポーツ、レジャー

を通じた交流促進を図るとともに、鹿屋体育大学

海洋スポーツセンターや、霧島ヶ丘公園と一体と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇南海トラフ等の巨大地震による津波被害等の発生が懸念さ

れるため、文言を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域コミュニティの充実・強化策として、コミュニティ・

プラットフォームの推進を掲げたため、文言を変更 
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なった地域活性化に努めます。 

 

なった地域活性化に努めます。 

このほか、標高の低い集落の防災、減災対策と

して、防災行政無線の早急な整備による情報伝達

体制の確立とともに、町内会における津波避難訓

練の実施促進等による自主防災組織の強化など避

難体制の強化を図ります。 

 

〇津波被害等を減少させるために、情報伝達体制の確立や避

難体制の強化を図る必要があることから、文言を追加 
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項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

９ 古江・花岡地区 

（小野原町、天神町、

船間町、古江町、古里

町、白水町、海道町、

花岡町、根木原町、 

花里町、有武町、小薄

町、高牧町） 

 

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    産業産業産業産業とととと融和融和融和融和するするするする

大学大学大学大学のまちのまちのまちのまち    ～～～～ 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、古江港を有する海岸部と台地の２つの

区域からなっており、海岸部には鹿屋港があり、沖合

いではカンパチの養殖漁業等が盛んに行われている

ことから漁港としての役割も果たしています。今後

は、消費者ニーズに対応したブランド化を一層推進す

る必要があります。 

また、台地には、わが国唯一の体育系の国立大学法

人である鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家があ

ります。これらを生かした交流等の促進など、その活

用が求められています。この地区では農業従事者の高

齢化や猿害による作業困難地域、後継者不足による遊

休地が増加傾向にあります。 

 

 

海岸部と台地を結ぶ古江坂は、勾配が急で曲折して

いることから、快適で安全な基盤整備が求められてい

ます。 

    

    

    

    

○ 主要な施設 

国立大学法人鹿屋体育大学、国立大隅青少年自

然の家、花岡地区公民館、鳴之尾牧場、鹿屋港な

ど 

 

（２）基本方向 

国道220号古江バイパスの早期完成を促進します。 

 

産業面では、漁業では漁業協同組合との連携のも

と、消費者ニーズに的確に対応する生産・加工・販売

の一体的な推進により、ブランド化を推進します。ま

た、農業では花きや野菜等の集落営農の推進とともに

猿害等の対策に取り組みます。 

また、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家の機

能等を生かして、スポーツや野外活動を通じた交流を

促進し、地域活性化を図ります。 

（１）地区の現状・課題 

この地区は、鹿屋港を有する海岸部と台地の２つの

区域からなっており、海岸部の沖合いではカンパチの

養殖漁業等が盛んに行われていることから漁港とし

ての役割も果たしています。今後は、消費者ニーズに

対応したブランド化を一層推進する必要があります。 

 

また、台地には、わが国唯一の体育系の国立大学法

人である鹿屋体育大学や青少年の健全育成を目的に

自然を活用した研修等を展開する国立大隅青少年自

然の家があります。これらを生かした交流等の促進な

ど、その活用が求められています。 

さらにこの地区では農業従事者の高齢化や有害鳥

獣被害による作業困難地域、後継者不足による遊休農

地が増加傾向にあります。 

海岸部と台地を結ぶ古江坂は、勾配が急で曲折して

いることから、快適で安全な基盤整備が求められてい

ます。 

このほか、標高が低い集落については、巨大地震に

よる津波等の被害が懸念されることから、情報伝達体

制及び避難体制の確立・強化が求められています。 

    

○ 主要な施設 

国立大学法人鹿屋体育大学、国立大隅青少年自

然の家、花岡地区公民館、鳴之尾牧場、鹿屋港な

ど 

 

