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第２回総合計画審議会後の主な変更箇所等 

番号 ページ 変更前 変更後 変更の理由 

１ ６ページ

下段 

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。 

市民に対し良質かつ適切な医療を提供するため、関係機関等

と連携しながら、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

した後方支援体制や二次医療体制の充実、子どもを安心して出

産できる環境づくりを推進し、さらに、大隅地域において完結

できるような高度医療の充実や、医師の確保等に取り組んでい

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

による地域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。 

 

（２）施策の方向 

④ 医療体制の充実 を変更 

（理由：「子どもを安心して出産できる環境づくりや医師の

確保を市が積極的に取り組んで欲しい。」との意見

を反映。） 

 

２ 36ページ 

中段 

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。 

また、あらゆる災害に関する情報を全ての市民に提供し、い

ち早く避難を促すことができる防災行政無線をはじめとする

多様な手段による総合的な情報伝達体制の構築や大規模な地

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。 

 

第３章 安全・安心な暮らしのあるまちづくり 

第１節 安全・安心なまちづくり 

１ 防災体制の充実 

（１）現状・課題 を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 

３ 36ページ 

下段 

（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。 

（イ）災害発生時をはじめ、あらゆる災害に関する情報を全て

の市民に提供し、いち早く避難を促すことができる防災行政無

線やコミュニティＦＭ、携帯電話等を介した多様な手段による

総合的な情報伝達体制を構築します。 

（２）施策の方向 

 ①災害予防対策の充実 

 （イ） を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 

 

 

４ 42ページ 

上段 

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。 

 

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

きている中、やや減少傾向が見られたものの、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。 

５ 交通安全の推進 

 （１）現状・課題 を変更 

  （理由：「交通事故が減少に転じていると記載されている

が、死亡事故が多発している現状を踏まえ、注意

喚起するような表現に改めるべきではないか。」

との意見を反映 

 

 

 

５ 55ページ 

上段 

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。 

 

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とともに、地域交流の場と

しての役割の強化を図る必要があります。 

 

 

○港湾施設の変更 

 （理由：港湾には地域交流の場としての役割もあることか

ら、前期計画のとおりとする。） 

資料２ 
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番号 ページ 変更前 変更後 変更の理由 

６ 56ページ 

上段 

 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。 

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、

少子高齢社会に対応した市民の交通手段として鹿児島中央駅

～鹿屋間直行バスの利便性向上、コミュニティバスなどのルー

ト変更や運行回数の見直し等を検討していきます。 

 ⑤公共交通機関の利便性向上 を変更 

  （（理由：「廃止路線代替バスやコミュニティバスの運行内

容等を見直す予定があるなら、そのような表現に

改めてはどうか。」という意見を反映。 

また、旧バスセンターについては現在、整備中

であることから削除） 

７ 65ページ 

上段 

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。 

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ることから、市政情報の提

供においては、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。 

 

第４節 高度情報通信社会への対応 

（１）現状・課題 の前半を変更 

（理由：分かりやすく文章を整理） 

８ 65ページ 

下段 

「情報リテラシー」 

 

「情報活用力」 ② 高度情報通信基盤の整備 中「情報リテラシー」を「情

報活用力」に変更 

 （理由：分かりやすくするため文言を修正） 

９ 66ページ 

上段 

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。 

地域の産業振興を図るため、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ＩＣＴ講習会の開催など各種

支援に努めます。 

また、住民の情報活用力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。 

 

③ 企業や人材の育成 を変更 

（理由：分かりやすく文章を整理） 

10 69ページ 

中段 

（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。 

（カ）「かのや紅はるか」や「かのや深蒸し茶」等の地場産品

の産地化や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。 

② 農業経営体制の強化 

（カ）に「産地化」を追加 

 （理由：ブランド化を図るには供給体制の構築（産地化）

が必要なことから追加） 

11 70ページ 

中段 

（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。 

 

 

 

 

（イ）畜産業の規模拡大などに伴い、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、ふん

尿処理施設の整備や完熟堆肥化の指導徹底など、畜産農家

の適正な排せつ物処理を推進するとともに、畜舎の衛生管

理の徹底など農家の環境意識の高揚を図ることにより、地

域環境の改善と環境保全型農業への転換を促進します。 

 ⑤ 環境にやさしい循環型農業の展開 を変更 

  （理由：（イ）及び（ウ）は、畜産経営に起因する環境問

題の記載であったため集約したもの。） 
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番号 ページ 変更前 変更後 変更の理由 

12 81ページ 

下段 

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。 

 

 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。 

  

 

 

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）を更に充実させ、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ることで、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、本市特有の地域資源である国立大学法人鹿屋体育大

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。 

第３節 魅力あふれる観光地の創造 

（１）現状・課題 を変更 

   （理由：霧島ヶ丘公園の民間資金を活用した整備につい

ては、公募を行ったが希望者がなく、具体的な整備計画

の見込みがないため削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （文言の修正） 

13 82ページ 

上段 

（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。 

 

（ア）観光客増加に向けて「観光戦略プラン（仮称）」を策定

し、その取組を着実に実施していくことで、民間事業者が

自発的に観光基盤を整備する環境を整え、民間による宿泊

施設の充実・整備を促進します。 

（２）施策の方向 

①魅力ある観光地づくり （ア） を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 

14 82ページ 

下段 

（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。 

（イ）鹿屋串良インターチェンジ（仮称）の供用開始に伴い、

自動車でのアクセスが向上することから、九州自動車道主

要ＳＡで観光・物産等の情報を発信するとともに、キャン

ペーンを実施し、誘客促進を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）施策の方向 

③観光ＰＲの充実 （イ） を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 
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番号 ページ 変更前 変更後 変更の理由 

15 83ページ 

中段 

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。 

 

このような中、本市においては、国や県の事業を活用した失

業者等の雇用・就業機会の創出や鹿屋市雇用創造協議会による

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、同協議会において、「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

きる人材を育成するなど更なる雇用創出に取り組んでいます。 

これらの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。 

第４節 雇用の促進と勤労者福祉の充実 

（１）現状・課題  を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 

16 92ページ

中段 

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。 

 

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。特に、一般廃棄物処理や火葬場、消防、

介護保険などの事務については、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。 

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いるところです。 

 また、宮崎県串間市、日南市、鹿児島市（一部）を加えた７

市５町で「大隅地域半島振興計画」に基づく地域振興を図って

きました。 

 

第３節 広域行政の推進 

（１）現状・課題の後半部 を変更 

  （理由：分かりやすく文章を整理） 

17 112ペー

ジ 

下段 

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。 

農業においては、肉用牛、養豚などの畜産業の振興、カボチャ

生産や大半がエコファーマー認証の早期米などの安全・安心な

農産物の生産に取り組むとともに地元農産物を使用した加工

品の製造などの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組が必要となります。 

  

一方で、文具事務用品や、金型、自動車用組電線製造等の立地

企業があることにより、地域の雇用創出や経済など、地域の活

性化が図られることから、これらの立地企業が今後更に積極的

な活動を展開していくための施策を推進することが求められ

ています。 

 

第４節 吾平地域 

 （１）地域の現状・課題の後半部 を変更 

  （理由：現状に合わせ修正するとともに、分かりやすく文

章を整理） 