（２）基本方向 

国道220号古江バイパスの早期完成や鹿屋港の沖防

波堤等の整備を促進します。 

産業面については、漁業では漁業協同組合との連携

のもと、消費者ニーズに的確に対応する生産・加工・

販売の一体的な推進により、ブランド化を推進しま

す。また、農業では花きや野菜等の集落営農の推進と

ともに有害鳥獣の対策に取り組みます。 

また、鹿屋体育大学、国立大隅青少年自然の家の機

能等を生かして、スポーツや野外活動を通じた交流を

促進し、地域活性化を図ります。 

あわせて、共生・協働の理念に基づいた自立した

住民自治を確立していくために、コミュニティ・プ

ラットフォームの構築を推進し、地域コミュニティ

 

○字句の修正 

○文言の変更 

 

 

 

 

 

○国立大隅青少年自然の家の説明を追加 

 

 

 

○イノシシ等による被害も発生していることから、文

言を変更 

○文言の変更 

 

 

 

〇南海トラフ等の巨大地震による津波被害等の発生が

懸念されるため、文言を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在実施している事業を追加 

 

○字句の修正 

 

 

 

○イノシシ等の被害も発生していることから、文言を

変更 

 

 

○小規模町内会が多いなど、地域コミュニティの充

実・強化策が必要であり、その対策として、コミュ

ニティ・プラットフォームの推進を図る必要がある
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の充実・強化に努めます。 

このほか、標高の低い集落の防災、減災対策として、

防災行政無線の早急な整備による情報伝達体制の確

立とともに、町内会における津波避難訓練の実施促進

等による自主防災組織の強化など避難体制の強化を

図ります。 

 

ことから、文言を追加 

〇津波被害等を減少させるために、情報伝達体制の確

立や避難体制の強化を図る必要があることから、文

言を追加 
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第２節 輝北地域 

項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

    

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    自然自然自然自然・・・・環境環境環境環境・・・・農農農農がががが

共生共生共生共生するするするする恵恵恵恵みみみみ豊豊豊豊かなかなかなかな

北北北北のののの玄関玄関玄関玄関    ～～～～    

 

（１）地域の現状・課題 

この地域は、鹿屋市北部に位置する、森林や星空日本

一に代表される自然環境に恵まれた高地であり、地域の

中央には、鹿児島空港方面と鹿屋市中心部を結ぶ国道

504号が縦断し、市の北の玄関としての役割を担ってい

ます。 

基幹産業は、畜産業を中心とする農業であり、肉用牛

の生産が盛んである一方、養豚では、「輝北スターポー

ク」の銘柄が確立されています。また、サトイモ、ゴボ

ウ、施設菊、茶等の生産も盛んで、安全で品質の優れた

おいしい米づくりも行われています。林業においては、

地元産材を原料とする木材工場が立地しています。 

 

 

 

 

 

過疎化、高齢化の急速な進展とともに、人口減少が顕

著となっている地域であり、学校の再編・統廃合等によ

る学校教育環境の充実、高齢者対策の充実、農業の担い

手確保・育成等による地域産業の振興、地域の特性・資

源を生かした観光・交流の促進による地域活性化などが

課題となっています。 

また、インターネットを快適に活用するための環境整

備など、情報通信格差の是正を図っていく必要がありま

す。 

 

○ 主要な施設 

輝北歴史民俗資料館、きほく上場公園、輝北天

球館、輝北ウインドファーム、輝北ダム、輝北

コミュニティセンター、輝北農業研修施設、輝

北特用林産物生産出荷施設 など 

 

 

（２）基本方向 

国道504号の道路拡幅や橋りょうの整備等を促進し、

鹿児島空港～鹿屋間のアクセス時間の短縮を図るとと

もに、景観に配慮したまちづくりを進め、鹿屋市の北の

玄関としての役割・機能を充実・強化します。 

 

 

（１）地域の現状・課題 

この地域は、鹿屋市北部に位置する、森林や星空日本

一に代表される自然環境に恵まれた高地であり、地域の

中央には、鹿児島空港方面と鹿屋市中心部を結ぶ国道

504号が縦断し、市の北の玄関としての役割を担ってい

ます。 

基幹産業は、畜産業を中心とする農業であり、肉用牛

の生産が盛んである。また、養鶏では大規模な経営を行

っている農場も多く存在し、養豚では、「輝北スターポ

ーク」の銘柄が確立されています。一方、耕種部門では

サトイモ、ゴボウ、茶等の生産も盛んで、安全で品質の

優れたおいしい米づくりも行われています。特に施設菊

は、かごしまブランド産地「そお・かのやのスプレーギ

ク」として指定を受けています。 

林業においては、地元産材を原料とする、のこくず工

場が立地しています。 

 

過疎化、高齢化の急速な進展とともに、人口減少が顕

著となっている地域であり、高齢者対策の充実、農業の

担い手確保・育成等による地域産業の振興、地域の特

性・資源を生かした観光・交流の促進による地域活性化、

急カーブ、急坂等の多い輝北地域内の国道504号の整備

などが課題となっています。 

 

 

 

 

○ 主要な施設 

輝北歴史民俗資料館、輝北うわば公園、輝北天

球館、輝北ウインドファーム、輝北ダム、輝北

ダム公園、輝北コミュニティセンター、輝北農

業研修施設、輝北特用林産物生産出荷施設 な

ど 

 

（２）基本方向 

国道504号の道路拡幅や橋りょうの整備等を促進し、

鹿児島空港～鹿屋間のアクセス時間の短縮及び輝北～

鹿屋間の道路等整備に伴う地域内交流の活性化を図る

とともに、景観に配慮したまちづくりを進め、鹿屋市の

北の玄関としての役割・機能を充実・強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○養鶏の大規模経営農場が存在することから追加 

 

 

 

○施設菊は産地指定を受けたため追加 

 

 

○現状に合わせ、文言を変更（畜産農家に需要が多い、の

こくずの生産、販売を行っている）。 

 

 

○輝北地区の学校再編は完了したため削除 

 

 

○国道504号に係る輝北地区の現状を追加 

 

○インターネット回線の格差（現状では光回線）は多くの

地域における課題であるため削除 

 

 

 

○輝北うわば公園---字句の修正 

○ダム公園の完成により追加 

 

 

 

 

 

 

○鹿屋市街地等との道路整備を促進していく必要があるた

め、文言を変更 
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また、既存の学校施設、設備を最大限に活用すること

を基本に、地域住民の意見等を十分に反映しながら、学

校の再編・統廃合等を進め、過疎化、高齢化の急速な進

行に対応する取り組みとしての学校教育環境の改善・充

実を進めます。 

温泉公衆浴場や共同利用型の病院運営に関する取り

組みの継続など、高齢者対策に関する各種取り組みの充

実・強化を図り、お年寄りがいきいきと健やかに暮らせ

るまちづくりを推進します。このほか、人口減少、少子

高齢化に伴う過疎化対策として、あんしん地域ネットワ

ーク等を活用した地域コミュニティの充実・強化に努め

ます。 

 

 

産業面では、曽於南部地区畑地かんがい事業等による

農業振興を図るとともに、経営安定対策・担い手育成対

策の推進、環境に配慮した循環型農業の推進や有害鳥獣

対策など、地場産業の振興に向けた産業基盤の整備を進

めます。 

 

 

さらに、豊かな自然や輝北天球館などの地域の特性、

特色ある資源を活用した観光交流や環境教育・学習の推

進、クロスカントリー大会への参加者拡大に向けた取り

組み等によるスポーツ交流の促進、さらには、地域内の

交流を促進する環境の充実など地域の活性化を図りま

す。 

また、インターネットのブロードバンド環境の未整備

地域の解消や、地上デジタル放送の難受信対策の推進な

ど、情報通信格差の是正を図ります。 

 

 

 

 

 

温泉公衆浴場や共同利用型の病院運営に関する取組

の継続など、高齢者対策に関する各種取組の充実・強化

を図り、高齢者がいきいきと健やかに暮らせるまちづく

りを推進します。このほか、人口減少、少子高齢化に伴

う過疎化対策として、共生・協働の理念に基づいた自立

した住民自治を確立していくために、コミュニティ・プ

ラットフォームの構築を推進し、地域コミュニティの充

実・強化に努めます。 

 

産業面では、曽於南部地区畑地かんがい事業等による

農業振興を図るとともに、経営安定対策・担い手育成対

策の推進、環境に配慮した循環型農業の推進や有害鳥獣

対策など、地場産業の振興に向けた産業基盤の整備を進

めます。 

また、老朽化が著しい簡易水道施設のインフラ整備を

年次的に進め、ライフラインの充実を図ります。   

さらに、豊かな自然や輝北天球館などの地域の特性、

特色ある資源を活用した観光交流や環境教育・学習の推

進、クロスカントリー大会への参加者拡大に向けた取組

等によるスポーツ交流の促進、さらには、地域内の交流

を促進する環境の充実など地域の活性化を図ります。 

 

○輝北地区の学校再編は完了したため削除 

 

 

 

○文言の修正 

○文言の修正 

○文言の修正 

 

○あんしん地域ネットワークは、当該地域で実施していな

いことから削除 

○地域コミュニティの充実・強化策として、コミュニティ・

プラットフォームの推進を掲げたため追加 

 

 

 

 

 

 

○簡易水道施設は創設後30～55年を経過し、老朽化が進ん

でおり、漏水事故が発生している。施設全般において、

耐震化を含めた安全性の高い施設に向けて平成24年度か

ら施設の整備に計画的に取り組んでいるため追加 

 

 

 

 

○ブロードバンド環境は整備済み。地デジ対策もH24年度で

完了の見込みのため削除 
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第３節 串良地域 

項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

    

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    恵恵恵恵みみみみ豊豊豊豊かなかなかなかな大地大地大地大地

にににに育育育育まれまれまれまれ、、、、人人人人・・・・ものがものがものがものが

行行行行きかうきかうきかうきかう    交流交流交流交流のののの郷郷郷郷    

～～～～    

（１）地域の現状・課題 

本地域は、鹿屋市東部に位置し、新かごしま百景に

選ばれた桜の名所である平和公園や下小原池公園の

ログハウス、中山池公園の湧水など四季折々の自然美

にあふれる豊かな歴史と郷土文化に恵まれた地域で

す。 

広大な笠野原台地を生かしたサツマイモ、飼料作

物、園芸作物等の生産や南部に広がる水田地帯では、

水稲の生産が盛んであり、特に肉用牛生産や養豚を中

心とした畜産業は、農業の基幹部門の中で大きなウエ

イトを占め、また、うなぎの養殖も盛んで大隅地区養

まん漁業協同組合は全国でも有数の生産量を誇って

いるなど、食料供給基地としての鹿屋市の産業を支え

る拠点となっています。 

 

 

 

 

また、地域コミュニティ活動も盛んであり、柳谷地

区においては、土着菌を利用した環境保全型農業や商

品開発、足湯づくりなど先進的な活動を展開していま

す。今後は、このような地域特性を生かした自立した

地域づくりのさらなる推進が望まれています。 

一方、地域の情報や緊急時における情報等を提供す

る有線放送施設の整備率が非常に低い状況にあるこ

とから、今後、災害対策も視野に入れた整備が必要と

なっているとともに、冠水対策等による良好な居住環

境の整備が求められています。 

また、農業従事者の高齢化や減少など農業後継者不

足に対応する担い手の確保が急務となっていること

や家畜ふん尿の有効利用と適正処理を進める必要が

あります。 

 

さらに、串良平和アリーナ等を活用した健康づくり

やスポーツ交流の促進など、地域資源や観光資源を生

かしたまちづくりを進め活性化を図るとともに、東九

州自動車道の整備や志布志港を連結する広域道路網

の充実など恵まれた交通条件を生かした産業振興の

拠点づくりが求められています。 

  

 

（１）地域の現状・課題 

本地域は、鹿屋市東部に位置し、新かごしま百景に選

ばれた桜の名所である平和公園、渡り鳥が飛来する下小

原池公園、中山池公園の湧水など四季折々の自然美にあ

ふれる豊かな歴史と郷土文化に恵まれた地域です。 

通水施設を有する広大な笠野原台地では土地利用型

農業としてダイコン、キャベツなどの園芸作物やサツマ

イモ、飼料作物などが生産される一方、県のブランド指

定作物のピーマン、キュウリや花き類では電照ギクの栽

培など施設園芸も定着しています。 

南部に広がる水田地帯では「美味しいお米作り」とし

て早期水稲の生産も盛んです。特に畜産は当地域の基幹

産業として、肉用牛生産、養豚が農業部門の大きなウエ

イトを占めています。 

また、うなぎの産地としても知られ、大隅地区養まん

漁業協同組合は全国でも有数の生産量を誇っているな

ど、食糧供給基地としての鹿屋市の産業を支える拠点と

なっています。 

当地域には、地域コミュニティ活動において、全国的

に有名な柳谷集落、通称「やねだん」があり、土着菌を

利用した環境保全型農業の推進や地域資源を利用した

商品開発、空き家を利用した芸術家の定住など先進的な

活動を展開しています。今後はこのような地域特性を生

かした自立した地域づくりが望まれています。 

 

 

 

 

一方、農業従事者の高齢化や農業後継者不足に対応す

る担い手の育成確保が急務となっていることや家畜ふ

ん尿の有効利用と適正処理を進める必要があります。 

また、冠水対策等による良好な居住環境の整備も求め

られています。 

さらに、串良平和アリーナを中心とした総合運動施設

等を活用した健康づくりやスポーツ交流の促進など、地

域資源や観光資源を生かしたまちづくりを進め活性化

を図るとともに、東九州自動車道が開通した際、鹿屋串

良インター（仮称）という陸路の玄関口となる地域特性

を生かした積極的な対策が求められています。それに合

わせて域内の道路整備や志布志港を連結する広域道路

網の充実など恵まれた交通条件を生かした産業振興の

 

 

○ログハウスは自然美ではないことから変更 

 

 

○文章表現の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「やねだん」について、足湯づくりは、現在実施し

ていないなど、現状に合わせ変更 

 

 

 

○市全域の課題であり、串良地域に限った課題ではな

いことから削除 

 

 

 

○文章表現の見直し 

 

 

○記載場所の変更 

 

○陸上競技場など総合運動施設もあることから、変更 

 

 

○インター開通後の対策が必要なため追加 
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○ 主要な施設 

串良ふれあいセンター、平和公園、下小原池公

園、中山池公園、オレンジパーク串良、串良平

和アリーナ、アクアゾーンくしら、串良大塚山

青少年の森、バイオテクノロジー研究所、串良

B＆G海洋センター、鹿児島県農業開発総合セン

ター大隅支場、一般廃棄物処理施設、鹿屋串良

温泉センター など 

 

 

 

（２）基本方向 

町内会活動などの市民生活に関する情報や行政情

報を広く的確に提供するとともに、災害時に市民の生

命や財産の安全を確保するための迅速な情報提供を

行う防災情報システムの構築を進めます。 

 産業面では、農畜水産物の安全性や消費者の信頼を

確保するための、生産者の顔が見える流通・販売体系

とあわせてトレーサビリティーの確立並びに地産地

消の促進や資源循環型農畜産業の推進による適正な

畜産廃せつ物の処理をはじめ、域内外への「食・農」

の情報発信や産品のブランド化を進め、魅力ある第１

次産業を確立するため、経営感覚に優れた農業経営体

や集落営農組織の育成に努めていきます。 

 

 

 

 

 

また、公営住宅の老朽化対策などを進め、災害に強

い良好な居住環境の確保に努めます。 

この地域で、今後の地域コミュニティのあり方とし

て注目を集めている集落の活動を、その集落の協力の

もとで、モデルケースとして広く情報発信等を行い、

共生・協働のまちづくりの啓発に努めます。 

 

 

 

 

東九州自動車道のインターチェンジの立地などの

地理的な優位性を生かした取り組みとして、串良平和

拠点づくりが求められています。 

  

○ 主要な施設 

串良ふれあいセンター、平和公園、下小原池公

園、中山池公園、オレンジパーク串良、串良平

和アリーナ、陸上競技場、多目的野球場、屋外

テニス場、アクアゾーンくしら、串良大塚山青

少年の森、串良B＆G海洋センター、鹿児島県農

業開発総合センター大隅支場、バイオテクノロ

ジー研究所、一般廃棄物処理施設、串良さくら

温泉、串良公民館、 など 

 

 

（２）基本方向  

 

 

 

 

産業面では、農畜水産物の安全性や消費者の信頼を確

保するための、生産者の顔が見える流通・販売体系とあ

わせてトレーサビリティーの確立並びに地産地消の促

進や資源循環型農畜産業の推進による適正な畜産廃せ

つ物の処理をはじめ、域内外への「食・農」の情報発信

や産品のブランド化を進め、魅力ある第１次産業を確立

するため、経営感覚に優れた農業経営体や集落営農組織

の育成に努めていきます。 

県農業開発総合センター大隅支場に大隅加工技術拠

点施設の整備が計画されている中、農業に付加価値をつ

けて高度化を目指す６次産業化を積極的に推進し、食品

加工や流通販売に農業者が関わることにより地域農業

の活性化を図ります。 

また、市営住宅の改善や老朽化対策などを進め、災害

に強い良好な居住環境の確保に努めます。 

この地域で、今後の地域コミュニティのあり方として

注目を集めている集落の活動を、その集落の協力のもと

で、モデルケースとして広く情報発信等を行い、共生・

協働のまちづくりの啓発に努めます。 

あわせて、共生・協働の理念に基づいた自立した住民

自治を確立していくために、コミュニティ・プラットフ

ォームの構築を推進し、地域コミュニティの充実・強化

に努めます。 

東九州自動車道の鹿屋串良インターチェンジ（仮称）

の立地などの地理的な優位性を生かした取組として、串

 

 

 

 

 

○平和アリーナ以外にも主要施設があることから追

加 

 

 

 

 

 

 

 

○市全域の課題であり、串良地域に限った課題ではな

いことから削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県農業開発総合センター大隅支場の整備を見越し、

地域農業の在り方等を追加 

 

 

 

○公営以外の住宅もあるため変更 

また、耐用年数を経過し、浸水被害が度々発生して

いる宮之下市営住宅の改善も急ぐ必要があるため

追加 

 

 

○地域コミュニティの充実・強化策として、コミュニ

ティ・プラットフォームの推進を掲げたため追加 

 

 

○インター名称を追加 

○字句の修正 
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アリーナや温泉施設などの地域の資源と、鹿屋体育大

学や域内の宿泊施設等との連携によるスポーツ合

宿・イベントなどの誘致・開催、アクアゾーンくしら

やオレンジパーク串良などの観光資源と他の観光施

設等とのネットワーク化などを進め、交流人口の拡大

による地域活性化を図ります。 

また、これらの様々な交流をさらに促進するため、

施設等を連絡するアクセス道路の整備等に取り組み

ます。 

 

 

 

良平和アリーナや温泉施設などの地域の資源と、鹿屋体

育大学や域内の宿泊施設等との連携によるスポーツ合

宿・イベントなどの誘致・開催、アクアゾーンくしらや

オレンジパーク串良などの観光資源と他の観光施設等

とのネットワーク化などを進め、交流人口の拡大による

地域活性化を図ります。 

また、これらの様々な交流をさらに促進するため、施

設等を連絡するアクセス道路の整備等に取り組みます。 
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 第４節 吾平地域 

項  目 現状・課題及び基本方向【前期基本計画】 現状・課題及び基本方向【後期基本計画】 変更した理由 

    

【【【【地区地区地区地区のののの基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】 

～～～～    農農農農とととと工工工工がががが共共共共にににに伸伸伸伸

びゆくびゆくびゆくびゆく、、、、自然自然自然自然とととと歴史歴史歴史歴史にににに

満満満満ちたやすらぎのちたやすらぎのちたやすらぎのちたやすらぎの里里里里    

～～～～ 

（１）地域の現状・課題 

本地域は、鹿屋市南部に位置し、吾平総合支所を中

心に県道が放射線状に整備されています。 

県下の神代三山陵のひとつである吾平山上陵を有

する歴史の古い地域であり、地域の資源や特性を生か

した「美里吾平（うましさとあいら）」の精神がまち

づくりに生かされています。 

また、市の中心部に隣接する地理的条件を生かした

定住促進策が進められ、人口も近年はほぼ横ばいで推

移しています。しかしながら、高齢化が早いペースで

進行していることから、地域の活力を維持していくた

めに、高齢者を含む地域住民によるまちづくりの取り

組みや、地域を担う人材育成等による地域コミュニテ

ィの充実が求められています。 

農業においては、肉用牛を中心とした畜産業、カボ

チャ、大半がエコファーマー認証の早期米の稲作地帯

を形成するとともに、安全・安心な農産物の生産や地

元農産物を使用した加工品の製造など、地産地消の取

り組みや、高い収益が見込めるピーマン、ナスの施設

園芸団地の導入など、魅力のある取り組みが進んでお

り、今後においては、これらの地域の特徴を生かした

さらなる生産振興や農産物のブランド化、肝属中部地

区畑地かんがい事業等の推進による生産性の向上な

どの取り組みが必要となります。 

一方で、地域に集積している筆記具用品、金型、自

動車用組電線製造の誘致企業は業績を伸ばしており、

これらの立地企業が今後さらに企業活動を展開して

いくために、情報基盤の充実が求められています。 

近年は、観光農園や吾平物産館、湯遊ランドあいら

など、様々な観光資源を生かした観光・交流事業に取

り組んでおり、これらの資源や取り組みを生かした、

交流人口のさらなる拡大が求められています。 

また、地域内の一部地区においては、地上デジタル

放送の難受信が想定され、その対応が必要となりま

す。 

 

    ○ 主要な施設 

コミュニティセンター吾平振興会館、吾平物産

館、湯遊ランドあいら、吾平山上陵、 

（１）地域の現状・課題 

本地域は、鹿屋市南部に位置し、吾平総合支所を中心

に県道が放射線状に整備されています。 

県下の神代三山陵のひとつである吾平山上陵を有す

る歴史の古い地域であり、地域の資源や特性を生かした

「美里吾平（うましさとあいら）」の精神がまちづくり

に生かされています。 

また、市の中心部に隣接する地理的条件を生かした定

住促進策が進められ、人口も近年はほぼ横ばいで推移し

ています。しかしながら、高齢化が早いペースで進行し

ていることから、地域の活力を維持していくために、高

齢者を含む地域住民によるまちづくりの取組や、地域を

担う人材育成等による地域コミュニティの充実が求め

られています。 

農業においては、肉用牛を中心とした畜産業、カボチ

ャ、大半がエコファーマー認証の早期米の稲作地帯を形

成するとともに、安全・安心な農産物の生産や地元農産

物を使用した加工品の製造など、地産地消の取組や、高

い収益が見込めるピーマン、ナスの施設園芸団地の導入

など、魅力のある取組が進んでおり、今後においては、

これらの地域の特徴を生かしたさらなる生産振興や農

産物のブランド化、肝属中部地区畑地かんがい事業等の

推進による生産性の向上などの取り組みが必要となり

ます。 

一方で、地域に集積している文具事務用品、金型、自

動車用組電線製造の誘致企業は業績を伸ばしており、こ

れらの立地企業が今後さらに積極的な活動を展開して

いくために、情報基盤の充実が求められています。 

近年は、観光農園や吾平物産館、湯遊ランドあいらな

ど、様々な観光資源を生かした観光・交流事業に取り組

んでおり、これらの資源や取組を生かした、交流人口の

さらなる拡大が求められています。 

 

 

 

 

    ○ 主要な施設 

コミュニティセンター吾平振興会館、吾平物産館、

湯遊ランドあいら、吾平山上陵、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○筆記用具以外の製品も製造していることから、文言を

修正 

○表現の修正 

 

 

 

○文言の修正 

 

○地デジ対策はH24年度で完了予定であることから削除 
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県立大隅広域公園、黒羽子観光農園、角野観光農

園、地区ふれあいセンター 

吾平自然公園（ウォーターパール館） など 

 

 

（２）基本方向 

美しい自然や農村の景観、吾平山上陵を中心とする

歴史あふれる空間等を生かし、地域の農業と連携した

観光農業やグリーン・ツーリズムなどを推進するとと

もに、県立大隅広域公園や吾平物産館、湯遊ランドあ

いらなどの観光資源を生かした、市内外の観光拠点と

の連携、ルート化による交流人口の拡大を図ります。 

また、これらの交流を促進するために、大隅縦貫道

や県道などの整備促進とともに、景観に配慮したまち

なみ形成を進めることにより、地域住民はもとより、

訪れる人もやすらぐことのできるまちづくりを進め

ます。 

農業においては、生産性の向上を図るために肝属中

部地区畑地かんがい事業等による農業振興を図ると

ともに、地産地消の取り組みや農畜産物のブランド

化、環境に配慮した循環型農業の一層の推進などによ

り、地域の特徴である畜産や施設園芸などを中心に、

安全・安心な農畜産物の供給体制を強化していきま

す。 

地域に立地する誘致企業については、企業ニーズや

実情に応じたブロードバンド環境の整備促進などに

より、今後の企業活動を円滑に展開できるよう、支援

を進めていきます。 

地域の高齢化が進行する中にあっても、地域を担う

人材を育成し、地域の活力を維持していくために、生

涯学習の充実と、防災・防犯や地域福祉など地域活動

のネットワーク化などによる地域コミュニティ活動

の充実を図るとともに、これらの活動基盤となる生涯

学習環境の充実を図ります。 

また、地上デジタル放送の難受信対策の推進など、

情報通信格差の是正を図ります。 

 

県立大隅広域公園、黒羽子観光農園、角野観光農

園、地区ふれあいセンター 

吾平自然公園（ウォーターパール館）、吾平中央公

園 など 

 

（２）基本方向 

美しい自然や農村の景観、吾平山上陵を中心とする歴

史あふれる空間等を生かし、地域の農業と連携した観光

農業やグリーン・ツーリズムなどを推進するとともに、

県立大隅広域公園や吾平物産館、湯遊ランドあいらなど

の観光資源を生かした、市内外の観光拠点との連携、ル

ート化による交流人口の拡大を図ります。 

また、これらの交流を促進するために、大隅縦貫道や

県道などの整備促進とともに、訪れる人がやすらぎを感

じられるようなホスピタリティ（おもてなしの心）を、

地域全体で育むまちづくりを進めます。 

 

農業においては、生産性の向上を図るために肝属中部

地区畑地かんがい事業等による農業振興を図るととも

に、地産地消の取組や農畜産物のブランド化、環境に配

慮した循環型農業の一層の推進などにより、地域の特徴

である畜産や施設園芸などを中心に、安全・安心な農畜

産物の供給体制を強化していきます。 

 

地域に立地する誘致企業については、企業ニーズや実

情に応じた支援策を拡充し、今後の企業活動を円滑に展

開できるよう、サポートしていきます。 

地域の高齢化が進行する中にあっても、地域を担う人

材を育成し、地域の活力を維持していくために、生涯学

習の充実と、防災・防犯や地域福祉など地域活動のネッ

トワーク化などによる地域コミュニティ活動の充実を

図るとともに、これらの活動基盤となる生涯学習環境の

充実を図ります。 

 

 

○吾平中央公園の完成により、追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○交流人口の促進を図るためグリーンツーリズム等の

取組を進め、癒しを求める人々のニーズに応える施策

を構築するため文言を変更（ソフト事業の充実を図

る。） 

 

 

 

○文言修正 

 

 

 

 

 

○誘致企業ブロードバンド整備支援事業については終

了したことから削除し、併せて文言を修正 

 

 

 

 

 

 

 

○地デジ対策はH24年度で完了予定であることから削除 

 

 


